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方法： 失われた Umbrella 秘密鍵を回復 
目標
 
回復不可能なキーを失う場合、すぐに血が体を通ってどのようにポンプでくみ始めることができ
るか知っています。 この技術情報は秘密 Application Programming Interface （API; アプリケーシ
ョン プログラミング インターフェイス）キーの損失から回復方法を示します。 この秘密鍵は一
度だけ生成されたとき表示し、再度表示されません。 API キー画面からのブラウザをナビゲート
すればその情報を失うことができます。
  
適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.1
  

要件
 

アクティブな Umbrella アカウント（1 つを持たないで下さいか。 引用符を要求するか、また
は無料試用版を開始して下さい）
  

、失いました秘密鍵を助けて下さい!
 
堅いニュースは、秘密鍵、行くイーサネットにそれ失いましたここにあります。 これがよりよい
ニュースに回る一方、リカバリプロセスが完全に苦痛なそれではないことです。 新しい API キー
の生成によって、新しい秘密鍵を生成します。 従ってリカバリプロセスは失われたキーと API キ
ー準を削除し、新しい API キー セットを生成することを含みます。
 
このガイドがナビゲートしているところで、開始します Umbrella アカウント ダッシュボードか
らの API キーおよび秘密鍵の把握から。 API および秘密鍵を追加するためにの後で、WAP デバ
イスにログインします。 あらゆる問題に動作する場合、ドキュメントとここに Umbrella サポー
トオプションがあるようにここに確認して下さい。
 
ステップ 1： 、ダッシュボード 画面からの Umbrella アカウントに記録 して後 > API キー『
Admin』 をクリック しました。
 

https://umbrella.cisco.com/products/features
https://signup.umbrella.com/
https://docs.umbrella.com/
https://umbrella.cisco.com/support/options/
https://umbrella.cisco.com/support/options/
https://docs.umbrella.com/
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API キー画面の構造分析-
 

追加して下さい API キー- Umbrella API と併用するための New 鍵の作成を始めます。
追加情報-この画面のための explainer との down/up を滑らせます。
トークン十分このアカウントによって作成されるすべてのキーおよびトークンが含まれてい
ます。 キーが作成されたら（読み込みます）
サポート文書-各セクションのトピックに関する Umbrella サイトのドキュメントへのリンク
。
 

 
ステップ 2.トークンの Umbrella ネットワーク Devices ボタンをよくクリックして下さい。
 



 
ステップ 3. Umbrella ネットワーク デバイスを選択し、次に Create ボタンをクリックして下さい
。
 

 
ステップ 4 キーは直ちに削除されます。 右上ハンド角の追加 API キー ボタンをクリックするか
、または作成 API キー ボタンをクリックして下さい。 それら両方は同じ機能します。
 



 
ステップ 5. Umbrella ネットワーク デバイスを選択し、次に Create ボタンをクリックして下さい
。
 

 
ステップ 6.秘密鍵の右へ Copy ボタンを、ポップアップ通知確認しますキーをコピーされますク
リップボードにクリックして下さい。
 

 



安全な位置にキーおよび秘密鍵をコピーした後、確認応答を完了するために確認するようにチェ
ックボックスをクリックしそして Close ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 7.テキストエディタのようなテキストエディタを開き、シークレットを貼り付ければ資
料への API キーは未来の参照用に、それらを分類します。 この場合ラベルは「Umbrella 秘密鍵
」です。 この同じテキストファイルに使用の短い 記述と共に秘密鍵との API キーを含めて下さ
い。 それからもし必要とすれば以降にアクセスして容易である安全な場所にテキストファイルを
保存して下さい。
 

 
特記事項： このキーを取得するために呼出すように失ったりまたは偶然そこの秘密鍵をです機能
またはサポート数削除しないで下さい。 それをシークレット保存して下さい、安全保存して下さ
い。 失われた場合、キーを削除し、Umbrella によって保護したい各 WAP デバイスとの API キー
を再承認する必要があります。
 
最良の方法: デバイスのこの資料のちょうど単一 コピーを、あらゆるネットワークから得難い
USB つまみドライブのような保存して下さい。
  
WAP デバイスの Umbrella の設定
 
Umbrella 内の API キーを作成したので、それらのキーを奪取 し、WAP デバイスでインストール
します。 ケースで WAP581 を使用しています。
 
ステップ 1： WAP デバイスに記録の後で、サイドバー メニューの Umbrella をクリックして下さ
い。
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YhpauKGgQ4
https://www.youtube.com/watch?v=_YhpauKGgQ4
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呼び出します。 Umbrella 画面は簡単ですが、の価値を持つ 2 つのフィールドがここに定義あり
ます:
 

バイパスするべきローカル ドメイン-このフィールドは Umbrella サービスから除かれること
を望む内部 ドメインが含まれています。
DNSCrypt - DNS クライアントと DNS リゾルバ間のパケットの転送を保護します。 この機
能はデフォルトでオンになっていて、この機能をしますネットワークをより少なくセキュア
に無効に します。
 

 



ステップ 3.対応するフィールドに API および秘密鍵を貼り付けて下さい
 

 
ステップ 4 有効のためのチェックボックスを確認すれば DNSCrypt はチェック状態に切り替わま
す。
 

 
注: DNSCrypt は DNS クライアントと DNS リゾルバ間の DNS 通信を保護します。 デフォルト
は有効に なります。
 
ステップ 5. （オプションの）は Umbrella を DNS 解決 プロセスによって可能にするために望む
ローカル ドメインを入力します。
 

 



注: すべてのイントラネット ドメインおよび分割DNS ドメインにこれが必要となります。 ネット
ワークがルーティングのためにローカル エリア ドメインの使用を必要とする場合、この機能を作
動中に得るために Umbrella サポートに連絡する必要があります。 ほとんどのユーザはこのオプ
ションを使用する必要はありません。
 
ステップ 6 変更に満足したか、またはバイパスするためにあなた自身のローカル ドメインを追加
した後右上手コーナーの SAVE ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 7 変更が完了するとき、フィールド 登録ステータスは「成功した」読みます。
 

  
すべてを確認することは正しい場所にあります
 
このときお祝い、保護された Cisco Umbrella です。 またはありますか。 Cisco は作成しました
ページ読み込みこれをすぐに判別することに専用されている Webサイトを確実であろう。 ここ
をクリックするか、またはブラウザ バーに https://InternetBadGuys.com を入力して下さい。
 
Umbrella が正しく設定されればこれと同じような画面によって挨拶されます!
 

https://InternetBadGuys.com
https://InternetBadGuys.com
https://InternetBadGuys.com
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