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はじめに
このマニュアルでは、Cisco Finesse の管理方法について説明します。
• 変更履歴, vii ページ
• このマニュアルについて, viii ページ
• 対象読者, viii ページ
• マニュアルの構成, viii ページ
• 関連資料, x ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, x ページ
• フィールド アラートおよびフィールド通知, x ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xi ページ
• 表記法, xi ページ

変更履歴
次の表に、このガイドの変更点の変更内容とリンク、および変更が行われた日時を示します。
変更内容（Change）

日付（Date）

ブラウザが閉じられたり、また 14/07/28
はクラッシュしたことを Finesse
が検出したときのデスクトップ
の動作を明確に説明するよう
アップデートされました。

リンク
デスクトップの動作, （108 ページ）

リリース 10.5（1）用のマニュア 14/06/04
ルの初期リリース
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このマニュアルについて

変更内容（Change）

日付（Date）

リンク

デスクトップのレイアウトの変
更（エージェント、複数の列の
サポートのキュー統計情報）

デフォルト レイアウト XML, （24
ページ）

許可されない重複した理由コー
ド値

受信不可理由コード, （49 ページ）

オプションのラップアップ

ラップアップ理由, （58 ページ）

アウトバウンド ダイヤラ コール
のためのワークフローのトリ
ガー

ワークフローのトリガーとアウトバ
ウンド コール, （76 ページ）

日本語エージェント名のサポー
ト

ローカリゼーション, （5 ページ）

デフォルトのデスクトップ レイアウ
トの更新, （27 ページ）

サイン アウト理由コード, （54 ペー
ジ）

このマニュアルについて
『Cisco Finesse Administration Guide（Cisco Finesse 管理ガイド）』では、Cisco Finesse の管理およ
び保守の方法について説明します。

対象読者
このマニュアルは、Cisco Finesse を設定、管理、モニタする Unified Contact Center Enterprise シス
テム管理者を対象としています。
Unified Contact Center Express 環境での Finesse の管理については、『Unified CCX Administration
Guide（Unified CCX 管理ガイド）』を参照してください。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
章

説明（Description）

第 1 章： 使用する前に, （1 ページ）

Finesse の管理に使用されるツールと、そのアク
セス方法について説明します。
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章

説明（Description）

第 2 章： システム設定の管理, （9 ページ）

CTI サーバ、管理サーバおよびデータ サーバ、
およびクラスタ設定を指定する方法について説
明します。

第 3 章： コール変数レイアウトの管理, （19
ページ）

Finesse Agent Desktop のコール制御ガジェット
に表示されるコール変数と ECC 変数を設定す
る方法について説明します。

第 4 章： デスクトップ レイアウトの管理, （
23 ページ）

Finesse Agent Desktop のデフォルト レイアウト
を更新する方法について説明します。

第 5 章： 電話帳の管理, （39 ページ）

電話帳および電話帳の連絡先を作成、編集、お
よび削除する方法について説明します。

第 6 章： 理由の管理, （49 ページ）

受信不可理由コード、サインアウト理由コー
ド、およびラップアップ理由を追加、編集、お
よび削除する方法について説明します。

第 7 章： チーム リソースの管理, （65 ページ） チームに電話帳、理由、およびカスタム デスク
トップ レイアウトの割り当てや割り当て解除の
方法について説明します。
第 8 章： ワークフローの管理, （71 ページ）

ワークフローとワークフロー処理を作成、編
集、および削除する方法について説明します。

第 9 章： セキュリティの管理, （85 ページ）

HTTPS を使用したデスクトップへのアクセスを
強制し、自己署名証明書を信頼し、CA 証明書
をアップロードする方法について説明します。

第 10 章： サードパーティ ガジェットの管理,
（95 ページ）

Finesse にサードパーティ ガジェットをアップ
ロードする方法を説明します。

第 11 章： 定期メンテナンスの実行, （99 ペー Finesse サービスにアクセスし、ログを収集し、
ジ）
リモート アカウントを管理し、サードパーティ
のガジェットのアカウントを管理し、レプリ
ケーションのチェックを行う方法について説明
します。
第 12 章： Cisco Finesse のフェールオーバー メ Cisco Finesse のフェイルオーバーと冗長性メカ
カニズム, （105 ページ）
ニズムについて説明します。
第 13 章： バックアップと復元, （111 ページ） Cisco Finesse のバックアップおよび復元のメカ
ニズムについて説明します。
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はじめに
関連資料

関連資料
ドキュメントまたはリソース

リンク

Cisco Finesse Documentation Guide http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/products_
（Cisco Finesse マニュアル ガイ documentation_roadmaps_list.html
ド）
Finesse マニュアルの Cisco.com
サイト

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/tsd_products_
support_series_home.html

Finesse のマニュアルの Wiki

http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Finesse

Cisco Finesse のトラブルシュー
ティングのヒント

http://docwiki.cisco.com/wiki/Troubleshooting_Cisco_Finesse

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/
whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。 シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサ
ポートしています。

フィールド アラートおよびフィールド通知
シスコ製品が変更された可能性や、主要プロセスが重要であると判断された可能性があることに
注意してください。こうした情報は、シスコのフィールドアラートおよびフィールド通知メカニ
ズムを使用して通知されます。 フィールド アラートおよびフィールド通知は、Cisco.com の Product
Alert Tool で登録すると受信できます。 このツールを使用して関心のある製品を選択し、通知を受
信するプロファイルを作成することができます。
www.cisco.com にログインし、次の URL のツールにアクセスしてください。http://www.cisco.com/
cisco/support/notifications.html
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マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。mailto: contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

太字

アイコン、ボタン名、ダイアログボックス名など、画面に表示される項
目は、[ ] で囲んで表示しています。 次に例を示します。
• [編集（Edit）] > [検索（Find）] を選択します。
• [終了（Finish）] をクリックします。

イタリック体

イタリック体は、次の場合に使用しています。
• 新しい用語の紹介。 例：スキル グループとは、類似したスキルを持
つエージェントの集合です。
• 強調。 例：数字の命名規則は使用しないでください。
• ユーザが置き換える必要がある構文値。 例：IF (condition, true-value,
false-value)
• ドキュメントのタイトル。 例:『Cisco Unified Contact Center Enterprise
Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

window フォント

Courier などのウィンドウ フォントは、次の場合に使用されます。
• コード中のテキストや、ウィンドウに表示されるテキスト。 例：
<html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

< >

山カッコは、次の場合に使用されます。
• コンテキストでイタリックが許可されない引数（ASCII出力など）。
• ユーザが入力する文字列で、ウィンドウには表示されないもの（パ
スワードなど）。
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第

1

章

使用する前に
この章では、Cisco Finesse の構成、管理、維持のために使用するインターフェイスと、そのアク
セス方法について説明します。
• ユーザ アカウント , 1 ページ
• 管理ツール, 1 ページ
• ローカリゼーション, 5 ページ

ユーザ アカウント
Cisco Finesse のインストール中に、次のユーザ アカウントの資格情報が定義されます。
• 管理者ユーザ アカウント： CLI および Cisco Unified Communications オペレーティング シス
テムの管理にアクセスするには、このアカウントを使用します。
• アプリケーション ユーザ アカウント： Cisco Finesse の管理コンソールにアクセスするには、
このアカウントを使用します。

管理ツール
Cisco Finesse Administration Console
Cisco Finesse 管理コンソールは、Cisco Finesse のシステム設定を指定するために使用する Web ベー
スのインターフェイスです。 管理コンソールからはタブをクリックしてさまざまな管理機能にア
クセスできます。 タブ名と各タブで実行できるタスクは次のとおりです。
• [設定（Settings）]： CTI サーバ、管理サーバおよびデータ サーバ、およびクラスタ設定を指
定します。
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• [コール変数レイアウト（Call Variables Layout）]： エージェント デスクトップのコール制御
ガジェットで表示されるコール変数と ECC 変数を管理します。
• [デスクトップのレイアウト（Desktop Layout）]： エージェントおよびスーパーバイザ用のデ
フォルトのデスクトップ レイアウトを変更します。
• [電話帳（Phone Books）]： 電話帳または電話帳の連絡先を追加、編集、または削除します。
• [理由（Reasons）]： 受信不可理由コード、サインアウト理由コード、またはラップアップ理
由を追加、編集、および削除します。
• [チーム リソース（Team Resources）]： 特定のチームにデスクトップのレイアウト、電話帳、
理由コード、およびラップアップ理由を割り当てます。
• [ワークフロー（Workflows）]： ワークフローとワークフロー アクションを作成および管理
します。

（注）

Finesse 管理タスクはプライマリ Finesse サーバでのみ実行できます。

Cisco Finesse Administration Console へのサインイン
（注）

Cisco Finesse 管理コンソールは Internet Explorer と Firefox の両方をサポートします。
管理コンソールは HTTP とセキュア HTTP （HTTPS）の両方をサポートします。 管理コンソール
が HTTP と HTTPS のどちらを使用するかは、HTTPS リダイレクトが有効かどうかによって決ま
ります（デフォルトでは、HTTPS リダイレクトが有効です）。 この手順の URL では、HTTP を
使用します。

手順
ステップ 1

ブラウザで http：//FQDN, hostname, or IP address of Finesse server//cfadmin にアクセスします。ここ
で、FQDN, hostname, or IP address of Finesse server/ は、完全修飾ドメイン名（FQDN）、ホスト名
またはプライマリ Finesse サーバの IP アドレスです。
（注）
Finesse に付属の自己署名証明書で、デフォルトで証明書のコモン ネームとなるサーバ
のホスト名を使用していることを確認します。 アドレスの不一致エラーを回避するた
め、URL のホスト名は証明書のコモン ネームと一致している必要があります。

ステップ 2

HTTPS を使用して管理コンソールに最初にアクセスする際、Finesse に付属の自己署名証明書を信
頼するように促されます。 次の表で、サポートされている各ブラウザの手順を説明します。
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（注）

HTTP を使用して管理コンソールにアクセスしている場合、この手順は不要です。
HTTPS を使用しているが、CA 証明書をインストール済みである場合は、この手順をス
キップできます。 CA 証明書のインストールに関する詳細情報については、『Cisco
Finesse Installation and Upgrade Guide（Cisco Finesse インストールとアップグレード ガイ
ド）』を参照してください。

オプション

説明（Description）

Internet Explorer
1 Web サイトのセキュリティ証明書に問題があることを示すページが表示され
を使用する場
ます。 [この Web サイトの閲覧を続行（推奨されません）（Continue to this
合
website（not recommended））] をクリックします。 これにより、管理コン
ソールのサインイン ページが開きます。 証明書エラーはブラウザのアドレ
ス バーに表示されます。
2 [証明書エラー（Certificate Error）] をクリックし、[証明書を表示（View
Certificates）] をクリックすると、[証明書（Certificate）] ダイアログボックス
が開きます。
3 [証明書（Certificate）] ダイアログボックスで、[証明書をインストール（Install
Certificate）] をクリックします。 これにより、証明書のインポート ウィザー
ドが開きます。
4 [Next] をクリックします。
5 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following
store）] を選択し、[参照（Browse）] をクリックします。
6 [信頼できるルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）] を選択
し、[OK] をクリックします。
7 [Next] をクリックします。
8 [終了（Finish）] をクリックします。
9 証明書をインストールするかどうかを尋ねる [セキュリティ警告（Security
Warning）] ダイアログボックスが表示されたら、[はい（Yes）] をクリック
します。
インポートが正常に実行されたことを示す [証明書をインポート（Certificate
Import）] ダイアログボックスが表示されます。
10 [OK] をクリックします。
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オプション

説明（Description）

Firefox を使用
している場合

1 この接続が信頼できない状態であることを示すページが表示されます。
2 [リスクを理解します（I Understand the Risks）] をクリックし、[例外を追加
（Add Exception）] をクリックします
3 [セキュリティ例外を追加（Add Security Exception）] ダイアログボックスで、
[この例外を恒久的に保存（Permanently store this exception）] チェックボック
スがオンになっていることを確認します。
4 [セキュリティ例外を承認（Confirm Security Exception）] をクリックします。

ステップ 3

[サインイン（Sign-In）] ページの [ID] フィールドに、インストール中に定義されたアプリケーショ
ン ユーザ ID を入力します。

ステップ 4

[パスワード（Password）] に、インストール中に定義されたアプリケーション ユーザ パスワード
を入力します。

ステップ 5

[サインイン（Sign In）] をクリックします。
正常にサインインすると、定義された管理ガジェットおよびサインアウトリンクを使用してイン
ターフェイスを起動します。

（注）

非アクティブになってから 30 分後に、Finesse 管理コンソールから自動的にサインアウトする
ため、再度サインインする必要があります。

関連トピック
ユーザ アカウント , （1 ページ）
セキュリティの管理, （85 ページ）

CLI
CLI には、オペレーティング システムと Cisco Finesse に適用されるコマンドのセットがあります。
これらのコマンドでは、基本的なメンテナンスと障害復旧が可能になり、システム管理の一部を
実行できます。
サーバ コンソールまたは Secure Shell（SSH）によって、モニタおよびキーボードを使用してプラ
イマリ Finesse サーバの CLI にアクセスできます。 管理者ユーザ アカウントの資格情報を使用し
て CLI にアクセスします。
関連トピック
ユーザ アカウント , （1 ページ）
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Cisco Unified Communications Operating System Administration
Cisco Unified Communications Operating System Administration は、多くの一般的なシステム管理機能
を実行するために使用する Web ベースのインターフェイスです。 Cisco Unified Communications
Operating System Administration のメニューは次のとおりです。
• [表示（Show）]： クラスタ ノード、ハードウェア ステータス、ネットワーク構成、インス
トールされているソフトウェア、システム ステータス、および IP 設定に関する情報を表示
します。
• [設定（Settings）]： IP 設定、ネットワーク タイム プロトコル（NTP）設定、SMTP 設定、
時間およびバージョンを表示および変更します。

重要

シスコ のガイダンスなしで、IP 設定を変更しないでください。
インストール後に Finesse サーバの IP アドレスを変更することはできません。

• [セキュリティ（Security）]： 証明書を管理し、IPsec ポリシーを設定および管理します。
• [ソフトウェアの更新（Software Upgrades）]： アップグレードを実行するか、以前のバージョ
ンに戻します。
• [サービス（Services）]： Ping およびリモート サポート機能を使用します。

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理へのサインイン
手順
ステップ 1

ブラウザで、http://host or IP address/cmplatform にアクセスします。ここで、host or IP address は、
サーバのホスト名または IP アドレスです。

ステップ 2

管理者ユーザ アカウントのユーザ名とパスワードでサインインします。
（注）
サインインすると、[ナビゲーション（Navigation）] ドロップダウン リストから他の
Unified Communications Solutions ツールにアクセスできます。

関連トピック
ユーザ アカウント , （1 ページ）

ローカリゼーション
Cisco Finesse では、Finesse が Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）で導入される場合に、
Finesse エージェント デスクトップのローカリゼーションがサポートされます。 エージェントお
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よびスーパーバイザ用に必要な言語をインストールするには、Cisco Option Package（COP; シスコ
オプションパッケージ）ファイルのインストールを使用します。
Finesse は米国英語でインストールされます。 エージェントおよびスーパーバイザ用に別の言語が
必要ではない場合、COP ファイルをインストールする必要はありません。

（注）

インストール後に言語パックをアンインストールすることはできません。

表 1：デスクトップ ユーザ インターフェイスでサポートされる言語

言語

ロケールファイル

デンマーク語

da_DK

Dutch

nl_NL

英語

en_US

フィンランド語

fi_FI

フランス語

fr_FR

ドイツ語

de_DE

イタリア語

it_IT

Norwegian

nb_NO

ポルトガル語

pt_BR

スペイン語

es_ES

スウェーデン語

sv_SE

日本語

ja_JP

中国語（簡体字）

zh_CN

中国語（繁体字）

zh_TW

Korean

ko_KR

ポーランド語

pl_PL

ロシア語

ru_RU
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言語

ロケールファイル

Turkish

tr_TR

COP ファイルをインストールしたら、エージェントとスーパーバイザはデスクトップの言語を次
のように設定できます。
• サインイン ページで [言語選択（Language Selector）] ドロップダウン リストから言語を選択
します。
• ブラウザの言語を変更します。
• エージェント デスクトップ URL の一部としてロケールを入力します（たとえば、フランス
語を使用するエージェントは、次のように URL を入力できます。http://hostname of Finesse
server/desktop?locale=fr_FR）
デスクトップで次の項目がローカライズされます。
• フィールド名、ボタン、ドロップダウン リストのラベル
• プロンプト
• メッセージ
• ツールのヒント
• ページ タイトル
• ガジェットのタブ名（Finesse ガジェットのみ）
Finesse 管理コンソールを使用して定義された設定データ（受信不可やサインアウトの理由コード
ラベル、ラップアップ理由のラベル、電話帳エントリなど）は、デスクトップ用に選択されたロ
ケールによって異なることはありません。 たとえば、中国語のラベルで受信不可理由コードを定
義した場合、このラベルはエージェントがサインイン時に選択した言語に関係なく、デスクトッ
プで中国語で表示されます。

（注）

言語 COP ファイルをインストールしない（デスクトップに英語のみを使用する）場合でも、
理由コード、ラップアップ理由および電話帳エントリなどの Finesse データに Unicode 文字を
使用できます。 たとえば、中国語を使用して理由コードを定義した場合、英語のみのデスク
トップに中国語で表示されます。
コール変数と ECC 変数は Unicode に対応しており、デスクトップのロケールに依存しません。 た
だし、Unified CCE Script Editor ではこれらの Unicode 文字が正しく表示されない可能性がありま
す。Unified CCE スクリプトで問題が発生する可能性があるためです（特に、Unified CCE がネイ
ティブ言語（中国語、日本語、ロシア語など）の Windows オペレーティング システムにインス
トールされている場合）。
エージェントの姓と名は、Unified CCE データベースで定義されているとおりにデスクトップに表
示されます。 名前に日本語、中国語、韓国語の文字が含まれる場合、デスクトップで正しく表示
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されます。 ただし、これらの言語のエージェントの姓と名でサポートされる文字数は、最大 10
文字です。 名前が 10 文字を超えた場合、10 文字以降の文字は切り捨てられます。
Finesse では、次のコンポーネントのローカリゼーションはサポートされていません。
• Finesse 管理コンソール
• Finesse ガジェットのコンテナに導入されているサードパーティ ガジェットのタブ ラベル

（注）

Finesse レイアウト XML ファイル内のサードパーティ ガジェットのタブ ラベ
ルを定義できます。 これらのラベルはハードコードされ、デスクトップ上で
選択したロケールに依存しません。 タブに定義できるラベルはそれぞれ 1 つ
だけです。 異なる言語を使用してタブに複数のラベルを定義することはでき
ません。

• Latin-1 以外の文字で構成されるエージェントのユーザ名およびチーム名

（注）

ロケール ベースの検索および並べ替えが期待どおりに機能しない可能性があります。
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システム設定の管理
Cisco Finesse 管理コンソールの [設定（Settings）] タブで CTI サーバ、管理サーバとデータ サー
バ、およびクラスタの設定を構成できます。
• Contact Center Enterprise CTI サーバの設定, 9 ページ
• Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定, 13 ページ
• クラスタ設定, 16 ページ

Contact Center Enterprise CTI サーバの設定
A 側と B 側の CTI サーバを設定するには、[Contact Center Enterprise CTI Server 設定（Contact Center
Enterprise CTI Server Settings）] ガジェットを使用します。
このタブのすべてのフィールドに、デフォルトのシステム値、または管理者が以前に入力した値
が読み込まれます。 値を変更して、環境や設定を反映させます。

（注）

[Contact Center Enterprise CTI Server 設定（Contact Center Enterprise CTI Server Settings）] ガジェッ
トで値を変更した後、Cisco Tomcat を再起動する必要があります。 その他の設定（Contact
Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定など）を変更する必要がある場合、こ
れらの変更を行ってから Cisco Tomcat を再起動することができます。
Cisco Tomcat を再起動する場合、エージェントは一度サインアウトした後再度サインインする
必要があります。 ベスト プラクティスとして、エージェントが Cisco Finesse デスクトップに
サインインしていない間に CTI サーバ設定に対する変更を行って Cisco Tomcat サービスを再起
動します。
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（注）

必要に応じて [B 側の Host/IP アドレス（B Side Host/IP Address）] フィールドと [B 側のポート
（B Side Port）] フィールドは表示されていませんが、A 側と B 側の CTI サーバは、Unified
CCE および Cisco Finesse の実稼動環境に必須です。
次の表で、[Contact Center Enterprise CTI Server の設定（Contact Center Enterprise CTI Server Settings）]
ガジェットのフィールドについて説明します。
フィールド

説明

A Side Host/IP Address

A 側の CTI サーバのホスト名または IP アドレ
ス。 このフィールドは必須です。
この値は通常、Peripheral Gateway（PG）の IP
アドレスです。 CTI サーバが PG で稼働しま
す。

A Side Port

A 側の CTI サーバのポート。 このフィールドの
値は、A 側の CTI サーバのセットアップ時に設
定されたポートと一致している必要がありま
す。
このフィールドは必須で、1 ～ 65535 の値を受
け入れます。
[PG] ボックスで Unified CCE Diagnostic
Framework Portico ツールを使用すると、この値
を見つけることができます。 Diagnostic
Framework Portico に関する詳細情報について
は、『Serviceability Best Practices Guide for Cisco
Unified ICM, Unified CCE & Unified CCH（Cisco
Unified ICM、Unified CCE および Unified CCH の
有用性のベストプラクティス ガイド）』を参照
してください。
デフォルト値は 42027 です。
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フィールド

説明

Peripheral ID

Agent PG ルーティング クライアント（PIM）の
ID。
Agent PG の Peripheral ID は A 側と B 側の CTI
用サーバで同じ値に設定する必要があります。
このフィールドは必須で、1 ～ 32767 の値を受
け入れます。
デフォルト値は 5000 です。

B Side Host/IP Address

B 側の CTI サーバのホスト名または IP アドレ
ス。

B Side Port

B 側の CTI サーバのポート。 このフィールドの
値は、B 側の CTI サーバのセットアップ時に設
定されたポートと一致している必要がありま
す。
このフィールドは、1 ～ 65535 の値を受け入れ
ます。

• [保存（Save）]： 設定変更を保存します
• [復元（Revert）]： 直近に保存されたサーバ設定を取得します
関連トピック
サービスの表示、開始、または停止, （100 ページ）

Contact Center Enterprise CTI サーバの設定の指定
プライマリ Finesse サーバで管理コンソールにアクセスし、A 側と B 側の CTI サーバを設定しま
す。

（注）

Finesse の再起動後、サーバ関連のすべてのサービスが再起動するまでに約 6 分かかる場合が
あります。 したがって、Finesse 管理コンソールにアクセスを試みる前に、6 分待機する必要
があります。
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（注）

HTTPS を使用する場合は、最初に管理コンソールにアクセスしたときに、ブラウザにセキュ
リティ警告が表示されます。 サインインするたびにブラウザにセキュリティ警告が表示され
ないようにするには、Finesse に付属の自己署名証明書を信頼するか、CA 証明書を取得して
アップロードします。

手順
ステップ 1

プライマリ Finesse サーバの管理コンソールに、次の手順でログインしてください。
http://FQDN, hostname, or IP address of Finesse server/cfadmin

ステップ 2

インストール時に定義したアプリケーション ユーザの資格情報でサインインします。

ステップ 3

次の表に示すように、[Contact Center Enterprise CTI Server の設定（Contact Center Enterprise CTI
Server Settings）] 領域で、CTI サーバの設定を入力します。 必要に応じて、コンフィギュレーショ
ン ワークシートを参照してください。
フィールド

説明（Description）

A Side Host/IP Address

A 側の CTI サーバのホスト名または IP アドレスを入力しま
す。
この値は通常、Peripheral Gateway（PG）の IP アドレスです。
CTI サーバが PG で稼働します。

A Side Port

A 側の CTI サーバのポート番号を入力します。 このフィール
ドの値は、A 側の CTI サーバのセットアップ時に設定された
ポートと一致している必要があります。

Peripheral ID

Agent PG Routing Client（PIM）の ID を入力します。
Agent PG の Peripheral ID は A 側と B 側の CTI 用サーバで同
じ値に設定する必要があります。

ステップ 4

B Side Host/IP Address

B 側の CTI サーバのホスト名または IP アドレスを入力しま
す。

B Side Port

B 側の CTI サーバのポート番号を入力します。 このフィール
ドの値は、B 側の CTI サーバのセットアップ時に設定された
ポートと一致している必要があります。

[保存（Save）] をクリックします。
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Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバ
の設定
データベース設定を指定するには、[Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設
定（Contact Center Enterprise Administration & Data Server Settings）] ガジェットを使用します。 こ
れらの設定は、Finesse のエージェントおよびスーパーバイザに対する認証を有効にするために必
要です。

（注）

Finesse は Unified CCE 管理データベースに接続するための SQL 認証をサポートしません。
Finesse は管理データベースが Windows 認証を使用するように設定されていることを要求しま
す。
Finesse は管理データベースが NTLM を使用するように設定されていることを要求します。 管
理データベースが NTLMv2 だけを使用するように設定されている場合、Finesse は管理データ
ベースに接続できません。
プライマリとバックアップ管理サーバおよびデータ サーバが同じサイトにあることを確認し
てください（Unified CCE で設定されているように）。
[Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定（Contact Center Enterprise
Administration & Data Server Settings）] ガジェットで値を変更し保存した後、プライマリおよびセ
カンダリ Finesse サーバで Cisco Tomcat サービスを再起動する必要があります。 Cisco Tomcat Service
を再起動する場合、エージェントは一度サインアウトした後再度サインインする必要があります。
これを回避するために、Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定を変更し
て、エージェントが Cisco Finesse デスクトップにサインインしていない間に Cisco Tomcat サービ
スを再起動できます。

次の表で、[Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定（Contact Center Enterprise
Administration & Data Server Settings）] ガジェットのフィールドについて説明します。
フィールド

説明

プライマリ ホスト/IP アドレス Unified CCE 管理サーバおよびデータ サーバのホスト名または
（Primary Host/IP Address）
IP アドレス。
バックアップ ホスト/IP アドレ バックアップ Unified CCE 管理サーバおよびデータ サーバのホ
ス（Backup Host/IP Address）
スト名または IP アドレス。
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データベース ポート（Database Unified CCE 管理サーバおよびデータ サーバのポート。
Port）
デフォルト値は 1433 です。
（注）

Finesse がプライマリとバックアップの管理サーバお
よびデータ サーバのポートが同じであると想定して
いるため、Finesse 管理コンソールには 1 つのポート
フィールドだけが表示されます。 プライマリとバッ
クアップの管理サーバおよびデータ サーバでポート
が同じであることを確認する必要があります。

AW データベース名（AW
Database Name）

AW データベース（AWDB）の名前（たとえば、
ucceinstance_awdb）。

Domain

AWDB のドメイン。

ユーザ名（Username）

AWDB にサインインするために必要なユーザ名。
（注）

パスワード

このユーザとは AWDB がロガーと同期するために使
用する管理者ドメインのユーザのことです。 AWDB
サーバは Windows 認証を使用する必要があり、設定
されたユーザ名がドメイン ユーザである必要があり
ます。

AWDB にサインインするために必要なパスワード。

これらの設定に関する詳細については、『Administration Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center
Enterprise & Hosted （Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted のアドミニストレーショ
ン ガイド）』および『Staging Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted（Cisco
Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted のステージング ガイド）』を参照してください。
[Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定（Contact Center Enterprise
Administration & Data Server Settings）] ガジェットでのアクションは次のとおりです。
• [保存（Save）]： 設定変更を保存します
• [戻る（Revert）]： 直近に保存されたエンタープライズ データベース設定を取得します
次のフィールドを更新して [保存（Save）] をクリックすると、次の手順で、Finesse は AWDB に
接続しようとします。
• プライマリ ホスト/IP アドレス（Primary Host/IP Address）
• バックアップ ホスト/IP アドレス（Backup Host/IP Address）
• データベース ポート（Database Port）
• AW データベース名（AW Database Name）
Finesse が AWDB に接続できない場合、エラー メッセージが表示され、再び保存を試行するかど
うかを尋ねられます。 エラー ダイアログボックスで [はい（Yes）] をクリックすると、設定が保
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存されます。 [いいえ（No）] をクリックした場合、設定は保存されません。 設定を変更して再試
行するか、または [戻る(Revert）] をクリックして、以前に保存した設定に戻ることができます。
[ユーザ名（Username）] フィールドまたは [パスワード（Password）] フィールドを更新して [保存
（Save）] をクリックすると、Finesse は AWDB に対して認証を試行します。 認証に失敗した場合
は、エラー メッセージが表示され、再び保存を試行するかどうかを尋ねられます。 [はい（Yes）]
をクリックして設定を保存するか、または [いいえ（No）] をクリックして設定を変更します。 以
前に保存した設定を取得するには、[戻る（Revert）] をクリックします。
関連トピック
サービスの表示、開始、または停止, （100 ページ）

Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定の指定
Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバを設定して、Finesse エージェントおよび
スーパーバイザへの認証を有効にします。

手順
ステップ 1

まだサインインしていない場合は、管理コンソールにサインインします。

ステップ 2

次の表に示すように、[Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定（Contact
Center Enterprise Administration & Data Server Settings）] 領域で、管理サーバおよびデータ サーバの
設定を入力します。必要に応じて、コンフィギュレーションワークシートを参照してください。
フィールド

説明（Description）

プライマリ ホスト/IP アドレス
（Primary Host/IP Address）

Unified CCE 管理サーバおよびデータ サーバのホスト名また
は IP アドレスを入力します。

バックアップ ホスト/IP アドレス バックアップ Unified CCE 管理サーバおよびデータ サーバの
（Backup Host/IP Address）
ホスト名または IP アドレスを入力します。
データベース ポート（Database
Port）

Unified CCE 管理サーバおよびデータ サーバのポートを入力
します。
（注）

Finesse がプライマリとバックアップの管理サーバ
およびデータ サーバのポートが同じであると想定
しているため、Finesse 管理コンソールには 1 つの
ポート フィールドだけが表示されます。 プライマ
リとバックアップの管理サーバおよびデータ サー
バでポートが同じであることを確認する必要があ
ります。

AW データベース名（AW Database AW データベース（AWDB）の名前を入力します（たとえ
Name）
ば、ucceinstance_awdb）。

Cisco Finesse 管理ガイド Release 10.5（1）
15

システム設定の管理
クラスタ設定

ステップ 3

フィールド

説明（Description）

Domain

AWDB のドメインを入力します。

ユーザ名（Username）

AWDB にサインインするために必要なユーザ名を入力しま
す。

パスワード

AWDB にサインインするために必要なパスワードを入力しま
す。

[保存（Save）] をクリックします。

クラスタ設定
セカンダリ Finesse サーバを設定するには、[クラスタ設定（Cluster Settings）] ガジェットを使用
します。 セカンダリ Finesse サーバは、プライマリ サーバがダウンしたときに、すべてのエージェ
ントの要求を処理することを目的とします。
セカンダリ Finesse サーバをインストールする前に、この設定を行う必要があります。 セカンダ
リ Finesse サーバのインストールに関する詳細情報については、『Cisco Finesse Installation and
Getting Started Guide（Cisco Finesse インストールとスタートアップ ガイド）』を参照してくださ
い。

次の表で、[クラスタ設定（Cluster Settings）] ガジェットのフィールドについて説明します。
フィールド

説明

Host/IP アドレス（Host/IP address）

セカンダリ Finesse サーバのホスト名または IP アド
レス。

[クラスタ設定（Cluster Settings）] ガジェットのアクションは次のとおりです。
• [保存（Save）]： 設定変更を保存します
• [復元（Revert）]： 直近に保存されたクラスタ設定を取得します
関連トピック
サービスの表示、開始、または停止, （100 ページ）
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クラスタ設定の指定
セカンダリ Finesse ノードのクラスタ設定を指定します。 セカンダリ Finesse ノードは、プライマ
リ サーバがダウンした場合に、エージェントの要求を処理します。

手順
ステップ 1

まだサインインしていない場合、アプリケーション ユーザの資格情報を使用して管理コンソール
にサインインします。

ステップ 2

[クラスタ設定（Cluster Settings）] 領域の [ホスト/IP アドレス（Host/IP Address）] フィールドに、
セカンダリ Finesse サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

Cisco Finesse 管理ガイド Release 10.5（1）
17

システム設定の管理
クラスタ設定の指定

Cisco Finesse 管理ガイド Release 10.5（1）
18

第

3

章

コール変数レイアウトの管理
Cisco Finesse 管理コンソールの [コール変数レイアウト（Call Variables Layout）] タブで、コール
変数が Finesse エージェント デスクトップでどのように表示されるかを定義できます。
• コール変数, 19 ページ
• コール変数レイアウトを設定, 21 ページ
• コール変数レイアウトへ ECC 変数を追加, 21 ページ

コール変数
Finesse エージェント デスクトップでは、コール制御ガジェットのヘッダーで 1 つの変数、ヘッ
ダーの下の 2 つのカラムで合計 20 個まで（各カラムで 10 個まで）の変数がサポートされます。
コール変数、Extended Call Context（ECC；拡張コール コンテキスト）変数、または次の アウトバ
ウンド オプション ECC 変数を使用できます。
• BACampaign
• BAAccountNumber
• BAResponse
• BAStatus
• BADialedListID
• BATimeZone
• BABuddyName
カラムは空にすることができます。
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次の表に、[コール変数のレイアウトを管理（Manage Call Variables Layout）] ガジェットのフィー
ルドについて説明します。
フィールド

説明

表示名（Display Name）

エントリ（たとえば、顧客名）の変数を説明するラベル。 この
フィールドの最大長は 50 文字です。

変数

エージェントに対して表示されるコール変数または ECC 変数の名
前。 このフィールドの最大長は 32 文字です。

削除（Delete）

カラムから指定した行を削除するには、“X” をクリックします。

[コール変数のレイアウトを管理（Manage Call Variables Layout）] ガジェットでのアクションは
次のとおりです。
• [行を追加（Add Row）] ：指定したカラムに新しい行を追加します。

（注）

指定したカラムにすでに10個の変数が設定されている場合は、[行を追加（Add
Row）] ボタンが無効になります。

• [保存（Save）]： 設定変更を保存します
• [復元（Revert）]： 直近に保存したコール関数を取得し、再適用します。

（注）

エージェントデスクトップのコール変数のレイアウトを変更した場合は、3秒後に変更が反映
されます。 ただし、変更時にサインインしていたエージェントのデスクトップには、サイン
アウトして再びサインインするまで変更が反映されません。
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コール変数レイアウトを設定
手順
ステップ 1

[コール変数レイアウト（Call Header Layout）] 領域の [表示名（Display Name）] フィールドに、
Finesse デスクトップのコール制御ガジェットのヘッダーに表示するテキストを入力します（たと
えば、Customer Name）。

ステップ 2

[変数（Variable）] ドロップダウン リストで、ヘッダーに表示するコール変数またはアウトバウン
ド オプション ECC 変数を選択します（たとえば、callVariable3）。

ステップ 3

[コール本文の左側レイアウト（Call Body Left-Hand Layout）] 領域と [コール本文の右側レイアウ
ト（Call Body Right-Hand Layout）] 領域で、次の手順を実行します。
a) 削除する行の横の [X] をクリックします。
b) 新しい行を追加するには、[行を追加（Add Row）] をクリックします。
c) 各行の [表示名（Display Name）] フィールドに、デスクトップに表示するテキストを入力し、
[変数（Variable）] ドロップダウン リストから対応するコール変数またはアウトバウンド オプ
ション ECC 変数を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

コール変数レイアウトへ ECC 変数を追加
（注）

Cisco Finesse は ECC 変数に対して Latin1 文字のみをサポートします。 他の Unicode 文字はサ
ポートされません。 たとえば、中国語を含む ECC 変数をコール変数のレイアウトに追加した
場合、エージェントのデスクトップに正しく表示されない場合があります。

手順
ステップ 1

ECC 変数を表示するヘッダーまたは行で、[変数（Variable）] ドロップダウン リストから [カスタ
ム（Custom）] を選択します。

[カスタム/ECC 変数エントリ（Custom/ECC Variable Entry）] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2

[カスタム/ECC 変数名（Custom/ECC Variable Name）] フィールドで、エージェント デスクトップ
で表示する ECC 変数の名前を入力します。

ステップ 3

[設定（Set）] をクリックします。
ECC 変数が、[変数（Variable）] ドロップダウン リストに選択肢として表示されるようになりま
した。
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デスクトップ レイアウトの管理
[デスクトップ レイアウト（Desktop Layout）] タブで Finesse デスクトップのレイアウトを定義で
きます。

重
要

Finesse デスクトップにアクセスするクライアントの必要条件（プロセッサ速度や RAM など）
は異なる場合があります。 複数のエージェントに対するイベントを受信するデスクトップ（他
のエージェントやスキル グループについての情報が含まれる Live Data レポートを実行する
エージェントおよびスーパーバイザのデスクトップ）には、単一のエージェントに対するイベ
ントを受信するデスクトップよりも高い処理能力が必要です。
クライアントに必要なパワーを決定する要因には次のようなものがありますが、これらに限定
されるものではありません。
• コンタクト センター トラフィック
• デスクトップに統合されるその他のガジェット（Live Data レポートやサードパーティ ガ
ジェットなど）
• クライアントで実行するその他のアプリケーションおよび Finesse デスクトップとの共有
リソース

• Finesse デスクトップ レイアウト XML, 24 ページ
• デフォルト レイアウト XML, 24 ページ
• デフォルトのデスクトップ レイアウトの更新, 27 ページ
• XML スキーマ定義, 29 ページ
• ライブ データ レポート, 31 ページ
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Finesse デスクトップ レイアウト XML
[Finesse レイアウト XML（Finesse Layout XML）] では Finesse デスクトップのレイアウト（各タブ
に表示されるタブ名やガジェットなど）を定義します。
[Manage デスクトップ レイアウト（Manage Desktop Layout）] ガジェットを使用して、エージェン
トおよびスーパーバイザ用の Finesse デスクトップのレイアウトを定義する XML ファイルをアッ
プロードします。

[Manage デスクトップ レイアウト（Manage Desktop Layout）] ガジェットでのアクションは次の
とおりです。
• [Finesse デフォルト レイアウト XML（Finesse Default Layout XML）]： 展開すると、デフォ
ルトの Finesse デスクトップのレイアウト XML が表示されます。
• [デフォルトのレイアウトを復元（Restore Default Layout）]： Finesse デスクトップをデフォ
ルトのレイアウトに復元します。
• [保存（Save）]： 設定変更を保存します。
• [復元（Revert）]： 直近に保存したデスクトップのレイアウトを取得し、適用します。

デフォルト レイアウト XML
Unified CCE および Packaged CCE の Finesse デフォルト デスクトップ レイアウト XML には、導
入タイプのレイアウトを変更する方法を説明する任意のガジェットとコメントが含まれます。
Unified CCE の導入では、次を考慮します。
Live Data ガジェットは Unified CCE でサポートされていないため、削除するかコメントアウトす
る必要があります。
Packaged CCE の導入では、次を考慮します。
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Agent Queue Statistics ガジェットはサポートされていないため、レイアウトから削除するか、コメ
ントアウトする必要があります（<gadget>/desktop/gadgets/QueueStatistics.jsp</gadget>）。
（任意）Live Data ガジェットは、レイアウト XML で提供されますが、コメントアウトされます。
デスクトップに表示するレポートからコメントのタグを削除します。
<finesseLayout xmlns="http://www.cisco.com/vtg/finesse">
<layout>
<role>Agent</role>
<page>
<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>
</page>
<tabs>
<tab>
<id>home</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.homeLabel</label>
<columns>
<column>
<gadgets>
<!-The following Gadget (Agent Queue Statistics) is *not* supported in Packaged
CCE deployment.
If you are using Packaged CCE you must comment out or remove this gadget.
-->
<gadget>/desktop/gadgets/QueueStatistics.jsp</gadget>
<!-The following Gadgets are for LiveData.

They are *ONLY* supported in a Packaged

CCE
Deployment.
If you are using Packaged CCE and wish to show LiveData Reports, then do the
following:
1) Uncomment out each Gadget you wish to show.
2) Replace all instances of "my-cuic-server" with the Fully Qualified Domain
Name of your Intelligence Center Server.
3) [OPTIONAL] Adjust the height of the gadget by changing the "gadgetHeight"
parameter.
IMPORTANT NOTES:
- In order for these Gadgets to work, you must have performed all documented
pre-requisite steps.
- The use of HTTP/HTTPS *must* match what your Users use for the Finesse Desktop
(HTTP or HTTPS).
- If you wish to use HTTP, then HTTP must be enabled on both Finesse and
Intelligence Center.
- Do *NOT* change the viewId (unless you have built a custom report and know
what you are doing).
- The "teamName" will be automatically replaced with the Team Name of the User
logged into Finesse.
-->
<!-- HTTPS Version of LiveData Gadgets -->
<!-- "Agent" Report -->
<!-- <gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- "Agent Skill Group" Report -->
<!-- <gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- "Agent All Fields" Report -->
<!-- <gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=9A08E23510000141000001230A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- "Agent Skill Group All Fields" Report -->
<!-- <gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
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viewId=A30EC25810000141000003A60A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- HTTP Version of LiveData Gadgets -->
<!-- "Agent" Report -->
<!-- <gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- "Agent Skill Group" Report -->
<!-- <gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- "Agent All Fields" Report -->
<!-- <gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=9A08E23510000141000001230A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
<!-- "Agent Skill Group All Fields" Report -->
<!-- <gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=A30EC25810000141000003A60A0006C4&
filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget> -->
</gadgets>
</column>
</columns>
</tab>
<tab>
<id>manageCall</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.manageCallLabel</label>
</tab>
<!-The following Tab and Gadgets are for LiveData. They are *ONLY* supported in a
Packaged CCE
Deployment.
If you are using Packaged CCE and wish to show LiveData Reports, then do the
following:
1) Remove these comments leaving the tab and gadgets you wish to show.
2) Uncomment out each Gadget you wish to show.
3) Replace all instances of "my-cuic-server" with the Fully Qualified Domain
Name of your Intelligence Center Server.
4) [OPTIONAL] Adjust the height of the gadget by changing the "gadgetHeight"
parameter.
IMPORTANT NOTES:
- In order for these Gadgets to work, you must have performed all documented
pre-requisite steps.
- The use of HTTP/HTTPS *must* match what your Users use for the Finesse Desktop
(HTTP or HTTPS).
- If you wish to use HTTP, then HTTP must be enabled on both Finesse and
Intelligence Center.
- Do *NOT* change the viewId (unless you have built a custom report and
know what you are doing).
- The "teamName" will be automatically replaced with the Team Name of the User
logged into Finesse.
-->
<!-If you are showing the tab, then also uncomment this section.
<tab>
<id>moreReports</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.moreReportsLabel</label>
<gadgets>-->
<!-- HTTPS Version of LiveData Gadgets -->
<!-- "Agent Skill Group" Report -->
<!-- <gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/
LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId=agent.id=CL</gadget> -->
<!-- HTTP Version of LiveData Gadgets -->
<!-- "Agent Skill Group" Report -->
<!-- <gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/
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LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId=agent.id=CL</gadget> -->
<!-If you are showing the tab, then also uncomment this section as well.
</gadgets>
</tab>-->
</tabs>
</layout>
<layout>
<role>Supervisor</role>
<page>
<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>
</page>
<tabs>
<tab>
<id>home</id>
<label>finesse.container.tabs.supervisor.homeLabel</label>
<columns>
<column>
<gadgets>
<gadget>/desktop/gadgets/TeamPerformance.jsp</gadget>
<gadget>/desktop/gadgets/QueueStatistics.jsp</gadget>
</gadgets>
</column>
</columns>
</tab>
<tab>
<id>manageCall</id>
<label>finesse.container.tabs.supervisor.manageCallLabel</label>
</tab>
</tabs>
</layout></finesseLayout>

デフォルトのデスクトップ レイアウトの更新
Finesse デスクトップのレイアウトを変更した場合は、10 秒後に変更がデスクトップに反映されま
す。 ただし、変更時にサインインしていたエージェントのデスクトップには、サインアウトして
再びサインインするまで変更が反映されません。

（注）

コール制御ガジェットはページ レベルのみでサポートされます。 コール制御ガジェット
（<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>）が正常に動作するには、必ず <page></page>
タグ内に配置されている必要があります。 <tab></tab> タグ内に、このガジェットを配置しな
いでください。

手順
ステップ 1

[Finesse レイアウト XML（Finesse Layout XML）] 領域で、必要に応じて XML を変更します。
例：

新しいタブ [レポート（Reports）] を追加する場合は、<role>Agent</role> タグの下にある tabs タ
グ内に次の XML を追加します。
<tab>
<id>reports</id>
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<label>Reports</label>
</tab>

このタブをスーパーバイザのデスクトップに追加する場合は、<role>Supervisor</role> タグの下に
ある tabs タグ内に XML を追加します。
タブにガジェットを追加するには、gadgets タグ内のそのタブに対するガジェットの XML を追加
します。
<gadgets>
<gadget>http://<ipAddress>/gadgets/<gadgetname>.xml</gadget>
</gadgets>

<ipAddress> をガジェットが存在するサーバの IP アドレスに置き換えます。
Finesse デスクトップのタブに複数のカラムを追加する場合は、そのタブの column タグ内のカラ
ムごとにガジェットを追加します。 タブでは、4 カラムまで設定できます。
<tab>
<id>tab-id</id>
<label>Tab Label</label>
<columns>
<column>
<gadgets>
<gadget>/gadget/1/url.xml</gadget>
<gadget>/gadget/2/url.xml</gadget>
</gadgets>
</column>
<column>
<gadgets>
<gadget>/gadget/3/url.xml</gadget>
<gadget>/gadget/4/url.xml</gadget>
</gadgets>
</column>
</columns>
</tab>

ステップ 2

[保存（Save）] をクリックします。
Finesse は XML ファイルを検証し、有効な XML 構文であり、Finesse スキーマに準拠しているこ
とを確認します。

ステップ 3

変更を保存した後で、最後に保存したデスクトップのレイアウトに戻すには、[戻す（Revert）] を
クリックします。 デフォルトのデスクトップ レイアウトに戻すには、[デフォルト レイアウトを
復元（Restore Default Layout）] をクリックします。

関連トピック
サードパーティ ガジェットのアップロード, （96 ページ）
カスタム デスクトップ レイアウトへのライブ レポートの追加, （33 ページ）
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XML スキーマ定義
アップロードする XML が Finesse の XML スキーマ定義に準拠していることを確認する必要があ
ります。 Finesse の XML スキーマ定義は次のとおりです。
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.cisco.com/vtg/finesse"
xmlns="http://www.cisco.com/vtg/finesse"
elementFormDefault="qualified">
<!-- definition of role type -->
<xs:simpleType name="role">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Agent"/>
<xs:enumeration value="Supervisor"/>
<xs:enumeration value="Admin"/>
</xs:restriction></xs:simpleType>
<!-- definition of simple elements -->
<xs:element name="id">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[a-zA-Z]([-_:\.a-zA-Z0-9])*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="label">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="gadget">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:anyURI">
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="role" type="role"/>
<xs:element name="gadgets">
<!-- Grouping of a set of gadgets -->
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<!-- No limit to number of gadget URIs for now -->
<xs:element ref="gadget"/> <!-- URI of the gadget xml -->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="column">
<!-- Grouping of a set of gadgets within a column -->
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<!-- No limit to number of gadget URIs for now -->
<xs:element ref="gadgets"/>
<!-- URI of the gadget xml -->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="columns">
<!-- Grouping of a set of columns -->
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="column" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="page">
<!-- Grouping of a set of persistent gadgets -->
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<!-- No limit to number of gadget URIs for now -->
<xs:element ref="gadget"/>
<!-- URI of the gadget xml -->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tab">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="id"/>
<!-- Id of the tab selector in the desktop -->
<xs:element ref="label"/>
<!-- Label of the tab selector -->
<xs:choice>
<xs:element ref="gadgets" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element ref="columns" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tabs">
<!-- Grouping of tabs -->
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<!-- No limit to number of tabs for now -->
<xs:element ref="tab"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="layout">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="role"/>
<!-- Type of the role -->
<xs:element ref="page"/>
<!-- List of page gadgets -->
<xs:element ref="tabs"/>
<!-- Grouping of tabs for this particular role -->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="finesseLayout">
<!-- Layout of the desktop -->
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="3">
<!-- only support 3 roles for now -->
<xs:element ref="layout" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element></xs:schema>
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ライブ データ レポート
Cisco Unified Intelligence Center は、Finesse デスクトップに追加可能なライブ データのリアルタイ
ム レポートを提供します。

（注）

Finesse は、Packaged Contact Center Enterprise でのみライブ データ レポートをサポートします。

ライブ データの前提条件
デスクトップにライブデータレポートを追加する前に、次の前提条件を満たす必要があります。
• ライブ データ レポートが設定され、Cisco Unified Intelligence Center で稼働している必要があ
ります。
• Cisco Unified Intelligence Center および Finesse の両方で HTTP または HTTPS を使用する必要
があります。 一方に HTTP を使用して、もう一方に HTTPS を使用することはできません。
新規インストールの後の両方のデフォルト設定は、HTTPS です。 HTTP を使用する場合、
Cisco Unified Intelligence Center および Finesse の両方で有効にする必要があります。 Cisco
Unified Intelligence Center の HTTP の有効化の詳細については、『Administration Console User
Guide for Cisco Unified Intelligence Center』を参照してください。
• ユーザの同期が Cisco Unified Intelligence Center に対して有効になっていることを確認します。
詳細については、『Administration Console User Guide for Cisco Unified Intelligence Center』を
参照してください。
• ご使用の配置で HTTPS を使用している場合、Finesse および Cisco Unified Intelligence Center
サーバにセキュリティ証明書をアップロードする必要があります。 Finesse および Cisco Unified
Intelligence Center の両方が、自己署名証明書を使用してインストールされます。 ただし、自
己署名証明書を使用する場合、ライブ データ ガジェットを使用する前に、エージェントと
スーパーバイザはサインインの際に Finesse デスクトップの証明書を受け入れる必要があり
ます。 この要件を回避するために、CA 証明書を提供できます。 サードパーティ証明書のベ
ンダーから CA 証明書を取得するか、組織に対して内部で CA 証明書を作成できます。
関連トピック
ライブ データの証明書, （117 ページ）
Cisco Finesse HTTPS リダイレクト, （86 ページ）
『Administration Console User Guide for Cisco Unified Intelligence Center（Cisco Unified Intelligence
Center 用の管理コンソールのユーザガイド）』
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Finesse へのライブ レポートの追加
ここでは、Finesse デスクトップにライブ データ レポートを追加する方法について説明します。
実行する手順は、配置に応じて異なります。 次の表では、各手順を使用するタイミングを示しま
す。
手順

使用するタイミング

デフォルト デスクトップ レイアウトへのライ
ブ レポートの追加

この手順は、新規インストール後に Finesse デ
スクトップにライブ データ レポートを追加す
る場合、またはデォルトのデスクトップのレイ
アウトをカスタマイズしない場合のアップグ
レード後に使用します。

カスタム デスクトップ レイアウトへのライブ
レポートの追加

この手順は、Finesse デスクトップのレイアウト
をカスタマイズした場合に使用します。

チーム レイアウトへのライブ レポートの追加

この手順は、特定のチームに対してのみデスク
トップのレイアウトにライブ データ レポート
を追加する場合に使用します。

デフォルト デスクトップ レイアウトへのライブ レポートの追加
Finesse デフォルト レイアウト XML には、Finesse デスクトップで使用できるライブ データ レポー
ト ガジェットに対してコメントされた XML コードが含まれます。 ガジェットは、ライブ データ
ガジェットの HTTPS バージョンとライブ データ ガジェットの HTTP バージョンの 2 つのカテゴ
リに分類されます。
この手順では、デフォルトのデスクトップ レイアウトへのライブ データ レポート ガジェットの
追加方法について説明します。 Finesse の新規インストール後に次の手順を使用します。 Finesse
をアップグレードしたが、カスタム デスクトップのレイアウトがない場合は、[デスクトップ レ
イアウトの管理（Manage Desktop Layout）] ガジェットで [デフォルト レイアウトを復元（Restore
Default Layout）] をクリックし、次の手順に従ってください。
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手順
ステップ 1

Finesse 管理コンソールにサインインします。

ステップ 2

[デスクトップ レイアウト（Desktop Layout）] タブをクリックします。

ステップ 3

デスクトップのレイアウトに追加する各レポートからコメント文字（<!-- および -->）を削除しま
す。 エージェントが Finesse デスクトップ（HTTP または HTTPS）にアクセスするために使用す
る方法に一致するレポートを選択していることを確認します。

ステップ 4

my-cuic-server を Cisco Unified Intelligence サーバの完全修飾ドメイン名と置き換えます。

ステップ 5

任意で、ガジェットの高さを変更します。
例：

ライブ データ ガジェットの URL に指定される高さは、310 ピクセルです。 高さを変更する場合
は、URL の gadgetHeight パラメータを適切な値に変更します。 たとえば、ガジェットの高さを
400 ピクセルにするには、次のようにコードを変更します。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=400&viewId=
99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ガジェットの高さに何も指定しない場合（URL から 310 を削除する場合）、デフォルト値は 170
ピクセルです。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
（注）
ガジェットを追加したら、Finesse デスクトップにサインインして、適切に表示される
ことを確認します。 多数のカラムでレポートを使用する場合、デスクトップへのアク
セスに使用されるコンピュータのガジェットの高さまたは画面解像度を調整して、レ
ポートを読みやすくしたり、スクロールしなくてもさらに行が画面に表示されるように
する必要がある場合があります。
デスクトップのレイアウトを変更するときにサインインしているエージェントは、サイ
ンアウトしてから再度サインインして、デスクトップに変更が適用されていることを確
認する必要があります。

カスタム デスクトップ レイアウトへのライブ レポートの追加
Finesse デフォルト レイアウト XML には、Finesse デスクトップで使用できるライブ データ レポー
ト ガジェットに対してコメントされた XML コードが含まれます。 ガジェットは、ライブ データ
ガジェットの HTTPS バージョンとライブ データ ガジェットの HTTP バージョンの 2 つのカテゴ
リに分類されます。
この手順では、カスタム デスクトップのレイアウトへのライブ データ レポート ガジェットの追
加方法について説明します。
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手順
ステップ 1

Finesse 管理コンソールにサインインします。

ステップ 2

[デスクトップ レイアウト（Desktop Layout）] タブをクリックします。

ステップ 3

[Finesse デフォルト レイアウト XML（Finesse Default Layout XML）] をクリックして、デフォルト
レイアウト XML を表示します。

ステップ 4

Finesse デフォルト レイアウト XML から追加するレポートの XML コードをコピーします。 エー
ジェントが HTTP を使用して Finesse にアクセスする場合、HTTP レポートの XML コードをコピー
します。 HTTPS を使用する場合、HTTPS レポートの XML コードをコピーします。
例：

HTTPS 向けのエージェント レポートを追加するには、次の内容をコピーします。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=
310&viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ステップ 5

表示させるタブのタグ内に XML を貼ります。
例：

エージェント デスクトップの [home] タブにレポートを追加するには、次の手順を実行します。
<layout>
<role>Agent</role>
<page>
<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>
</page>
<tabs>
<tab>
<id>home</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.homeLabel</label>
<gadgets>
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?
gadgetHeight=310&viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=
agent.id=CL%20teamName</gadget>
</gadgets>
</tab>
<tab>
<id>manageCall</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.manageCallLabel</label>
</tab>
</tabs>
</layout>

ステップ 6

my-cuic-server を Cisco Unified Intelligence サーバの完全修飾ドメイン名と置き換えます。

ステップ 7

任意で、ガジェットの高さを変更します。
例：
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ライブ データ ガジェットの URL に指定される高さは、310 ピクセルです。 高さを変更する場合
は、URL の gadgetHeight パラメータを適切な値に変更します。 たとえば、ガジェットの高さを
400 ピクセルにするには、次のようにコードを変更します。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=400&viewId=
99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ガジェットの高さに何も指定しない場合（URL から 310 を削除する場合）、デフォルト値は 170
ピクセルです。
ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
（注）
ガジェットを追加したら、Finesse デスクトップにサインインして、適切に表示される
ことを確認します。 多数のカラムでレポートを使用する場合、デスクトップへのアク
セスに使用されるコンピュータのガジェットの高さまたは画面解像度を調整して、レ
ポートを読みやすくしたり、スクロールしなくてもさらに行が画面に表示されるように
する必要がある場合があります。
デスクトップのレイアウトを変更するときにサインインしているエージェントは、サイ
ンアウトしてから再度サインインして、デスクトップに変更が適用されていることを確
認する必要があります。

チーム レイアウトへのライブ レポートの追加
Finesse デフォルト レイアウト XML には、Finesse デスクトップで使用できるライブ データ レポー
ト ガジェットに対してコメントされた XML コードが含まれます。 ガジェットは、ライブ データ
ガジェットの HTTPS バージョンとライブ データ ガジェットの HTTP バージョンの 2 つのカテゴ
リに分類されます。
この手順では、特定のチームのデスクトップ レイアウトへのライブ データ レポート ガジェット
の追加方法について説明します。

手順
ステップ 1

Finesse 管理コンソールにサインインします。

ステップ 2

[デスクトップ レイアウト（Desktop Layout）] タブをクリックします。

ステップ 3

[Finesse デフォルト レイアウト XML（Finesse Default Layout XML）] をクリックして、デフォルト
レイアウト XML を表示します。

ステップ 4

Finesse デフォルト レイアウト XML から追加するレポートの XML コードをコピーします。 エー
ジェントが HTTP を使用して Finesse にアクセスする場合、HTTP レポートの XML コードをコピー
します。 HTTPS を使用する場合、HTTPS レポートの XML コードをコピーします。
例：
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HTTPS 向けのエージェント レポートを追加するには、次の内容をコピーします。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=
310&viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ステップ 5

[チーム リソース（Team Resources）] タブをクリックします。

ステップ 6

レポートを追加するチームのリストからチームを選択します。

ステップ 7

<team name> エリアのリソースでは、[デスクトップ レイアウト（Desktop Layout）] タブをクリッ
クします。

ステップ 8

[システム デフォルトの上書き（Override System Default）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

表示させるタブのタグ内に XML を貼ります。
例：

エージェント デスクトップの [ホーム（home）] タブにレポートを追加するには、次の手順を実行
します。
<layout>
<role>Agent</role>
<page>
<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>
</page>
<tabs>
<tab>
<id>home</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.homeLabel</label>
<gadgets>
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?
gadgetHeight=310&viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=
agent.id=CL%20teamName</gadget>
</gadgets>
</tab>
<tab>
<id>manageCall</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.manageCallLabel</label>
</tab>
</tabs>
</layout>

ステップ 10

my-cuic-server を Cisco Unified Intelligence サーバの完全修飾ドメイン名と置き換えます。

ステップ 11

任意で、ガジェットの高さを変更します。
例：

ライブ データ ガジェットの URL に指定される高さは、310 ピクセルです。 高さを変更する場合
は、URL の gadgetHeight パラメータを適切な値に変更します。 たとえば、ガジェットの高さを
400 ピクセルにするには、次のようにコードを変更します。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=400&viewId=
99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget>
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ガジェットの高さに何も指定しない場合（URL から 310 を削除する場合）、デフォルト値は 170
ピクセルです。
ステップ 12

[保存（Save）] をクリックします。
（注）
ガジェットを追加したら、Finesse デスクトップにサインインして、適切に表示される
ことを確認します。 多数のカラムでレポートを使用する場合、デスクトップへのアク
セスに使用されるコンピュータのガジェットの高さまたは画面解像度を調整して、レ
ポートを読みやすくしたり、スクロールしなくてもさらに行が画面に表示されるように
する必要がある場合があります。
デスクトップのレイアウトを変更するときにサインインしているエージェントは、サイ
ンアウトしてから再度サインインして、デスクトップに変更が適用されていることを確
認する必要があります。

Finesse のライブ データ ストック レポートの変更
この手順では、Cisco Unified Intelligence Center のライブ データ ストック レポートを変更して、
Finesse デスクトップのレイアウトに変更されたレポートを追加する方法について説明します。

（注）

変更されたガジェットが確実に Finesse に表示されるようにするには、Cisco Unified Intelligence
Center のレポートに対して適切な権限を与える必要があります。

手順
ステップ 1

Finesse デフォルト レイアウト XML から変更するレポートのガジェット URL をコピーして、テ
キスト エディタに貼り付けします。
例：

HTTPS のエージェント レポートを変更する場合、次の URL をコピーして、テキスト エディタに
貼り付けします。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=
310&viewId=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ステップ 2

Cisco Unified Intelligence Center では、レポートの [編集（Edit）] ビューで、ガジェット URL を作
成するビューを選択してから、[リンク（Links）] をクリックします。
[HTML リンク（HTML Link）] フィールドには、カスタマイズされたレポートのパーマリンクを
表示します。

ステップ 3

[HTML リンク（HTML Link）] フィールドからカスタマイズされたレポートのパーマリンクをコ
ピーし、テキスト エディタに貼り付けてから、このリンクから viewID 値をコピーします。
例：
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レポートのパーマリンクから viewId をコピーします（この例では下線が引かれています）。
https://<Server Name>:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?
viewId=5C90012F10000140000000830A4E5B33&linkType=htmlType&viewType=Grid

ステップ 4

ガジェット URL の viewID 値を、カスタマイズされたレポートのパーマリンクからの viewID 値と
置き換えます。

ステップ 5

my-cuic-server を Cisco Intelligence Center サーバの FQDN と置き換えます。

ステップ 6

カスタマイズされたガジェット URL を [デスクトップ レイアウトの管理（Manage Desktop Layout）]
ガジェットのデスクトップ レイアウト XML に追加し、[Save] をクリックします。
（注）
ガジェットを追加したら、Finesse デスクトップにサインインして、適切に表示される
ことを確認します。 多数のカラムでレポートを使用する場合、デスクトップへのアク
セスに使用されるコンピュータのガジェットの高さまたは画面解像度を調整して、レ
ポートを読みやすくしたり、スクロールしなくてもさらに行が画面に表示されるように
する必要がある場合があります。
デスクトップのレイアウトを変更するときにサインインしているエージェントは、サイ
ンアウトしてから再度サインインして、デスクトップに変更が適用されていることを確
認する必要があります。
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電話帳の管理
Cisco Finesse 管理コンソールの [電話帳（Phone Books）] タブで、グローバル電話帳とチームの
電話帳、および電話帳の連絡先を作成および管理できます。 グローバル電話帳はすべてのエー
ジェントが使用でき、チームの電話帳は特定のチームのエージェントが使用できます。
• 電話帳と連絡先, 39 ページ
• 電話帳の追加, 41 ページ
• 電話帳の編集, 41 ページ
• 電話帳の削除, 42 ページ
• 連絡先のインポート, 43 ページ
• 連絡先のエクスポート, 44 ページ
• 連絡先の追加（Add Contact）, 45 ページ
• 連絡先の編集, 46 ページ
• 連絡先の削除, 47 ページ

電話帳と連絡先
Finesse は次の数の電話帳をサポートします。
• 10 個のグローバル電話帳
• 50 個のチーム電話帳
システムは合計 1500 件の連絡先をサポートします。
電話帳および電話帳の連絡先を表示、追加、編集、または削除するには、[電話帳を管理（Manage
Phone Books）] ガジェットを使用します。 [名前（Name）] ヘッダーまたは [割り当て（Assign
To）] ヘッダーをクリックすると、電話帳を昇順または降順で並べ替えることができます。 [姓
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（Last Name）]、[名（First Name）]、[番号（Number）]、または [コメント（Note）] のいずれか
のヘッダーをクリックすると、連絡先を昇順または降順で並べ替えることができます。

次の表で、[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットのフィールドについて説明します。
フィールド

説明

名前（Name）

電話帳の名前。 名前は一意である必要があり、最大 64 文字の英数字に
することができます。 & < > " \ ' / は使用できません。

割り当て（Assign to） 電話帳がグローバル（すべてのユーザ（All Users））か、またはチーム
メンバーのみが使用できる（チーム（Teams））かを示します。
姓

連絡先の姓。 姓の長さは 128 文字までです。 このフィールドは任意で
す。

名

連絡先の名前。 名前の長さは 128 文字までです。 このフィールドは任意
です。

番号（Number）

連絡先の電話番号。 電話番号は、1 ～ 32 文字で、空白にはできません。

コメント

連絡先を説明するオプションのテキスト。 コメントの長さは 128 文字ま
でです。

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットでのアクションは次のとおりです。
• [新規（New）]： 新しい電話帳または連絡先を追加します。
• [編集（Edit）]： 既存の電話帳または連絡先を編集します。
• [削除（Delete）]： 電話帳または連絡先を削除します。
• [復元（Refresh）]： サーバから電話帳または連絡先のリストをリロードします。
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• [インポート（Import）]： 電話帳に連絡先のリストをインポートします。
• [エクスポート(Export)]： 電話帳から連絡先のリストをエクスポートします。

電話帳の追加
手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、[新規（New）] をクリックします。
[新規の電話帳（New Phone Book）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[名前（Name）] ボックスに、電話帳の名前を入力します。
（注）
電話帳の名前には、最大 64 文字まで使用できま
す。

ステップ 3

[割り当て（Assign To）] ボックスのドロップダウン リストで、電話帳がグローバルである場合は
[すべてのユーザ（All Users）] を選択し、指定されたチームのみが電話帳を使用できる場合は [チー
ム（Teams）] を選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

電話帳の編集
手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、編集する電話帳を選択します。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。
[電話帳を編集（Edit Phone Book）] 領域が表示されます。
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ステップ 3

[名前（Name）] フィールドに電話帳の新しい名前を入力します。 誰が電話帳にアクセスできるか
を変更する場合は、[割り当て（Assign To）] フィールドのドロップダウン リストから、[すべての
ユーザ（All Users）] または [チーム（Teams）] を選択します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
[割り当て（Assign To）] フィールドを [チーム（Teams）] から [すべてのユーザ（All Users）] に
変更した場合、変更内容を確認するメッセージが表示されます。 [はい（Yes）] をクリックして
確定します。

電話帳の削除
手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、削除する電話帳を選択します。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。
選択した電話帳を削除するかどうかの確認が求められます。
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ステップ 3

選択した電話帳を削除するには [はい（Yes）] をクリックします。

連絡先のインポート
インポート機能では、電話帳のすべての連絡先が連絡先の新しいリストで置き換えられるか、ま
たは新しい電話帳に連絡先が入力されます。
インポート リストは、カンマ区切り値（CSV）形式で指定する必要があります。最大 1500 件の連
絡先を含めることができます。 1500 件を超える連絡先が含まれるインポート リストは拒否され、
エラー メッセージが表示されます。
CSV ファイルには、次の表で説明するフィールドが含まれます。
フィール
ド

最大長

空白の可 使用できる文字
否

名

128

Yes

姓

128

Yes

電話番号
（Phone
Number）

32

英数字
& < > " \ ' / は使用できません。
（注）

128
注記
（Notes）

いいえ
（No）

インポートするための連絡先を含むCSV ファイルは、
ラテンまたは UTF-8 エンコードを使用する必要があり
ます。

Yes

次に、電話帳の CSV ファイルの例を示します。
"First Name","Last Name","Phone Number","Notes"
"Amanda","Cohen","6511234",""
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"Nicholas","Knight","612-555-1228","Sales"
"Natalie","Lambert","952-555-9876","Benefits"
"Joseph","Stonetree","651-555-7612","Manager"

電話帳の CSV ファイルは、この形式に準拠し、最初の行にヘッダーを含める必要があります。 イ
ンポート中、不正な文字がないかファイルがスキャンされます。 不正な文字が検出されると、そ
れらは疑問符に置き換えられます。

（注）

エクスポートされた CSV ファイルでは、実際のファイル データの一部であるカンマや二重引
用符がフィールドの区切り文字と間違えられないように、常に各フィールドが上記の例のよう
に二重引用符で囲まれて表示されます。 データにこれらの文字が含まれていない場合、イン
ポート用に準備するファイルの中で二重引用符を省略できます。

手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、連絡先のリストをインポートする電話帳を
選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。
[連絡先をインポート（Import Contacts）] 領域が表示されます。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、インポートする連絡先が含まれる CSV ファイルの場所に移動
します。
（注）
CSV ファイルでは、ラテンまたは Unicode-8 エンコードを使用する必要がありま
す。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

連絡先のエクスポート
エクスポート機能では、既存の電話帳から連絡先の一覧を抽出することができます。 エクスポー
トされたリストは CSV 形式で保存されます。
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手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、エクスポートする連絡先が含まれている電
話帳を選択します。

ステップ 2

[エクスポート（Export）] をクリックします。
ファイルを開くか保存するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

（注）

エクスポート ファイルのデフォルト名は PhoneBookContacts.csv で
す。

ステップ 3

Excel で CSV ファイルを開くには、[開く（Open）] をクリックします。または [保存（Save）] ド
ロップダウン リストをクリックし、必要に応じて [保存（Save）]、[名前を付けて保存（Save
as）]、または [保存して開く（Save and open）] をクリックします。

ステップ 4

ダウンロードしたファイルを表示するか、ダウンロードしたファイルが保存されているフォルダ
を開くか、Internet Explorer の [ダウンロードを表示（View Downloads）] ウィンドウを表示する
か、またはファイルを表示せずにメッセージを閉じるかを選択するように求めるメッセージが表
示されます。

関連トピック
連絡先のインポート, （43 ページ）

連絡先の追加（Add Contact）
手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、連絡先を追加する電話帳を選択します。
[<phone book name> の連絡先一覧（List of Contacts for <phone book name>）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックします。
[新しい連絡先（New Contact）] 領域が表示されます。
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ステップ 3

フィールドに入力します。 [姓（First Name）]、[名（Last Name）]、および [テキスト（Note）] の
フィールドは任意で、最大文字数は 128 です。 [番号（Number）] フィールドは必須で、最大文字
数は 32 です。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

連絡先の編集
手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、編集する連絡先が含まれている電話帳を選
択します。
[<phone book name> の連絡先一覧（List of Contacts for <phone book name>）] 領域が表示されます。

ステップ 2

編集する連絡先を選択します。

ステップ 3

[編集（Edit）] をクリックします。
[連絡先を編集（Edit Contact）] 領域が表示されます。
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ステップ 4

変更するフィールドを編集します。 [姓（First Name）]、[名（Last Name）]、および [テキスト
（Note）] のフィールドは任意で、最大文字数は 128 です。 [番号（Number）] フィールドは必須
で、最大文字数は 32 です。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

連絡先の削除
手順
ステップ 1

[電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットで、削除する連絡先が含まれている電話帳を選
択します。
[<phone book name> の連絡先一覧（List of Contacts for <phone book name>）] 領域が表示されます。

ステップ 2

削除する連絡先を選択します。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。
選択した連絡先を削除するかどうかの確認が求められます。

Cisco Finesse 管理ガイド Release 10.5（1）
47

電話帳の管理
連絡先の削除

ステップ 4

選択した連絡先を削除するには [はい（Yes）] をクリックします。
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理由の管理
Cisco Finesse 管理コンソールの [理由（Reasons）] タブでは、受信不可理由コード、サイン アウ
ト理由コード、およびラップアップの理由の表示、追加、編集、および削除を実行できます。

（注）

一部の理由コードは予約されており、使用できません。
Unified CCE システムでは、これらの予約済みの理由コードは次のとおりです。-1、-2、-3、
0、999、32767、50001、50002、50003、50004、50005、50010、50020、50030、50040、および
50042。
• 受信不可理由コード, 49 ページ
• サイン アウト理由コード, 54 ページ
• ラップアップ理由, 58 ページ

受信不可理由コード
受信不可理由コードは、エージェントが状態を「受信不可」に変更した場合に選択できる理由を
表します。
受信不可理由コードを表示、追加、編集、または削除するには、[理由コードを管理（受信不可）
（Manage Reason Codes）（Not Ready）] ガジェットを使用します。 ラベルまたは理由コードを基
準として、受信不可理由コードを昇順または降順に並べ替えるには、[理由ラベル（Reason Label）]
ヘッダーまたは [理由コード（Reason Code）] ヘッダーをクリックします。 グローバル（はい
（Yes））かグローバルでない（いいえ（No））かを基準として理由コードを並べ替えるには、
[グローバル（Global）] ヘッダーをクリックします。
受信不可理由コードは、グローバル（すべてのエージェントに対して表示される）またはチーム
（指定されたチームのエージェントに対してのみ表示される）のいずれかを対象とすることがで
きます。
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（注）

Finesse は、最大 100 のグローバル受信不可理由コードおよび 100 のチーム受信不可理由コー
ドをサポートします。

次の表に、[理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason Codes（Not Ready））] ガジェットの
フィールドについて説明します。
フィールド

説明

理由ラベル（Reason Label） 受信不可理由コードのラベル。
ラベルには最大 40 文字まで使用でき、受信不可理由コードそれぞ
れに対して一意である必要があります。 英数字と特殊文字の両方
がサポートされます。
理由コード（Reason Code） 受信不可理由のコード。
コードは 1 ～ 65535 の任意の値を指定できます。また、一意である
必要があります。
グローバル（Global?）

（注）

[はい（Yes）]/[いいえ（No）] 理由コードをすべてのエージェント
が利用できるか（はい（Yes））、またはエージェントの特定のチー
ムが対象となるか（いいえ（No））を示します。

以前のリリースでは、Finesse は同一のコードで複数の受信不可理由コードを作成することが
できます。 以前のリリースからアップグレードした場合は、データベースの重複する値を使
用した受信不可理由コードがある可能性があります。 アップグレードが完了したら、これら
の重複するコードを検索し、そのコードを一意の値に編集します。 重複するコードを参照す
るために、[理由コード（Reason Code）] ヘッダーをクリックして、そのコードに使用された
値でコードをソートしてください。
[理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason Codes（Not Ready））] ガジェットでのアクショ
ンは次のとおりです。
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• [新規（New）]： 新しい受信不可理由コードを追加します。
• [編集（Edit）]： 既存の受信不可理由コードを編集します。
• [削除（Delete）]： 受信不可理由コードを削除します。
• [更新（Refresh）]： サーバから受信不可理由コードのリストをリロードします。

（注）

受信不可理由コードを追加、編集、または削除する場合、3 秒後に Finesse デスクトップに変
更が反映されます。 ただし、変更時にサインインしていたエージェントのデスクトップには、
サインアウトして再びサインインするまで変更が反映されません。
エージェントが Finesse デスクトップにサインインすると、エージェントの状態が受信不可に設定
されます。 エージェントは、受信可ステータスに変更することも、次の図に示すように、[エー
ジェントの状態（agent state）] のドロップダウンリストから設定された受信不可理由コードのい
ずれかを選択することもできます。

エージェントが受信可から受信不可にステータスを変更する場合、そのエージェントは設定され
たコードのリストから適切な受信不可理由コードを選択できます。
コール中のエージェントは、コールが完了したときに適用される状態を選択することができます。
たとえば、コールの終了時に受信不可状態でありたい場合、エージェントは通話中にドロップダ
ウン リストから [受信不可（Not Ready）] を選択できます。 Finesse デスクトップに、エージェン
トが通話中の状態であり、受信不可が保留状態であることが表示されます。

エージェントが受信不可理由コードを適用した場合も、デスクトップに、理由コード（この例で
は、「受信不可 - 昼食（Not Ready - Lunch）」）とともに保留状態が表示されます。
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保留状態の変更は、エージェントの状態が通話中であるときに、デスクトップに表示されます（た
とえば、保留中、コンサルト コール中、会議中、コールのサイレント モニタリング中）。

受信不可理由コードの追加
新しい受信不可理由コードを追加するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason Codes（Not Ready））] ガジェットで、[新規
（New）] をクリックします。
[新しい理由コード（New Reason Code）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[理由ラベル（Reason Label）] ボックスに、理由コードのラベルを入力します。
（注）
受信不可理由コードのラベルは 40 文字に制限されま
す。

ステップ 3

[理由コード（Reason Code）] ボックスに、理由コードを入力します。
（注）
コードは 1 ～ 65535 であり、一意である必要がありま
す。
先頭または末尾にスペースがないことを確認します。

ステップ 4

理由コードがグローバルである場合、[グローバル（Global?）] チェックボックスをオンにします。
理由コードがチームに固有の場合、[グローバル（Global?）] チェックボックスをオフにします。
（注）
デフォルトでは、[グローバル（Global?）] チェックボックスがオンになっていま
す。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
（注）
Finesse サーバはデータベースに理由ラベルを保存する前に、先頭または末尾のスペー
スを削除します。
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受信不可理由コードの編集
既存の受信不可理由コードのラベルまたはコードを編集するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[管理理由コード（受信理由）（Manage Reason Codes（Not Ready））] ガジェットで、編集する理
由コードを選択します。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。
[理由コードを編集（Edit Reason Code）] 領域が表示されます。

ステップ 3

受信不可理由コードのラベルを変更する場合、[理由ラベル（Reason Label）] フィールドに、理由
コードの新しいラベルを入力します。 コードを変更する場合、[理由コード（Reason Code）] フィー
ルドに新しいコードを入力します。 誰がコードにアクセスできるかを変更する場合は、[グローバ
ル（Global?）] チェックボックスをオンまたはオフにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

受信不可理由コードの削除
（注）

受信不可理由コードが削除された後にエージェントがその受信不可理由コードを選択した場
合、エラーが発生する可能性があります。 受信不可理由コードを変更しているときにサイン
インしていたエージェントは、サインアウトして再びサインインするまでデスクトップに変更
が反映されません。
受信不可理由コードを削除するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

[理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason Codes（Not Ready））] ガジェットで、削除する
受信不可理由コードを選択します。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。
選択した理由コードを削除するかどうかの確認が求められます。

ステップ 3

選択した理由コードを削除するには [はい（Yes）] をクリックします。

サイン アウト理由コード
サインアウト理由コードは、エージェントが Finesse デスクトップからサインアウトするときに選
択できる理由を示します。
サインアウト理由コードを表示、追加、編集、または削除するには、[理由コードを管理（サイン
アウト）（Manage Reason Codes（Sign Out）] ガジェットを使用します。 サインアウト理由コード
を、ラベルまたは理由コードを基準として昇順または降順に並べ替えるには、[理由ラベル（Reason
Label）] ヘッダーまたは [理由コード（Reason Code）] ヘッダーをクリックします。 グローバル
（はい（Yes））かグローバルでない（いいえ（No））かを基準として理由コードを並べ替える
には、[グローバル（Global）] ヘッダーをクリックします。
サインアウト理由コードは、グローバル（すべてのエージェントに対して表示される）またはチー
ム（指定されたチームのエージェントに対してのみ表示される）のいずれかを対象とすることが
できます。

（注）

Finesse は、最大 100 のグローバル サインアウト理由コードおよび 100 のチーム サインアウト
理由コードをサポートします。
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次の表で、[理由コードを管理（サインアウト）（Manage Reason Codes（Sign Out））] ガジェット
のフィールドについて説明します。
フィールド

説明

理由ラベル（Reason Label） サインアウト理由コードのラベル。
ラベルには最大 40 文字まで使用でき、各サインアウト理由コード
に対して一意である必要があります。 英数字と特殊文字の両方が
サポートされます。
理由コード（Reason Code） サインアウト理由のコード。
コードは 1 ～ 65535 の任意の値を指定できます。また、一意である
必要があります。
グローバル（Global?）

（注）

[はい（Yes）]/[いいえ（No）] 理由コードをすべてのエージェント
が利用できるか（はい（Yes））、またはエージェントの特定のチー
ムが対象となるか（いいえ（No））を示します。

以前のリリースでは、Finesse は同じコードを使用して複数のサインアウト理由コードの作成
ができます。 以前のリリースからアップグレードした場合は、データベースに重複する値を
使用したサインアウト理由コードがある場合があります。 アップグレードが完了したら、こ
れらの重複するコードを検索し、そのコードを一意の値に編集します。 重複するコードを参
照するために、[理由コード（Reason Code）] ヘッダーをクリックして、そのコードに使用さ
れた値でコードをソートしてください。
[理由コードを管理（サインアウト）（Manage Reason Codes（Sign Out））] ガジェットでのアク
ションは次のとおりです。
• [新規（New）]： 新しいサインアウト理由コードを追加します。
• [編集（Edit）]： 既存のサインアウト理由コードを編集します。
• [削除（Delete）]： サインアウト理由コードを削除します。
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• [更新（Refresh）]： サーバからサインアウト理由コードのリストをリロードします。

（注）

サインアウト理由コードを追加、編集、または削除する場合、3 秒後に Finesse デスクトップ
に変更が反映されます。 ただし、変更時にサインインしていたエージェントのデスクトップ
には、サインアウトして再びサインインするまで変更が反映されません。
エージェントがデスクトップで [サインアウト（Sign Out）] をクリックすると、ドロップダウン
リストに設定済みのサインアウトコードが表示されます。 エージェントは、エージェントがサイ
ンアウトする理由を示すコードを選択できます。

サイン アウト理由コードの追加
新しいサイン アウト理由コードを追加するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[理由コードを管理（サインアウト）（Manager Reason Codes（Sign Out））] ガジェットで、[新規
（New）] をクリックします。
[新しい理由コード（New Reason Code）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[理由ラベル（Reason Label）] ボックスに、理由コードのラベルを入力します。
（注）
サインアウト理由コードのラベルは 40 文字に制限されま
す。

ステップ 3

[理由コード（Reason Code）] ボックスに、理由コードを入力します。
（注）
コードは 1 ～ 65535 であり、一意である必要がありま
す。
先頭または末尾にスペースがないことを確認します。

ステップ 4

理由コードがグローバルである場合、[グローバル（Global?）] チェックボックスをオンにします。
理由コードがチームに固有の場合、[グローバル（Global?）] チェックボックスをオフにします。
（注）
デフォルトでは、[グローバル（Global?）] チェックボックスがオンになっていま
す。
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ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

サイン アウト理由コードの編集
既存のサイン アウト理由コードのラベルまたはコードを編集するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason Codes（Sign Out）] ガジェットで、編集する理由
コードを選択します。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。
[理由コードを編集（Edit Reason Code）] 領域が表示されます。

ステップ 3

サインアウト理由コードのラベルを変更する場合、[理由ラベル（Reason Label）] フィールドに、
理由コードの新しいラベルを入力します。 コードを変更する場合、[理由コード（Reason Code）]
フィールドに新しいコードを入力します。 誰がコードにアクセスできるかを変更する場合は、[グ
ローバル（Global?）] チェックボックスをオンまたはオフにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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サイン アウト理由コードの削除
（注）

サイン アウト理由コードが削除された後にエージェントがそのコードを選択した場合、エラー
が発生する可能性があります。 サイン アウト理由コードを変更しているときにサインインし
ていたエージェントは、サインアウトして再びサインインするまでデスクトップに変更が反映
されません。
サイン アウト理由コードを削除するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason Codes（Sign Out））] ガジェットで、削除するサ
インアウト理由コードを選択します。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。
選択した理由コードを削除するかどうかの確認が求められます。

ステップ 3

選択したサインアウト理由コードを削除するには [はい（Yes）] をクリックします。

ラップアップ理由
ラップアップ理由は、エージェントがコールに適用できる理由を示します。 ラップアップ理由
は、顧客がコンタクトセンターに電話をかけてきた理由を示します。たとえば、セールスへの電
話に 1 台のラップアップ理由を指定し、サポートへの電話に別のラップアップ理由を指定するこ
とができます。
ラップアップ理由をすべてのエージェントに対してグローバルに使用できるように設定すること
も、特定のチームのみに対して使用できるように設定することもできます。
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ラップアップ理由を表示、追加、編集、または削除するには、[ラップアップ理由を管理（Manage
Wrap-Up Reasons）] ガジェットを使用します。 [理由ラベル（Reason Label）] ヘッダーをクリック
すると、ラップアップ理由を昇順または降順で並べ替えることができます。 グローバル（はい
（Yes））かグローバルでない（いいえ（No））かを基準としてラップアップ理由を並べ替える
には、[グローバル（Global）] ヘッダーをクリックします。

（注）

Finesse は、最大 100 のグローバル ラップアップ理由および 100 のチーム ラップアップ理由を
サポートします。
Finesse は着信コールおよびアウトバウンド オプションのダイヤラ コールのみに対してラップアッ
プ理由をサポートします（Finesse はアウトバウンド オプション ダイレクト プレビュー モードを
サポートしません）。 Finesse はエージェントが発信したコールのラップアップはサポートしませ
ん。
ラップアップを有効にするには、Unified CCE Agent Desk 設定で次の両方の属性を設定する必要が
あります。
• 受信属性の [作業（Work）] モードを [任意（Optional）] または [必須（Required）] に設定し
ます。
• 発信属性の [作業（Work）] モードを [任意（Optional）] または [非許可（Not Allowed）] に設
定します。
受信属性の [作業（Work）] モードが [必須（Required）] にセットされている場合、入力またはア
ウトバウンドオプションコールの終了後にエージェントはラップアップ状態へ自動的に移行しま
す。 受信属性の [作業（Work）] モードが [任意（Optional）] にセットされている場合、エージェ
ントは、コールが完了した際に、そのコールがラップアップ状態に移行する間に、[エージェント
の状態（agent state）] ドロップダウン リストから [ラップアップ（Wrap-Up）] を選択する必要が
あります。 エージェントがコール中に [ラップアップ（Wrap-up）] を選択しない場合、コールが
完了した際に、エージェントはラップアップ状態への移行しません。
Agent Desktop 設定の指定に関する詳細情報については、Unified CCE の設定マネージャのオンラ
イン ヘルプを参照してください。

（注）

エージェントがラップアップに設定されていて、通話中に保留状態を選択した場合、コールの
完了時に、そのエージェントは通話中に選択した保留状態ではなく、ラップアップ状態になり
ます。 エージェントは新しい状態（受信可または受信不可）を選択するか、ラップアップ タ
イマーを期限切れにすることで、ラップアップを終了できます。 エージェントが新しい状態
を選択した場合、新しい状態によってコール中に選定した保留状態が上書きされます。 ラッ
プアップ タイマーが期限切れになると、エージェントが保留中状態に移行します。
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次の表で、[ラップアップ理由を管理（Manage Wrap-Up Reasons）] ガジェットのフィールドにつ
いて説明します。
フィールド

説明

理由ラベル（Reason
Label）

ラップアップ理由のラベル。

グローバル（Global?）

[はい（Yes）]/[いいえ（No）] ラップアップ理由をすべてのエージェ
ントが利用できるか（はい（Yes））、またはエージェントの特定の
チームが対象となるか（いいえ（No））を示します。

このラベルは、それぞれのラップアップ理由で一意である必要があ
り、最大長は 39 バイトです（米国英語の 39 文字に相当）。 英数字
と特殊文字の両方がサポートされます。

[ラップアップ理由を管理（Manage Wrap-Up Reasons）] ガジェットでのアクションは次のとおり
です。
• [新規（New）]： 新しいラップアップ理由を追加します。
• [編集（Edit）]： 既存のラップアップ理由を編集します。
• [削除（Delete）]： ラップアップ理由を削除します。
• [復元（Refresh）]： サーバからラップアップ理由のリストをリロードします。

（注）

ラップアップ理由を追加、編集、または削除する場合、3 秒後にエージェントまたはスーパー
バイザのデスクトップに変更が反映されます。 ただし、変更時にサインインしていたエージェ
ントのデスクトップには、サインアウトして再びサインインするまで変更が反映されません。

ラップアップ理由の追加
新しいラップアップ理由を追加するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

[ラップアップ理由を管理（Manage Wrap-Up Reasons）] ガジェットで、[新規（New）] をクリック
します。
[新しいラップアップ理由（New Wrap-Up Reason）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[理由ラベル（Reason Label）] フィールドに、ラップアップ理由のラベルを追加します。
（注）
ラップアップ理由ラベルは、39 バイトに制限されていま
す。

ステップ 3

ラップアップ理由がグローバルである場合、[ブローバル（Global?）] チェックボックスをオンに
します。 ラップアップ理由がチームに固有の場合は、[グローバル（Global?）] チェックボックス
をオフにします。
（注）
デフォルトでは、[グローバル（Global?）] チェックボックスがオンになっていま
す。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ラップアップ理由の編集
既存のラップアップ理由を編集するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[ラップアップ理由を管理（Manage Wrap-Up Reasons）] ガジェットで、編集するラップアップ理
由を選択します。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。
[ラップアップ理由を編集（Edit Wrap-Up Reason）] 領域が表示されます。
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ステップ 3

[ラップアップ理由ラベル（Wrap-Up Reason Label）] フィールドに、ラップアップ理由の新しいラ
ベルを入力します。 誰がラップアップ理由にアクセスできるかを変更する場合は、[グローバル
（Global?）] チェックボックスをオンまたはオフにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ラップアップ理由の削除
ラップアップ理由を削除するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[ラップアップ理由を管理（Manage Wrap-Up Reasons）] ガジェットで、削除するラップアップ理
由を選択します。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。
選択したラップアップ理由を削除するかどうかの確認が求められます。
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ステップ 3

選択したラップアップ理由を削除するには [はい（Yes）] をクリックします。
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チーム リソースの管理
管理コンソールの [チーム リソース（Team Resources）] タブで、チームに電話帳、理由コード、
ラップアップの理由、カスタム デスクトップのレイアウト、およびワークフローを割り当てる
ことができます。
• チーム リソース, 65 ページ
• チームへの電話帳と理由の割り当て, 67 ページ
• チームからの電話帳と理由の割り当て解除, 68 ページ
• チームへのカスタム デスクトップ レイアウトの割り当て, 69 ページ
• チームへのワークフローの割り当て, 70 ページ
• チームからのワークフローの割り当て解除, 70 ページ

チーム リソース
チームへの電話帳、理由、デスクトップのカスタム レイアウト、およびワークフローの割り当て
および割り当て解除を行うには、Cisco Finesse Administration Console の [チーム リソース（Team
Resources）] タブにある [チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットを使用し
ます。 [チーム リソース名（Name）] ヘッダーまたは [ID] ヘッダーをクリックすると、チームを
昇順または降順で並べ替えることができます。
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[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットには 6つのタブがあり、チームに
リソースを割り当てたり、割り当てを解除したりできます。 次の表で、タブの定義を説明しま
す。
タブ名

説明（Description）

デスクトップ レイ
アウト（Desktop
Layout）

チーム用のデスクトップのレイアウトをカスタマイズするには、このタブ
を使用します。 デフォルト レイアウトは、[デスクトップ レイアウトを管
理（Manage Desktop Layout）] ガジェットで定義されます。 チームに対し
て 1 つのカスタム レイアウトを定義できます。

電話帳

チームに電話帳を割り当てるか、割り当てを解除するには、このタブを使
用します。 [電話帳を管理（Manage Phone Books）] ガジェットでチームが
使用できるように定義された電話帳のみを割り当てることができます。

理由コード（受信不 チームに受信不可理由コードを割り当てるか、割り当てを解除するには、
可）（Reason Codes このタブを使用します。 [理由コードを管理（受信不可）（Manage Reason
（Not Ready））
Codes（Not Ready））] ガジェットでチームが使用できる（グローバルでは
ない）ように定義された受信不可理由コードのみを割り当てることができ
ます。
理由コード（サイン チームにサイン アウト理由コードを割り当てるか、割り当てを解除するに
アウト）（Reason は、このタブを使用します。 [理由コードを管理（サインアウト）（Manage
Codes（Sign Out）） Reason Codes（Sign Out））] ガジェットでチームが使用できる（グローバ
ルではない）ように定義されたサイン アウト理由コードのみを割り当てる
ことができます。
ラップアップ理由
（Wrap-Up
Reasons）

チームにラップアップ理由を割り当てるか、割り当てを解除するには、こ
のタブを使用します。 [ラップアップ理由を管理（Manage Wrap-Up
Reasons）] ガジェットでチームが使用できる（グローバルではない）よう
に定義されたラップアップ理由のみを割り当てることができます。
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タブ名

説明（Description）

ワークフロー
（Workflows）

チームにワークフローを割り当てるか、割り当てを解除するには、このタ
ブを使用します。 [ワークフローを管理（Manage Workflows）] ガジェット
で定義されたワークフローのみを割り当てることができます。

[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットでのアクションは次のとおりで
す。
• [追加（Add）]： 電話帳、理由、またはワークフローをチームに割り当てます。
• [保存（Save）]： チームへの電話帳、理由、デスクトップのレイアウトの割り当て、または
ワークフローを保存します。
• [復元（Revert）]： 保存する前に行った変更をキャンセルします。
• [更新（Refresh）]： チームのリストを更新します。

（注）

チームを選択し、[復元（Refresh）] をクリックすると、チームを選択解除し、
そのチームの[リソース（Resources）] 領域が消えます。 チームのリストが更
新され、チームを再度選択する必要があります。

チームへの電話帳と理由の割り当て
手順
ステップ 1

[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットで、チームを選択します。
利用可能なリソースごとにタブが表示されます。

ステップ 2

選択したチームに割り当てるリソースのタブをクリックします。
[<resource> の一覧（List of <resource>）] 領域が表示されます。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
[<resource> を追加（Add <resource>）] ポップアップが表示されます。
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ステップ 4

チームに割り当てる 1 つまたは複数のリソースをリストから選択します。
割り当てたリソースは、[<resources> を追加（Add <resources>）] ポップアップで青色で強調表示
され、[<resources> の一覧（List of <resources>）] 領域に追加されます。

ステップ 5

リソースの割り当てが完了したら、[保存（Save）] をクリックします。
（注）
すべてのリソース タブで変更を行うと同時に保存することもできます。 1 つのリソー
スのタブでエラーが発生したが、その他のタブではエラーが発生していない場合、エ
ラーが発生しなかったタブでは変更が保存され、エラーが発生したタブでは変更は保存
されません。

チームからの電話帳と理由の割り当て解除
手順
ステップ 1

[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットで、チームを選択します。
利用可能なリソースごとにタブが表示されます。

ステップ 2

選択したチームから割り当てを解除するリソースのタブをクリックします。
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[<resource> の一覧（List of <resource>）] 領域が表示されます。
ステップ 3

割り当てを解除するリソースの隣にある赤い X をクリックします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

チームへのカスタムデスクトップレイアウトの割り当て
チームに対してカスタム デスクトップのレイアウトを作成して割り当てるには、次の手順を実行
します。

手順
ステップ 1

[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットで、チームを選択します。
利用可能なリソースごとにタブが表示されます。

ステップ 2

[デスクトップ レイアウト（Desktop Layout）] タブをクリックします。
[デスクトップ レイアウト XML（Desktop Layout XML）] 領域が表示されます。 この領域には、
デフォルトのデスクトップ レイアウト XML が含まれます。

ステップ 3

[オーバーライド システム デフォルト（Override System Default）] チェックボックスをオンにしま
す。
XML が編集可能になります。

ステップ 4

必要に応じて XML を編集します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
10 秒後にチームのデフォルトのデスクトップ レイアウトがカスタム デスクトップのレイアウト
に置き換えられます。 変更が保存されるときに、スーパーバイザまたはエージェントがサインイ
ンしていた場合、そのスーパーバイザまたはエージェントがログアウトしてから再度ログインす
るまで、変更はそのデスクトップに反映されません。
（注）

[オーバーライド システム デフォルト（Override System Default）] チェックボックスを
オフにした場合、XML への変更が失われ、編集中のペイン内の XML がデフォルトのデ
スクトップ レイアウト XML に戻ります。

関連トピック
デスクトップ レイアウトの管理, （23 ページ）
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チームへのワークフローの割り当て
手順
ステップ 1

[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットで、チームを選択します。
利用可能なリソースごとにタブが表示されます。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブをクリックします。
[ワークフローの一覧（List of Workflows）] 領域が表示されます。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
[ワークフローを追加（Add Workflow）] ポップアップが表示されます。

ステップ 4

チームに割り当てる 1 つまたは複数のワークフローをリストから選択します。
割り当てたワークフローは、[ワークフローを追加（Add Workflows）] ポップアップで青色で強調
表示され、[ワークフローの一覧（List of Workflow）] 領域に追加されます。

ステップ 5

ワークフローは、一覧に表示されている順序で実行されます。 選択したワークフローを一覧内の
目的の位置に移動するには、上下の矢印を使用します。

ステップ 6

ワークフローの割り当てが完了したら、[保存（Save）] をクリックします。
（注）
すべてのリソース タブで変更を行うと同時に保存することもできます。 1 つのリソー
スのタブでエラーが発生したが、その他のタブではエラーが発生していない場合、エ
ラーが発生しなかったタブでは変更が保存され、エラーが発生したタブでは変更は保存
されません。

チームからのワークフローの割り当て解除
手順
ステップ 1

[チーム リソースを管理（Manage Team Resources）] ガジェットで、チームを選択します。
利用可能なリソースごとにタブが表示されます。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブをクリックします。
[ワークフローの一覧（List of Workflows）] 領域が表示されます。

ステップ 3

割り当てを解除するワークフローの隣にある赤い X をクリックします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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ワークフローの管理
Cisco Finesse 管理コンソールの [ワークフロー（Workflows）] タブで、ワークフローとワークフ
ロー アクションを作成および管理できます。
• ワークフローとワークフロー アクション, 71 ページ
• ブラウザ POP ワークフロー アクションの追加, 76 ページ
• HTTP 要求 ワークフロー アクションの追加, 78 ページ
• ワークフロー アクションの編集, 79 ページ
• ワークフロー アクションの削除, 80 ページ
• ワークフローの追加, 80 ページ
• ワークフローの編集 , 82 ページ
• ワークフローの削除, 83 ページ

ワークフローとワークフロー アクション
ワークフローを使用して、共通の反復的なエージェント タスクを自動化することができます。
ワークフローには一意の名前と有用な説明があります。[ワークフローを管理（ManageWorkflows）]
ガジェットと [ワークフロー アクションを管理（Manage Workflow Actions）] ガジェットを使用し
て、ワークフローおよびワークフロー アクションを表示、追加、編集、または削除します。
すべてのワークフローがチームレベルのワークフローです。グローバルのワークフローは作成で
きません。 グローバル ワークフローが必要な場合は、チーム ワークフローを作成して、すべて
のチームに割り当てます。
Finesse は次の数のワークフローとワークフロー アクションをサポートします。
• Finesse システムあたり 100 個のワークフロー
• Finesse システムあたり 100 個のアクション
• チームあたり 20 個のワークフロー
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• ワークフローあたり 5 つの条件
• ワークフローあたり 5 つのアクション
• アクションあたり 5 つの変数
ワークフローとワークフロー アクションを昇順または降順で並べ替えるには、列のヘッダーをク
リックします。

次の表で、[ワークフローを管理（Manage Workflows）] ガジェットのフィールドについて説明し
ます。
フィールド

説明

名前（Name）

ワークフローの名前。 名前は一意である必要があり、最大 40 文字にす
ることができます。

説明（Description）

ワークフローの説明。 説明は最大 128 文字で指定します。

次の表で、[ワークフロー アクションを管理（Manage Workflow Actions）] ガジェットのフィール
ドについて説明します。
フィールド

説明

名前（Name）

ワークフロー アクションの名前。 名前は一意である必要があり、最大
64 文字にすることができます。
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フィールド

説明

タイプ（Type）

ワークフローのタイプ。 使用できる値は、[ブラウザの POP（Browser
Pop）]、[HTTP 要求（HTTP Request）] です。

[ワークフローを管理（Manage Workflows）] ガジェットと [ワークフロー アクションを管理
（Manage Workflow Actions）] ガジェットのアクションは次のとおりです。
• [新規（New）]： 新しいワークフローまたはワークフロー アクションを追加します。
• [編集（Edit）]： ワークフローまたはワークフロー アクションを編集します。
• [削除（Delete）]： ワークフローまたはワークフロー アクションを削除します。
• [復元（Refresh）]： サーバからワークフローまたはワークフロー アクションのリストをリ
ロードします。
Finesse デスクトップまたはサードパーティ ガジェットで処理されるワークフロー アクションを
設定できます。 サードパーティ ガジェットは Finesse とは異なる方法でアクションを処理するよ
うに設計できます。
各ワークフローに含めることができるトリガーは、1 種類のみです。 トリガーは、Finesse ダイア
ログ イベントに基づきます。 ダイアログ イベントには次のようなものがあります。
• コールを受信したとき
• コールが応答されたとき

（注）

コールが応答されたときにトリガーされるようにワークフローを設定すると、
ワークフローは、エージェントが受信コールに応答または発信コールを発信
する場合、または顧客がアウトバウンド オプション コールに応答した場合に
実行されます。

• コールが完了したとき
• コールを発信したとき
• アウトバウンド オプション コールのプレビュー中
ワークフロー エンジンでは次の簡単なロジックを使用して、ワークフローを実行するかどうかを
判断します。
• ワークフローを実行する必要があるかどうかを判断するために、受け取った各ダイアログ イ
ベントに対してトリガー セットと条件が評価されます。
• ワークフロー エンジンは、設定済みのワークフローのトリガー セットおよび条件を満たす
最初のコールに対するワークフローのイベントを処理します。 このコールが完了するまで、
他のワークフローは実行されません。 エージェントが、まだ最初のコール中に、2 番目の
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コールを受け入れる場合、ワークフローは最初のコールが終了した後でも、2 番目のコール
でワークフローは実行されません。

（注）

アウトバウンド プレビュー コールは、このルールには当てはまりません。
エージェントがコールを受け入れるときだけでなく、エージェントがコール
をプレビューするあいだに、ワークフローを実行することができます。

• 特別なトリガー タイプ（コールの着信（Call Arrives）など）のワークフローが実行された
後、同じダイアログ ID に対してワークフローは再度トリガーされません。
ワークフロー エンジンは、エージェントがログインするときに、エージェントのワークフローを
キャッシュします。 また、エージェントがサインアウトしてもう一度サインインするか、ブラウ
ザを更新するまで、エージェントは変更されません。

（注）

コールの着信、コールへの応答、またはコールの発信時にトリガーするワークフローは、ブラ
ウザが更新されたときに実行されます。 エージェントがブラウザを更新すると、ワークフロー
エンジンではコールが最近の着信、または新規の発信として表示されます。 HTTP 要求アク
ションがワークフローの一部である場合、その HTTP要求はエージェントがブラウザを更新し
たときに送信されます。 HTTP要求を受信するアプリケーションは、このシナリオを考慮する
必要があります。 そうでなければ、予想外の結果が発生する場合があります。
ワークフローの例は、ダイアログのイベント（たとえば、ANI や顧客情報）から情報を収集し、
顧客情報が含まれる Web ページを表示するアクションをトリガーするコール着信イベントです。
イベントで収集したデータの値によって、トリガーイベントをフィルタリングできます。いずれ
かの条件が満たされたか、すべての条件が満たされたときに実行するようにワークフローを設定
できます。
個々の条件は、次のように構成されます。
• 調査するイベント データの一部（DNIS、コール変数など）
• イベント データと入力された値の比較（contains（含まれる）、is equal to（等しい）、is not
equal to（等しくない）、begins with（次の値で始まる）、ends with（次の値で終わる）、is
empty（空白）、is not empty（空白ではない）、および is in list（リストにある）など）
トリガーとその条件が満たされたときに、ワークフローに割り当てられたアクションのリストが
実行されます。 アクションは、リストに表示されている順序で実行されます。
ワークフローは、Finesse ユーザであるエージェントおよびスーパーバイザのみを対象として実行
されます。 ワークフロー エンジンは Finesse デスクトップ アプリケーションでユーザ単位でクラ
イアント側で実行される JavaScript ライブラリです。 デスクトップは、ユーザがログインすると
き、またはブラウザを更新する際に、サーバからユーザに対して実行するワークフローを取得し
ます。
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（注）

ユーザがサインインしている間にワークフローまたはワークフローのアクションに対して行わ
れた変更は、自動的にそのユーザにプッシュされません。
ワークフローやアクションが動作できないように、相反するワークフロー、条件、およびアクショ
ンを設定することができます。 ワークフローは検証されていません。
チームに複数のワークフローが設定されている場合、ワークフロー エンジンは、設定された順序
で評価します。 ワークフロー エンジンはアクションなしのワークフローを無視します。 ワーク
フロー エンジンがイベントやワークフローの条件と一致するトリガーのあるワークフローを検出
し、そのワークフロー条件を true と評価した場合、そのワークフローが使用され、リスト内の後
続のワークフローは評価されません。 条件なしのワークフローは、イベントがワークフローのト
リガーと一致する場合に true と評価します。 デフォルトでは、すべてのワークフローが有効で
す。 特定のユーザに対して一度に実行できるワークフローは 1 つだけです。
ワークフロー エンジンは、ワークフローをトリガーしたダイアログから、ワークフロー条件に使
用されるダイアログベースの変数を取得します。変数がダイアログで見つからない場合、その値
は空であると見なされます。
ワークフロー エンジンは、一致するワークフローに関連付けられたアクションを、表示された順
序で実行します。ワークフローエンジンは以前に実行したアクションが失敗した場合でも、ワー
クフローでアクションを実行します。 失敗したアクションは記録されます。
Finesse サーバは、Finesse ユーザに対して表示されるコールを制御します。 ユーザに対して複数
のコールが存在している場合、ワークフローはトリガーに一致する最初のコールだけに適用され
ます。 表示される最初のコールがいずれのトリガーにも一致せず、2 番目のコールがトリガーに
一致した場合、ワークフロー エンジンは、2 番目のコールに対してトリガーを評価して処理しま
す。
表示されるコールが Finesse デスクトップで唯一のコールである場合は、そのコールが最初に表示
されるコールであると見なされます。 （電話会議中に）電話機で 2 件のコールがマージされる場
合、存続しているコールの最初に表示されたコール フラグ値が使用されます。
ユーザがブラウザを更新したときにコールが存在している場合、ワークフロー エンジンはその
コールをそのまま評価します。ダイアログデータ（コール変数値）が変更された場合、データが
元のワークフローのトリガーおよび条件と一致しなくなった可能性があります。 データが別の
ワークフローと一致する場合や、一致するワークフローがない場合もあります。
ユーザがブラウザを更新したときに複数のコールが存在している場合、ワークフロー エンジンは
Finesse サーバから受信した最初のダイアログを最初に表示されるコールとして処理します。 この
コールは、ブラウザの更新前に最初に表示されていたコールと同じコールである必要はありませ
ん。 その他のコールに対して受信されたダイアログは、最初に表示されるコールとは見なされな
いため、無視されます。ブラウザの更新後、ワークフローエンジンがロードされる前に、複数の
コールのダイアルが受信された場合、最初に表示されるコールと見なされるコールがないため、
評価されるダイアログはありません。
ワークフローは、Finesse のエージェントとスーパーバイザの両方に対して実行されます。 スー
パーバイザが属しているチーム（スーパーバイザが管理するチームとは区別される）が、スーパー
バイザに対して実行するワークフローを判断します。 スーパーバイザを自分のチームに所属させ
ることで、エージェントのワークフローが実行されないようにすることができます。
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ワークフローのトリガーとアウトバウンド コール
（注）

アウトバウンド オプション コール専用のワークフローを作成する際、空でない BAStatus 状態
を追加します。 この状態は、ワークフローが、エージェント開始するがアウトバウンド コー
ルから、アウトバウンド オプション コールを区別できることを保障します。
いつアウトバウンド コールのワークフローがトリガーされるか、次の表で説明します。
ワークフローのトリガー

アウトバウンド コールのプレ プログレッシブまたはプレディ
ビュー
クティブなアウトバウンドコー
ル

コールをプレビュー中

（エージェントがコールを受 トリガーしません。
け入れるか、拒否する前に）
エージェントがコールをプレ
ビューしたとき。

コールを受信したとき

エージェントがコールを受け コールをエージェント デスク
入れたとき。
トップで受信したとき。

コールが応答されたとき

顧客が電話に応答したとき。 顧客が電話に応答したとき。
エージェントが別のエージェ
ントで会議またはコールを転
送する際、会議または転送を
受信するエージェントに対し
てワークフローはトリガーし
ます。

エージェントが別のエージェン
トで会議またはコールを転送す
る際、会議または転送を受信す
るエージェントに対してワーク
フローはトリガーします。

コールを発信したとき

顧客のコールが開始されたと 顧客のコールが開始された、ま
き
たはフェールオーバーがコール
中に発生したとき。

コールが完了したとき

顧客のコールが完了したと
き。

顧客のコールが完了したとき。

ブラウザ POP ワークフロー アクションの追加
[ブラウザの POP（Browser Pop）] ワークフロー アクションでは、ワークフローの条件が満たされ
た場合に、ブラウザのウィンドウまたはユーザのデスクトップのタブを開きます。
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（注）

このアクションで新しいウィンドウまたはデスクトップのタブのどちらを開くかは、ターゲッ
ト ユーザのブラウザの設定によって異なります。

手順
ステップ 1

[ワークフローを管理（Manage Workflow Actions）] ガジェットで、[新規（New）] をクリックしま
す。
[新しいアクション（New Action）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[名前（Name）] ボックスに、アクションの名前を入力します。
（注）
ワークフロー アクション名は 64 文字に制限されま
す。

ステップ 3

[タイプ（Type）] ドロップダウン リストで、[ブラウザの POP（Browser Pop）] を選択します。

ステップ 4

[ハンドルド バイ（Handled By）] ドロップダウン リストから、Finesse デスクトップまたはその他
（サードパーティ ガジェット）のうち、どれがアクションを実行するかを選択します。

ステップ 5

[ウィンドウ名（Window Name）] ボックスに、開いているウィンドウの ID として使用する名前を
入力します。 このウィンドウ名を使用するアクションは、該当の特定のウィンドウを再利用しま
す。
（注）
ウィンドウ名は 40 文字に制限され、空白にすることができます。 ウィンドウ名を空白
にすると、アクションが実行されるたびに新しいウィンドウが開きます。

ステップ 6

タグを追加するには、開くブラウザ ウィンドウの URL を入力して、ボックスの右側にあるタグ
アイコンをクリックし、ドロップダウン リストから 1 つまたは複数の変数を選択します。
例：
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選択するすべての変数に対して、[サンプルデータ（Sample Data）] ボックスにテスト データを入
力できます。 [サンプルデータ（Sample Data）] 領域の下の [ブラウザ URL（Browser URL）] ボッ
クスに、サンプル URL が自動的に生成されます。 URL をテストするには、[開く（Open）] をク
リックして、ブラウザで URL を開きます。
（注）

ステップ 7

Finesse は、入力した URL を検証しませ
ん。

[保存（Save）] をクリックします。

HTTP 要求 ワークフロー アクションの追加
[HTTP 要求（HTTP Request）] ワークフロー アクションは、デスクトップ ユーザに代わって API
への HTTP 要求を作成します。

手順
ステップ 1

[ワークフロー アクションの管理（Manage Workflow Actions）] 領域で、[新規（New）] をクリッ
クします。
[新しいアクション（New Action）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[名前（Name）] ボックスに、アクションの名前を入力します。
ワークフロー アクション名には、最大 64 文字を含めることができます。

ステップ 3

[タイプ（Type）] ドロップダウン リストで、[HTTP 要求（HTTP Request）] を選択します。

ステップ 4

[ハンドルド バイ（Handled By）] ドロップダウン リストから、Finesse デスクトップまたはその他
（サードパーティ ガジェット）のうち、どれがアクションを実行するかを選択します。

ステップ 5

[方法（Method）] ドロップダウン リストで、使用する方法を選択します。
[PUT] または [POST] のいずれかを選択できます。

ステップ 6

[ロケーション（Location）] ドロップダウン リストで、場所を選択します。
Finesse API に対して HTTP 要求を行う場合は、[Finesse] を選択します。 他の API に対して要求を
行う場合は、[その他（Other）] を選択します。

ステップ 7

[コンテンツ タイプ（Content Type）] ボックスに、コンテンツ タイプを入力します。
デフォルトのコンテンツ タイプは application/xml で、これは Finesse API 用のコンテンツ タイプで
す。 別の API を使用している場合は、その API 用のコンテンツ タイプを入力します（たとえば、
application/JSON）。

ステップ 8

[URL] ボックスに、要求を行う URL を入力します。 URL に変数を追加するには、ボックスの右
側にあるタグ アイコンをクリックし、ドロップダウン リストから 1 つまたは複数の変数を選択し
ます。
例：
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（注）

前の例では、Finesse API の URL です。 別の API に対して要求を行う場合は、URL 全体
を入力する必要があります（たとえば、http://googleapis.com)。
URLにタグを追加するには、ボックスの右側にあるタグ アイコンをクリックし、ドロップダウン
リストから 1 つまたは複数の変数を選択します。 前の例では、dialogId を追加するために、タグ
アイコンをクリックし、リストから [ダイアログ ID（dialogId）] を選択します。
ステップ 9

[本文（Body）] ボックスに、要求のテキストを入力します。 本文はコンテンツ タイプと一致して
いる必要があります（コンテンツ タイプが application/xml の場合、本文に XML を含める必要が
あります）。本文に変数を追加するには、ボックスの右側にあるタグアイコンをクリックし、ド
ロップダウン リストから 1 つまたは複数の変数を選択します。
追加するすべての変数に対して、[サンプルデータ（Sample Data）] ボックスにテスト データを入
力できます。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

ワークフロー アクションの編集
手順
ステップ 1

[ワークフロー アクションを管理（Manage Workflow Actions）] ガジェットで、編集するアクショ
ンを選択します。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。
[アクションを編集（Edit Action）] 領域が表示されます。
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ステップ 3

変更するフィールドを編集します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ワークフロー アクションの削除
手順
ステップ 1

[ワークフロー アクション（Workflow Actions）] ガジェットで、削除するアクションを選択しま
す。
[アクションを削除（Delete Action）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。
選択したアクションを削除するかどうかの確認が求められます。

ステップ 3

選択したアクションを削除するには [はい（Yes）] をクリックします。

ワークフローの追加
手順
ステップ 1

[ワークフローを管理（Manage Workflows）] ガジェットで、[新規（New）] をクリックします。
[新しいワークフロー（New Workflow）] 領域が表示されます。
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ステップ 2

[名前（Name）] ボックスに、ワークフローの名前を入力します。
（注）
名前は 40 文字までに制限されていま
す。

ステップ 3

[説明（Description）] ボックスに、ワークフローの説明を入力します。
（注）
説明は 128 文字までに制限されていま
す。

ステップ 4

[アクションを実行するタイミング（When to perform Actions）] ドロップダウン リストで、ワーク
フローをトリガーするイベントを選択します。

ステップ 5

[条件を適用する方法（How to apply Conditions）] ボックスで、すべての条件が満たされているか
どうかを選択し、[条件を追加（Add Condition）] をクリックして最大 5 つの条件を追加します。
例：
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たとえば、CallVariable 1 が 123 と等しく、CallVariable 2 が 2 で始まる場合に実行されるアクショ
ンを指定できます。
ステップ 6

[順番付けされたアクションのリスト（Ordered List of Actions）] 領域で、[追加（Add）] をクリッ
クして [アクションを追加（Add Actions）] 領域を開きます。 この領域でアクションをクリック
し、[順番付けされたアクションのリスト（Ordered List of Actions）] に追加します。

ステップ 7

実行する必要がある順序でアクションを移動するには、[順番付けされたアクションのリスト
（Ordered List of Actions）] の横にある上下の矢印を使用します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9

1 つまたは複数のチームにワークフローを割り当てます。
（注）
ワークフローは、チームに割り当てられるまで実行されませ
ん。

関連トピック
チームへのワークフローの割り当て, （70 ページ）

ワークフローの編集
手順
ステップ 1

[ワークフローを管理（Manage Workflows）] ガジェットで、編集するワークフローを選択します。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。
[ワークフローを編集（Edit Workflow）] 領域が表示されます。
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ステップ 3

変更するフィールドを編集します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ワークフローの削除
手順
ステップ 1

[ワークフローを管理（Manage Workflows）] ガジェットで、削除するワークフローを選択します。
[ワークフローを削除（Delete Workflow）] 領域が表示されます。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。
選択したワークフローを削除するかどうかの確認が求められます。
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ステップ 3

選択したワークフローを削除するには [はい（Yes）] をクリックします。
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HTTP と HTTPS のサポート
Cisco Finesse の管理コンソールとエージェント デスクトップは HTTP とセキュア HTTP（HTTPS）
の両方をサポートします。 HTTPS を使用して管理コンソールにアクセスするには、ブラウザで次
の URL を入力してください（ここで、FQDN, hostname, or IP address は、プライマリ Finesse サー
バの FQDN、ホスト名、または IP アドレス）。
https://FQDN, hostname, or IP address/cfadmin
HTTP を使用して管理コンソールにアクセスするには、ブラウザのアドレスバーで次の URL を使
用してください（ここで hostname はプライマリ Finesse サーバのホスト名）。
http://FQDN, hostname, or IP address/cfadmin
同様に、エージェントとスーパーバイザは、次のように HTTP または HTTPS を使用して自分のデ
スクトップにアクセスできます。
• http://FQDN, hostname, or IP address（HTTP 経由でデスクトップにアクセス）
• https://FQDN, hostname, or IP address（HTTPS 経由でデスクトップにアクセス）
HTTPS アクセスでは、Finesse に付属の自己署名証明書を信頼するように選択するか、CA 証明書
をアップロードして、ブラウザのセキュリティ警告を排除できます。
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デフォルトでは、HTTPS アクセスは有効です。 Cisco Finesse HTTPS Redirect CLI コマンドを実行
して HTTPS を無効にし、Finesse 管理コンソールとエージェント デスクトップの両方に HTTP ア
クセスを許可できます。
Finesse への HTTPS 要求を実行するカスタム ガジェットを追加する場合、そのガジェットの Finesse
サーバに対する証明書を追加する必要があります。

Cisco Finesse HTTPS リダイレクト
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを有効にすると、Finesse デスクトップおよび管理コンソールに
アクセスするために HTTPS が適用されます。 Cisco Finesse HTTPS リダイレクトが有効な場合、
HTTP を介してデスクトップにアクセスしようとするエージェントやスーパーバイザが HTTPS に
リダイレクトされます。 HTTP を介して管理コンソールにアクセスしようとする管理者も、HTTPS
にリダイレクトされます。
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトが無効の場合、デスクトップおよび管理コンソールには HTTP
または HTTPS を介してアクセスできます。

（注）

このコマンドは、Finesse REST API には影響しません。
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトのステータスが有効か無効かを表示するには、以下のコマンド
を実行します。
• Cisco Finesse HTTPS リダイレクトのステータスを取得するには、次のコマンドを使用しま
す。utils finesse application_https_redirect status
このコマンドは、Cisco Finesse HTTPS リダイレクトが現在、システム上で有効か無効かを表
示します。
• Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを有効にするには、次のコマンドを使用します。utils finesse
application_https_redirect enable
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを有効にする前に、Cisco Tomcat サービスを停止する必要
があります。 このサービスを停止するには、次のコマンドを使用します。utils service stop
Cisco Tomcat。
Cisco Tomcat サービスが停止していない場合、Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを有効にす
るコマンドは失敗します。 また、このコマンドは、Cisco Finesse HTTPS リダイレクトがすで
に有効の場合にも失敗します。
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを有効にした後、コマンド utils service start Cisco Tomcat を
使用して Cisco Tomcat サービスを開始します。
• Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを無効にするには、次のコマンドを使用します。utils finesse
application_https_redirect disable
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを無効にする前に、Cisco Tomcat サービスを停止する必要
があります。 このサービスを停止するには、次のコマンドを使用します。utils service stop
Cisco Tomcat。
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Cisco Tomcat サービスが停止していない場合、Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを無効にす
るコマンドは失敗します。 また、このコマンドは、Cisco Finesse HTTPS リダイレクトがすで
に無効の場合にも失敗します。
Cisco Finesse HTTPS リダイレクトを無効にした後、コマンド utils service start Cisco Tomcat を
使用して Cisco Tomcat サービスを開始します。

自己署名証明書の信頼
管理コンソールまたはエージェント デスクトップにサインインするたびにブラウザの警告が表示
されないようにするために、Finesse で提供される自己署名証明書を信頼します。
HTTPS を使用していない場合や、CA 証明書をアップロード済みである場合は、この手順をスキッ
プできます。

手順
ステップ 1

ブラウザで、管理コンソール（https://FQDN, hostname, or IP address of the primary Finesse
server/cfadmin）またはエージェント デスクトップ（https://FQDN, hostname, or IP address of the primary
Finesse server）の URL を入力します。

ステップ 2

使用しているブラウザに対して、次の表の手順を実行します。
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オプション 説明（Description）
Internet
1 Web サイトのセキュリティ証明書に問題があることを示すページが表示されま
Explorer を
す。 [この Web サイトの閲覧を続行（推奨されません）（Continue to this website
使用する場
（not recommended））] をクリックします。 これにより、管理コンソール（ま
合
たはエージェント デスクトップ）のサインインページが開きます。 証明書エ
ラーはブラウザのアドレス バーに表示されます。
2 [証明書エラー（Certificate Error）] をクリックし、[証明書を表示（View
Certificates）] をクリックすると、[証明書（Certificate）] ダイアログボックスが
開きます。
3 [証明書（Certificate）] ダイアログボックスで、[証明書をインストール（Install
Certificate）] をクリックします。 これにより、証明書のインポート ウィザード
が開きます。
（注）

Windows 8.1 の Internet Explorer 11 を使用する場合、[証明書をインス
トール（Install Certificate）] オプションが表示される前に信頼できる
サイトに Finesse を追加する必要があります（[インターネット オプ
ション（Internet Options）] > [セキュリティ] > [信頼できるサイト
（Trusted Sites）] > [サイト（Sites）]）。
[証明書をインストール（Install Certificate）] をクリックし、[保存場所
（Store Location）] の [現在のユーザ（Current User）] を選択し、現在
のユーザ専用に証明書をインストールします。または、[ローカル マ
シーン（Local Machine）] を選択して、このコンピュータを使用する
Windows ユーザすべてに証明書をインストールします。

4 [Next] をクリックします。
5 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）]
を選択し、[参照（Browse）] をクリックします。
6 [信頼できるルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）] を選択し、
[OK] をクリックします。
7 [Next] をクリックします。
8 [終了（Finish）] をクリックします。
9 証明書をインストールするかどうかを尋ねる [セキュリティ警告（Security
Warning）] ダイアログボックスが表示されたら、[はい（Yes）] をクリックしま
す。
インポートが正常に実行されたことを示す [証明書をインポート（Certificate
Import）] ダイアログボックスが表示されます。
10 [OK] をクリックします。
11 資格情報を入力し、[サインイン（Sign In）] をクリックします。
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オプション 説明（Description）
Firefox を使
1 この接続が信頼できない状態であることを示すページが表示されます。
用している
2 [リスクを理解します（I Understand the Risks）] をクリックし、[例外を追加（Add
場合
Exception）] をクリックします。
3 [セキュリティ例外を追加（Add Security Exception）] ダイアログボックスで、[こ
の例外を恒久的に保存（Permanently store this exception）] チェックボックスがオ
ンになっていることを確認します。
4 [セキュリティ例外を承認（Confirm Security Exception）] をクリックします。
この接続が信頼できないことを示すページが自動的に閉じられ、管理コンソー
ル（またはエージェント デスクトップ）がロードされます。
5 資格情報を入力し、[サインイン（Sign In）] をクリックします。
6 エージェント デスクトップの場合のみ、Finesse が Cisco Finesse Notification Service
に接続できないことを示すエラーが表示され、Finesse サーバによって発行され
た証明書に対するセキュリティ例外を追加するように促されます。
[OK] をクリックします。

CA 証明書の取得およびアップロード
（注）

この手順は、HTTPS を使用している場合にのみ適用されます。
この手順は任意です。 HTTPS を使用している場合、CA 証明書を取得してアップロードする
か、Finesse に付属の自己署名証明書を使用するかを選択できます。
サインインするたびにブラウザにセキュリティ警告が表示されないようにするには、認証局（CA）
によって署名されたアプリケーション証明書およびルート証明書を取得します。 Cisco Unified
Communications オペレーティング システムの管理から Certificate Management ユーティリティを使
用します。
[Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理（Cisco Unified Communications
Operating System Administration）] を開いて、ブラウザに次の URL を入力します。
https://hostname of primary Finesse server/cmplatform
Finesse のインストール時に作成されたアプリケーション ユーザ アカウントのユーザ名とパスワー
ドを使用してサインインします。
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（注）

詳細については、「Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理のオンライ
ン ヘルプ」のセキュリティに関するトピックを参照してください。

手順
ステップ 1

CSR を作成します。
a) [セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] > [CSR の作成（Generate
CSR）] を選択します。
b) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストで、[tomcat] を選択します。
c) [CSR の作成（Generate CSR）] をクリックします。

ステップ 2

CSR をダウンロードします。
a) [セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] > [CSR のダウンロード
（Download CSR）] を選択します。
b) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストで、[tomcat] を選択します。
c) [CSR のダウンロード（Download CSR）] をクリックします。

ステップ 3

セカンダリ Finesse サーバ用に CSR を作成し、ダウンロードします。
セカンダリ サーバに対して Cisco Unified Operating System Administration を開くには、ブラウザの
アドレス バーに次の URL を入力します。
https://hostname of secondary Finesse server/cmplatform

ステップ 4

認証局から CA ルート証明書、中間証明書、署名されたアプリケーション証明書を取得するため
に CSR を使用します。
（注）
証明書チェーンを正しく設定するには、次のステップで説明されている順序で証明書を
アップロードする必要があります。

ステップ 5

証明書を受け取ったら、[セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] >
[証明書のアップロード（Upload Certificate）] を選択します。

ステップ 6

ルート証明書をアップロードします。
a) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストから、[tomcat-trust] を選択します。
b) [ファイルのアップロード（Upload File）] フィールドで、[参照（Browse）] をクリックして、
ルート証明書ファイルを参照してください。
c) [ファイルのアップロード] をクリックします。

ステップ 7

中間証明書をアップロードします。
a) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストから、[tomcat-trust] を選択します。
b) [ルート証明書（Root Certificate）] フィールドでは、前の手順でアップロードしたルート証明
書の名前を入力します。 拡張子（TEST Root CA 2048 など）を含めないでください。
c) [ファイルのアップロード（Upload File）] フィールドで、[参照（Browse）] をクリックして、
中間証明書ファイルを参照してください。
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d) [ファイルのアップロード] をクリックします。
ステップ 8

アプリケーション証明書をアップロードします。
a) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストで、[tomcat] を選択します。
b) [ルート証明書（Root Certificate）] フィールドでは、前の手順でアップロードした中間証明書
の名前を入力します。 拡張子「.pem」（TEST-SSL-CA.pemなど）を含みます。
c) [ファイルのアップロード（Upload File）] フィールドで、[参照（Browse）] をクリックして、
アプリケーションの証明書ファイルを参照してください。
d) [ファイルのアップロード] をクリックします。

ステップ 9

アップロードが完了したら、Finesse からログオフします。

ステップ 10

プライマリ Finesse サーバで CLI にアクセスします。

ステップ 11

utils service restart Cisco Finesse Notification Service コマンドを入力して、Cisco Finesse Notification
サービスを再起動します。

ステップ 12

コマンド utils service restart Cisco Tomcat を入力して、Cisco Finesse Tomcat サービスを再起動しま
す。

ステップ 13

セカンダリ Finesse サーバにアプリケーション証明書をアップロードします。
セカンダリ Finesse サーバへルート証明書および中間証明書をアップロードする必要はありませ
ん。 これらの証明書はプライマリ サーバへアップロードされた後、セカンダリ サーバに複製さ
れます。

ステップ 14

セカンダリ Finesse サーバの CLI にアクセスし、Cisco Finesse Notification サービスと Cisco Tomcat
サービスを再起動します。

関連トピック
Cisco Unified Communications Operating System Administration, （5 ページ）

HTTPS ガジェットの証明書の追加
セキュア HTTP （HTTPS）ガジェットに対する証明書を追加すると、Finesse デスクトップにガ
ジェットをロードし、Finesse サーバへの HTTPS 要求を正常に実行することができます。
このプロセスでは、Finesse ガジェットのコンテナとサードパーティ ガジェットのサイト間の
HTTPS 通信を可能にし、ガジェットをロードして、ガジェットがサードパーティ製サーバに対し
て行う API コールを実行できます。

（注）

HTTPS を使用するガジェットは、そのガジェットが存在しているアプリケーション サーバと
の間の HTTP 通信も使用できます。 すべてのトラフィックが安全である必要がある場合、ガ
ジェットの開発者はアプリケーション サーバへの API コールを発信するために HTTPS を使用
する必要があります。
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証明書にはコモン ネームで署名する必要があります。 デスクトップ レイアウトのガジェット URL
に、（IP アドレスを使用するか、完全修飾ドメイン名を使用するかに関係なく）証明書に署名し
たのと同じ名前を使用する必要があります。 証明書の名前とガジェット URL の名前が一致しな
い場合、接続が信頼できず、ガジェットはロードされません。
証明書の名前を検索するには、ブラウザでガジェット URL を入力します。 アドレス バーの鍵の
アイコンをクリックし、[詳細を表示（View Details）] をクリックします。 コモン ネームのフィー
ルドを検索します。
Finesse ホストは、インストール中に入力した DNS ホストを使用して DNS でこの名前を解決でき
る必要があります。 Finesse が名前を解決できることを確認するには、CLI コマンド “utils network
ping <ホスト名>” を実行します。

手順
ステップ 1

サードパーティ ガジェットのホストから tomcat.pem 証明書をダウンロードします。
a) サードパーティ ガジェット ホストで Cisco Unified Operating System Administration（http://host
or IP address/cmplatform。ここで、host or IP address はサードパーティ ガジェット ホストのホ
スト名または IP アドレス）にサインインします。
b) [セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] をクリックします。
c) [検索（Find）] をクリックします。
d) [tomcat.pem] をクリックします。
e) [ダウンロード（Download）] をクリックして、ファイルをデスクトップに保存します。

ステップ 2

プライマリ Finesse システムに証明書をアップロードします。
a) プライマリ Finesse サーバで Cisco Unified Operating System Administration（http://host or IP
address/cmplatform。ここで、host or IP address は Finesse サーバのホスト名または IP アドレス）
にサインインします。
b) [セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] をクリックします。
c) [証明書のアップロード（Upload Certificate）] をクリックします。
d) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストから、[tomcat-trust] を選択します。
e) [参照（Browse）] をクリックして、前の手順でダウンロードした tomcat.pem ファイルに移動し
ます。
f) [ファイルのアップロード] をクリックします。

ステップ 3

プライマリ Finesse サーバで Cisco Tomcat を再起動します。

ステップ 4

同期が完了したら、セカンダリ Finesse サーバで Cisco Tomcat を再起動します。
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セキュリティ パスワードまたは管理者パスワードのリ
セット
セキュリティ パスワードまたは管理者パスワードをリセットする必要がある場合は、システムの
コンソールで vSphere を使用して、次の手順を実行します。 コマンドを実行するシステムに ssh
でアクセスできません。

手順
ステップ 1

次のユーザ名とパスワードを使用してプラットフォーム ウィンドウにサインインします。
pwrecovery/pwreset
次のメッセージが表示されます。
Welcome to Platform password reset.
Admin and Security password reset are possible.
Press any key when ready.

ステップ 2

Press any key to continue.
次のメッセージが表示されます。
ディスク ドライブに CD または DVD が入っている場合は、ここで取り出します。
Press any key to continue.

ステップ 3

ディスクドライブにディスクがある場合は、取り出します。準備ができたら、任意のキーを押し
て続行します。
ドライブからディスクを取り出したかどうかが確認されます。
次のメッセージが表示されます。
有効な CD または DVD をディスク ドライブに挿入します。

ステップ 4

CD/DVD ドライブに接続し、ISO イメージを選択します。
ディスクを挿入したかどうかが確認されます。
ディスクが挿入されていることが確認された後、次のオプションのいずれかを選択するように促
されます。
管理者パスワードをリセットするために「a」と入力する。
セキュリティ パスワードをリセットするために「s」と入力する。
終了するために「q」と入力する。

ステップ 5

適切なオプションを選択し、新しいパスワードを指定します。
パスワードがリセットされます。
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サードパーティ ガジェットの管理
• 3rdpartygadget アカウント, 95 ページ
• サードパーティ ガジェットのアップロード, 96 ページ
• サードパーティ ガジェットの制限, 97 ページ

3rdpartygadget アカウント
3rdpartygadget アカウントはサードパーティ ガジェットを Finesse サーバにアップロードするため
に使用されます。 このアカウントを使用する前に、パスワードを設定する必要があります。
このパスワードは、アップグレード時に移行されません。 アップグレードの実行後、すべての
サードパーティ製ガジェットに対して変更を加えるようにするには、パスワードをリセットする
必要があります。

（注）

Finesse サーバにサードパーティ ガジェットをアップロードするには、開発者のサポート サー
ビス契約が必要です。または、開発者サポート サービス契約を結んでいるシスコ パートナー
と連携してください。 サードパーティ ガジェットをアップロードする方法の詳細については、
『Cisco Finesse Web サービス デベロッパ ガイド』を参照してください。
3rdpartygadget アカウントのパスワードを設定（またはリセット）するには、CLI にアクセスし、
次のコマンドを実行します。
utils reset_3rdpartygadget_password
パスワードを入力するプロンプトが表示されます。 パスワードを入力すると、パスワードを確認
するように促されます。
3rdpartygadget アカウントのパスワードは 5 ～ 32 文字にする必要があり、スペースまたは引用符
（"）を含めることはできません。
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（注）

サードパーティ ガジェットはアップグレード時に移行され、DRS バックアップおよびリスト
アに含まれます。

サードパーティ ガジェットのアップロード
3rdpartygadget アカウントのパスワードを設定すると、次の例に示すように、SFTP を使用して
Finesse サーバにサードパーティ ガジェットをアップロードできます。
my_workstation:gadgets user$ sftp 3rdpartygadget@<finesse>
3rdpartygadget@<finesse>'s password:
Connected to <finesse>.
sftp> cd /files
sftp> put HelloWorld.xml
Uploading HelloWorld.xml to /files/HelloWorld.xml
HelloWorld.xml
2751
2.7KB/s
00:00
sftp> exit

100%

ガジェットをアップロードすると、次の URL で使用可能になります。
http://<finesse>/3rdpartygadget/files/
前の例でアップロードしたガジェットにアクセスするには、次の URL を使用してください。
http://<finesse>/3rdpartygadget/files/HelloWorld.xml
デスクトップのレイアウトにガジェットを追加すると、相対パスを使用してそのガジェットを参
照できます。 前の例でアップロードしたガジェットをデスクトップのレイアウトに含めるには、
レイアウトに次の（強調表示されている）XML を追加します。
<finesseLayout xmlns="http://www.cisco.com/vtg/finesse">
<layout>
<role>Agent</role>
<page>
<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>
<gadget>/3rdpartygadget/files/HelloWorld.xml</gadget>
</page>
...
</layout>
<layout>
<role>Supervisor</role>
<page>
<gadget>/desktop/gadgets/CallControl.jsp</gadget>
<gadget>/3rdpartygadget/files/HelloWorld.xml</gadget>
</page>
...
</layout>
</finesseLayout>
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（注）

ブラウザのキャッシュおよび Finesse Web サーバのキャッシュが原因で、ガジェットの変更を
反映する前にブラウザのキャッシュを消去するか、Cisco Tomcat サービスの再起動が必要とな
る場合があります。 ガジェットに対して変更を行い、その変更が Finesse デスクトップに反映
されない場合は、ブラウザのキャッシュを解消してください。
ブラウザのキャッシュを消去した後でも変更が表示されない場合は、次の CLI コマンドを使用
して Cisco Tomcat サービスを再起動してください。
admin:utils service restart Cisco Tomcat

サードパーティ ガジェットの制限
サードパーティ ガジェットは .xml ファイルである必要があります。 .jsp ファイルは使用できませ
ん。
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定期メンテナンスの実行
CLI にアクセスして、サービスの表示、停止、または開始、ロギング、管理のリモート アカウン
トのロギングや管理、サードパーティ ガジェットのアカウントの管理、レプリケーションの
チェックなどの定期メンテナンス タスクを実行します。
管理者ユーザ アカウントの資格情報を使用して CLI にアクセスします。
• Cisco Finesse サービス, 99 ページ
• ログの収集, 101 ページ
• Cisco Finesse Notification Service のロギング, 102 ページ
• リモート アカウント管理, 103 ページ
• 複製ステータス（Replication Status）, 104 ページ

Cisco Finesse サービス
CLI から次の Finesse サービスにアクセスできます。
• Cisco Finesse Notification Service：このサービスは、メッセージングとイベントに使用されま
す。 このサービスが開始されていない場合、コール イベント、エージェント状態の変更、
統計情報などを表示できず、Finesse Desktop がサインイン後にロードされません。
• Cisco Tomcat：このサービスには、導入されたすべての Finesse アプリケーションが含まれま
す。 Cisco Tomcat サービスを再起動するには、すべてのエージェントがサイン アウトしてか
ら再びサイン インする必要があります。
Cisco Tomcat サービスの導入済みアプリケーションは次のとおりです。
• Finesse Desktop アプリケーション：このアプリケーションは、エージェントおよびスーパー
バイザ用のユーザ インターフェイスを提供します。
• Finesse REST API アプリケーション：このアプリケーションは、Finesse Desktop および Finesse
管理アプリケーションのために Cisco CTI サーバとの統合を実現します。 どの API が使用可
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能かは、ユーザの資格情報に関連付けられたロールによって異なります。 このアプリケー
ションは、Finesse REST API を使用するように作成されたサードパーティ アプリケーション
で使用できるプログラミング インターフェイスも提供します。
• Finesse Administration アプリケーション：このアプリケーションは、Finesse の管理オペレー
ションを提供します。
• Finesse 診断ポータル アプリケーション：このアプリケーションは、Finesse のパフォーマン
ス関連情報を提供します。
Cisco Finesse サービス関連の問題がある場合は、最後の手段として Finesse サービスを再起動しま
す。ほとんどのサービス関連の問題は、サービスの再起動では修正できません。サービスがダウ
ンしている場合にのみ Cisco DB を再起動します。

（注）

Cisco Finesse Notification Service を再起動するには、次の順序でサービスを停止して再起動する
必要があります。
1 Cisco Tomcat サービスを停止します。
2 Cisco Finesse Notification Service を停止します。
3 Cisco Finesse Notification Service を開始します。
4 Cisco Tomcat サービスを開始します。

サービスの表示、開始、または停止
手順
ステップ 1

管理者ユーザ アカウントの資格情報を使用して CLI にサインインします。

ステップ 2

すべてのサービスとその状態の一覧を表示するには、次のコマンドを入力してください。utils
service list。
サービスの状態として、「STOPPED」、「STARTING」、「STARTED」のいずれかが表示され
ます。
「STOPPED」はサービスが動作していないことを意味します。 「STARTING」はサービスが動作
を開始し、初期化を実行していることを意味します。 「STARTED」はサービスが正常に初期化
され、動作していることを意味します。

ステップ 3

サービスを開始するには、次のコマンドを入力してください。utils service startservice name。
例：

たとえば、Cisco Tomcat を開始するには、utils service start Cisco Tomcat コマンドを入力します。
ステップ 4

サービスを停止するには、次のコマンドを入力してください。utils service stopservice name。
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例：

たとえば、Cisco Tomcat を停止するには、utils service stop Cisco Tomcat コマンドを入力します。

ログの収集
これらのコマンドでは、ファイルのアップロード先としてセキュア FTP（SFTP）サーバの場所を
指定するように求められます。
ログを取得するには、次のコマンドを実行します。
• インストール ログ： file get install desktop-install.log
システムのインストール後にこのコマンドを使用すると、インストール ログが表示されま
す。
このログは SFTP サーバに書き込まれ、テキスト ファイルとして次のパスに保存されます。
<IP Address>\<date time stamp>\install\desktop-install.log
• デスクトップ ログ： file get activelog desktop recurs compress
Finesse Web アプリケーションのログを取得するには、このコマンドを使用します。 このコ
マンドを実行すると、次のディレクトリが含まれる zip ファイルがアップロードされます。
◦ webservices：このディレクトリには、Finesse REST API を提供する Finesse バックエン
ドのログが含まれます。 圧縮されていないデスクトップ ログ ファイルの最大サイズは
100 MB です。 このディレクトリには最大 300 のログ ファイルが保存されます。 ログ
ファイルが 100 MB に達すると、そのファイルは圧縮され、新しいログ ファイルが作成
されます。 最後に圧縮されたデスクトップ ログ ファイルへの出力は、次に作成される
ログ ファイルに引き継がれます。 ログ ファイルのラップアップ期間は、システムのユー
ザ数に基づいて異なります。 各デスクトップ ログのファイル名にはタイム スタンプが
含まれます。
◦ desktop：このディレクトリには、[Finesse デスクトップ（Finesse desktop）] ガジェット
を保持する [Finesse エージェント デスクトップ（Finesse agent desktop）] ガジェットの
コンテナからのログが保存されます。 Finesse エージェント デスクトップでのあらゆる
コンテナ レベルのエラーがこれらのログ ファイルに表示されます。
◦ admin：このディレクトリには、管理ガジェットを保持する [Finesse 管理（Finesse
Administration）] ガジェットのコンテナからのログが保存されます。 Finesse 管理コン
ソールでのあらゆるコンテナ レベルのエラーがこれらのログ ファイルに表示されます。
◦ clientlogs：このディレクトリには、Finesse エージェント デスクトップ から Finesse サー
バに送信されたクライアント側のログが保存されます。 各ログ ファイルは 1.5 MB 未満
で、ファイルを送信したエージェントのタイムスタンプとエージェント ID が含まれま
す。 エージェントがクライアント側のログを送信するたびに新しいログ ファイルが作
成されます（既存のログ ファイルにはデータが追加されません）。 このディレクトリ
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の最大サイズは 100 MB です。 ディレクトリが 100 MB に達すると、サイズが 100 MB
を超えないように、最も古いファイルが削除されます。
◦ openfireservice：このディレクトリには Cisco Finesse Notification Service の起動とシャッ
トダウンに関連する情報のログが保存されます。
◦ openfire：このディレクトリには Cisco Finesse Notification Service の限定されたエラーお
よび情報のログが保存されます。
◦ Finesse dp：このディレクトリには、開始、エラー、そして Finesse 診断ポータル アプリ
ケーションによって作成される情報のログが含まれます。
これらのログは SFTP サーバの次のパスに保存されます。<IP address>\<date time
stamp>\active_nnn.tgz。ここで、nnn は長い形式のタイムスタンプです。
• Servm ログ： file get activelog platform/log/servm*.* compress
Finesse サービスの開始と停止を管理するプラットフォーム サービス マネージャによって作
成されたログを取得するには、このコマンドを使用します。
デスクトップ ログと servm ログは 1 組のファイルに圧縮されます。
これらのログは SFTP サーバの次のパスに保存されます。<IP address>\<date time
stamp>\active_nnn.tgz。ここで、nnn は長い形式のタイムスタンプです。
• プラットフォーム Tomcat ログ： file get activelog tomcat/logs recurs compress
これらのログは SFTP サーバの次のパスに保存されます。<IP address>\<date time
stamp>\active_nnn.tgz。ここで、nnn は長い形式のタイムスタンプです。
• VOS インストール ログ： file get install install.log
これらのログは SFTP サーバの次のパスに保存されます。<IP address>\<date time
stamp>\active_nnn.tgz。ここで、nnn は長い形式のタイムスタンプです。

（注）

ログ収集は、多数のログ ファイルがある場合に圧縮フラグを使用すると、失敗することがあ
ります。 収集が失敗した場合、圧縮フラグなしでコマンドを再実行してください。

Cisco Finesse Notification Service のロギング
Cisco Finesse Notification Service のロギングのステータスが有効か無効かを表示するには、以下の
コマンドを実行します。
• Cisco Finesse Notification Service のロギングのステータスを取得するには、次のコマンドを使
用します。utils finesse notification logging status
このコマンドは、Cisco Finesse Notification Service のロギングが現在、システム上で有効か無
効かを表示します。
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（注）

Cisco Finesse Notification Service ロギングのステータスを取得するコマンドを
実行する前に Cisco Finesse Notification Service を実行していることを確認しま
す。 このサービスが実行されていない場合、このコマンドは失敗します。

• Cisco Finesse Notification Service のロギングを有効にするには、次のコマンドを実行します。
utils finesse notification logging enable

（注）

Cisco Finesse Notification Service ロギングを有効にするコマンドを実行する前
に Cisco Finesse Notification Service が実行されていることを確認します。 この
サービスが実行されていない場合、このコマンドは失敗します。 また、この
コマンドは、Cisco Finesse Notification Service のロギングがすでに有効の場合
にも失敗します。
ロギングを有効にし、Cisco Finesse Notification Service を再起動すると、ロギ
ングは自動的に無効になります。

• Cisco Finesse Notification Service のロギングを無効にするには、次のコマンドを使用します。
utils finesse notification logging disable

（注）

Cisco Finesse Notification Service のロギングを無効にするコマンドを実行する
前に、Cisco Finesse Notification Service を実行していることを確認します。 こ
のサービスが実行されていない場合、このコマンドは失敗します。 また、こ
のコマンドは、Cisco Finesse Notification Service のロギングがすでに無効の場
合にも失敗します。

関連トピック
ログの収集, （101 ページ）

リモート アカウント管理
リモートアクセスアカウントの有効化、無効化、作成、およびステータスの確認を行うには、次
のコマンドを実行します。utils remote_account
リモート アカウントは、パス フレーズを生成します。シスコのサポート担当者はこのパス フレー
ズを使用することにより、アカウントの指定有効期間の間、システムにアクセスできます。
• utils remote_account create account life
account はアカウント名です。 life は、アカウントの有効期限を日単位で示します。
• utils remote_account disable
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• utils remote_account enable
• utils remote_account status

複製ステータス（Replication Status）
複製ステータスを調べるには、プライマリ Finesse サーバで次のコマンドを実行してください。
• utils dbreplication runtimestate
このコマンドは、プライマリおよびセカンダリの Finesse サーバの両方で複製ステータスを
返します。
• 複製のための RTMT カウンタ値を確認します。 クラスタのすべてのノードが複製ステータ
スとして 2 を示す場合、複製は正常に動作しています。
図 1：複製ステータス（Replication Status）

• クラスタ内のすべてのノードで複製ステータスの RTMT カウンタ値が 3 または 4 の場合、複
製は設定されていますが、エラーが生じ、複製は正常に動作していません。
• ノードの大半で 0 または 1 の値が表示される場合は、プライマリ Finesse サーバから utils
dbreplication reset all コマンドを実行します。
• いずれかのノードに対して 1 または 2 以外の複製値が表示される場合、複製が正しく設定さ
れていません。
• 複製を修正するには、シスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。
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Cisco Finesse のフェールオーバー メカニズ
ム
この章では、Cisco Finesse のフェイルオーバーと冗長性のメカニズムについて説明します。
• CTI のフェールオーバー, 105 ページ
• AWDB のフェールオーバー, 106 ページ
• Finesse クライアントのフェールオーバー, 107 ページ
• デスクトップの動作, 108 ページ

CTI のフェールオーバー
CTI フェールオーバーの前提条件は次のとおりです。
• Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）はデュプレックス モードで設定されます。
• B 側の CTI ホストおよびポートは Finesse 管理コンソールを使用して設定されます。
Finesse が A 側の CTI サーバへの接続を失い、上記の前提条件が実施済みである場合、CTI フェー
ルオーバーが発生します。
Finesse がデュプレックス Unified CCE の導入に使用されている場合、A 側の CTI サーバへの接続
が失われると、5 回再接続を試みます。 接続の試行回数がしきい値を超えると、Finesse は B 側の
CTI サーバへの接続を同じ回数試みます。 Finesse は CTI サーバへの接続に成功するまで、このプ
ロセスを実行し続けます。
次の理由によって、CTI サーバへの接続が失われる可能性があります。
• Finesse が、接続された CTI サーバからのハートビートを 3 回連続で受け取りに失敗した。
• CTI サーバに対して開かれているソケットで障害が発生した。
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フェールオーバー中は、Finesse はクライアント要求を処理しません。 フェールオーバー中に行わ
れた要求に対して、「503 “サービス使用不可”」エラー メッセージが表示されます。 さらに、
フェールオーバー中は、Finesse はイベントを送信しません。 Finesse は CTI サーバに再接続した
後、クライアント要求への応答とイベントの発行を開始します。
CTI フェイルオーバー中に発生するコール制御、コール データ、またはエージェントの状態に関
するアクションは、フェイルオーバーが完了した後に、イベントとしてエージェント デスクトッ
プに発行されます。 これによって、Finesse クライアントはコール制御、コール データ、および
エージェント状態について正確に把握できます。
エージェントがフェールオーバー中にコールを発信または受信して終了した（つまり、コール全
体がフェールオーバー中に行われた）場合は、対応するイベントはフェールオーバーの完了後に
発行されません。

（注）

（他のエージェントやスーパーバイザと関連付けられていない）他のデバイスとのアクティブ
な会議に参加した後にサインインしたエージェントやスーパーバイザの Finesse デスクトップ
で、Unified CCE からの不正なコール通知によって、予期しない動作が発生する可能性があり
ます。 これらの制限には、エージェントまたはスーパーバイザが電話会議に参加している間
にフェールオーバーが発生するフェールオーバー シナリオも含まれます。 たとえば、エージェ
ントが電話会議に参加している間に Finesse サーバに障害が発生したとします。 エージェント
が他の Finesse サーバにリダイレクトされると、そのエージェントの Finesse Desktop で予期し
ない動作が発生する可能性があります。 予期しない動作の例には次のようなものがあります
が、これらに限定されるものではありません。
• Finesse デスクトップに、電話会議のすべての参加者が反映されない。
• Finesse デスクトップに、サインインしたエージェントまたはスーパーバイザがアクティ
ブ コールに参加中であることが反映されない。
• Finesse が Unified CCE から一貫性のない通知コールを受信する。
これらの警告にもかかわらず、エージェントまたはスーパーバイザは、電話機で通常動作の実
行を続行できます。 Finesse デスクトップ の動作は、エージェントまたはスーパーバイザが電
話会議から退出した後に正常に戻ります。

関連トピック
Contact Center Enterprise CTI サーバの設定, （9 ページ）

AWDB のフェールオーバー
AWDB フェールオーバーの前提条件は次のとおりです。
• セカンダリ Administrative Workstation Database（AWDB）が設定されます。
• セカンダリ AWDB ホストは Finesse Administration Console を使用して設定されます。
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• Finesse はセカンダリ AWDB ホストに接続できます。
• ディストリビュータ サービスはセカンダリ AWDB のホスト上で実行されています。
エージェントとスーパーバイザは AWDB データベースに対して認証されます。 エージェントま
たはスーパーバイザが正常な API 要求（サインイン要求やコール制御要求など）を行うと、資格
情報は要求時から 30 分間 Finesse にキャッシュされます。 ユーザが認証されると、両方の AWDB
が停止している場合でも、30 分が経過するまでそのユーザの認証が続行されます。 Finesse が
AWDB に対して、このユーザの再認証を試行するのは、キャッシュ期間の経過後だけです。
Finesse がプライマリ管理およびデータ サーバへの接続を失い、上記の前提条件が実施済みである
場合、AWDB フェールオーバーが発生します。 Finesse はプライマリ管理サーバおよびデータ サー
バへの接続を失った後、セカンダリ サーバへの再接続を試みます。
Finesse は管理データおよびデータ サーバの 1 つに接続できるまで、すべての API 要求に対してこ
のプロセスを繰り返します。 フェールオーバー中、Finesse は要求を処理しませんが、クライアン
トはイベントを受信できます。
Finesse が、管理サーバおよびデータ サーバのいずれにも接続できず、キャッシュが期限切れの場
合、システムは次のエラーを返します。
• Finesse デスクトップにサインインを試みるエージェントおよびスーパーバイザは、「無効な
ユーザ ID またはパスワード」エラー メッセージを受信します。
• 管理者は、Finesse 管理コンソールで設定の更新も取得もできません。
• すでに Finesse にサインインしたユーザは、「オペレーションのタイムアウト」エラー メッ
セージを受信します。
• API 要求を行うユーザは、「401 “不正な” HTTP」エラー メッセージを受信します。
Finesse が 1 つの AWDB への接続を失った後に要求を受信した場合、これらの要求は、接続がダ
ウンしていることを Finesse が検出し、代替的な AWDB に接続する前にタイムアウトになる場合
があります。 このシナリオでは、ユーザ（管理者、エージェント、またはスーパーバイザ）は、
この操作が正しく実行されるまで再試行が必要になる場合があります。
関連トピック
Contact Center Enterprise 管理サーバおよびデータ サーバの設定, （13 ページ）

Finesse クライアントのフェールオーバー
2 ノードの Finesse セットアップ（プライマリおよびセカンダリの Finesse サーバ）では、エージェ
ントが接続されているサーバでサービスが停止した場合、そのエージェントはサーバとの接続が
失われたという通知を受け取ります。 Finesse デスクトップは次のことを実行します。
• Finesse デスクトップは引き続き、現在の Finesse サーバがその状態を回復するかどうかを確
認します。
• Finesse デスクトップは他の Finesse サーバが使用可能かどうか、稼働しているかどうかを確
認します。
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他の Finesse サーバが使用可能である場合、デスクトップは自動的にエージェントを他のサーバに
サインインさせます。 現在の Finesse サーバがその状態を復元する場合、デスクトップは再接続
したことをエージェントに通知します。
Finesse のよりスマートなフェールオーバー ロジックには、デスクトップの障害を検出する 3 種類
のトリガーがあります。
• Finesse デスクトップが、現在のサーバが OUT_OF_SERVICE であることを示す SystemInfo イ
ベントを受け取る。
• BOSH 接続が切断される。
• 「“finesse”」XMPP ユーザのプレゼンスが使用不可に変更される。
どのトリガーが検出された場合でも、デスクトップの再接続ロジックは次のとおりです。
1 SystemInfo を 10 秒間隔でポーリングします。
2 SystemInfo が IN_SERVICE の場合、BOSH 接続を確認します。
3 BOSH 接続が切断されている場合、BOSH 接続を要求します。
4 BOSH が接続されており、サーバが IN_SERVICE の場合、データを更新します。
SystemInfo を 10 秒間隔でポーリングしている間、デスクトップは 10 秒間隔で代替サーバの可用
性も確認します。このよりスマートなフェールオーバーロジックでは、現在のサーバを利用し続
けることが優先されます。フェールオーバーロジックで代替サーバが使用可能であることが検出
された場合、現在のサーバをもう一度確認します。 現在のサーバがまだ停止している場合、デス
クトップはエージェントを代替サーバに接続します。 現在のサーバが復元され、デスクトップは
現在のサーバに再接続します。
BOSH 接続が失敗の原因である場合、デスクトップの状態を「接続が切断されている」に変更す
る前に、JabberWerx ライブラリが再接続を 3 回試みます。 この 3 回の試行は、よりスマートな
フェールオーバー ロジックが開始される前に実行されます。
クライアントのフェールオーバーは、次の理由で発生する可能性があります。
• Cisco Tomcat サービスが停止している。
• Finesse Webapp サービスが停止している。
• Cisco Finesse Notification Service が停止している。
• Finesse は両方の CTI サーバへの接続を失っている。

デスクトップの動作
特定の条件下で、Finesse は CTI サーバに 255 のコードを送信します（CTI サーバ側では異なる
コードが表示されることがあります）。 デスクトップの実際の動作は、Unified CCE での Logout
on Agent Disconnect（LOAD; エージェントの接続解除時のログアウト）の設定に応じて異なりま
す。 デフォルトでは、CTI サーバはエージェントを受信不可の状態にします。
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（注）

Finesse はエージェントがブラウザを閉じたこと、またはブラウザがクラッシュしたことを検
出するのに最大 120 秒かかり、CTI サーバに強制ログアウト要求を送信するまでに 60 秒待機
します。 このような状況では、Finesse でエージェントをサインアウトするのに、最大 180 秒
かかる場合があります。
次の表に、Finesse がCTI サーバにこのコードを送信する条件を示します。
シナリオ

デスクトップの サーバのアクション
動作

エージェントが
ブラウザを閉じ
るか、ブラウザ
がクラッシュす
るか、または
エージェントが
ブラウザの [戻
る（Back）] ボ
タンをクリック
します。

ブラウザを閉じ
るか、Finesse
デスクトップか
ら離れると、
Finesse デスク
トップはサーバ
に最良の方法で
通知します。

競合条件

Finesse がクライアント
1 エージェントがブラウザ ウィンド
から使用不可のプレゼ
ウを閉じます。 Finesse がユーザへ
ンス通知を受け取りま
の使用不可のプレゼンス通知を受
す。 Finesse は 60 秒間
け取ります。 Finesse はエージェン
待機した後に CTI サー
トをサインアウトしようとします
バに強制ログアウト要
が、このエージェントはすでにサ
求を送信します。
インアウトしています。
2 ブラウザがクラッシュした場合、
Finesse サーバがクライアントがサ
インアウトしていることを検出し、
プレゼンス通知を送信するまで最
大 120 秒かかる場合があります。
この状況は、プライマリ Finesse
サーバがブラウザのクラッシュに
よるプレゼンス通知を受信する前
に、クライアントがセカンダリ
Finesse サーバにサインインした場
合に発生する可能性があります。
この場合、エージェントがサイン
アウトするか、またはセカンダリ
Finesse サーバで受信不可の状態に
なる可能性があります。
3 Finesse デスクトップが低速なネッ
トワーク接続で実行されている場
合、Finesse がクライアントのブラ
ウザから常に使用不可プレゼンス
通知を受信するとは限りません。
この場合、前述の条件で説明した、
ブラウザのクラッシュと似たよう
な状況が発生します。
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クライアントが —
ブラウザを更新
します。

Finesse がクライアント —
から使用不可のプレゼ
ンス通知を受け取りま
す。 ブラウザの更新後
に再接続できるよう
に、Finesse は 60 秒間
待ってから CTI サーバ
に強制ログアウト要求
を送信します。

クライアントで
ネットワークの
故障が発生しま
す（Finesse は稼
動していま
す）。

プライマリ Finesse サー
バがクライアントから
使用不可のプレゼンス
通知を受け取ります。
Finesse が稼働中である
ため、CTI サーバに
エージェントの強制ロ
グアウト要求を送信し
ます。

Finesse サーバ
への接続が一時
的に停止したた
め、クライアン
トはセカンダリ
Finesse サーバ
にフェールオー
バーします。
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この状況は、クライアントがセカンダ
リ Finesse サーバへログインする前に
強制ログアウトが行われなかった場合
に発生することがあります。エージェ
ントがコール中の場合、プライマリ
Finesse サーバはコール終了後に強制
ログアウト要求を送信します。 クラ
イアントがセカンダリ Finesse サーバ
にすでにサインインしている場合で
も、エージェントがサインアウトする
か、コールの終了時に受信不可の状態
になります。
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バックアップと復元
Cisco Finesse は Cisco Unified Communications プラットフォームで共通のサービスによって提供さ
れるバックアップと復元のツールを使用します。
ディザスタ リカバリ システム（DRS）アプリケーションにアクセスするには、ブラウザで次の
URL を入力します。https://Finesse Server IP:8443/drf。ここで、Finesse Server IP は Finesse サーバ
の IP アドレスです。
バックアップと復元に関する詳細情報については、DRS アプリケーションに付属の詳細なオンラ
イン ヘルプを参照してください。
• 再構築時に HA 設定の最初のノードを復元, 111 ページ

再構築時に HA 設定の最初のノードを復元
ハイ アベイラビリティ（HA）設定では、ハード ドライブ障害やその他の重要なハードウェアの
障害またはソフトウェアで障害が発生した場合、プライマリ Finesse のノード（パブリッシャ ノー
ド）を再構築する必要があります。パブリッシャノードを最後にバックアップされた状態に復元
するには、次の手順を実行します。

（注）

HA 設定では、セカンダリ Finesse ノード（サブスクライバ ノード）の再構築が必要なハード
ドライブ障害や重要なソフトウェア障害が発生した場合、初期インストールに使用したのと同
じバージョンの Finesse、管理者認証情報、ネットワーク構成、およびセキュリティ パスワー
ドを使用して、セカンダリ ノードを再インストールできます。 インストールが完了した後、
dbreplication が機能していることを確認し、データがプライマリからセカンダリ ノードに伝播
できるようにします。 ただし、セカンダリ ノードにサードパーティ ガジェットを復元する必
要がある場合、これらを再度アップロードするか、またはセカンダリ ノードで復元プロセス
を実行する必要があります。
CLI コマンド utils dbreplication runtimestate を使用して、復元後の dbreplication ステータスを
常に確認してください。
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手順
ステップ 1

Finesse の新規インストールを実行します。 初期インストールに使用したのと同じ管理者認証情
報、ネットワーク構成、およびセキュリティ パスワードを使用して、同じバージョンの Finesse
をインストールしてください。

ステップ 2

DRS アプリケーション（https://Finesse server IP:8443/drf）にアクセスします。

ステップ 3

[復元（Restore）] メニューから、[復元ウィザード（Restore Wizard）] を選択します。

ステップ 4

バックアップ デバイスを選択します。 バックアップの保存場所を選択します。

ステップ 5

使用するバックアップ ファイルを選択します。

ステップ 6

復元するノードを選択するように促されたら、最初のノードを選択します。
[データベースのデータの復元が必要なサーバを選択（Select the server from which database data needs
to be restored）] 領域のドロップダウン リストから [node2] を選択して、セカンダリ Finesse （サブ
スクライバ）ノードから最新のデータを復元することもできます。

ステップ 7

復元プロセスが完了した後、ノードを再起動します。

ステップ 8

プライマリ Finesse サーバで次のコマンドを実行してください。
utils dbreplication stop all

ステップ 9

複製を設定するプライマリ Finesse サーバで、次の CLI コマンドを実行します。
utils dbreplication reset all
（注）
dbreplication reset コマンドが完了するまで時間がかかることがあります。
プライマリ Finesse ノードで CLI コマンド utils dbreplication runtimestate を実行します。
すべてのノードで複製ステータスの RTMT カウンタ値が 2 の場合、レプリケーション
は正常に動作します。

ステップ 10

両方のノードを再起動します。
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サポートされる Cisco Unified Communications
OS コマンド
この項では、Cisco Finesse でサポートされる Cisco Unified Communications OS CLI コマンドを示
します。 これらのコマンドの詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified
Communications Solutions』を参照してください。

（注）

『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』に表示されているそ
の他のコマンドは、Finesse ではテストされておらず、認定されていません。 これらのコマン
ドの一部はプラットフォームに固有の情報だけを返す場合があます。 その他のコマンドは
Finesse では動作しない可能性があります。 Finesse では、次に示すガイドに記載されているコ
マンドだけをサポートします。
これらのコマンドの一部はソフトウェア ライセンスが無効になることを警告する場合があり
ます。 Finesse はライセンス供与されたサーバではないため、これらの警告は無視できます。

file コマンド
• file check
• file delete
• file get
• file list
• file search
• file tail
• file view
show コマンド
• show account
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• show date
• show disk usage
• show hardware
• show logins
• show myself
• show network
• show network ipprefs
• show open
• show packages
• show perf
• show status
• show tech all
• show tech dberrcode
• show tech gateway
• show tech locales
• show tech params
• show tech prefs
• show tech repltimeout
• show tech runtime
• show tech systables
• show tech systems
• show tech version
• show timezone
• show trace
• show version
utils コマンド
• utils core active list
• utils core inactive list
• utils csa enable
• utils csa disable
• utils csa status
• utils dbreplication clusterreset
• utils dbreplication dropadmindb
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• utils dbreplication forcedatasyncsub
• utils dbreplication reset
• utils dbreplication runtimestate
• utils dbreplication setrepltimeout
• utils dbreplication stop
• utils diagnose test
• utils firewall ipv4
• utils iostat
• utils network arp
• utils network capture eth0
• utils network connectivity
• utils network host
• utils network ping
• utils network traceroute
• utils ntp
• utils ntp config
• utils ntp restart
• utils ntp server add
• utils ntp server delete
• utils ntp server list
• utils ntp status
• utils ntp start
• utils remote_account
• utils reset_application_ui_administrator_name
• utils reset_application_ui_administrator_password
• utils service
• utils system
• utils system boot
• utils system restart
• utils system upgrade
• utils vmtools status
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A

ライブ データの証明書
Finesse および Cisco Unified Intelligence Center で HTTPS を使用する場合、Finesse および Cisco
Unified Intelligence Center で提供される自己署名証明書を使用して、サードパーティ ベンダーか
ら CA 証明書を取得してインストールするか、内部で CA 証明書を作成する必要があります。 こ
の付録の手順は、自己署名証明書を使用する方法、または CA 証明書を作成してアップロードす
る方法について説明します。
• ライブ データの自己署名証明書の追加, 117 ページ
• ライブ データの CA 証明書の取得およびアップロード, 118 ページ
• 内部的な証明書の作成, 120 ページ
• Internet Explorer のルート証明書の導入 , 121 ページ
• Internet Explorer ブラウザの証明書のセットアップ, 122 ページ
• Firefox ブラウザの証明書のセットアップ, 122 ページ

ライブ データの自己署名証明書の追加
Finesse および Cisco Unified Intelligence Center の両方が、自己署名証明書を使用してインストール
されます。次の手順では、これらの自己署名証明書を使用します。ただし、自己署名証明書を使
用する場合、ライブ データ ガジェットを使用する前に、エージェントはサインインの際に Finesse
デスクトップの証明書を受け入れる必要があります。 この要件を回避するために、CA 証明書を
提供できます。 サードパーティ証明書のベンダーから CA 証明書を取得するか、組織に対して内
部で CA 証明書を作成できます。
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手順
ステップ 1

Cisco Unified Intelligence Center の Cisco Unified Operating System Administration にサインインします
（http://Cisco Unified Intelligence Center サーバのホスト名/cmplatform）。

ステップ 2

[セキュリティ（Security）] メニューから、[証明書の管理（Certificate Management）] を選択しま
す。

ステップ 3

[検索（Find）] をクリックします。

ステップ 4

[tomcat.pem] をクリックします。
tomcat.pem がリストにない場合は、[新規作成（Generate New）] をクリックして、[証明書の名前
（Certificate Name）] ドロップダウン リストから [tomcat] を選択します。

ステップ 5

[ダウンロード（Download）] をクリックして、デスクトップにファイルを保存します。
Cisco Unified Intelligence Center パブリッシャと Cisco Unified Intelligence Center サブスクライバのホ
スト名を含む証明書をダウンロードする必要があります。

ステップ 6

プライマリ Finesse サーバの Cisco Unified Operating System Administration にサインインします
（http://Finesse サーバのホスト名/cmplatform）。

ステップ 7

[セキュリティ（Security）] メニューから、[証明書の管理（Certificate Management）] を選択しま
す。

ステップ 8

[証明書のアップロード（Upload Certificate）] をクリックします。

ステップ 9

[証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストから、[tomcat-trust] を選択します。

ステップ 10

[ファイルを選択（Choose file）] をクリックし、tomcat.pem ファイル（Cisco Unified Intelligence
Center パブリッシャ証明書とサブスクライバ証明書）の場所を参照します。

ステップ 11

[ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックします。

ステップ 12

Cisco Tomcat を再起動します。

ライブ データの CA 証明書の取得およびアップロード
Cisco Unified Intelligence Center パブリッシャ サーバおよび Finesse プライマリ サーバの両方で、次
の手順を実行する必要があります。 Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管
理から Certificate Management ユーティリティを使用します。
[Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理（Cisco Unified Communications
Operating System Administration）] を開いて、ブラウザに次の URL を入力します。
https://Finesse または Cisco Unified Intelligence Center サーバのホスト名/cmplatform

手順
ステップ 1

CSR を作成します。
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a) [セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] > [CSR の作成（Generate
CSR）] を選択します。
b) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストで、[tomcat] を選択します。
c) [CSR の作成（Generate CSR）] をクリックします。
ステップ 2

CSR をダウンロードします。
a) [セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] > [CSR のダウンロード
（Download CSR）] を選択します。
b) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストで、[tomcat] を選択します。
c) [CSR のダウンロード（Download CSR）] をクリックします。

ステップ 3

CSR を使用して、認証局から署名付きアプリケーション証明書と CA ルート証明書を取得します。

ステップ 4

証明書を受け取ったら、[セキュリティ（Security）][証明書の管理（Certificate Management）] > [証
明書のアップロード（Upload Certificate）] を選択します。

ステップ 5

ルート証明書をアップロードします。
a) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストから、[tomcat-trust] を選択します。
b) [ファイルのアップロード（Upload File）] フィールドで、[参照（Browse）] をクリックして、
ルート証明書ファイルを参照してください。
c) [ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックします。

ステップ 6

アプリケーション証明書をアップロードします。
a) [証明書の名前（Certificate Name）] ドロップダウン リストで、[tomcat] を選択します。
b) [ルート証明書（Root Certificate）] フィールドに、CA ルート証明書の名前を入力します。
c) [ファイルのアップロード（Upload File）] フィールドで、[参照（Browse）] をクリックして、
アプリケーションの証明書ファイルを参照してください。
d) [ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックします。

ステップ 7

アップロードが完了したら、プライマリ Finesse サーバの CLI にアクセスします。

ステップ 8

utils service restart Cisco Finesse Notification Service コマンドを入力して、Cisco Finesse Notification
サービスを再起動します。

ステップ 9

コマンド utils service restart Cisco Tomcat を入力して、Cisco Tomcat サービスを再起動します。

ステップ 10

ルート証明書とアプリケーション証明書を Cisco Unified Intelligence Center パブリッシャ サーバに
アップロードします。

ステップ 11

アップロードが完了したら、Cisco Unified Intelligence Center サーバの CLI にアクセスします。

ステップ 12

utils service restart Intelligence Center Openfire Service コマンドを入力して、Intelligence Center
Openfire サービスを再起動します。

ステップ 13

utils service restart Intelligence Center Reporting Service コマンドを入力して、Intelligence Center
Reporting サービスを再起動します。
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内部的な証明書の作成
Microsoft Certificate Server のセットアップ
この手順では、展開に Windows Server 2008 Active Directory サーバが使用されていることを前提と
します。 Windows 2008 ドメイン コントローラの Active Directory 証明書サービスの役割を追加す
るには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[スタート（Start）] をクリックし、[コンピュータ（Computer）] を右クリックして、[管理
（Manage）] を選択します。

ステップ 2

左側のペインで、[役割（Roles）] をクリックします。

ステップ 3

右側のペインで、[役割の追加（Add Roles）] をクリックします。
[役割の追加（Add Roles）] ウィザードが開きます。

ステップ 4

[サーバの役割の選択（Select Server Roles）] 画面で、[Active Directory 証明書サービス（Active
Directory Certificate Services）] チェックボックスをオンにして [次へ（Next）] を選択します。

ステップ 5

[Active Directory 証明書サービスについて（Introduction to Active Directory Certificate Services）] 画
面で、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[役割サービスの選択（Select Role Services）] 画面で、[認証局（Certification Authority）] チェック
ボックスをオンにして、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[セットアップの種類の指定（Specify Setup Type）] 画面で、[エンタープライズ（Enterprise）] を
選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[CA の種類の指定（Specify CA Type）] 画面で、[ルート CA（Root CA）] を選択し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 9

[公開キーのセットアップ（Set Up Private Key）]、[CA の暗号化を設定（Configure Cryptography for
CA）]、[CA 名の設定（Configure CA Name）]、[有効期間を設定（Set Validity Period）]、および
[証明書データベースの設定（Configure Certificate Database）] 画面で [次へ（Next）] をクリックし
て、デフォルトの値を受け入れます。

ステップ 10

[インストール時の選択を確認（Confirm Installations Selections）] 画面で、情報を確認し、[インス
トール（Install）] をクリックします。

CA 証明書のダウンロード
この手順は、Windows 証明書サービスを使用していることを前提としています。 次の手順を実行
して、認証局からルート CA 証明書を取得します。 ルート証明書を取得した後、各ユーザは Finesse
にアクセスするために使用するブラウザにインストールする必要があります。
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手順
ステップ 1

Windows 2008 ドメイン コントローラで、CLI コマンド ca.cert certutil - ca_name.cer を実行しま
す。

ステップ 2

ファイルを保存します。 後で検索できるように、ファイルを保存した場所のメモを残しておきま
す。

Internet Explorer のルート証明書の導入
グループ ポリシーが Active Directory ドメインによって適用されている環境では、ルート証明書を
各ユーザの Internet Explorer に自動的に追加できます。 証明書を自動的に追加すると、設定に関す
るユーザ要求が簡略化されます。

（注）

証明書の警告を回避するために、各ユーザは Finesse サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）
を使用してデスクトップにアクセスする必要があります。

手順
ステップ 1

Windows 2008 ドメイン コントローラで、[スタート（Start）] > [管理ツール（Administrative Tools）]
> [グループ ポリシーの管理（Group Policy Management）] をクリックします。

ステップ 2

[デフォルトのドメイン ポリシー（Default Domain Policy）] を右クリックし、[編集（Edit）] を選
択します。

ステップ 3

[グループ ポリシー管理コンソール（Group Policy Management Console）] で、[コンピュータ設定
（Computer Configuration）] > [ポリシー（Policies）] > [ウィンドウの設定（Window Settings）] >
[セキュリティ設定（Security Settings）] > [公開キー ポリシー（Public Key Policies）] に進みます。

ステップ 4

[信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）] を右クリックし、[インポート
（Import）] を選択します。

ステップ 5

ca_name.cer ファイルをインポートします。

ステップ 6

[コンピュータ設定（Computer Configuration）] > [ポリシー（Policies）] > [Windows 設定（Windows
Settings）] > [セキュリティ設定（Security Settings）] > [公開キー ポリシー（Public Key Policies）]
> [証明書サービス クライアント - 自動登録（Certificate Services Client - Auto-Enrollment）] に進み
ます。

ステップ 7

[設定モデル（Configuration Model）] リストから、[有効（Enabled）] を選択します。

ステップ 8

ドメインに含まれるコンピュータにユーザとしてサインインし、Internet Explorer を開きます。

ステップ 9

ユーザに証明書がない場合は、ユーザのコンピュータ上でコマンド gpupdate.exe/tartget:computer
/force を実行します。
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Internet Explorer ブラウザの証明書のセットアップ
CA 証明書を取得してアップロードした後、すべてのユーザが証明書を受け入れるか、証明書がグ
ループ ポリシーによって自動的にインストールされる必要があります。
ユーザがドメインに直接ログインしていないか、グループ ポリシーが使用されていない環境で
は、証明書を受け入れたら、システム内の Internet Explorer のすべてのユーザが次の手順を実行す
る必要があります。

手順
ステップ 1

Windows Explorer で、ca_name.cer ファイルをダブルクリックし、[開く（Open）] をクリックしま
す。

ステップ 2

[証明書のインストール（Install Certificate）] > [次へ（Next）] > [証明書をすべて次のストアに配置
する（Place all certificates in the following store）] をクリックします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックし、[信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）]
を選択します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[終了（Finish）] をクリックします。
認証局（CA）から証明書をインストールしようとしていることを示すメッセージが表示されま
す。

ステップ 7

[はい（Yes）] をクリックします。
インポートが正常に実行されたことを示すメッセージが表示されます。

ステップ 8

証明書がインストールされたことを確認するには、Internet Explorer を開きます。 ブラウザのメ
ニューから、[ツール（Tools）] > [インターネット オプション（Internet Options）] を選択します。

ステップ 9

[コンテンツ（Content）] タブをクリックします。

ステップ 10

[証明書（Certificates）] をクリックします。

ステップ 11

[信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）] タブをクリックします。

ステップ 12

新しい証明書がリストに表示されていることを確認します。

Firefox ブラウザの証明書のセットアップ
システム上の Firefox のすべてのユーザは、次の手順を一度実行して、証明書を受け入れる必要が
あります。
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（注）

証明書の警告を回避するために、各ユーザは Finesse サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）
を使用してデスクトップにアクセスする必要があります。

手順
ステップ 1

Firefox のブラウザ メニューの [オプション（Options）] を選択します。

ステップ 2

[詳細設定（Advanced）] をクリックします。

ステップ 3

[証明書（Certificates）] タブをクリックします。

ステップ 4

[証明書を表示（View Certificate）] をクリックします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックして、ca_name.cer ファイルを参照します。
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