
デスクトップレイアウトの管理

[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。

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LiveData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

重要

• Finesseデスクトップレイアウト XML（1ページ）
•デフォルトのレイアウト XML（2ページ）
•デフォルトのデスクトップレイアウトの更新（3ページ）
•ガジェットの構成（5ページ）
• XMLスキーマ定義（5ページ）
•ライブデータレポート（7ページ）

Finesseデスクトップレイアウト XML
[FinesseレイアウトXML（Finesse LayoutXML）]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。
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[デスクトップレイアウトの管理（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レイアウト
ファイルをアップロードします。

[Manage Desktop Layout]ガジェットでのアクションは次のとおりです。

• [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。

• [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。

• [Save]：構成変更を保存します。

• [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。

デフォルトのレイアウト XML
UnifiedCCEおよびPackagedCCE用のFinesseデフォルトデスクトップレイアウトXMLには、
オプションのガジェットとメモがあります。このメモには、導入タイプ用にレイアウトを変更

する方法を記述します。

オプションの [ライブデータ（Live Data）]ガジェットは、レイアウト XMLではコメントアウ
トされています。ライブデータをインストールして設定した後、デスクトップに表示するレ

ポートからコメントタグを削除します。

11.6(1)リリースバージョンの Finesse Desktopのデフォルトレイアウト XMLで使用可能な更
新の内容を次に示します。

•エージェントは [ユーザの履歴（MyHistory）]タブで [最近の通話履歴（RecentCallHistory）]
ガジェットと [最近の状態履歴（Recent State History）]ガジェットを確認できます。

•スーパーバイザは [チームの管理（Manage Team）]タブで [最近の通話履歴（Recent Call
History）]ガジェットと [最近の状態履歴（Recent State History）]ガジェットを確認できま
す。
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Cisco Unified Intelligence Center (11.6(1))および Live Data (11.6(1))
バージョンが Unified CCE 11.6(1)導入環境にインストール、設定
されていない場合、デフォルトXMLレイアウトで [最近の通話履
歴（Recent Call History）]ガジェットと [最近の状態履歴（Recent
StateHistory）]ガジェットをコメントアウトする必要があります。

（注）

•ガジェットを最初にロードできるロード元の代替ホストを指定するための属性が追加され
ました。

• [チームのパフォーマンス（Team Performance）]ガジェットの高さを増やすには、最大行
数属性を使用します。

•スーパーバイザは、エージェントのキュー間隔の詳細を確認できます。

•スーパーバイザは、[キューデータ（Queue Data）]タブで [キュー統計（Queue Statistics）]
ガジェットを確認できます。

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。

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>）を正しく動作させるには、これを
<page></page>のタグ内に正確に配置する必要があります。このガジェットは<tab></tab>のタ
グ内には配置しないでください。

（注）

手順

ステップ 1 [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 [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>
<label>Reports</label>
</tab>
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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列を追加する場合は、そのタブの列タグ内に列ごとにガ
ジェットを追加します。タブには 4列まで追加できます。

<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 [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、[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、[RestoreDefault Layout]をクリッ
クします。

アップグレード中には、Cisco Finesseのデフォルトレイアウトに加えられた変更は更
新されません。最新の変更内容を取得するには、[デフォルトレイアウトを復元（Restore
Default Layout）]をクリックする必要があります。

（注）

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

Finesseへのライブデータレポートの追加（8ページ）
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ガジェットの構成
FinesseレイアウトXMLの<gadget>要素には、ガジェットをロードできる代替ホストを指定す
る属性があります。これにより、プライマリサーバが使用できない場合に、Cisco Finesseデス
クトップが別のホストを使用してガジェットをロードできます。

alternateHosts属性には、primary-host-FQDNが使用できない場合に使用されるFQDNをコンマ
で区切ったリストを指定します。

<gadget alternateHosts="host1,host2,host3,...">
https://<primary-host-FQDN>/<gadget-URL>

</gadget>

alternateHosts属性は、絶対URLを使用するガジェットにのみ適用されます。これは、ホスト
の FQDN、オプションのポート、およびガジェットの完全なURLパスを含むURLです。例：
<gadget alternateHosts="host1,host2">http://primary host/relative_path</gadget>

プライマリホストからのガジェットのロードが失敗すると、Cisco Finesseコンテナは
alternateHosts属性に指定された順序で代替ホストからガジェットのロードを試行します。

特定の状況では、一部のホストが到達可能でもCisco Finesseデスクトップがガジェットをロー
ドできないことがあります。このような場合は、Cisco Finesseデスクトップを更新します。

相対 URLを使用してガジェットを指定する場合（例：<gadget
>/3rdpartygadgets/relative_path</gadget>）、alternateHosts属性は適用されず、Cisco Finesseデ
スクトップでは無視されます。

Cisco Finesseデスクトップが正常にロードされた後でガジェットを提供するホストで障害が発
生した場合、代替ホストからガジェットをロードするためにデスクトップを更新する必要があ

ります。ガジェットには専用のフェールオーバーメカニズムは実装されていません。

（注）

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>
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<!-- 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 -->
<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 -->

デスクトップレイアウトの管理
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</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>

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できる Live Dataのリアルタイ
ムレポートを提供します。

デスクトップレイアウトの管理
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Live Dataの前提条件
デスクトップに Live Data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。

• Cisco.comからライブデータレポートをダウンロードし、Cisco Unified Intelligence Center
にインポートします。これらのレポートが Unified Intelligence Centerで機能することを確
認します。

• Cisco Unified Intelligence Centerと Finesseの両方に HTTPまたは HTTPSを使用する必要が
あります。いずれかにHTTPを使用し、もう一方にHTTPSを使用することはできません。
新規インストール後のデフォルト設定はいずれもHTTPSです。HTTPを使用する場合は、
Cisco Unified Intelligence Centerと 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、https://www.cisco.com/
c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/
products-maintenance-guides-list.htmlを参照してください。

• Cisco Unified Intelligence Centerに対してユーザ統合同期が有効になっていることを確認し
ます。詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
unified-intelligence-center/products-maintenance-guides-list.htmlを参照してください。

•導入でHTTPSを使用している場合、Finesse、Cisco Unified Intelligence Center、およびライ
ブデータ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、Cisco
Unified IntelligenceCenter、およびライブデータが、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、[Live Data]ガジェットを使用でき
るようにするには、エージェントとスーパーバイザがサインイン時に Finesseデスクトッ
プで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には、代わりにCA証明書
を指定します。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、組織内で
生成することができます。

Finesseへのライブデータレポートの追加
ここでは、Finesseデスクトップに Live Data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、次の表に示すさまざまな要因に応じて異なります。

使用するケース手順

新規インストール後、または（デフォルトの

デスクトップのレイアウトをカスタマイズし

ていない場合は）アップグレード後にLiveData
レポートをFinesseデスクトップに追加する場
合は、この手順を使用します。

デフォルトのデスクトップレイアウトへの

Live Dataレポートの追加

Finesseデスクトップのレイアウトをカスタマ
イズしている場合は、この手順を使用します。

カスタムデスクトップレイアウトへの Live
Dataレポートの追加

デスクトップレイアウトの管理
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使用するケース手順

特定のチームのみのデスクトップのレイアウ

トに Live Dataレポートを追加する場合は、こ
の手順を使用します。

チームのレイアウトへのLive Dataレポートの
追加

デフォルトデスクトップレイアウトへのライブデータレポートの追加

FinesseデフォルトレイアウトXMLには、Finesseデスクトップで Live Dataレポートガジェッ
ト用のコメントされた XMLコードが含まれています。これらのガジェットは、HTTPSバー
ジョンの Live Dataレポートガジェットと HTTPバージョンの Live Dataレポートガジェット
の 2つのカテゴリーに分類されます。

この手順では、デフォルトのデスクトップレイアウトに Live Dataレポートガジェットを追加
する方法について説明します。Finesseの新規インストール後にこの手順を使用します。Finesse
をアップグレードしたものの、カスタムデスクトップレイアウトがない場合は、[Manage
Desktop Layout]ガジェットで [Restore Default Layout]をクリックし、この手順に従ってくださ
い。テキストの例での改行や空白は、読みやすさのために示されているものであるため、実際

のコードには含めないでください。

手順

ステップ 1 Finesse管理コンソール（https://Finesse サーバの FQDN:ポート番号（8445）/cfadmin）
にサインインします。ここで、FQDNは完全修飾ドメイン名です。

ステップ 2 [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デスクトップにアクセスするために使用する方法に合わせて
レポートを選択してください（HTTPまたは HTTPS）。

ステップ 4 my-cuic-serverをCiscoUnified IntelligenceCenter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 オプションで、このガジェットの高さを変更します。

例：

Live Dataガジェットの URLで指定されている高さは 310ピクセルです。高さを変更する場合
は、URLのgadgetHeightパラメータを目的の値に変更します。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、310を 400に置き換えます。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?

gadgetHeight=400&viewId_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName
</gadget>

スクロールバーを含むガジェットの最適な表示を維持するには、ガジェットの高さとして200
ピクセル以上の値を設定してください。レポートでスクロールバーが不要な場合（1行だけの
レポートなど）は、ガジェットの高さをこれよりも小さい値（100ピクセルなど）に設定でき
ます。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。
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ステップ 6 [Save]をクリックします。

ダイナミックタイプのガジェットでは、複数の viewIdパラメータはサポートされて
いません。デフォルトの XMLレイアウトの保存に進む前に、エラーメッセージの
URLを確認してください。名前値「type=dynamic」がガジェット URLに含まれてい
る必要があります。

（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。多数の行が含まれているレポートを使用する場合、レポートが見

やすくなり、スクロールしなくても画面に多くの行が表示されるように、デスクトッ

プへのアクセスに使用するコンピュータ上でガジェットの高さや画面解像度を調整し

てください。

デスクトップのレイアウトの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。

Finesseデスクトップレイアウトで、[チームのパフォーマンス（Team Performance）]
ガジェットの TDMエージェントを選択しても、選択したエージェントの最近の状態
履歴データは設定されません。

（注）

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 Live Dataレポートガジェッ
ト用のコメントされた XMLコードが含まれています。これらのガジェットは、HTTPSバー
ジョンの Live Dataレポートガジェットと HTTPバージョンの Live Dataレポートガジェット
の 2つのカテゴリーに分類されます。

この手順では、カスタムデスクトップレイアウトにLiveDataレポートガジェットを追加する
方法について説明します。テキストの例での改行や空白は、読みやすさのために示されている

ものであるため、実際のコードには含めないでください。

手順

ステップ 1 Finesse Administration Consoleにサインインします。

ステップ 2 [Desktop Layout]タブをクリックします。

ステップ 3 デフォルトレイアウトXMLを表示するには、[FinesseDefault LayoutXML]をクリックします。

ステップ 4 Finesseの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を使用する場合は、HTTPSレポートのXMLコードをコピーします。

例：

HTTPS用エージェントレポートを追加するには、次のコードをコピーします。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?

gadgetHeight=310&viewId_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&
viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
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filterId_2=agent.id=CL%20teamName
</gadget>

ステップ 5 この XMLコードを表示するタブのタグ内に貼り付けます。

例：

レポートをエージェントデスクトップの [home]タブに追加するには、次のように貼り付けま
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>
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?

gadgetHeight=310&viewId_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&
viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName

</gadget>
</tab>
<tab>
<id>manageCall</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.manageCallLabel</label>

</tab>
</tabs>

</layout>

ステップ 6 my-cuic-serverをCiscoUnified IntelligenceCenter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 オプションで、このガジェットの高さを変更します。

例：

Live Dataガジェットの URLで指定されている高さは 310ピクセルです。高さを変更する場合
は、URLのgadgetHeightパラメータを目的の値に変更します。たとえば、ガジェットの高さを
400ピクセルにする場合、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_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName
</gadget>

スクロールバーを含むガジェットの最適な表示を維持するには、ガジェットの高さとして200
ピクセル以上の値を設定してください。レポートでスクロールバーが不要な場合（1行だけの
レポートなど）は、ガジェットの高さをこれよりも小さい値（100ピクセルなど）に設定でき
ます。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 [Save]をクリックします。
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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。多数の行が含まれているレポートを使用する場合、レポートが見

やすくなり、スクロールしなくても画面に多くの行が表示されるように、デスクトッ

プへのアクセスに使用するコンピュータ上でガジェットの高さや画面解像度を調整し

てください。

デスクトップのレイアウトの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）

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 Live Dataレポートガジェッ
ト用のコメントされた XMLコードが含まれています。これらのガジェットは、HTTPSバー
ジョンの Live Dataレポートガジェットと HTTPバージョンの Live Dataレポートガジェット
の 2つのカテゴリーに分類されます。

この手順では、特定のチームのデスクトップレイアウトに Live Dataレポートガジェットを追
加する方法について説明します。テキストの例での改行や空白は、読みやすさのために示され

ているものであるため、実際のコードには含めないでください。

手順

ステップ 1 Finesse Administration Consoleにサインインします。

ステップ 2 [Desktop Layout]タブをクリックします。

ステップ 3 デフォルトレイアウトXMLを表示するには、[FinesseDefault LayoutXML]をクリックします。

ステップ 4 Finesseの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を使用する場合は、HTTPSレポートのXMLコードをコピーします。

例：

HTTPS用エージェントレポートを追加するには、次のコードをコピーします。
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?

gadgetHeight=310&viewId_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName
</gadget>

ステップ 5 [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 [Resources for <team name>]領域で、[Desktop Layout]タブをクリックします。

ステップ 8 [Override System Default]チェックボックスをオンにします。

ステップ 9 この XMLコードを表示するタブのタグ内に貼り付けます。

例：

デスクトップレイアウトの管理

12

デスクトップレイアウトの管理

チームレイアウトへのライブレポートの追加



レポートをエージェントデスクトップの [home]タブに追加するには、次のように貼り付けま
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>
<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?

gadgetHeight=310&viewId_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&
viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName

</gadget>
</tab>
<tab>
<id>manageCall</id>
<label>finesse.container.tabs.agent.manageCallLabel</label>

</tab>
</tabs>

</layout>

ステップ 10 my-cuic-serverをCiscoUnified IntelligenceCenter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 オプションで、このガジェットの高さを変更します。

例：

Live Dataガジェットの URLで指定されている高さは 310ピクセルです。高さを変更する場合
は、URLのgadgetHeightパラメータを目的の値に変更します。たとえば、ガジェットの高さを
400ピクセルにする場合、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_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName
</gadget>

スクロールバーを含むガジェットの最適な表示を維持するには、ガジェットの高さとして200
ピクセル以上の値を設定してください。レポートでスクロールバーが不要な場合（1行だけの
レポートなど）は、ガジェットの高さをこれよりも小さい値（100ピクセルなど）に設定でき
ます。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 [Save]をクリックします。
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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。多数の行が含まれているレポートを使用する場合、レポートが見

やすくなり、スクロールしなくても画面に多くの行が表示されるように、デスクトッ

プへのアクセスに使用するコンピュータ上でガジェットの高さや画面解像度を調整し

てください。

デスクトップのレイアウトの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）

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で Live Dataストックレポートを変更し、修正
されたレポートを Finesseデスクトップのレイアウトに追加する方法について説明します。テ
キストの例での改行や空白は、読みやすさのために示されているものであるため、実際のコー

ドには含めないでください。

変更されたガジェットがFinesseDesktopで表示されるようにするには、CiscoUnified Intelligence
Centerでレポートに対する適切な権限を与える必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 Finesse Administration Consoleにサインインします。

ステップ 2 [Desktop Layout]タブをクリックします。

ステップ 3 デフォルトレイアウトXMLを表示するには、[FinesseDefault LayoutXML]をクリックします。

ステップ 4 Finesseの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、
テキストエディタに貼り付けます。

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
タに貼り付けます。

<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?
gadgetHeight=310&viewId_1=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&
filterId_1=agent.id=CL%20teamName&viewId_2=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&
filterId_2=agent.id=CL%20teamName
</gadget>

ステップ 5 Cisco Unified Intelligence Centerでは、レポートの [Edit]ビューで、選択、ガジェットのURLを
作成するビューを選択し、[Links]をクリックします。

[Html Link]フィールドに、カスタマイズしたレポートのパーマリンクが表示されます。
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ステップ 6 [HTMLリンク（HTML Link）]フィールドからカスタマイズし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ます。目的のビューにこのリンクからの viewId値をコ
ピーします。

例：

この例で、レポートのパーマリンクから、下線の付いた viewIDをコピーします。

https://<Server Name>:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?
viewId=5C90012F10000140000000830A4E5B33&linkType=htmlType&viewType=Grid

ステップ 7 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 8 my-cuic-serverを Cisco Unified Intelligence Centerサーバの FQDNと置き換えます。

ステップ 9 [Manage Desktop Layout]で、カスタマイズされたガジェットの URLをデフォルトのレイアウ
ト XMLに追加し、[Save]をクリックします。

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。多数の行が含まれているレポートを使用する場合、レポートが見

やすくなり、スクロールしなくても画面に多くの行が表示されるように、デスクトッ

プへのアクセスに使用するコンピュータ上でガジェットの高さや画面解像度を調整し

てください。

デスクトップのレイアウトの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）

複数のビューを使用したライブデータレポートの設定

CiscoUnified IntelligenceCenterでは、単一のガジェットに複数のライブデータレポートやビュー
を表示できます。エージェントは、ガジェットのツールバーにあるドロップダウンリストから

表示するビューを選択します。ガジェットのツールバーには、「レポート名 -ビュー名」の形
式で最大 5つのレポートビューが一覧表示されます。

この手順では、viewId_nキーおよび filterId_nキーを使用して、複数のライブデータビューを
Finesseデスクトップレイアウトに追加する方法を説明します。ガジェットに表示するレポー
トビューは、最大 5つまで指定できます。5つのビューのうち、最初のビューはデフォルト
ビューです。残りのビューの表示順序は定義されていません。

Finesseでは、単一のviewIdを使用して単一のガジェットを表示することもできます。ただし、
複数の viewId_nキーと併せて単一の viewIdを指定した場合は、複数のビューが使用され、単
一の viewIdは無視されます。

変更後のガジェットが Finesseデスクトップにレンダリングされるようにするには、Unified
Intelligence Centerで該当するレポートに対する適切な権限を割り当てる必要があります。

（注）

デスクトップレイアウトの管理

15

デスクトップレイアウトの管理

複数のビューを使用したライブデータレポートの設定



手順

ステップ 1 ガジェットに含めるレポートまたはビューごとに、そのビューのパーマリンクからビューに関
連付けられている viewIdを取得します。

a) Unified Intelligence Centerで、レポートの [編集（Edit）]ビューで目的のビューを選択して
から [リンク（Links）]をクリックします。

[Html Link]フィールドに、カスタマイズしたレポートのパーマリンクが表示されます。

b) [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、パーマリンクの viewID値をコピー
して保存します。

例：

この例で、レポートのパーマリンクから、下線の付いた viewIDをコピーします。

https://<Server Name>:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?
viewId=5C90012F10000140000000830A4E5B33&linkType=htmlType&viewType=Grid

ステップ 2 Finesseデフォルトレイアウト XMLから、いずれかのライブデータ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ます。

例：

デフォルトレイアウト XMLから、HTTPS用エージェントスキルグループの URLをコピー
してテキストエディタに貼り付けます。

<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId_1=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&filterId_1=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ステップ 3 別のレポートビューを参照するように URLを更新するには、viewId_1の値として（等号の後
に続けて）ステップ 1で取得した目的の viewIdを入力します。

例：

以下に、ステップ 1でコピーした viewIdの例を使って更新した URLを示します。

<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId_1=5C90012F10000140000000830A4E5B33&filterId_1=agent.id=CL%20teamName</gadget>

ステップ 4 追加で含めるビューごとに、次の操作を行います。

a) URL末尾に、先頭にアンパサンドを付けて viewId_1および agentId_1文字列をコピーアン
ドペーストします。

例：

<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId_1=5C90012F10000140000000830A4E5B33&filterId_1=agent.id=CL%20teamName&
viewId_1=5C90012F10000140000000830A4E5B33&filterId_1=agent.id=CL%20teamName</gadget>
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b) URLにコピーした viewId_1および filterId_1を、次に使用可能な整数に更新します（この
例では、viewId_2および filterId_2）。

例：

<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId_1=5C90012F10000140000000830A4E5B33&filterId_1=agent.id=CL%20teamName&
viewId_2=5C90012F10000140000000830A4E5B33&filterId_2=agent.id=CL%20teamName</gadget>

c) コピーしたviewIdの値として（等号の後に）、目的のレポートのパーマリンクで定義され
ている値を入力します（この例では、99E6C8E210000141000000D80A0006C4）。

例：

<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&
viewId_1=5C90012F10000140000000830A4E5B33&filterId_1=agent.id=CL%20teamName&
viewId_2=99E6C8E210000141000000D80A0006C4&filterId_2=agent.id=CL%20teamName</gadget>

d) 以下に示すように、filterId値がレポートタイプに必要なタイプと一致することを確認しま
す。

•エージェントレポート：filterId_N=agent.id=CL%20teamName

•エージェントスキルグループレポート：filterId_N=agent.id=CL%20teamName

•スキルグループレポート:filterId_ N =skillGroup.id=CL%20teamName

•プレシジョンキューレポート：filterId_N=precisionQueue.id=CL%20teamName

ステップ 5 my-cuic-serverをCiscoUnified IntelligenceCenterサーバの完全修飾ドメイン名に置き換えます。

ステップ 6 [Manage Desktop Layout]で、カスタマイズされたガジェットの URLをデフォルトのレイアウ
ト XMLに追加し、[Save]をクリックします。

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。多数の行が含まれているレポートを使用する場合、レポートが見

やすくなり、スクロールしなくても画面に多くの行が表示されるように、デスクトッ

プへのアクセスに使用するコンピュータ上でガジェットの高さや画面解像度を調整し

てください。

デスクトップのレイアウトの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）
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