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1. About Allxon DMS 

Allxon Device Management Solution (Allxon DMS) AI / IoT

PC
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Allxon CEO Alex  

Welcome to Allxon DMS ! 

We have come a long way to create a remote device management system 
that eases you into a world that is rapidly moving towards AI / IoT industries. 
With the conveniences and elevated lifestyle AI at the Edge brings, it also 
comes with complex operation and systematic errors. As an innovative and 
customer-focused company, we keep ahead of market trends by 
introducing simple and intuitive device management solutions as we 
transition into a world that will only become more intricately interwoven by 
Smart operating systems. 

Built on the foundation of simplifying remote device management, I hope 
you enjoy the differences smart operations management can make in 
helping your business operations become more efficient and more 
affordable.  

In a competitive RMM market, I am grateful to have some of the smartest 
thinkers on the team. We are excited to learn about the daily technological 
transformations and impacts on our volatile world, and we eagerly take on 
new problems to turn them into your solutions.  

I truly hope your partnership with Allxon DMS takes you beyond your vision, 
as we value this opportunity to work together towards your success. 

 

Sincerely,  

 

CEO 
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2. Allxon DMS  
2.1  

Allxon DMS 

 

Allxon DMS SignUp Page  

    

 

  

Subject: Activate Your Allxon DMS と題したメールが Allxon DMS 
(service@allxon.net)から送信されます。メーラーの受信トレイを確認してアカ

ウントの設定を完了させてください。 

 
  

 

• 

• service@allxon.net  

• services@allxon.com  

• 

 
 
“ Allxon DMS SignIn Page の ”のをクリックして指示に従いアカウントをアクティ

ベーションします。 

 

https://dms.allxon.com/
https://dms.allxon.com/next/signin
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2.2  

Allxon DMS  “Activate 

Now”  

 

3.  
Allxon DMS  

Allxon DMS

AI/IoT

 

Allxon DMS  

https://dms.allxon.com/ 

Allxon DMS

Allxon DMS

 

 

 

https://dms.allxon.com/


Allxon DMS    

   
Version 06012021   *Note: Information in this document is subject to change without notice.                                                                               ©  2021 Allxon. All rights reserved. 7 

4.  
Allxon DMS [

]  

 

Allxon DMS

Allxon DMS  

“Add” をクリックして指示に従いデバイスを追加します。 
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4.1  

 

  “Ctrl + Shift + B” Allxon DMS 

 

 

 

  Get device pairing code   

 

 

 

Allxon DMS  

Allxon DMS  A DMS

Allxon DMS 

 

 



Allxon DMS    

   
Version 06012021   *Note: Information in this document is subject to change without notice.                                                                               ©  2021 Allxon. All rights reserved. 9 

  

 

4.2  

 

 Allxon DMS [ ]

 

 

 
Allxon DMS PC 
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  “ “

“ ” 

 ” “ 

 

 
 

4.3  

 

 9
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4.4  

DMS

[ ]  
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4.5 Allxon DMS  

 Linux Allxon DMS 

 Linux Allxon DMS 

Allxon DMS 

    

 

 Allxon DMS 

 

 Installation Command

sudo wget -O - "https://get.allxon.net/linux/trial/" | sudo bash -s 
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5. Allxon DMS Portal 
5.1  

Allxon DMS

5.2 

 

5.1.1  

Allxon

 /

5.8 .  
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5.1.2  

 

5.1.3 

Q&A

 

5.2  

Allxon DMS

OS
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[1]  

: CPU

5.7  

: 

 

: 
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[2]  

Allxon DMS

 

[3]  

OS

 

 

[4]  

-
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[5]  

/ /
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[6]  

Allxon DMS 

 

 

CSV 30

UTC 00:3000. 24
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5.3  

 

 

 

[1]  
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すでに１つ以上のグループが存在する場合は、「コピーする」を選択することで該

当グループに適用されているすべての設定を複製して新しいグループに適用しま

す。グループ設定には、ソフトウェアウォッチドッグの設定、ログ収集スケジュー

ルの設定、デバイスに接続と使用を許可する USB キーボードおよび USB マウスのセ

キュリティ登録設定、USB デバイスのロック解除設定、アラートチャンネル

（SMTP、LINE、Webhook）設定、および権限トロールの設定が含まれます。 

 

既存のグループ設定を流用しない場合には「新しいグループを直接作成する」を選

んでください。 
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[2]  

グループ名変更の権限を有しているアカウントであれば、プルダウンメニュー「グ

ループ名変更」から既存のグループの名称を変更することができます。 

 

[3]  

グループを削除する権限を有しているアカウントであれば、 プルダウンメニュー

「グループを削除する」から既存のグループ登録を削除することができます。この

メニューは該当のグループから全てのデバイス、管理ユーザー、アプリの登録が全

て解除された後にのみ実行できます。 

[4]  

ポータル画面の最上段に表示された大グループ名の横にある「＞」マークをクリッ

クするとプルダウンメニュー形式でサブグループが表示されます。 
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5.4  

「デバイス」画面では、登録されたデバイスの詳細（名称、シリアル番号、ステー

タス、OS プラットフォーム、任意の登録情報および所属グループ）が表示されま

す。「デバイス」画面はデバイスの管理、モニタリング、制御操作の中心となるペ

ージです(デバイスの新規登録方法は 4. デバイスを追加するを参照してください). 

 

5.4.1  

CPU, OS  
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5.4.2  

 

 

[1] OS  

デバイスに対して手動による OS 再起動を行います。（定期的に自動で再起動させ

るスケジュールの設定は 5.6 ポリシー から行います。） 

[2]  

コマンドのコードを入力します。コマンドが送信されると、[コマンド詳細]のウィ

ンドウにアクションの実行状況が表示されます。結果をダウンロードするには、

「詳細を見る」をクリックします。 

 

[3]  
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[4]  

デバイスのイベントログを取得します。「デバイスプロフィール」画面からもダウ

ンロードすることができます。 

 

過去 90 日分のデバイスログのリストがダウンロードできます。ログリストウィン

ドウで「デバイスログを取得する」をクリックすると、エージェントがすぐにログ

を収集するようにトリガーすることもできます。Log Package Name を選択して

Execute をクリックします。コマンドが送信されると、デバイスログがすぐにダウ

ンロードできるようになります。 

5.5  

Windows 

Linux Android /
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5.5.1  

登録できるアプリケーションには 2 種類あります。「既存」アプリケーション」と

「新規アプリケーション」です。注：アプリケーションを登録するには、権限「既

存アプリケーションの登録」と「オープンアプリケーションの登録」が必要です。 

アプリケーションを登録するには、「登録」をクリックします。 

 

[1]  

親グループの中に登録できる既存のアプリケーションのリストがあります。 

「既存」タブでアプリケーションを選択し、「登録」をクリックします。すると、

そのアプリケーションが「アプリケーション」ページのリストに表示されます。 
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[2]  

 

 新規にアプリケーションを登録するには、まずアプリケーション GUID を取得する必要があります。アプリケ

ーションの GUID とパッケージ名は OS（Windows、Linux、Android）によって異なります。 

• 

アプリケーション提供者からアプリケーション GUID とパッケージ名を入手する。

• 

提供元からアプリケーションの GUID とパッケージ名を入手できない場合は、以下の方法で手動で

入手することができます。お使いの端末にアプリケーションをインストールしてから、各プラットフォーム

の手順に従ってください。

 Windows  

[1] アプリケーションが 32 ビット版か 64 ビット版かを確認します。 

Ctrl + Shift + Esc を押してタスクマネージャを開きます。 

詳細」をクリックし、任意の列のヘッダーを右クリックまたは長押しします。

Platform」を選択し、「Ok」をクリックします。 

タスクマネージャに「Platform」列が表示されます。 

Platform」の欄を見て、バージョンが 32 ビットか 64 ビットかを確認します。 

[2] アプリケーションのビットバージョンを使って、以下の手順でアプリケーション

の GUID を調べます。 

Windows のタスクバーで、検索ボックスに「regedit」と入力します。 

レジストリエディタ（デスクトップアプリ）を開きます。 
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- システムとアプリケーションの両方が 64 ビットで動作している場合、またはシス

テムとアプリケーションの両方が 32 ビットで動作している場合は、次の場所に移動

します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE®SOFTWARE®Microsoft®Windows®CurrentVersion®Unin

stall®<NewApplicationGUID>に移動します。 

- システムが 64bit でアプリケーションが 32bit の場合は、次の場所に移動します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWARE_WOW6432Node\Microsoft\Windows_C

urrentVersion\Uninstall\<NewApplicationGUID>に移動します。 

 

 Linux 

次のコマンドを使用して、一致するアプリケーションのリストを開きます。これに

より、アプリケーションのパッケージ名の詳細を知ることができます。 

 

dpkg -l | grep <keyword> 

 

 Android 

Enter the File Explorer of the device and follow the path to find the package 

name of the application: 

Internal Storage > Android > data 

• 

これらの方法でアプリケーションの GUID が見つからない場合は、アプリケーション

のバージョンを作成することで、自分で GUID を定義することもできます。5.5.3 ア

プリケーションのバージョンの項目をご覧ください。

新しいアプリケーションを登録する 

新たに取得したアプリケーション GUID とパッケージ名で、新しいアプリケーションを登録

する準備が整いました。「アプリケーション登録」＞「新規」タブで以下の内容を入力しま

す。 

•  

• GUID

 

•  
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5.5.3 

 

 

5.5.2  

アプリケーションプロフィールのページでは、アプリケーションの基本的な情報や

最新のバージョン、アクティビティ履歴などを確認することができます。 

アプリケーションプロフィールを表示するには、アプリケーションページのリスト

上にある該当のアプリケーションをクリックします。 
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5.5.3  

アプリケーションが登録されると、そのアプリケーションの新しいバージョンを作

成することができるようになります。「バージョン」のエリアでは、アプリケーシ

ョンの新バージョンの用意、リリース、ポータルからデバイスへの配信を行うこと

ができます。アプリケーションの新しいバージョンが作成されるまでは、「バージ

ョン」エリアは空欄になっています。 

1. → 2. → 3. 

• ポータルにアプリケーションの新しいバージョンを作成するには「+」ボタン

をクリックします。 

 

 

アプリケーションの GUID に合わせて、新しいアプリケーションのバージョンを用

意します。 
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 [Windows ] GUID（アプリ製作元より提供されます）  

• 「+」をクリックした後、バージョン番号を入力し、続いてインストールとアンイ

ンストールのコマンド（これもアプリケーション製作元から提供されます）を入力

します。 

• 「アップロード」をクリックして.zip ファイルを選択します。 

 [Android  

• Android アプリケーションのインストールコマンド 
pm uninstall <package name> 

• Android アプリケーションのアンインストールコマンド 
pm uninstall <package name> 

 

 Linux  

Linux アプリケーションを準備するには、インストールコマンドの先頭に以下のコマンドを

追加します。 

sudo unzip -o /var/lib/SyncAgent/download/<ZipFile> -d <UnzipFolderPath> 

• ZipFile: 該当 zip file のファイル名を入れます。 

• UnzipFolderPath: 解凍先フォルダのファイルパスをいれます。 

• アプリケーション GUID を自己定義している場合は、以下の手順でアプリケーショ

ンバージョンに応じたインストール・アンインストールコマンドを手動で記述す

る必要があります。 

• GUID を自己定義する方法 5.5.1.[2]アプリケーションの登録 

◼ インストールコマンド 

以下のコマンドをの後に入力します。“reg add 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio
n\Uninstall\<NewApplicationGUID> /v DisplayVersion /d 
"<VersionNumber>" /t REG_SZ /f” 

◆ NewApplicationGUID: アプリケーションの自己定義の GUID。 

◆ VersionNumber: バージョン番号は Allxon DMSPortal に書き込んだ

バージョンと一致している必要があります。 

◼ アンインストールコマンド 
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以下のコマンドを入力します。“reg add 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio
n\Uninstall\<NewApplicationGUID> /f” 

◆ NewApplicationGUID: アプリケーションの自己定義の GUID。 

◆ VersionNumber: バージョン番号は Allxon DMS Portal に書き込んだ

バージョンと一致している必要があります。 

 

◼ ファイルを選択した後、「作成」をクリックしてファイルのアップロードを

開始するか、「キャンセル」または「X」をクリックして終了します。” 

◼ 「キャンセル」または「X」をクリックしても変更は保存されません。 

◼ ファイルのアップロードが始まると、進捗バーにファイル名とアップロード

率が表示されます。ファイルのアップロードを途中でキャンセルしたい場合

は、"X "をクリックすると、前のステップに戻ります。 
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*注意:  "

 "  "  " Allxon

  

* Allxon

 

 

アプリケーションのバージョンの編集履歴は「バージョン」セクションに表示され

ます。アプリケーションのバージョンが "登録"、"編集"、"リリース"、"配布"された

ときに、アクティビティログに記録されます。 
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5.5.4  

アクセス権を付与されている場合、アプリケーションのプロファイル・ページに入

ることで、アプリケーションを削除することができます。右上の赤い「削除」をク

リックすると、Allxon DMS ポータルからアプリケーションが削除されます。アプリ

ケーションを完全に削除するには、まずすべてのグループに配布されたアプリケー

ションを削除する必要があります。 

5.6  

デバイス管理を適切に行うためにプラットフォームやグループごとに適用させる様

々な運用設定を１つにまとめたものを「ポリシー」と呼びます。 

 

「ポリシー」ページには、ポリシーの一覧と、そのポリシーが適用される「プラッ

トフォーム」「ステータス」「グループ」が表示されます。「ステータス」は、ポ

リシーが有効化された日付を示します。 

ポリシー名をクリックすると、「ポリシープロファイル」ページが表示されます。 

 

ポリシープロファイルのページでは、ポリシーの設定を編集・変更することができ

ます。「編集」をクリックすると、はじめにデバイスを自動で再起動する時刻を設

定できます。 
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また、一週間のスケジュールの下にある「拡張」欄では、"Disable Window 
Update "などのコマンドを編集したり、デバイスに割り当てたりすることで、ポリ

シーの拡張を行うことができます。「保存」をクリックすると、変更内容が反映さ

れて新しいポリシー設定がグループ内で使用できるようになります。 

ポリシー内容の変更がすべて保存されたら、即時適用させるか、特定の日時に適用

させるかを決めて「送信」をクリックします。最新のポリシー設定がデバイスに適

用されます。 

 

*注意：「キャンセル」または「X」をクリックすると、変更内容は保存されません。 
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5.6.1  

Allxon DMS

 

Windows Linux Android

 

 Windows / Linux  

1. "+"をクリックします 。 

2. 「アプリ名」と「アプリパス」（デバイス上のアプリケーションの実行

可能なファイルパス）を入力します。 

3. Save をクリックして変更を保存します。 

 

 Android  

1. "+"をクリックします。  

2. 「アプリ名」、「パッケージ名」（アプリケーション提供者が提供するパ

ッケージ名）、「クラス名」（アプリケーション提供者が提供するクラス

名）、「タイプ」（Top Activity、Activity、Service の中から選択）を入

力します。 
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3. 「保存」をクリックして変更を保存します。 

 

5.6.2  

エージェントがログを収集するためのトリガーとなるコマンドを送信することがで

きます。コマンドが機能するためには、ログパスのフォーマットが正確である必要

があります。ログは最大 5 セット（8 つのログパス）設定することができ、自動で

エージェントが定期的にログを収集するように命令、またはユーザーが手動でログ

を収集する命令を実行できます。 

ログ収集のための新規設定を追加するには"+"をクリックしてください。 

以下の内容を入力するよう求められます。 

• 定期的にログを収集するスケジュール（オプション） 
*注意：ここで定期スケジュールを設定しなければエージェントはスケジュールによる

収集を実行をしません。デバイスプロファイルページの「デバイスログをすぐに取得」

（「5.4.2 [4]デバイスログを取得」を参照）によって随時取得することは可能です。 

• ログパッケージ名 (必須) 

• ログのパス（少なくとも 1 つのパスを含める必要があります 

• 保存をクリックして変更を保存します。 
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5.6.3 USB  

Allxon DMS USB

USB USB

 

 

[1] デバイスを保護するためにこの機能を有効にするには、「設定」アイコンをクリ

ックして、「USB キーボード＆マウスロック設定」画面を表示させます。 

 

• 

• 

• 

• 

• 

[2] ロック解除の USB デバイスリストにはデバイスへの使用が認められている機種

が表示されます。 

*  OS USB USB
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“+”をクリックして、ロック解除対象の USB デバイスを追加します。 

 

 

• : USB  

• PID: USB ID  

• VID: USB ID  

USB

USB  
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5.7  

Allxon DMS は、管理中のデバイスに異常が生じたり、不正な接続や操作を検知、ま

たは事前に設定した監視項目がしきい値を超過した場合に担当者に対してプッシュ

アラートを送信します。 

アラートは電子メール（SMTP）、LINE メッセージ、または Webhook で受け取る

ことができます。アラート項目やアラート受信者を設定する前に、最初に任意の通

知方法（SMTP、LINE、Webhook）の事前設定が必要です。 

サイドメニューの「アラート」をクリックしてアラートページを表示したら、右上

の「アラートチャンネル」ボタンをクリックします。 

 

5.7.1 (SMTP)  

アラートメールを受信するには、所属組織の IT 部署や SMTP プロバイダから入手し

た SMTP 情報を入手してください。情報を入力したら SMTP 設定が正常に機能して

いるかどうかを確認するために DMS ポータルから検証コードが電子メールで送られ

ます。メールボックスを確認し、検証コードをメモしててください。  

*注：この機能は、Allxon DMS Agent 2.12 より古いバージョンではサポートしていません。 



Allxon DMS    

   
Version 06012021   *Note: Information in this document is subject to change without notice.                                                                               ©  2021 Allxon. All rights reserved. 40 

 

SMTP の設定のために以下の詳細を入力する必要があります。 

• SMTP : Allxon DMS 2 SMTP   

- : SMTP  

- : SMTP

IT SMTP Allxon 

DMS  

• : 

  

• SMTP : SMTP  

• SMTP : SMTP SMTP 

: SMTP  

• : SMTP   

IT SMTP

25

  

• : SMTP

Allxon DMS TLS  

• :  

 

SMTP "? "  
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5.7.2 LINE  

 LINE  

: Allxon DMS Agent 2.14   

• LINE LINE

(  “?” )  

•  

•  

 

• 認証が完了したら、アラートメッセージを送信する LINE チャンネルを選択します。 

• 「保存」をクリックして設定を保存します。 

 

5.7.3 Webhook  

Allxon DMS Webhook

Webhook

 

To set up Webhook, scroll down to the Webhook section on the A

Webhook  

•  

• Webhook URL URL “?”

 

• Webhook IFTTT  
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「保存」をクリックして次に進みます。 

 
Allxon DMS Portal は自動的に Webhook サービスと通信し、検証を行います。検

証プロセスが完了したらどの Webhook サービスにアラート・メッセージを送信す

るかを選択できます。  

注：この機能は、Allxon DMS Agent 2.15 より古いバージョンはサポートしていません。 

 

5.7.4  

SMTP、LINE、Webhook の設定を行った後に、アラート項目とアラート受信者の設

定を行います。 

• アラートページには、いくつかのカテゴリーとアラート設定が表示されま

す。表示されている項目を選択してしきい値を入力し、アラート項目を有

効にします。 

 

• CPU

F/ C

 

* 5

4
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• 

Allxon DMS

 

• 

 

 

5.7.5  

Allxon DMS では、アラートセンターに送信されたすべてのアラートの記録を残すこ

とができます。これにより、デバイスの健康状態やパフォーマンスの履歴に関する

情報を維持することができます。 

「アラートページ」の右上のボタン「アラートセンター」をクリックします。 

アラートセンターでは、各アラートの記録を見ることができます。技術的な問題が

解決されたかどうかについての一覧が「アラート状態」に「トリガー」、「既

読」、「解決」として表示されます。 

 
アラートが青色で表示されている場合は、そのアラートをクリックして詳細を確認

することができます。 
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5.7.6  

以下は、Windows、Linux、Android で利用可能なカテゴリーとアラート項目を示

した表です。「V」は各プラットフォームで利用できることを示し、「T」は閾値設

定のあるアラート項目を示しています。閾値の設定については、「5.7.4 アラートア

イテムとアラート受信者の設定」を参照してください。 

┌Platforms Supporting Alert Items (With/Without Threshold) 
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5.8  

ユーザーのセクションでは、管理者の役割とユーザーのアクセス権限を設定しま

す。新規ユーザーの追加や削除、ユーザープロファイルの管理、ユーザーへの権限

の割り当てを行うことができます。 

Allxon DMS ポータル左側の「ユーザー」アイコンをクリックします。 

 

ポータル左の「ユーザー」アイコンをクリックしてユーザーページに入ります。 

 

5.8.1  

現在のユーザーにその権限がある場合においてはポータルに新しいユーザーを追加

することができます。右上の「+追加」ボタンをクリックします。 

 

「新しいユーザーを追加」のウィンドウに、新規ユーザーの「姓」、「名」、「電

子メール」を入力します。「次へ」をクリックして、新しいメンバーを割り当てた

いグループを選択します。グループを選択したら、「次へ」をクリックして新しい

メンバーに役割を割り当てます。 
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「ユーザーに権限を割り当てる」ウィンドウで、ドロップダウンメニューを使用し

てセットされている役割を選択します。「権限を表示」をクリックすると、詳細が

表示されます。確認したら「次へ」をクリックします。 

新しいオペレーターは、「オペレーター」ページのリストに表示されます。招待状

が処理されるまで、「参加」欄の下に「保留」ステータスが表示されます。 
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5.8.2  

Allxon DMS 

 

 

 

 

 

+
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現在のユーザーにその権限がある場合には、役割を削除することができます。ゴミ

箱のアイコンをクリックすると対象の役割が削除されるので、確認のうえで「保

存」を押してください。 

 

5.8.3  

「ユーザー」ページのリストからユーザーの名前をクリックすると「ユーザーのプ

ロフィール」ページが表示されます。ここではユーザーの基本情報や最近のアクテ

ィビティが表示されます。 

 

特権的アクセスを有する場合には、「基本情報」>「アクセス」セクションで該当ユ

ーザーの「グループ」と「役割」を編集できます。また、赤い「削除」ボタンをク

リックしてユーザーを削除することもできます。操作を実行したら「保存」をクリ

ックしてください。 
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5.9  

 Allxon DMS は、グループ化したデバイスを一括してリモート管理することができ

ます。グループコマンドのセクションでは、ワンクリックでコマンドの送信、デバ

イスログの収集、スクリーンショットの撮影、すべてのデバイスの再起動を行うこ

とができます。 

注：この機能は、Allxon DMS Agent 2.13 より古いバージョンはサポートしておらず、プロビジョニ

ングされたオンライン状態のデバイスにのみ適用されます。 

グループコマンド」アイコンをクリックして、「グループコマンド」ページに入り

ます。自分が割り当てられているグループとプラットフォームの名前のリストが表

示されます。プラットフォーム名をクリックすると、コマンドを送信できるデバイ

スが表示されます。 

 

リストからデバイスを選択し、「コマンド」ボタンををクリックします。「デバイ

スの再起動」、「スクリーンショットの撮影」、「デバイスログの取得」、「コマ

ンドの送信」のいずれかをクリックすると、すぐにコマンドが送信されます。 

 

コマンドが実行されると、「グループコマンド履歴」ページが表示され、実行状況

や送信されたコマンドの種類などが表示されます。コマンドの詳細の確認、あるい

は送信履歴はダウンロードすることも可能です。 
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Power ON, and Stay In Touch 
Allxon DMS  

Allxon DMS

 

 

Power ON, and stay in touch ! 

Allxon Team. 
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Allxon DMS  

Ubuntu (x86) 18.04 or higher 

 Package Description 

1 gcc-multilib Allxon DMS Agent installation. 

2 g++-multilib Allxon DMS Agent installation. 

3 libssl-dev Server-related connections. 

4 libcurl4 Server-related connections. 

5 gnome-screenshot Screenshot-related function. 

6 lshw 
Hardware information acquisition  

(e.g., keyboard, mouse, etc.). 

7 lm-sensors 
Hardware information acquisition  

(e.g., system temperature). 

8 dmidecode 
Hardware information acquisition  

(e.g., serial number, product name, etc.). 

9 libblkid1 Hardware information acquisition (e.g., USB). 

10 x11-xserver-utils 
Hardware information acquisition  

(e.g., HDMI connection status). 

11 ddccontrol 
Hardware information acquisition  

(e.g., HDMI power on/off status). 

12 qrencode Allxon DMS Agent UI (e.g., QR code). 

13 libqt5x11extras5-dev 
Allxon DMS Agent UI design  

(e.g., USB keyboard lock). 

14 net-tools 
Software information acquisition  

(e.g., network status). 
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Ubuntu (ARM) 18.04 (ex. NVIDIA® Jetson™ series devices) 

 Package Description 

1* 
gcc-multilib   or 

g++-multilib 
Allxon DMS Agent installation. 

2 libssl-dev Server-related connections. 

3 libcurl4 Server-related connections. 

4 gnome-screenshot Screenshot-related function. 

5 lshw 
Hardware information acquisition  

(e.g., keyboard, mouse, etc.). 

6 lm-sensors 
Hardware information acquisition  

(e.g., system temperature). 

7 dmidecode 
Hardware information acquisition  

(e.g., serial number, product name, etc.). 

8 libblkid1 
Hardware information acquisition  

(e.g., USB). 

9 x11-xserver-utils 
Hardware information acquisition  

(e.g., HDMI connection status). 

10 net-tools 
Software information acquisition  

(e.g., network status). 

* “gcc-multilib” and “g++-multilib” are the default packages in Ubuntu 18.04 (ARM), please 
ensure that either one of the packages is installed. 


