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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。 

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につき

ましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先

のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。 

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトの

ドキュメントを参照ください。 

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当

者にご確認ください。 
 
 



 

 
 



 

 

安全にご使用いただくために 

警告および注意アイコンの説明 
怪我や機器の損傷を防止してください。各記号に対して示された状況を完全に理

解してから、次に進んでください。 

次の警告および注意アイコンは、本製品を安全に動作させるための重要な情報を

示しています。 

 本製品に付随するマニュアルに、この記号が記載されている場合があります。こ

の記号は、重要な動作手順またはメンテナンス手順を示します。 

 この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、危険な電

圧が存在する可能性のあるライブ端子を表し、稲妻の先端は末端装置の場所を示

しています。 

  この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、保護接地

端子を示します。 

   この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、シャーシ

端子（通常は等電位ボンディングに使用）を示します。 

 この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、表面が高

温となる可能性があることを警告しています。 

  
この記号が、製品およびこのマニュアル内に表示されている場合があります。こ

の記号は、強度変調光を伝送し、目に見えないレーザー光を放射する赤外線レー

ザー、または強度変調光を伝送する LED を示します。 

重要 
このマニュアルをすべてお読みください。このマニュアルにインストール手順ま

たは操作手順が記載されている場合には、このマニュアル内に含まれる安全性に

関するすべての記述に特にご注意ください。 
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光学的伝送装置を制御するソフトウェアの

安全な操作 
このマニュアルにソフトウェアに関する説明がある場合、説明されているソフト

ウェアは、ビデオ、音声、またはデータ信号を伝送するように設計された当社ま

たは他のベンダーの、電気的または光学的な装置をモニタまたは制御するために

使用するためのものです。この性質の装置を操作する場合は、安全性に関する特

定の注意事項に従う必要があります。 

装置に固有の安全性の要件については、装置のマニュアルの該当する項を参照し

てください。 

このソフトウェアの安全な操作については、以下の警告を参照してください。 

  警告: 

 この装置を使用してレーザー デバイスをリモート制御する前に、すべての

光接続が完全であること、または終端されていることを確認してください。

十分な知識なく光学的デバイスまたはレーザー デバイスを操作すると、離

れた場所にいる人員が危険にさらされる可能性があります。 

 このソフトウェアは、レーザーの安全性に関して訓練を受けた要員のみ操作

が許可されます。そうでない場合は、怪我を負う可能性があります。 

 このソフトウェアへのアクセスは、許可された要員のみに制限してくださ

い。 

 このソフトウェアは、立ち入りを制限された領域に配置された装置にインス

トールしてください。 
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概要 
このマニュアルでは、ソフトウェア バージョン 2.5.x の Cisco RF 
ゲートウェイ 1 のセキュリティ機能について説明します。説明する内

容には、拡張認証、秘密キー、証明書署名要求（CSR）、認証局（CA）、

および OpenSSL を使用して署名された証明書が含まれます。また、

HTTPS を有効にする手順、およびプライベート CA を Firefox にイ

ンポートする手順についても説明します。 

対象読者 
このマニュアルは、RF ゲートウェイ 1 または同等の装置での作業経

験を持つ、認定されたサービス担当者を対象としています。サービス

担当者は、このマニュアルに記述された手順を完了するための、十分

な背景および知識を持つ必要があります。 

資格のある担当者 
本製品の設置、操作、保守、およびサービスは、該当する資格および

スキルを持つ担当者のみが行う必要があります。 

  警告: 

本製品の設置、操作、保守、およびサービスは、該当する資格および

スキルを持つ担当者のみが許可されます。この制限に従わない場合に

は、怪我や機器の損傷につながる場合があります。 

マニュアルのバージョン 

このマニュアルは、最初のリリースです。 
 

 

1 章 1 
はじめに 





 

 

4037508 Rev A 3 
 

この章では、Cisco RF ゲートウェイ 1 2.5.x のセキュリティ機能につ

いて説明します。 
 

 
 

2 章 2 
ソフトウェア バージョン 
2.5.x のセキュリティ機能 

この章の内容 

 ソフトウェアで拡張された機能 ........................................................... 4 
 新しいメニュー項目 ............................................................................... 5 
 認証 ........................................................................................................... 6 
 SNMP トラップ宛先ポート ................................................................ 11 
 RF ゲートウェイ 1 での HTTPS の有効化 .................................... 12 
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ソフトウェアで拡張された機能 
ソフトウェア バージョン 2.5.x では、次の機能が拡張されています。 

 HTTPS 

 外部で生成されたキーと証明書を RF ゲートウェイ 1 Web サーバにダウン

ロードするための GUI サポート 

 マルチレベル、R/W、および R/O 認証に対応 

 service-type および cisco-av-pair を RADIUS でサポート 

 FTP、HTTPS、HTTP、および Telnet ポートを選択的にブロックするファイ

アウォールの追加 

 SNMP トラップ宛先 UDP ポート アドレスを設定可能 
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新しいメニュー項目 
2.5.x セキュリティ機能へのアクセスを提供するため、[System/Configuration] 
ページに以下の新しいメニュー項目が追加されました。 

 Edit Local Users 

 Firewall Settings 

 SSL Configuration 

次の画面は、新しいメニュー項目を示しています。 
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認証 
認証には、[Disabled]、[Local]、および [Remote] の 3 つの動作モードがありま

す。[Disabled] 動作モードでは、ユーザはログインすることなく、任意の GUI 
フィールドの読み書きアクセスが可能です。[Local] および [Remote] 動作モー

ドでは、ユーザがログインする必要があります。[Local] モードと [Remote] モー

ドでは、2 つのユーザ/パスワード データベースの検索順序が異なります。

[Local] モードでは、最初にローカル データベースが検索され、続いてリモート

（RADIUS）データベースが検索されます。[Remote] モードでは、最初にリモー

ト データベースが検索され、続いてローカル データベースが検索されます。 

[Local] モードと [Remote] モードには、管理者とユーザの 2 つのアクセス レ
ベルがあります。管理者レベルでは、GUI フィールドに対する読み書きアクセス

が許可されます。ユーザ レベルでは、読み取りアクセスのみが許可されます。

RF ゲートウェイ 1 には、一度に 1 人のみの管理者と最大 5 人のユーザがログ

インできます。管理者のログイン ID は「admin」で、ローカル ユーザのログイ

ン ID は、工場出荷時設定では「rfgw1」から「rfgw5」に設定されています。リ

モート管理者ログイン ID は、サービス タイプ属性が 6 に設定されているもの、

または cisco-av-pair 属性文字列内にサブ文字列「priv-lvl=15」が存在するもの

です。 

管理者および 5 人の各ユーザのデフォルトのパスワードは「0000」です。管理者

パスワードを忘れた場合は、フロント パネルを使用して「1111」にリセットでき

ます。 

管理者パスワード 
管理者パスワードを設定するには、次の手順に従います。 
1 [System]/[Authentication]/[Change Password] ページに移動します。 



 

 
 認証 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
パスワード文字セットは、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、~!@$^*()_-+ です。 

2 [Change Local Password] ボックスで、現在のパスワード、新しいパスワード

を入力し、パスワードを確認入力します。 
3 [Apply] をクリックして設定を保存します。 

認証と RADIUS の設定 
認証と RADIUS を設定するには、次の手順に従います。 
1 [System]/[Authentication] ページに移動します。 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
2 [Mode]、[Timeout]、[Server IP]、[Server port]、および [Secret key] に設定

を入力します。 
3 [Apply] をクリックして設定を保存します。 

ローカル ユーザの編集 
ユーザのログイン ID とパスワードを変更するには、次の手順に従います。 

注：動作モードが [Disabled] に設定されている場合、この画面は無効になりま

す。 
1 [System]/[Authentication]/[Edit Local Users] ページに移動します。 



 

 
 認証 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
2 ドロップダウン メニューから、変更するログイン ID を選択します。 
3 その login-id の新しい名前を入力します。 
4 新しいパスワードを入力します。 
5 新しいパスワードを確認します。 
6 [Apply] をクリックして設定を保存します。 
 

ファイアウォール設定 
[Firewall Settings] メニューを使用すると、FTP、HTTP、HTTPS、および Telnet 
ポートを有効または無効にできます。HTTP と HTTPS を同時に無効にするとい

う、どのような場合にも推奨されない設定は、ロジックにより防止されます。ま

た、起動時に Web サーバが有効なキーと証明書を検出しなかった場合は、ロジッ

クにより HTTP を無効にできないようになっています。 

[Firewall Settings] を設定するには、次の手順に従います。 
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1 [System]/[Authentication]/[Firewall Settings] ページに移動します。 

 
2 ドロップダウン ボックスをクリックして [Disabled] を選択します。 
3 [Apply] をクリックして設定を保存します。 
 



 

 
 SNMP トラップ宛先ポート 

 

4037508 Rev A 11 
 

SNMP トラップ宛先ポート 
トラップ レシーバ UDP ポートは、[SNMP & Traps] メニュー項目を使用して設

定できます。 
1 [System]/[Scrambler]/[SNMP & Traps] ページに移動します。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
2 [Trap Receiver Configuration] ボックスで、UDP ポート設定を入力します。 
 



 

第 2 章    ソフトウェア バージョン 2.5.x のセキュリティ機能  
 

 

12 4037508 Rev A 

RF ゲートウェイ 1 での HTTPS の有効化 
RF ゲートウェイ 1 Web サーバは、HTTPS が無効になった状態で工場から出荷

されます。HTTPS を有効にするには、FTP サーバ、SSL 用のオープン ソース 
ツールキット、および SSL カーネル サポートを含んだバージョン（02.05.XX な
ど）の RF ゲートウェイ ソフトウェアが必要です。 

ライブ RF ゲートウェイ ユニットにキーと証明書をインストールする前に、IT 
部門およびセキュリティ部門に連絡することを推奨します。 

重要：キー ファイルには秘密キーが含まれているため、会社のセキュリティ ポ
リシーに厳格に従って処理する必要があります。特に、server.pem と呼ばれる非

保護のキーには注意が必要です。 

HTTPS を有効にする手順 
次の各項では、HTTPS を有効にするための以降の手順について詳細に説明しま

す。 

 CA を作成する  

 HTTPS のサポートに必要な、各 RF ゲートウェイ 1 ユニットの固有のキー

と CSR を作成する 

 各 CSR に CA で署名する 

 FTP サーバから各キーと証明書を各 RF ゲートウェイ 1 ユニットにダウン

ロードする  

 CA 証明書を、RF ゲートウェイ 1 ユニットで使用する各ブラウザにイン

ポートする 

以下の手順では、コマンド プロンプトをイタリック体、ユーザ入力を太字、コン

ピュータの応答を通常の書体で示します。 
 

CA の作成 
ca.key という名前の CA を作成します。 

OpenSSL> genrsa -des3 -out ca.key 4096 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating RSA private key, 4096 bit long modulus 

................................................................................ 

................................................................................ 

..................................................++ 

...................................................................++ 

e is 65537（0x10001) 
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Enter pass phrase for ca.key: 

Verifying - Enter pass phrase for ca.key: 

OpenSSL> 
 

CA 証明書の作成 
ca.crt という名前の CA 証明書を作成します。 

OpenSSL> req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt 

Enter pass phrase for ca.key: 

Loading 'screen' into random state - done 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name（2 letter code）[AU]:US 

State or Province Name（full name）[Some-State]:Kentucky 

Locality Name（eg, city）[]:LaRue 

Organization Name（eg, company）[Internet Widgits Pty Ltd]:Sinking Spring 
Farm 

Organizational Unit Name（eg, section）[]:Log Cabin 

Common Name（eg, YOUR name）[]:Abraham 

Email Address []:honest@abe.com 

OpenSSL> 
 

サーバ キーの作成 
server.key および server.pem という名前の非保護のサーバ キーを作成します。 

以下で作成する server.pem は、パスワード保護されていません。誰でも表示可

能な暗号化されていない状態の秘密 RSA キーが含まれているため、厳重に保護

してください。 

OpenSSL> genrsa -des3 -out server.key 4096 

Loading 'screen' into random state - done 
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Generating RSA private key, 4096 bit long modulus 

................................................................................ 

................................................................................ 

.................++ 

......................................++ 

e is 65537（0x10001) 

Enter pass phrase for server.key: 

Verifying - Enter pass phrase for server.key: 

OpenSSL> rsa -in server.key -out server.pem 

Enter pass phrase for server.key: 

writing RSA key 

OpenSSL>  
 

CSR の作成 
server.csr という名前の証明書署名要求を作成します。 

HTTPS を使用する場合は、ブラウザでサイト名と証明書の一般名が一致してい

る必要があります。したがって、以下の証明書の一般名として RFGW-1 の IP ア
ドレスを使用する必要があります。 

OpenSSL> req -new -key server.key -out server.csr 

Enter pass phrase for server.key: 

Loading 'screen' into random state - done 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name（2 letter code）[AU]:US 

State or Province Name（full name）[Some-State]:Indiana 

Locality Name（eg, city）[]:West Lafayette 

Organization Name（eg, company）[Internet Widgits Pty Ltd]:Purdue University 

Organizational Unit Name（eg, section）[]:Delta Chi Fraternity 
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Common Name（eg, YOUR name）[]:10.90.149.80 

Email Address []:amelia@purdue.edu 

Please enter the following 'extra' attributes 

to be sent with your certificate request 

A challenge password []: 

An optional company name []:Boilermakers Inc. 

OpenSSL> 
 

CSR の署名 
以前に自分が作成した CA で証明書署名要求に署名し、public.crt という名前を

付けます。Firefox などのブラウザは、シリアル番号に関して非常に厳密である

ため、重複がないか確認してください。シリアル番号は、署名ごとに一意にする

必要があります。 

OpenSSL> x509 -req -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 
01 -out public.crt 

Loading 'screen' into random state - done 

Signature ok 

subject=/C=US/ST=Indiana/L=West Lafayette/O=Purdue 
University/OU=Delta Chi Frate 

rnity/CN=10.90.149.80/emailAddress=amelia@purdue.edu 

Getting CA Private Key 

Enter pass phrase for ca.key: 

OpenSSL> 
 

RF ゲートウェイ 1 へのキー ファイルと証明書ファイルのダウン

ロード 
FTP サーバの IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードの設定には、SSL 設定

メニューを使用します。また、キーと証明書ファイルへのパス、およびキーと証

明書ファイル名の設定にも使用します。サーバ キー名（server.pem）をパスワー

ド保護してはいけません。 

次の説明に従って SSL を設定します。 
1 [System]/[Scrambler]/[SSL Configuration] ページに移動します。 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
2 [Server Key Information] ボックスで、[Server Key Path] と [Server Key 

Name] に入力します。 
注：サーバ キーは「server.pem」という名前にすることを推奨します。 

3 [SSL Certificate File Information] ボックスで、[SSL Certificate File Path] と 
[SSL Certificate File Name] に入力します。 
注：ファイルは「public.crt」という名前にすることを推奨します。 

4 [Download Server Key] をクリックしてから、[Download SSL Certificate] を
クリックします。 
結果：ステータス ウィンドウに、ファイルが有効か無効かが示されます。 

5 ファイルの確認が終わったら、[Install Certificate] をクリックしてサーバを再

起動します。 
結果：数秒後に、ファイアウォールによって許可され、サーバが HTTP と 
HTTPS の両方に応答するようになります。 
注：無効なファイルは自動的に削除されます。 

6 [UnInstall/Delete Certificate] をクリックすると HTTPS が無効になります。 
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結果：キー ファイルと証明書ファイルが削除され、Web サーバが再起動し

ます。 
 

CA 証明書のインポート 
次の説明に従って、CA 証明書を Firefox にインポートします。 
1 Firefox を起動します。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
2 [Tools] - [Options] - [Advanced] - [Encryption] - [View Certificates] - 

[Authorities] をクリックします。 
結果：次の画面が表示されます。 

 
3 [Import] をクリックします。 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
4 自分の ca.crt ファイルを検索して選択します。 
5 [Open] をクリックします。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
6 [Trust this CA to identify web sites] ボックスをオンにします。 
7 [View] をクリックして CA 証明書を調べます。 
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結果：次の画面が表示されます。 
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はじめに 
この章では、製品サポートの入手に関する情報について説明します。 

製品サポートの入手 
状況 対策 

この製品に関する一般的な質問があ

る場合 
製品情報について代理店または販売

エージェントに問い合わせるか、

www.cisco.com の製品データ シー

トを参照してください。 

この製品に関して技術的な質問があ

る場合 
最寄りのテクニカル サポート セン

ターに連絡してください。 

この製品のカスタマー サービスに関

する質問がある場合  
最寄りのカスタマー サービス セン

ターに連絡してください。 
 

 

 
 

3 章 3 
カスタマー サポート情報 

この章の内容 

 製品サポートの入手 ............................................................................. 22 
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製品サポートの入手 
 

状況 対策 

この製品に関する一般的な質問がある場合 製品情報について代理店または販売エージェ

ントに問い合わせるか、www.cisco.com の製

品データ シートを参照してください。 

この製品に関して技術的な質問がある場合 最寄りのテクニカル サービス センターまた

はシスコ オフィスに連絡してください。 

カスタマー サービスに関する質問がある場

合、または Return Materials Authorization
（RMA）番号が必要な場合  

最寄りのカスタマー サービス センターまた

はシスコ オフィスに連絡してください。 

 

サポートの電話番号 
次の表に、各地域のテクニカル サポート番号およびカスタマー サービス番号を

示します。 

地域 センター 電話および FAX 番号 

北米 シスコ サービ

ス 

米国ジョージ

ア州アトラン

タ 

テクニカル サポートに問い合わせる場合： 
 フリー ダイヤル：1-800-722-2009 

 ローカル：678-277-1120（プロンプトに対して 2 を押し

ます） 

カスタマー サービスに問い合わせる場合： 
 フリー ダイヤル：1-800-722-2009 

 ローカル：678-277-1120（プロンプトに対して 3 を押し

ます） 

 Fax：770-236-5477 

 電子メール：customer-service@cisco.com 

欧州、 
中東、 
アフリカ 

ベルギー テクニカル サポートに問い合わせる場合： 
 電話番号：32-56-445-197 または 32-56-445-155 
 Fax：32-56-445-061 

カスタマー サービスに問い合わせる場合： 
 電話番号：32-56-445-444 
 Fax：32-56-445-051 

 電子メール：service-elc@cisco.com 

日本 日本  電話番号：81-3-5908-2153 または +81-3-5908-2154 

 Fax：81-3-5908-2155 

韓国 韓国  電話番号：82-2-3429-8800 

 Fax：82-2-3452-9748 
 電子メール：songk@cisco.com 

中国（本土） 中国  電話番号：86-21-2401-4433 

 Fax：86-21-2401-4455 

 電子メール：xishan@cisco.com 

その他のアジア太平洋諸

国およびオーストラリア 
香港  電話番号：852-2588-4746 

 Fax：852-2588-3139 
 電子メール：saapac-support@cisco.com 
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地域 センター 電話および FAX 番号 

ブラジル ブラジル  電話番号：11-55-08-9999 

 Fax：11-55-08-9998 
 電子メール：fattinl@cisco.com または 

ecavalhe@cisco.com 

メキシコ、 
中米、カリブ海諸国 

メキシコ テクニカル サポートに問い合わせる場合： 
 電話番号：52-3515152599 
 Fax：52-3515152599 

カスタマー サービスに問い合わせる場合： 
 電話番号：52-55-50-81-8425 
 Fax：52-55-52-61-0893 

 電子メール：sa-latam-cs@cisco.com 

その他の 
南米諸国 

アルゼンチン テクニカル サポートに問い合わせる場合： 
 電話番号：54-23-20-403340 内線 109 

 Fax：54-23-20-403340 内線 103 

カスタマー サービスに問い合わせる場合： 
 電話番号：770-236-5662 

 Fax：770-236-5888 
 電子メール：keillov@cisco.com 
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C 

CA 
認証局。 

 

CSR 
証明書署名要求。 

 
F 

FTP 
ファイル転送プロトコル。パーソナル コンピュータとの間のテキスト ファイルおよびバ

イナリ ファイルの双方向の転送、外部ホスト上のディレクトリの一覧表示、外部ホスト

上のファイルの削除と名前の変更、およびホスト間のワイルドカード転送を実行できます。 
 
G 

GUI 
グラフィカル ユーザ インターフェイス。コンピュータ グラフィクス機能を利用して、

プログラムを視覚的に容易に使用できるようにするためのプログラム インターフェイス。 
 
H 

HTML 
ハイパーテキスト マークアップ言語。 

 

HTTP 
ハイパーテキスト転送プロトコル。 

 

HTTPS 
Hypertext Transfer Protocol Secure。 

 
I 

IP 
インターネット プロトコル。ネットワーク上で、異なるコンピュータ間のインターネッ

トワーキングをサポートするために、当初はアメリカ国防総省で開発された標準規格。IP 
は、インターネットの基礎をなす最も重要なプロトコルであると言えます。ネットワーク

上の異なるノード、ルート、および発着信メッセージのインターネットワーク アドレス

を追跡するソフトウェアを記述する標準規格です。IP アプリケーションの例としては、電

子メール、チャット、Web ブラウザなどがあります。 
 

IP アドレス 

インターネット プロトコル アドレス。IP データのルーティングに使用される 32 ビット 
シーケンスの番号。各 IP アドレスは、特定のネットワーク上の特定のコンポーネントを

識別します。アドレスには、ネットワーク アドレス識別子とホスト識別子が含まれてい

用語集 
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ます。 
 

ISO 
国際標準化機構。電子業界およびその他の業界の国際基準を定義する国際機関。 

 
P 

PC 
パーソナル コンピュータ。 

 
R 

RADIUS 
リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス。コンピュータがネットワーク サービスに

接続してサービスを使用するための認証、許可、アカウンティング（AAA）の一元管理を

提供するネットワーキング プロトコル。 
 

RMA 
返品許可。製品の返品に使用されるフォーム。 

 
S 

SCG 
Scrambling Control Group。 

 

SNMP 
簡易ネットワーク管理プロトコル。 

 

SSL 
セキュア ソケット レイヤ。 

 
U 

UDP 
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