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RV160 および RV260 ルータのプラグアンドプ
レイを設定します 
目標
 

この資料の目標は RV160 および RV260 ルータのプラグアンドプレイ（PnP）および PnP
サポートを設定する方法を示すことです。
  

概要
 

Cisco 開いた Plug-n-Play （PnP）エージェントは Cisco スモール ビジネス デバイスのため
のソフトウェアアプリケーションです。 デバイスで組み込まれるデバイスが動力を与えら
れるとき、開いた PnP エージェント ディスカバリ プロセスは PnP 開いたサーバのアドレ
スを検出するように試みます。 PnP 開いたエージェントは PnP 開いたサーバの所望のIPア
ドレスを得るのにダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル、ドメイン ネ
ーム システム（DNS）および Cisco クラウドのようなメソッドをサービス ディスカバリ使
用します。 Cisco スモール ビジネス デバイスの簡単導入プロセスは次の配備関連操作上タ
スクを自動化します:
 

デバイスのための最初のネットワーク 接続の確立。
デバイスコンフィギュレーションの提供。
ファームウェアイメージの提供。
 

PnP サポートは PnP サーバとして機能する FindIT 1.1 のスモール ビジネス 環境で導入さ
れました。
 
PnP および FindIT を見なすことについて詳しく知っているいくつかの用語:
 

イメージは PnP によって有効に される デバイスのためのファームウェアアップデート
です。
設定はデバイスにダウンロードされるべきコンフィギュレーション ファイルです。 コ
ンフィギュレーション ファイルはデバイスがネットワークに加わる必要がある既知 デ
バイスのゲートウェイ、IP アドレス、セキュリティ設定先祖などのようなすべての情
報が含まれています
未請求デバイスは PnP サーバにチェックしたでそれに割り当てられるイメージか設定
がありませんデバイス。
プロビジョニングはイメージまたはコンフィギュレーションの供給デバイスの行為です
。
  

適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.15
 



PnP ルータコンフィギュレーション
 

デバイスは PnP サーバと「チェックインします」プロビジョニングを受け取るために最初
に設定する必要があります。 ルータを FindIT マネージャに PnP をサポートするためにチ
ェックするために設定するために次のステップを実行して下さい。
 
ステップ 1.ルータの Web 設定 ページへのログイン。
 

ステップ 2.システム構成 > PnP へのナビゲート。
 



ステップ 3.デフォルトで、PnP はルータで有効に なり、PnP サーバを自動的に検出するた
めに PnP 転送するは自動に設定 されます。 この例では、スタティックは PnP 転送する オ
プションとして選択されました。
 

注: スイッチとは違って、RV160/RV260 シリーズ ルータは Hyper Text Transfer Protocol セ
キュア（HTTPS）暗号化された PnP コミュニケーションだけをサポートします。
 
ステップ 4.ポート 443 以外何かを使用している場合 FindIT マネージャおよびポート番号の
IP アドレスか完全修飾ドメイン名 （FQDN）を入力して下さい。 デフォルトでルータは既
に信頼された認証局（CA） 証明書信頼します。  必要であれば特定の認証局 （CA）から信
頼できる証明書だけに 1 ルートCA認証だけ選択によって選択できます。
 
この例の場合、
 
IP/FQDN は FindIT.xxxx.net です。
 
ポートは 443 です。
 
CA 認証はすべてです。
 



ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
イメージか設定アップロード
 

下位、かタッチ配備への到達は設定かイメージ ファイルが最初に動力を与える前にデバイ
スに利用可能であるように要求しません。 イメージか設定を PnP デバイスに展開するため
に FindIT マネージャにアップロードするために次のステップを実行して下さい。
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク マネージャに接続し、プラグ アンド プレイ ネットワーク
に行き、イメージかコンフィギュレーションを選択して下さい。
 
この例では、イメージは選択されました。
 

ステップ 2.イメージ ファイルを追加するために Add アイコンをクリックして下さい。
 

ステップ 3.フォルダからブラウザウィンドウにファームウェアファイルをドラッグ・アン
ド・ドロップし、『Upload』 を選択 して下さい。
 



要求デバイス
 

ファームウェアか設定がアップロードされたら、チェックインしたデバイスを要求できます
。 デバイスを要求することは FindIT サーバがそのデバイスに設定かイメージを展開するよ
うにします。
 
ステップ 1. FindIT マネージャへのログインおよびネットワーク プラグアンドプレイへのナ
ビゲート > 未請求デバイス。
 

ステップ 2.デバイスを未請求デバイスの下で取付け、選択して下さい。
 

ステップ 3.適用したいと思う選択し、クレームをクリックして下さいイメージか設定を。 
この例では、コンフィギュレーション ファイルは選択されました。 これは要求されたタブ
に未請求タブからデバイスがサーバにチェックする時次にデバイスをそれ展開します設定を
移動し。
 

 
PnP リダイレクトの設定
 

デフォルトで、PnP は RV160/RV260 ルータで有効に なり、オート検出するに PnP サーバ
設定 されます。 これは DHCPサーバ、DNS クエリ、または Cisco のデバイスからヘルプ
Webサイト発生する場合があります。
 
PnP オート リダイレクトは Cisco のデバイス ヘルプ Webサイトを使用することを可能に
します（PnP を許可する https://software.cisco.com) は PnP 望ましいサーバに自動的に接続
するためにマルチプルネットワークからのデバイスを有効に しました。 多数のデバイスの
コンフィギュレーションおよびイメージをリモートで処理できます。
 
PnP オート リダイレクトを設定するために、次のステップを実行して下さい。
 
ステップ 1.ルータの Web ユーティリティへのログイン。 システムの概略へのナビゲート。

https://software.cisco.com


ステップ 2.システム情報からのルータのシリアル番号および型番（PID VID）を得て下さい
。
 

ステップ 3. Ciscoソフトウェア中央 Webサイト（https://software.cisco.com) に行って下さ
い
 
ステップ 4. Cisco スマートなアカウントを使用するログインおよびプラグ アンド プレイ接
続応答へのナビゲート。
 

ステップ 5.サーバに関する詳細を追加するためにコントローラ プロファイルにナビゲート
して下さい。
 

ステップ 6.プロファイルを…. 『Add』 をクリック して下さい
 

https://software.cisco.com


ステップ 7.型を PNP サーバとして『Controller』 を選択 し、『Next』 をクリック して下
さい。
 

ステップ 8. Mandatory フィールドを（Profile Name が、プライマリ コントローラ含まれて
いる URL を含むため）入力し、Secure Sockets Layer （SSL） 証明書をアップ ロードして
下さい。
 

コントローラ プロファイルの例は次の通り現われる必要があります:
 



ステップ 9： プロファイルが構築されれば、デバイスを追加できます。 このナビゲートを
デバイスにし、デバイスを『Add』 をクリック するため…
 

ステップ 10.デバイスをインポートを使用して CSV ファイルを使用して追加するか、また
はデバイス ヒントを手動で入力して下さい。
 
注: 追加するべき多数のデバイスがある場合インポートを CSV ファイル オプションを使用
して使用するため。
 
この例では、デバイス ヒントを手動で選択されます入力して下さい。
 
[Next] をクリックします。
 

ステップ 11.識別しますデバイスを…クリックして下さい
 



ステップ 12： シリアル番号、基礎 PID、コントローラ プロファイル情報および説明を入力
して下さい。
 
[Save] をクリックします。
 

ステップ 13： 設定を検討し、『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 

ステップ 14： 結果画面はデバイスの正常な付加について現われます。 [Done] をクリック
します。
 



ステップ 15： ルータがサーバにチェックすれば後間もなくして。 定期的にルータは再度ブ
ートするの後でサーバに接続します。 つまりリダイレクションが必要となりません。 これ
は数分かかります。
 

ルータがサーバを接続する場合、次の画面が表示されます。
 

リダイレクトが正常なら次の画面を得ます。
 

 
ステップ 16： デバイスが FindIT マネージャにチェックインしたかどうか見るために、
FindIT マネージャに行って下さい。 ネットワーク プラグアンドプレイへのナビゲート > 未
請求デバイス。
 



ステップ 17： デバイスが FindIT マネージャにチェックインしたことがわかって下さい。
それから RV160 または RV260 のためのコンフィギュレーションかイメージを管理できま
す。
 

 
結論
 

今うまく RV160/RV260 ルータの PnP を設定する必要があります。
 
RV34x シリーズ ルータの PnP を設定するために、ここをクリックして下さい。
 
FindIT ネットワーク管理に関する詳細については、ここをクリックして下さい。
 
FindIT およびネットワーク PnP について詳細を理解したいと思う場合ここをクリックして
下さい。
 
スマートなアカウントを要求する方法のさらに詳しい詳細についてはここをクリックして下
さい。
 
詳細を Cisco スマートなアカウントに FindIT ネットワーク マネージャの登録について学ぶ
ために、ここをクリックして下さい。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV34x-series-routers.html
/content/en/us/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5656-register-findit-network-manager-to-cisco-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5656-register-findit-network-manager-to-cisco-smart-account.html
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