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Finesse エージェント デスクトップ
サインイン後、ステータスを [Ready] に変更してコールを受けられるようにすることができます。
コール制御領域のボタンは、状況によって異なります。 たとえばコール中は、[Hold]、[Keypad]、
および [End] ボタンが使用できます。 コールを保留にしており、かつコンサルト コール中の場合
は、[会議（Conference）]、[転送（Transfer）]、[保留解除（Retrieve）]、および [終了（End）] ボ
タンが使用可能です。 会議コール中の場合、[Hold]、[Consult]、[Keypad]、[End] ボタンが使用で
きます。
Finesse は、チャットと電子メールの状態を別々に制御します。 チャットおよび電子メール コン
タクトを処理する場合、[チャットおよび電子メールの制御（Chat and Email Control）] ガジェット
で状態を [待受開始（Ready）] に変更する必要があります。
Finesse エージェント デスクトップでは次の機能がすぐに使えます。
• 基本コール制御：コールへの応答、コールの保留、コールの受信、コールの終了
• 高度なコール制御：コンサルト コールおよびその後の転送または会議コールの開始
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• エージェント状態タイマーとコール タイマー：エージェント状態タイマーは [待受開始
（Ready）] または [待受停止（Not Ready）] 状態の時間の長さを示します。 コール タイマー
は、コール時間、保留時間、後処理時間の合計を示します。
• コールバックのスケジュール：都合のよい時間に再度顧客にコールするよう、発信ダイヤラ
コールにコールバックをスケジュールします。
• 発信パーソナル コールバック コールのプレビュー：パーソナル コールバック コールをプレ
ビューした後で、コンタクトの受け入れまたは拒否を選択できます。
• 発信コールのダイレクト プレビュー：コンタクトの受け入れ、拒否、クローズを選択する前
にコールの顧客情報をプレビューします。
• 発信コールのダイレクト プレビューの再分類：顧客に到達できない場合は、[留守番電話
（Answering Machine）]、[ファクス/モデム（Fax/Modem）]、[ビジー（Busy）]、または [無
効な番号（Invalid Number）] としてコールを再分類できます。
• DTMF 番号の発信：DTMF 番号を送信して IVR システムと対話します。
• [Not Ready] および [Sign Out] 理由コード：ステータスを [Not Ready] に変更した理由またはサ
インアウトした理由を示すコードです（管理者がこれらのコードを定義します）。
• ラップアップ理由：各コールのラップアップ理由（管理者がラップアップ原因を定義しま
す）。
• 電話帳：コールできる連絡先のリスト（管理者が電話帳に表示する連絡先を定義します）。
• ワークフロー：管理者は、コール イベントによってトリガーされるワークフローを定義でき
ます（たとえば、管理者はコールが着信するとデスクトップにブラウザが表示されるような
ワークフローを作成できます）。
• Live Data レポート
• Web チャット：チャット セッションの受け入れ、対話、終了を行います。
• 電子メール：カスタマー電子メール メッセージを表示し、返信します。
• 言語のサポート：管理者が Finesse 言語パックをインストールしている場合、Finesse にサイ
ンインすると、デスクトップで使用する言語をリストから選択できます。
管理者が設定した内容に応じて使用できる機能です。 たとえば、管理者がラップアップ理由を定
義していない場合は、ラップアップ理由を選択できません。

（注）

Finesse デスクトップ エージェントのすべての機能が正常に動作するようにするには、ポップ
アップ ブロック機能を無効にします。
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Finesse スーパーバイザ デスクトップ
エージェントデスクトップが提供するコール制御機能に加えて、スーパーバイザデスクトップに
は以下が用意されています。
• [Team Performance] ガジェット
• [Live Data] ガジェット
[Team Performance] ガジェットでは、自分に割り当てられているチームのリストからチームを選択
できます。 そのチームのエージェント、現在の状態、その状態の経過時間、および内線番号を表
示できます。 カラムの見出しをクリックして、エージェント名、状態、その状態の経過時間、内
線番号で情報をソートできます。
[状態での時間（Time in state）] フィールドは 10 秒ごとに更新されます。 エージェントの状態が
変更されると、Finesse サーバはエージェントの状態の変更通知を送信し、タイマーを 0 にリセッ
トします。 エージェントの状態の変更には、[待受停止（Not Ready）] からの変更が含まれます
（新しい理由コードが設定された、待受停止（Not Ready）に対する理由コードを含む）。
[Team Performance] ガジェットでは次の機能が提供されます。
• [Silent monitoring]：エージェント コールをサイレント モニタリングします。
• [状態変更の強制（Force state change]：エージェントを強制的に [待受開始（Ready）] 状態ま
たは [待受停止（Not Ready）] 状態にしたり、エージェントをサインアウトしたりします。
サイレント モードでエージェントをモニタする場合は、[Barge In] ボタンがコール制御領域に表示
されます。 このボタンをクリックするとエージェントとカスタマーとの間のコールに割り込むこ
とができます。 割り込んだ後、エージェントをドロップして、コールをインターセプトすること
もできます。

（注）

Finesse スーパーバイザ デスクトップのすべての機能が正常に動作するようにするには、ポッ
プアップ ブロック機能を無効にします。

状態およびコールのタイマー
Finesse デスクトップには、エージェント状態タイマーとコール タイマーが用意されています。
エージェント状態タイマーは、ユーザの状態が [待受停止（Not Ready）] または [待受開始（Ready）]
の場合にエージェント状態ドロップダウンリストの横に表示され、毎秒更新されます。このタイ
マーの形式は mm:ss です。 ユーザが 1 時間を超えてこの状態の場合、この形式は hh:mm:ss（たと
えば、05:25 または 01:10:25）に変更されます。
状態が変更された場合（たとえば、[待受停止（Not Ready）] から [待受開始（Ready）] に変更さ
れた場合や、理由コードが設定された [待受停止（Not Ready）] から新しい理由コードの [待受停
止（Not Ready）] に変更された場合）、タイマーは 00:00 にリセットされます。
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Finesse は、チャットと電子メールの状態を別々に制御します。 この状態の制御にはタイマーがあ
りません。
Finesse デスクトップは [コール制御（Call Control）] ガジェットでコール タイマーを提供します
（mm:ss の形式）。 コール タイマーは、以下の情報を提供します。
• 合計コール時間：現在のコールの期間を示します。

• 保留時間：通話が保留中であった合計時間を示します。 コールを保留にすると、このタイ
マーは保留時間を表示します（保留時間の後にはカッコの中に入ったコール時間の合計が表
示されます）。

• 後処理時間：後処理状態だった時間を表します。 後処理がユーザに対して有効になっている
場合、ユーザがコールを終了すると、ユーザは後処理状態に移行します。

コールが 1 時間を超えた場合も、タイマーは秒と分で表示されます。 たとえば、1 時間 15 秒の場
合、タイマーは 60:15 と表示します。

（注）

Finesse サーバが状態の時間とコール時間を正確に計算できない場合（特定のフェールオーバー
状態など）は、タイマーの表示のフォーマットは “- -: - -” になります。
チャット コンタクトに対して、チャット セッションの継続期間を示すタイマーが [チャットおよ
び電子メールの管理（Manage Chat and Email）] ガジェットに表示されます。 電子メール コンタ
クトに対して、システムが電子メール コンタクトを受信した時間を示すタイムスタンプが [チャッ
トおよび電子メールの管理（Manage Chat and Email）] ガジェットに表示されます。

ブラウザの動作
Finesse デスクトップのブラウザ ウィンドウが最小化されている場合や他のブラウザ ウィンドウ
の後ろにある場合、ブラウザ ウィンドウは次のいずれかが発生すると、リストアまたは前面に表
示されます。
• 新しいコールがデスクトップに着信した。
• フェールオーバーまたは非アクティブのためサインアウトした。
• スーパーバイザがユーザをサインアウトさせた。
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（注）

この動作は、音声コンタクト（コール）専用です。 ブラウザが最小化されているか別のウィ
ンドウの後ろにある場合は、チャットまたは電子メール コンタクトがデスクトップに届いて
もブラウザは復元されません。
チャット コンタクトがデスクトップに届いた場合、音声アラートが発生します。 電子メール
コンタクトがデスクトップに届いた場合、[チャットおよび電子メールの制御（Chat and Email
Control）] ガジェットのエンベロープにオレンジのアイコンが表示されます。
Finesse の動作は、使用するブラウザによって異なる場合があります。 次の表で、サポートされて
いるブラウザでの Finesse デスクトップの動作を詳しく説明します。
シナリオ

結果

Finesse デスクトップが最小化されます。 Internet Explorer および Firefox：サイズおよび位置が元
に戻ります（他のウィンドウの一番上）。
（注）

Finesse デスクトップが他のブラウザ以
外のウィンドウの後ろにあります。

Internet Explorer を使用していて複数のタブを
開いている場合、Finesse はタスク バーで点
滅しますが前面には表示されません。

Internet Explorer：タスクバーの Finesse が点滅します。
Firefox：Finesse は何も動作しません。

Finesse が他のブラウザ ウィンドウの後 Internet Explorer：タスクバーの Finesse が点滅します。
ろにあります。
Firefox：Finesse が手前に表示されます。

（注）

Internet Explorer を使用してデスクトップにアクセスしている場合、この機能はデフォルトで動
作します。 デスクトップへのアクセスに Firefox を使用している場合、この機能を有効にする
には次の手順を実行する必要があります。
1 Mozilla Firefox ブラウザを開き、アドレス バーに次を入力します。
about:config
2 これにより保証が無効になる場合があることを警告するページが表示されたら、[I'll be
careful, I promise] をクリックします。
3 [Search] フィールドに、dom.disable_window_flip を入力します。
4 dom.disable_window_flip をダブルクリックして false に値を設定します。

ブラウザの更新
チャット コンタクトの処理中にブラウザをリフレッシュすると、
• アクティブなコンタクトが処理済みとマークされ、ライブ データが更新されます。
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• 割り当てられたコンタクトが再度キューに入れられ、ライブ データが更新されます。
• しばらく経過した後に履歴データが更新されます。
• Finesse デスクトップにより、ユーザが自動的にサインインします。
電子メールコンタクトを処理する場合にブラウザを更新すると、すべての電子メールセッション
が再度キューに入れられます。

Internet Explorer のブラウザ設定
Finesse デスクトップへのアクセスに Internet Explorer を使用している場合、Finesse のすべての機
能を正しく動作させるため、ブラウザで特定の設定を行う必要があります。
ポップアップ ブロッカを無効にします。
次のプライバシーと詳細設定を設定します。
1 ブラウザのメニューから、[Tools] > [Internet Options] を選択します。
2 [Privacy] タブをクリックします。
3 [Sites] をクリックします。
4 [Address of website] ボックスに A 側 Finesse サーバのドメイン名を入力します。
5 [Allow] をクリックします。
6 [Address of website] ボックスに B 側 Finesse サーバのドメイン名を入力します。
7 [Allow] をクリックします。
8 [OK] をクリックします。
9 [Internet Options] ダイアログボックスで、[Advanced] タブをクリックします。
10 [Security] で、[Warn about certificate address mismatch] チェック ボックスをオフにします。
11 [OK] をクリックします。
ユーザがサインインできるようにするには、次のセキュリティ設定を有効にします。
• Run ActiveX controls and plug-ins
• Script ActiveX controls marked as safe for scripting
• Active scripting
これらの設定を有効にするには：
1 Internet Explorer のブラウザ メニューで、[Tools] > [Internet Options] を選択します。
2 [Security] タブをクリックします。
3 [Custom level] をクリックします。
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4 [ActiveX controls and plug-ins] で、[Run ActiveX controls and plug-ins] および [Script ActiveX controls
marked safe for scripting] で [Enable] を選択します。
5 [Scripting] の [Active Scripting] で [Enable] を選択します。

Finesse デスクトップのフェールオーバー
コンタクト センターでの展開では、Cisco Finesse は 2 ノードにインストールされます。 現在ログ
インしている Finesse サーバがダウンした場合、バナーがデスクトップの上部に表示され、デスク
トップとサーバとの接続が切断されたことが通知されます。
Finesse デスクトップは次のことを確認します。
• 現在の Finesse サーバはその状態を復旧するかどうか
• 代替 Finesse サーバが使用できるかどうか
現在の Finesse サーバが復旧すると、デスクトップが再接続します。 正常に再接続したことを通
知するバナーが表示されます。 現在の Finesse サーバが回復しない場合は、代替サーバを使用で
きる場合、デスクトップは代替サーバにリダイレクトされ、自動的にログインします。
デスクトップがフェールオーバーまたは再接続したときに、フェールオーバー前に選択していた
最後の状態が [Ready] の場合、Finesse はその状態を維持しようとします。 Finesse が回復すると、
デスクトップは [Ready] 状態に復旧する要求の送信を試行します。

（注）

Finesse デスクトップは、同じデスクトップでの [Ready] 状態の選択だけを保持できます。 次
の例外が適用されます。
• デスクトップが復旧したときに [Wrap-Up] 状態だった場合、Finesse は、自動的にラップ
アップ セッションを終了するため、要求は送信されません。 後処理タイマーが切れたあ
との状態は Unified Communications Manager によって決定されます。この決定は、発生し
たフェールオーバーのタイプによって異なる場合があります。
• 状態が [待受停止（Not Ready）] の場合（スーパーバイザまたはシステムによって、たと
えば [無応答（Ring No Answer）] に設定されている場合）、[待受開始（Ready）] の選択
は保持されません。
• [Unsolicited] 状態の変更は考慮されません。 たとえば、スーパーバイザが [Ready] 状態に
した場合（ユーザが [Ready] を選択したのではない場合）、[Ready] 状態は保持されない
場合があります。 最後に選択した状態が [Ready] で、システムが [Not Ready] に変更しよ
うとした場合（[Ring No Answer] など）、[Ready] の選択は保持されます。
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フェールオーバーおよび発信コール
特定のフェールオーバー状況では、[コールバック（Callback）] ボタンと発信コールに関する情報
が Finesse デスクトップに表示されなくなる場合があります。
発信コール中に Finesse がフェールオーバーした場合、デスクトップに再度サインインすると、
コールバックのスケジュールやコールの再分類など、発信コール固有の操作を行うことができま
せん。 コールの転送、電話会議の開催、またはコールの保留など、他のコール操作は引き続き行
うことができます。 コールが完了すると、Finesse によりユーザは [待受停止（Not Ready）] 状態
になります。 次のコールを受け入れるには、ユーザは自分の状態を [待受開始（Ready）] にする
必要があります。
次のコールを受け入れると、発信コール固有の操作が再び利用可能になります。

（注）

発信コール固有の操作は、発信コール中に Finesse からサインアウトし、再度サインインした
場合も使用できなくなります。

エージェントごとに 1 つのデスクトップ セッションのサ
ポート
Cisco Finesse はエージェント 1 つに対して 1 つのデスクトップ セッションだけをサポートします。
エージェントが Finesse デスクトップにサインインした後に、別のブラウザ ウィンドウや別のコ
ンピュータ、同じ Finesse サーバで 2 番目のデスクトップ セッションにサインインしようとした
場合は Finesse は最初のデスクトップ セッションからサインアウトします。
エージェントが Finesse にサインインしてから同じ URL で別のブラウザ タブを開いた場合、Finesse
は最初のセッションからエージェントを自動的にサインアウトし、2 番目のタブで自動的にエー
ジェントをサインインします。 エージェントが、同じ URLで 3 つ目のタブを開いた場合、エー
ジェントは 3 番目のタブでサインイン ページに移動します。 2 番目のタブのサインイン状態は保
持され、デスクトップを引き続き使用できます。 ただし、ブラウザがリフレッシュされると、
エージェントは 2 番目のタブからサインアウトし、サインイン ページが表示されます。
エージェントがデスクトップ上に 1 つの Finesse サーバの URL を使用してサインインしてから、
代替 Finesse サーバの URL を使用してデスクトップにサインインすることは可能です。 最初の
サーバがダウンし、デスクトップが代替サーバにフェールオーバーした場合、Finesse は代替サー
バ セッションからエージェントをサインアウトします。
Finesse はエージェントが各 Finesse サーバの URL を使用して同時に 2 つのデスクトップ セッショ
ンにサインインすることをサポートしていません。
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