Sprint ネットワーク インターフェイス コントロ
ーラのインストールと設定ガイド
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はじめに
このドキュメントでは、カスタマー システムの一部として Sprint ネットワーク インターフェイ
ス コントローラ（NIC）のインストールと設定の手順について説明します。 Sprint NIC は Cisco
Unified Intelligent Contact Management （ICM） エンタープライズ Central Controller インストー
ルの一部です。

前提条件
要件

次の項目に関する知識が推奨されます。
●

●

ICM Central Controller インストール
Microsoft Windows NT /Windows 2000 ハードウェアおよびソフトウェアインストーレーショ
ン

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。
すべての ICM バージョン
Windows NT/Windows 2000
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。

ICM システムとの関係
ICM ネットワーク
Sprint NIC は Central Controller の両方の側で 1 プロセスを実行します。 Sprint NIC は ICM 標準
Message Delivery System （MDS）インターフェイスによって共存ルータプロセスと通信します
。 Sprint NIC プロセスのそれぞれは他のナレッジなしで動作します。 Sprint NIC プロセスは両方
とも同時にスプリント ネットワークからのルート照会を処理できます。

スプリント ネットワークとの関係
スプリント Intelligent Network Service 伝達システム スプリント サービス制御点（SCP）スプリ
ント ネットワークへの外部にある顧客の Routing Processor （SiteRP）の接続を有効に します。
このモデルでは、ICM は SiteRP として機能します。 しかし Sprint NIC は SiteRP 特定の処理す
べてを行います。

通信リンク
スプリント ネットワークに 5 SCP まであります。 二重にされた ICM 環境では、各 NIC は 5 つ
の 56 キロビット/秒 ポイントツーポイント 通信リンクによってスプリント ネットワークに接続
します。 Sprint FiberNet ネットワークで提供される各 SCP のための 1 があります。 各 NIC は 3
Eicon テクノロジー Dual-Port Network Adapter/PC （DPNA） カードが含まれています。 DPNA
カードの 2 つのポートはポート 1 として指定され、ポート 2.ポート 1 はカードの上端に最も密接
のポートです。 ポート 2 はカードの PC コネクタ エッジに最も密接のポートです。
6 つの DPNA ポートの 5 つは SCP に接続するのに使用されています。 残りの DPNA ポートは使
用されないし、無効に なります。 Cisco は 5 つの 9 フィート ケーブルを供給します。 それぞれ

は V.35 インターフェイスの使用と DPNA ポートからスプリント TP7 デバイスに接続します。
ケーブルに DPNA カードにオス型 DB-26 コネクタおよび TP7 デバイスに規格オス型 34 ピン
V.35 コネクタがあります。 また、5 つの TP7 デバイスの代わりに SCP に Sprint NIC を接続す
るために 1 つのチャンネルバンク デバイスを使用できます。
通信リンクはネットワークの SCP にルーティングされます。 図 1 この設定を示します。
図 1： 二重にされた ICM ネットワークの Sprint NIC 設定

シンプレックス ICM 設定では、冗長リンクによって 5 SCP に Sprint NIC を接続して下さい。
注: シンプレックス 設定のシンプレックス リンクはまたサポートすることができます。
このセクションの設定では、NIC は 5 DPNA カードが含まれています。 2 つの DPNA ポートの
それぞれは各 Sprint SCP に各 NIC を接続します。 シンプレックス 設定の物理的な接続は二重に
された設定のための接続と同じです。

ハードウェア設定
ハードウェア設定はスプリント NIC/Central コントローラ インストールおよび設定の第一段階で
す。 ICM Central Controller ハードウェア設定の概説のための Cisco ICMソフトウェア コンフィ
ギュレーション ガイド（バージョン 5.0）を参照して下さい。 Sprint NIC に特定必要とするこれ
らのステップをであるハードウェアは設定しました:

1. Eicon 3 DPNA カードをインストールして下さい。注: シンプレックス ICM 環境に 5 DPNA
カードをインストールして下さい。
2. DPNA カードを設定して下さい。
3. システムをリブートします。
4. 新しい設定のオペレーションを確認して下さい。

基本設定
スプリント NIC/Central コントローラハードウェア プラットフォームは Windows 2000 サーバを
実行するマルチプロセッサ Intel Pentium PC です。 基礎 Central Controller 設定に加えて、3 つの
3.5V 周辺コンポーネント相互接続（PCI）展開 64 ビット スロットは二重にされた ICM 設定の
NIC に必要です。 5 つの拡張スロットはシンプレックス ICM 設定の NIC に必要です。
注: また Sprint NIC が Windows NT 4.0 サーバを稼動するシステムで使用する Eicon DPNA PCI
カードをインストールできます。 ただし、Cisco はこのインストールを推奨しません。

Eicon DPNA カードインストール
Sprint NIC は X.25 プロトコルのために Eicon 3 DPNA カードのインストールおよびカードの設定
を必要とします。 シンプレックス ICM 環境では、NIC は 5 DPNA カードを必要とします。
DPNA/PC ボードは 3.5V PCI S シリーズ アダプタです。 各アダプタは 2 つの高速 V.35 インター
フェイス ポートが、200 キロビット/秒までのデータ レートが可能なそれぞれ含まれています。
5 つの V.35 High Speed Interface （HSI）モデム ケーブルは各 NIC に必要です。 シンプレック
ス ICM 環境では、10 のケーブルは必要です。
次の手順を実行します。
1. 利用可能な 64 ビット PCI スロットに DPNA カードを挿入して下さい。
2. Windows 2000 /Windows XP S シリーズ ソフトウェアのための Eiconcard 接続をインスト
ールして下さい。Central Controller PC で DPNA カードおよびデバイス ドライバ インスト
ールを完了するために Eiconcard 接続ソフトウェアをインストールして下さい。Central
Controller の DPNA カードのインストールの後で、管理者か等量としてマシンおよびログオ
ンを再起動して下さい。Windows 2000 は新しいハードウェアを検出し、Found New
Hardware ウィザードを開始します。Central Controller CD-ROMドライブに Eicon ユニバー
サル接続スイート CD を挿入して下さい。ウィザードに従い、『Search for a Suitable
Driver for My Device』 を選択 して下さい。他のオプションをすべて検索し、クリアするた
めに CD-ROMドライブを選択して下さい。手順を『Next』 をクリック し、従って下さい。
Restart ウィンドウ、Eicon ドライバをアップデートした後。図 2 Windows 2000 のための
Z:\Windows\W2K-XP\Connections の下ですべてのファイルを- XP 表示します。 最新バージ
ョンに Eicon すべてのドライバをアップデートするために ECUPDATE.EXE を実行して下
さい。注: 「Z: 」CD-ROM のドライブ文字に対応します。図 2： ECUPDATE.EXE

3. システムのすべてのカードの認識を確認するためにデバイス マネージャを使用して下さい
。次の手順を実行します。マイ・コンピュータを右クリックして下さい。『Manage』 を選
択 して下さい。『Device Manager』 を選択 して下さい。ネットワーク アダプタを拡張し
て下さい。

Eicon DPNA カード設定
Eiconcard 接続ソフトウェアのインストールの後で、各カードを設定して下さい。 カードの設定
のための Eicon 標準手順に従って下さい。 これらの指示を見つけるために Start > Eicon
Configuration Program の順に選択 して下さい。
DPNA カード ハードウェア パラメータを設定するためにこれらのステップを完了して下さい:
1. PCI ハードウェアを設定して下さい。Eicon 設定 プログラムはカード 番号を割り当てます
。二重にされた ICM 環境のための 5 リンク 設定では、カード 3.の最初のポートだけ設定し
て下さい。図 3 使用中の例 Eicon 1 DPNA カードだけ。 MTLTR-DL380A はホスト コンピュ
ーターを表します。図 3： Eiconcard ハードウェア設定

2. Eicon DPNA カードの各ポートを設定して下さい。図 4 この設定を示します。注: 2 つのポ
ートとの Eicon 5 DPNA カードがそれぞれあれば設定されたポートに 1.から、ポート持って
いる第 1 〜 10.をたとえば開始する連番があります。図 4： Eiconcard ポート構成

3. 各ポートのための X.25 パケットレベル プロトコル一般を設定して下さい。図 5 この設定を
示します。図 5： X.25 パケットレベル protocol —概要設定

4. 各ポートのための X.25 パケットレベル プロトコル VC を設定して下さい。図 6 この設定を
示します。図 6： X.25 パケットレベル protocol — VC 設定

5. 各ポートのための X.25 パケットレベル プロトコル タイマーを設定して下さい。図 7 この
設定を示します。図 7： X.25 パケットレベル protocol — タイマー 設定

6. 各ポートのために進む X.25 パケットレベル プロトコルを設定して下さい。図 8 この設定を
示します。図 8： X.25 パケットレベル protocol — 拡張設定

7. 各ポートのためのハイレベル データ リンク コントロール（HDLC） プロトコル一般を設定
して下さい。図 9 この設定を示します。図 9： HDLC protocol —概要設定

8. 各ポートのために進む HDLC プロトコルを設定して下さい。図 10 この設定を示します。図
10： HDLC protocol — 拡張設定

9. 相手先固定接続（PVC）設定を確認して下さい。図 11 この確認を示します。図 11： PVC
設定

10. 直接ダイヤラおよび同期化ドライバ パラメータを設定して下さい。図 12 この設定を示し
ます。注: コンフィギュレーション変更は直接ダイヤラ パラメータに必要ではないです。
図 12： 同期化ドライバ 設定

Eicon すべての DPNA カードを設定した後、システムを再始動するプロンプトは表示しま

す。

ソフトウェア設定
ICM ソフトウェア設定は NIC インストールおよび設定の第二段階です。 設定されるソフトウェ
アのためのこれらのステップを完了して下さい:
1. ICM Central Controller ソフトウェアインストーレーションの一部として Sprint NIC アプリ
ケーションをインストールして下さい。
2. NIC アプリケーションを設定して下さい。

Sprint NIC アプリケーション ソフトウェア
インストール
Sprint NIC ソフトウェアインストーレーションは標準 ICM Central Controller （ルータ）インスト
ールの一部として起こります。 ICM Central Controller ソフトウェアをインストールする方法の詳
細については Cisco ICMソフトウェア コンフィギュレーション ガイド（バージョン 5.0）を参照
して下さい。
設定
Sprint NIC アプリケーション レベル 設定は Windowsレジストリで維持されます。 NIC コンフィ
ギュレーションパラメータを修正するために Windowsレジストリ エディタを使用して下さい。
NIC のための Registry 鍵エントリは次のとおりです:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\cust_inst\RouterSide\ SPRNIC\CurrentVersion

注: cust_inst はカスタマ インスタンスを示し、RouterSide はルータ A またはルータ B です。
Sprint NIC Registry 鍵エントリに 3 サブ キーがあります:
●
●
●

\ SPRNIC \ CurrentVersion \
\ SPRNIC \ CurrentVersion \ RCEngine
\ SPRNIC \ CurrentVersion \ SPRComm

Sprint NIC アプリケーション レベル 設定を始める前に、ナレッジをの持たなければなりません:
●

●

●

●

設定 ICM の NIC に割り当てる NIC 物理的 な コントローラ IDNIC RCEngine サブ キー エン
トリの PhysicalControllerID このパラメータを設定できます。
NIC に接続するスプリント SCP の数NIC SPRComm サブ キー エントリの NumSCPs このパ
ラメータを設定できます。 デフォルトは 5 です。 デフォルトを変更しないで下さい。
NIC が各 SCP に接続するのに使用するリンクの数NIC SPRComm サブ キー エントリの
NumLinksPerSCP このパラメータを設定できます。 デフォルトは二重にされた ICM 設定の
ための 1 です。 ICM 設定がシンプレックスであり、各 SCP に NIC を接続したらのに冗長リ
ンクを使用したいと思ったら 2.に NumLinksPerSCP 値を設定 して下さい。 シンプレックス
ICM 設定の NIC はシンプレックス リンクによって各 SCP に接続できます。 この場合、1.に
NumLinksPerSCP 値を設定 して下さい。注: Cisco はこれをシンプレックス リンク設定推奨
しません。
NIC に接続する各 SCP のための SCP IDスプリントからのこの情報を得て下さい。 NIC

●

●

SPRComm サブ キー エントリの SCPn_ID このパラメータを設定できます。 各 SCPn_ID は
DPNA カードポート数に対応します。 たとえば、SCP1_ID は Eiconcard 1.のポート 1 に接続
する SCP を識別します。 デフォルト SCP ID は NIC SPRComm サブ キー エントリで前も
って構成されました。 Eiconcard ポートからの SCP への物理的な接続が SPRComm レジス
トリ サブ キー エントリの設定された SCP ID と一致することを確認することを忘れないで
いて下さい。
X.25 各リンクのために使用する PVC の数NIC SPRComm サブ キー エントリの
SCPnMaxPVCs このパラメータを設定できます。 デフォルトは 4.です。 デフォルトを変更
しないで下さい。
照会メッセージのバージョン、各 SCP のために使用する機能 インジケータがある場合また
はない場合、スプリントはリンクのプロビジョニングするの時にこの情報を規定 します。
NIC SPRComm サブ キー エントリの SCPnUseFeatureInd このパラメータを設定できます。
現在、スプリントがサポートする唯一の照会メッセージ バージョンは機能 インジケータなし
にバージョンです。 デフォルト SCPnUseFeatureInd 値は 0 です。 デフォルトを変更しない
で下さい。

顧客配信前の最終テスト
ルータの接続テスト
NIC インストールおよび設定をテストし ICM Node Manager サービスを始めて下さい。 ICM
Node Manager サービスを開始した後、NIC Command ウィンドウは情報を図 13 表示します。
図 13： Sprint NIC プロセス

注: この例は 1 枚のカード、1 ポートおよび 1 SCP のための情報を示したものです。

SCP シミュレーター テスト
ルータの接続テストは X.25 リンクをテストしないし、NIC およびルータを通して X.25 ネットワ

ーク トラフィックを駆動しません。 SCP シミュレーターの使用と追加テストを行うことができ
ます。 図 14 設定を表示します。
図 14： NIC シミュレーション設定

注: このシミュレーターは 1 Eiconcard 上の NIC と SCP シミュレーターを実行するために設定さ
れました。
SCP シミュレーターは NIC に類似したです。 SCP シミュレーターは同じプラットフォームで動
作し、NIC と X.25 同じソフトウェアコンポーネントのほとんどを使用します。 SCP シミュレー
ターは X.25 10 までリンクおよび 5 Eiconcards がある場合があります。 リンクはこれらのケー
ブルのどちらかと 5 つの NIC リンクのそれぞれに接続されます:
V.24/V.35 彼のヌル モデム ケーブル、Eicon テクノロジーが製造する部品番号 300-031、
V.35 時間を記録することを提供する、モデム・エリミネータに接続する V.35 規則的なケー
ブル
SCP シミュレーターを使用するためにこれらの追加コンフィギュレーションのステップを完了し
て下さい:
●

●

1. HKEY_LOCAL_MACHINE \\の下で SCP シミュレーター用のレジストリ サブ キー エントリを\定
義して下さい。
2. SCPSIM サブ キー デフォルト値を作成して下さい図 15 表示する。図 15： SCPSIM サブ
キー デフォルト値

3. SCPSIM パラメータ サブ キー デフォルト値を作成して下さい図 16 表示する。図 16：
SCPSIM パラメータ サブ キー デフォルト値

4. SCPSIM が DCE ノード型に使用する Eiconcard ポートを設定 して下さい。
5. ICM スクリプト エディタの使用のルータ テスト スクリプトを作成し、インストールして下
さい。ルート要求を使用し、SCP シミュレーターが生成する応答をルーティングするよう
に設計されている顧客 システムのテスト スクリプトを作成して下さい。 図 17 テスト スク
リプト例を示します。図 17： Sprint NIC シミュレーションのためのテスト スクリプト例

注: スプリント プロトコル 確認 テスト用に SCP シミュレーター テスト用のこのスクリプ
トを多分同様に最初に必要とし。 スプリント リンク 確認 テスト セクションを参照して下
さい。
これらのコンフィギュレーションのステップを完了した後、SCP シミュレーター、NIC およびル

ータの使用とテストを実行できます。
1. ように ICM Central Controller Node Manager サービス実行して下さい。
2. SCP シミュレーターおよびコール ジェネレーター（CallGen）を開始して下さい。
トラフィックは SCP シミュレーターから NIC ルータにに今、逆順で背部再度フローし。 これら
の方法でテストの進行状況を監視できます:
●

●

●

パフォーマンス統計情報があるように SCP シミュレーターを確認して下さい。 SCP シミュ
レーターはメイン スクリーンの統計情報に 5 分毎に報告します。 SCPSIM レジストリ サブ
キーの StatsInterval パラメータを設定 したかによって決まるタイムインターバルは異なるこ
とができます。
Administrative Workstation （AW）からのスクリプトモニタ 機能を使用して下さい。
NIC および SCP シミュレーターのメイン スクリーンを視聴して下さい。 図 18 NIC を示し
、図 19 SCP シミュレーターを示します。図 18： NIC プロセス

図 19： SCP シミュレーター プロセス

フィールド インストール ステップ
ルータの接続を確認して下さい
カスタマ サイトで Central Controller Node Manager サービスの一部として Sprint NIC を開始し
て下さい。 ルータがロガーからシステム構成を受け取った後、NIC はルータの接続テストに合格
します。 ルータの接続テスト セクションを参照して下さい。

X.25 リンクを接続して下さい
Cisco は 5 9 フィート V.35 を彼のモデム ケーブル提供します。 NIC DPNA カードから TP7 デバ
イスに V.35 ケーブルを接続して下さい。 通信リンク セクションはこの接続を記述します。
1. 34 ピン V.35 コネクタ端に各ケーブルを分類して下さい。ラベルはリンク数、SCP 場所お
よびスプリント ファイバ ネット 回線 番号を示す必要があります。注: スプリントからのス
プリント ファイバ ネット 回線 番号を先立って得て下さい。たとえば、スプリントのリンク
1 ケーブルのためのラベルは「LINK 1、Burlingame SCP、スプリント ファイバ ネット
98/2:7:4、回線 #95XHGS441408」を読みます。
2. DPNA カード 1.のポート 1 にリンク 1 ケーブルの DB-26 終わりを接続して下さい。
3. Eiconcard 1.のポート 2 にリンク 2 ケーブルの DB-26 終わりを接続して下さい。
4. Eiconcard 2.のポート 1 にリンク 3 ケーブルを接続して下さい。5 つのリンクをすべて接続
するまでこのプロセスを続けて下さい。 シンプレックス ICM 設定の 10 のリンクをすべて
接続して下さい。
5. TP7 デバイスか単一 チャネル バンク デバイスにケーブルを接続して下さい。NIC 場所が
TP7 デバイスからの 10 フィート以上ある場合、責任は必要の V.35 追加ケーブル接続を提
供することです。注: インストールの前にこの責任をよく理解しておいて下さい。
スプリント ファイバ ネット リンクはインストールの時にライブまたはライブである場合もあり
ます。 ファイバ ネット リンクが現時点でライブおよび行ける稼働中リンクはトラフィックを運
びません。 スプリントはリンク 確認 テストの後やっとトラフィックフローを有効に するかもし
れません。 場合によっては、TP7 デバイスは NIC インストールの時に設定されていません。 こ
の場合、顧客 datacomm 技術者と話して下さい。 ケーブルを datacomm 技術者に示し、ケーブ
ル以降の接続を有効に するためにラベルを説明して下さい。

スプリントは確認 テストをリンクします
スプリントはリンクにトラフィックフローの前にプロトコル 確認 テストを行うように要求できま
す。 テストはインストール処理の一部ではないし、インストールの時にテストを完了できません
。 ただし、インストールの間に、テストを実行するためにこれらの前提条件を達成して下さい:
NIC および Central Controller のインストールおよび設定
TP7 またはチャンネルバンクへの NIC の接続注: この接続以降を行うことができます。
ルーティング テストを行うテスト スクリプトの Central Controller の可用性注: 通常、このス
クリプトは SCP シミュレーター テストの間に先立ってチェックされます。 スプリントはル
ート応答で戻るテストおよびラベル用のダイヤルされた数を知る必要があります。
注: リンク 確認 テストに関しては、Peripheral Gateway （PG）は Central Controller と通信する
必要はありません。
●

●

●

Windows NT 4.0 サーバソフトウェア ソフトウェア インストー

ルのための Eiconcard 接続
いくつかのより早い ICM システムは Windows NT 4.0 サーバを実行するハードウェア プラットフ
ォームで Sprint NIC をインストールするように要求できます。 ポート設定および ICM 設定が基
本的には同じであるが、Eiconcard ドライバ インストールは異なります。
注: Eiconcard ポート設定のために図 4 参照して下さい。
Windows NT 4.0 サーバでインストールするためにこれらのステップを完了して下さい:
1. 利用可能な 3.5V 64 ビット PCI スロットに DPNA カードを挿入して下さい。
2. CD-ROMドライブに Eicon ユニバーサル接続スイート CD を挿入して下さい。
3. [Start] > [Control Panel] を選択します。
4. ネットワークをダブルクリックして下さい。
5. Adapter タブをクリックして下さい。
6. [Add] をクリックします。Select Network Adapter ウィンドウは表示します。
7. Eicon WAN アダプタを選択し、『OK』 をクリック して下さい。
8. パスを入力するプロンプトで windows nt 4.のための d:\windows\nt4\connections を入力して
下さい。注: 「d: 」CD-ROMドライブに対応します。
9. Eicon （S シリーズ、Cシリーズ、他）を選択して下さい。
10. または手動『Automatic』 を選択 して下さい。注: 自動ならカードを、『Manual』 を選択
します見つけません。検出されるか、または選択されるドライバは Eiconcard S94 です。
11. インストールの他を完了するためにウィンドウの手順に従って下さい。

関連情報
●

●

Cisco ICMソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

