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Cisco Remote Expert モバイル構成 
初版：2015 年 9 月 10 日 

はじめに 
Cisco Remote Expert モバイル（Remote Expert モバイル）は、モバイル アプリケーションおよび Web アプリケーション内の、パー

ソナライズされた、行動を促すようなカスタマー インタラクションを実現するためのソフトウェア ソリューションです。カスタマー インタラク

ションは、単純なクリック ツー コールから、（整ったコンタクト センター環境に相互接続されている）音声、ビデオ、および Expert 
Assist カスタマー エンゲージメント セッションに至るまで、さまざまな種類があります。 

このページには、Cisco Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）環境の Remote Expert モバイル構成の設定情報を示し

ます。 

対象読者は、シスコ コラボレーション製品に関する知識を持っていること、およびシスコ コラボレーション コンポーネントと展開のシス

テム レベル設定を実行できることを前提とします。 

設定情報は主に、Cisco Collaboration Systems リリース 11.0(1) で Unified CCE に対して実施されたシステム テストに基づき 
ます。 

このトピックでは、詳細な手順については説明しません。Cisco Unified Communications Manager(Unified Communications 
Manager)、Unified CCE、または Cisco Unified Border Element（CUBE）をインストール、設定、および管理する方法の詳細につい

ては、該当する製品マニュアルを参照してください。 

設計  
Remote Expert モバイルを展開する際の設計上の考慮事項とガイドラインについては、次のマニュアルを参照してください。 

Cisco Remote Expert Mobile Design Guide  

トポロジ  
このセクションでは、Unified CCE 環境の Remote Expert モバイルに関する情報を記載します。 

Remote Expert モバイルのテストを実施した特定の展開およびサイトについては、「Cisco Unified Contact Center Enterprise Test 
Bed for Collaboration Systems Release 11.0(1)」を参照してください。 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-implementation-design-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/V11-0-1/TIS/CC-UCCE-CSR1101-TestBed.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/V11-0-1/TIS/CC-UCCE-CSR1101-TestBed.html
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図 1. Collaboration Systems リリース 11.0(1)：Unified CCE テスト アーキテクチャ 

 

コンポーネントの展開 
Cisco Collaboration Systems リリース 11.0 のテストでは、各種コンポーネントをインストールし、テストしました。 

■  Remote Expert モバイル：10.6.1.10000-8 

■  Cisco Unified Communications Manager(Unified Communications Manager)：11.0(1) 

■  Unified CCE：11.0(1)  

■  Cisco Finesse：11.0(1) 

■  Cisco Unified Customer Voice Portal（Unified CVP)：11.0(1) 

■  OS：Win 7 Ent Sp1、Win 8.1 

■  Opera 30.0.1835.88、Chrome 43.0.2357.124m、Mozilla Firefox Firefox 37.0.2/38、IE 11.0.9600.17843 

■  Cisco IOS：15.5(2.25)M0.5 
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コール フロー図 
次の図は、Unified CCE 環境の Remote Expert モバイルのコール フローです。 

図 2. Remote Expert モバイルのコール フロー 

 

設定（Configuration）  
このセクションでは、Unified CCE 環境で Remote Expert モバイルを設定するための高度な作業および関連情報を記載します。 

次の表で、この情報について説明します。 

■  設定作業：高度な設定作業の一覧 

■  システム テストの仕様：製品マニュアルに記載の手順および設定とのシステム テストの違い 

■  追加情報：高度な作業に関連する詳細な設定情報を記載した製品マニュアルへのリンク。 
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注：システム テストでは、「システム テストの仕様」欄に特に明記されていない限り、製品マニュアルに示されているデフォルト値および

推奨値を使用しました。 

表 1. Remote Expert モバイルの構成 

設定作業 システム テストの仕様 詳細情報 

前提条件： 

インストール前： 

• Remote Expert モバイルの 
VM が存在する ESXi ホスト

の NTP を設定する。 

• Remote Expert モバイルのす

べてのノードが同じサブネット

上にあることを確認する。 

• 解決用に DNS に VM を追

加し、Remote Expert アプリ

ケーション サーバ（REAS）の
両方のノードの IP アドレスに

解決されるクラスタ アドレスを

作成する。 

  

1. REAS マスター ノードをイン

ストールして設定する。 
 『Cisco Remote Expert Mobile Install 

and Configuration Guide』を参照。 

2. REAS スレーブ ノードをイン

ストールして設定する。 
 『Cisco Remote Expert Mobile Install 

and Configuration Guide』を参照。 

3. Remote Expert モバイル ブ
ローカー（REMB）ノードをイン

ストールする。 

 『Cisco Remote Expert Mobile Install 
and Configuration Guide』を参照。 

4. リバース プロキシと Cisco 
適応型セキュリティ アプライ

アンス（ASA）を設定する。 

 参照：Cisco Remote Expert Mobile 
Install and Configuration Guide 

5. Cisco Finesse ガジェットを設

定し、ライセンスを付与する。 
 参照：Cisco Remote Expert Mobile 

Install and Configuration Guide 

6. REAS Web コントローラを設

定する。 
 参照：Cisco Remote Expert Mobile 

Install and Configuration Guide 

7. CUBE を設定する。  参照トピック：CUBE の設定  

8. ビデオ録画用に MediaSense 
を設定する。（要件に応じて任

意） 

 参照トピック：ビデオ録画用の 
MediaSense の設定  

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
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設定作業 システム テストの仕様 詳細情報 

9. コンテキスト情報の共有用 
に設定する。（要件に応じて任

意） 

Call.SIPHeader をエージェント ペリ

フェラル変数に割り当てると、エージェン

ト UI でカスタマーから渡されたコンテ

キスト情報を検証する際、Cisco 
Finesse UI に 16 進値のみが表示さ

れる。詳細については、

「CSCuv42170」を参照。 

参照トピック：コンテキスト情報の共有の

設定 

10. iPad に Sample Assist 
Application をインストール

する。（要件に応じて任意） 

 参照トピック：iPad Sample Assist 
Application のインストール 

11. URL とドキュメントのプッシュ

を設定する。（要件に応じて任

意） 

 参照トピック：「URL とドキュメントのプッ

シュの設定」および『Cisco Remote 
Expert Mobile Expert Assist Web 
Agent & Supervisor Consoles – 
User Guide』 

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv42170
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1061/user/guide/cisco-expert-assist-web-console-user-1061.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1061/user/guide/cisco-expert-assist-web-console-user-1061.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1061/user/guide/cisco-expert-assist-web-console-user-1061.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1061/user/guide/cisco-expert-assist-web-console-user-1061.pdf


 
Cisco Remote Expert モバイル構成 

設定（Configuration） 
 

6 

設定作業 システム テストの仕様 詳細情報 

12. Remote Expert モバイル構

成をテストする。 
コブラウズは、他のテスト ラボでは機能

することが確認されているが、IE 11 で
は機能しない。CSCuv04851 を 
参照。 

Cisco Finesse ガジェットが接続されて

いないときに「Checking for 
connectivity」と表示されたら、数分間

待つ。証明書が表示されない場合は、

REAS ノードの 1 つがダウンしている

可能性がある。両方のノードを起動し、

Cisco Finesse にサインインする。 
これは現在検討中の既知の問題で 
ある。 

Cisco Finesse ガジェットに「There 
were issues rendering this gadget… 
peer not authenticated」と表示された

場合は、HTTPS 証明書が Cisco 
Finesse に正常にインポートされておら

ず、Cisco Finesse が再起動されてい

ない。 

Cisco Finesse ガジェットに

「Unexpected response‘401’to GET 
request to」と表示された場合、これは

通常、Web コントローラ ページに示さ

れている Cisco Finesse ポートが正し

くないことを示している。Cisco Finesse 
URL にはポート 8445 が必要であ

る。 

コール中にビデオが表示されない場合

は、SIP セクションの video screening 
コマンドと asymmetric payload full 
コマンドが CUBE にあることを確認 
する。 

参照トピック：Remote Expert モバイル

構成をテストする 

 

CUBE の設定 
この設定は、CUBE 経由の基本的な音声またはビデオ コール用の設定です。MediaSense を使用して音声およびビデオを記録しま

す。この設定では、すべてのダイヤルピアが内部ネットワークにバインドされます。太字の行は、SIP セクションの Remote Expert モ
バイル固有の設定です。 

voice service voip 
 no ip address trusted authenticate 
 rtp-port range 16384 32000 
 address-hiding 
 mode border-element  
 media-address range 10.8.2.12 10.8.2.12 
  port-range 16384 32000 

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv04851
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 allow-connections sip to sip 
 no supplementary-service sip refer 
 no supplementary-service sip handle-replaces 
 supplementary-service media-renegotiate 
 signaling forward unconditional 
 fax protocol pass-through g711ulaw 
 sip 
  session refresh 
  header-passing 
  asymmetric payload full 
  no anat 
  midcall-signaling passthru 
  g729 annexb-all 
  pass-thru headers unsupp 
  no call service stop 
  video screening 
! 
voice class codec 264 
 codec preference 1 g729r8 
 codec preference 2 mp4a-latm 
 codec preference 3 g711ulaw 
 codec preference 4 g722-64 
 video codec h264 
! 
media class 4 
 recorder parameter 
  media-recording 4000 
! 
dial-peer voice 3021100 voip 
 description "DP for Incoming call for RE" 
 session protocol sipv2 
 incoming called-number 533021100[2,3] 
 voice-class codec 264   
 voice-class sip asserted-id pai 
 voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/0 
 voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/0 
 media-class 4 
 dtmf-relay rtp-nte 
 no vad    
! 
dial-peer voice 4000 voip 
 description This is the forking dialpeer for RE Video & Audio recording 
 destination-pattern 4000 
 signaling forward none 
 session protocol sipv2 
 session target ipv4:10.8.2.41 
 no voice-class sip midcall-signaling block 
 session transport tcp 
 voice-class codec 264   
 voice-class sip options-keepalive 
 voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/0 
 voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/0 
!          
dial-peer voice 30211002 voip 
 description "SIT RE Dial Peer-1 to CVP 2" 
 translation-profile outgoing strip-digit 
 destination-pattern 5330211002 
 session protocol sipv2 
 session target ipv4:10.8.2.16 
 voice-class codec 264   
 voice-class sip rel1xx disable 
 no voice-class sip asserted-id 
 voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/0 
 voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/0 
 dtmf-relay rtp-nte 
! 
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ビデオ録画用の MediaSense の設定  
1. MediaSense 管理者ページにサインインします。 

2. ビデオ録画用に MediaSense を設定するには、[管理（Administration）] > [着信コールの設定（Incoming call configuration）] > 
［追加（Add）] を選択します。 

3. [アドレス（Address）] フィールドに 4000（CUBE 構成から取得したメディア記録パラメータ）と入力します。 

4. [アクション（Action）] ドロップダウン リストから、[音声とビデオの記録（Record audio and video）] を選択します。 

コンテキスト情報の共有の設定 
1. iPad で [設定（Settings）] > [Remote Expert モバイル（Remote Expert Mobile）] > [ユーザー間の情報（User To User 

Information）] > [プラチナ メンバー（Platinum Member）] を選択し、受け渡す情報を設定します。 

2. Expert Assist Web コンソールで、[匿名コンシューマ アクセス（Anonymous Consumer Access）] > [信頼済み（Trusted）] を
設定し、変更を保存します。 

3. CUBE-E で、SIP セクションの [パススルー ヘッダー非対応（pass-thru headers unsupp）] を有効にします。 

4. OAMP の Unified CVP コール サーバで、SIP ヘッダーを [ユーザー間(User-to-User)] として設定し、Unified CVP サーバ

を展開します。 

5. [Unified CCE ルーティング スクリプト（Unified CCE Routing Script）] で、16 進数を文字列に変更するカスタム関数を記述し、

Call.SIPHeader をそのカスタム関数に渡します。エージェント コール変数（Call.PeripheralVariable1 など）にも同じ値を割り当

てます。 

注：Call.SIPHeader をエージェント ペリフェラル変数に割り当てると、エージェント UI でカスタマーから渡されたコンテキスト情報を検

証する際、Cisco Finesse UI に 16 進値のみが表示されます。進行中のケースです。 

iPad Sample Assist アプリケーションのインストール 
iPad に Sample Assist アプリケーションをダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行します。 

1. Chrome ブラウザで、Remote Expert モバイルをダウンロードしてインストールします。 

2. [Remote Expert モバイル アプリケーション（Remote Expert Mobile Application）] を押します。 

3. [信頼できないアプリケーション開発者（Untrusted Application Developer）] ダイアログ ボックスで [信頼する（Trust）] を押します。 

URL とドキュメントのプッシュの設定 
1. URL「https://<REASclusteraddress>:8443/expertassist/supervisor/」を使用して Expert Assist スーパバイザとしてサイン

インします。 

2. URL のプッシュの場合：  

a. 新しい URL カテゴリを追加します。 

b. [リンク（Link）] タイプの新しい URL を追加します。 

c. [説明（Description）] を入力し、HTTP または HTTPS URL を入力します。 
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注：この URL にはラップトップからアクセスできるようにする必要があります。 

3. ドキュメントのプッシュの場合： 

a. スーパーバイザ コンソールで、URL
「https://REAS_FQDN:8443/assist-cisco-resourcemanager/documents/example-abstract.pdf」を入力します。 

b.  [URL のタイプ（Type of URL）] ドロップダウン リストで [ドキュメント（Document）] を選択します。 

Remote Expert モバイル構成のテスト 
1. 外部コールの場合は、カスタマー ラップトップをインターネット ネットワーク（たとえば、192.168.194.x）に登録し、URL

「https://<RevProxyInternetIP>/assistsample/?agent=sip:<DN>@<CUBEIP>」を使用して、アシスト サンプル ページを開き

ます。 

2. 内部コールの場合は、カスタマー ラップトップをデータセンター ネットワーク（たとえば、10.14.0.x）に登録し、URL
「https://<REASclusteraddress>:8443/assistsample/?agent=sip:<DN>@<CUBEIP>」を使用して、アシスト サンプル ページ

を開きます。 

3. コールを実行するには、[アシスト サンプル（assistsample）] ボタンをクリックし、Cisco Finesse エージェント デスクトップからの

着信に応答します。 

4. コブラウズするには、[Expert Assist] と [コブラウズを開始（Start Co-browse）] をクリックします。 

関連資料  
■  Cisco Remote Expert Mobile Design Guide 

■  Cisco Remote Expert Mobile Installation and Configuration Guide 

■  Cisco Contact Center Solutions and Unified Communications Manager Solution Configuration Guide for Remote 
Expert Mobile  

■  Troubleshooting Remote Expert Mobile 

■  FCSDK With Nginx  

■  System Release Notes for Contact Center: Cisco Collaboration Systems Release 11.0(1)  

■  インフラストラクチャ コンポーネントを設定するために使用する IOS コマンドについては、「Configuration Command Files 
for Unified CCE」を参照してください。 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 
資料の入手方法、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用法、サービス要求の送信方法、および追加情報の収集方法については、「What’s 
New in Cisco Product Documentation」（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html）を参照してく

ださい。 

「What’s New in Cisco Product Documentation」に配信登録すると、新しい（または改訂された）シスコ技術情報のリストが RSS 
フィードとして提供され、リーダー アプリケーションを使ってコンテンツがデスクトップに直接配信されるようにすることができます。RSS 
フィードは無料のサービスです。 

https://reas_fqdn:8443/assist-cisco-resourcemanager/documents/example-abstract.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-implementation-design-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/remote-expert-mobile/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Troubleshooting_Remote_Expert_Mobile
https://support.cafex.com/hc/en-us/articles/203036051
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/V11-0-1/VTGS_BK_SB4C3D77_00_system-release-notes-contact-center.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/V11-0-1/TIS/CC-UCCE1101-Configs.zip
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/V11-0-1/TIS/CC-UCCE1101-Configs.zip
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されて

いる表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わない

ものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていな

い場合には、代理店にご連絡ください。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of 
California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. 
Copyright © 1981, Regents of the University of California.  

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として

提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、ある

いは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないもの

とします。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失や

データの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に
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