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[ 応対不可 ] 状態の場合はどうすればよいのでしょ
うか。
IM クライアントでは引き続き [応対可能 ] 状態になっているのに、システムでは [
応対不可 ] 状態になってしまった場合は、IM クライアントの状態を変更して、引き
続きコンタクトを受信できるようにする必要があります。 まず、IM クライアントで
いずれかの [不在 ] 状態に変更してから、[応対可能 ] 状態に変更してください。

注 ワークステーションの使用を中断すると、ユーザの状態は自動的に [アイドル
] になります。 [アイドル ] 状態であっても、システムによって選択されたユー
ザは、引き続きコールを依頼されます。 ワークステーションから離れている間
にシステムからコールを依頼されないようにするには、プレゼンス ステータス
を [不在 ] または [応対不可 ] に変更する必要があります。 

コンタクトが応答されなかった場合はどうなりますか。
応答されなかったコンタクトが見つかると、次のいずれかの方法で処理されます。

• 着信したコンタクトを拒否または無視した場合は、別のエキスパートがそのコンタ
クトを受け付けるまで、他のエキスパートにルーティングされます。

• 着信したコンタクトをすべてのエキスパートが拒否または無視した場合は、再クエ
リー オプションの設定に基づいて、そのコンタクトがシステムに戻されます。

• 許容されているタイムアウト時間内に応答するエキスパートがいない場合、管理者
によるシステムの設定によっては、コンタクトが切断される場合があります。

応答されなかったコールはキューにとどまり、設定によっては、保留中の音楽やビ
デオが再生される場合があります。

ブロードキャスト通知に対してはどのように応答
すればよいでしょうか。
ブロードキャスト通知とは、（割り当てキューの設定に基づいて）1 人以上のエキ
スパートに送信される要求のことです。 ブロードキャスト通知が送信される場合、
その要求を最初に受け入れたエキスパートにコールが送信されます。 次に、「タス
クがキャンセルされました」というメッセージが、他のすべてのブロードキャスト 
エキスパートに送信されます。 タスクのキャンセル メッセージを受信したエキス
パートは、特に何も操作する必要はありません。

詳細情報はどこで入手できるのですか。
Cisco Unified Expert Advisor や関連アプリケーションの詳細については、次の 
Web サイトを参照してください。 http://www.cisco.com/go/ea
Cisco Unified Expert Advisor  
クイック リファレンス
Cisco Unified Expert Advisor へようこそ。 このクイック リファレンスでは、エ
キスパートを対象に Cisco Unified Expert Advisor とその使用方法について説明
します。

「Expert Advisor」とは何ですか。
Cisco Unified Expert Advisor は、Cisco Unified Contact Center ソリューション
の製品オプションの 1 つです。 この製品オプションでは、着信した特定のコン
タクトを「エキスパート」が処理できるようにすることにより、コンタクト セ
ンターの機能が拡張されます。 たとえば、コンタクト センターのお客様が、ス
ペシャリスト（つまりエキスパート）との話し合いやアドバイスを必要とする
場合があります。 このエキスパートは、コンタクト センターの正式なメンバー
ではありませんが、「オン コール」でコンサルティングすることには同意して
います。 
エキスパートは、インスタント メッセージ（IM）クライアントの状態（[応対
可能 ] や [不在 ]）によって、在席中でコンタクトを受け付けられることを示し
ます。 実際には、IM クライアントがエキスパートの「デスクトップ」機能を果
たします。エキスパートは、Cisco Unified Expert Advisor システム（このマ
ニュアルでは単に「システム」と呼びます）からの IM 経由のコンタクト要求に
応答して、コンタクトに対応することを示します。 たとえば、「ゴールド カスタ
マーからのコンタクトを受け付けますか。」というような要求がシステムによっ
て表示されます。

エキスパートが対応可能でコンタクト要求を受け入れたことが確認されると、
セルフ サービス アプリケーションによってお客様のコンタクトがそのエキス
パート アドバイザに直接ルーティングされるか、このコンタクトに最初に対応

http://www.cisco.com/go/ea


したコンタクト センターのエージェントからそのエキスパートに転送されます。 コ
ンタクト センターのエージェントは、お客様からのコンタクトに、会議の形でエ
キスパート アドバイザに参加してもらうこともできます。

どのように開始すればよいのでしょうか。
まず管理者がユーザをエキスパートとしてシステムに追加設定する必要がありま
す。 追加が終われば、そのユーザが自分の IM クライアントにログインするだけで、
システムからの要求を受信し始めます。

コンタクト処理要求を受信しました。 どうすればよ
いのですか。
その要求に対して、システムに定義されている次の応答のいずれかを IM クライア
ントで適用します。

• 希望する電話番号でコンタクトを処理するには、次のいずれかで応答します。 
yes、y、1 のいずれか、事前に設定されているデリミタ（at 「@」、カンマ

「,」、または空白「 」）、希望する電話番号の順に入力します。 たとえば、
yes@3001 や y 2001のように入力します。 

• 事前に設定されている電話番号でコンタクトを処理するには、次のいずれかで
応答します。 yes、y、あるいは 1。 事前に設定された優先順位に従って、電話
番号が自動的に選択されます。 事前に設定された電話番号とは、管理者がシス
テムに設定した新しい電話番号、Cisco Unified Personal Communicator に設定
されている優先電話番号、Cisco Unified Communications Manager に設定され
ているプライマリ電話番号のいずれかです。

• 最後にコンタクトを受けた番号でコンタクトを処理するには、次のいずれかで
応答します。 last、l、あるいは 2。 

• 任意の番号でコンタクトを処理するには、次のいずれかで応答します。 
select、s、あるいは 3。 システムから、「このリストから電話番号を選択す
るか別の番号を指定して、コンタクトをルーティングしてください。」という
応答が返されます。

• 支援が必要な場合には、次のいずれかで応答します。 help、h、あるいは 4。

注 エキスパートごとに異なるメッセージ応答セットを管理者が定義している場合
は、それらの応答を各要求に入力してください。

コンタクトを断ることはできますか。
コンタクトを断れるようにエキスパート アドバイザを管理者が設定している場合
は、コンタクトを断ることができます。 この設定は、コンタクト要求を通知するテ
キストで確認できます。 「このコンタクトに応答可能でしょうか。」と表示されてい
る場合は、コンタクトを断れます。「コンタクトの着信をお待ちください。」と表示
されている場合はコンタクトを断れません。 コンタクト要求を断れる場合は、次の
いずれかで応答すれば断れます。 no、n、あるいは 0。

ヒント コンタクトを断った場合は、IM ウィンドウを閉じることができます。 断った
コールに関するメッセージはシステムから提供されません。 
要求に応答しませんでした。 他のタスクが依頼される
でしょうか。
IM 要求に応答しなかった場合でも、IM クライアントの状態を特に変更する必要はあり
ません。 応答しなかった要求がもう一度依頼されることはありませんが、応対可能かど
うかに応じて、新しい他のタスクが引き続き依頼されます。

エラー メッセージを受け取りました。 どういう意味で
しょうか。
コンタクトの転送や応答の認識が困難な場合には、次のメッセージのいずれかが表示さ
れる場合があります（<InvalidNumber> にはエキスパートが最後に入力した電話番号が
表示され、<TimeLeft> にはエキスパートが IM に応答するための残り時間が表示されま
す）。

電話番号 <InvalidNumber> が正しくないようです。 接続可能な別の電話番号を入
力してください。 <TimeLeft> 秒以内に応答してください。

入力した電話番号の形式が間違っています。 電話番号の文字として使用できるのは、
0 ～ 9 の数字、ダッシュ「-」、ピリオド「.」、カッコ「()」です。 個々の文字は使用
されない場合も、複数使用される場合もあります。 
電話番号 <InvalidNumber> は話し中のようです。 接続可能な別の電話番号を入力
してください。 <TimeLeft> 秒以内に応答してください。

システムがコンタクトを転送しようとした電話番号が話中です。 別の電話番号で応
答してください。

<InvalidNumber> に接続できません。 接続可能な別の電話番号を入力してくださ
い。 <TimeLeft> 秒以内に応答してください。

システムがコンタクトを転送しようとした電話番号が話中以外の理由（接続不良な
ど）で使用できません。 別の電話番号で応答してください。

応答が認識されませんでした。 コンタクトを受信する電話番号だけを入力してくだ
さい。

電話番号だけの入力が想定されているときに、求められていないメッセージや応答
をシステムに送信しました。

応答が認識されませんでした。 必要に応じてヘルプを使用してください。

前のページの「システムに定義されている応答」として箇条書きにされている応答
以外で応答すると、このメッセージが表示されます。

IM 要求に応答するまでの時間はどのくらいあるで
しょうか。
システムからの IM 要求を受け入れるか、断るか、無視するかを決定するための、エキ
スパート割り当てキューのデフォルト タイム アウトは 30 秒です（割り当てキューごと
に設定可能）。 指定された時間が経過するとタスクはタイム アウトします。 引き続きタス
クを受信するために、特に操作は必要ありません。 同じタスクが依頼されることはあり
ませんが、作業可能かどうかに応じて他のタスクが依頼されます。



コールに応答するまでの時間はどのくらいあるで
しょうか。
IM クライアント経由でコールを受けていると、コールに応答するまでの時間は 10 
秒あります。 この時間内にコールに応答しないと、新しい電話番号の入力を再要求
されるか、[応対不可 ] 状態に移行する可能性があります。
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