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事前に準備いただくこと

Cisco クラウド Web セキュリティ（CWS）とは

CWS 接続トポロジ

昨今の Web サイトを介したウイルスおよびマルウェア感染からクライアントを守るため、シスコが提供している
セキュリティ クラウド サービスです。
クラウド サービスのメリットを活かした膨大な Web サイト情報による Web アプリケーション制御や悪質サイト
への遮断と強力なマルウェア スキャンによって、PC やスマート デバイスに安全な Web 接続を提供します。

Cisco 841M J ルータでは管理画面からライセンス コードを設定することで CWS の機能を有効に
できます。本ガイドでは、その手順を説明します。

クライアントに特別な設定は不要です。

CWS の利用は、Cisco 841M J ルータのほかに CWS サブスクリプションの購入が必要となります。
購入後に下記 CWS 接続情報が通知されます。

　・プライマリ サーバのホスト名
　・セカンダリ サーバのホスト名
　・ScanCenter 管理ポータル サイトの URL
　・ログイン用のユーザ ID とパスワード
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CWS のライセンス コードを取得する

CWS 管理ポータル サイト https://scancenter.scansafe.com/ へ接続し、ユーザ ID とパスワード
を使ってログインします。1

ログインしたら、「Admin」タブをクリックします。2

Admin タブをクリック
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Authentication タブから
Company Key を選択

Company Key をコピー

CWS のライセンス コードを取得する

画面が切り替わったら「Authentication」タブのプルダウン メニューから 
「Company Key」を選択します。3

画面に表示される Company Key の文字列をコピーしておきます。4
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セキュリティをクリック

アドレスを手動で入力

Cisco 841M J ルータを設定する

Cisco 841M J ルータの管理 GUI 画面にアクセスし、「セキュリティ」をクリックします。5

「セキュリティ」 → 「コンテンツセキュリティ」を選択します。6
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手順 4 でコピーした Company Key のテキストを「ライセンス」欄に入力（ペースト）して「適用」
ボタンをクリックします。

「適用」ボタンをクリックしてライセンスが反映されると、「プライマリサーバ」「セカンダリサーバ」欄
の右側にアイコンが表示されて CWS との接続が完了します。

7

8

Company Key を入力

適用ボタンをクリック

CWS との接続を示すアイコンが表示

Cisco 841M J ルータを設定する
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これで設定は完了です。
CWS 経由で Cisco 841M J ルータ配下のユーザは安全にインターネットを利用することができます。9
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お問い合せ先

1121-1604-01A-F

お問い合わせ方法

電話または E メールにてお問い合わせください。

Cisco Start テクニカル サポート総合受付窓口

電  話  0120-092-255
「ご希望の番号を選択してください」という自動音声ガイダンスの後、
電話機のプッシュ番号　3 番 （製品 /サービスご購入後の技術的なサポートについてのお問い合わせ）を押します。
続いて　7 番（シスコ スタート）を押してください。
最後に　4 番（Cisco クラウド Web セキュリティ）を選択してください。

Eメール start-jp@cisco.com
受付時間：平日 午前 9 時～午後 5 時（土日祝日は休み）
※本製品の営業時間外サポートは Global TAC（英語）となります。

製品サポート期間：ご購入されたユーザ ライセンスの有効期間に準じます。

お問い合わせに必要な情報

お問い合わせの際には、以下の情報をご用意ください。
E メールでお問い合わせの際には、こちらのテキストと必要事項を記入して送信してください。

＜ご担当者情報＞
• ご担当者のお名前（漢字/ふりがな）： 　
• Cisco.com ID： 　
• 会社名（漢字/ふりがな）： 　
• 住所（漢字/ふりがな）： 　
• 電話番号： 　
• FAX 番号： 　
• E メール アドレス：

＜製品情報＞ 　
• 製品名： 　
• 問題の内容： 　
• 製品設置先住所（漢字/ふりがな）： 　
• サービス契約番号（お持ちの場合のみ）：
• ルータのシリアル番号：
　（ルータと一緒にご利用の場合）


