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概要

この資料に Windows または Linux/macOS プラットフォームでセキュア シェル（SSH）を利用す
ることによって CES デバイスの CLI にアクセスする方法を記述されています。

デニス McCabe ジュニアによって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

背景説明

後で詳しく説明されている CES E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）またはセキュリ
ティ管理 アプライアンス（SMA）の CLI にアクセスするために完了する必要がある 2 つのステ
ージがあります。

SSH キーペアの作成1.
SSH クライアントの設定2.

注: 下記の方向は野生で使用されるオペレーティング システムのバルクをカバーする必要が
あります; ただし使用しているものはリストされているまたは依然として必要としたら支援
をでなかったら、Cisco TAC に連絡すれば特定の手順を提供するために全力を尽くします。
これらは利用可能 なこのタスクを完了するのに使用できるおよびツールのちょうど小さい
断片 クライアントです。 

定義

この技術情報で使用するいくつかの用語とあなた自身を精通させて下さい。 



プロキシサーバ

これらは CES 例への SSH 接続を開始するのに使用する CES SSH プロキシサーバです。 デバイ
スが取付けられる領域にプロキシサーバ仕様を利用する必要があります。 たとえば、ログオン ホ
スト名が esa1.test.iphmx.com なら、米国領域で iphmx.com プロキシサーバの 1 つを使用します
。 

AP （ap.iphmx.com） f15-ssh.ap.iphmx.comf16-ssh.ap.iphmx.com●

AW （r1.ces.cisco.com） p3-ssh.r1.ces.cisco.comp4-ssh.r1.ces.cisco.com●

CA （ca.iphmx.com）
f13-ssh.ca.iphmx.comf14-ssh.ca.iphmx.com

●

EU （c3s2.iphmx.com） f10-ssh.c3s2.iphmx.comf11-ssh.c3s2.iphmx.com●

EU （eu.iphmx.com） f17-ssh.eu.iphmx.comf18-ssh.eu.iphmx.com●

米国（iphmx.com） f4-ssh.iphmx.comf5-ssh.iphmx.com●

ログイン ホスト名

これは Web ユーザ ユーザー・インターフェース（WUI）にログインに行くとき CES ESA か
SMA の非プロキシ ホスト名で、何かから esa1 か sma1 のように開始し、Webページの右上で見
つけることができます。 形式は次の通りであるはずです: esa[1-
20].<allocation>.<datacenter>.com か sma[1-20].<allocation>.<datacenter>.com。

SSH キーペアの作成

CES デバイスのアクセスで開始するために、する必要がある最初の事柄は私用/公共 SSH キーペ
アを作成し、次に Cisco TAC へ公開キーを提供することです。 Cisco TAC が公開キーをインポ
ートしたら、次のステップにそれから進むことができます。 プライベートキーを共有しないで下
さい。

下記のどちらかのステップに関してはキーの種類は 2048 の規格ビット長の RSA であるはずです
。

Windows の場合：

PuTTYgen か同じようなツールはキーペアの作成に使用することができます。 Linux （WSL）の
ために Windows サブシステムを利用する場合また後で手順に従うことができます。 

Linux/macOS に関しては:

新しいターミナル ウィンドウから、キーペアを作成するために ssh-keygen を実行できます。

例：  

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f ~/.ssh/mykey 

各記号の意味は次のとおりです。

ssh-keygen -t <key type> -b <bit length> -f <filename>

https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/puttygen
https://www.ssh.com/ssh/keygen/


SSH キーペアが作成されたら、公開キーを Cisco TAC にインポートに提供し、次にクライアン
トコンフィギュレーションに進んで下さい。 プライベートキーを共有しないで下さい。

SSH クライアントの設定

注: CES デバイスへの、代りに SSH プロキシの 1 つに直接接続される localhost によって
前方 SSH トンネルによる CLI アクセスのための SSH 接続は直接なされませんが。 接続の
最初の一部分はプロキシサーバの 1 つにあり、第 2 は localhost のポートを転送する SSH
トンネルにあります。 

Windows の場合：

別のクライアントを使用している場合例のために PuTTy を、そう以下の事項に注意して下さい
:ステップ場合もありますわずかに修正される必要がある使用します。 また使用しているどのクラ
イアントを利用可能 なバージョンにごく最近アップデートされた、ことを確かめて下さい。 

Windows -ステップ1 - SSH プロキシおよび開いたフォワーディング ポートへの接続応答

ホスト名に関しては、CES アロケーションに適当なプロキシサーバで入力して下さい。 1.
接続を拡張し、自動ログイン ユーザ名のための DH（Diffie-Hellman）ユーザを『Data』 を
クリック し、入力して下さい。

2.

まだ拡張されて接続が有効に なるために SSH およびチェックを開始しませんでしたりシェ
ルをまたはまったく命じませんクリックして下さい。

3.

SSH を拡張し、Auth をクリックし、新しく作成されたプライベートキーに参照して下さい
。 

4.

まだ拡張されて SSH がトンネルを、供給しますローカル フォワーディング（デバイスのあ
らゆる利用可能なポート）のための送信元ポートを、入り、CES デバイスのログオン ホス
ト名（dh から開始するないホスト名）で次に『Add』 をクリック しますクリックして下さ
い。 多数のデバイス（IE を追加したければ: esa1、esa2 および sma1）、追加送信元ポー
トおよびホスト名を追加できます。 それからこのセッションが開始する場合、どの追加さ
れたポートでも転送されます。

5.

上記のステップが完了し、セッション カテゴリに戻って続行し、次にセッションを指名し
、保存して下さい。 

6.

Windows -ステップ 2 - CES デバイスの CLI への接続

ちょうど作成したセッションに開き、接続して下さい。1.
SSH プロキシサーバ セッションを開いた保存している間、新しい PuTTy セッションをウィ
ンドウを右クリックおよびセッションを『New』 を選択 することによって開き、IP アドレ
スのための 127.0.0.1 を入力し、ステップ 5 で以前に使用される送信元ポートを入力し、そ
れから『Open』 をクリック して下さい。

2.

『Open』 をクリック すれば、CES 資格情報を入力するためにプロンプト表示され、CLI に
それからアクセスできるはずです。 （これらは WUI にアクセスするのに使用された同じ資
格情報です）

3.

Linux/macOS に関しては:

Linux/macOS -ステップ1 - SSH プロキシおよび開いたフォワーディング ポートへの接続応答



新しいターミナル ウィンドウから、次のコマンドを入力して下さい:1.

ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f f4-ssh.iphmx.com -L 2200:esa1.test.iphmx.com:22

各記号の意味は次のとおりです。 

ssh -i <your private key> -l dh-user -N -f <proxy server for your allocation> -L <source

port>:<login hostname>:22

これはローカルクライアントのポート転送されるべきある特定のホストにおよびリモート側のポ
ートをオープンにします。 

Linux/macOS -ステップ 2 - CES デバイスの CLI への接続

同じまたは新しいターミナル ウィンドウから、下記のコマンドを入力して下さい。 入力
されて、CES パスワードを入力するためにプロンプト表示され、CLI にそれからアクセ
スできるはずです。 （これらは WUI にアクセスするのに使用された同じ資格情報です）

1.

ssh dmccabej@127.0.0.1 -p 2200

各記号の意味は次のとおりです。

ssh <your CES username>@127.0.0.1 -p <source port for forwarding assigned in previous step>


	クラウド E メール セキュリティ（CES）ソリューションの Command Line Interface （CLI）にアクセスする方法
	目次
	概要
	背景説明
	定義
	プロキシサーバ
	ログイン ホスト名

	SSH キーペアの作成
	Windows の場合：
	Linux/macOS に関しては:

	SSH クライアントの設定
	Windows の場合：
	Linux/macOS に関しては:



