
 

Cisco Configuration Professional Express 3.3 機
能ガイド

初版：2017 年 1 月 30 日

概要
Cisco Configuration Professional Express（Cisco CP Express）は、組み込みのデバイス管理ツールで、
ブートストラップを行い、サービス統合型ルータ（ISR）をプロビジョニングすることができます。 

また、完全な WAN および LAN 設定を備えたネットワークをセットアップし、ワイヤレス アクセ
スおよびセキュリティ機能を提供します。セキュリティ機能は、IOS のバージョンが 15.5(1)T 以
降で、セキュリティ ライセンスが有効になっている場合にのみサポートされます。 

CCP Express で設定されたすべての設定は、デフォルトでスタートアップ コンフィギュレーショ
ンに保存されます。デバイスの設定に CCP Express を使用すれば、デバイスにログインして設定
を直接削除したり変更したりする必要がなくなり、設定ミスを回避できます。[セキュリティ

（Security）] タブは、セキュリティ ライセンスがデバイスで有効になっており、かつ IOS イメージ
が 15.5(1)T 以降である場合にのみ有効になります。

CCP Express には、新しいルータを設定するための 2 つのオプションがあります。[クイック セッ
トアップ ウィザード（Quick Setup Wizard）] を使用して基本設定を実行するオプションと、詳細
な設定オプションを設定する [詳細設定（Advanced Setup）] オプションです。新しいルータを設定
するには、クイック セットアップ ウィザードを推奨します。 

CCP Express を 初に実行するにあたり、クイック セットアップ ウィザードを使用すれば、
WAN、LAN、および基本的なセキュリティ設定など、ルータの基本設定タスクを迅速に実行でき
ます。 
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  スプラッシュ画面
スプラッシュ画面
スプラッシュ画面は、CCP Express がロードされているときに表示されます。これは現在のリ
リースに関する情報、および機能ガイドへのリンクを提供します。

図 1 スプラッシュ画面

クイック セットアップ ウィザードの使用方法 
Cisco CP Express を 初に実行するにあたり、クイック セットアップ ウィザードを使用すれば、
ルータの基本設定を迅速に実行できます。 

クイック セットアップ ウィザードを使用してルータを設定するには、次の手順を実行します。 

ステップ 1 図 2 に示すように、イーサネット ケーブルを使用して PC とルータを接続します。
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  クイック セットアップ ウィザードの使用方法
図 2 PC とルータを接続する

ステップ 2 次の手順を実行して、Cisco CP Express が正しくインストールされていることを確認します。

a. ブラウザを起動します。

b. アドレス バーに、Cisco CP Express がインストールされているルータの IP アドレスを入力し
ます。

たとえば、http://10.10.10.1 または https://10.10.10.1 と入力します。

c. ワンタイムのユーザ クレデンシャルを提供します。ルータで新しいユーザ名とパスワード
を指定するためのプロンプトが表示されたら、同じことを実行します。

d. [ログイン（Log In）] をクリックします。

e. 新しいユーザ アカウントを作成し、新しいユーザ クレデンシャルを使用してログインしま
す。Cisco CP Express のインストール画面が表示されます。

ステップ 3 Cisco CP Express のインストール画面の [クイック セットアップ ウィザード（Quick Setup 
Wizard）] をクリックし、クイック セットアップ ウィザードを起動します。
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  クイック セットアップ ウィザードの使用方法
図 3 Cisco CP Express のインストール画面

ステップ 4 クイック セットアップ ウィザードのウェルカム画面で設定の前提条件を読み、次に [開始する
（Get Started）] オプションをクリックします。 

図 4 クイック セットアップ ウィザードのウェルカム画面

ステップ 5 [ルータ名（Router Name）]、[ドメイン名（Domain Name）] を入力し、適切な [タイム ゾーン（Time 
Zone）] を選択して、基本設定を設定します。
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  クイック セットアップ ウィザードの使用方法
図 5 ルータの基本設定

ステップ 6 プライマリ WAN 接続を設定するためのプライマリ WAN のタイプを選択します。プライマリ 
WAN は、ルータがサポートする WAN のタイプに応じて、シリアル、3G/4G、イーサネット、また
はブロードバンド（xDSL）を設定できます。 

図 6  プライマリ WAN の設定

目的の WAN を設定する際の各 WAN のオプションについては、次のサブタスクを参照してくだ
さい。

• GSM 用セルラー WAN の設定

• CDMA 用セルラー WAN の設定

• イーサネット WAN の設定

• xDSL WAN の設定
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GSM 用セルラー WAN の設定

GSM セルラー WAN を設定するには、次の手順を実行します。

a. プライマリ WAN を設定する接続済みのセルラー WAN インターフェイスを選択します。

b. サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイヤラ インターフェイスで [継続
性の有効化（Enable Persistence）] を選択します。

c. [DNS サーバ情報を ISP から直接取得（Get DNS server information directly from ISP）] は、デ
フォルトで有効になっています。このオプションが有効な場合、IP アドレスを静的に割り当
てることはできません。

d. [NATの有効化（Enable NAT）] オプションは、有効にすることを推奨します。

e. [モデム ファームウェア（Modem Firmware）] はデフォルトでアクティブになっています。デ
フォルトのモデム ファームウェアを変更する場合は、対応するモデム ファームウェアをア
クティブにします。 

f. サービス プロバイダーから提供されたアクセス ポイント名（APN）を入力し、GSM プロファ
イルを設定します。

（注） この手順は、GSM の設定のみに適用されます。GSM の設定オプションは、選択されたファーム
ウェアが UMTS の場合にのみ使用できます。

g. サービス プロバイダーからユーザ名とパスワードを提供されている場合は、[ユーザ名とパ
スワードの設定（Configure username and password）] オプションを選択します。

h. アクティブ化する SIM を選択します。[自動ファームウェア スイッチ（Auto firmware switch）] 
オプションを有効にしている場合は、SIM カードを切り替えるとファームウェアも自動的に
切り替わります。 

（注） ルータに挿入されている SIM タイプを覚えておく必要があります。

（注） SIM のアクティブ化および [自動ファームウェア スイッチ（Auto firmware switch）] オプション
は、一部の Cisco ISR ルータではサポートされていません。 

i. 3G/4G WAN テクノロジーに [モバイル通信用グローバル システム（GSM）（Global System for 
Mobile Communications (GSM)）] を選択します。

j. [次へ（Next）] をクリックします。
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図 7 GSM 用セルラー WAN の設定

CDMA 用セルラー WAN の設定

CDMA セルラー WAN を設定するには、次の手順を実行します。

a. プライマリ WAN を設定する接続済みのセルラー WAN インターフェイスを選択します。

b. サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイヤラ インターフェイスで [継続
性の有効化（Enable Persistence）] を選択します。

c. [DNS サーバ情報を ISP から直接取得（Get DNS server information directly from ISP）] は、デ
フォルトで有効になっています。このオプションが有効な場合、IP アドレスを静的に割り当
てることはできません。 

d. [NATの有効化（Enable NAT）] オプションは、有効にすることを推奨します。

e. [モデム ファームウェア（Modem Firmware）] はデフォルトでアクティブになっています。デ
フォルトのモデム ファームウェアを変更する場合は、対応するモデム ファームウェアをア
クティブにします。 

f. アクティブ化する SIM を選択します。[自動ファームウェア スイッチ（Auto firmware switch）] 
オプションを有効にしている場合は、SIM カードを切り替えるとファームウェアも自動的に
切り替わります。 

（注） ルータに挿入されている SIM タイプを覚えておく必要があります。

（注） SIM のアクティブ化および [自動ファームウェア スイッチ（Auto firmware switch）] オプション
は、一部の Cisco ISR ルータではサポートされていません。 

g. 3G/4G WAN テクノロジーに [符号分割多重接続（CDMA）（Code Division Multiple Access 
(CDMA)）] を選択します。

h. [次へ（Next）] をクリックします。
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図 8 CDMA 用セルラー WAN の設定

シリアル WAN の設定

シリアル WAN を設定するには、次の手順を実行します。

a. シリアル WAN を設定するシリアル インターフェイスを選択します。

b. IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらを設定するかに基づいて、適切な IP アドレス設定情
報を選択します。IP アドレスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレス
の詳細を指定します。WAN インターフェイスに対し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプショ
ンを有効にすることを推奨します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイ
ダーのプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、または [静的 IP アドレス（Static IP 
Address）] を指定できます。[自動設定（AutoConfig）] を選択した場合は、[IPv6 DHCP クライア
ントとして動作（Act as an IPv6 DHCP client）] オプションを有効にします。[プロバイダーの
プレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）] または [静的 IP アドレス（Static IP Address）
] オプションを選択した場合は、プレフィックスおよびプレフィックス マスクの詳細を入力
します。 

c. 必要なシリアル通信モードを選択します。これは同期または非同期のいずれかを選択できます。 

d. 必要なシリアル カプセル化タイプを選択します。同期モードの場合は HDLC または PPP、非
同期モードの場合は SLIP または PPP を選択できます。PPP を選択した場合は、さらに PAP 
または CHAP を選択できます。

e. [Next] をクリックします。 
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図 9 シリアル WAN の設定

イーサネット WAN の設定

イーサネット WAN を設定するには、次の手順を実行します。

a. イーサネット WAN を設定するイーサネット インターフェイスを選択します。 

b. IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらを設定するかに基づいて、適切な IP アドレス設定情
報を選択します。IP アドレスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレス
の詳細を指定します。WAN インターフェイスに対し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプショ
ンを有効にすることを推奨します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイ
ダーのプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、または [静的 IP アドレス（Static IP 
Address）] を指定できます。[自動設定（AutoConfig）] を選択した場合は、[IPv6 DHCP クライア
ントとして動作（Act as an IPv6 DHCP client）] オプションを有効にします。[プロバイダーの
プレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）] または [静的 IP アドレス（Static IP Address）
] オプションを選択した場合は、プレフィックスおよびプレフィックス マスクの詳細を入力
します。 

c. PPPoE を有効にする場合は、必要な認証モードを選択します。ここでは、PAP または CHAP を
選択できます。

d. サービス プロバイダーから提供されたユーザ名とパスワードを入力します。 

e. [Next] をクリックします。
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図 10 イーサネット WAN の設定

xDSL WAN の設定

xDSL WAN を設定するには、次の手順を実行します。

a. コントローラ（VDSL、SHDSL または ADSL）、適切なモード、およびインターフェイスを選択
します。

（注） モードの情報は、サービス プロバイダーから取得できます。モードが不明な場合は、[自動（Auto）] 
モードを選択します。

b. IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらを設定するかに基づいて、適切な IP アドレス設定情
報を選択します。IP アドレスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレス
の詳細を指定します。WAN インターフェイスに対し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプショ
ンを有効にすることを推奨します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイ
ダーのプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、または [静的 IP アドレス（Static IP 
Address）] を指定できます。[自動設定（AutoConfig）] を選択した場合は、[IPv6 DHCP クライア
ントとして動作（Act as an IPv6 DHCP client）] オプションを有効にします。[プロバイダーの
プレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）] または [静的 IP アドレス（Static IP Address）
] オプションを選択した場合は、プレフィックスおよびプレフィックス マスクの詳細を入力
します。 

c. [接続と認証（Connection and authentication）] の下で、イーサネット インターフェイスのカプ
セル化キーを指定します。[ATM インターフェイス（ATM interface）] で VPI および VCI 情報
を指定します。[PPPoE の有効化（Enable PPPoE）] を選択した場合は、認証方式として PAP ま
たは CHAP を選択し、サービス プロバイダーから提供されたユーザ名とパスワードを入力
します。

d. [Next] をクリックします。
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図 11 xDSL WAN の設定 

ステップ 7 バックアップ WAN を設定する場合は、[バックアップ WAN の有効化（Enable Backup WAN）] オ
プションを選択します。ステップ 4 のサブ タスクに従い、目的のバックアップ WAN のタイプを
設定して、[次へ（Next）] をクリックします。 

図 12 バックアップ WAN の設定

ステップ 8 [次へ（Next）] をクリックして LAN 設定を完了します。これにより DHCP プールが自動的に設定
され、LAN ネットワークに同じ DHCP プールを使用できるようになります。

LAN の設定

ステップ 9 LAN の設定を実行するには、以下の手順に従ってください。

e. 既存のネットワークを編集するには、[LAN ネットワークの変更（Change LAN network）] を選
択します。
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図 13 [LAN の設定（LAN Configuration）] ページ

f. 既存のネットワークが変更される前に、確認のアラート メッセージが表示されます。先に進
むには [OK] をクリックします。

図 14 [アラート（Alert）] ページ

g. 新しい LAN ネットワークを追加する場合、[新しい LAN ネットワークの追加（add a new LAN 
network）] オプションを選択します。

h. 新しいネットワークの [プール名（Pool name）]、[プールのネットワーク（Pool network）]、[サ
ブネット マスク（Subnet Mask]、[IP アドレス（IP address）] を設定します。
12



 

Cisco Configuration Professional Express 3.3 機能ガイド

  クイック セットアップ ウィザードの使用方法
図 15 LAN ネットワークの設定 

ステップ 10 [次へ（Next）] をクリックし、セキュリティを設定します。

i. [ファイアウォール機能の有効化（Enable Firewall features）] を選択し、次に [基本的なトラ
フィックを許可するポリシーの作成（Create policy which allows basic traffic）] オプションを選
択してセキュリティ機能を設定したら、[次へ（Next）] をクリックします。

図 16 セキュリティ設定

ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックして、[サマリー（Summary）] 画面で設定の変更を確定します。
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図 17 [確認（Confirmation）] 画面 

ステップ 12 設定には時間がかかることを知らせ、設定を続行するかどうかの確認を求めるメッセージが表
示されます。設定の変更を続行するには、[はい（Yes）] をクリックします。 

ステップ 13 クイック セットアップ ウィザードを使用した設定が完了すると、完了メッセージが表示されます。 

図 18 クイック セットアップ ウィザードを使用した設定の完了  

ステップ 14 （任意）WAN 接続のステータスを確認するには、[WAN 接続のテスト（Test WAN Connection）] を
クリックします。
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図 19 [WAN 接続のテスト（Test WAN Connection）] 画面

CCP Express の拡張モードを使用した設定
ここでは、CCP Express の拡張モードを使用して Cisco ISR G2 ルータを設定する方法について説
明します。画面と設定の手順は、Cisco ISR G2 ルータがサポートする WAN 設定オプションおよ
びソフトウェア機能によって若干異なります。 

（注） Cisco 800M シリーズ ルータでは、WAN の設定の設定画面が若干異なります。Cisco 800M シリー
ズ ルータの WAN の設定の手順については、「Cisco 800M シリーズ ルータの WAN の設定」セク
ション（60 ページ）を参照してください
15



 

Cisco Configuration Professional Express 3.3 機能ガイド

  CCP Express の拡張モードを使用した設定
CCP Express ランディング ページ、ナビゲーション、オプション 
図 20 は、すべての機能にアクセスできる CCP Express ランディング ページを表示します。

図 20 CCP Express ランディング ページ 

図 21 は、すべての拡張モードで可能なトップ メニューの各種機能を表示します。

図 21 拡張モードの機能  

図 22 は、CCP express のアップグレード、工場出荷時状態へのリセット、設定、フィードバック、お
よびヘルプへのリンクを含めたオプションを表示します。

図 22 オプション 
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イーサネット プライマリ WAN アップリンクの設定

ここでは、イーサネット プライマリ WAN アップリンクを設定して、IPv4 ネットワークまたは 
IPv6 ネットワーク内のクライアントが有線または無線でインターネットにアクセスできるよう
にする方法について説明します。イーサネット プライマリ WAN アップリンクを設定し、有線ま
たは無線のインターネット アクセスを可能にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 インターフェイスのリストから、WAN が接続されているインターフェイスを選択して [編集
（Edit）] をクリックします。[インターフェイスの編集（Edit Interface）] ページが表示されます。 

– [インターフェイスの編集（Edit Interface）] > [プライマリ セカンダリ インターフェイス
（Primary Secondary Interface）] で、[プライマリ WAN インターフェイス（Primary WAN 

Interface）] オプションを選択すると、この WAN インターフェイス用にデフォルト ルー
トが作成されます。 

– デバイスがセキュリティをサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to 
WAN Zone）] オプションが表示され、これを有効にすると WAN インターフェイスを 
WAN ゾーンの一部にすることができます。多くのセキュリティ機能で、WAN インター
フェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須要件になっています。

ステップ 3 [インターフェイスの編集（Edit Interface）] > [接続（Connection）] ページで、[PPPoE の有効化
（Enable PPPoE）] チェック ボックスをオンにし、[説明（Description）] フィールドに説明を入力し
ます。 

ステップ 4 [インターフェイスの編集（Edit Interface）] ページで、IP アドレスの割り当てが動的であるか静的
であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。WAN インターフェイスに対し、[NAT の有
効化（Enable NAT）] オプションを有効にすることを推奨します。これにより NAT オーバーロード
設定が作成され、すべての LAN IP は WAN アップリンクに送信される前にパブリック IP に変換
されます。

図 23 [インターフェイスの編集（Edit Interface）] ページ
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図 24 [インターフェイスの編集（Edit Interface）] ページ

ステップ 5 （任意）有線/無線 LAN を設定するには、「IPv4 ネットワークでの有線/無線インターネット アク
セスのための xDSL WAN アップリンクの設定」セクションの手順 2 ～ 14 を実行します。 

ステップ 6 [インターフェイスの編集（Edit Interface）] > [認証（Authentication）] ページで、[CHAP] または 
[PAP] チェックボックスをオンにして、サービス プロバイダーから提供されたユーザ名とパス
ワードを指定します

ステップ 7 [OK] をクリックします。 

3G/4G をバックアップとするイーサネット プライマリ WAN アップリン
クの設定

ここでは、3G または 4G をバックアップとするイーサネット プライマリ WAN アップリンクを
設定する方法について説明します。3G または 4G をバックアップとするイーサネット プライマ
リ WAN アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 インターフェイスのリストから、WAN が接続されているインターフェイスを選択して [編集
（Edit）] をクリックします。

[インターフェイスの編集（Edit Interface）] ページが表示されます。

ステップ 3 [インターフェイスの編集（Edit Interface）] ページで、IP アドレスの割り当てが動的であるか静的
であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。

ステップ 4 DHCP クライアントの IP アドレスが WAN アップリンクに送信される前に変換されるように、
[NAT の有効化（Enable NAT）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 （任意）セクションIPv4 ネットワークで有線またはワイヤレスでインターネットにアクセスする 
xDSL WAN アップリンクの設定（19 ページ）のステップ 2 から 14 を実行して、有線 LAN または
無線 LAN を設定します。

ステップ 6 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 7 [インターフェイス（Interfaces）] ページで 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリッ
クしてその設定を編集します。
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ステップ 8 3G モデムのアカウントに基づいて、モデムのアカウントまたはモデムのアクティベーションの
情報を指定します。
詳細については、3G CDMA WAN プライマリ アップリンクの設定（23 ページ）および3G GSM 
WAN プライマリ アップリンクの設定（25 ページ）を参照してください。

ステップ 9 WAN インターフェイスで [バックアップ WAN インターフェイス（Backup WAN Interface）] を選
択して、使用するプライマリ WAN インターフェイスを選択します。これは、ステップ 2 で設定し
たイーサネット インターフェイスです。

ステップ 10 接続を検証できる信頼性を備えたネットワークの IP アドレスを指定します。

ステップ 11 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイアラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。
デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続はディセーブルになってい
ます。

ステップ 12 [OK] をクリックすると、3G または 4G をバックアップとするイーサネット プライマリ WAN 
アップリンクが設定されます。

IPv4 ネットワークで有線またはワイヤレスでインターネットにアクセ
スする xDSL WAN アップリンクの設定

ここでは、xDSL WAN アップリンクを設定し、IPv4 ネットワークのクライアントが有線またはワ
イヤレスでインターネットにアクセスできるようにする方法について説明します。WAN アップ
リンクを設定して、有線またはワイヤレスでインターネットにアクセスできるようにするには、
次の手順を実行します。 

ステップ 1 xDSL プライマリ WAN アップリンクの設定（22 ページ）の説明にしたがって xDSL の設定を完了
した後、新しい DHCP プールを作成します。

ステップ 2 基本的な設定ページを開くには、[基本設定（Basic Settings）] をクリックします（図 28）。

ステップ 3 DHCP インターフェイスで [追加（Add）] をクリックし、次の項目を指定して新しい DHCP プール
を作成します。

• [プール名（Pool Name）]：DHCP プールの名前

• [プール ネットワーク（Pool Network）]：目的の有線クライアントまたはワイヤレス クライア
ントに割り当てられたすべての IP アドレスを含むサブネットの IP アドレス

• [すべての DHCP オプションを DHCP サーバ データベースにインポートする（Import all 
DHCP options in to the DHCP server database）]：DHCP サーバ データベースにすべての DHCP 
オプションをインポートするには、このチェックボックスをオンにします。これにより、DNS 
がサービス プロバイダーから読み込まれ、すべての DHCP クライアントに伝播されます。

• [WLAN-gigabitEthernet0 上でトランクを有効にする（Enable Trunk on wlan-gigabitEthernet0）
]：有線アクセスまたはワイヤレス アクセスで VLAN1 のみを許可する場合は、このチェック
ボックスをオフにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっていて、
VLAN1 も含め、複数の VLAN が有線または無線でインターネットにアクセスできます。

ステップ 4 [OK] をクリックすると、DHCP プールが作成されます。

ステップ 5 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページ（図 25）
を開きます。
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図 25 [インターフェイス（Interfaces）] ページ

ステップ 6 [VLAN の追加（Add VLAN）] をクリックして [VLAN の追加（Add VLAN）] ダイアログボックス
を開き、作成する VLAN の一意の ID を指定します。

ステップ 7 IPv4 アドレスのタブで [DHCP から選択（Select from DHCP）] を選択して、ドロップダウン リス
トから（ステップ 3 で作成した）DHCP プールを選択します。
これにより、作成した DHCP プールから IP アドレスを割り当てることができます。

ステップ 8 [OK] をクリックします。

ステップ 9 [Wi-Fi] をクリックして [ワイヤレス（Wireless）] ページを開きます。

ステップ 10 ワイヤレス デバイスを一意に識別する SSID を指定します。
SSID には、 大 32 文字の英数字を使用できます。

ステップ 11 アクセス ポイント ビーコンで SSID をブロードキャストするには、[ビーコンのブロードキャス
ト SSID（Broadcast SSID in Beacon）] チェックボックスをオンにします。
SSID をブロードキャストすると、SSID を指定していないデバイスがこのアクセス ポイントと
アソシエートできます。このオプションは、ゲストやパブリック スペースのクライアント デバ
イスが SSID を使用する場合に便利です。SSID をブロードキャストしない場合、クライアント デ
バイスの SSID がこの SSID と一致しない限り、そのクライアント デバイスはアクセス ポイント
とアソシエートできません。アクセス ポイント ビーコンで指定できる SSID は 1 つのみです。

ステップ 12 [VLAN ID の有効化（Enable VLAN ID）] を選択し、ステップ 6 で作成した VLAN の ID を指定し
ます。
これにより、（ステップ 10 で指定した）SSID に接続するクライアントが、この VLAN に関連付け
られた DHCP プールにある IP アドレスを使用できるようになります。

ステップ 13 SSID のセキュリティ設定を選択します。

• [スタティック WEP キー（Static WEP Key）]：WEP キーのインデックスおよびキー サイズを
選択し、スタティック WEP の暗号キーを入力します。キー インデックスには、1 ～ 4 を指定
できます。キー サイズには、40 ビットまたは 128 ビットを指定できます。

• [WPA2]：WPA2 暗号キーを指定し、キー タイプを選択します。キー タイプには、ASCII または 
16 進数を指定できます。
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ステップ 14 [適用（Apply）] をクリックします。
ページ下部の SSID の表に、指定した SSID が表示されます。

IPv6 ネットワークでの xDSL プライマリ WAN アップリンクの設定

Cisco CP Express を使用して、DHCPv6（Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6）のサーバと
クライアントの両方を設定できます。Cisco CP Express では、IPv6 アドレスの設定で使用できる
手法はプレフィックス委任のみです。詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk872/technologies_configuration_example09186a0080b8a116.shtml 
を参照してください。

プレフィックス委任方式を使用して IPv6 ネットワークで xDSL プライマリ WAN アップリンク
を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 メイン インターフェイスまたはサブインターフェイスのいずれか（ATM0 または Ethernet0）に設
定する DSL インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックしてインターフェイスの設定
を編集します。

（注） 使用する DSL アップリンクに基づいて、適切なレイヤ 2 インターフェイスを選択します。ADSL 
アップリンクの場合は、レイヤ 2 インターフェイスとして ATM0 を選択し、VDSL アップリンク
の場合は、レイヤ 2 インターフェイスとして Ethernet0 を選択します。

ステップ 3 [接続（Connection）] タブで、PPoE をイネーブルにして、接続の説明、VPI 値、および VCI 値を指定
します。

ステップ 4 [IPv4 アドレス（IPv4 Address）] タブで [IP アドレスなし（No IP Address）] を選択します。

ステップ 5 [IPv6 アドレス（IPv6 Address）] タブで、[自動設定（Autoconfig）] を選択し、[IPv6 DHCP クライア
ントとして動作（Act as an IPv6 DHCP Client）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [認証（Authentication）] タブで、認証方式を選択し、認証用としてサービス プロバイダーから提供
されたユーザ名とパスワードを指定します。

ステップ 7 [OK] をクリックして設定を完了します。
ここで、VLAN を編集して、IPv6 をサポートできるようにする必要があります。

ステップ 8 [インターフェイス（Interfaces）] ページで VLAN インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をク
リックしてその設定を編集します。

ステップ 9 VLAN ID を指定して、その VLAN にポートを関連付けます。

ステップ 10 [IPv4 アドレス（IPv4 Address）] タブで [IP アドレスなし（No IP Address）] を選択します。

ステップ 11 [IPv6 アドレス（IPv6 Address）] タブで、タイプとして [プロバイダーのプレフィックスを使用
（Use Prefix from Provider）] を選択し、プロバイダーのプレフィックスとプレフィックス マスク
を指定します。

ステップ 12 [OK] をクリックします。
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xDSL プライマリ WAN アップリンクの設定

xDSL プライマリ WAN アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。 

ステップ 2 コントローラ（VDSL、SHDSL、ADSL など）を選択し、モードを選択して、[インターフェイスの設
定（Configure Interface）] をクリックすると、選択されたモードに対して適切なインターフェイス
が表示されます。適切なインターフェイスを選択します（ATM またはイーサネット）。 

（注） 注：モードの情報は、サービス プロバイダーから取得できます。モードが不明な場合は、[自
動（Auto）] モードを選択し、[OK] ボタンをクリックします。また、WAN インターフェイス
が接続されていることを確認します。数分後、show controller controller  を実行してコン
トローラを確認し、どのインターフェイスがサービス プロバイダーによってトレーニン
グされるのかを確認します。次に、インターフェイスを編集してトレーニングされるイン
ターフェイスを選択し、設定を完了します。 

ステップ 3 [プライマリ セカンダリ インターフェイス（Primary Secondary Interface）] セクションでプライマ
リのインターフェイスを選択します。これによりデフォルト ルートが設定されます。これが [な
し（None）] とマークされていると、デフォルト ルートは設定されません。 

デバイスがセキュリティをサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN 
Zone）] オプションが表示され、これを有効にすると WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一
部にすることができます。多くのセキュリティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの
一部にすることが必須要件になっています。

ステップ 4 [接続（Connection）] セクションで、[PPPoE の有効化（Enable PPPoE）] チェックボックスをオンに
し、[説明（Description）] フィールドに説明を入力します。イーサネット インターフェイスの場合
はカプセル化を指定し、ATM の場合は VPI および VCI を指定します。このとき特定のサブイン
ターフェイスが作成されるので、それらも設定します。カプセル化を指定しない場合、メイン イ
ンターフェイスでの設定は完了です。

ステップ 5 設定するアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるかに応じて、該当するタブを選択します。IP アド
レスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。 

このタイプとして、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）（Easy IP (IP Negotiated)）]、[スタティック IP 
アドレス（Static IP Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。デフォ
ルトの IPv4 アドレス設定は「ネゴシエート（IP Negotiated）」です。

WAN インターフェイスに対し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプションを有効にすることを推
奨します。これにより NAT オーバーロード設定が作成され、すべての LAN IP は WAN アップリ
ンクに送信される前にパブリック IP に変換されます。

IPv6 アドレスを設定する場合： 

– IPv6 アドレス タイプを選択します。

IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイダーのプレフィックスを使用（Use Prefix 
from Provider）]、[スタティック IP アドレス（Static IP Address）]、または [IP アドレスなし（No IP 
Address）] を指定できます。 

（注） 設定を編集するにあたり、コントローラを選択したり、設定に基づいてインターフェイスまたは
サブインターフェイスを直接選択したりできます。
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（注） 設定を編集するにあたり、コントローラを選択したり、設定に基づいてインターフェイスまたは
サブインターフェイスを直接選択したりできます。

（注）  Cisco CP Express では、IPv6 アドレスの設定の場合、プロバイダーのプレフィックスを使用する
方法のみをサポートしています。

ステップ 6 [認証（Authentication）] タブで、認証方式（PAP または CHAP）を選択し、サービス プロバイダーか
ら提供されたユーザ名とパスワードを指定します。 

ステップ 7 [OK] をクリックすると、DSL アップリンクが作成されます。 

3G/4G WAN プライマリ アップリンクの設定

ここでは、有線 LAN または無線 LAN でアクセスする 3G WAN プライマリ アップリンク（CDMA 
と GSM 用）を設定する方法について説明します。

• 3G CDMA WAN プライマリ アップリンクの設定（23 ページ）

• 3G GSM WAN プライマリ アップリンクの設定（25 ページ）

• 4G WAN プライマリ アップリンクの設定（26 ページ）

3G CDMA WAN プライマリ アップリンクの設定

前提条件

3G モデムのタイプに基づいて、アクティベーション方法は、OMA-DM OTASP、または手動
（フォールバック）とすることができます。サービス プロバイダーから、次のアカウント情報を収
集する必要があります。

• 3G インターフェイスで手動（フォールバック）によるアクティベーションを使用する場合
は、Mobile Directory Number（MDN）番号、Mobile Subscriber Identification（MSID）番号、および 
Mobile Subscriber Lock（MSL）番号をサービス プロバイダーから入手し、これらを [アカウン
ト情報（Account Information）] タブで指定します。

• 3G インターフェイスで OTASP によるアクティベーションを使用する場合は、電話番号を
サービス プロバイダーから入手し、これらを [アカウント情報（Account Information）] タブで
指定します。

3G CDMA WAN プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
[セルラー設定の編集（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます（図 29）。
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図 26 [セルラー設定の編集（Edit Cellular Configuration）] ページ

ステップ 3 [モデムの有効化（Modem Activation）] タブで、[モデムの有効化（Activate Modem）] チェックボック
スをオンにして、アクティベーション方法を選択し、必要な情報を指定します。モデムのアクティ
ベーション方法は、OMA-DM、OTASP、または手動（フォールバック）とすることができます。

ステップ 4 [WAN] タブで、[プライマリ WAN インターフェイス（Primary WAN Interface）] を選択します。デ
バイスがセキュリティをサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN Zone）] 
が表示され、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることができます。多くのセキュ
リティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須要件になってい
ます。

ステップ 5 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイアラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。
デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続はディセーブルになってい
ます。

（注） 固定接続とは、常時「オン」になっている接続です。この接続では、接続を維持するためにキープ
アライブ パケットが送信されます。
固定接続ではない接続はオンデマンド接続であり、データを送受信する要求がインターフェイ
スで発生した場合にのみ、モデムがダイヤル発信します。データ ID が送受信されない時間が 60 
秒間継続すると、接続は切断され、データを送受信する要求が発生すると、再びモデムがダイヤ
ル発信します。

ステップ 6 [OK] をクリックします。
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3G GSM WAN プライマリ アップリンクの設定

前提条件

3G GSM WAN プライマリ アップリンクの設定を開始する前に、アクセス ポイント ネーム
（APN）、PDP タイプ、認証方式、およびユーザ名とパスワードをサービス プロバイダーから必ず
入手しておきます。

3G GSM WAN プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
[セルラー設定の編集（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます（図 27）。

図 27 [セルラー設定の編集（Edit Cellular Configuration）] ページでのモデム アカウントの詳細の編集

ステップ 3 [モデム アカウント（Modem Account）] タブで、使用するモデム アカウントの APN を指定します。

（注） モデム アカウントの PDP タイプ、ユーザ名、およびパスワードがサービス プロバイダーから得ら
れていない場合は、[サービス プロバイダーがユーザ名とパスワードを指定（Username and 
Password is provided by service provider）] チェックボックスをオフにして、ステップ 7 に進みます。

ステップ 4 パケット データ プロトコル（PDP）のタイプを選択します。
IPv4 または PPP を指定できます。デフォルトでは IPv4 です。

ステップ 5 [サービス プロバイダーがユーザ名とパスワードを指定（Username and Password is provided by 
service provider）] チェックボックスをオンにして、使用するモデム アカウントのユーザ名とパス
ワードを指定します。

ステップ 6 認証方式を選択します。
PAP または CHAP を指定できます。
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ステップ 7 [WAN] タブで、使用する 3G アップリンクとしてプライマリ WAN インターフェイスを選択しま
す。デバイスがセキュリティをサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN 
Zone）] が表示され、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることができます。多くの
セキュリティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須要件に
なっています。

ステップ 8 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイアラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。
デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続はディセーブルになってい
ます。

（注） セルラーがプライマリ WAN インターフェイスとして設定されている場合は、他のインターフェ
イスをセカンダリ インターフェイスとしてマークすることはできません。または、セルラーをセ
カンダリとして設定する必要がある場合は、同じセルラー画面にプライマリ インターフェイス
を設定する必要があります。 

ステップ 9 [OK] をクリックします。

4G WAN プライマリ アップリンクの設定

4G WAN プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 4G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
[セルラー設定の編集（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます。

ステップ 3 [WAN] タブで、使用する 4G アップリンクとして [プライマリ WAN インターフェイス（Primary 
WAN Interface）] を選択します。

ステップ 4 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイヤラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。
デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続は無効になっています。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

シリアル プライマリ アップリンクの設定

シリアル プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 シリアル インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] ボタンをクリックします。

ステップ 3 使用可能なプライマリ セカンダリ インターフェイスで、プライマリ WAN インターフェイスま
たはバックアップ WAN インターフェイスを選択します。

ステップ 4 接続モードは [同期（Synchronous ）] または [非同期（Asynchronous ）] を、カプセル化は [HDLC] ま
たは [PPP] を選択します。（図 28）。

ステップ 5 接続の説明を入力します。
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ステップ 6 IPv4 アドレスに、[スタティックIP（Static IP）]、[DHCP]、または [Easy IP] を選択します。

ステップ 7 IPv6アドレスに、[スタティックIP（Static IP）] 、[プロバイダーのプレフィックス（Prefix from 
Provider）]、または [自動設定（Autoconfig）] を選択します。

ステップ 8 [OK] をクリックしてインターフェイスを保存します。

図 28 シリアル プライマリ アップリンクの設定 

バックアップ用の 3G/4G WAN アップリンクを持つプライマリ xDSL の
設定

バックアップ用の 3G/4G WAN アップリンクを持つプライマリ xDSL を設定するには、次の手順
を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 サブインターフェイス（ATM0 または Ethernet0）を選択し、[編集（Edit）] をクリックしてインター
フェイスの設定を編集します。

（注） 使用する DSL アップリンクに基づいてレイヤ 2 インターフェイスを選択します。ADSL アップ
リンクの場合は、レイヤ 2 インターフェイスとして ATM0 を選択し、VDSL アップリンクの場合
は、レイヤ 2 インターフェイスとして Ethernet0 を選択します。

ステップ 3 [接続（Connection）] タブで、PPoE をイネーブルにして、接続の説明、VPI 値、および VCI 値を指定
します。

ステップ 4 [IPv4 アドレス（IPv4 Address）] タブで、 [Easy IP（ネゴシエート済みの IP）（Easy IP (IP Negotiated)）] 
を選択し、[NAT の有効化（Enable NAT）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [認証（Authentication）] タブで、認証方式を選択し、認証用のユーザ名とパスワードを指定します。
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ステップ 6 [OK] をクリックすると、DSL アップリンクが作成されます。

ステップ 7 DSL アップリンクを作成した後、ステップ 6 で作成したサブ インターフェイスを選択して [編集
（Edit）] をクリックします。

ステップ 8 [IPv4 アドレス（IPV4 Address）] タブに移動し、このサブ インターフェイスに関連付けられたダ
イヤラを探します。
3G バックアップ リンクでは、DSL がダウンしたときに、このダイヤラ情報を使用してプライマ
リ アップリンクを探します。

ステップ 9 [インターフェイス（Interfaces）] ページで 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリッ
クしてその設定を編集します。

ステップ 10 3G モデムのアカウントに基づいて、モデムのアカウントまたはモデムのアクティベーションの
情報を指定します。
詳細については、3G CDMA WAN プライマリ アップリンクの設定（23 ページ）および3G GSM 
WAN プライマリ アップリンクの設定（25 ページ）を参照してください。

ステップ 11 WAN インターフェイスで [バックアップ WAN インターフェイス（Backup WAN Interface）] を選択
し、使用するプライマリ WAN インターフェイス（ステップ 8 で作成したダイヤラ）を選択します。

ステップ 12 接続を検証できる信頼性を備えたネットワークの IP アドレスを指定します。

ステップ 13 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイヤラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。
デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続は無効になっています。

ステップ 14 [OK] をクリックします。

プラグ アンド プレイ サーバ機能

これは従来のプラグ アンド プレイ アプリケーションで、このアプリケーションのサポートは 
Cisco Configuration Professional Express リリース 3.3 で削除されました。

基本的な診断およびトラブルシューティング

ここでは、ルータの基本的な診断およびトラブルシューティングの方法について説明します。

ここでは、次の項目について説明します。

• 「ping および traceroute」セクション（28 ページ）

• 「CLI の設定」セクション（29 ページ）

• 「ダッシュボード」セクション（31 ページ）

ping および traceroute

ping および traceroute ユーティリティを使用すると、ネットワークとデバイスとの接続の基本的
なトラブルシューティングが可能です。

デバイスの接続をトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [トラブルシューティング（Troubleshoot）] をクリックして、[Ping および Traceroute（Ping and 
Traceroute）] ページを開きます。
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図 29 [Ping および Traceroute（Ping and Traceroute）] ページ

ステップ 2 （任意）送信元 IP アドレス（IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス）またはインターフェイスを指定
します。

ステップ 3 宛先の IP アドレス（IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス）またはホスト名を指定します。

ステップ 4 [Ping] をクリックして、宛先 IP アドレスが到達可能であるかどうかを確認します。

ステップ 5 [Traceroute] をクリックして、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの間を通過できるルートの
リストを表示します。

ステップ 6 [詳細（details）] ボックスの右側にある [コピー（COPY）] または [ダウンロード（DOWNLOAD）] ア
イコンをクリックして、取得したデータをクリップボードにコピーまたはダウンロードするこ
ともできます。

CLI の設定

CLI の設定機能を使用すると、ルータのコマンド プロンプトから直接実行できる IOS CLI コマ
ンドを設定または実行することができます。

CLI を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [CLI の設定（Configure CLI）] をクリックして、[CLI 設定（Any CLI configuration）] ページを開きます。

ステップ 2 [CLI の設定（Configure CLI）] タブで、CLI を実行するモードを選択します。
このモードとして、[Exec] または [設定（Configure）] を選択できます。
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図 30 [Config] モードで実行するコマンドの例

図 31 [Exec] モードで実行するコマンドの例

ステップ 3 テキストボックスに、実行する CLI を入力します。

ステップ 4 この CLI を実行するには、[コマンドの実行（Run Command）] をクリックします。CLI の出力が表
示されます。

ステップ 5 [詳細（details）] ボックスの右側にある [コピー（COPY）] または [ダウンロード（DOWNLOAD）] ア
イコンをクリックして、取得したデータをクリップボードにコピーまたはダウンロードするこ
ともできます。

（注） 対話型コマンドとサービス モジュール関連コマンドは、CLI の設定機能では設定できません。
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ダッシュボード

ダッシュボード ビューには、ルータのリアルタイムのハードウェア ヘルス ステータスに加え、フ
ラッシュおよびシステム メモリ、CPU 使用率、WAN インターフェイスのステータス、さらには
ネットワークのセキュリティ アスペクトが表示されます。ダッシュボードには [ルータ（Router）] 
と [セキュリティ（Security）] の 2 つのセクションがあります。 

ルータ ダッシュボードの表示

ダッシュボード ビューを使用してルータの診断情報を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [ルータ（Router）] をクリックして、[ルータの診断（Router 
Diagnostics）] ダッシュボード ビューを開きます。

図 32 [ダッシュボード（Dashboard）] ページ

図 33 デバイスの詳細

[ハードウェア ヘルス（Hardware Health）] セクションには、ルータの総電力消費量、システムの
ファンの数およびそのステータス、CPU の温度、およびバッテリ状態が表示されます。ルータが
ハードウェア情報を公開していない場合、UI にこのセクションは表示されません。

プライマリおよびバックアップ WAN インターフェイスが設定されている場合は、同じステータ
スがそのインターフェイス名とともに表示されます。管理ステータスと動作ステータスの両方
がオンになっているとき、ステータスは緑色のみで表示されます。また、WAN インターフェイス
を通過するトラフィックの量も表示されます。
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[デバイスの詳細（Device Details）] セクションには、ホスト名、デバイス タイプ、IOS のバージョ
ン、 後のリロードからのシステム稼働時間、現在のシステム時刻、およびルータの 後のリ
ロードの原因が表示されます。 後のリロードの原因には、ルータを再起動するために reload コ
マンドを実行したことによる正常なリロード、電源オン、システム クラッシュなどがあります。

インターフェイス グラフでは、インターフェイスがタイプ別にグループ化され、稼働または停止
しているインターフェイスの数が表示されます。グラフ上にマウスのカーソルを重ねると、その
インターフェイスのツールチップが表示されます。

ステップ 2 グラフを更新するには、グラフ セクションの上部にある更新ボタンをクリックします。

セキュリティ ダッシュボード

セキュリティ ダッシュボード ビューを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [セキュリティ（Security）] をクリックしてセキュリティ ダッ
シュボード ビューを開きます。

図 34 セキュリティ ダッシュボード（表示されるダッシュレットは、[上位 10 個のアプリケーション
（Top 10 Applications）] および [上位のユーザ（Top Users）]） 
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図 35 セキュリティ ダッシュボード（表示されるダッシュレットは、[VPN]、[ポリシー（Policy）]、[上位 

10 個の脅威（Top 10 Threats）]、および [IPS ドリルダウン（IPS Drilldown）]） 

図 36 セキュリティ ダッシュボード（表示されるダッシュレットは、[ファイアウォール ドロップ
（Firewall Drop）]、および [CWS 接続（CWS Connections]） 

上部には、デバイス上で有効になっているセキュリティ機能が表示されます。緑色のアイコン
は、有効になっていることを示します。該当するアイコンをクリックすると、その機能に移動で
きます。セキュリティ機能が 1 つも有効になっていない場合、関連するグラフは表示されませ
ん。これらは 小化したり、ペイン上部のトレイに表示したりできます。また、セキュリティ機能
の有効化ステータスが表示されます。グラフを閉じるには、グラフの [閉じる（Close）] ボタンを
クリックします。グラフはトレイ内で 小化されます。アイコンをクリックすると、グラフが再
表示されます。

セキュリティ スナップショット

• 検出されたアプリケーション：NBAR によって検出されたアプリケーション プロトコルの
総数。この上にマウスのカーソルを重ねると、アプリケーションのリストが表示されます。

• アクティブ ユーザ数：デバイスを通過するトラフィックに現在 も関連しているユーザ 

• トンネル ステータス：VPN が設定されている場合は、トンネルの状態を表示

• WAN ゾーン帯域幅：WAN インターフェイスを通過するトラフィック

• IPS 攻撃対象：攻撃の影響を受けるユーザの総数。IPS 機能を有効にすると、この情報を取得
できます。
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セキュリティ グラフ

次に、ネットワークのセキュリティ情報と帯域幅使用量に関する統計情報を表示するためにサ
ポートされている、さまざまなグラフのリストを示します。これらのグラフは定期的に更新され
ます。更新間隔は変更できます。

• トップ 10 のアプリケーション：このダッシュボードは、ルータを経由するトラフィックのあ
らゆる時点の帯域幅使用量について、上位 10 個のアプリケーション プロトコルを一覧表示
します。このグラフはまた、ルータのリロード時からのデバイスの累積帯域幅使用量も示し
ます。CCP Express は、設定された間隔で定期的にデバイス上で更新されます。 

• トップ ユーザ：このダッシュボードは、ルータ内のあらゆる時点の帯域幅使用量に関する上
位のユーザを一覧表示します。また、現在の帯域幅使用量も示します。

• VPN：VPN グラフは、設定された VPN トンネルを通過する復号化および暗号化トラフィッ
クを示します。

• ポリシー：ポリシー グラフは、デバイスに設定された特定のファイアウォール ポリシーに一
致するデータ量を示します。また、ネットワーク上でポリシーが もヒットした対象のス
ナップショット ビューが表示されます。

• 上位の脅威：このダッシュボードは、ネットワーク上の悪意のあるパケットに関連する脅威
の上位 10 個を示します。 

• IPS ドリルダウン：このダッシュボードは、攻撃者が行った攻撃と、攻撃対象が受けた攻撃の
総数を示します。 

• ファイアウォール ドロップ：このダッシュボードは、上位 10 個のファイアウォール ドロッ
プとその原因を示します。 

Application Visibility and Control エンジン

AVC ダッシュボードを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [AVC] をクリックして AVC ダッシュボード ビューを開きます。

ステップ 2 AVC を有効化するための画面が表示され、そのインターフェイスを AVC インターフェイスにド
ラッグ アンド ドロップできます。 

図 37 AVC の設定
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ステップ 3 OK をクリックします。図 38 のような画面が表示されます。このページには、すべてのアプリ
ケーションおよび関連データが表示されます。一度に 8 つのアプリケーションがページに一覧
表示されます。検索オプションを使用してアプリケーションをフィルタできます。

図 38 AVC ダッシュボード 

ステップ 4 また [設定（Settings）] アイコンをクリックし、AVC にインターフェイスを追加または削除できます。

ステップ 5 セキュリティを有効にすると、AVC 画面のアプリケーションをブロックできます。アプリケー
ションを選択し、[ブロック（BLOCK）] をクリックします。送信元ゾーンと宛先ゾーンを選択し、
[OK] をクリックします。（図 39）。選択されたアプリケーションがブロックされます。アプリケー
ションをブロックすると、avc-app-block-1 という名前のポリシーが自動的に作成されます。ブ
ロックするアプリケーションを増やすと、ポリシーが追加されます。ポリシー名は、同じ名前の
形式で数字のみが増加したものとなります。

図 39 アプリケーションのブロック
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セキュリティ機能

このセクションの内容は次のとおりです。

• ゾーン（36 ページ）

• ポリシー（Policy）（37 ページ）

• IPS（42 ページ）

• VPN（45 ページ）

• コンテンツ セキュリティ（51 ページ）

• スタティック NAT（53 ページ）

（注） 800 シリーズ モデルの一部は IPS をサポートしていないため、IPS を設定するオプションは利用
できません。

ゾーン

ゾーンは、ネットワークのセキュリティ境界を設定します。ゾーンは、トラフィックがネット
ワークの別の領域に移動するときにポリシー制限の対象となる境界を定義します。ゾーン間の 
ZFW のデフォルト ポリシーは deny all です。ポリシーが明示的に設定されていない場合は、ゾー
ン間を移動するすべてのトラフィックがブロックされます。

• [セキュリティ（Security）] > [ゾーン（Zones）] をクリックします。左側のリストは、適切なセ
キュリティ ゾーンに移動できる使用可能なインターフェイスを示します。サポートされて
いるゾーンは WAN、LAN、VPN、および DMZ です。

• あるインターフェイスを任意のセキュリティ ゾーンに移動する必要がある場合は、その
ゾーンにドラッグ アンド ドロップします。このとき WAN および VPN ゾーンはグレー表示
になり、WAN ゾーンでの WAN インターフェイスの移動はインターフェイス画面で行われ
ます。また、VPN を設定する場合、それぞれのトンネル インターフェイスが VPN ゾーンに内
部的に移動します。

図 40 [ゾーン（Zones）] ページ
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ポリシー（Policy）

設定された [ゾーン（Zones）] および[ポリシー（Policy）] ページでは、デバイス上のゾーンベース 
ファイアウォールを有効にできます。[ポリシー（Policy）] ページでは、送信元ゾーンと宛先ゾー
ンの間を通過するトラフィックに、ユーザ定義のルールまたはポリシーを適用します。送信元
ゾーンと宛先ゾーンはまとめられて 1 組のゾーン ペアとなり、これにポリシーが適用されます。
ポリシーを作成および適用する前に、適切なゾーンでインターフェイスを設定し、割り当てる必
要があります。

ポリシー機能を使用すれば、トラフィックの特定やフィルタリングをより詳細に行うことがで
きます。送信元ゾーンと宛先ゾーンの間のトラフィックは、送信元および宛先ネットワーク、ア
プリケーション タイプ、送信元および宛先ポート、ドメイン、ユーザ グループに基づいて、より
詳細にフィルタリングできます。 

ポリシーの概要 

ポリシーの概要を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [ポリシー（Policy）] をクリックしてポリシーの概要画面を表示しま
す。ポリシーの概要画面には、すべての既存のポリシーが一覧表示されます。これらのポリシー
は、追加、編集、削除することができます

– ポリシーの概要画面のポリシーの表示は、ゾーン ペアに基づきます。たとえば、以下の図
では、2 つのポリシー グループがあり、これらのグループはゾーン ペアの LAN-WAN お
よび LAN-VPN に基づいています。 

– ポリシーの順序は、ゾーン ペア セクションの表内のポリシーをドラッグ アンド ドロッ
プすることによって変更できます。変更をキャンセルするには、ゾーン ペア セクション
の上部にある矢印アイコンをクリックします。

図 41 [ポリシー（Policy）] ページ

ポリシーを作成するための前提条件

• ポリシーを作成するための前提条件として、ゾーンに特定のインターフェイスを割り当てる
必要があります。 

• ここで、ゾーン リンクを指定します。

いくつかのサンプル事例のシナリオについて、以下で説明します。
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特定のアプリケーションのブロック

特定のアプリケーションをブロックするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [ポリシー（Policy）] をクリックし、[追加（Add）] をクリックします。[
ポリシー（Policy）] ダイアログが表示されます。

ステップ 2 [ポリシー（Policy）] ダイアログで、ポリシー名、説明、およびトラフィックを処理する必要がある
送信元ゾーンと宛先ゾーンを指定します。また、このアクションは、ブロックする、または許可す
ることを選択したトラフィックに対して実行する必要があります。 

ステップ 3 [ネットワーク（Network）] をクリックします。ゾーン ペア内の特定のネットワークが処理される
場合は、送信元および宛先ネットワークを追加します。テキストフィールドでネットワークを指
定し、[+] ボタンをクリックして送信元ネットワークを追加します。宛先ネットワークにも同じ手
順を実行する必要があります。デフォルトでは、送信元および宛先ネットワークは [任意（Any）] 

（図 42）です。

図 42 セキュリティ ポリシー ウィザード（[ネットワーク（Network）] タブの内容を示すランディング
画面） 

ステップ 4 [アプリケーション（Application）] をクリックして、調査またはブロックするアプリケーションを
選択します。[使用可能なアプリケーション（Available Applications）] に、既知のカテゴリごとにグ
ループ化されたアプリケーションのリストが一覧表示されます。必要なアプリケーションまた
はグループを [選択されたアプリケーション（Selected Applications）] リストにドラッグ アンド 
ドロップします。
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図 43 セキュリティ ポリシー ウィザード（[アプリケーション（Application）] タブの内容） 

ステップ 5 送信元および宛先ポートに基づいてアプリケーションを分類する必要がある場合は、[ポート
（Ports）] をクリックします。デフォルトでは、選択したネットワークのすべてのポートからのト
ラフィックが処理されます。ユーザは、送信元ポートと宛先ポートを必要に応じて追加できま
す。カテゴリに基づいた一般的なアプリケーションのリストが表示され、必要なアプリケーショ
ンをドラッグ アンド ドロップすると、対応するポートが処理されます。

図 44 セキュリティ ポリシー ウィザード（[ポート（Ports）] タブの内容） 

ステップ 6 トラフィックを発信するユーザまたはグループに基づいてトラフィック フィルタリングが行わ
れる場合は、[ユーザ グループ（User Groups）] をクリックします。 
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図 45 セキュリティ ポリシー ウィザード（[ユーザ グループ（User group）] タブの内容） 

特定のドメインのブロック

特定のドメインをブロックするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [ポリシー（Policy）] をクリックし、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 2 [ポリシー（Policy）] ダイアログが表示されます。ポリシー名、説明、およびトラフィックを処理す
る必要がある送信元ゾーンと宛先ゾーンを指定します。また、このアクションは、ブロックする、
または許可することを選択したトラフィックに対して実行する必要があります。 

ステップ 3 [ネットワーク（Network）] をクリックします。ゾーン ペア内の特定のネットワークが処理される
場合は、送信元および宛先ネットワークを追加します。テキストフィールドでネットワークを指
定し、[+] ボタンをクリックして送信元ネットワークを追加します。宛先ネットワークにも同じ
手順を実行する必要があります。デフォルトでは、ゾーン ペア内のすべてのネットワークが処理
されます。 
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図 46 セキュリティ ポリシー ウィザード（[ネットワーク（Network）] タブの内容を示すランディング
画面） 

ステップ 4 [ドメインのフィルタリング（Domain Filtering）] をクリックすると、画面に一般的なサイトが一覧
表示されます。一般的な Web サイトのいずれかをブロックする必要がある場合は、それをドラッグ 
アンド ドロップします。リストに表示されていないドメインを追加する必要がある場合は、その 
URL（ワイルド カード パターンが受け入れられているもの）をテキストボックスに入力します。

図 47 セキュリティ ポリシー ウィザード（[ドメインのフィルタリング（Domain Filtering）] タブの内容） 

ステップ 5 トラフィックを発信するユーザまたはグループに基づいてトラフィック フィルタリングが行わ
れる場合は、[ユーザ グループ（User Groups）] をクリックします。 

（注） 特定のユーザ グループを選択するには、アイデンティティ機能によってそのユーザ グループが
すでに追加されている必要があります。
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IPS

Cisco IOS 侵入防御システム（IPS）は、広範なネットワーク攻撃を効果的に軽減する、インライン
の詳細なパケット インスペクション機能です。Cisco IOS IPS は Cisco IOS 統合型脅威制御フレー
ムワークのコンポーネントで、Cisco IOS Flexible Packet Matching 機能によって補完されており、
ネットワークの悪意のあるトラフィックをリアルタイムで正確に分類、識別、停止またはブロッ
クするためのインテリジェンスを提供します。

IPS の前提条件

IPS 機能を使用するには、次の条件を満たす必要があります。

• IPS シグネチャ パッケージがルータのフラッシュに存在する

• ルータでセキュリティ ライセンスが有効になっている

• WAN インターフェイスの設定が完了している

これらの条件が満たされていない場合、IPS 機能にアクセスするときにそれぞれのエラー メッ
セージが表示されます。

（注） 800 シリーズ モデルの一部は IPS をサポートしていないため、IPS を設定するオプションは利用
できません。

IPS の有効化

すべての前提条件が満たされていれば、IPS を有効にすることができます。IPS を有効にするに
は、次の手順を実行します。 

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [IPS] をクリックし、[IPS の有効化（Enable IPS）] チェックボックスを
オンにします。

ステップ 2 IPS を 初に有効にすると、ボックスにすべての IPS シグネチャ パッケージのリストが一覧表示
されたポップアップが表示されます。デフォルトでは 初のものが選択されています。シングル 
パッケージの場合でも、このダイアログボックスが表示されます。 

図 48 IPS シグネチャ

ステップ 3 適切なシグネチャ パッケージを選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 4 IPS の設定に変更があることを示すメッセージが表示されます。変更を適用すると、IPS が着信ト
ラフィックで有効になります（チェックボックスの下に画像が表示されます）。選択したシグネ
チャ パッケージについて、IPS の設定に変更があることを示すメッセージが表示されます。変更
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を適用すると、IPS が着信トラフィックで有効になります（チェックボックスの下に画像が表示
されます）。選択したシグネチャ パッケージがコンパイルされ、適用されます。これが適用される
インターフェイスを表示するには、画像にマウスのカーソルを重ね、その情報を含むツールチッ
プを表示します。

図 49 [侵入防御システム（Intrusion Prevention System）] ページ

ステップ 5 変更を保存するには、[適用（Apply）] ボタンをクリックします。シグネチャのコンパイルがバック
グラウンドで実行される間、数分間待つ必要があります（選択したシグネチャによって異なる）。

ステップ 6 設定の適用とシグネチャのコンパイルが終了したら、IPS 画面にパッケージのバージョン情報と
失敗したシグネチャの数（該当する場合）が表示されます。

（注） 以降の無効/有効サイクルでは、パッケージの選択を求められることはありません。これらのサイ
クルでは、有効にした後に「シグネチャのコンパイルが進行中」というメッセージが表示されま
す。このとき、他のページに移動して後から戻ったり、しばらくしてから [更新（Refresh）] ボタン
を押して IPS 設定画面を表示したりすることができます。

IPS の無効化

IPS を任意に無効にするには、[IPS の有効化（Enable IPS）] チェックボックスをオフにし、[適用
（Apply）] をクリックします。

IPS シグネチャ パッケージのアップロード

シグネチャ パッケージは、ルータにいつでもアップロードできます。IPS シグネチャ パッケージ
をアップロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 右側のペインにある [設定（Configure）] アイコンの上にマウスのカーソルを重ねます。[設定
（Settings）] メニューが表示されます。 

ステップ 2 [IPS シグネチャ パッケージのアップロード（Upload IPS Signature Packages）] オプションをク
リックします。ダイアログボックスが表示されます。 

ステップ 3 [フォルダ（Folder）] ボタンをクリックし、ファイルの選択ダイアログボックスからファイルを選
択して、[OK] をクリックします。
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ステップ 4 CCP Express がルータのファイル名、複製および空き領域を検証します。これらの検証のいずれ
かが失敗すると、対応するエラー メッセージが表示されます。ファイルの検証が正常に終了する
と、ファイルをアップロードできる状態になったことを示すメッセージが表示され、[アップロー
ド（Upload）] ボタンが有効になります。アップロードを開始するには、[アップロード（Upload）] 
ボタンをクリックします。

ステップ 5 アップロードは、ファイル サイズが 20 MB 以上あると時間がかかります。一度アップロードを
経験すれば、以後のアップロード作業は簡単にできます。複数のファイルをアップロードした
り、ダイアログを省略することもできます。

IPS シグネチャ パッケージの変更

IPS を有効にすると、ボックスに複数のシグネチャ パッケージ ファイルがある場合に、シグネ
チャ パッケージを変更することができます。IPS シグネチャ パッケージを変更するには、次の手
順を実行します。

ステップ 1 右側のペインにある [設定（Configure）] アイコンの上にマウスのカーソルを重ねます。[設定
（Settings）] メニューが表示されます。 

ステップ 2 [IPS シグネチャ パッケージの変更（Change IPS Signature Packages）] オプションをクリックしま
す。使用可能なパッケージのリストが記載されたダイアログボックスが表示されます。現在選択
されているものもリストされますが、これも無効にできます。パッケージを探しやすくするため
に、逆アルファベット順でソートすることもできます。 

ステップ 3 パッケージを選択したら、[OK] をクリックします。シグネチャのコンパイルには数秒かかります。 

ステップ 4 設定の適用とシグネチャのコンパイルが終了したら、IPS 画面に新たに選択されたパッケージの
バージョン情報と失敗したシグネチャの数（該当する場合）が表示されます。 

IPS シグネチャ パッケージのダウンロード リンク

関連するシグネチャ パッケージ ファイルは共有リンクからダウンロードできます。このリンク
は、[シスコ（Cisco）] ページに接続されるリンクです。IPS シグネチャ パッケージをダウンロード
するには、次の手順を実行します。 

ステップ 1 右側のペインにある [設定（Configure）] アイコンの上にマウスのカーソルを重ねます。[設定
（Settings）] メニューが表示されます。 

ステップ 2 [IPS シグネチャ パッケージのダウンロード（Download IPS Signature Packages）] オプションをク
リックします。リンクをクリックすると、[CISCO IPS サービス（CISCO IPS Services）] ページ

（CCP Express の外部）に移動し、ここで必要なシグネチャ パッケージをダウンロードできます。

有効/無効の通知/ログ

SDEE および syslog 通知を有効/無効にするリンクが提供されています。そのメニューでは、シス
テムの設定に応じて、有効/無効オプションを簡単に切り替えることができます。
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SDEE 通知 

SDEE 通知を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 右側のペインにある [設定（Configure）] アイコンの上にマウスのカーソルを重ねます。[設定
（Settings）] メニューが表示されます。

ステップ 2 [SDEE 通知の有効化（Enable SDEE Notifications）] オプションをクリックします。

ステップ 3 設定の適用後、メニュー項目が [SDEE 通知の無効化（Disable SDEE Notifications）] に変更されま
す。これは、デバイス上で有効になっていることを示します。このオプションをもう一度クリッ
クすると、デバイスとメニューの状態が切り替わります。 

Syslog

syslog を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 右側のペインにある [設定（Configure）] アイコンの上にマウスのカーソルを重ねます。[設定
（Settings）] メニューが表示されます。

ステップ 2 [Syslog の有効化（Enable Syslog）] オプションをクリックします。

ステップ 3 設定の適用後、メニュー項目が [Syslog の無効化（Disable Syslog）] に変更されます。これは、デバ
イス上で有効になっていることを示します。このオプションをもう一度クリックすると、ボック
スとメニューの状態が切り替わります。

（注） ルータで IPS 機能を 初に有効にするには数秒かかります。Chrome を使用して IPS を 初に設
定する場合、UI が応答しないことを示すメッセージが表示される場合があります。IPS を有効に
した後は、このメッセージは表示されなくなります。

VPN

CCP Express は、サイト間 VPN 構成および DMVPN スポーク側の構成の作成をサポートします。

VPN の前提条件

VPN を設定するにあたり、プライマリ WAN インターフェイスが設定されていて、それが WAN 
ゾーンの一部であり、LAN インターフェイスが LAN ゾーンの一部である必要があります。

IPSec マルチサイト設定

マルチサイト VPN を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [VPN] をクリックし、VPN 設定ドロップダウン リストから [IPsec] オ
プションを選択します。

ステップ 2 [VPN の有効化（Enable VPN）] チェックボックスをクリックし、[サイトの追加（Add Site）] をク
リックします。
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ステップ 3 設定するサイトのトンネル IP とマスクを指定します。

ステップ 4 リモート ピア アドレス（他端の WAN IP アドレス）を指定します。

ステップ 5 適切なキー交換モデル（IKEv1 または IKEv2）を選択します。デフォルトでは IKEv2 が選択され
ています（推奨）。 

ステップ 6 事前共有キーを指定します。

ステップ 7 リモート IP アドレスを指定します。これにより VPN トンネル経由でアクセスできます。

ステップ 8 デフォルトでは、設定するサイトから、すべての LAN 側ネットワークが VPN トンネル経由で相
手側にアクセスできます。

図 50 サイト間 VPN 

図 51 サイト設定 
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図 52 サイト設定（続き）

図 53 サイト設定（完了）

ステップ 9 設定が完了したら、サイトのリストが表示されます。ユーザは使用可能なリストにサイトを追加
またはリストからサイトを削除することができます。

図 54 マルチサイト VPN

（注） CCP Express を使用してマルチサイト VPN を設定する場合、両端とも CCP Express で設定する必要
があります。CCP Express は、トランスフォーム セットに esp-aes、esp-sha-hmac および IKEv2 Proposal

（暗号化に 3des）、インテグリティに md5、Diffie Helman グループに 2 を内部的に使用します。

DMVPN スポークの設定

DMVPN スポークを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [VPN] をクリックし、VPN 設定ドロップダウン リストから [DMVPN 
スポーク（DMVPN Spoke）] オプションを選択します。

ステップ 2 [VPN の有効化（Enable VPN）] チェックボックスをオンにします。
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ステップ 3 設定するサイトのトンネル IP とマスクを指定します。

ステップ 4 リモート ピア アドレス（他端の WAN IP アドレス）を指定します。

ステップ 5 適切なキー交換モデル（IKEv1 または IKEv2）を選択します。デフォルトでは IKEv2 が選択され
ています（推奨）。 

ステップ 6 事前共有キーの指定

ステップ 7 リモート IP アドレスを指定します。これにより VPN トンネル経由でアクセスできます。

ステップ 8 デフォルトでは、設定するサイトから、すべての LAN 側ネットワークが VPN トンネル経由で相
手側にアクセスできます。

図 55 [バーチャル プライベート ネットワーク（Virtual Private Network）] ページ

トンネル ステータス：DMVPN スポークの設定が正常で、ハブが設定されてアクティブな場合、
トンネルはハブとスポークの間で稼働します。 

図 56 [バーチャル プライベート ネットワーク（Virtual Private Network）] ページ
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図 57 DMVPN スポーク設定（ルーティング）

DMVPN ハブ設定

DMVPN ハブを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [VPN] をクリックし、VPN 設定ドロップダウン リストから [DMVPN 
ハブ（DMVPN Hub）] オプションを選択します。

ステップ 2 [VPN の有効化（Enable VPN）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 設定するサイトのトンネル IP とマスクを指定します。

ステップ 4 適切なキー交換モデル（IKEv1 または IKEv2）を選択します。デフォルトでは IKEv2 が選択され
ています（推奨）。また、事前共有キーを入力します。

ステップ 5 ルート設定を入力します。

図 58 DMVPN ハブ設定
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図 59 [VPNプロファイル（VPN Profile）]

図 60 DMVPN ハブ：ルーティング設定

リモート アクセス VPN の設定

リモート アクセス VPN を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [VPN] をクリックし、[リモート アクセス VPN（Remote Access VPN）] 
オプションを選択します。

ステップ 2 [リモート アクセス VPN の有効化（Enable Remote Access VPN）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [プール名（Pool Name）] およびプールの IP アドレスの範囲を指定します。 

ステップ 4 事前共有キーを入力し、暗号マップ インターフェイスを選択します。
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図 61 リモート アクセス VPN の設定

図 62 [VPNプロファイル（VPN Profile）]

図 63 リモート アクセス VPN：ルーティング設定

（注） デフォルトでは、リモート アクセス VPN 設定は、IKEv1 キー交換モデルと IPSec 対応 L2TP プロ
トコルのみをサポートします。

コンテンツ セキュリティ

Cloud Web Security（CWS）などのクラウド ベースの「Security as a Service」（SaaS）は、業界をリー
ドする Web セキュリティを提供するスケーラブルな方法で、マルウェアなどの Web ベースの脅
威からネットワークをすばやく簡単に保護するだけでなく、帯域幅、コストおよびリソースを節
約します。CWS は、ISR-G2 自体が Anti-X 機能（アンチマルウェア、アンチボット、ウイルス対策、
およびフィッシング詐欺対策）を提供するため、ブランチおよび小規模オフィスでは高額なセ
キュリティ アプライアンスを導入する必要がありません。 

コンテンツ セキュリティを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [コンテンツ セキュリティ（Content Security）] をクリックします。

ステップ 2 プライマリ CWS サーバの IP アドレスまたは DNS 解決可能ホスト名およびセカンダリ サーバ
情報を指定します。
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ステップ 3 CWS のサービス プロバイダーから取得したライセンス キーを入力し、暗号化キーか非暗号化
キーかを指定します。

図 64 コンテンツ セキュリティ（Content Security）] ページ

コンテンツ セキュリティの編集

CWS がすべて設定され、タワーに到達可能になると、以下の画面に示すように緑色のタワーの
アイコンで示されます。それ以外の場合は赤で示されます。

図 65 [コンテンツ セキュリティ（Content Security）] ページ
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スタティック NAT

スタティック NAT では、未登録の実際のアドレスからマッピングされた登録済みアドレスへの
固定変換が作成されます。また、ポート フォワーディング オプションにより、指定されたサービ
スの着信トラフィックに対してポートを開くこともできます。スタティック NAT を作成するに
は、次の手順を実行します。

ステップ 1 [セキュリティ（Security）] > [スタティック NAT（Static NAT）] をクリックします。スタティック 
NAT を追加するには、[追加（Add）] をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。 

ステップ 2 内部 IP アドレス（変換する必要があるもの）および外部 IP アドレスまたはインターフェイスを
指定します。 

ステップ 3 トラフィックを特定のポートに送信する必要がある場合は、[ポート フォワーディングの有効化
（Enable Port Forwarding）] チェックボックスをオンにし、TCP または UDP などのポート タイプ
を選択します。ポート タイプが不明な場合は [任意（Any）] オプションを選択します。これは両方
のポート タイプをサポートします。 

ステップ 4 ポートを選択したら、内部および外部ポートを指定します。

図 66 [スタティック NAT（Static NAT）] ページ

図 67 [スタティック NAT（Static NAT）] ページの編集
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アイデンティティ

アイデンティティ認識は、セキュリティ ソリューションの重要な要件です。これは、エンドユー
ザのアイデンティティを認識するためのデバイスの機能として定義されます。また、ユーザおよ
びグループ管理をサポートし、ローカル サービスまたは外部サービスのいずれかを使用した
ユーザ認証および認可プロファイルの管理を許可します。

認証サーバ/サービス

[認証（Authentication）] セクションでは、次のオプションを使用して認証機能を設定できます。

認証サーバの設定

– ユーザは、2 つのカテゴリから認証サーバを選択できます。2 つのカテゴリとは、オン
ボックス サーバ（ルータ自体がローカル認証サーバとして機能する）とリモート サーバ
です。

– リモート サーバでは、Active Directory のみがサポートされます。

– ユーザは、両方のサーバ オプションを選択して設定することができます。両方のオプ
ションを設定し、リモート サーバでの 初の認証試行が開始されたときに、リモート 
サーバに到達できなかった場合は、ローカルにフォールバックされます。

認証サービスまたは方式の設定

– サポートされる認証サービスは NTLM または Thebault に基づいています。

– 認証方式は異なるゾーンに対して選択できますが、現在のリリースでは LAN ゾーンの
みがサポートされています。LAN ゾーンが設定されている場合、LAN ゾーンにあるすべ
てのインターフェイスが、これに応じて設定されます。NTLM オプションはリモート 
サーバ オプションの場合にのみサポートされます。オンボックス オプションとリモー
ト サーバの両方を設定した場合、NTLM オプションを選択することはできません。 

認証を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [アイデンティティ（Identity）] > [認証（Authentication）] をクリックします。[認証サーバ
（Authentication Servers）] セクションで、[ローカル（local ）] または [リモート（remote）] オプショ
ンを選択します

ステップ 2 [リモート（remote）] オプションを選択すると、[新規サーバの追加（Add new Server）] オプション
が表示されます。 

ステップ 3 [新規サーバの追加（Add new Server）] をクリックするとダイアログが表示されるので、サーバの 
IP アドレスやベース DN 情報など、LDAP サーバの詳細を入力します。
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図 68 [認証（Authentication）] ページ

図 69 [LDAP の追加/編集（Add/Edit LDAP）] ページ

ユーザ グループの管理 

新しいユーザ グループを作成または削除するか、作成されたユーザ グループのリストを一覧表
示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [アイデンティティ（Identity）] > [グループ（Groups）] をクリックします。使用可能なすべてのグ
ループが表示されます。

ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。ポップアップに [ユーザ名（Username）] を入力します。

ステップ 3 作成するユーザ グループのグループ名を入力します。
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図 70 [グループ管理（Group Management）] ページ

ステップ 4 グループを削除するには、チェックボックスを選択し、[削除（Delete）] をクリックして確認します。

ユーザの管理

新しいユーザを作成し、ユーザをグループに関連付ける、または関連付けを解除するには、次の
手順を実行します。

ステップ 1 [アイデンティティ（Identity）] > [ユーザ（Users）] をクリックします。[アイデンティティ（Identity）] > 
[ユーザ（Users）] をクリックします。作成されたユーザ名がすべてリストされます。（図 71）。

ステップ 2 [追加（Add）] をクリックします。[ユーザの追加（Add User）] ポップアップが表示されます。 

ステップ 3 ユーザの詳細情報を入力して送信します。

ステップ 4 ログインしているユーザの場合、バックグラウンドでそのユーザを削除して再作成するため、こ
の操作は行わないでください。

図 71 [ユーザ管理（User Management）] ページ
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図 72 [ユーザの追加（Add User）] ページ

スタティック ルーティング

スタティック ルーティング機能を使用すると、宛先インターフェイスへの IP ルート、あるいは 
IPv4 サブネットまたは IPv6 サブネットにあるアドレスへの IP ルートの追加、編集、および削除
が可能です。

ここでは、次の項目について説明します。

• スタティック ルートの作成（57 ページ）

• スタティック ルートの編集（58 ページ）

• スタティック ルートの削除（58 ページ）

スタティック ルートの作成

スタティック ルートを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [スタティック ルーティング（Static Routing）] をクリックして [スタティック ルーティング
（Static Routing）] ページを開きます。

図 73 [スタティック ルーティング（Static Routing）] ページ
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ステップ 2 [追加（Add）] をクリックして [スタティック ルーティングの追加（Add Static Routing）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスには、IPv4 スタティック ルートまたは IPv6 ス
タティック ルートを指定するオプションがあります。

ステップ 3 IP アドレスが IPv4 であるか IPv6 であるかに基づいて [IPv4] タブまたは [IPv6] タブを選択し、
次の項目を指定します。

• [宛先アドレス（Destination Address）]：使用する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのプレ
フィックスおよびプレフィックス マスクを指定します。

• [ネクスト ホップ IP（Next Hop IP）]：
ネクスト ホップ IP として [インターフェイス（Interface）] を選択した場合は、ドロップダウ
ン リストから転送インターフェイスを選択します。
ネクスト ホップ IP として [IP] を選択した場合は、使用する必要があるネクスト ホップ IP を
指定します。
DHCP アドレスを指定することもできます。

ステップ 4 [OK] をクリックすると、スタティック ルートが追加されます。

スタティック ルートの編集

既存のスタティック ルートを編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [スタティック ルーティング（Static Routing）] をクリックして [スタティック ルーティング
（Static Routing）] ページを開きます。

ステップ 2 スタティック ルートのリストで、編集するスタティック ルートを選択し、[編集（Edit）] をクリッ
クします。
[スタティック ルーティングの編集（Edit Static Routing）] ページが表示されます。

ステップ 3 目的のスタティック ルートについて、次のフィールドを指定します。

• [宛先アドレス（Destination address）]：使用する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのプレ
フィックスおよびプレフィックス マスクを指定します。

• [ネクスト ホップ IP（Next Hop IP）]：
ネクスト ホップ IP として [インターフェイス（Interface）] を選択した場合は、ドロップダウ
ン リストから転送インターフェイスを選択します。
ネクスト ホップ IP として [IP] を選択した場合は、使用する必要があるネクスト ホップ IP を
指定します。

ステップ 4 [OK] をクリックすると、スタティック ルートが編集されます。

スタティック ルートの削除

スタティック ルートを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [スタティック ルーティング（Static Routing）] をクリックして [スタティック ルーティング
（Static Routing）] ページを開きます。

ステップ 2 スタティック ルートのリストで、削除するスタティック ルートを選択し、[削除（Delete）] をク
リックします。
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Cisco Active Advisor
Cisco Active Advisor は、ネットワーク インベントリについての重要なライフサイクル情報を提
供する機能です。また、ネットワーク内の製品のステータスを定期的に更新し、ネットワーク全
体のリスクを軽減します。Cisco Active Advisor には次の情報が表示されます。

• 保証およびサービス契約のステータス

• Product Security Incident Response Team（PSIRT）やフィールド通知など、製品に関するアドバ
イザリ

• ハードウェアやソフトウェアのサポート終了通知

ここでは、次の項目について説明します。

• 設定のアップロード（59 ページ）

• デバイスの詳細の表示（59 ページ）

設定のアップロード

ルータ設定をアップロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Cisco Active Advisor] をクリックして [Cisco Active Advisor] ページを開きます。

ステップ 2 [製品の改善（Product Improvement）] タブで CEC のユーザ名とパスワードを入力します。

図 74 [製品の改善（Product Improvement）] タブ 

ステップ 3 [認証とアップロード（Authenticate & Upload）] をクリックします。

デバイスの詳細の表示

ステップ 1 [Cisco Active Advisor への接続（Connect to Cisco Active Advisor）] タブをクリックします。 

ステップ 2 [インベントリとライフサイクル（Inventory and Lifecycle）] をクリックしてデバイスの詳細を表
示します。
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図 75 [Cisco Active Advisor への接続（Connect to Cisco Active Advisor）] タブ

Cisco 800M シリーズ ルータの WAN の設定 
ここでは、有線 LAN でアクセスする Cisco 800M シリーズ ルータの WAN プライマリおよびバッ
クアップ リンクを設定する方法について説明します。

3G GSM WAN プライマリ アップリンクの設定

3G GSM WAN プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[セルラー設定の編集
（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます。
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図 76 セルラー WAN インターフェイスの設定

ステップ 3 [WAN] タブで、[プライマリ WAN インターフェイス（Primary WAN Interface）] を選択します。デ
バイスがセキュリティ機能をサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN 
Zone）] が表示され、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部として追加することができま
す。多くのセキュリティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須
要件になっています。

ステップ 4 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイヤラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続は無
効になっています。

ステップ 5 [モデム ファームウェア（Modem Firmware）] はデフォルトでアクティブになっています。デフォ
ルトのモデム ファームウェアを変更する場合は、[モデム（Modem）] タブで対応するモデム 
ファームウェアをアクティブにします。
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図 77 モデムの設定

ステップ 6 チャット スクリプトのタイムアウト値を指定します。

ステップ 7 テクノロジー プリファレンスに GSM を指定します。テクノロジー プリファレンスはファーム
ウェアに固有のもので、選択したファームウェアが UMTS の場合にのみ、GSM を使用できます。
デフォルト値は [自動（Auto）] です。 

ステップ 8 [GSM プロファイル（GSM Profiles）] タブで、[追加（Add）] をクリックして GSM プロファイルを
作成します。[GSM プロファイル（GSM Profiles）] タブは、選択したファームウェアが UMTS の場
合にのみ表示されます。

図 78 GSM プロファイルの設定
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ステップ 9 サービス プロバイダーが提供するアクセス ポイント名（APN）を指定します。

ステップ 10 認証方式を選択します。PAP または CHAP を指定できます。

ステップ 11 サービス プロバイダーから提供されたユーザ名とパスワードを指定します。

ステップ 12 [保存（Save）] をクリックして、変更内容を保存します。 

ステップ 13 [SIM] タブで、SIM タイプに GSM を選択し、SIM をアクティブにします。

図 79 SIM の設定

ステップ 14 プライマリ SIM と GSM プロファイルを選択します。

ステップ 15 [OK] をクリックします。 

3G CDMA WAN プライマリ アップリンクの設定

3G CDMA WAN プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[セルラー設定の編集
（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます。
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図 80 CDMA セルラー WAN インターフェイスの設定

ステップ 3 [WAN] タブで、[プライマリ WAN インターフェイス（Primary WAN Interface）] を選択します。デ
バイスがセキュリティ機能をサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN 
Zone）] が表示され、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部として追加することができま
す。多くのセキュリティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須
要件になっています。

ステップ 4 [モデム ファームウェア（Modem Firmware）] はデフォルトでアクティブになっています。デフォ
ルトのモデム ファームウェアを変更する場合は、[モデム（Modem）] タブで対応するモデム 
ファームウェアをアクティブにします。 

図 81 モデムの設定
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ステップ 5 チャット スクリプトがタイムアウトするまでの待機時間を指定します。 

ステップ 6 テクノロジー プリファレンスに CDMA を指定します。デフォルト値は [自動（Auto）] です。 

ステップ 7 [SIM] タブで、SIM タイプに CDMA を選択し、SIM をアクティブにします。

図 82 SIM の設定

ステップ 8 プライマリ SIM を選択します。

ステップ 9 [OK] をクリックします。

シリアル WAN プライマリ アップリンクの設定

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定するシリアル インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[シリアル イン
ターフェイス設定の編集（Edit Serial Interface Configuration）] ページが表示されます。 

ステップ 3 [プライマリ セカンダリ インターフェイス（Primary Secondary Interface）] タブで、[プライマリ WAN 
インターフェイス（Primary WAN Interface）] を選択し、SLA 設定の IP アドレスを入力します。 

ステップ 4 [接続（Connection）] タブで、必要なシリアル通信モードの同期または非同期を選択します。必要
なシリアル カプセル化タイプを指定します。同期モードの場合は HDLC または PPP カプセル
化、非同期モードの場合は SLIP または PPP を選択できます。
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図 83 シリアル WAN インターフェイスの設定 

ステップ 5 設定するアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるかに応じて、該当するタブを選択します。IP アド
レスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。

IPv4 アドレスを設定する場合：

このタイプとして、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）（Easy IP (IP Negotiated)）]、[スタティック IP 
アドレス（Static IP Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。デフォ
ルトの IPv4 アドレス設定は「ネゴシエート（IP Negotiated）」です。WAN インターフェイスに対
し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプションを有効にすることを推奨します。これにより NAT 
オーバーロード設定が作成され、すべての LAN IP は WAN アップリンクに送信される前にパブ
リック IP に変換されます。

IPv6 アドレスを設定する場合：

IPv6 アドレス タイプを選択します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイダー
のプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、[スタティック IP アドレス（Static IP 
Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。

ステップ 6 [OK] をクリックして、設定を確定します。 

イーサネット WAN プライマリ アップリンクの設定

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する GigabitEthernet インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
[GigabitEthernet 設定の編集（Edit GigabitEthernet Configuration）] ページが表示されます。
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図 84 GigabitEthernet インターフェイス コンフィギュレーション

ステップ 3 [プライマリ セカンダリ インターフェイス（Primary Secondary Interface）] タブで、[プライマリ 
WAN インターフェイス（Primary WAN Interface）] を選択します。

ステップ 4 [接続およびルーティング（Connection and Routing）] タブで、[PPPoE の有効化（Enable PPPoE）] 
チェックボックスをオンにし、説明フィールドに説明を入力します。IPv4 ルーテッド プロトコル
では、ブリッジまたは DHCP 設定のオプションを指定して Ipv6oE を設定できます。 

ステップ 5 [接続（Connection）] タブで、[PPPoEの有効化（Enable PPPoE）] チェックボックスをオンにし、[説
明（Description）] フィールドに説明を入力します。

ステップ 6 設定するアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるかに応じて、該当するタブを選択します。IP アド
レスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。

IPv4 アドレスを設定する場合：

このタイプとして、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）（Easy IP (IP Negotiated)）]、[スタティック IP 
アドレス（Static IP Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。デフォ
ルトの IPv4 アドレス設定は「ネゴシエート（IP Negotiated）」です。WAN インターフェイスに対
し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプションを有効にすることを推奨します。これにより NAT 
オーバーロード設定が作成され、すべての LAN IP は WAN アップリンクに送信される前にパブ
リック IP に変換されます。

IPv6 アドレスを設定する場合：

IPv6 アドレス タイプを選択します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイダー
のプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、[スタティック IP アドレス（Static IP 
Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。

ステップ 7 [認証（Authentication）] タブで、[CHAP] または [PAP] チェックボックスをオンにし、サービス プ
ロバイダーから提供されたユーザ名とパスワードを指定します。

ステップ 8 [OK] をクリックして、設定を確定します。 

ステップ 9 （任意）「DHCP および VLAN による LAN の設定」セクション（70 ページ） の手順を実行して LAN 
を設定します。
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3G GSM バックアップ WAN アップリンクの設定

3G GSM バックアップ WAN アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[セルラー設定の編集
（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます。

ステップ 3 [WAN] タブで、[WAN インターフェイスのバックアップ（Backup WAN Interface）] を選択します。
デバイスがセキュリティ機能をサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN 
Zone）] が表示され、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部として追加することができま
す。多くのセキュリティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須
要件になっています。

ステップ 4 サービス プロバイダーとの固定接続を確立する場合は、ダイヤラ インターフェイスで [はい
（YES）] を選択します。デフォルトでは、これは [いいえ（NO）] に設定されていて、固定接続は無
効になっています。

ステップ 5 [モデム ファームウェア（Modem Firmware）] はデフォルトでアクティブになっています。デフォ
ルトのモデム ファームウェアを変更する場合は、[モデム（Modem）] タブで対応するモデム 
ファームウェアをアクティブにします。 

ステップ 6 チャット スクリプトがタイムアウトするまでの待機時間を指定します。 

ステップ 7 テクノロジー プリファレンスに GSM を指定します。デフォルト値は [自動（Auto）] です。 

ステップ 8 [GSM プロファイル（GSM Profiles）] タブで、[追加（Add）] をクリックして GSM プロファイルを
作成します。

ステップ 9 サービス プロバイダーが提供するアクセス ポイント名（APN）を指定します。

ステップ 10 認証方式を選択します。PAP または CHAP を指定できます。

ステップ 11 サービス プロバイダーから提供されたユーザ名とパスワードを指定します。

ステップ 12 [保存（Save）] をクリックして、変更内容を保存します。 

ステップ 13 [SIM] タブで、SIM タイプに GSM を選択し、必要な SIM をアクティブにします。

ステップ 14 プライマリ SIM と GSM プロファイルを選択します。

ステップ 15 [OK] をクリックして、設定を確定します。 

3G CDMA WAN バックアップ アップリンクの設定

3G CDMA WAN プライマリ アップリンクを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定する 3G インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[セルラー設定の編集
（Edit Cellular Configuration）] ページが表示されます。

ステップ 3 [WAN] タブで、[WAN インターフェイスのバックアップ（Backup WAN Interface）] を選択します。
デバイスがセキュリティ機能をサポートしている場合は、[WAN ゾーンへの移動（Move to WAN 
Zone）] が表示され、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部として追加することができま
す。多くのセキュリティ機能で、WAN インターフェイスを WAN ゾーンの一部にすることが必須
要件になっています。
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ステップ 4 [モデム ファームウェア（Modem Firmware）] はデフォルトでアクティブになっています。デフォ
ルトのモデム ファームウェアを変更する場合は、[モデム（Modem）] タブで対応するモデム 
ファームウェアをアクティブにします。 

ステップ 5 チャット スクリプトがタイムアウトするまでの待機時間を指定します。

ステップ 6 テクノロジー プリファレンスに CDMA を指定します。デフォルト値は [自動（Auto）] です。 

ステップ 7 [SIM] タブで、SIM タイプに CDMA を選択し、必要な SIM をアクティブにします。

ステップ 8 プライマリ SIM を選択します。

ステップ 9 [OK] をクリックします。

シリアル WAN バックアップ アップリンクの設定

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定するシリアル インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[シリアル設定の
編集（Edit Serial Configuration）] ページが表示されます。 

ステップ 3 [プライマリ セカンダリ インターフェイス（Primary Secondary Interface）] タブで、[バックアップ 
WAN インターフェイス（Backup WAN Interface）] を選択し、SLA 設定の IP アドレスを入力します。 

ステップ 4 [接続（Connection）] タブで、必要なシリアル通信モードの同期または非同期を選択します。必要
なシリアル カプセル化タイプを指定します。同期モードの場合は HDLC または PPP カプセル
化、非同期モードの場合は SLIP または PPP を選択できます。

ステップ 5 設定するアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるかに応じて、該当するタブを選択します。IP アド
レスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。

IPv4 アドレスを設定する場合：

このタイプとして、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）（Easy IP (IP Negotiated)）]、[スタティック IP 
アドレス（Static IP Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。デフォ
ルトの IPv4 アドレス設定は「ネゴシエート（IP Negotiated）」です。WAN インターフェイスに対
し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプションを有効にすることを推奨します。これにより NAT 
オーバーロード設定が作成され、すべての LAN IP は WAN アップリンクに送信される前にパブ
リック IP に変換されます。

IPv6 アドレスを設定する場合：

IPv6 アドレス タイプを選択します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイダー
のプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、[スタティック IP アドレス（Static IP 
Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。

ステップ 6 [OK] をクリックして、設定を確定します。 

イーサネット WAN バックアップ アップリンクの設定

ステップ 1 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 2 設定するギガビット イーサネット インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
[設定の編集（Edit Configuration）] ページが表示されます。

ステップ 3 [プライマリ セカンダリ インターフェイス（Primary Secondary Interface）] タブで、[バックアップ 
WAN インターフェイス（Backup WAN Interface）] を選択します。
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ステップ 4 [接続およびルーティング（Connection and Routing）] タブで、[PPPoE の有効化（Enable PPPoE）] 
チェックボックスをオンにし、説明フィールドに説明を入力します。IPv4 ルーテッド プロトコル
では、ブリッジまたは DHCP 設定のオプションを指定して Ipv6oE を設定できます。

ステップ 5 [接続（Connection）] タブで、[PPPoEの有効化（Enable PPPoE）] チェックボックスをオンにし、[説
明（Description）] フィールドに説明を入力します。

ステップ 6 設定するアドレスが IPv4 であるか IPv6 であるかに応じて、該当するタブを選択します。IP アド
レスの割り当てが動的であるか静的であるかに応じて、IP アドレスの詳細を指定します。

IPv4 アドレスを設定する場合：

このタイプとして、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）（Easy IP (IP Negotiated)）]、[スタティック IP 
アドレス（Static IP Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。デフォ
ルトの IPv4 アドレス設定は「ネゴシエート（IP Negotiated）」です。WAN インターフェイスに対
し、[NAT の有効化（Enable NAT）] オプションを有効にすることを推奨します。これにより NAT 
オーバーロード設定が作成され、すべての LAN IP は WAN アップリンクに送信される前にパブ
リック IP に変換されます。

IPv6 アドレスを設定する場合：

IPv6 アドレス タイプを選択します。IPv6 アドレスには、[自動設定（AutoConfig）]、[プロバイダー
のプレフィックスを使用（Use Prefix from Provider）]、[スタティック IP アドレス（Static IP 
Address）]、または [IP アドレスなし（No IP Address）] を指定できます。

ステップ 7 [認証（Authentication）] タブで、[CHAP] または [PAP] チェックボックスをオンにし、サービス プ
ロバイダーから提供されたユーザ名とパスワードを指定します。

ステップ 8 [OK] をクリックして、設定を確定します。 

DHCP および VLAN による LAN の設定 

DHCP プールを作成し、VLAN を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 基本的な設定ページを開くには、[基本設定（Basic Settings）] をクリックします。（図 28）。

ステップ 2 DHCP インターフェイスで [追加（Add）] をクリックし、次の項目を指定して新しい DHCP プール
を作成します。

• [プール名（Pool Name）]：DHCP プールの名前

• [プール ネットワーク（Pool Network）]：目的の有線クライアントまたはワイヤレス クライア
ントに割り当てられたすべての IP アドレスを含むサブネットの IP アドレス

• [すべての DHCP オプションを DHCP サーバ データベースにインポートする（Import all 
DHCP options in to the DHCP server database）]：DHCP サーバ データベースにすべての DHCP 
オプションをインポートするには、このチェックボックスをオンにします。これにより、DNS 
がサービス プロバイダーから読み込まれ、すべての DHCP クライアントに伝播されます。
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ステップ 3 [OK] をクリックすると、DHCP プールが作成されます。

図 85 DHCP および VLAN による LAN の設定 

ステップ 4 [インターフェイス（Interfaces）] をクリックして [インターフェイス（Interfaces）] ページを開きます。

ステップ 5 [VLAN の追加（Add VLAN）] をクリックして [VLAN の追加（Add VLAN）] ダイアログボックス
を開き、作成する VLAN の一意の ID を指定します。

ステップ 6 [IPv4 アドレス（IPv4 Address）] タブで [DHCP から選択（Select from DHCP）] を選択し、ドロップ
ダウン リストから DHCP プールを選択します。これにより、作成した DHCP プールから IP アド
レスを割り当てることができます。

ステップ 7 [OK] をクリックして、設定を確定します。 

システム設定

現在、システム設定には、[使用アクティビティ収集の有効化（Enable Usage Activity Collection）] 
と [シスコ推奨セキュリティ設定（Cisco Recommended Security Settings）] の 2 つのオプションし
かありません。使用アクティビティを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 ページ ヘッダーのメニューから [オプション（Options）] をクリックします。

ステップ 2 [設定] を選択します[設定（Preferences）] ページが表示されます。（図 86）。

図 86 [設定（Preferences）] ページ
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ステップ 3 オプションを有効または無効にするには、メニュー項目のスイッチをオンまたはオフにします。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

工場出荷時の状態へのリセット

デフォルト設定でルータをロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ページ ヘッダーのメニューから [オプション（Options）] をクリックします。

ステップ 2 [初期設定へのリセット（Factory Reset）] を選択します。[初期設定へのリセット（Factory Reset）] 
ページが表示されます。（図 87）。

図 87 工場出荷時の状態へのリセット 

ステップ 3 デフォルト設定がルータに保存されている場合、[ルータ（Router）] を選択します。またはデフォ
ルト設定がローカル PC に保存されている場合、[デスクトップ（Desktop）] を選択し、適切なファ
イルを選択します。

ステップ 4 [デバイスのリセット（RESET YOUR DEVICE）] をクリックします

ステップ 5 デフォルト設定でデバイスをリセットする場合は、[はい（Yes）] をクリックします。デバイスを
リセットするには時間がかかります。その後下記のページが表示されます。（図 88）。
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図 88 工場出荷時の状態へのリセット 

ステップ 6 デバイスをリセットした後、クイック セットアップ ウィザードを使用してルータを設定します。

CCP Express のアップグレード 
CCP Express をアップグレードするには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 ページ ヘッダーのメニューから [オプション（Options）] をクリックします。

ステップ 2 [アップグレード（Upgrade ）] オプションを選択します。[CCP Express のアップグレード（Upgrade 
CCP Express）] ページが表示されます。（図 89）。

図 89 CCP Express のアップグレード

ステップ 3 新バージョンの CCP Expres をダウンロードするには、リンクをクリックします。[CCO] ページ
に移動します。CCO ログインをお持ちでない場合は、登録を行います。

ステップ 4 PC にすでに zip/Admin tar がある場合は、上記の手順を省略します。

ステップ 5 CCP Express Tar ファイルをクリックし、これが抽出されたフォルダから tar ファイルを選択します。 
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ステップ 6 tar を選択した後、[CCP Express のアップグレード（Upgrade CCP Express）] をクリックすると、こ
こに示すような確認メッセージが表示されます。（図 90）。

図 90 アップグレードの確認 

ステップ 7 CCP express のアップグレードを確認するには、[はい（Yes）] をクリックします。アップグレード
には時間がかかります。その後下記のページが表示されます。（図 91）。

図 91 CCP Express のアップグレード

ステップ 8 アップグレードが失敗した場合は、[再試行（TRY AGAIN）] をクリックします。（図 92）。

図 92 CCP Express のアップグレード

ステップ 9 CCP Express をアップグレードすると、自動的にランディング ページに移動し、ここには更新後
バージョンが表示されます。（図 93）。
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図 93 CCP Express のアップグレード

Cisco IOS の更新 

デバイス上で Cisco IOS を更新するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザメニュー（USER Menu）] をクリックします。

ステップ 2 [IOS の更新（Update IOS）] オプションを選択すると、[IOS の更新（Update IOS）] ページにデバイ
ス上に存在する IOS イメージのリストが表示されます。 

図 94 IOS の更新
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ステップ 3 関連する Cisco IOS イメージをアップロードするには、[デスクトップ（Desktop）] オプションを
クリックします。 

ステップ 4 新の Cisco IOS バージョンをダウンロードするリンクをクリックしますが、CCO ログインがな
い場合は、登録します。デバイスの推奨および 新バージョンをダウンロードすることを確認し
ます。

ステップ 5 PC に関連する Cisco IOS イメージ ファイルがあれば、上記の手順をスキップします。

図 95 IOS の更新

ステップ 6 [IOS イメージ ファイルの選択（Select IOS image file）] をクリックし、フォルダから Cisco IOS 
ファイルを選択して [IOS ファイルのアップロード（Upload IOS File）] をクリックします。 

ステップ 7 [はい（Yes）] をクリックして、アップロードを続行します。アップロードが失敗したら、[再試行
（TRY AGAIN）] オプションをクリックして、再度実行します。

ステップ 8 アップロードが完了すると、アプリケーションは、[IOS の更新（IOS Update）] のメイン ページ（図 
32）に自動的に戻り、ルータの使用可能なすべての Cisco IOS イメージがリストされます。 

ステップ 9 起動リストに追加する Cisco IOS イメージを選択します。起動リストに 1 つだけイメージがある
か、または起動リストの先頭にイメージを移動するかを選択できます。 

ステップ 10 CCP Express をアップグレードすると、自動的にランディング ページに移動し、ここには更新後
バージョンが表示されます。 

実行中の設定のダウンロード

CCP Express では、ユーザがラップトップまたはデスクトップにテキスト ファイルとしてデバイ
スの実行中の設定を 1 クリックでダウンロードできます。実行中の設定をダウンロードするに
は、次の手順を実行します。

ステップ 1 ページ ヘッダーのメニューからダウンロード アイコン メニューをクリックします。

図 96 実行中の設定のダウンロード
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ステップ 2 ファイルは次の名前の形式でダウンロードされます：
RunningConfigBackup_<Date_Time>_<HostName/IPAddress>.txt

タイムゾーンや NTP の設定

詳細オプションでは、タイムゾーンや NTP の設定オプションを使用できます。タイムゾーンや 
NTP を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [基本設定（Basic Settings）] をクリックし、[ホスト名（Hostname）]/[ドメイン名（Domain name）]/[タ
イムゾーン（Timezone）]/[NTP] セクションに移動します。

図 97 基本設定（Basic Settings） 

ステップ 2 ユーザはドロップダウン リストに記載されている標準タイムゾーンを選択できます。 

ステップ 3 すべての NTP サーバと同期することができます。また、デバイスを NTP マスターとすることが
できます。

ステップ 4 NTP サーバとの同期オプションを選択した場合、[タイムゾーン（Timezone）] の選択に基づいて、
値が NTP サーバに入力されます。ユーザは手動で既知の NTP サーバのホスト名または IP アド
レスを入力することができます。

ACL
ACL は、IOS デバイスを通過するネットワークトラフィックをフィルタリングするために、統合
されている機能です。CCP Express では、名前付きおよび番号付き ACL の両方をサポートする、
標準および拡張タイプの IPv4 ACL を設定することができます。
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ACL の概要 
ACL の概要を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ACL] をクリックして、ACL の概要画面を表示します。概要画面には、すべての既存の ACL と、
それらを追加、編集、複製、削除するオプションが一覧表示されます

図 98 ACL の概要テーブル

標準 ACL の追加

標準 ACL を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ACL] をクリックし、[追加（Add）] をクリックします。[ACL の追加（Add ACL）] ダイアログボッ
クスが表示されます。 

ステップ 2 [ACL の追加（Add ACL）] ダイアログボックスで、標準オプションを選択して、ACL の名前または
番号（標準の場合 0-99）、許可/拒否するルール、「any」または「有効な IP アドレスとワイルドカー
ド マスク」の 2 つのオプションがある IP アドレスを入力します。 

図 99 ACL の追加
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拡張 ACL の追加

拡張 ACL を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ACL] > [追加（Add）] の順にクリックします。[ACL] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [ACL] ダイアログボックスで、[拡張オプション（Extended Option）] を選択し、ACL の名前/番号
（拡張の場合 100-199）、ルール、有効な ID とワイルドカード マスクを指定した送信元と宛先のア
ドレスを入力します。 

図 100 ACL の追加

ステップ 3 プロトコルを選択します。TCP/UDP を選択した場合、特定のリストから送信元ポートと宛先
ポートを選択します。

図 101 ACL の追加
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ステップ 4 ACL のクローンを作成する必要がある場合、ACL を選択して複製ボタンをクリックします。 

図 102 ACL の複製

インターフェイス、VTY および HTTP の関連付け

ACL を関連付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ACL] > [1 つの ACL（One ACL）] > [ACL のマッピング（ACL mapping）] アイコンの順にクリック
します。[ACL の関連付け（ACL Binding）] ダイアログボックスが表示されます。 

ステップ 2 要求インターフェイスを選択して、ルートを追加します。必要な VTY ルートを選択し、VTY 値を
追加します。

ステップ 3 HTTP は標準の番号付き ACL でのみ有効です。
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図 103 ACL マッピング 

ステップ 4 [表示（View）] タブをクリックして、1 つの ACL の下のすべてのマッピングされた値を表示します。

図 104 既存のマッピングの表示 

（注） 特定のユーザ グループを選択するには、ユーザ グループがアイデンティティ機能により追加さ
れている必要があります。
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