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概要

この資料は発注される場所に基づいて異なる CVP バットファイルの使用を記述したものです。

  

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

CVP●

Cisco IOS Voce eXtensible Markup Language（XML） （VXML）ゲートウェイ●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

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
ト内で使用されているデバイスはすべて、クリアな設定（デフォルト）から作業を始めています
。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影
響について確実に理解しておく必要があります。

CVP バッチファイル

CVP 一般: （Location: C:\Cisco\CVP\bin）



capture.bat  説明： このプログラムは windump プログラムを聞き取るとライブ NIC が見つけ
ます。

●

capture_stats 説明： 効用関数: すべての Diag ポータル ヒントをキャプチャするため。●

clean_cvp_logs.bat: 説明： CVP フォルダからの削除ログ:  VXML、オペレーション リソース
マネージャ（ORM）、Web サービス マネージャ（WSM）、コール サーバ等…

●

clean_cvp_logs.bat: 説明： VXML サーバアプリケーションからの削除ログ（アクティビティ
ログは、TOMCAT 等を…記録 します）

●

csim 説明： SIP コールを生成するツール。呼び出す方法: コマンド プロンプトを開き、csim
を入力して下さい。 例の使用およびリストは表示されます。

●

キャプチャ 説明： パケットを示されたネットワーク インターフェースからキャプチャし、
CVP ログ ディレクトリのファイルにデフォルトで保存するツール。呼び出す方法: コマンド
プロンプトを開き、キャプチャを入力して下さい。 例の使用およびリストは表示されます。

●

extractguid 説明： 新しい PCAP ファイルに GUID および保存がある呼び出しID をフィルタ
リングするツール。呼び出す方法: コマンド プロンプトを開き、extractguid を入力して下さ
い。 例の使用およびリストは表示されます。

●

デバッグ 説明： CVP トレース レベルを設定 するツール。呼び出す方法: コマンド プロンプ
トおよび型デバッグを開きます。 例の使用およびリストは表示されます。

●

show 説明： CVP テクニカルサポートを示すツール。呼び出す方法: コマンド プロンプトを
開けば型は示します。 例の使用およびリストは表示されます。

●

tailt 説明： CVP ログの Unix tail コマンド。呼び出す方法: コマンド プロンプトを開き、tailt
を入力して下さい。 停止するべき CTRL-C。

●

場所:
呼び出す方法: コマンド プロンプトおよび型場所を開きます。 例の使用およびリストは表示
されます。

●

install_cs_cert、install_vxml_cert.bat およびインストール ORM_NT.bat: 説明： これらのファ
イルが HTTPS サポートのための CallServer、XML サーバおよび ORM キーおよび証明書フ
ァイル作成するのに使用されています。 オリジナル .keystore および server.xml ファイルは
バックアップの場所に前に不正変更しますそれらを保存されます。

●

propertiesMerger.bat:
説明： 基本 システム インストール機能のために CVP のインストーラによって使用される。

●

runcvp.bat: 説明： TOMCAT Registry エントリを設定 するのにインストーラによって使用さ
れる。

●

sendSignal.bat: 説明： ある特定のプロセス ID を用いるプログラムの heapdump を生成しま
す。

●

uninstall_cs_cert.bat、uninstall_vxml_cert.bat および uninstallORM_NT.bat: 説明： これらの
ファイルが HTTPS サポートのための CallServer、XML サーバおよび ORM キーおよび証明
書ファイル削除するのに使用されています。 オリジナル .keystore および server.xml ファイ
ルはバックアップの場所に前に不正変更しますそれらを保存されます。

●

upgradeorm.bat、upgradeWSM.bat: 説明： 自動的に wrapper.conf におけるアップグレード
手順を処理する ORM のクラスの実行のためのクラスパスを設定します

●

CVP はイメージ変更します: （C:\Cisco\CVP\bin\TAC）

Reimage.bat 説明： インストーラに設定（wrapper.conf、orm.properties、orm.xml および
messageadpater.properties）を復元するユーティリティ バッチ。

●

updatermiserverip.bat 説明： Registry エントリの RMI サーバIP をアップデートするユーテ
ィリティ ファイル。

●



VXML サーバ： （C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin）

changeAppAdminPerm.bat 説明： dvanced 対話型 eXecutive（AIX）システムだけに関して
は。

●

deployAllNewApps.bat 説明： メモリにすべての新しい CVP アプリケーションをロードしま
す。

●

flushAllOldApps.bat 説明： フォルダが削除され、リリースされなかったら場合メモリからの
古い CVP アプリケーションの荷を下します。

●

getVersions.bat 説明： 異なる VXML コンポーネントのバージョンを示します（非常に有用
な）

●

suspendServer.bat 説明： 段階的にすべての CVP アプリケーションを中断します。●

resumeServer.bat 説明： すべての CVP アプリケーションを再開します。●

status.bat 説明： ライセンス ヒントを示します; コールの CVP アプリケーションおよび状態
および数。

●

updateAllApps.bat 説明： 段階的にすべての CVP アプリケーションをアップデートします。●

updateCommonClasses.bat 説明： CVP アプリケーションに対するよくあるクラスをアップ
デートします。

●

CVP TOMCAT: （C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\bin、
C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\bin、C:\Cisco\CVP\VXML\Server\Tomcat\bin

このフォルダのすべてのバッチファイルは TOMCAT と共に提供された、TOMCAT 管理のた
めに使用されます。

●
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