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はじめに
ファームウェアをインストールして下さい

概要

この資料に VXC マネージャ管理者 コンソールと定期的な Cisco Virtualization Experience Client
（VXC）マネージャ パッケージ管理タスクを行う方法を記述されています。 それは方法で情報
を Cisco VXC マネージャ環境内のデバイスに配ることができる Cisco VXC マネージャ パッケー
ジ（ソフトウェア、イメージ、コンフィギュレーション作成し登録する等）を提供します。

ファームウェアをインストールして下さい

最新の VXC 6215 インストールし、使用するためにこれらのステップをファームウェアを完了し
て下さい:

最新のソフトウエアパッケージをダウンロードして下さい。注: アップグレード要件に関す
るリリース ノートを常に検討して下さい。

1.

コンピュータに .zip ファイルを抽出して下さい。 フォルダー構造はこのようになります:
6215-9.2.1-datetime-template/ （フォルダ）6215-9.2.1-datetime-template.rsp （ファイル
）これは基本的にパッケージです。 それが VXC マネージャでインポートされれば、にコピ
ーされます
c:\inetpub\ftproot\Rapport\ <package name>。

2.

Notepad の .rsp ファイルを開き、説明（最小限の要件）およびカテゴリを編集して下さい:
[Version]

; This RSP should be used for VXC 6215 9.x --> 9.x upgrades.

; For VXC 6215  8.x --> 9.x upgrades refer to section "Update the

; Cisco VXC 6215 firmware to Release 9.0" in

; the Administration Guide for Cisco Virtualization Experience Client 6215

; Firmware Release 9.0

; It is required that you always have a different package name for every

; new package to be deployed.

; We recommend you use the current Date-Time in the package name to enforce

; this requirement.

; The package name must match the Number entry in the RSP file

Number=6215-9.2.1-datetime-template

Description=9.2.1 Load for users with VXME

OS=SLX

Category=Cisco VXC 6215

USE_Pxe=NO

[Script]

RP "<regroot>"

EX "/usr/bin/perl /sbin/dhcp2registry"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-update-mode both"

3.

http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284004131&softwareid=283802941&release=9.2&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/vxc/english/vxme/9-7_vxme-rn/VXME_BK_R52B9207_00_release-notes-for-cisco-vxme.html


EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-force-image-update no"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-preserve-changes yes"

EX "sync"

EX "(test -e /usr/sbin/imageupgrade && imageupgrade; exit 0)"

EX "(! test -e /usr/sbin/imageupgrade && (sleep 10; /sbin/reboot)&)"

必要条件ごとの wlx.ini ファイルを編集して下さい。ディレクトリ 6215-9.2.1-datetime-
template/ では、wlx/フォルダにダウン状態になり、wlx.ini ファイルを編集して下さい。
wlx.ini ファイルを造り上げるために最新の Cisco Virtualization Experience Client 6000 シリ
ーズ ガイドを使用して下さい。テクニカル アシスタンス センタ （TAC） ラボからのサン
プルファイルはここにあります:
[Version]

; This RSP should be used for VXC 6215 9.x --> 9.x upgrades.

; For VXC 6215  8.x --> 9.x upgrades refer to section "Update the

; Cisco VXC 6215 firmware to Release 9.0" in

; the Administration Guide for Cisco Virtualization Experience Client 6215

; Firmware Release 9.0

; It is required that you always have a different package name for every

; new package to be deployed.

; We recommend you use the current Date-Time in the package name to enforce

; this requirement.

; The package name must match the Number entry in the RSP file

Number=6215-9.2.1-datetime-template

Description=9.2.1 Load for users with VXME

OS=SLX

Category=Cisco VXC 6215

USE_Pxe=NO

[Script]

RP "<regroot>"

EX "/usr/bin/perl /sbin/dhcp2registry"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-update-mode both"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-force-image-update no"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-preserve-changes yes"

EX "sync"

EX "(test -e /usr/sbin/imageupgrade && imageupgrade; exit 0)"

EX "(! test -e /usr/sbin/imageupgrade && (sleep 10; /sbin/reboot)&)"

4.

追加項目フォルダに「InstallAddons=」ini 行で参照される追加項目をコピーして下さい。こ
の例では、フォルダは 6215-9.2.1-datetime-template です。 Cisco VXME 追加項目をインス
トールするために、追加項目サブ フォルダを 6215-9.0-datetime-template フォルダの下に含
み、このフォルダに VXME RPM および登録簿ファイルをコピーして下さい
:C:\Users\Administrator\Desktop\6215-9.0-platform-files\6215-9.2.1-datetime-
template\addons\vxme.rpmC:\Users\Administrator\Desktop\6215-9.0-platform-files\6215-
9.2.1-datetime-
template\addons\directory

パッケージは VXC マネージャでインポートされて現在準備ができています。

5.

VXC マネージャでは、右クリック パッケージ マネージャ。 > パッケージ『New』 を選択
して下さい。

6.

//www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/virtualization-experience-client-6000-series/products-maintenance-guides-list.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/virtualization-experience-client-6000-series/products-maintenance-guides-list.html


レジスタをスクリプトファイル（.RSP） Radio ボタンからのパッケージ クリックして下さ
い。

7.

パッケージの .rsp ファイル（はたらかせた）の位置に PC のフォルダ参照して下さい。8.



[Next] をクリックします。 アクティブをチェックされる残して下さい、さもなければそれを
使用できません。

それが『Next』 をクリック し、登録するようにして下さい。9.



構築したパッケージは c:\inetpub\ftproot\Rapport\ にコピーされます。



[Finish] をクリックします。10.



パッケージは現在使用可能です。パッケージ マネージャの下で幾つかのフォルダが表示さ
れます。 フォルダの名前はそこに既にあっていましたりまたは「CATEGORY=」のための
.rsp ファイルの名前で作成されます。 VXC 6215 を『Cisco』 を選択 して下さい。
デバイスの 1 つを右クリックし、パッケージ ディストリビューション ウィザードを選択し
て下さい。

11.



作成したパッケージを選択し、Nowオプション・ボタンをクリックし、『Next』 をクリッ12.



   

ク して下さい。 注:
考えるかもしれませんようにこの場合「今」意味しません。 パッケージが今実行されるこ
とになっていることを VXC クライアントがそれを今得るそれ意味しません。デバイスはチ
ェックインする時はいつでも、それのための新しいスケジュールされたパッケージがあり
、それを実行することが分ります。 それを強制するために、適切な方式のクライアントを
リブートして下さい。 （それはシャットダウン スクリプトを必要がありましたり、従って
クライアント通過し、電源コードとそれに動力を与える電源遮断に。） より速い方法はデ
バイスを右クリックし、デバイス情報を『Refresh』 を選択 することです。 これはまたク
ライアントに新しいチェックインをさせます必要があります。注: アップグレードを行うた
めにそれがリブートする間、クライアントに触れないで下さい。 これには数分かかる場合
があります。 ログインにウィンドウが表示されるとき、ログインはしません。 アップグレ
ードが正常に終わったら、デスクトップにログイン自動的に。 手動で決してログイン。
クライアントは新しいファームウェアに今アップグレードされ、デバイスマネージャの右
の列でそれを表示できます。

13.
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