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概要

この資料は PuTTy および Linux シェルを使用することを使用して SSH キーペアを作成するため
にプロシージャを記述し AMP にそれを追加し、次に CLI にアクセスしたものです。 AMP プライ
ベート クラウド アプライアンスはアプライアンスに SSH に証明書ベースの認証を使用します。
CLI にアクセスし、SCP （WinSCP）によってファイル システムによって相互に作用するために
キーペアをすぐに作成するプロシージャはここで詳述されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

PuTTY●

WinSCP●

Linux/Mac シェル●

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
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 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。

設定

第一歩は PuTTy または Linux シェルを使用する RSA キーペアを作成することを含みます。 これ
の後で、公開キーは AMP プライベート クラウド アプライアンスによって追加され、信頼される
必要があります。 

PuTTy を使用して RSA キーペアを作成して下さい

ステップ 1： PuTTy を完全にインストールしたようにして下さい。

ステップ 2. RSA キーペアを作成するために PuTTy と共にインストールされている PuTTYGen
を起動させて下さい。

ステップ 3.に『Generate』 をクリック し、キーペア生成を完了するためにカーソルをランダム
に移動して下さい。



ステップ 4.公開キー」を保存することを「選択すれば「以下のセクションで使用されるここのイ
メージに示すようにプライベートキー」を保存して下さい。

ステップ 5.形式として Notepad が付いている公開キーを AMP プライベート クラウド 管理ポー
タルで受け入れられるべきそれのために修正される必要があります開いて下さい。



ステップ 6. 「開始しなさい最初の 2 つの行を削除して下さい----」「開始する最終的な行始めれ
ば---- END」

ステップ 7.単一実線として公開キー コンテンツを作るためにすべての改行を取除いて下さい。

ステップ 8.ファイルの始めにワード「ssh RSA」を入力して下さい。 ファイルを保存します。

Linux/Mac を使用して RSA キーペアを作成して下さい

ステップ 1： Linux/Mac CLI で、入力して下さいコマンド「ssh-keygen」を

ステップ 2.必須パラメータを入力すればこれはフォルダ「~/.ssh」で RSA キーペアを作成します



ステップ 3 公開キーである id_rsa.pub のコンテンツを開けば、それが必要な書式に既にあってい
ることがわかります。

AMP プライベート クラウド 管理ポータルに生成された公開キー
を追加する方法

ステップ 1. AMP プライベート クラウド 管理ポータル > 設定 > SSH へのナビゲート

ステップ 2. "Add SSH Key"を クリックする



ステップ 3.公開キーのコンテンツを追加し、これを保存して下さい。

ステップ 4 これが保存された後、アプライアンスを「再構成している」ことを確認して下さい。



PuTTy を使用してアプライアンスに SSH に作成されたキーペア
を使用して下さい

ステップ 1. PuTTy を開き、AMP プライベート クラウド 管理ポータルの IP アドレスを入力して
下さい。

呼び出します。 左ペインで、> SSH 『Connection』 を選択 し、Auth をクリックして下さい。

ステップ 3. PuTTYGen によって生成されたプライベートキーを選択して下さい。 これは PPK フ
ァイルです。



ステップ 4. 「ルート」を『Open』 をクリック し、それがユーザ名のためにプロンプト表示する
とき、入力すれば AMP プライベート クラウドの CLI で上陸する必要があります。

Linux を使用してアプライアンスへの SSH への設定されたキー
ペアの使用

ステップ 1： private および公開鍵 ペアが ~/.ssh パスで正しく保存される場合、パスワードのた
めにプロンプト表示しないで ssh コマンドを単に発行することによって AMP プライベート クラ
ウド アプライアンスに SSH にできるはずです。

ssh root@<AMP-IP-ADDRESS>



AMP プライベート クラウドのファイル システムによって相互に
作用する WinSCP の使用

ステップ 1. WinSCP をマシンでインストールし、起動させて下さい。

ステップ 2. AMP プライベート クラウド 管理ポータルの IP アドレスを入力し、SCP としてファ
イル プロトコルを選択して下さい。 ユーザ名をルートとして入力し、Password フィールドを去
って下さい。 

ステップ 3. > SSH > 認証 『Advanced』 を選択 して下さい > 進みました 

ステップ 4. PPK ファイルを選択して下さい PuTTYgen によってプライベートキーとして生成さ
れた。 



ステップ 5. 『OK』 をクリック し、次にログインして下さい。 プロンプトを受け入れた後ログ
インに正常にできるはずです。
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