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はじめに

このドキュメントでは、イーサネット カードを Cisco Agent Desktop 環境で使用できるかどうか
確認する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Agent Desktop●

Cisco Unified Contact Center Enterprise●

Cisco Unified Contact Center Express●

Sniffer Pro または類似のソフトウェア●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Agent Desktop●

Cisco Unified Contact Center Enterprise バージョン 4.6(0)●

Cisco Unified Contact Center Express バージョン 6.1(1)●



Sniffer Pro または類似のソフトウェア●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

説明

IP テレフォニーを導入している（または将来導入する予定の）サイトでは、Cisco CallManager
と IP Phone は通常、音声をデータから論理的に分離するため、仮想ローカル エリア ネットワー
ク（VLAN）を使用します。どちらのトラフィック タイプも同じ物理チャネルで伝送されますが
、1 つは音声用、1 つはデータ用の 2 種類の VLAN で送信されます。この設定により、音声をデ
ータよりも優先的に送信できます。

サイレント モニタを使用するコンタクト センターでは、エージェント デスクトップ システムが
、IP phone の背面にある PC ポートに接続されていることを確認します。これにより、サイレン
ト モニタ サブシステムが、電話に到達した音声パケットを収集し、その音声パケットをスーパー
バイザ ワークステーションに転送することができます。エージェント デスクトップ システムは
、1 つの物理チャネルを使用して、2 種類の VLAN と対話します。

エージェント デスクトップは、イーサネット ネットワーク インターフェイス コントローラ
（NIC）を使用して物理チャネルにアクセスします。 NIC はチャネルを監視し、エージェントの
コンピュータにアドレス指定されたイーサネット フレームを収集します。次に事前の処理手順を
実行し、IP パケットをイーサネット フレームから抽出し、TCP/IP スタックに配信します。

広範な内部テスト中に、利用可能なイーサネット NIC カードの一部で、VLAN フレームにカプセ
ル化された IP パケットを持つイーサネット フレームの事前処理ができないことが分かりました
。NIP パケットが 802.1Q フレームにカプセル化されている場合、NIC カード ドライバはイーサ
ネット フレームを完全に廃棄します。ベンダーによっては、NIC カード ドライバが VLAN トラ
フィックを TCP/IP スタックに転送できるようにする構成設定を提供できます。表 1 を参照して
ください。

エージェント デスクトップの NIC カードドライバが VLAN トラフィックを廃棄した場合、デス
クトップのサイレント モニタ サブシステムはスーパーバイザ ワークステーションへの音声パケ
ットを収集、転送できず、サイレント モニタは正しく動作しません。シスコは、特定のイーサネ
ット NIC カード ドライバが CTI OS サイレント モニタと連動するかどうかを判断する手順を開
発しました。この手順は「テスト手順」のセクションで説明されています。

テスト手順

このテストでは、テスト ターゲットの NIC カードにサンプルの VLAN パケットを送信し、事前
処理の手順がパケットを破棄せず、NIC カードをホストするコンピュータのオペレーティング シ
ステムの TCP/IP スタックへのパケットを通過させることを確認します。図 1 は、このテストに
必要な設定を示します。

図 1：テストの設定

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


テスト ターゲットの NIC は、シンプルなハブのポートの 1 つに接続します。そのハブはネット
ワーク バックボーンまたはサブネットに接続します。また、イーサネット トラフィックを生成で
きるパケット ジェネレータ ホストも必要です。パケット ジェネレータ ホストは、ハブの別のポ
ートに接続します。

パケット ジェネレータ ホストの機器は、専用パケット アナライザ、またはイーサネット トラフ
ィック生成機能のあるソフトウェア ベースのパケット アナライザを備えたコンピュータのどちら
かです。

この目的で使用できるソフトウェア パケット アナライザは数多くあります。信頼性の高い分析者
の包括的なリストについては、Cooperative Association for Internet Data AnalysisのWebサイトを
参 照してください。

テスト ターゲットの準備

環境を設定する場合、ソフトウェア ツールをテスト ターゲットとパケット ジェネレータ ホスト
にロードします。次の手順を実行します。

WinPcapをダウンロードします 。1.
WinPcap のインストール プログラムを実行します。2.
テスト ターゲット コンピュータにディレクトリを作成し、「VLANTest」という名前にしま
す。

3.

WinDump.exe をダウンロードします。4.
手順 3 で作成したディレクトリにファイルをコピーします。5.
コンソール ウィンドウを開き、WinDump.exe をコピーしたディレクトリに移動します。6.
テスト ターゲット NIC の MAC アドレスを確認します。そのためには、コマンド プロンプ
トで ipconfig /all を実行します。

7.

図 2 に示すように、[Physical Address] に表示される数字を書き留めます。 図 2：ipconfig
/all コマンドの出力

8.

http://www.caida.org/tools/taxonomy/
http://www.caida.org/tools/taxonomy/
http://www.winpcap.org/install/default.htm


たとえば Intel Pro/100 NIC カードの場合、MAC アドレスは 00D059d8f7d9 です。
テスト ターゲット NIC のデバイス インターフェイス番号を確認します。windump D を実行
します。

9.

テスト NIC の数を書き留めます（図 3 を参照）。図 3：テスト NIC の数

図3のIntel Pro/100 NICカードに対応するインターフェイス番号1に注目してください。注
：どの番号を選ぶか分からない場合は、テストが1つ（十分なパス）で成功するか、すべて
のカードで失敗するまで、各カードのテストを繰り返します。

10.

テスト ターゲット NIC の着信 VLAN パケットをモニタするには、WinDump を開始します
。windump i <device_number> vlan を実行します。図 4 に示すように、デバイス番号は 1
です。図 4：デバイス番号は 1

11.



パケット ジェネレータ ホストの準備

パケット ジェネレータ ホストを準備するには、次の手順を実行します。

Sniffer Pro などのパケット アナライザを入手します。1.
パケット アナライザ ソフトウェアをパケット ジェネレータ ホストにロードします。図 5 は
Sniffer Pro を示します。図5：Sniffer Pro

2.

サンプル キャプチャ ファイル VLANSamplePackets.cap を取得し、そのファイルをアクセ
ス可能なディレクトリに保存します。

3.

サンプル キャプチャ ファイルを、Sniffer Pro などのパケット アナライザにロードします。
VLANSamplePackets.cap は、大多数の専用ソフトウェア パケット アナライザがロードで
きる形式で生成されます。図6に、Sniffer Proで開いたファイルを示します。図 6：Sniffer
Pro で開いたファイル

4.



テストの実施

このテストでは、テストターゲットの NIC カードにサンプルの VLAN パケットを送信し、事前処
理の手順がパケットを破棄せず、NIC カードをホストするコンピュータの TCP/IP スタックへの
パケットを通過させることを確認します。

テスト ターゲット NIC が CIT OS サイレント モニタおよび Cisco Agent Desktop モニタリング
と連動するかどうかを判断するためのテスト ケースは、次のとおりです。

PA:Packet Analyzer●

WD - WinDump●

表 1：サンプル VLAN パケットをテスト ターゲット NIC カードに送信する手順
SMNIC - 1 サンプル VLAN パケットをテスト ターゲット
NIC カードに送信する

目的

テスト ターゲッ
ト NIC が、VLAN
パケットを事前処
理し、それらをテ
スト ターゲット
ホスト上の
TCP/IP スタック
に転送できるかど
うかを確認します
。



手順 パーティ アクション

1 PA

ロードされたサン
プル VLAN パケ
ットのいずれかを
選択します。

2 PA
オプション [Send
the Current Fram]
を選択します。

3 PA

テスト ターゲッ
ト NIC の MAC ア
ドレスを使用する
ように、宛先
MAC アドレスを
変更します（図 7
を参照）。

4 PA

新しいフレームを
テスト ターゲッ
ト NIC に 5 回送
信します。

5 WD

テスト ターゲッ
ト NIC に報告さ
れたアクティビテ
ィがあることを確
認します。

予想される結果

テスト ターゲット コンピュータ「
windump」に、VLAN ID=85 の 5 つ
のパケットが表示されます（図 8 を
参照）。 テストに失敗すると、パケ
ットは表示されません。

図7 – 宛先MACアドレスの変更



図8 - VLAN ID=85に対して表示される5つのパケット

このテストの結果が成功した場合、テストターゲット NIC は、CTI OS サイレント モニタおよび
Cisco Agent Desktop モニタリングと連動します。テストが成功しなかった場合、NIC カード ド
ライバが VLAN パケットを含むすべてのパケットをコンピュータ上の TCP/IP スタックに転送し
、パケット アナライザ ツールがそれらのパケットをキャプチャして表示できるようにするために



   

必要な設定について、NIC カードのプロバイダーにお問い合わせください。

適切な調整を行い、このテスト手順を再実行します。

表 2：さまざまなカードでテストされたドライバのバージョン

製
造
者

カード テストしたドライバの
バージョン

テス
トし
た
OS

結果

Int
el

8255x
ベース
の PCI
イーサ
ネット
アダプ
タ

5.067.0 (8/5/2000)

Win
dow
s
200
0

動作しませ
ん

5.40.17.0(4/12/2001)

Win
dow
s
200
0

動作しませ
ん

Int
el

Intel
Pro/100
0

Intel によると、現在サ
ポートされていません
が、2004 年のロードマ
ップにはあります

動作しませ
ん

Int
el

Pro/100
VE（下
記を参
照）

7.0.26.0 (3/4/2003)
6.1.3.0 (2/25/2002)

Win
dow
s
200
0 お
よび
Win
dow
s XP

回避策によ
り動作しま
す

Intel Pro/100 VE カードに関するメモ

テストした Intel Pro/100 カードがデフォルト設定で動作しない場合でも、Intel Pro/100 カードが
CTIOS サイレント モニタと連動できるようにする構成設定（レジストリ キー）があります。詳
細については、インテルのWebサイトを参照 。

関連情報

Cooperative Association for Internet Data Analysis●

WinPcap：Windows 用の無料のパケット キャプチャ アーキテクチャ●

WinDump：Windows 用の tcpdump●

PC でトレースを行う際、Sniffer* で VLAN または QoS タグが表示されない●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.intel.com/support/network/sb/cs-005897.htm
http://www.caida.org/tools/taxonomy/?referring_site=bodynav
http://www.winpcap.org/install/default.htm?referring_site=bodynav
http://www.winpcap.org/windump/install/default.htm?referring_site=bodynav
http://www.intel.com/support/network/sb/cs-005897.htm?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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