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Cisco IoT Field Network Director の概要
この項では、Cisco IoT Field Network Director（Cisco IoT FND）の概要を示し、Cisco Internet of Things（IoT）ネットワーク ソ
リューション内で果たすその役割について説明します。次の内容について説明します。

 Cisco IoT Connected Grid ネットワーク

 このマニュアルの使い方

 インターフェイスの概要

Cisco IoT Connected Grid ネットワーク
ここでは、次についての概要を示します。

 Cisco IoT FND の機能

 IoT FND のアーキテクチャ

 Resilient Mesh エンドポイント

 グリッド セキュリティ

 関連ソフトウェア

Cisco IoT Field Network Director（IoT FND）は、スマート グリッド アプリケーションなどの IoT アプリケーション用の、マル
チサービス ネットワークやセキュリティ インフラストラクチャを管理するソフトウェア プラットフォームです。このスマー
ト グリッド アプリケーションには、Advanced Metering Infrastructure（AMI）、Distribution Automation（DA）、分散インテリ
ジェンス、および変電所オートメーションなどが含まれます。IoT FND は、拡張可能なアーキテクチャを備えた、スケーラブル
で、高度にセキュアで、モジュラ形式のオープン プラットフォームです。IoT FND は、マルチベンダーでマルチサービスの通信
ネットワーク管理プラットフォームであり、電力グリッド デバイスのオープン エコシステムへのネットワーク接続を可能に
します。

IoT FND は、ネットワーク管理機能とアプリケーション（分散管理システム（DMS）、停止管理システム（OMS）、およびメー
ター データ管理（MDM）など）とを明確に分離できる、層化システム アーキテクチャ上に構築されます。ネットワーク管理と
アプリケーションとのこの明確な分離は、公益事業企業が（たとえば AMI を使用して）スマート グリッド プロジェクトを
徐々に展開するのに役立ちます。さらに、さまざまな公益事業の業務で、共有のマルチサービス ネットワーク インフラストラ
クチャと共通のネットワーク管理システムを使用した分散オートメーションを拡大していくのに役立ちます。 

機能

 地理情報システム（GIS）マップ ベースの仮想化、モニタリング、トラブルシューティング、およびアラーム通知 

 ルータおよびスマート メーター エンドポイント用のグループベースの構成管理 

 OS 互換（Cisco IOS、ゲスト OS、IOx）、およびアプリケーション管理の提供

 カスタマイズ可能なしきい値ベースのアラーム処理とイベント生成用のルール エンジン インフラストラクチャ 

 ユーティリティ ヘッドエンドと運用システムとの透過的な統合用の North Bound API

 高可用性/ディザスタ リカバリ 
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Cisco IoT Field Network Director の概要

  
Cisco IoT FND は、強力な地理情報システム（GIS）による視覚化およびモニタリング機能を備えています。ユーティリティ オ
ペレータは、ブラウザベースのインターフェイスにより、6LoWPAN（IPv6 over Low-power Wireless Personal Area 
Networks）を使用する、Cisco IoT Connected Grid Field Area Network（FAN）ソリューションでデバイスを管理およびモニタ
できます。FAN には、次のデバイスが含まれます。

 Cisco 1000 Series Connected Grid ルータ（CGR）。これはポールトップまたは DIN レールマウント ルータとも呼ば
れます。これらのデバイスは、このマニュアルではルータと表記されており、[Field Devices] ページでモデル別（例：
CGR1000、CGR1120、CGR1240）に示されています。使用可能な CGR モジュールは、3G、4G LTE、および Cisco Resilient 
Mesh（WPAN）を提供します。CGR1000 は Itron OpenWay RIVA CAM モジュールもサポートし、これは Itron OpenWay 
RIVA 電気およびガス水道デバイスへの接続を提供します。

 Cisco 800 Series Integrated Services ルータ（ISR 800）は、ほとんどのネットワークでエッジ ルータまたはゲートウェ
イとして使用されており、エンド デバイス（エネルギー供給自動化デバイス、ATM などの他の特定業種向けデバイス、お
よびタクシーやトラックなどのモバイル配備）への WAN 接続（セルラー、イーサネット経由のサテライト、および WiFi）
を提供します。これらのデバイスは、このマニュアルではルータと表記されており、[Field Devices] ページで製品 ID 別

（例：C800 または C819）に示されています。IoT FND を使用して、強化された次の Cisco 819H ISR を管理できます。 

— C819HG-4G-V-K9

— C819HG-4G-A-K9

— C819HG-U-K9

— C819HGW-S-A-K9

— C819H-K9

IoT FND は、強化されていない次の Cisco 819 ISR も管理します。

— C819G-B-K9

— C819G-U-K9

— C819G-4G-V-K9

— C819G-7-K9

 Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR4300 および ISR4400）は、ネットワーク、セキュリティ、コンピュー
ティング、ストレージ、ユニファイド コミュニケーションなど、必須の IT 機能を単一のプラットフォームで統合すること
で、企業のブランチ オフィスにおけるデジタル機能の構築に役立ちます。モジュラ式のアップグレード可能なプラット
フォームであるため、機器を変更することなく新しいサービスを追加できます。

 Cisco 800 シリーズ サービス統合型ルータ（IR800）は、コンパクトで耐久性の高い Cisco IOS ソフトウェア ルータです。
これらは、統合 4G LTE ワイヤレス WAN（IR809、IR829、および IR829 モデル）と、ワイヤレス LAN 機能（IR829 のみ）の
サポートを提供します。これらのデバイスは、このマニュアルではルータと表記されており、[Field Devices] ページで製
品 ID 別（例：IR800）に示されています。IoT FND を使用して、次の IR800 モデルを管理できます。

— IR807：極めてコンパクトで、低電力の産業ルータ。産業用アプリケーション（公益事業、輸送業、製造業向けの配電の
自動化）および拡張された企業全体でのリモート資産管理に適しています。

— IR809：非常にコンパクトなセルラー（3G、4G/LTE）産業用ルータで、リモート資産監視、および配電の自動化、パイプ
ラインの監視、ロードサイドでのインフラストラクチャ監視などのマシンツーマシン（M2M）アプリケーション向け
に、信頼性の高い安全なセルラー接続を可能にします。

— IR829：高耐久型コンパクト セルラー（GPS およびデュアル SIM 搭載 3G および 4G LTE）および WLAN（2.4/5GHz）
産業用ルータで、フリート車両や大量輸送など、モバイル接続を必要とする IoT アプリケーションの拡張性および信
頼性に優れた安全な管理をサポートします。

 Cisco 5921 エンベデッド サービス ルータ（ESR）は、Linux ベースの低電力小型プラットフォームで稼働するよう設計さ
れています。そのためシステム インテグレータは、高度にモバイル化/ポータブル化されたコミュニケーション システム
でも Cisco IOS を使用できるようになります。さらに、有線/ワイヤレス リンク上の固定/モバイル ネットワーク ノード
で安全性の高いデータ、音声、ビデオ通信を実現します。
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Cisco IoT Field Network Director の概要

  
 Cisco 産業用コンピューティング（IC3000）は、エッジ コンピューティングと、IOx アプリケーションおよび Cisco Fog 
Director（FD）を介した IoT FND との通信をサポートします。FD のサブセットが提供されます。幅広い業界規格とシンプ
ルな開発ツールキットをサポートする組み込みインターフェイスにより、アプリケーション開発者は IC3000 で IoT 
データを活用するアプリを作成できます。

 LoRaWAN（IXM-LPWA-800、IXM-LPWA-900）用のシスコ ワイヤレス ゲートウェイは、イーサネット スイッチやルー
タに接続したり、Cisco 800 シリーズ産業用統合サービス ルータの LAN ポートに接続したりする、スタンドアロン製品
として使用できます。この製品は、Cisco 産業用ルータ 809 および 829 の無線インターフェイスとして設定できます。
1 つまたは複数のゲートウェイが、IR809 または IR829 の LAN ポートに、暗号化されたリンクを使用してイーサネット
または VLAN 経由で接続されます。この設定によって、LoRaWAN 無線アクセスが可能になり、IR809 や IR829 では、ギガ
ビット イーサネット（電気式または光ファイバ）、4G/LTE、Wi-Fi などのバックホールがサポートされます。デフォルトグ
ループのトンネル グループまたはユーザ定義のトンネル グループのいずれかを使用できます。

 Cisco Interface Module for Long Range Wide Area Network（LoRAWAN）は、産業用ルータ Cisco IR809 および IR829 
の拡張モジュールであり、屋外配備用のキャリア グレード ゲートウェイとして機能します。このモジュールは、幅広い 
Internet of Things（IoT）ユース ケースに対応する、ライセンス不要の低電力広域（LPWA）ワイヤレス接続を提供します。
このユース ケースには、アセット トラッキング、水道やガスの検針、街路灯、スマート パーキング/ビルディング/農業/環
境モニタリングなどがあります。2 つのモデルがサポートされており、それらはそのバンド サポート（863 ～ 870 MHz 
ISM または 902 ～ 928 MHz ISM）により区別されます。モジュールは製品 ID（IXM-LORA-800-H-V2 など）によって識
別されます。

 Cisco 500 シリーズ無線パーソナル エリア ネットワーク（WPAN）産業用ルータ（IR500）は、RF メッシュ接続を、IPv4 お
よびシリアル IoT デバイス（たとえば、リクローザ制御、キャップ バンク制御、電圧レギュレータ制御、および他のリモー
ト端末ユニット）に提供します。

（注）CGR、C800、IR800、IR500、および他のタイプの Cisco Resilient Mesh エンドポイント デバイスは、ネットワーク上
に共存できますが、同じデバイス グループに入れることはできません（デバイス グループの作成および Resilient Mesh 
エンドポイント ファームウェア イメージの使用を参照）。また同じファームウェア管理グループに入れることもできま
せん（ファームウェア グループの設定を参照）。

 Cisco 800 シリーズ アクセス ポイントは、IR800 および C800 と統合されています。これらのデバイスは、このマニュア
ルではルータと表記されており、製品 ID 別（例：AP800）に示されています。IoT FND を使用して、次の AP800 モデルを管
理できます。

— C800 に組み込まれた AP802

— IR829 に組み込まれた AP803

 Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ（ASR）、Cisco ISR 3900 シリーズ サービス統合型ルータ
（ISR）、および ISR 4300 と ISR 4400。このマニュアルではヘッドエンド ルータまたは HER と表記しています。

 Cisco IPv6 RF（無線周波数）、PLC（電力線通信）、およびデュアル PHY（RF および PLC）メッシュ エンドポイント（スマー
ト メーターおよび Range Extender）。

（注）このマニュアルでは、メッシュ エンドポイントは、Cisco Range Extender および Cisco 互換スマート メーターのことを
指します。

IoT FND は通常、ユーティリティ コントロール センターに、他のユーティリティ ヘッドエンド運用システム（AMI ヘッド エ
ンド、分散管理システム、または停止管理システム）とともに置かれます。IoT FND は、オープン システム相互接続（OSI）モデ
ルで定義されている、企業クラスの FCAPS（障害、設定、アカウンティング、パフォーマンス、およびセキュリティ）機能を特色
としています。

Cisco IoT FND North Bound Application Programmable Interface（NB API）により、DMS、OMS、MDM などのさまざまな
ユーティリティ アプリケーションは、共有マルチサーバ通信ネットワーク インフラストラクチャから、分散グリッド情報、
停止情報、および測定データについての適切なサービス固有データを取り出すことができます。Cisco IoT FND North Bound 
API の詳細は、ご使用の IoT FND インストール バージ1ョンの『Cisco IoT FND NMS North Bound API Programming Guide』
を参照してください。 
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Cisco IoT Field Network Director の概要

  
NB API は、HTTPS を使用してイベントを送信できます。NB API クライアントは、イベント送信のための有効な URL HTTPS 
を提供することで、IoT FND をサブスクライブする必要があります。IoT FND は、NB API クライアント（イベント コンシュー
マ）によりパブリッシュされたすべての SSL およびハンドシェイク証明書を受け入れ、同時にセキュア接続を確立します。

Cisco IoT FND の機能 
 設定管理：Cisco IoT FND により、多数の Cisco CGR、Cisco C800、Cisco ISR、Cisco IR、Cisco ASR、およびメッシュ エ

ンドポイントの設定を容易に実行できるようになります。Cisco IoT FND は、デバイスを設定グループ内に配置し、設定
テンプレートで設定値を編集し、その設定をグループ内のすべてのデバイスにプッシュすることで、デバイスを一括設定
します。

 デバイスとイベントのモニタリング：Cisco IoT FND は、デバイスが生成した詳細情報を読みやすい表形式ビューで表示
し、これによりユーザはネットワークのエラーをモニタできます。Cisco IoT FND は、ルータやスマート メーターなどの 
FAN デバイスを、統合された地理情報システム（GIS）マップベースで視覚化します。ルータへのアクセスに必要な証明書
を含む CGR 固有のワーク オーダーを作成するには、IoT FND を使用します。

 ファームウェア管理：Cisco IoT FND は、Cisco CGR、Cisco C800、Cisco ISR、Cisco IR、およびメッシュ エンドポイント 
ファームウェア イメージのリポジトリとして機能します。Cisco IoT FND を使用して、デバイスのグループで実行する
ファームウェアをアップグレードするには、ファームウェア イメージ ファイルを Cisco IoT FND サーバに読み込ませ、
次にイメージをグループ内のデバイスに読み込ませます。アップロードしたら、IoT FND を使用してファームウェア イ
メージをデバイスに直接インストールします。リリース 3.0.1-36 以降では、メッシュ エンドポイントの [Firmware 
Upgrade] ページのサブネット リスト ビューで、PAN 識別子（PAN ID）およびグループによりサブネットをフィルタリン
グして表示できます（詳細にはグループ内のノードの数、ルータからのホップ数、操作ステータスなどが含まれます）。
サブネット進捗ヒストグラムも追加されています。

 OS 移行：Cisco CGR 1000 の場合、IoT FND により、CG-OS を実行する CGR を IOS に移行できます。 

 ゼロ タッチ導入：この使いやすい機能は、X.509 証明書とプロビジョニング情報を、Connected Grid ネットワーク内のセ
キュアな接続を介して自動的に登録して配布します。

 トンネル プロビジョニング：Cisco ASR、Cisco CGR、C800、Cisco ISR、および Cisco IR の間で交換されるデータを保護
し、Cisco CGR への無許可アクセスを防止して、デバイス間でのセキュア通信を提供します。Cisco IoT FND では、CLI コ
マンドを実行して、Cisco CGR、C800、Cisco ISR、Cisco IR、および Cisco ASR の間にセキュア トンネルをプロビジョニ
ングできます。グループを使用してトンネル プロビジョニングを一括設定するには、IoT FND を使用します。

 IPv6 RPL ツリー ポーリング：IPv6 Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks（RPL）は、そのネイバーを検出
し、ICMPv6 メッセージ交換を使用してルートを確立します。RPL は、ルーティング ツリーのルートである CGR に対する
メッシュ エンドポイントの相対位置に基づいて、ルートを管理します。RPL ツリー ポーリングは、メッシュ ノードと 
CGR 定期更新により使用可能になります。RPL ツリーはメッシュ トポロジを表しますが、これはトラブルシューティン
グに役立てることができます。たとえば、RPL ツリーから受け取ったホップ カウント情報により、ファームウェア ダウン
ロード プロセスのユニキャストまたはマルチキャストの使用を判別できます。IoT FND は、RPL ツリーの定期的に更新
されるスナップショットを保持します。 

 動的マルチポイント VPN および FlexVPN：Cisco C800 デバイスと Cisco IR800 デバイスの場合、DMVPN と FlexVPN 
は、トンネル プロビジョニング時にデバイス固有のトンネル設定を HER に適用するために IoT FND を必要としません。
HER トンネル プロビジョニングは、サイト間 VPN トンネルにのみ必要です。

 組み込みアクセス ポイント（AP）管理：IoT FND は、C819 および IR829 ルータ上の組み込み AP を管理します。

 デュアル PHY サポート：IoT FND は、デュアル PHY（RF および PLC）トラフィックをサポートするデバイスと通信できま
す。IoT FND は、デュアル PHY を実行する CGR を識別し、マスターとスレーブへの設定を有効化し、マスターからメト
リックを収集します。IoT FND はさらに、デュアル PHY CGR のセキュリティ キーを管理します。メッシュ側で、IoT FND 
は固有のハードウェア ID を使用してデュアル PHY ノードを識別し、設定のプッシュとファームウェアの更新を可能に
し、RF や PLC トラフィック率を含むメトリックを収集します。 

 ゲスト OS（GOS）サポート：ゲスト OS をサポートする Cisco IOS CGR 1000 および IR800 デバイスの場合、IoT FND は
サポート対象オペレーティング システム上で実行するアプリケーションの管理を、承認取得済みユーザに許可します。
IoT FND はアプリケーション導入のすべてのフェーズをサポートし、アプリケーションのステータスと、デバイス上で実
行する Hypervisor のバージョンを表示します。
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 デバイス ロケーションのトラッキング：CGR 1000、C800、および IR800 デバイスの場合、IoT FND はリアルタイム ロ
ケーションとデバイス ロケーションの履歴を表示します。この機能は、GPS 機能を有効にすることが必要です。

 ソフトウェア セキュリティ モジュール（SSM）：これはハードウェア セキュリティ モジュール（HSM）の低コスト代替製
品であり、メーターや IR500 デバイスに送信される CSMP メッセージの署名に使用されます。 

 カスタマー証明書：Cisco IoT FND は、ユーザが独自の CA と ECC ベースの証明書を使用してスマート メーター メッ
セージに署名することを許可します。

 診断およびトラブルシューティング：IoT FND ルール エンジン インフラストラクチャは、トリアージ ベース トラブル
シューティングによる効率的なモニタリングを行うことができます。デバイスのトラブルシューティングでは、任意の 
CGR 1000、IR800、Cisco シリーズ サービス統合型ルータ（C800）、Cisco 5921 埋め込み型サービス ルータ（C5921）、
レンジ エクステンダ、ゲートウェイ、またはメータ（メッシュ エンドポイント）上で、オンデマンドのデバイス パス トレー
スと ping を実行します。 

 高可用性：中断のないネットワーク管理とモニタリングを確実にするために、Cisco IoT FND ソリューションは高可用性
（HA）構成で展開できます。ロード バランシングが行われる IoT FND サーバとプライマリおよびスタンバイ IoT FND 
データベースを使用することで、Cisco IoT FND は、システムのヘルス（クラスタ内の接続やサーバ リソースの使用状況
を含む）を常時モニタします。サーバ クラスタのメンバーまたはデータベースが使用できなくなったかまたはトンネル
に障害が発生すると、別のメンバーまたはデータベースがシームレスに引き継ぎます。さらに、Cisco CGR と複数の 
Cisco ASR の間に冗長トンネルを構成することで、IoT FND の信頼性を向上させることができます。

 停電通知：メッシュ エンドポイント（ME）は、停電についてのタイムリーで効率的なレポート作成をサポートする、停電通
知サービスを実装します。停電が発生した場合、各 ME は必要な機能を実行してエネルギーを節約し、ネイバー ノードに
停電を通知します。ルータは IoT FND への停電通知を中継し、停電に関する情報を関連付けるプッシュ通知を顧客向けに
発行します。

 Resilient Mesh アップグレード サポート：Cisco CGR および Resilient Mesh エンドポイント（RME）（たとえば、AMI 
メーター エンドポイント）のソフトウェアおよびファームウェアをワイヤレスでアップグレードできます。

 監査ロギング：監査、法規制の遵守、および SEIM（セキュリティ イベントおよびインシデント管理）の統合などのユーザ 
アクティビティのアクセス情報をログに記録します。これにより管理は簡素化され、モニタ、レポート、およびトラブル
シューティングの各機能の統合によりコンプライアンスが強化されます。

 North Bound API：停止管理システム（OMS）、メーター データ管理（MDM）、トラブル チケット システム、およびマネー
ジャ オブ マネージャズなどの既存のユーティリティ アプリケーションを簡単に統合できます。 

 デバイス マネージャのワーク オーダー：資格を持つ現場技術者は、ワーク オーダーにリモートにアクセスしてそれを更
新できます。

 ロールベース アクセス コントロール：AMI ネットワーク デバイス用にエンタープライズ セキュリティ ポリシーとロー
ルベース アクセス コントロールを統合します。

 イベントおよび問題の管理：障害イベントの収集、フィルタリング、および通信ネットワーク モニタリングの相関を行い
ます。IoT FND は、しきい値ベースのルール処理、カスタム アラート生成、およびアラーム イベント処理のための多様な
障害イベント メカニズムをサポートします。ユーティリティ ネットワーク内のさまざまなエンドポイントについて、障
害は色分けされた GIS マップ ビューで表示されます。これにより、停止管理システムなどのさまざまなユーティリティ 
アプリケーションに対する、オペレーターレベルのカスタムでの、障害イベントの生成、処理、および転送が可能になりま
す。自動問題追跡は、収集されるイベントに基づいて実行されます。

IoT FND のアーキテクチャ

図 1 は、標準的な公益事業企業の、内部でゼロ タッチ展開を使用している Cisco CGR Connected Grid ネットワーク上で運
用されている、システム パスと通信パスの概略図です。

Cisco IOS CGR には、FlexVPN を使用したトンネル構成を推奨します。

Cisco C800 および IR800 には、動的マルチポイント VPN（DMVPN）または FlexVPN を使用することを推奨します。 
5
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図 1 ゼロ タッチ展開アーキテクチャ

この例では、ファイアウォールにより、公益事業企業のパブリック ネットワーク（DMZ）とそのプライベート ネットワークの
項目が区分されています。

公益事業企業のプライベート ネットワークには、ファイアウォールの背後に置くことができるシステム（Cisco IoT FND、
Oracle データベース サーバ、Cisco IoT FND North Bound API、DHCP サーバ、認証局（CA）など）が示されています。Cisco 
IoT FND トンネル プロビジョニング サーバ プロキシ（TPS プロキシ）や登録局（RA）も DMZ 内に置くことができます。 

Cisco CGR をインストールして電源をオンにすると、ネットワーク内でアクティブになり、SCEP（Simple Certificate 
Enrollment Protocol）を使用してその証明書を RA に登録します。RA（図 1 の Cisco 3945 ISR）は、CA プロキシとして機能
し、CA から Cisco CGR の証明書を取得します。Cisco CGR は、トンネル プロビジョニング要求を HTTPS を介して TPS プ
ロキシに送信し、要求はそこから IoT FND に転送されます。 

Cisco IoT FND は、Cisco CGR とヘッドエンド ルータ（図 1 の Cisco ASR 1001）との間のトンネルを設定するために必要な
すべての情報のコレクションを管理します。CG-OS CGR インストール システムの場合は、外部は IPv4 を介した IPsec トン
ネルで、その内部は IPv6-in-IPv4 GRE トンネルであるネットワーク構成を推奨します。ME からのすべてのトラフィックは 
IPv6 を介して送信されます。GRE トンネルは、データ センターにアクセスするために IPv6 トラフィックのパスを提供しま
す。外部 IPsec トンネルにより、そのトラフィックは保護されます。トンネルをアクティブにすると、Cisco CGR（設定後）は、
公益事業企業の仮想プライベート ネットワーク（VPN）のようなネットワークに接続します。 
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IoT FND ソリューションのメイン コンポーネント

高可用性とトンネル冗長性

図 1 で示す例は、1 つのデータベースがあり、トンネル冗長性はない、単一サーバ導入システムです。ただし、Cisco IoT FND 
HA サポートを利用して、Cisco ACE 4710 ロード バランサに接続されている Cisco IoT FND サーバのクラスタを導入でき
ます（図 2 を参照）。ロード バランサは、ラウンドロビン方法で要求をサーバに送信します。サーバに障害が発生すると、ロー
ド バランサは、クラスタ内の他のサーバに送信することで要求を処理し続けます。

小限のデータ ロスでシステム内に高可用な別の層を備えるには、スタンバイ Cisco IoT FND データベースを導入すること
もできます。

図 2 IoT FND サーバおよびデータベース HA

トンネル冗長性を備えるために、IoT FND では CGR を複数の ASR に接続するための複数のトンネルを作成できます（図 3 を
参照）。

コンポーネント 説明

IoT FND アプリケーション 
サーバ

IoT FND 導入システムの中心機能です。これは RHEL サーバ上で稼働し、これによって管理者
は、ブラウザベースのグラフィカル ユーザ インターフェイスを使用して、IoT FND 導入シス
テムのさまざまな面を制御できます。

IoT FND HA 導入システムには、ロード バランサに接続された 2 つ以上の IoT FND サーバが
含まれています。

NMS データベース この Oracle データベースには、IoT FND ソリューションによって管理されるすべての情報が
保存されます。これには ME から受信したすべてのメトリックや、ファームウェア イメージ、
設定テンプレート、ログ、イベント情報などのすべてのデバイス プロパティが含まれます。

ソフトウェア セキュリティ 
モジュール（SSM）

これはハードウェア セキュリティ モジュール（HSM）の低コスト代替製品であり、メーター
や IR500 デバイスに送信される CSMP メッセージの署名に使用されます。

TPS プロキシ 現場での 初の起動時にルータが IoT FND と通信できるようにします。IoT FND がルータと 
ASR との間のトンネルをプロビジョニングしたら、ルータは IoT FND と直接通信します。

ロード バランサ （任意）IoT FND は図 1 の Cisco ACE 4710 を使用して HA を備えます。ロード バランサは、
ソリューションのサーバ クラスタ内にある IoT FND サーバ間でトラフィックを分散させ
ます。
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図 3 IoT FND トンネルの冗長性

HA の詳細については、「Database High Availability」を参照してください。

Resilient Mesh エンドポイント

Cisco Field Area Network（FAN）ソリューションは、初めてのマルチサービス通信インフラストラクチャを、公益事業者の
フィールド エリア ネットワークに導入します。これは、AMI や DA、および共通ネットワーク プラットフォームの保護と制御
のためのアプリケーションを提供します。 

高機能メーターを導入したら、続いては公益事業企業のニーズに適正なソリューションで応えるように設計された構造化プ
ロセスを導入することになります。このプロセスは、計測、IT、操作、およびエンジニアリングの間での調整を必要とするいく
つかのフェーズを経て進められます。ほとんどの公益事業企業にとって 初のフェーズは、目標を特定することであり、それ
にデータ分析のニーズやビジネス プロセスが続きます。ビジネス ケースの評価が完了し、テクノロジが選択されたら、システ
ムの実装と検証のプロセスを実行します。

公益事業企業が過去のビジネス ケースを現在のシステム実装に移そうとすると、予測できない複雑さにより導入が遅延する
場合があります。プラグ アンド プレイ システムの真価は、高機能計測をより短時間で実現できるという利点により、コストを
節約し、投資回収率を向上させることにあります。

真のプラグ アンド プレイ RF または PLC メッシュ ネットワーク システムを実現する機能には、次のものがあります。

 自己初期化エンドポイント：CGR は、メーターやインフラストラクチャ展開をプログラミングなしに検出する高度な自
己検出により、通信のための 善のパスを自動的に確立します。

 拡張性：このタイプのネットワークにより、Cisco IoT FND インストール システムは、 大で 1000 万のメーター/エンド
ポイントに対応できる、ポケット化された導入システムを実現できます。キャパシティが大きいため、対象の AMI カバ
レッジ エリアのさまざまな箇所で迅速な複数チームでの導入を実行でき、インフラストラクチャや通信のコストを節約
できます。

真のメッシュ ネットワークでは、測定デバイスやレンジ エクステンダ デバイスは相互に通信し、独自の 良リンクを決定し
て、メッシュ ローカル エリア ネットワーク（RFLAN）または PLC LAN を形成します。これらの ME デバイスはネットワーク
を形成し、動的自動ルーティング機能を持つようになります。この機能により、専用リピータ インフラストラクチャや中間層
の（エンドポイントとコレクタの間の）ラジオ リレー ネットワークを省くことができます。結果として、専用ネットワーク イ
ンフラストラクチャと、強力で柔軟性が高い固定ネットワーク通信機能をかなり削減することができます。 

Range Extender は、公益事業企業により、メッシュのカバレッジを強化し、冗長性を備えるためにインストールされます。さ
らに、建造物が通常のメッシュ信号伝搬を妨げる密集した都市部、地理的にメーター密度が低く人口密度が低い地域、高周波
が問題となる地域などの困難な環境設定でネットワーク信頼性を補うためにもインストールされます。Range Extender は、
インストールまたは停止リカバリ後のメッシュを自動的に検出して接続し、代替メッシュ パスを提供します。 

通常の導入シナリオでは、これらの ME は、導入されたその日から安定した RFLAN または PLC LAN ネットワークを形成しま
す。コレクタがインストールされたら、導入エリア全体に ME を配置することは、メーターの交換と同じほど簡単になります。
ME は自動的にネットワークを形成してレポートを開始します。

メッシュ エンドポイントは情報を送受信します。双方向メッシュ システムにより、リモート ファームウェア アップグレー
ド、使用期間のシステム設定の変更やコマンド実行、需要リセット、および停止復元通知などが行えるようになります。物理的
に「メーターに触る」必要がないことには大きな価値があります。特定のクライアントのニーズを満たすために、使用時間

（TOU）スケジュールの変更と間隔データ取得の変更が必要である、高度デマンド応答測定ドメインに入る場合は特にそのよ
うに言えます。これらのコマンドは、グループまたは特定の ME に送信できます。メーター コマンドは、スケジュール指定、プ
ロアクティブ、オンデマンド、またはネットワーク全体へのブロードキャストのいずれかで実行できます。 

....

Cisco ASR 

Cisco ASR 

Cisco FAR 

Tunnel
Redundancy 

30
30

13

QFP

QFP
8



 

Cisco IoT Field Network Director の概要

  
データセンター/ネットワーク オペレーション センター（NOC）とコレクタとの間の通信は、広く入手可能でコスト効率の高
い、市販の TCP/IP ベース パブリック ワイド エリア ネットワーク（WAN）または公益事業企業が所有する WAN のいずれか
を利用して実現されます。現在利用できる柔軟でオープン標準のパブリック WAN アーキテクチャにより、将来的にも継続的
にコスト削減が可能な環境を構成できます。資産の存続期間全体にわたって 1 タイプの接続性に拘束されることがないため、
将来のオプションに対応することもできます。AMI システムで専門性が非常に高い WAN システムを使用しないのであれば、
それが 善です。 

導入が完了すると、システムはスケジュール設定された時間ごと（およびサブ時間ごと）のデータを送信して、請求書読み取
り、高度デマンド応答イニシアチブ、負荷リサーチ、電源品質、および変圧器資産モニタリングなどのユーティリティ アプリ
ケーションをサポートできます。

アクセスのしやすさと信頼できるオンデマンド機能により、ユーティリティはグリッド診断と負荷リサーチを、システム全体
または選択したメーターのグループに対して実行できます。他の標準機能は、停止管理、改ざん検出、およびシステム パ
フォーマンス モニタリングをサポートします。 

グリッド セキュリティ

次世代エネルギー ネットワークの要件を満たすように設計された Cisco グリッド セキュリティ ソリューションは、シスコ
のサイバーセキュリティおよび物理セキュリティ関連の製品、テクノロジ、サービス、パートナーの広範なポートフォリオを
活用します。これにより公益事業企業は運用コストを削減しながら、重要なエネルギー インフラストラクチャのサイバーセ
キュリティと物理セキュリティを向上させることができます。

Cisco グリッド セキュリティ ソリューションは、次のものを提供します。

 アイデンティティの管理およびアクセス制御：ユーザ認証とアクセス制御を使用したユーティリティ機能、資産、および
データの保護は、グリッド運用のためにカスタマイズ構築されます。

 スレッド防御：脅威を検出、回避、軽減するために、ファイアウォール、VPN、侵入防御、およびコンテンツ セキュリティ 
サービスと統合する階層型防御を構築します。

 データセンター セキュリティ：ネットワーク、コンピューティング、およびストレージの各ソリューションを、単一の安全
なリソース共有プールに変換します。これによりアプリケーションとデータの整合性の保護、公益事業会社内のビジネス 
プロセスとアプリケーション間の通信の保護、および再生可能エネルギーのプロバイダなどの外部リソースへの接続の
保護が実現します。

 ユーティリティ コンプライアンス：リスク管理を向上させ、アセスメント、設計、導入サービスにおいて NERC-CIP など
の法規制要件を満たします。

 セキュリティ モニタリングおよび管理：情報セキュリティの脅威の特定、対処、および反撃を行い、サイバー イベントの
継続的なモニタリングを通じてコンプライアンスを維持します。 

関連ソフトウェア

次のソフトウェア パッケージは、Cisco IoT ネットワーク ソリューションの導入と管理を支援します。

Cisco IoT Device Manager
Cisco IoT Device Manager（Device Manager または IoT-DM）は、現場技術者が Cisco CGR をリモートに管理するために
使用する、Windows ベースのアプリケーションです。いくつかのアクティビティでは、IoT DM は情報を IoT FND から取得
します。

Cisco インダストリアル オペレーション キット 
Cisco インダストリアル オペレーション キット（IOK）は、Cisco IoT ネットワーク ソリューション用に、管理、ネットワーク、
および IOK セキュリティ関連ヘッドエンド ネットワーク サービスのための複数の仮想アプライアンスを組み込んでいます。
詳細については、シスコの営業担当者にお問い合わせください。
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このマニュアルの使い方
この項には、情報をすばやく見つけることができる次のトピックがあります。

 共通タスク

 CGR タスク

 メッシュ エンドポイント タスク

 管理タスク

 表記法

共通タスク

表 1 ルータとメッシュ エンドポイントの両方に対してユーザが実行するタスクを示します。タスクを実行できるかどうか
は、ロールベースで割り当てられます。ユーザ ロールの詳細については、システム定義ユーザー ロールを参照してください。

表 1 共通タスク

タスク 使用目的

デバイス表示タスク

デバイスの表示 ルータの各ビューの使用、[Default] ビューでのエンドポイントの表示

詳細なデバイス情報の表示 デバイスの詳細情報の表示

デバイス分類タスク

ラベルの追加 ラベルの一括追加

ラベルの削除 ラベルの一括削除

検索およびデバイス フィルタリング タスク

フィルタの使用 フィルタを使用したデバイス表示の制御

診断およびトラブルシューティング タスク

ping デバイスの ping
traceroute デバイスへのルートのトレース

ログのダウンロード ログのダウンロード

タスクのモニタリング

イベントの表示および検索 イベントのモニタリング

問題の表示および検索 モニタリングの問題、[Issues] ステータス バーでのデバイス重大度ステータス
の表示

トンネル ステータスの表示 『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide, Release 4.x』の
「Monitoring Tunnel Status in the Managing Tunnel Provisioning」の章

一般的な作業

パスワードの変更 パスワードのリセット

タイム ゾーンを設定する 『Cisco IoT Field Network Director, Release 4.x』の「Configuring the Time Zone」

ユーザ プリファレンスの設定 『Cisco IoT Field Network Director, Release 4.x』の「Setting User Preferences」
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CGR タスク

表 2 は、CGR タスクをリストしています。ユーザ ロールの詳細については、システム定義ユーザー ロールを参照してください。

表 2 CGR タスク

タスク 使用目的

ルータ設定タスク グループ

設定グループへの CGR の追加 デバイス グループの作成

構成グループの削除 デバイス グループの削除

設定グループ内のデバイスのリスト 設定グループ内のデバイスのリスト表示

グループへのデバイスの割り当て IoT FND へのルータの追加

IoT FND への HER の追加

別の設定グループへのデバイスの手動による移動

他の設定グループへのデバイスの一括移動

設定グループの名前の変更 デバイス設定グループの名前変更

ルータ設定タスク

デバイス設定プロパティの変更 デバイス設定プロパティの変更

設定テンプレートの編集 ROUTER 設定テンプレートの編集

AP 設定テンプレートの編集

設定のプッシュ メッシュ エンドポイントへの設定のプッシュ

CG-OS から IOS への移行 CG-OS を実行して Cisco IOS を移行する

ゲスト OS の監視 『Cisco IoT Field Network Director, Release 4.x.』の「Monitoring a Guest OS」
トンネル プロビジョニング タスク

トンネル プロビジョニングの設定 『Cisco IoT Field Network Director, Release 4.x』の「Configuring Tunnel 
Provisioning」

トンネル プロビジョニング テンプレート
の編集

『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide, Release 4.x』の
「Configuring Tunnel Provisioning Template」

トンネルの再プロビジョニング 『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide, Release 4.x』の
「Tunnel Reprovisioning Template」

『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide, Release 4.x』の
「Factory Reprovisioning Template」

ファームウェア管理のタスク

ファームウェア グループへのデバイスの
割り当て

ファームウェア グループへのデバイスの割り当て

ファームウェア グループへのイメージの
アップロード

ルータ グループへのファームウェア イメージのアップロード

ワーク オーダー タスク

ワーク オーダーの作成 ワーク オーダーの作成
11
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メッシュ エンドポイント タスク 
表 3 は、ME タスクをリストしています。ユーザ ロールの詳細については、システム定義ユーザー ロールを参照してください。

管理タスク

表 4 は、管理タスクをリストしています。 

表 3 メッシュ エンドポイント タスク

タスク 使用目的

ME 設定グループ タスク

メッシュ エンドポイント設定グループの
追加

デバイス グループの作成

メッシュ エンドポイント設定グループの
削除

デバイス グループの削除

メッシュ エンドポイント設定グループの
名前の変更

デバイス設定グループの名前変更

設定グループへのメッシュ エンドポイン
ト デバイスの割り当て

別のグループへのデバイスの移動

設定グループ内のデバイスのリスト 設定グループ内のデバイスのリスト表示

ME 設定タスク

メッシュ エンドポイント設定プロパティ
の変更

デバイス設定プロパティの変更

メッシュ エンドポイント設定テンプレー
トの編集

ENDPOINT 設定テンプレートの編集

メッシュ エンドポイントへの設定のプッ
シュ

メッシュ エンドポイントへの設定のプッシュ

メッシュ エンドポイント ファームウェア 
グループの追加

デバイス グループの作成

ファームウェア グループへのデバイスの
割り当て

別のグループへのデバイスの移動

ファームウェア グループへのイメージの
アップロード

Resilient Mesh エンドポイント グループへのファームウェア イメージのアッ
プロード

表 4 管理タスク

タスク 使用目的

システム管理タスク

パスワード ポリシーの設定 パスワード ポリシーの管理

ロールの定義 ロールと権限の管理

ユーザ アカウントの管理 ユーザの管理

アクセス管理タスク

アクティブ セッションの管理 アクティブ セッションの管理

監査証跡の表示 監査証跡の表示

証明書を管理する 証明書の管理

データ保存の設定 データ保存の設定

ライセンスの管理 ライセンスの管理

ロギングの管理 ログの管理
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表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。 

（注）読者に留意していただきたいことを示します。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介してい
ます。

「注意：」は、注意が必要なことを示しています。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

「警告：」安全上の重要事項

危険があることを示します。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電
気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の 後に記載されているステートメント番号に
基づいて、この装置に付属している安全に関する警告の説明を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください

規制：追加情報および規制要件または顧客要件に準拠するために定められています。 

インターフェイスの概要
この項では、IoT FND GUI の一般的な概要を説明しており、次の内容が含まれています。

 アイコン

 メイン メニュー

IoT FND は、ユーザのログイン後にダッシュボードを表示します（図 4）。ダッシュボードの使用を参照してください。 

サーバ設定値の設定 サーバ設定値の設定

Syslog の管理 システム設定の管理

トンネル設定値の設定 プロビジョニングの設定

表 4 管理タスク（続き）

タスク 使用目的

表記法 説明

太字 コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載されます。

イタリック体 文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示
しています。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z} 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って
示しています。

[x | y | z] いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

string 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その
引用符も含めて string とみなされます。

courier フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示しています。

<   > パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。

[   ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。

!、# コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント行であることを示します。
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図 4 IoT FND ダッシュボード

1 メニューとサブメニュー タブ

メニューをロールオーバーするとサブメニューが表示され
ます。サブメニューはメイン メニューの下にタブとして表
示されます。

4 ダッシュレット アクション ボタン（左から右）： 

 ダッシュレット ウィンドウの 小化（閉じる）

 ダッシュレットの更新

 データのエクスポート

 フィルタ（一部のページでは使用できません）

 ダッシュレットを閉じる

2 [<user name>] メニュー

 環境設定：ユーザ インターフェイスの表示設定を指定
します。

 ドメインの切り替え

 バスワードの変更

 タイム ゾーン

 ログアウト

5 [Issues] ステータス バー 

デバイス（ルータ、ヘッドエンド ルータ、サーバ、エンドポイ
ント）別の問題とその重大度（Critical、Major、Minor）の概要

[Issues] ステータス バーでのデバイス重大度ステータスの
表示

3  ダッシュボードの設定：ページの更新頻度の設定と、
ダッシュボードへのダッシュレットの追加が可能です。

 フィルタ：カスタム フィルタまたは選択可能な期間を
使用して定義できます。

 ページの更新。
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図 5 メイン ウィンドウの要素

ビューの操作

デフォルト グループとカスタム グループのデバイスを表示するには、[Browse Devices] ペイン（5）を使用します。[Browse 
Devices] ペインの上部に、登録済みデバイスの総数が括弧で囲まれて表示されます。グループ内のデバイスの総数は、グルー
プ名の横に括弧で囲まれて表示されます。 

リスト表示はフィルタを使用して絞り込むことができます（1）。フィルタを使用したデバイス表示の制御を参照してくださ
い。組み込みフィルタは、[Browse Devices] ペインでデバイス グループをクリックすると自動的に導入されます。保存された
カスタム フィルタにアクセスするには、[Quick View] タブを使用します。

[Device Info] ページを表示するには、デバイス名または EID（要素識別子）リンク（4）をクリックします。ワーク オーダーを 
[Device Info] ページから直接生成し、ネットワーク内で応答するかどうかを確認するために、デバイスの ping などのいくつ
かのデバイス固有テストを実行できます。[Device Info] ページで [<<Back] リンクをクリックすると、デバイス EID リンクを
クリックしたときに表示していたページに戻ります。リスト ビューを更新するには、任意のページ上で更新ボタンをクリッ
クします。

タブの使用

各デバイス ページには、メイン ウィンドウに関連情報を表示するためのタブがあります。アクティブなタブは、そのタブ上に
マウスを移動させると太字で表示されます（たとえば、図 5 の [Default] タブ）。 

1 フィルタ 4 [Device Info] ページへのデバイス EID リンク

2 ラベルの定義、一括インポートの定義、その他のアクション
（ワーク オーダーの作成、メッシュ デバイスのブロックま
たは削除など）

5 [Browse Devices] ペイン

3 メイン メニュー
15
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ページ ビューのナビゲート

デフォルトでは、デバイス管理ページは、ソート可能なテーブルにデバイスを表示するリスト ビューで表示されます。
[Routers] ページおよび [Mesh] ページでは、[Map] タブ（5）を選択すると、GIS マップ上にデバイスが表示されます（[Map] 
ビューでのルータの表示および [Map] ビューでのメッシュ エンドポイントの表示を参照）。 

フィルタの処理

[Show Filters] リンクをクリックしてカスタム フィルタを作成し（[Hide Filters] リンクは図 5 の同じ場所に表示される）、提
供されるフィルタ パラメータを使用して（1）、[Search Devices] フィールドに適切な構文を作成します（4）。保存されたカス
タム フィルタを表示するには、[Quick Views] タブをクリックします（[Quick View] フィルタの作成および編集を参照）。

ユーザ入力フィールドの完成

図 6 は、ユーザ入力フィールドのエラーを示しています。IoT FND は赤色のアラート アイコンを表示し、フィールドを赤色で
強調表示し、[OK] ボタンを無効にします。これらのエラーは、たとえば無効文字（@、#、!、または + など）を入力した場合や、入
力が予期されているものの実行されていない場合などに発生します。

図 6 エラーになった [Group Name] ユーザ入力フィールド

アイコン

表 5 UI に表示されるアイコンをリストしています。

表 5 IoT FND アイコン

アイコン 説明

このルータ アイコンは、CGR、ISR、IR（ルータ）、および HER に使用されます。

これはサーバ アイコンです。

これは DA ゲートウェイ（IR500）デバイス アイコンです。 

これはメーター アイコンです。

これはエンドポイント アイコンです。その色は、デバイスの状態に基づいて変化します。

この Up アイコンは、デバイスが稼働しておりオンラインであることを示します。

この Down アイコンは、デバイスがダウンしていることを示します。
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この未登録アイコンは、デバイスが IoT FND にまだ登録されていないことを示します。

停止アイコンは、デバイスが停止していることを示します。

復元済みアイコンは、デバイスが停止から回復したことを示します。

デフォルト グループ アイコンは、それが 上位のデバイス グループであることを示しま
す。すべてのデバイスは、正常に登録されるとこのグループに表示されます。

これはグループ追加アイコンです。 

これはグループ編集/削除アイコンです。

[Events] ページで、このボタンをクリックすると、CSV ファイルへのイベント データのエ
クスポートが開始されます。

グループ アイコンは、それがカスタム デバイス グループであることを示します。

カスタム ラベル アイコンは、デバイスのグループを示します。デバイスを論理グループ
にソートするには、ラベルを使用します。ラベルはデバイス タイプには依存しません。デ
バイスはどのタイプであっても、どのラベルにでも属することができます。また、1 つのデ
バイスに複数のラベルを割り当てることができます。

[Dashboard] ページで、このボタンをクリックすると、データ更新間隔が設定され、ダッ
シュレットが追加されます。

[Dashboard] ページで、このボタンをクリックすると、CSV ファイルへのダッシュレット 
データのエクスポートが開始されます。

[Dashboard] ページで、このボタンをクリックすると、ダッシュレット データが更新され
ます。

[Dashboard] ページで、このボタンをクリックすると、データ取得間隔設定が変更され、
フィルタがダッシュレットに追加されます。線グラフ ダッシュレットでは、このボタン
で、データ取得間隔設定やフィルタにアクセスできるだけでなく、グラフ固有のデータ設
定にもアクセスできます。フィルタが適用されると、このアイコンは緑色になります。

ダッシュレット タイトル バーの [Dashboard] ページで、このボタンをクリックすると、
ダッシュレットの表示/非表示が切り替わります。ダッシュレットが非表示のときには、
ダッシュボードにタイトル バーのみが表示されます。

表 5 IoT FND アイコン（続き）

アイコン 説明
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メイン メニュー

この項では、ページの上部のタイトル バーから使用できる IoT FND の各メニューについて説明しています。

[Devices] メニュー

[Devices] メニューからは、ダッシュボードとデバイス管理ページにアクセスできます。

 Dashboard：このユーザ設定可能ページには、Connected Grid に関する情報が表示されます。

 Field Devices：このページには、グリッド内の登録済みルータとメッシュ エンドポイントのトップレベル ビューが表示
されます。

 Head-End Routers：このページには、グリッド内の登録済み HER のトップレベル ビューが表示されます。

 Servers：このページには、ネットワーク内の IoT FND とデータベース サーバのトップレベル ビューが表示されます。

 Assets：このページには、IoT FND によって管理されているシスコ機器にマッピングされたシスコ以外の機器が表示され
ます。 大 5 つのアセットをシスコ デバイスにマッピングでき、それらのアセットをサポートする 大 5 つのファイル

（.jpeg や .txt など）をアップロードできます。

[Map] ビューでは、これは RPL ツリーのルート デバイス アイコンです。これは、RPL ツ
リー ポーリングの設定のときの設定に従って、CGR またはメッシュ デバイスになりま
す。色はデバイスのステータス（Up、Down、および Unheard）を表します。

RPL ツリー接続は、青色またはオレンジ色の線で表示されます。 

 オレンジの線は、リンクが機能していることを示します。

 青の線は、リンクがダウンしていることを示します。

マップ ビューでは、これはデバイス グループ アイコンです。色はデバイスのステータス
（Up、Down、および Unheard）を表します。

[Events] ページと [Issues] ページ、および [Issues] ステータス バーでは、これらのアイコ
ンはイベント重大度レベルを示しています。重大度は高いほうから低いほうに、次のもの
があります。

 Critical（重大）

 Major（やや重大）

 Minor（比較的重大でない）

 Info（通知）

各イベント タイプには、プリセットの重大度レベルがあります。たとえば、Router Down 
イベントは、Major 重大度レベルのイベントです。

[Firmware Update] ページで、ファームウェア更新を設定するには、この「インストールお
よびリロード スケジュール」ボタンをクリックします。

[Firmware Update] ページで、選択したイメージをファームウェア イメージ バックアッ
プとして設定するには、この「バックアップとして設定」ボタンをクリックします。

表 5 IoT FND アイコン（続き）

アイコン 説明
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[Operations] メニュー

[Operations] メニューでは、次のタブにアクセスできます。

 Events：このページには、グリッド内で発生したイベントが表示されます。

 Issues：このページには、管理者によるクイック レビューと解決のために、未解決のネットワーク イベントが表示されます。

 Tunnel Status：このページには、プロビジョニングされたトンネルがリストされ、トンネルとそのステータスに関する情
報が表示されます。

 Work Orders：ワーク オーダーを作成してモニタするには、このページを使用します。

[Config] メニュー

[Config] メニューからは、次のタブにアクセスできます。

 Device Configuration：デバイスのプロパティを設定するには、このページを使用します。

 Firmware Update：1 つまたは複数のデバイスへの新しいイメージのインストール、デバイスのファームウェア グループ
の変更、デバイス（ルータ、エンドポイント）上の現在のファームウェア イメージの表示、およびメッシュ エンドポイント
に関するサブネット詳細の表示を実行するには、このページを使用します。

 Device File Management：デバイス ファイルのステータスを表示したり、FAR からのファイルのアップロードや削除を
実行したりするには、このページを使用します。 

 Rules：イベント条件やメトリックしきい値をチェックするためのルールを作成するには、このページを使用します。

 Tunnel Provisioning：デバイスのトンネルをプロビジョニングするには、このページを使用します。

 Groups：デバイスをグループに割り当てるには、このページを使用します。

[Admin] メニュー

[Admin] メニューは、システム設定とユーザ アカウントの管理のための 2 つのエリアに分割されています。

 アクセス管理のページ：

— Domains：ドメインを追加し、ローカルまたはリモートの管理者とユーザを定義するには、このページを使用します。

— Password Policy：ユーザのパスワードが満たす必要があるパスワード条件を設定するには、このページを使用します。

— Remote Authentication：IoT-DM ユーザのリモート認証を設定するには、このページを使用します。

— Roles：ユーザ ロールを定義するには、このページを使用します。

— Users：ユーザ アカウントを管理するには、このページを使用します。

 システム管理のページ：

— Active Sessions：IoT FND セッションをモニタするには、このページを使用します。

— Audit Trail：ユーザ アクティビティを追跡するには、このページを使用します。

— Certificates：IoT FND が使用する CSMP（CoAP Simple Management Protocol）、IoT-DM、および Web ブラウザの
証明書を管理するには、このページを使用します。

— Data Retention：このページを使用して、NMS データベースにイベント、問題、およびメトリック データを保持する
日数を決定します。

— License Center：ライセンス ファイルを表示および管理するには、このページを使用します。
19
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— Logging：さまざまなログ カテゴリおよびダウンロード ログのログ レベルを変更するには、このページを使用します。

— Provisioning Settings：IoT FND URL の設定や、動的ホスト構成プロトコル v4（DHCPv4）プロキシ クライアントと 
DHCPv6 プロキシ クライアントの設定を行い、CGR と ASR との間のトンネルを作成するには、このページを使用し
ます。

— Server Settings：このページを使用して、サーバ設定を表示および管理します。

— Syslog Settings：このページを使用して、Syslog 設定を表示および管理します。
20



ユーザ アクセスの管理
ここでは、IoT FND におけるユーザおよびロールの管理に関する次の内容について説明します。

 パスワード ポリシーの管理

 リモート認証の設定

 ロールと権限の管理

 ユーザの管理

すべてのユーザ管理アクションは、[Admin] > [Access Management] メニューによりアクセスします（図 1）。

図 1 [Admin] メニュー

パスワード ポリシーの管理
IoT FND は、IoT FND ユーザに適用できるデフォルトのパスワード ポリシー値を提供しています。 

（注）これらの値を変更するには、root または管理者業務の権限を持つユーザとしてログインする必要があります。 
21
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ユーザ アクセスの管理

  
注意：場合によっては、パスワード ポリシーの変更により、すべてのユーザ セッションがただちに終了し、すべてのパスワー
ドをリセットします。

（注）「パスワード履歴サイズ」と「ログイン試行失敗の 大数」ポリシーは、IoT FND North Bound API のユーザには適用され
ません。

これらの変更は、以下の場合にすべてのユーザ セッションを無効にし、パスワードを期限切れにします（root ユーザを含む）。

 パスワードの 小長を増やしたとき

 パスワード期限間隔を減らしたとき

 [Password cannot contain username or reverse of username] を有効化したとき

 [Password cannot be cisco or ocsic (cisco reversed)] を有効化したとき

 [No character can be repeated more than three times consecutively in the password] を有効化したとき

 [Must contain at least one character from all the character sets (upper-case, lower-case, digits and special 
characters)] を有効化したとき

パスワード ポリシーを変更するには、次の手順に従います。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Password Policy] を選択します。

2. ポリシーを有効化または無効化するには、[Status] ドロップダウン メニューから、該当するオプション（[Enabled] または 
[Disabled]）を選択します。

3. ポリシーの値を必要に応じて変更するには、[Value] フィールドに新しい値を入力します。

（注） IoT FND推奨されるパスワードの 大長は 32 文字です。

4. [Save] をクリックして新しいポリシーの適用を開始します。

（注） IoT FND で設定したパスワード ポリシーは、ローカル ユーザにのみ適用され、リモートの Active Directory（AD）
ユーザには適用されません。AD ユーザに対するパスワード ポリシーは、AD 管理者によって決定、適用されます。

リモート認証の設定
IoT FND のリモート認証を設定するには、Active Directory（AD）および IoT FND の設定手順（以下に記載）を実行する必要が
あります。 

 リモート認証のサポート

 AD でのリモート認証の設定

 RADIUS サーバ セキュリティ ポリシーの設定
22
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 IoT FND でのリモート認証の設定

 リモート ユーザ アカウントの有効化と無効化

 リモート ユーザ アカウントの削除

 リモート ユーザ アカウントを使用したIoT FND へのログイン

リモート認証のサポート

リモート認証では、IoT FND を既存の AD とネットワーク ポリシー サーバ（NPS）インフラストラクチャに統合するのが簡単
です。これにより、管理者は AD のユーザの IoT FND へのアクセスを設定することができます。

リモート認証を IoT FND に設定すると、認証と認証責任を AD と NPS に引き渡します。AD はユーザ認証を行い、ユーザ クレ
デンシャルの有効性を確認します。RADIUS サーバはユーザ認証を行い、ユーザがユーザ ロールを定義するグループに属して
いるかどうかを確認します。属している場合、サーバはロール名を IoT FND に返します。

以下は、AD と NPS によるユーザ認証と認可のフローです。

1. ユーザが認証情報を入力します。

2. リモート ユーザに関しては、認証が成功すると、割り当てられたユーザ ロールが、RADIUS サーバから NMS サーバに返
されます。

3. 返されたロールが有効だった場合、ユーザはアクセスを許可されます。

（注）リモート認証を有効にすると、ユーザ管理は AD で実行されます。IoT FND から削除された AD ユーザがログインし
た場合、そのプロファイルは IoT FND に再度追加されます。IoT FND へのアクセスを防止するため、その AD ユーザ プロ
ファイルは、 初に AD から削除する必要があります。 

AD でのリモート認証の設定

IoT FND でユーザをリモートで認証できるようにするには、Active Directory 内で次の設定を行います。

1. NPS にログインします。

2. IoT FND を RADIUS サーバの RADIUS クライアントとして追加します。 

IoT FND サーバのフレンドリ名と IP アドレスまたは DNS 名を提供し、IoT FND が RADIUS サーバへの接続に使用する
共有秘密を設定します。

 ユーザが NMS サーバでローカルに作成された場合、認証はローカルで実行されます。

 IoT FND が、ユーザはリモート ユーザであると判断すると、認証は設定済みの RADIUS サーバで実行されます。 

 リモート認証が設定されていない場合、認証は失敗し、ユーザはアクセスを拒否されます。

RADIUS 
Server

CG-NMS
Server

Active
Directory
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ユーザ アクセスの管理

  
RADIUS クライアントのエントリが、RADIUS クライアントとサーバの下に表示されます。

3. AD にログインし、組織単位を作成します。

シスコはすべてのセキュリティ グループ（IoT FND ロール）をこの組織単位内に作成することを推奨します。
24
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4. IoT FND のロールに対応するセキュリティ グループを組織単位に追加します。

次の例は、NMS_ROLES 組織単位に定義されたセキュリティ グループを示します。

ヒント：セキュリティ グループを作成するときは、それらが IoT FND ロールに 1 対 1 でマッピングされている（つまり 
IoT FND に定義された各ロールが、1 つの AD セキュリティ グループにのみマッピングされている）ことを確認します。
セキュリティ グループの名前は IoT FND のロール名と一致する必要はありませんが、組織的な目的から、シスコは セ
キュリティ グループの名前を IoT FND ロールに関連付ける名前を使用することを推奨します。
25
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（注）AD に IoT FND root ロールを作成または割り当てることはできません。

5. AD ユーザをロールへのセキュリティ グループ マッピングに追加することで、ユーザをそのロールに割り当てます。 

ユーザは 1 つのセキュリティ グループにのみ属することができるため、ユーザがログイン後に割り当てられる IoT FND 
のロールは、割り当てられた AD セキュリティ グループによって決まります。

ヒント：AD では、ユーザは複数の IoT FND ロールに割り当てられたり、複数のセキュリティ グループに属したりするこ
とはできません。複数のロールからユーザ グループにアクセス許可を割り当てるには、必要なアクセス許可のある新し
い IoT FND ロールを作成し、対応する AD セキュリティ グループを作成します。この新しいグループのユーザはその後、
このロールによって許可されているタスクを実行できます。

6. ダイヤルイン ネットワーク アクセス権を設定して、NPS のネットワーク ポリシーを使用します。

IoT FND Roles AD Security Groups

34
73

35
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RADIUS サーバ セキュリティ ポリシーの設定

IoT FND にアクセスするユーザを認証するには、RADIUS サーバのセキュリティ ポリシーを設定します。

RADIUS サーバにセキュリティ ポリシーを設定するには、次の手順に従います。

1. ユーザが AD に作成した各セキュリティ グループのネットワーク ポリシーを作成します。 

2. ポリシーを次のように設定します。

a. [Overview] ペインでポリシー名を定義して有効にし、アクセス権限を付与します。
27
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b. [Conditions] タブをクリックして、[User Groups] を選択し、[Add] をクリックします。

[User Groups] の条件は、接続するユーザが選択したグループに属する必要があることを指定します。このポリシーが条
件を満たすには、認証されているユーザがこのポリシーで設定されるユーザ グループに属している必要があります。

c. [User Groups] ウィンドウで、[Add Groups] をクリックします。
28
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d. [Select Group] ウィンドウで、グループの名前を入力します。

e. [OK] をクリックして [Select Group] ダイアログボックスを閉じ、次に [OK] をクリックして [User] ダイアログボッ
クスを閉じます。 

f. [Cancel] をクリックして、[Select condition] ウィンドウを閉じます。 

[Conditions] ペインに条件が表示されます。
29
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g. [Settings] タブをクリックし、[Add] をクリックして [Attribute Information] ウィンドウを表示します。
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h. [Add] をクリックして、ユーザ クレデンシャルとセキュリティ グループのメンバーシップが確認された後に 
IoT FND（RADIUS クライアント）に送信される [Vendor Specific Attribute]（VSA）を定義します。

設定する VSA は次のとおりです。

（注）[Attribute value] フィールドに入力される文字列は、IoT FND の [Roles] ページの [Radius Server VSA] カラムに表
示される正確な文字列である必要があります（[ADMIN] > [Access Management] > [Roles]）。

i. [OK] をクリックします。

 Attribute Name：Cisco-AV-Pair

 Attribute number：5000

 Attribute format：String 

 Attribute value：IoT FNDに送る属性値を入力します。 
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VSA の属性が [Settings] ペインに表示されます。

j. [OK] をクリックします。
32



 

ユーザ アクセスの管理

  
IoT FND でのリモート認証の設定

リモート ユーザ認証を有効にして、[Remote Authentication] ページで RADIUS サーバを設定します（[Admin] > [Access 
Management] > [Remote Authentication]）。

リモート認証の設定方法：

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Remote Authentication] の順に選択します。

2. [Enable Remote Authentication] チェックボックスをオンにします。

3. RADIUS サーバに関する以下の情報を入力します。

4. IoT FND から RADIUS サーバに到達できることを確認するには [Test Connectivity] 7をクリックします。

a. リモート（AD）のユーザ名とパスワードを入力します。

b. [Submit] をクリックします。̀

設定テストの結果が表示されます。 

c. [OK] をクリックします。

5. 完了したら、[Save] をクリックします。

リモート ユーザ アカウントの有効化と無効化

IoT FND では、AD ユーザ アカウントをリモートで有効または無効にすることはできません。リモート AD ユーザ アカウント
を有効または無効にするには、AD サーバを使用します。 

リモート ユーザ アカウントの削除

IoT FND で、リモート ユーザ アカウントを削除できます。ただし、これは IoT FND の [Users] ページ（[ADMIN] > [Access 
Management] > [Users]）からユーザを削除するのみで、AD からユーザ アカウントを削除することはありません。削除された
ユーザが IoT FND にログインし、AD 認証が成功すると、ユーザのエントリが、IoT FND の [Users] ページに追加されます。

フィールド 説明

IP RADIUS サーバの IP アドレス。

Radius Server 
Description

RADIUS サーバのわかりやすい名前。

Shared Secret ユーザが RADIUS サーバで設定した共有秘密。

Confirm Shared Secret

Authentication Port IoT FND が要求を送信するときに使用する RADIUS サーバ ポート。デフォルト ポートは 1812 
です。

Accounting Port RADIUS サーバ アカウンティング ポート。デフォルト ポートは 1813 です。

Retries IoT FND がタイムアウトし、RADIUS サーバからの応答が受信されずリモート認証が失敗する
までに、RADIUS サーバにリクエストを送信する回数。

Timeout (seconds) IoT FND がタイムアウトし、RADIUS サーバからの応答が受信されずリモート認証が失敗する
までの秒数。
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リモート ユーザ アカウントを使用したIoT FND へのログイン

リモート AD ユーザ アカウントを使用した IoT FND へのログインはユーザーに対しトランスペアレントです。バックグラウ
ンドでは、IoT FND はアカウントがローカルであるかどうかをチェックし、リモート ユーザには [Remote Authentication] 
ページで設定した RADIUS サーバに認証要求を送信します（[ADMIN] > [Access Management] > [Remote Authentication]）。
認証に成功したら、IoT FND はユーザのエントリを [Users] ページで追加します（[ADMIN] > [Access Management] > 
[Users]）。

[Users] ページのローカル ユーザのエントリとは異なり、リモート ユーザのエントリにファイルされたユーザ名は、リンクで
はありません。ユーザに関する詳細情報を得るためにリモート ユーザの名前をクリックすることはできません。

（注）IoT FND でリモート ユーザを管理することはできません。リモート ユーザがパスワードを更新するには、組織の AD パス
ワード更新ツールを使用する必要があります。リモート ユーザは IoT FND を使用して自分のパスワードを更新できません。 

ロールと権限の管理
ロールは、IoT FND のユーザが実行できるタスク特有のタイプを定義します。ユーザが実行できる操作は、そのロールに対し
て有効なアクセス許可に基づいています。ここでは、次の内容について説明します。

 ロールの追加

 ロールの削除

 ロールの編集

 ロールの表示

IoT FND では、システムが定義したロールを任意のユーザに割り当てることができます（[ADMIN] > [Access Management] > 
[Roles]）。ユーザが実行できる操作は、そのロール対して有効なアクセス許可に基づいています。ここでは、次の内容について
説明します。

 基本ユーザ権限

 システム定義ユーザー ロール

 カスタム ユーザ ロール

基本ユーザ権限

表 1 で、基本的な IoT FND のアクセス許可について説明します。

表 1 IoT FND のユーザ権限

権限 説明

Add/Modify/Delete Devices ユーザにルータおよびエンドポイント デバイスのインポート、削除、変更を許
可します。

Administrative Operations ユーザにユーザ管理、ロール管理、サーバ構成設定などのシステム管理操作の
実行を許可します。

Asser Management ユーザは、FND 管理対象デバイスに関連付けられているアセット（シスコ以外
の機器）の詳細を表示できます。

BACT Operations CAM によって管理される特別なバッテリ駆動のメーター。エンドポイント内
のバッテリの消耗を減らすために、これらのエンドポイントとの相互作用は
小限に抑える必要があります。

Device Manager User IoT-DM ユーザ（フィールド技術者）が、ワーク オーダー NB API を介して FND 
からワーク オーダーを取得するための許可。

Endpoint Certificate Management IR500 ゲートウェイでノード証明書を消去するためのアクセス許可。
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Endpoint Configuration ユーザに設定テンプレートの編集と、メッシュ エンドポイントへの設定の
プッシュを許可します。

Endpoint Firmware Update ユーザにファームウェア イメージの追加と削除、ME ファームウェア アップ
デート操作の実行を許可します。

Endpoint Group Management ユーザに ME 設定とファームウェア グループからのデバイスの割り当て、
削除、変更を許可します。

Endpoint Reboot ユーザに ME デバイスの再起動を許可します。

GOS Application Management ユーザにゲスト OS アプリケーションの追加と削除を許可します。

Issue Management ユーザに問題をクローズする許可を与えます。

Label Management ユーザにラベルの追加、変更、削除を許可します。

LoRA Modem Reboot LoRaWAN ゲートウェイおよびモデムをリブートするための許可。

Manage Device Credentials ユーザに WiFi 事前共有キー、管理者ユーザ パスワード、マスター キーなどの
ルータ クレデンシャルの表示を許可します。

Manage Head-End Devices Credentials ユーザに ASR 管理者 NETCONF パスワード表示を許可します。

NBAPI Audit Trail ユーザに IoT FND の NB API を使用した監査証跡のクエリと削除を許可します。

NBAPI Device Management ユーザに IoT FND の NB API を使用したルータおよびエンドポイント デバイ
スの追加、削除、エクスポート、変更を許可します。

NBAPI Endpoint Group Management グループ管理 NB API へのアクセス許可。

NBAPI Endpoint Operations ユーザに IoT FND の NB API を使用したエンドポイント操作の管理を許可し
ます。

NBAPI Event Subscribe ユーザに IoT FND の NB API を使用したイベント（停止イベントなど）の検索、
登録、登録解除を許可します。

NBAPI Issues ユーザに問題を検索する許可を与えます。

NBAPI Orchestration Services IOK オーケストレーション サービスのオーケストレーション NB API へのア
クセス許可。

NBAPI Reprovision ユーザに IoT FND の NB API を使用したデバイスの再プロビジョニングを許
可します。

NBAPI Rules ユーザに IoT FND の NB API を使用したルールの検索、作成、削除、有効化、
無効化を許可します。

NBAPI Search ユーザに IoT FND の NB API を使用したデバイスの検索、デバイスの詳細取
得、グループ情報取得、メトリック履歴取得を許可します。

NB API Tunnels トンネル ステータス NB API へのアクセス許可。

Password Policy ユーザ パスワードを管理するための柔軟なパスワード ポリシー システムを
提供します。パスワードの有効期限、ログイン試行の失敗、パスワードの強度、
およびパスワード保守のその他の側面に関する設定可能なプロパティが含ま
れています。

Router Configuration ユーザにルータ設定テンプレートの編集と、ルータへの設定のプッシュを許可
します。

Router File Management デバイス ファイル管理 GUI ページのルータ ファイルを管理するためのアクセ
ス許可。

Router Firmware Update ユーザにファームウェア イメージの追加と削除、ルータのファームウェア 
アップデート操作の実行を許可します。

表 1 IoT FND のユーザ権限（続き）

権限 説明
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システム定義ユーザー ロール

（注）システム定義された root ロールは、ユーザに割り当てることはできません。

表 2 で、システム定義ロールを説明します。このロールは変更できません。

Router Group Management ユーザにルータ設定とファームウェア グループへのデバイスの割り当て、
削除、変更を許可します。

Router Reboot ユーザにルータの再起動を許可します。

Rules Management ユーザにルールの追加、編集、有効化､無効化を許可します。

Security Policy ユーザに メッシュ デバイスのブロック、メッシュ キーの更新などを許可
します。

Tunnel Provisioning Management ユーザにトンネル グループの管理、トンネル関連のテンプレートの編集と
適用、出荷時再プロビジョニングの実行を許可します。

View Device Configuration ユーザにフィールド デバイス設定の表示を許可します。

View Head-end ユーザに ASR 設定、トンネル プロビジョニング、および HER イベントの表示
を許可します。

View Work Orders ユーザにワーク オーダーの表示を許可します。

Work Order Management ユーザに IoT-デバイス マネージャー（IoT-DM）のワーク オーダー管理を許可
します。

表 1 IoT FND のユーザ権限（続き）

権限 説明

表 2 システム定義ユーザー ロール

ロール 説明

Administrator このロールは、以下の基本的なアクセス許可を兼ね備えています。 

 Administrative Operations

 Label Management

 Rules Management

Endpoint Operator このロールは、以下の基本的なアクセス許可を兼ね備えています。 

 Label Management

 Endpoint Configuration

 Endpoint Firmware Update

 Endpoint Group Management

 Endpoint Reboot

Monitor Only オプションのロール。このロールはすべてのユーザに定義されません。
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カスタム ユーザ ロール

IoT FND では、カスタム ロールを定義できます。ユーザが作成する各ロールに、1 つ以上の基本ユーザ権限を割り当てること
ができます（表 1 参照）。これらの権限はこのロールのユーザが実行できるアクションのタイプを指定します。 

ロールの追加

IoT FND ユーザ ロールを追加するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Roles] を選択します。

2. [Add] をクリックします。

3. ロールの名前を入力します。

4. 該当するチェックボックスをオンにして、権限を割り当てます。

5. [Save（保存）] をクリックします。

6. ロールの追加を続行するには [Yes] をクリックし、続行しない場合は [No] をクリックして [Roles] ページに戻ります。

North Bound API このロールは、以下の基本的なアクセス許可を兼ね備えています。 

 NB API Audit Trail

 NB API Device Management

 NB API Endpoint Operations

 NB API Event Subscribe

 NB API Orchestration Service

 NB API Rules

 NB API Search

Root システム定義された root ロールは、ユーザに割り当てることはできません。この
ロールは、パスワード ユーティリティを使用して、任意の IoT FND ユーザのパス
ワードをリセットすることができます。

Router Operator このロールは、以下の基本的なアクセス許可を兼ね備えています。

 Label Management

 Router Configuration

 Router Firmware Update

 Router Group Management

 Router Reboot 

表 2 システム定義ユーザー ロール（続き）

ロール 説明
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ロールの削除

（注）使用中のカスタム ロールを削除することはできません。

IoT FND ユーザ ロールを削除するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Roles] を選択します。

2. 削除するロールのチェックボックスをオンにします。

3. [Delete] をクリックします。

4. [Yes] をクリックします。

5. [OK] をクリックします。

ロールの編集

（注）システム定義されたロールは編集できませんが、カスタム ロールは編集できます。

IoT FND のカスタム ロールを編集するには、次の作業を行います。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Roles] を選択します。

2. 編集するロールをクリックします。

3. 該当するチェックボックスをオンまたはオフにして、権限の割当てを変更します。

4. [Save（保存）] をクリックします。

ロールの表示

IoT FND ユーザ ロールを表示するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Roles] を選択します。

IoT FND では、すべての役割について、割り当てられているユーザと RADIUS サーバ VSA が表示されます。

2. ロールの権限割り当てを表示するには、ロール リンクをクリックします。

ユーザの管理
ここでは、ユーザ管理に関する次の内容について説明します。

 パスワードのリセット

 ユーザの表示

 ユーザの追加

 ユーザの削除

 ユーザの有効化

 ユーザの無効化

 ユーザの編集
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パスワードのリセット

IoT FND が実行される Linux サーバの root ユーザは、パスワードをリセットし、パスワード ユーティリティを使用して他の 
IoT FND ユーザのパスワードをリセットできます。

パスワードをリセットするには、次のコマンドを入力します。

[root@yourname-lnx1 bin}#./password_admin.sh root 

IoT FND はそれ自体のユーザ アカウント データベースを管理しており、そのため、すべての新しいローカル ユーザを 
IoT FND のユーザ インターフェイスから追加する必要があります（[Admin] > [Access Management] > [Users] ページ）。
リモート ユーザはデータベースに自動的に追加されます。また、このページでユーザを有効化、無効化、編集、削除できます。

無効化されたアカウントのユーザは、管理者がこのアカウントを有効にするまでログインできません。ユーザ アカウントが
有効になった後、ユーザはパスワードをリセットする必要があります。使用できるデータベース ストレージ以外に、システム
で定義できるユーザの数に制限はありません。

ユーザの表示

IoT FND のユーザを表示するには、[Users] ページを開きます（[ADMIN] > [Access Management] > [Users]）。

IoT FND により、ユーザに関する以下の情報が表示されます。

ユーザの追加

ユーザを IoT FND に追加するには、以下の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Users] の順に選択します。

2. [+] アイコンをクリックして、ユーザを追加します。 

3. 以下のユーザ情報を入力します。

フィールド 説明

User Name ユーザ名を指定します。 
Default Domain 各ユーザのデフォルト ドメインを表示します。

Enabled ユーザ アカウントが有効化されているかどうかを示します。

Time Zone ユーザのタイム ゾーンを指定します。

Roles ユーザに割り当てるロールを指定します。

Audit Trail ユーザの監査証跡へのリンク。

Remote User ユーザ アカウントがローカルに保存されているかどうかを示します。値が False の
場合、ユーザ アカウントは Active Directory に保存され、リモート認証ページで構成
された RADIUS サーバ経由でアクセスできます（[ADMIN] > [Access Management] > 
[Remote Authentication]）。

フィールド 説明

User Name ユーザ名を入力します。

New Password パスワードを入力します。パスワードは、IoT FND パスワード ポリシーに従う必要が
あります。

Confirm Password パスワードを再入力します。

Time Zone タイム ゾーンをドロップダウン メニューから選択します。
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4. [Assign Domain] をクリックして設定パネルを開きます。

— ドロップダウン メニューからドメイン名を選択します。

— ロールのチェック ボックスをオンにすることにより、ロールとそれに関連する権限をユーザに割り当てます。

5. [Assign] をクリックして入力内容を保存します。

IoT FND は、IoT FND データベースにこのユーザのレコードを作成します。

6. 新しいユーザを追加するには、[Disk] アイコンをクリックします。追加しない場合は、[X] をクリックしてウィンドウを閉
じ、[Users] ページに戻ります。

（注）新規ユーザ アカウントはデフォルトで有効になっています。つまり、ユーザは IoT FND にアクセスできます。

後でユーザ エントリをさらに編集するには、[Actions] カラムに表示される [Edit] または [Delete] ボタンを選択します。

ユーザの削除

ユーザ アカウントを削除すると、デフォルトのマッピング ロケーション などのユーザ設定がシステムから削除されます。
一時的にユーザ アカウントを非アクティブ化するには、ユーザ アカウントを無効にします。

IoT FND からユーザを削除するには、以下の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [Access Management] > [Users] の順に選択します。

2. ユーザ アカウント リストから削除するユーザ名エントリの横にあるチェック ボックスをオンにします。

3. エントリを削除するには、ごみ箱 のアイコンをクリックします。

4. [Yes] をクリックしてアクションを確定します。

ユーザの有効化

IoT FND にアクセスするユーザのユーザ アカウント有効化する必要があります。ユーザが初めてログインすると、IoT FND に
よりパスワードの変更を求められます。

IoT FND のユーザ アカウントを有効化するには､以下の手順を実行します。

1. [Admin] > [Access Management] > [Users] の順に選択します。

2. 有効化するユーザ アカウントのチェックボックスをオンにします。

3. 塗りつぶされた人型のアイコンをクリックします。

4. [Yes] をクリックしてアクションを確定します。

ユーザの無効化

ユーザが IoT FND にアクセスするのを防ぐには、アカウントを無効化します。ユーザ アカウントを無効にしても、IoT FND 
データベースからレコードは削除されません。

IoT FND のユーザ アカウントを無効化するには､以下の手順を実行します。

1. [Admin] > [Access Management] > [Users] の順に選択します。

2. 無効化するユーザ アカウントのチェックボックスをオンにします。
40



 

ユーザ アクセスの管理

  
3. 輪郭だけの人型のアイコンをクリックします。

（注）ユーザ アカウントを無効にすると、IoT FND によりユーザのパスワードがリセットされます。

4. [Yes] をクリックしてアクションを確定します。

ユーザの編集

IoT FND のユーザ設定を編集するには､以下の手順を実行します。

1. [Admin] > [Access Management] > [Users] の順に選択します。

2. ユーザ クレデンシャルを編集するには： 

a. ユーザ名のリンクをクリックします。

b. ロールの割り当てを編集します。

c. [保存（Save）] をクリックします。
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システム設定の管理
この項では、システム設定の管理方法について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

 アクティブ セッションの管理

 監査証跡の表示

 証明書の管理

 データ保存の設定

 ライセンスの管理

 ログの管理

 プロビジョニングの設定

 サーバ設定値の設定

 Syslog の管理

（注）システム設定を管理するには、root としてログインするか、または管理操作権限を持つユーザとしてログインする必要が
あります。

システム設定は、[ADMIN] > [System Management] メニュー（図 1）から管理されます。
43

Cisco Systems, Inc. www.cisco.com/jp



システム設定の管理

  
図 1 [Admin] メニュー

アクティブ セッションの管理
IoT FND は、アクティブなユーザ セッションを追跡し、ユーザをログアウトさせることができます。 

 アクティブなセッションの表示

 ユーザーのログアウト

 アクティブ セッション リストのフィルタリング

アクティブなセッションの表示

アクティブなユーザ セッションを表示するには、[ADMIN] > [System Management] > [Active Sessions] を選択します。
IoT FND は、[Active Sessions] ページを示しています（図 2）。

図 2 [Active Sessions] ページ 
44



 

システム設定の管理

  
表 1 は、[Active Session] のフィールドを説明しています。

ヒント：ユーザ リストを更新するには、[Reload] ボタン（左上隅）をクリックします。

ユーザーのログアウト

IoT FND ユーザをログアウトするには、次の手順に従います。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Active Sessions] を選択します。

2. ログアウトするユーザのチェックボックスをオンにします。

3. [Logout Users] をクリックします。

4. [Yes] をクリックしてユーザのログアウトを確定します。

アクティブ セッション リストのフィルタリング

[Active Sessions] リストをカラム フィルタを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Active Sessions] を選択します。

2. [User Name] 列の見出しの上にマウスを置くと、フィルタ アイコン（三角形）が表示されます。ユーザ名を入力するか、
ユーザ名の 初の文字を入力してリストをフィルタリングします。

たとえば、root ユーザのアクティブ セッションをリストするには、root と入力します。

ヒント：フィルタを削除するには、[User Name] ドロップダウン メニューで [Filters] チェックボックスをオフにし、
[Clear Filter] をオンにします。

表 1 [Active Session] のフィールド

フィールド 説明

User Name セッション レコードのユーザ名。ユーザ設定を表示するには、ユーザ名をクリックします。

IP ユーザが IoT FND にアクセスするために使用するシステムの IP アドレス。

Login Time ユーザのログイン日付および時刻。

Last Access Time ユーザがシステムに前回アクセスした時刻。
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監査証跡の表示
監査証跡を使用して、IoT Field Network Director のユーザ アクティビティを追跡します。

監査証跡を表示するには、[ADMIN] > [System Management] > [Audit Trail] を選択します。

.

表 2 は、監査証跡のフィールドを説明しています。

ヒント：リストを更新するには、[Refresh] アイコン（左端）をクリックします。

監査証跡リストのフィルタリング

[Audit Trail] リストをカラム フィルタを使用してフィルタリングするには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Audit Trail] を選択します。

2. [User Name] ドロップダウン メニューから、[Filters] オプションにマウス ポインタを置いて表示されるフィールドに
ユーザ名を入力するか、ユーザ名の 初の文字を入力してリストをフィルタリングします。

たとえば、ユーザ jane の監査証跡エントリを表示するには、jane と入力します。

ヒント：フィルタを削除するには、[User Name] ドロップダウン メニューで [Filters] チェックボックスをオフにするか、
または [Clear Filter]（画面左）をクリックします。

表 2 監査証跡のフィールド

フィールド 説明

Date/Time 操作の日付と時刻。

User Name 操作を実行したユーザ。ユーザ設定を表示するには、ユーザ名をクリックします。

IP ユーザが IoT FND にアクセスするために使用するシステムの IP アドレス。

Operation 実行された操作の種類。

Status 操作のステータス。

Details 操作の詳細。
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証明書の管理
[Certificates] ページには、CSMP（CoAP Simple Management Protocol）、IoT-DM（IoT Device Manager）、および IoT FND が
使用する Web のそれぞれに対する証明書が表示され、それらの証明書をダウンロードできます。

CSMP、IoT-DM、および Web 証明書を表示するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Certificates] を選択します。

2. 証明書を表示するには、対応するヘッダー（[Certificate for Routers] など）をクリックします。

3. 証明書をダウンロードするには、エンコーディング タイプ（[Binary] または [Base64]）ラジオ ボタンをオンにし、
[Download] をクリックします。

証明書の詳細については、『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide』の「Generating and Installing Certificates」
を参照してください。

データ保存の設定
[Data Retention] ページでは、IoT FND データベースにイベント、問題、およびメトリック データを保持する日数を決定する
ことができます。

（注）データ保持では、イベントが未解決の問題に関連付けられている場合でもイベントを切り取ります。 

IoT FND データ保持を設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Data Retention] を選択します。

2. それぞれの保持カテゴリに、データを保持する日数を指定します。

表 3 は、各フィールドの許容 大値をリストしています。

表 3 データ保持フィールドの許容 大値

フィールド 日数の値

小ハー
ドウェア

大 デフォ
ルト

[Keep Event data for] 1 90 31

[Keep Endpoint Firmware Operation data for] 7 180 7

[Keep Historical Dashboard data for] 1 90 62
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3. 大値を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。

4. デフォルト設定に戻すには、[Reset] をクリックします。

ライセンスの管理
[License Center] ページ（[ADMIN] > [System Management] > [License Center]）で、ライセンス ファイルを表示および管理
できます。 

 ライセンス概要の表示

 ライセンス ファイルの表示

 ライセンス ファイルの追加

 ライセンス ファイルの削除

（注） IoT FND デバイスのインポート時にライセンスの適用を実行します。ライセンスを追加すると、IoT FND では、ライセン
スで定義されている、許可された数のデバイスしかインポートできなくなります。 

ライセンスがない場合には、IoT FND は 3 台のルータと 100 のメッシュ エンドポイントのみを許可します。

ライセンス概要の表示

IoT FND ライセンスの概要を表示するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [License Center] を選択します。

2. [License Summary] をクリックします。

[Keep Dashboard data for] 1 7 7

[Keep Historical Endpoint Metrics for] 1 7 7

[Keep Closed Issues data for] 1 90 30

[Keep JobEngine data for] 1 30 30

[Keep Historical Router Statistics data for] 1 90 30

[Keep Device Network Statistics data for] 1 7 7

[Keep Service Provider down routers data for] 1 31 31

表 3 データ保持フィールドの許容 大値（続き）

フィールド 日数の値

小ハー
ドウェア

大 デフォ
ルト
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すべてのライセンスについて、IoT FND は、表 4 で説明されている情報を表示します。

（注）IR500 は、メッシュ エンドポイント ライセンスを使用し、特別なライセンスは不要です。

ライセンス ファイルの表示

IoT FND ライセンス ファイルを表示するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [License Center] を選択します。

2. [License Files] をクリックして、すべてのアクティブなライセンスの詳細を表示します。

表 4 デバイス ライセンス概要情報

フィールド 説明

Package Name ライセンス パッケージの数。

CGR1K Count Used/Total ネットワークで現在アクティブな CGR1000 デバイスの数と、このライセン
スでサポートされている CGR1000 の 大数を示します。

C800 Count Used/Total ネットワークで現在アクティブな C800 デバイスの数と、このライセンスで
サポートされている C800 デバイスの 大数を示します。

IR800 Count Used/Total ネットワークで現在アクティブな IR800（IR809 および IR829）デバイスの
数と、このライセンスでサポートされている IR800 デバイスの 大数を示
します。

LORAWAN Count Used/Total ネットワークで現在アクティブな LoRaWAN デバイスの Cisco インター
フェイス モジュールの数と、ライセンスでサポートされている LoRaWAN デ
バイスの Cisco インターフェイス モジュールの 大数を示します。

IR500 Count Used/Total ネットワークで現在アクティブな IR509 デバイスの数と、このライセンスで
サポートされている IR509 デバイスの 大数を示します。

Days Until Expiry ライセンスの有効期限が切れるまでの残りの日数。
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すべてのファイルについて、IoT FND は、表 5 で説明されているフィールドを表示します。

ライセンス ファイルの追加

ライセンス ファイルを追加するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [License Center] を選択します。

2. [License Files] をクリックします。

3. [Add] をクリックして検索ウィンドウを開きます。

4. [Browse] をクリックし、必要なライセンス ファイルを見つけて、[Open] をクリックします。 

5. [Upload] をクリックします。アップロードを取り消すには、[Reset] をクリックします。

6. [Reset] をクリックして選択されているファイルを取り消し、別のファイルを検索します。

ライセンス ファイルの削除

注：既存のライセンス ファイルを削除する前に、ライセンス ファイルにアクセスできることを確認します。ライセンスがない
場合には、IoT FND は 3 台のルータと 100 のメッシュ エンドポイントの登録のみを許可します。

1 つまたは複数のライセンス ファイルを削除するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [License Center] を選択します。

2. [License Files] をクリックします。

3. 削除する各ライセンス ファイルの横にあるチェックボックスをオンにします。 

4. [Delete] をクリックします。削除を確定するには [Yes] をクリックします。アクションを取り消すには [No] をクリックし
ます。

表 5 ライセンス ファイルのフィールド

フィールド 説明

ID ライセンス ID。

PAK ライセンス履行の発行数。N/A として表示されます。

Added At ライセンスが IoT FND に追加された日付と時刻。

License Filename ライセンスのファイル名。
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ログの管理
 ログの設定

 ログのダウンロード

ログの設定

IoT FND により、さまざまなログ カテゴリのログ レベルを変更したり、ログをダウンロードしたりできます。ログはある程度
の量のディスク スペースを占めます。たとえば、500 万個のメーターが 8 時間のレポート間隔に設定されており、5000 の
ルータが 60 分の定期インベントリ通知に設定されている場合には、ディスク消費量はおよそ 7 MB/秒になります。サーバに
ログを保持する十分なディスク スペースがあることを確認します。

ログ レベルを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Logging] を選択します。

2. [Log Level Settings] を選択します。

3. 設定するすべてのログ カテゴリのチェックボックスをオンにします。

.

4. [Change Log Level to] ドロップダウン メニューから、ログ レベルの設定（[Debug] または [Informational]）を選択します。

5. 設定を適用するには、[Go] をクリックします。

（注）server.log ファイルは、サイズに基づいてローテーションされます。

6. ディスク アイコンをクリックして設定を保存します。

 表示可能なすべてのロギング メッセージを生成するには、[Debug] レベルを使用します。 

（注）[Debug] ログ カテゴリを実行すると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

 これらのメッセージのサブセットを生成するには、[Informational] ログ レベルを使用します。

（注）[Informational] ログ レベルは、IoT FND が開いている場合はすべてのカテゴリのデフォルトです。カスタム 
ログ レベルの設定は、複数のログイン セッションにわたって保持されますが、IoT FND の再起動後には保持され
ません。 
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ログのダウンロード

ログをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Logging] を選択します。

2. [Download Logs] タブをクリックします。

3. [Download Logs] ボタンをクリックします。

4. zip ファイルをローカルにダウンロードするには、そのファイル名をクリックします。

ヒント：クラスタ環境では、ログ ファイルをシスコサポートに送信する必要がある場合には、必ずすべてのクラスタ サーバの
ログファイルを送信してください。

プロビジョニングの設定
[Provisioning Settings] ページ（[ADMIN] > [System Management] > [Provisioning Settings]）では、IoT FND がルータと ASR 
との間にトンネルを作成するために必要な、IoT FND の URL、DHCPv4 プロキシ クライアント、および DHCPv6 プロキシ ク
ライアントの設定を行うことができます（図 3）。IoT FND アーキテクチャで使用されるトンネルの例については、図 1 を参照
してください。『Cisco IoT Field Network Director 4.2 Installation Guide』の「Managing Tunnel Provisioning」の章にあるトン
ネルのプロビジョニングについては、「Tunnel Provisioning Configuration Process」を参照してください。 

ゼロ タッチ導入（ZTD）中には、DHCP コールをリース IP アドレスのデバイス設定テンプレートに追加できます。 

（注）Red Hat Linux 7.x サーバ インストール システムの場合、特定の IPv4 および IPv6 アドレスを、IoT FND Linux ホスト 
サーバから DHCP IPv4 および IPv6 クライアントのバインド先に、IoT FND で次の値を設定して構成する必要があります。

（注）トンネルとプロキシの設定を構成するには、root としてログインするか、または管理操作権限を持つユーザとしてログイ
ンする必要があります。

 シングルサーバ導入システムでこのボタンをクリックすると、IoT FND はログ ファイルを単一の zip ファイルに
圧縮し、[Download Logs] ペインに項目とその zip ファイルへのリンクを追加します。

 IoT FND クラスタ導入環境では、このボタンをクリックすると、接続先の IoT FND サーバが次のことを行います。

— サーバ上の複数のログ ファイルを単一の zip ファイルに圧縮し、[Download Logs] ペインに項目とその zip 
ファイルへのリンクを追加します。

— 他のサーバからこのサーバへの .zip 形式でのログ ファイルの転送を開始します。ファイルが使用可能になる
と、サーバはこれらのファイルの項目を [Download Logs] ペインに追加します。

 [ADMIN] > [Provisioning Settings] > [DHCPv6 Proxy Client] > [Client Listen Address]：IPv6 DHCP リースを DHCP 
サーバから取得するために使用するインターフェイスの IPv6 アドレスに値を設定します。デフォルト値は「::」です
デフォルト設定を、Linux ホスト マシンの実際の IPv6 アドレスに変更します。

 [ADMIN] > [Provisioning Settings] > [DHCPv4 Proxy Client] > [Client Listen Address]：IPv4 DHCP リースを DHCP 
サーバから取得するために使用するインターフェイスの IPv4 アドレスに値を設定します。デフォルト値は
「0.0.0.0」です。デフォルト設定を、Linux ホスト マシンの実際の IPv4 アドレスに変更します。
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図 3 [Provisioning Settings] ページ

この項では、トンネル設定を構成するための次のトピックを記載しています。

 IoT FND サーバ URL の設定

 Cisco IOS DHCP サーバでの DHCP オプション 43 の設定

 DHCPv6 プロキシ クライアントの設定

 DHCPv4 プロキシ クライアントの設定

IoT FND サーバ URL の設定

IoT FND URL は、トンネルの確立後にルータが IoT FND のアクセスに使用する URL です。この URL は、定期的なインベント
リの間にもアクセスされます。ZTD 中に、ルータは TPS プロキシを経由した IoT FND へのアクセスからこの URL の使用へと
移行しますが、これはトンネルを経由した使用に適している必要があります。

IoT FND URL を設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Provisioning Settings] を選択します。

2. [URL] IoT FND フィールドに、IoT FND サーバの URL を入力します。
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この URL は、HTTPS プロトコルを使用する必要があり、登録要求を受信するために指定されているポート番号を含める
必要があります。デフォルトでは、ポート番号は 9121 です。次に例を示します。

https://nms.sgbu.example.com:9121

3. [Save（保存）] をクリックします。

Cisco IOS DHCP サーバでの DHCP オプション 43 の設定

IPv4 を設定するには、次のように入力します。

ip dhcp pool fnd-pool
  network 192.0.2.0 255.255.255.0
  default-router 192.0.2.1
  option 43 ascii "5A;K4;B2;I192.0.2.215;J9125"

5 – DHCP type code 5
A – Active feature operation code
K4 – HTTP transport protocol
B2 – PnP/FND server IP address type is IPv4
I - 192.0.2.215 – PnP/FND server IP address
J9125 – Port number 9125

DHCPv6 プロキシ クライアントの設定

DHCPv6 プロキシ クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Provisioning Settings] を選択します。

2. DHCPv6 プロキシ クライアントの設定：

a. [Server Address] フィールドに、トンネル IP アドレスを指定する DHCPv6 サーバのアドレスを入力します。

複数のアドレスをカンマで区切って入力することもできます。ただし、たいていの場合は、1 つのサーバで間に合います。
IoT FND は、DHCP プロトコルを使用してトンネル IP アドレスを取得しようとします。取得できない場合は、リスト内の
次のサーバに移動して試行を繰り返します。

b. [Server Port] フィールドで、DHCPv6 要求を送信する DHCP サーバのポート アドレスを入力します。

（注）DHCP サーバを非標準ポートで動作するように設定していない限り、デフォルトのポート番号（547）は変更しない
でください。

c. [Client Listen Address] フィールドに、DHCPv6 メッセージを送受信するためにバインドするアドレスを入力します。

これは、DHCP サーバが IoT FND と通信するために使用するインターフェイスのアドレスです。複数のバックアップ ア
ドレスをカンマで区切って入力できます。 

ヒント：ホストに複数のインターフェイスがある IoT FND インストール システムの場合、クライアントはリストされて
いる各発信元アドレスを使用して要求を送信します。デフォルト値「0.0.0.0」（IPv4）および「::」（IPv6）では、クライアント
は各インターフェイスに要求を送信します。通常、1 つのインターフェイスが DHCP サーバに接続します。これらのイン
ストール システムで、[Client Listen Address] フィールドをアクセスするインターフェイスの IP アドレスに設定すると、
すべてのクライアント要求がそのインターフェイスに送信されます。

3. [Save（保存）] をクリックします。
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DHCPv4 プロキシ クライアントの設定

DHCPv4 プロキシ クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Provisioning Settings] を選択します。

2. DHCPv4 プロキシ クライアントの設定：

a. [Server Address] フィールドに、トンネル IP アドレスを指定する DHCPv4 サーバのアドレスを入力します。

複数のアドレスをカンマで区切って入力することもできます。ただし、たいていの場合は、1 つのサーバで間に合います。
IoT FND は、トンネル IP アドレスをリスト内の先頭のサーバから取得しようとします。取得できない場合は、リスト内の
次のサーバに移動して試行を繰り返します。

b. [Server Port] フィールドで、DHCPv4 要求を送信する DHCP サーバのポート アドレスを入力します。

（注）DHCP サーバを非標準ポートで動作するように設定していない限り、デフォルトのポート番号（67）は変更しないで
ください。

c. [Client Listen Address] フィールドに、DHCPv4 メッセージを送受信するためにバインドするアドレスを入力します。

これは、DHCP サーバが IoT FND と通信するために使用するインターフェイスのアドレスです。複数のバックアップ ア
ドレスをカンマで区切って入力できます。 

3. [Save（保存）] をクリックします。

サーバ設定値の設定
[Server Settings] ページ（[ADMIN] > [System Management] > [Server Settings]）では、サーバ設定を表示および管理できます。 

 ダウンロード ログの設定

 Web セッションの設定

 [Device Down Timeouts] の設定

 請求期間の設定

 RPL ツリー ポーリングの設定

 [Issue] ステータス バーの設定

ダウンロード ログの設定

（注）ダウンロード ログの設定は、IoT FND クラスタをセットアップする場合にのみ必要です。

[Download Logs] ページでは、キーストア設定を行うことができます。 

ダウンロード ログを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Server Settings] を選択します。

2. [Download Logs] タブをクリックします。

3. 設定する項目は次のとおりです。
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4. 設定を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。

Web セッションの設定

[Web Sessions] ページでは、経過すると IoT FND が Web セッションを終了してユーザをログアウトするタイムアウト秒数
を指定できます。 

Web セッション タイムアウトを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Server Settings] を選択します。

2. [Web Session] タブをクリックします。

3. タイムアウト秒数を入力します。有効値の範囲は 0 ～ 86400（24 時間）です。

Web セッションが指定された長さの期間、アイドル状態であれば、IoT FND はセッションを終了し、ユーザをログアウト
します。

4. 設定を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。

[Device Down Timeouts] の設定

[Device Down Timeouts] ページでは、経過すると IoT FND でヘッドエンド ルータ（ASR）、ルータ（CGR1000、IR800、C800、
ESR）、およびエンドポイントのステータスが Down に変更されるタイムアウト秒数を指定できます。デバイスのダウン ポー
リング間隔は 5 分です。システムは、デバイス ダウン タイムアウト値と 終登録時間を使用して、デバイス ステータスを 
Down に変更するかどうかを決定します。たとえば、ルータ デバイスのダウン タイムアウト値が 2 時間（7200 秒）に設定され
ている場合、 終 heard 時間が 2 時間よりも前であるすべてのルータは、ステータスが Down とマークされます。 

さらに、ルータ設定グループとエンドポイント設定グループに対してデバイス タイムアウト設定を指定することもできます。 

デバイス ステータスは、IoT FND が次のいずれかを検出すると Up に変更されます。

 定期的なインベントリ通知 

 イベント

 手動メトリック更新 

 デバイス登録

デバイスのダウン タイムアウト設定を構成するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Server Settings] を選択します。

2. [Device Down Timeouts] タブをクリックします。

表 6 キーストア設定

フィールド 説明

Keystore Filename [Upload Keystore File] をクリックして、キーストア ファイルを、IoT FND が使用する X.509 
証明書の公開キーでアップロードします。同じキーストア ファイルを再利用できます。

Keystore Password IoT FND が起動時にキーストア ファイルにアクセスするために使用するパスワードを入
力します。Confirm Keystore Password

FTP Password FTP パスワードを入力します。 
Confirm FTP Password
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3. リストされている各デバイス タイプに対して、経過するとデバイスのステータスが IoT FND で Down に変更される秒数
を入力します。 

パラメータ値は対応するポーリング間隔より大きくなければなりません。たとえば、エンドポイントのデフォルトのポー
リング間隔は 8 時間（28800 秒）であるため、[Mark {ACT | BACT | CAM | Cellular | IR500> Meter} Endpoints Down 
After (secs)] フィールドには、28800 より大きい数値を指定する必要があります。

4. 設定を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。

ルータ設定グループとエンドポイント設定グループに対するデバイス ダウン タイムアウト設定

ルータ設定グループまたはエンドポイント設定グループにデバイス ダウン タイムアウト設定を指定するには、次の手順を実
行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. 左側ペインで、{ROUTER | ENDPOINT} を設定するデバイスを選択します。

3. [Group Properties] タブをクリックします。 

4. [Mark Routers Down After (secs)] フィールドに、IoT FND でグループ内のデバイス（ルータまたはエンドポイント）のス
テータスが、経過すると Down に変更される秒数を入力します。

値は対応するポーリング間隔より大きくなければなりません。 

たとえば、ルータのデフォルトのポーリング間隔は 30 分（1800 秒）であるため、[Mark Routers Down After (secs)] 
フィールドの値には、1801 以上の数値を指定する必要があります。

FAR のデフォルトのポーリング間隔は 960 分（57600 秒）であるため、[Mark Routers Down After (secs)] フィールドの
値には、57600 秒より大きい数値を指定する必要があります。

5. 設定を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。
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請求期間の設定

IoT FND では、セルラーおよびイーサネット（サテライト）サービスの、月次請求期間の開始日を設定できます。

請求期間の設定を行うには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Server Settings] を選択します。

2. [Billing Period Settings] タブをクリックします。

3. セルラーとイーサネットの請求期間の開始日を入力します。

4. ドロップダウン メニューから、請求期間のタイム ゾーンを選択します。

5. 設定を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。

RPL ツリー ポーリングの設定

RPL ツリー ポーリングは、ルータ定期通知イベントから派生します。RPL ツリーはルータから定期通知イベントでプッシュ
されることはないので、IoT FND は設定された間隔で RPL ツリーを明示的にポーリングする必要があります。IoT FND では、
RPL ツリー ポーリング サイクル（つまり、次の RPL ツリー ポーリングまでに実行される定期通知イベント回数）と、ツリー 
ポーリングの間の 大時間を設定できます。

注意：CG-NMS 1.1(5) リリースは、ルータ RPL ツリーの更新をサポートしていません。ルータからの RPL ツリーの更新は有
効にしないでください。

RPL ツリー ポーリングを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Server Settings] を選択します。

2. [RPL Tree Settings] タブを選択します。

3. メッシュ ノードに対して [Enable RPL tree update from] ラジオ ボタンをオンにし、それらのデバイスから RPL ツリー
更新を受け取るようにします。

4. 設定を保存するには、ディスク アイコンをクリックします。

[Issue] ステータス バーの設定

[Issue] ステータス バーには、デバイス タイプごとの問題が表示され（ユーザ設定に従います）、左下のブラウザ フレームには
重大度レベルが示されます。

[Issue] ステータス バーを有効にして、更新間隔を設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN ] > [System Management] > [Sever Settings] > [Issue Settings] を選択します。

2. ブラウザ フレームに [Issue] ステータス バーを表示するには、[Enable/Disable Issue Status Bar] チェックボックスをオ
ンにします。

3. [Issue Status Bar Refresh Interval] フィールド（秒数）に、更新値を秒単位で入力します。

4. サポート対象のすべてのルータまたは IoT FND アプリケーション サーバに対して、[Certificate Expiry Threshold 
(days)] フィールドに日数の値を入力します。

 有効な値は、30（デフォルト）～ 300 秒（5 分）です。

 有効な値は、180（デフォルト）～ 365 日です。
58



 

システム設定の管理

  
（注）設定された [Certificate Expiry Threshold] のデフォルト日数に達すると、Major イベントである certificateExpiration が
生成されます。証明書の有効期限が切れると（180 日より長い）、Critical イベントである certificateExpired が作成されます。

Syslog の管理
IoT FND は、デバイス イベントを受信すると、そのデータベース内に保存して、Syslog メッセージをサードパーティ アプリ
ケーションの統合が可能な Syslog サーバに送信します。

Syslog 転送を設定するには、次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [System Management] > [Syslog Settings] を選択します。

2. [Syslog Server IP Address] フィールドに、Syslog サーバの IP アドレスを入力します。

3. [Syslog Server Port Number] フィールドで、デバイス イベントを受け取るポート番号を入力します（デフォルトは 514）。 

IoT FND クラスタ ソリューションの場合、クラスタ内の各サーバはイベントを同じ Syslog サーバに送信します。

 Syslog サーバへのメッセージ転送を有効にするには、[Enable Syslog Sending Events] をクリックします。

 Syslog サーバへのメッセージ転送を無効にするには、[Disable Syslog Sending Events] をクリックします。
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概要
デバイスの管理
この項では、IoT FND でデバイスを管理する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

 概要

 ルータの管理

 エンドポイントの管理

 シスコ産業用コンピューティング（IC3000）ゲートウェイの管理

 LoRaWAN 向けシスコ ワイヤレス ゲートウェイの管理

 Cisco IR510 WPAN 産業用ルータの管理

 ヘッドエンド ルータの管理

 外部モジュールの管理

 サーバの管理

 アセットの追跡

 共通のデバイス操作

 ルールの設定

 デバイスの設定

 ゲスト OS の監視

 ファイルの管理

 ワーク オーダーの管理

 デモと帯域幅の動作モード

 デバイス プロパティ

概要
デバイスをモニタ、追加、削除したり、デバイス設定以外の他のデバイス管理を実行するには、IoT FND の次のページを使用し
てします。

図 1 [Devices] メニュー オプション 
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ルータの管理
 ルータ（CGR1000、C800、IR800、SBR（C5921））やエンドポイント（メーターおよび IR500 ゲートウェイ）、および IoT 
ゲートウェイ（LoRaWAN ゲートウェイや IC3000 など）のフィールド デバイスを操作するには、 [DEVICES] > [Field 
Devices] ページを使用します。

— （注）IoT FND ルータの一部のテキスト ディスプレイに、ルータ モデル（CGR1000 など）ではなく「FAR」と表示され
ることがあります。

 ヘッドエンド ルータ（ASR1000、ISR3900、ISR4000）を操作するには、[DEVICES] > [Head-End Routers] ページを使用
します。

 FND NMS およびデータベース サーバを操作するには、[DEVICES] > [Servers] ページを使用します。

 LoRaWAN（IXM-900）のシスコ ワイヤレス ゲートウェイに関連付けられているアセットを表示するには、[DEVICES] > 
[Assets] ページを使用します。

（注）この章に記載されているルータおよびゲートウェイのファームウェア アップデートの詳細については、本書の「ファー
ムウェア アップグレードの管理」の章を参照してください。

ルータの管理
ルータの管理は、[Field Devices] ページ（[DEVICES] > [Field Devices]）で行います。 初に、ページの [Default] ビューにデバ
イスが表示されます。この項では、次のトピックについて取り上げます。

 ルータの各ビューの使用

 Cisco C819 および Cisco IR829 ISR の組み込みアクセス ポイントの管理

 ルータ フィルタの使用

 ルータ メッシュ キーの更新

 Cisco C819 および Cisco IR829 ISR の組み込みアクセス ポイントの管理

 ルータ設定グループの表示

 ルータ ファームウェア グループの表示

 ルータ トンネル グループの表示

ルータの各ビューの使用
ユーザ設定（「図 2 ユーザ インターフェイス表示のユーザ設定」を参照）で [Default to map view] を選択していない限り、
[Field Devices] ページはデフォルトでデバイスの基本的なプロパティを含む [List] ビューで表示されます。メイン ペインに
タブを表示するには、[Browse Devices] ペイン（左ペイン）でルータまたはルータ グループを選択します。 

選択したルータ（1 つまたは複数）により表示されるタブが決まります。

（注）以下は、表示可能なタブです。[List] ビューから [Map] オプションを表示するように選択できます。

 マップ

 Cellular-CDMA 

 Cellular-GSM

 設定

 DHCP 設定

 デフォルト
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ルータの管理
 イーサネット トラフィック

 ファームウェア

 グループ

 LoRaWAN

 メッシュ

 メッシュ設定

 物理

 PLC メッシュ

 RF メッシュ

 トンネル

 WiMAX

上記タブのビューに、それぞれ異なるデバイス プロパティ セットが表示されます。たとえば、[Default] ビューにはデバイスの
基本的なプロパティが表示され、[Cellular-GSM] ビューにはセルラー ネットワークに特有のデバイス プロパティが表示され
ます。 

ルータのビューをカスタマイズする方法については、「デバイス ビューのカスタマイズ」を参照してください。 

各ビューに表示されるデバイス プロパティの詳細については、「デバイス プロパティ」を参照してください。 

これらのビューで実行する共通アクション（たとえば、ラベルの追加やデバイス プロパティの変更）の詳細については、「共通
のデバイス操作」を参照してください。

[Map] ビューでのルータの表示

[Map] ビューにルータを表示するには、[<user>] > [Preferences] で [Enable map] チェックボックスをオンにし（「図 2」を参
照）、メイン ペインの [Map] タブをクリックします（「図 3」を参照）。
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ルータの管理
図 2 ユーザ インターフェイス表示のユーザ設定

図 3 [Map] ビュー

（注）[Map] ビューで、デバイスをクリックしてから情報ポップアップ ウィンドウを閉じることで、任意の RPL ツリーを表示
できます。

RPL ツリー接続には、次のように、青色またはオレンジ色の線でデータ トラフィック フローが示されます。

 オレンジ色の線は、リンクがマップの上方向のアップリンク データ トラフィック フローであることを示します。

 青色の線は、リンクがマップの下方向のダウンリンク データ トラフィック フローであることを示します。
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ルータの管理
ルータのオペレーティング システムの移行
「CG-OS を実行して Cisco IOS を移行する」の手順を使用し、[CONFIG] > [Firmware Update] ページで、CG-OS から Cisco 
IOS に CGR のオペレーティング システムを移行します。 

ルータ メッシュ キーの更新
ルータへの不正アクセスが試行されていると思われる場合は、メッシュ キーを更新します。 

注意：ルータ メッシュ キーを更新すると、メッシュ エンドポイントがルータに（自動的に）再登録されるまでの一定期間、メッ
シュ エンドポイントとルータの通信が切断される場合があります。

ルータ メッシュ キーを更新するには、[Browse Devices] ペインでルータまたはルータ グループを選択し、[Default] ビューで
以下の手順を実行します。

1. 更新するルータのチェックボックスをオンにします。 

2. ドロップダウン メニューから、[More Actions] > [Refresh Router Mesh Key] を選択します。

3. [Yes] をクリックして続行します。

Cisco C819 および Cisco IR829 ISR の組み込みアクセス ポイントの管理
IoT Field Network Director では、C819 および IR829 ISR の次の組み込みアクセス ポイント（AP）の属性を管理できます。

（注） IoT Field Network Director が AP を管理できるのは、[Autonomous] モードで動作しているときのみです。

 ディスカバリ

 AP の設定 

 定期的なインベントリ収集

 AP のファームウェア アップデート（[Autonomous] モードでの動作時）

 SNMP 上のイベント管理

（注）すべての C800 シリーズおよび IR800 ルータに AP が組込まれているわけではありません。C800 ISR の機能マトリクス
はこちらを参照してください。IR800 ISR の機能マトリクスはこちらを参照してください。

ルータ フィルタの使用
表示されるルータのリストを変更するには、[Browse Devices] ペインの [ROUTERS] の下の組込みルータのフィルタを使用
するか、または [Quick View] ペイン（左ペイン）内の保存済みカスタム検索を使用します。たとえば、すべての稼働中のルータ
を表示するには、[Browse Devices] ペインの [ROUTERS] の下の [Up] グループをクリックます。フィルタをクリックすると、
[Search Devices] フィールドに対応する検索文字列が挿入されます。たとえば、[ROUTERS] の下の [Up] グループをクリック
すると、[Search Devices] フィールドに検索文字列 status:up が挿入されます。

ルータ設定グループの表示 
[DEVICES] > [Field Devices] ページの [Browse Devices] ペインで、[ROUTER] の下に表示されているグループの 1 つ

（CGR1000 など）に属するルータを表示します。
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エンドポイントの管理
ルータ ファームウェア グループの表示
1. [CONFIG] > [Firmware Update] ページで [Groups] タブ（左ペイン）を選択し、ルータ グループのうち 1 つ
（Default-c800、Default-cgr1000、Default-lorawan、Default-ir800、Default-sbr など）を選択します。

2. ルータで使用可能なファームウェア イメージは、右側ペインの [Name] フィールドの下に表示されます。Default-ir800 
の場合は、IR809 と IR829 の両方が含まれているため、2つの異なるファームウェア イメージがリストされています。

.

ルータ トンネル グループの表示 
[Browse Devices] ペインを使用して、[ROUTER TUNNEL GROUPS] の下にリスト表示されているグループのいずれかに属す
るルータ デバイスを表示します。

エンドポイントの管理
エンドポイントを管理するには、[DEVICES] > [Field Devices] ページを表示します。デフォルトでは、ページの [List] ビューに
エンドポイントが表示されます。この項では、次のトピックについて取り上げます。

 [Default] ビューでのエンドポイントの表示

 [Map] ビューでのメッシュ エンドポイントの表示

 メッシュ デバイスのブロッキング

 メッシュ エンドポイント設定グループの表示

 メッシュ エンドポイント ファームウェア グループの表示
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エンドポイントの管理
[Default] ビューでのエンドポイントの表示
[Default] ビューで [DEVICES] > [Field Devices] ページを開くと、IoT FND ではすべての FAN デバイス（ルータ、エンドポイ
ント（メーター、ゲートウェイ）、IoT ゲートウェイなど）とその基本デバイス プロパティがリストされます。

[Browse Devices] ペインで ENDPOINT デバイスまたはデバイス グループを選択すると、エンドポイントの追加プロパティ
のビューを表示する次のタブが IoT FND によって提供されます。

（注）すべての使用可能なタブを以下に示します（画面に表示されるとおりに左から右）。

 マップ 

 設定

 セルラー エンドポイント 

 デフォルト

 ファームウェア

 PLC メッシュ

 RF メッシュ

 グループ

 状態

 セキュリティ

 +（新しい [View]（タブ）を定義可能）

これらのビューにはそれぞれ異なるデバイス プロパティ セットが表示されます。

エンドポイントのビューをカスタマイズする方法については、「デバイス ビューのカスタマイズ」を参照してください。 

各ビューに表示されるデバイス プロパティについては、「デバイス プロパティ」を参照してください。 

他のデバイスにも適用される、これらのビューでの共通アクション（ラベルの追加やデバイス プロパティの変更など）につい
ては、「共通のデバイス操作」を参照してください。

[Map] ビューでのメッシュ エンドポイントの表示
[Map] ビューでメッシュ エンドポイントを表示するには、[<user>] > [Preferences] で [Enable map] を選択し、[Map] タブを
クリックします。

メッシュ デバイスのブロッキング
メッシュ デバイスへの不正なアクセスが試行されていると思われる場合は、メッシュ デバイスを IoT FND へのアクセスから
ブロックします。 

注意：メッシュ エンドポイントをブロックした場合、IoT FND を使用してブロック解除することはできません。メッシュ エン
ドポイントを IoT FND に再登録にするには、エスカレーションを行ってメッシュ エンドポイント管理者に依頼する必要があ
ります。

メッシュ エンドポイント デバイスをブロックするには、 [Default] ビュー（[DEVICES] > [Field Devices] > [METER-MESH]）
で、次の手順を実行します。

1. 更新するメッシュ デバイスのチェックボックスを選択します。 
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シスコ産業用コンピューティング（IC3000）ゲートウェイの管理
2. ドロップダウン メニューから、[More Actions] > [Block Mesh Device] を選択します。

3. [Confirm] ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。

4. デバイスがメッシュ ネットワークに再接続することを防ぐため、NPS サーバからメッシュ エンドポイントを削除します。

メッシュ エンドポイント設定グループの表示
[CONFIG] > [Device Configuration] ページで、メッシュ エンドポイントに対して定義されている使用可能な設定グループを
確認できます。

メッシュ エンドポイント ファームウェア グループの表示
[Browse Devices] ペインを使用して、[ENDPOINTS] の下にリスト表示されているグループのいずれかに属するメッシュ エン
ドポイント デバイスを表示します。

シスコ産業用コンピューティング（IC3000）ゲートウェイの管理

前提条件
重要：IoT FND 4.3.1 を使用して IC3000 ゲートウェイを管理する前に、まず FND 4.3.1 内の [App] タブを介して事前に構築
された IOx アプリケーションを導入する必要があります。

詳細については、『Cisco IC3000 Industrial Compute GatewayDeployment Guide』の「Phase 2」セクション（以下に概要を示
します）を参照してください。

 フェーズ 2：FND を介して事前構築された IOx アプリケーションを導入

『Cisco IC3000 Industrial Compute GatewayDeployment Guide』の「Phase 2」セクションでは、IC3000 に固有の次のアク
ションを扱います。

手順 1：FND のインストール（このアクションは既に完了している可能性があります）

手順 2：デバイス リストを FND に追加

手順 3：デバイスの登録と DHCP サーバの設定

手順 4：デバイスの設定テンプレートについて

手順 5：ファームウェアを FND にアップロード
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シスコ産業用コンピューティング（IC3000）ゲートウェイの管理
手順 6：FND によるファームウェアのアップグレード

手順 7：[App] タブを介した IOx アプリケーションの導入

概要
IC3000 は、エッジ コンピューティング、IOx アプリケーションを介した IoT FND との通信、IoT FND を介してアクセス可能な 
Cisco Fog Director（FD）をサポートします。 

IC3000 が起動すると、IoT FND に登録されます。FND はその後、設定をデバイスにプッシュします。プッシュされる情報には、
メトリックの定期的なプロファイル インターフェイス、ユーザ管理設定、およびデバイスのハートビート時間間隔が含まれ
ます。

初の通信は、安全な HTTPs セッションを確立することによって行われます。この接続は、初期セットアップ後に 
WebSocket 接続にアップグレードされます。

WebSocket プロトコルを使用すると、クライアントとサーバは互いに独立して動作するだけでなく、相互に対話することが
できます（図 4 を参照）。クライアントはサーバへの接続を要求する必要はありません（ネットワーク図の左側を参照）。

確立されると、クライアントとサーバは、WebSocket 接続のライフサイクルの同じ TCP 接続を介して通信します。

図 4 WebSocket 経由の CoAP を使用して FND と通信する IC3000
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LoRaWAN 向けシスコ ワイヤレス ゲートウェイの管理
必要に応じて、IC3000 デバイスタイプに対して次のアクションを実行できます。

 メトリックの更新

 再起動

デバイス カテゴリ：ゲートウェイ（[Browse Devices] ペイン内）

IC3000 ゲートウェイの詳細を表示するには、次を実行します。

1. [DEVICES] > [Field Devices] を選択します。

2. 左ペインの [GATEWAY] で IC3000 デバイスを選択します。ゲートウェイのデバイス情報が表示されます（図 5）。 
[Device Info] ページで、メトリックを更新して IC3000 を再起動できます。

図 5 IC3000 デバイスの [Device Info] 情報ページ

アプリケーション管理サーバー Fog Director には、次の情報が表示されます。

LoRaWAN 向けシスコ ワイヤレス ゲートウェイの管理
[Browse Devices] ペインを使用して、IoT ゲートウェイ グループに属する LoRaWAN デバイス（IXM-LPWA-800 および 
IXM-LPWA-900）向けシスコ ワイヤレス ゲートウェイを表示できます。
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LoRaWAN 向けシスコ ワイヤレス ゲートウェイの管理
LoRaWAN 製品用のシスコ ワイヤレス ゲートウェイは次の 2 種類です。

 IP バックホール（ギガビット イーサネット、光ファイバ、4G/LTE、Wi-Fi）を提供する IR809 および IR829 との LoRa 無線
アクセスを提供する、Cisco 809 および 829 の産業用サービス統合型ルータ（IR809、IR829）の仮想インターフェイス

（IXM-LPWA-800-16-K9）。この場合、LoRaWAN には IOS インターフェイスのオペレーティング モードがあり、接続先
の IR800 システムのホスト デバイス ID が表示されます。外部モジュールの管理を参照してください。

 自身の組み込みのファスト イーサネット バックホールを使用して、LAN スイッチ、ルータ、Wi-Fi AP またはその他の IP 
インターフェイスにアクセスするためのスタンドアロン ユニット（IXM-LPWA-900-16-K9）。スタンドアロン ゲート
ウェイとして機能する場合、LoRaWAN にはスタンドアロンの動作モードがあります。

デバイス カテゴリ：ゲートウェイ（[Browse Devices] ペイン内）

LoRaWAN ゲートウェイを表示するには、次の手順を実行します。

1. [DEVICES] > [Field Devices] を選択します。

2. 左ペインの [GATEWAY] > [default-lorawan] または [Cisco LoRa] でデバイスを選択します。

3. [Name] 列に表示されている目的の IXM-LPWA-900 または IXM-LPWA-800 システムをクリックして、ゲートウェイの 
[Device Info]、[Enents]、[Config Properties]、[Running Config]、[Assets] を表示します。

（注）[ROUTER] > [IR800] ページと [GATEWAY] ページの両方で、IXM-LPWA-800 システムのデバイスの詳細を表示で
きます。 

[GATEWAY] でサポートされているアクションを実行するには、[Device Info] ページで次のボタンを使用します。

 [Map]、[Default]、[+]（プラスのアイコンで新しいビューを追加できます）

図 6 [IoT Gateway Device Info] ページ（1/2）
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図 7 [IoT Gateway Device Info] ページ（2/2）

Cisco IR510 WPAN 産業用ルータの管理
Cisco IR510 産業用ルータ（以前の名称は Cisco 500 シリーズ ワイヤレス パーソナル エリア ネットワーク (WPAN) 産業用
ルータ) は、ライセンス不要の 902-928MHz、ISM バンド IEEE 802.15.4 g/e/v WPAN 通信を、スマート グリッド、配電の自動
化（DA）、監視制御とデータ収集（SCADA）などの、さまざまな Internet of Things（IoT）アプリケーションに提供しています。
次世代の DA ゲートウェイとして、IR510 は高スループット、分散インテリジェンス、GPS、セキュリティ強化、ライセンス不
要の 915-MHz の工業、科学、および医療用バンド WPAN 通信を実現します。

（注）IR510 は、IoT FND でエンドポイントとして識別および管理されます。

適応変調
順応変調により、IR510 はチャネル条件の変化に動的に適応してスループットを 大化できます。

チャネル条件に基づいて、ノードは OFDM または FSK モードで実行されます。FND は両方のモードの情報を同時に取得し、
IR510 が実行される変調を選択します。
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IR510 の設定テンプレートを編集するには、次のように入力します。

0- Adaptive Modulation 

1-FSK

2-OFDM

1. [CONFIG] > [Device Configuration] > [Edit Configuration Template] の順に選択します。

a. IR510 に新しい順応 PHY モード設定を追加するには、[Available Columns] パネルからオプションを選択し、左矢印
をクリックして、[Active Columns] パネルに値を移動します。

b. IR510 の順応 PHY モード設定を削除するには、[Active Columns] パネルからオプションを選択し、右矢印をクリック
して値を [Available Columns] パネルに移動します。

2. [Default-ir510] を選択します。 

チャネル条件に基づいて、ノードは OFDM モードまたは FSK モードで実行することができ、この情報は FND によって取得さ
れます。同時に、FND はノードが実行される変調を選択することができます。

プロファイル インスタンス
IoT FND は IR510s に対し、プロファイルベースの設定を採用しています。これにより、複数の IR500 構成グループに割り当て
ることができる特定のプロファイル インスタンス（設定）を定義することができます。

「表 1 IR510 用に定義済みのプロファイル」のタスク（-75 ページ）サポートされる MIME タイプを示します。 

プロファイルについて、次の点に注意してください。

 各プロファイル タイプには、デフォルトのプロファイル インスタンスがあります。デフォルトのプロファイル インスタン
スは削除できません。

 プロファイル インスタンスを作成し、そのプロファイルを IR510 上の複数の設定グループに関連付けることができます。

 [None] オプションは、すべてのプロファイル タイプで使用でき、設定にそのプロファイル タイプの設定がないことを示
します。

 設定グループに対して設定のプッシュが進行中の場合、関連付けられているすべてのプロファイルがロックされ（鍵のア
イコンが表示されます）、その間はプロファイルを更新または削除することができません。

 鍵のアイコンはロックされたプロファイルを示します。

[Config Profiles Page] での任意のプロファイルの作成、削除、名前変更、複製
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新しいプロファイルを作成するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [DEVICE CONFIGURATION] > [Config Profiles] タブ

2. 設定パネルの上部にある [+]（プラスのアイコン）をクリックして、[Add Profile entry] パネルを開きます。 

3. 新しいプロファイルの [Name] を入力し、ドロップダウン メニューから [Profile Type] を選択します。

4. [Add] ボタンをクリックします。プロファイル エントリの新しいエントリが [Profile Type] のサブ見出し下の左ペインに
表示されます。

プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [DEVICE CONFIGURATION] > [Config Profiles] タブを選択します。

2. 削除するプロファイル名（[Default-Profile] を除く）を選択します。ごみ箱のアイコンをクリックしてプロファイルを削除
します。

3. 表示されるポップ アップ ウィンドウで [Yes] をクリックし、削除を確認します。

プロファイルの名前を変更するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [DEVICE CONFIGURATION] > [Config Profiles] タブを選択します。

2. 名前を変更するプロファイル名（[Default-Profile] を除く）を選択します。鉛筆のアイコンをクリックして、[Rename Profile] 
ポップ アップ ウィンドウを開きます。

3. 編集して [OK] をクリックします。新しい名前が左ペインに表示されます。

プロファイルをクローニングするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [DEVICE CONFIGURATION] > [Config Profiles] タブを選択します。

2. クローニングするプロファイルの名前をクリックします。重なっている四角形のアイコンをクリックして、[Clone Profile] 
ポップ アップ ウィンドウを開きます。

3. 新しいプロファイルの [Name] を入力し、ドロップダウン メニューから [Profile Type] を選択します。

4. [Add] ボタンをクリックします。新しいプロファイル エントリが [Profile Type] のサブ見出し下の左ペインに表示され
ます。
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表 1 IR510 用に定義済みのプロファイル

プロファイル名 説明 CSV ファイルで設定可能なプロパティ

アクセス コントロール リスト
（ACL）プロファイル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [ACL PROFILE] > 
[Config Profiles] タブ

インターフェイス コンフィ
ギュレーション

CONFIG > デバイス設定 > エン
ドポイント > デフォルト
-ir500 > 設定テンプレートの
編集

パケット フィルタリングを実行して、セ
キュリティの向上のためにネットワーク
を介して移動するパケットを制御します。

ACL プロファイルは 大 20 個まで定義
できます。定義済みの各 ACL には、 大 
20 個の ACE に対して 1 つの関連するア
クセス コントロール エントリ（ACE）があ
ります。

チェック プロセスは ACL を 1 から 20 ま
で進みます。

異なる設定がされていない限り、20 番目
の ACL の終わりにすべての ACL に対し
て暗黙の拒否があります。

既定の IR500 のインターフェイスを設定
するには、[Groups] タブを選択した状態
で、次を実行します。

右ペインで [Edit Configuration Template] 
タブを選択し、[Enable Interface ACL] 
チェック ボックスをオンにします。

---

転送マッピング ルール（FMR）
プロファイル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [FMR PROFILE] > 
[Config Profiles] タブ

2 つの異なるマップ ドメインにあるマッ
プ ノード間の IPv4 トラフィックを処理
します。

各 FMR ルールには、IPv4 プレフィックス、
IPv4 プレフィックス長、および EA ビット
長があります。

大 10 個の FMR プロファイルを定義で
きます。

FMR の設定は、設定のプッシュ時に 
MAP-T 設定の一部としてデバイスにプッ
シュされます。

転送マッピング ルールの IPv6 プレフィックス：
fmrIPv6Prefix0 to fmrIPv6Prefix9

転送マッピング ルール IPv6 プレフィックス長：
fmrIPv6PrefixLen0 to fmrIPv6PrefixLen9

DSCP プロファイル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [DSCP 
PROFILE] > [Config Profiles] 
タブ

イーサネット QoS 設定の DSCP マーキ
ングを設定します。

DSCP マーキングには、3 つの優先度レベ
ル（低、標準、および中）があります。

大 10 個の IPv4 アドレスと関連する 
DSCP マーキングを指定できます。

---

MAP-T プロファイル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [DSCP 
PROFILE] > [Config Profiles] 
タブ

エンドユーザのプロパティを設定します。 endUserIPv6Prefix
bmrIPv6PrefixLen
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シリアル ポート プロファイル
（DCE および DTE）

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [SERIAL 
PROFILE] > [Config Profiles] 
タブ

DCE および DTE シリアル ポート設定に
は、異なるシリアル ポート プロファイル
を使用できます。

シリアル インターフェイスでは、次の設
定を構成できます。

ポート アフィニティ
メディア タイプ
データ ビット
パリティ
Flow Control
DSCP マーキング
ボー レート
ストップ ビット 

（注）このページでは、Raw ソケット セッ
ションの設定を行うこともできます。

---

DHCP クライアント プロファ
イル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [DSCP CLIENT 
PROFILE] > [Config Profiles] 
タブ

DHCPv4 サーバは、クライアント ID と 
IPv4 アドレス間のスタティック バイン
ディングに従い、各クライアントにアドレ
スを割り当てます。

FND が設定するこのスタティック バイン
ディングは、 大 10 個のクライアント 
マッピングをサポートします。

DHCP クライアント ID バインディング 
プロファイルの設定は、クライアント ID 
を IPv4 ホスト アドレスに関連付けます。

各クライアントのクライアント ID は、1 つ
の IR510 内で一意である必要があります。

クライアント ID として任意の文字列が使
用可能で（たとえば、client-id=”iox” な
ど）、プール内のバインディング アドレス
にマッピングすることができます。

---

DHCP サーバ プロファイル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [DSCP SERVER 
PROFILE] > [Config Profiles] 
タブ

DHCPV4 サーバが DHCP オプションの一
部として応答で返す情報は、 

次を含む DHCP IPv6 サーバ プロファイル 
コンフィギュレーションで設定できます。

1. リース時間

2. DNS server list

---

表 1 IR510 用に定義済みのプロファイル（続き）

プロファイル名 説明 CSV ファイルで設定可能なプロパティ
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図 8 プロファイルの設定テンプレート

NAT44 プロファイル

[CONFIG] > [DEVICE 
CONFIGURATION] > 
[ENDPOINT] > [NAT44 
PROFILE] > [Config Profiles] 
タブ

次のいずれかの方法を使用して、IR500 デ
バイスの NAT44 プロパティを設定でき
ます。

- CSV インポート方法

- FND ユーザ インターフェイス内の 
NAT44 プロファイル インスタンス

NAT44 には、内部アドレス、内部ポート、
および外部ポートの 3 つのフィールドを
設定します。

大 15 個の NAT44 スタティック マップ 
エントリを設定できます。 

（注）設定をプッシュする前に、次のことを
確認してください。

1. デバイスが属する設定グループで
イーサネットを有効にする（チェック
ボックスをオンにする）

2. 設定グループを保存する

---

表 1 IR510 用に定義済みのプロファイル（続き）

プロファイル名 説明 CSV ファイルで設定可能なプロパティ
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設定に関する注意事項：

 すべてのインターフェイス（イーサネット、DTE、および DCE）で DSCP（QoS）マーキングを設定してください。オプション：
Low Priority (0)、Normal Priority (10)、Medium Priority (18)。

 DSCP はインターフェイスで適用されます。DCE および DTE のデフォルト値は、Low Priority (0) です。イーサネットのデ
フォルト値はありません。[Configuration Template] の値を設定していない場合、トラフィックはマーキングされていな
い状態でフローします。

 DCE および DTE インターフェイスでは、一度に 1 つの raw ソケット セッションのみフローできます。DSCP 値は、全体
を通じて変化しません。

グループの設定プロファイル
 プロファイルの詳細は、[Configuration Group Template] ページ（図 9）で確認できます。

 設定テンプレートを保存し、設定グループ内のすべてのデバイスに設定をプッシュできます。

 設定グループ内のプロファイルの関連付けは任意です。たとえば、設定グループはシリアル DCE 設定を必要としない場
合があるため、シリアル DCE 設定の場合は「なし」を選択できます。

図 9 グループの設定テンプレート
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ヘッドエンド ルータの管理
ヘッドエンド ルータ（HER）を管理するには、[Devices] > [Head-End Routers] を選択して、[Head-End Routers] ページを開
きます（図 10）。ユーザ設定で [Enable Map] が選択されていない限り、デフォルトで、ページは [List] ビューで HER を表示し
ます。[Head-End Routers] ページを [List] ビューで 開くと、IoT FND は [Default list] ビューを表示します。このビューには、
HER デバイスの基本的なプロパティが表示されます。さらに、HER の追加プロパティのビューを表示する次のタブが 
IoT FND によって提供されます。

 Tunnel 1

 Tunnel 2

これらのビューにはそれぞれ異なるデバイス プロパティ セットが表示されます。これらのビューには、HER トンネルに関す
る情報が表示されます。

図 10 [Head-End Routers] ページ

HER のビューをカスタマイズする方法については、「デバイス ビューのカスタマイズ」を参照してください。

各ビューに表示されるデバイス プロパティについては、「デバイス プロパティ」を参照してください。

他のデバイスにも適用される、これらのビューでの共通アクション（ラベルの追加やデバイス プロパティの変更など）につい
ては、「共通のデバイス操作」を参照してください。

外部モジュールの管理
ルータなど、Field Devices に接続しているデバイスを管理するには、[Devices] > [Field Devices] を選択します。デフォルト
で、ページは [List] ビューですべての認識された FAN デバイスを表示します。

IoT FND を使用して、次の外部モジュールを管理できます。

Itron CAM モジュール
次の要件を満たしてから、Itron CAM モジュールを CGR にインストールすることができます。

ゲスト OS（GOS）は、Itron CAM モジュールをインストールする前に CGR で実行されている必要があります。

1. IoT FND を使用して ACTD を導入、アップグレード、または監視する前に、ACTD ドライバを CGR ゲスト OS 内にインス
トールして実行する必要があります。これにより、FND が ACTD ドライバを管理するために CGR ゲスト OS に到達でき
るようになります。これは、CGR で NAT を設定するか、次のように CGR に静的ルートを設定することによって行うこと
ができます。
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A) cgms.properties ファイルでは、「manage-actd」プロパティを [true] に設定する必要があります。

manage-actd=true

B) ポート マッピングが使用されている場合に、ユーザがゲスト OS の外部到達可能 IP アドレスと IOx アクセスポート
を指定するための 2 つの新しいデバイス プロパティが追加されます。

gosIpAddress <external IP address of Guest OS>
ioxAccessPort  <default=8443>

2. IoT FND 内から、次の操作を実行して ACTD ドライバをアップロードします。

A) [CONFIG] > [FIRMWARE UPDATE] > [Images] タブを選択します。

B) [Groups] パネルの下で [CGR-Default] プロファイルを選択し、[Upload Image] ボタンをクリックします。 

C) [+] をクリックして [Upload Image] パネルを開き、[Type ACTD-CGR] を選択して、ドロップダウン メニューから
「app-actd-ver-x.y.z.tar」などの適切なイメージを選択します。

D) [Upload Image] をクリックします。

E) [Yes] をクリックしてアップロードを確認します。

LoRaWAN ゲートウェイ モジュール
 IR800 ルータへの LoRaWAN（IXM-LPWA-800）インターフェイスです。

LoRaWAN モジュールの LRR イメージを IR800 ルータにアップロードする方法は 2 つあります。ゼロ タッチ展開（ZTD）
時と、オンデマンド設定転送による方法です。

（注）IoT FND では、LoRaWAN モジュールの検出をサポートしていません。代わりに、IoT FND は IR800 モジュールとし
て認識し、Cisco IOS 経由で通信します。

 LoRaWAN モジュールをデバイス リストに表示するには、[Browse Devices] リストで IR800 ルータを選択し、
[LoRaWAN] タブを選択します。

 LoRaWAN モジュール上のモデムを再起動するには、次の手順を実行します。

a. [Name] 列の下の関連の IXM-LORA のリンクをクリックして、以下に示す情報を表示します。
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b. [Reboot Modem] をクリックします。再起動が完了すると、LoRaWAN モジュールの [Device Info] ペインの [Last 
Reboot Time] フィールドに日付と時刻が表示されます。一度に処理できるモデムの再起動は 1 つだけです。 

[Reboot Modem] の操作により、LoRa モデム再起動開始と LoRa モデム再起動成功の 2 つのイベントが生成されます。

 IR800 ルータ インベントリから LoRaWAN モジュールを削除するには、次の手順を実行します。

a. [Browse Devices] ペインで、インベントリから無効にして削除する必要がある LoRAWAN モジュールがある IR800 
を選択します。

b. [LoRaWAN] タブを選択し、削除する LoRaWAN モジュールの横にあるチェックボックスをオンにします。

c. [More Actions] ドロップダウン メニューで、[Remove Devices] を選択します。

 ユーザ定義の LoRaWAN（IXM）トンネルを作成するには、[CONFIG] > [Tunnel Provisioning] を選択します。

a. 左ペインの [GATEWAY] で、トンネルを設定する LoRaWAN システムを選択します。

b. [Gateway Tunnel Addition] タブを選択します。

c. 表示される [Add Group] ウィンドウで、LoRaWAN（IXM）トンネルの [Name] を入力し、デバイス カテゴリとして 
[Gateway] を選択します。[Add] をクリックします。新しいトンネルは、左のペインにある [GATEWAY] 見出しの下に
表示されます。
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サーバの管理
サーバを管理するには、[Devices] > [Servers] を選択して [Servers] ページを開きます。デフォルトで、ページは [List] ビュー
でサーバを表示します。[Servers] ページを [List] ビューで 開くと、IoT FND は [Default list] ビューを表示します。このビュー
には、サーバ デバイスの基本的なプロパティが表示されます。サーバに関する情報を取得するには、名前をクリックします。

他のビューを追加するには、「デバイス ビューのカスタマイズ」を参照してください。

各ビューに表示されるデバイス プロパティについては、「デバイス プロパティ」を参照してください。

このビューでの共通アクションについては、「共通のデバイス操作」を参照してください。

NMS サーバおよびデータベース サーバの管理
[Browse Devices] ペインの [All Server Devices] ヘッダーの下に、NMS サーバとデータベース サーバの両方が表示されます。

単一の NMS サーバまたはデータベース サーバの導入では、[NMS] または [Database Servers] ヘッダーの下に 1 つのサーバ
だけが表示されます。クラスタ導入では、[NMS Servers] ヘッダーの下に複数の NMS サーバが表示されます。リスト ペイン
のフィルタリングをするには、次の手順を実行します。

 すべての NMS サーバを表示するには、上位メニューで [Devices] > [Servers] をクリックし、[Browse Devices] ペインで 
[NMS Servers] を選択します。単一の NMS サーバの導入では、[NMS Servers] ヘッダーの下に 1 つのサーバだけが表示
されます。クラスタ導入では、[NMS Servers] ヘッダーの下に複数の NMS サーバが表示されます。

 すべてのデータベース サーバを表示するには、上位メニューで [Devices] > [Servers] をクリックし、[Browse Devices] 
ペインで [Database Servers] を選択します。単一のサーバの導入では、[Database Servers] の下に 1 つのデータベース 
サーバだけが表示されます。セカンダリ データベースが設定されている場合、同じエントリの下にセカンダリ データ
ベースも表示されます。

（注）デフォルトでは、[Up] 状態の NMS サーバとデータベース サーバだけが表示されます。

アプリケーション管理サーバの管理
Fog Director の詳細を表示するには、トップレベル メニューの [Devices] > [Services] をクリックし、[Application Management 
Servers] を選択します。詳細には、ホスト システム情報、ホスト ディスク情報およびサービス情報が含まれます。CPU 使用率と
メモリ使用率の詳細がグラフに表示されます。

アセットの追跡
アセットとは、FND で管理されるシスコ デバイスに関連付けられたシスコ以外の機器を表します。 

CGR1000、IR800、C800、および SBR（Cisco 5921）の [Device Detail] ページで、特定のルータ（[DEVICES] > [Field Devices]）
に関連付けられているアセットを表示できます。 

[DEVICES] > [Assets] ページで、すべてのデバイスについて追跡されているすべてのアセットの概要を表示できます。

[Bulk Operation] を使用して、[DEVICES] > [Assets] ページでアセットに対する次のアクションを実行できます。

 アセットを追加する：アセットの CSV ファイルを FND にアップロードするために使用します。過去のファイル アップ
ロードの履歴は、ページの下部に表示されます。

CSV ファイル内のアセット コンテンツの例：

assetName,assetType,deviceEid,assetDescription,vin, hvacNumber,housePlate,attachToWO
asset1,RDU,00173bab01300000,Sample description,value1, value2, value3,no

（注）[Asset Name] および [Asset Type] は、CSV ファイル内の必須フィールドです。その他のフィールドはすべてオプ
ションです。
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 アセット プロパティの変更（CSV ファイル）：既存のアセットに変更を加える場合に使用します。

 アセットの削除（CSV ファイル）：特定のアセットを削除する場合に使用します。

 アセットへのファイルの追加（zip/tar ファイル）：アセット コンテンツに情報を追加するために使用します。

アセットをデバイスに追加または関連付けるためのガイドライン：

 1 つまたは複数のアセットを特定のデバイスにマップできます。

 1 つのデバイスに関連付けることができるアセットは 5 つまでで、アセットごとに 5 つのファイルまでという制限もあ
ります。

 1 つの アセットは、任意の時点で 1 つのデバイスにのみマッピングできます。

 マッピングされたアセットは、デバイスのワーク オーダーを作成するときにも役立ちます。

共通のデバイス操作
この項では、IoT FND を使用してデバイスを管理したりデバイスの情報を表示する方法について説明します。次の項目を取り
上げます。

 デバイスの選択

 デバイス ビューのカスタマイズ

 [Map] ビューでのデバイスの表示

 マップの設定

 デバイスのソート順序の変更

 デバイス情報のエクスポート

 デバイスの ping

 デバイスへのルートのトレース

 デバイス ラベルの管理

 デバイスの削除

 デバイスの詳細情報の表示

 フィルタを使用したデバイス表示の制御

 一括インポート アクションの実行

デバイスの選択
IoT FND では、[List] ビューを使用して、単一ページまたは複数ページからデバイスを選択できます。デバイスを選択すると、
選択しているデバイスのカウントを示す黄色いバーが表示されます。このバーでは、[Clear Selection] および [Select All] を
指定できます。選択できるデバイスの 大数は 1000 です。デバイスを選択するには、次の手順を実行します。

 1 つのページにリスト表示されているすべてのデバイスを選択するには、[Name] の横のチェックボックスを選択します。

 全ページにわたるデバイスを選択するには、[Select All] をクリックします。

 一群のデバイスを選択するには、1 つまたは複数ページで、リスト表示されている個々のデバイスのチェックボックスを
選択します。デバイスを選択するたびにカウントが増え、全ページの選択が保持されます。
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デバイス ビューのカスタマイズ
IoT FND では、デバイス ビューをカスタマイズできます。[List] ビューでは、次の操作を実行できます。

 タブを追加および削除する

 各ビューのカラムに表示するプロパティを指定する（使用可能なプロパティについては、「カテゴリ別デバイス プロパ
ティ」を参照）

 カラムの順序を変更する

デバイス ビューの追加

[List] ビューで、デバイス ページにデバイス ビューのカスタム タブを追加するには、次の手順を実行します。

1. [+] タブをクリックします。

2. [Add New View] ダイアログボックスに新しいタブの名前を入力します。

3. [Available Columns] リストからプロパティを選択し、左矢印ボタンをクリックするか、またはドラッグして [Active 
Columns] リスト内に移動することにより、それらのプロパティを [Active Columns] リストに追加します。

4. [Save View] をクリックします。

 カラムの順序を変更するには、上矢印または下矢印ボタンを使用するか、またはドラッグして適切な位置に移動し
ます。

 [Active Columns] リストからプロパティを削除するには、それらのプロパティを選択し、右矢印ボタンをクリック
するか、ドラッグしてリストの外に移動します。

ヒント：複数のカラム ラベルを選択していずれかのリストに移動するには、Shift キーを使用します。
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デバイス ビューの編集

デバイス ビューを編集するには、次の手順を実行します。

1. [Browse Devices] ペインの下でデバイス タイプを選択し、[Default] ドロップダウン矢印をクリックします。[Edit/Delete 
View] が表示されます。

2. [Edit/Delete View] ダイアログボックスで、次の操作を実行できます。

a. [Active Columns] リストからプロパティを削除するには、それらのプロパティを選択し、右矢印ボタンをクリックす
るか、ドラッグして [Active Columns] リストの外に移動します。

b. プロパティを [Active Columns] リストに追加するには、それらのプロパティを [Available Columns] リストから選択
し、左矢印ボタンをクリックするか、またはドラッグして [Active Columns] リスト内に移動します。

c. アクティブなカラムの順序を変更するには、上矢印または下矢印ボタンを使用するか、またはにドラッグして適切な
位置に移動します。

変更を行わずにビューを閉じるには、[x] アイコンを選択します。

3. ディスク イメージをクリックしてビューを保存します。
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デバイス ビューの削除

ビューを完全に削除するには、次の手順を実行します。

1. [Browse Devices] ペインの下でデバイス タイプを選択し、[Default] ドロップダウン矢印をクリックします。[Edit/Delete 
View] が表示されます。

2. [Edit/Delete View] ダイアログボックスの [Active Columns] ペインで、目的のラベルを選択します。

3. ビューを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。

[Map] ビューでのデバイスの表示
IoT FND は、地理的な位置に基づいてデバイス情報を視覚化するための [Map] ビューを提供しています。IoT FND は [Map] 
ビューで地理情報システム（GIS）マップを表示し、GIS マップ サービスを使用して、デバイスの緯度情報と経度情報に基づき
マップ上にデバイス アイコンを表示します。この情報がデバイスで定義されていない場合、IoT FND はマップ上にデバイスを
表示しません。

[Map] ビューにデバイスを表示するには、次の手順を実行します。

1. [<user>] > [Preferences]（右上隅）を選択します。

2. [Enable map] チェック ボックスをオンにして、[Apply] をクリックします。

3. [DEVICES] > [Field Devices] を選択します。

4. [Map] タブをクリックします。

デフォルトで、IoT FND は、マップ上のデータベースに登録されているすべてのデバイスを表示します。マップのズーム 
レベルおよびデバイス カウントによっては、個々のデバイス アイコンが表示されない場合があります。代わりに、
IoT FND はデバイス グループ アイコンを表示します。
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個々のデバイスを確認するには、デバイス アイコンが見えるまでズーム インします。また、デバイスをクリックして 
[Zoom In] リンクを含むポップアップ ウィンドウを表示し、マップ表示をデバイス レベルに移動することもできます。

IoT FND は、[Browse Devices] ペイン（左ペイン）内の各デバイス グループまたはカテゴリの横にデバイス カウントを表
示します。 

デバイスまたはグループの基本的な情報がリスト表示されたポップアップ ウィンドウが表示されます。 

このウィンドウでは、デバイスの ping、トレース ルートの実行、およびワーク オーダーの作成もできます。

5. デバイスに関連付けられている RPL ツリーを表示するには、[Device] ポップアップ ウィンドウを閉じます。RPL ツリー 
ポーリングの設定を参照してください。

RPL ツリー接続が青色またはオレンジ色の線で表示されます。青色の線はリンクが下方向であることを示し、オレンジ色
の線はリンクが上方向であることを示します。

6. [Map] ビューを更新するには、更新ボタンをクリックします。 

 すべてのデバイスのサブセットを表示するには、[Browse Devices] ペインにリスト表示されているフィルタの 1 
つをクリックします。 

IoT FND は、選択に基づいてマッピング領域を変更し、フィルタにより検出されたデバイスを表示します。たとえ
ば、[Routers] > [Up] フィルタを使用して、起動して動作しているすべてのルータを表示できます。[Quick View] ペ
イン（左ペイン）で保存済みのカスタム フィルタを使用して、デバイス ビューをフィルタリングすることもできま
す。カスタム フィルタの作成については、「[Quick View] フィルタの作成」を参照してください。

 デバイスまたはグループに関する情報を表示するには、マップ上で該当のアイコンをクリックします。

 デバイス仕様を確認するには、[Device] ポップアップ ウィンドウで、[Details] またはデバイスの EID リンクをク
リックします。 
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マップの設定
IoT FND では、[Map] ビューでマップに関する次の項目を設定できます。

 デバイスの自動ズーム

 マップのグレースケール表示

 デフォルトのマップ ロケーション（デフォルトで北米に設定） 

マップを設定するには、次の手順を実行します。

1. [DEVICES] > [Field Devices] を選択します。

2. [Map] タブをクリックします。

3. [OK] をクリックします。

デバイスのソート順序の変更
デバイスのソート順序を変更するには、カラムの見出しの矢印アイコンをクリックします。これで、エントリが昇順（矢印が上
を指している場合）または降順（矢印が下を指している場合）でリストされます。

デバイス情報のエクスポート
IoT FND では、[List] ビューで選択したデバイスのデバイス プロパティをエクスポートできます。IoT FND がエクスポートで
きるのは、現在のビューのプロパティのみです。 

現在のビューに表示されているデバイス情報をエクスポートするには、[List] ビューで次の手順を実行します。

1. 対応するチェックボックスをオンにして、エクスポートするデバイスを選択します。

2. [Export CSV] をクリックします。

3. 確認ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。

IoT FND は、CSV ファイルの export.csv を作成します。これには、[List view] ペインに表示される情報が含まれます。デフォ
ルトで、IoT FND はこのファイルをデフォルトのダウンロード ディレクトリに保存します。同じ名前のファイルが存在する場
合、IoT FND はデフォルトのファイル名に数字を追加します（export-1.csv、export-2.csv など）。 

export.csv ファイルは、エクスポートするフィールドを定義する 1 つの見出し行と、それに続くデバイスを表す 1 つ以上の行
から構成されます。[Field Devices] ページから選択したデバイスのエクスポート例を次に示します。

name,lastHeard,meshEndpointCount,uptime,runningFirmwareVersion,openIssues,labels,lat,lng
CGR1240/K9+JSJLABTES32,2012-09-19 00:58:22.0,,,,Door Open|Port Down,,50.4,-130.5
sgbuA1_cgr0,,,,,,,42.19716359,-87.93733641
sgbuA1_cgr1,,,,,,,44.3558597,-114.8060403

 デバイスを自動ズームするには、[Zoom to Devices] チェックボックスをオンにします。

 マップをグレースケール表示するには、[Grayscale] チェックボックスをオンにします。

[Overlay] ドロップダウン メニューを使用して次の操作を実行できます。

 ルータの場合、[None]、[All]、または [Associated Endpoints] をマップにオーバーレイできます。

 エンドポイントの場合、[None]、[All]、[All Associated Routers]、[All Modulations]、または [Active Link Type] を
オーバーレイできます。

 開くマップ ロケーションを特定のエリアに設定するには、デフォルトで表示するマップのそのエリアを表示し、
[Quick View/Rule]（ページ上部）をクリックします。
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デバイスの ping
デバイスの問題をトラブルシューティングする場合は、ネットワーク接続の問題を排除するために、登録済みデバイスを 
ping します。デバイスを ping できれば、ネットワーク経由でそのデバイスにアクセスできます。 

選択したデバイスを ping するには、[List] ビューで次の手順を実行します。

1. ping するデバイスのチェックボックスを選択します。

（注）デバイスのステータスが [Unheard] の場合、ping は応答されていません。

2. [List] ビューのエントリ上部のヘッダーにある [Ping] ボタンをクリックします。

ping の結果がウィンドウに表示されます。[Auto Refresh] チェックボックスをオンにした場合、IoT FND はウィンドウを
閉じるまで事前定義された間隔でデバイスを ping します。任意の時点で、[Refresh] ボタン（右端）をクリックしてデバイ
スを ping します。

3. ping 表示を閉じるには、[X] アイコンをクリックします。

デバイスへのルートのトレース
Traceroute コマンドにより、デバイスの IP アドレスに到達するために使用するルートを決定することができます。 

（注）Traceroute コマンドは、Itron OpenWay RIVA CAM モジュールまたは Itron OpenWay RIVA 電気デバイスおよび Itron 
OpenWay RIVA G-W（ガス水道）デバイスでは使用できません。

選択したデバイスへのルートをトレースするには、[List] ビューで次の手順を実行します。

1. トレースするデバイスのチェックボックスを選択します。 

（注）IoT FND に登録済みのデバイスへのルートだけをトレースできます。ステータスが [Unheard] のデバイスへのルー
トはトレースできません。

2. [Traceroute] をクリックします。

ルート トレースの結果がウィンドウに表示されます。
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[Result] カラムを展開して、完全なルーティング情報を表示します。 

[Refresh] ボタンをクリックして、Traceroute コマンドを再送信します。ウィンドウを閉じるまで事前定義した間隔で 
Traceroute コマンドを再送信するには、[Auto Refresh] チェックボックスをオンにします。 

3. [X] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

デバイス ラベルの管理
デバイスの配置およびデバイスの管理を容易にするには、ラベルを使用してデバイスの論理グループを作成します。

ラベルの管理

[Label Management] ウィンドウを使用して、すべてのカスタム ラベル、ラベル プロパティ、およびカスタム ラベルの検索を
表示します。 

ラベルを管理するには、任意のデバイス ページの [Browse Device] ペインで次の手順を実行します。

1. マウス ポインタを [LABELS] 上に置き、編集（鉛筆）アイコンをクリックします。 

2. [Update] をクリックしてラベル プロパティの変更内容を承諾するか、または [Cancel] をクリックしてラベル プロパ
ティを保持します。

3. [Close] をクリックします。

 特定のラベルを検索するには、[Search] フィールドにラベルの名前を入力します。

ヒント：ラベル名のソート順序を逆にするには、[Search] フィールドの横にある矢印アイコンをクリックします。 

 ラベル プロパティを変更するには、ラベル行をダブルクリックし、ラベル名およびデバイス ステータスの表示設定
を編集します。
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ラベルの追加

選択したデバイスにラベルを追加するには、[List] ビューで次の手順を実行します。

1. ラベルを追加するデバイスのチェックボックスを選択します。 

[Label] > [Add Label] を選択します。

2. ラベルの名前を入力するか、ドロップダウン リストから既存のラベルを選択します。

3. [Add Label] をクリックします。

ヒント：1 つのデバイスに複数のラベルを追加できます。

4. [OK] をクリックします。

ラベルを一括して追加する場合は、「ラベルの一括追加」を参照してください。

ラベルの削除

選択したデバイスからラベルを削除するには、[List] ビューで次の手順を実行します。

1. ラベルを削除するデバイスのチェックボックスを選択します。 

2. [Label] > [Remove Label] を選択します。

3. [OK] をクリックします。

ラベルを一括して削除する場合は、「ラベルの一括削除」を参照してください。

デバイスの削除
注意：ルータを削除すると、IoT FND は、これらのデバイスに関連付けられているすべてのリースされた IP アドレスを Cisco 
Network Registrar（CNR）サーバに返し、ヘッドエンド ルータから対応するトンネルを削除します。

デバイスを削除するには、[List] ビューで次の手順を実行します。

1. 削除するデバイスのチェック ボックスを選択します。
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. 

2. [More Actions] > [Remove Devices] を選択します。

3. [Yes] をクリックします。

デバイスの詳細情報の表示
IoT FND は、すべてのデバイスに関する詳細情報をシステム内に保持します。デバイスに関する詳細情報にアクセスするに
は、デバイスの名前または EID をクリックします。

 表示されるデバイス詳細情報

 [Detailed Device Information] ページから実行できるアクション

表示されるデバイス詳細情報 
 サーバ情報

 ヘッドエンド ルータ、ルータ、およびエンドポイントの情報

（注） IoT FNDページをリロードしなくても、自動的にデバイス詳細情報を更新します。

サーバ情報

[DEVICES] > [Servers] を選択し、サーバの名前をクリックすると、NMS サーバに関する次の情報を表示するページが開き
ます。 

表 2 [NMS Server] ペインのエリア

エリア名とフィールド名 説明

Host System Information

Hostname IoT FND サーバのホスト名。

Host Operating System オペレーティング システム。

CPU CPU の仕様と CPU 使用率グラフ。

Total Memory システムで使用可能な RAM メモリの合計量（GB）とメモリ使用量グラフ。

Current System Time 現在のシステム時間

Host Disk Information

File System ファイル システム。

Size ファイル システムのディスク領域のサイズ（GB）。
Used 使用されているファイル システムのディスク領域の量（GB）。
Available 使用可能なファイル システムのディスク領域（GB）。
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ヘッドエンド ルータ、ルータ、およびエンドポイントの情報

[DEVICES] > [Field Devices] を選択し、次に [Browse Devices] ペインからデバイス タイプ（ルータ、ヘッドエンド ルータ、エ
ンドポイント）を選択します。次に、デバイス リストで特定システムの名前をクリックします。そのシステム タイプに関する
使用可能な情報（[Device Info]、[Events]、[Config Properties] など）が、次のスクリーン ショットに示すように表示されます。

各デバイスの概要の説明を以下の表に示します。

Use % 使用されているファイル システムのディスク領域（パーセント）。

Mounted On ファイル システムが配置されているディレクトリ。

IoT FND Application Information

EID サーバの EID。

Start Time IoT FND サーバが開始された時刻。

Number of Restarts IoT FND アプリケーションが再起動した回数。

Memory Allocation IoT FND アプリケーションのメモリ領域の割り当て（GB）。
Graphs 

CPU usage 設定されている間隔およびカスタム定義の間隔における使用率の情報を表示します。

Memory Usage メモリ使用量は MB 単位でプロットされます。

CSMP CoAP Simple Management Protocol（CSMP）メッセージ統計。

表 2 [NMS Server] ペインのエリア（続き）

エリア名とフィールド名 説明

情報のカテゴリ 説明

[Device Info]（すべて） デバイス情報の詳細を表示します（「デバイス プロパティ」を参照）。

ルータおよびメッシュ エンドポイントの場合、IoT FND はグラフも表示します（「デバイス 
グラフの表示」を参照）。

[Events]（すべて） デバイスに関連付けられているイベントに関する情報を表示します。 

[Config Properties]（ルータ、エンド
ポイント：meter-cgmesh、
gateway-IR500、meter-cellular）

デバイスの設定可能なプロパティを表示します（「デバイス プロパティ」を参照）。

これらのプロパティは、設定するプロパティとその新しい値を指定している CSV ファイル
をインポートすることで設定できます（「デバイス設定プロパティの変更」を参照）。

[Running Config]（ルータ） デバイスの実行コンフィギュレーションを表示します。

[Routing Tree]（CGR1000、エンドポ
イント：gateway-IR500、 
meter-cgmesh、meter-OW Riva）

ルーティング ツリーを表示します。
ルータの場合、ペインにはエンドポイントからルータへの使用可能なすべてのルートが表示
されます。エンドポイントの場合、[Routing Tree] ペインにはルータへのメッシュ ルートが
表示されます。

[Link Traffic]（ルータ） リンク トラフィックのタイプをビット/秒単位で経時的に表示します。

[Router Files]（ルータ） .../managed/files/ ディレクトリにアップロードされたファイルをリスト表示します。
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[Detailed Device Information] ページから実行できるアクション

[Detailed Device Information] ページでは、デバイス タイプに応じてアクションを実行できます。これらのアクションを次の
表に示します。

[Raw Sockets]（ルータ） TCP Raw ソケット（表 29（151 ページ）を参照）のメトリックおよびセッション データをリ
スト表示します。

[Embedded AP]（IR829 のみ） 接続されているアクセス ポイントのインベントリ（設定）の詳細およびメトリックをリスト
表示します。

[AP Running Config]（C800 および 
IR8829 のみ）

接続されているアクセス ポイントの実行設定ファイルをリスト表示します。

情報のカテゴリ 説明

アクション 説明

Show on Map

（C800、エンドポイント） 

デバイスのマップ ロケーションを含むポップアップ ウィンドウを表示します。[Map] ビューで
検索フィールドに「eid:Device_EID」と入力しても、同じ結果になります。

ping デバイスに ping を送信し、そのネットワーク接続を確認します。デバイスの ping を参照してく
ださい。

traceroute デバイスへのルートをトレースします。デバイスへのルートのトレースを参照してください。

Refresh Metrics

(ヘッドエンド ルータおよび
ルータのみ) 

デバイスに IoT FND へのメトリックを送信するよう指示します。

（注） IoT FNDは、各デバイスのメトリックに履歴値を割り当てます。メトリックの履歴値にアク
セスするには、GetMetricHistory North Bound API コールを使用します。

Reboot LoRaWAN 上のモデムの再起動を有効にします。

Sync Config Membership

（メッシュ エンドポイントのみ）

このデバイスの設定メンバーシップを同期します。エンドポイント メンバーシップの同期を参
照してください。

Sync Firmware Membership

（メッシュ エンドポイントのみ） 

[Sync Firmware Membership] をクリックしてこのデバイスのファームウェア メンバーシップ
を同期し、その後、[Yes] をクリックしてプロセスを完了します。

Block Mesh Device

（メッシュ エンドポイントのみ）

メッシュ エンドポイント デバイスをブロックします。

注意：これは、破壊的な操作です。 

（注） [Block Mesh Device] は、Itron OpenWay RIVA CAM モジュールまたは Itron OpenWay RIVA 
電気デバイスおよび Itron OpenWay RIVA G-W（Gas-Water）デバイスでは使用できません。

Erase Node Certificates ノード証明書を削除します。

Create Work Order

（ルータと DA ゲートウェイ
のみ） 

ワーク オーダーを作成します。ワーク オーダーの作成を参照してください。
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フィルタを使用したデバイス表示の制御
導入によっては、IoT FND により管理されるデバイスの数が膨大になる場合があります（IoT FND は 大 10,000,000 のデバ
イスを管理します）。[Map] ビューおよび [List] ビューでのデバイスの配置や表示を容易にするために、IoT FND はフィルタを
提供しています。カスタマイズされたフィルタを追加することもできます。フィルタは、[Browse Devices] タブおよび [Quick 
View] タブに表示されます。

[Browse Devices] フィルタ

[Browse Devices] ペインには、組み込みのデバイス フィルタが表示されます。これらのフィルタは、[List] ビューおよび 
[Map] ビューでのデバイスの表示を制御します。各フィルタ エントリに対し、IoT FND はデバイス カウントをカッコ内に表
示します。IoT FND は、ページをリロードしなくても、自動的にデバイス カウントを更新します。図 11 の例では、 上位のエ
ンドポイント ラベルが選択されており、これにより、次の組み込みフィルタが [Search Devices] フィールドに挿入されます：
deviceType:cgmesh firmwareGroup:default-cgmesh。 

図 11 メッシュ エンドポイントを検索するための組み込みフィルタ

[Quick View] フィルタの作成および編集

[Quick View] ペインには、カスタム フィルタが表示されます。このペインでフィルタをクリックすると、フィルタで定義され
ている検索基準を満たすデバイスが表示されます。

[Quick View] フィルタの作成

[Quick View] フィルタを作成するには、次の手順を実行します。

1. 任意のデバイス ページで [Show Filters] をクリックし、[Search] フィールドにフィルタを追加します。

フィルタの追加の詳細については、「フィルタの追加」を参照してください。

2. [Quick View/Rule] ドロップダウン メニューから、[Create Quick View] を選択します。

3. 表示される [Create Quick View] ダイアログボックスに、ビューの名前を入力します。

4. ディスク アイコンをクリックしてビューを保存します。保存せずに閉じるには、[X] をクリックします。

[Quick View] フィルタの編集

[Quick View] フィルタを編集または削除するには、次の手順を実行します。

1. [Quick View] タブをクリックし、編集するフィルタを選択します。

2. [Quick View/Rule] ドロップダウン メニューから、[Edit Quick View] を選択します。

3. [Update Quick View] ダイアログボックスで、必要な変更を行い、[Save] をクリックします。

4. [Quick View] を削除するには、[Delete] ボタンをクリックします。
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フィルタの追加

[Search] フィールドにフィルタを追加するには、次の手順を実行します。

1. [Search] フィールドの下に [Add Filter] フィールドがない場合は、[Show Filters] をクリックします。

2. [Label] ドロップダウン リストからフィルタを選択します。

ドロップダウン メニューでは、すべてのデバイス情報カテゴリのフィルタが定義されています。これらのカテゴリの詳
細については、「ルータの各ビューの使用」を参照してください。

3. [Operator (:)] ドロップダウン メニューから演算子を選択します。

演算子の詳細については、表 3 を参照してください。[Label] メニューから数値メトリック（たとえば [Transmit Speed]）
を選択すると、追加するフィルタに一定範囲の値を指定できます。Date/Time のフィルタについては、Between 演算子を
使用します。カレンダー ボタンを使用して、フィルタの日付範囲を指定します。

4. [Value] フィールドに、一致させる値、または数値メトリックの場合は値の範囲を入力するか、またはドロップダウン メ
ニューから使用可能な値を選択します。

5. 追加（[+]）ボタンをクリックし、[Search] フィールド内の既存のフィルタ構文にフィルタを追加します。

6.（任意）フィルタを追加し続ける場合は、このプロセスを繰り返します。

フィルタ演算子

表 3 に、フィルタの作成に使用できる演算子を示します。

検索構文

IoT FND は、次の簡易なクエリ言語構文をサポートします。

Search := filter [filter ...]

Filter := fieldname operator value

operator := < | <= | > | >= | <> | = | :

[Search] フィールド対するフィルタを作成するときは、次の点に注意してください。

 各フィールドには、データ型（String、Number、Boolean、および Date）が指定されます。

 [String] フィールドには文字列を含めることができ、これらを検索するには、文字列等価（「:」）を使用します。

 [Numeric] フィールドには、10 進数（倍精度浮動小数点として保存される）を含めることができ、これらを検索するには、
数値比較演算子（「>」、「>=」、「<」、「<=」、「<>」）を使用します。

 [Boolean] フィールドには、「true」または「false」の文字列を含めることができます。

 [Date] フィールドには、yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS の形式で日付を含めることができます。日付を検索するには、数値
比較演算子を使用します。

表 3 フィルタ演算子

演算子 説明

: 等しい

> より大きい

>= 以上

< より小さい

<= 以下

<> 等しくない 
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表 4 にフィルタの例を示します。

一括インポート アクションの実行
IoT FND では、次の一括インポート アクションを実行できます。

 ルータ、ヘッドエンド ルータ、IC3000 ゲートウェイ、エンドポイントおよびエクステンダ、IR500 を一括で追加

 IoT FND への HER の追加

 デバイス プロパティの一括変更

 ラベルの一括追加

 ラベルの一括削除

ルータ、ヘッドエンド ルータ、IC3000 ゲートウェイ、エンドポイントおよびエクステンダ、

IR500 を一括で追加

[Bulk Operation] ドロップダウン メニューの [Add Devices] オプションにより、CSV ファイルを使用してデバイスを一括し
て IoT Field Network Director に追加できます。

デバイスを一括して追加するには、次の手順を実行します。

1. 任意のデバイス ページ（[DEVICES] > [FIELD DEVICES] など）で、[Add Devices] を選択します。

2. [Add Devices] ウィンドウで [Browse] をクリックし、インポートするデバイスの情報を含む CSV ファイルを検索し、
[Add] をクリックします。

ゲートウェイの追加の詳細については、「IC3000 ゲートウェイの追加」を参照してください。 

HER の追加の詳細については、「IoT FND への HER の追加」を参照してください。

ルータの追加の詳細については、「IoT FND へのルータの追加」を参照してください。

（注）ルータについては、シスコ パートナーが提供する Notice-of-Shipment XML ファイルを使用してルータをインポー
トすることもできます。 

3. [Add] をクリックします。

4. [Close] をクリックします。

表 4 フィルタの例

フィルタ 説明

configGroup:"default-cgr1000" default-cgr1000 グループに属するすべてのデバイスを検出します。

configGroup:"default-c800" default-c800 グループに属するすべてのデバイスを検出します。

name:00173* 名前が 00173 で始まるすべてのルータを検出します。

deviceType:cgr1000 status:up 
label:"Nevada"

起動して動作している Nevada グループ内のすべての CGR 1000 を
検出します。
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IC3000 ゲートウェイの追加

ゲートウェイを IoT FND に追加するには、見出し行とそれに続くそれぞれ 個別のゲートウェイを表す 1 つ以上の行から構成
される、次の例のような CSV ファイルを作成します。

eid,deviceType,lat,lng,IOxUserName,IOxUserPassword
IC3000+FOC2219Y47Z,ic3000,10,10,system,

r6Bx/jSWuFi2vs9U1Zh21NSILakPJNwS1CY/jQBYYRcxSH8qLpgUtOn7nqywr/vOkVPYbNPAFXj4Pbag6m1spjZLR6oc1
PkT9eF6108frFXy+eI2FFaUZlSCKTdjSqfur5EwEu1E5u54ckMi1e07X8INZuNdFNFU7ZgElt3es8yrpR3i/EgDOdSb5dqw
0u3lOeVrEtPY0xBHraYgPv+dBh3XtW4i2Kv/sveiTBPx2FiNRvuLWil7Qm+D7bl1Fh4ZJCivapy7EYZirwHHAVJlQh6bWYr
GAccNPkY+KqIZDCyX/Ck5psmgzyAHKmj8Dq7K0nBsnq2+b2VKReEhsj9+Fw==

IoT FND への HER の追加

IoT FND への追加前の HER の設定

HER を IoT FND に追加する前に、次のように、SSH で Netconf を使用して、HER を IoT FND で管理できるよう設定します。

hostname <her_hostname>
ip domain-name <domain.com>
aaa new-model 
no ip domain-lookup
ip ssh time-out 120
ip ssh version 2
crypto key gen rsa 
netconf ssh
netconf max-sessions 16

この場合、<her_hostname> は IoT FND サーバのホスト名または IP アドレス、<domain.com> は HER および IoT FND が
常駐するドメインの名前です。大規模ネットワークでは、タイムアウト値 120 が必要です。 

HER を IoT FND により管理できるよう設定したら、次のことができることを確認します。

 HER の管理インターフェイスを ping できる。

 SSH で HER の管理インターフェイスにアクセスでき、その逆も可能である。

HER の追加

HER を追加するには、見出し行とそれに続くそれぞれ HER を表す 1 つ以上の行から構成される、次の例のような CSV ファ
イルを作成します。

eid,deviceType,lat,lng,ip,netconfUsername,netconfPassword
ASR1001+JAE1546007O,asr1000,40.0,-132.0,172.27.166.57,admin,cisco
ASR1001+JAE15460071,asr1000,40.0,-132.0,172.27.166.58,admin,cisco

表 5 に、CSV ファイルに含めるフィールドを示します。

（注）デバイス設定フィールドの記述については、「デバイス プロパティ」を参照してください。

表 5 HER インポートのフィールド

フィールド 説明

eid デバイスの要素識別子（EID）。製品 ID（PID）、プラス記号、および HER のシリアル番号（SN）から構成
されます（例：HER_PID+HER_SN）。 

deviceType デバイス タイプは、asr1000 または isr3900 にする必要があります。

lat （任意）HER の場所（緯度と経度）。

lng
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HER を追加すると、IoT FND のステータスは [Unheard] と表示されます。HER のポーリング後、IoT FND のステータスは [Up] 
に変更されます。IoT FND は、15 分ごとにバックグラウンドで HER をポーリングしてデバイスのメトリックを収集します。
したがって、HER を IoT FND に追加した後に HER のステータスが {Up} になるまでに 15 分以上かかることはありません。た
だし、[Refresh Metrics]（Refresh Metrics）をクリックすることで、HER のポーリングをトリガーできます。

IoT FND へのルータの追加

通常、IoT FND にルータを追加するには、シスコ パートナーからユーザに送信される Notice-of-Shipment XML ファイルを
使用します。このファイルには、ユーザに出荷されたすべてのルータの <R> レコードが含まれています。CGR の <R> レコー
ドの例を示します。

<AMI>
<Re1ays>

<DCG deviceC1ass=?10.84.82.56?>
<PID>CGR1240/K9</PID>
<R>

<ESN>2.16.840.1.114416.3.2286.333498</ESN>
<SN>FIXT:SG-SALTA-10</SN>
<wifiSsid>wifi ssid 1</wifiSsid>
<wifiPsk>wifi psk 1</wifiPsk>
<adminPassword>ppswd 1</adminPassword>
<type6PasswordMasterKey>secret 1</type6PasswordMasterKey>
<tunne1SrcInterface1>Ethernet2/3</tunnelSrcInterface1>

</R>
</DCG>

</Re1ays>
</AMI>

（注）XML 設定テンプレートを使用して設定可能なすべてのデバイス プロパティのリストは、「デバイス プロパティ
（138 ページ）」を参照してください。

表 6 この例で使用されている R レコードで定義されているルータのプロパティを示します。

ip HER の IP アドレス。このアドレスは、IoT FND サーバから到達可能である必要があります。

netconfAddress

netconfUsername IoT FND が HER に接続するために使用する SSH ユーザ名およびパスワード。

netconfPassword

表 5 HER インポートのフィールド（続き）

フィールド 説明

表 6 ルータ インポートのフィールド

フィールド 説明

PID シスコにより提供されている製品 ID。製品には印刷されていません。 
SN ルータのシリアル番号。 

（注） IoT FNDは、PID と SN を組み合わせてルータ EID を作成します。

ESN シスコ パートナーによりルータ内の WPAN メッシュ カードに割り当てられたシリアル
番号。このフィールドは、IoT FND では使用されません。

wifiSsid この情報は、製造設定プロセスでシスコ パートナーによってルータに対して設定されます。
IoT FND は、この情報を将来の使用のためにデータベースに保存します。

（注）CG-OS CGR では、 大 2 つの SSID が許可されます。

wifiPsk

adminPassword

adminUsername

type6PasswordMasterKey

tunnelSrcInterface1
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HER へのルータのマッピング

トンネルのプロビジョニングに必要なルータの HER へのマッピングを決定した後は、IoT FND で、次の 2 つの方法のいずれ
かを使用してマッピングを設定できます。

 Notice-of-Shipment XML ファイル内のすべてのルータ レコードにマッピング情報を追加する。

 ルータの HER へのマッピングを指定する CSV ファイルを作成する。

ルータから HER へのマッピングを Notice-of-Shipment XML ファイルに追加

ルータを HER にマッピングするには、Notice-of-Shipment XML ファイル内のルータ レコードに、HER プロパティの 
tunnelHerEid および ipsecTunnelDestAddr1 を追加します。

 tunnelHerEid プロパティは、HER の EID を指定します。 

 ipsecTunnelDestAddr1 プロパティは、HER のトンネル IP アドレスを指定します。

次に例を示します。

...
<tunnelHerEid>ASR1001+JAE15460070</tunnelHerEid>
<ipsecTunnelDestAddr1>172.27.166.187</ipsecTunnelDestAddr1>

</R>
</DCG>

ルータから HER へのマッピングを CSV ファイルに追加

CSV ファイルを使用してルータを HER にマッピングするには、ルータの HER へのマッピングごとに 1 行ずつ追加します。こ
の行では、次に示す CGR の例のように、ルータの EID、対応する HER の EID、および HER のトンネル IP アドレスを指定する
必要があります。

eid,tunnelHerEid,ipsecTunnelDestAddr1
CGR1240/K9+FIXT:SG-SALTA-10,ASR1001+JAE1546007O,172.27.166.187

デバイスの一括削除

削除するデバイスの EID をリスト表示している CSV ファイルを使用して、デバイスを一括して削除することができます。

注意：ルータを削除すると、IoT FND は、これらのデバイスに関連付けられているすべてのリースされた IP アドレスを CNR 
に返し、HER から対応するトンネルを削除します。

デバイスを一括して削除するには、次の手順を実行します。

1. [Devices] > [Device Type] を選択します。

2. [Bulk Operation] > [Remove Devices] を選択します。

3. [Browse] をクリックし、削除するデバイスの情報を含む CSV ファイルを検索し、[Choose] をクリックします。
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以下に、予想される CSV フォーマットの例を示します。この場合、CSV ファイルは、3 つの CGR と 1 つの HER を指定し
ています。

eid
cgr1000-CA-107
cgr1000-CA-108
cgr1000-CA-109
asr1000-CA-118

4. [Remove] をクリックします。

[Remove Devices] ウィンドウの [Status] セクションに、この操作のステータスが表示されます。[History] セクションに
は、この操作に関すその他の情報が示されます。障害があった場合は、[Failure#] カラム内の対応するリンクをクリック
し、エラーに関する詳細情報を取得します。 

5. 終了したら、[Close] をクリックします。

デバイス プロパティの一括変更

IoT FND では、CSV ファイルを使用してデバイス プロパティを一括して設定できます。たとえば、次の CSV ファイルは、指定
した HER の緯度と経度を変更します。

eid,lat,lng,ip,
ASR1001+JAE1546007O,42.0,-120.0

デバイス プロパティを一括して設定するには、次の手順を実行します。

1. 任意のデバイス ページで、[Bulk Operation] > [Change Device Properties] を選択します。

2. [Browse] をクリックし、設定するデバイスと対応するプロパティのリストを含む CSV ファイルを検索し、[Open] をク
リックします。

3. [Change] をクリックします。

4. 終了したら、[Close] をクリックします。

ラベルの一括追加

デバイスにラベルを割り当てることで、デバイスを論理的にグループ化できます。ラベルはデバイス タイプに無関係であり、
任意のタイプのデバイスに、任意のラベルを割り当てることができます。また、1 つのデバイスに複数のラベルを割り当てる
ことができます。設定グループおよびファームウェア グループとは異なり、ラベルに関連付けられているポリシーやメタ
データはありません。 

IoT FND では、CSV ファイルを使用してラベルを一括して追加できます。CSV ファイルで、ラベルを追加するデバイスのリス
トを指定します。 
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デバイス ラベルを追加するには、次の手順を実行します。

1. 任意のデバイス ページで、[Bulk Operation] > [Add Label] を選択します。

2. [Browse] をクリックし、ラベルを追加するデバイスのリストを含む CSV ファイルを検索し、[Open] をクリックします。

以下に予想される CSV フォーマットの例を示します。

eid
cgr1000-CA-107
cgr1000-CA-108
cgr1000-CA-109
asr1000-CA-118

3. [Label] フィールドで、ラベルを入力するか、ドロップダウン メニューからラベルを選択します。

4. [Add Label] をクリックします。

[LABELS] の下の [Browse Devices] タブ（左ペイン）にラベルが表示されます。

5. 終了したら、[Close] をクリックします。

ラベルの一括削除

IoT FND では、CSV ファイルを使用してラベルを一括して削除できます。 

デバイス ラベルを削除するには、次の手順を実行します。

1. 任意のデバイス ページで、[Bulk Operation] > [Remove Label] を選択します。

2. [Browse] をクリックし、ラベルを削除するデバイスのリストを含む CSV ファイルを検索し、[Open] をクリックします。

3. ドロップダウン メニューで、削除するラベルを選択します。

4. [Remove Label] をクリックします。

5. [Close] をクリックします。

ルールの設定
IoT FND のルールは、フィルタ、およびイベント後またはフィルタで定義されている検索基準に一致するメトリックの受信後
に IoT FND が実行するアクションを定義します。ルールにより、イベント条件およびメトリックしきい値を確認できます。

たとえば、設定グループ内のルータのステータスが [Up] に変更したらいつでも、サーバ ログ（server.log）にカスタム メッ
セージを追加してデバイスに適切なラベルを追加することができます。これにより、デバイスにラベルを追加するプロセスを
自動化することができます。

ルールを使用する際には以下を行うことができます。

 条件とアクションを含むルールを追加する。

 プロパティとメトリックに従ってデバイスを照合させるデバイス検索クエリを使用して、条件を含むルールを定義する。

 一致するデバイスまたは一致するイベントを送信するデバイスにラベルを追加するアクションを含むルールを定義する。

 一致するデバイスまたは一致するイベントを送信するデバイスからラベルを削除するアクションを含むルールを定義
する。

 ユーザ定義のメッセージなど、user alert イベントをログに配置するアクションを含むルールを定義する。
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ルールの表示および編集
ルールを表示するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Rules] を選択します。

IoT FND は、データベースに保存されているルールのリストを表示します。表 7 に、このリストに表示されるフィールド
を示します。

2. ルールを編集するには、名前をクリックします。

ルールの編集方法の詳細については、「ルールの作成」を参照してください。

ルールの作成
ルールを追加するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Rules] を選択します。

2. [Add] をクリックします。

3. ルールの名前を入力します。

（注）無効な文字（「=」、「+」、「~」など）を入力すると、IoT FND は赤色のアラート アイコンを表示し、該当するフィールドを
赤色で強調表示し、さらに [OK] ボタンを無効にします。

4. ルールをアクティブにするには、[Active] チェックボックスをオンにします。

5. [Construct Rule] パネルにルールの構文を入力します。

フィルタの作成に使用した構文と同じ構文を使用します。検索構文を参照してください。

表 7 ルールのフィールド

フィールド 説明

Name ルールの名前。 
Active? ルールがアクティブかどうかを示します。ルールは、アクティブ化されない限り適用され

ません。

Rule definition ルールの構文。

たとえば、次のルールは、デバイスのバッテリ 0 レベルが 50 % 未満に下がったときに 
IoT FND で実行されます。

battery0Level<50

Rule Actions ルールによって実行されるアクション。次に例を示します。

Log Event With: CA-Registered , Add Label: CA-Registered

この例では、次のアクションが実行されます。

 このルールにより生成されたルール イベントの eventMessage プロパティを 
CA-Registered に設定する。

 CA-Registered ラベルを一致するデバイスに追加する。

Updated By ルールを 後に更新したユーザのユーザ名。

Updated At ルールが 後に更新された日時。
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6. [Create Rule] パネルで、1 つ以上のアクションのチェックボックスをオンにします。

 Log event with：サーバ ログ、重大度、およびイベント名のイベント ログ エントリに追加するメッセージを指定し
ます。 

— Severity：イベントに割り当てる重大度レベルを選択します。 

— User-defined Event：イベントに名前を割り当てます（イベント名での検索（194 ページ）を参照）。

たとえば、このフィールドに「Red Alert」と入力し、[Severity] を [CRITICAL] に設定して、[Event Name] に「CHECK 
ROUTER」と入力した場合、ルールに一致するイベントについてロギングされたエントリでは、サーバ ログ
（server.log）からの次のエントリ例に示すように、eventMessage フィールドが Red Alert に設定されます。

16494287: NMS-200-5: May 02 2017 22:32:41.964 +0000: %CGMS-7-UNSPECIFIED: 
%[ch=EventProducer][sev=DEBUG][tid=com.espertech.esper.Outbound-CgmsEventProvider-1]: Event 
Object which is send = EventObject [netElementId=50071, eventTime=1335997961962, 
eventSeverity=0, eventSource=cgr1000, eventType=UserEventType, eventMessage=Red Alert, 
eventName=CHECK ROUTER, lat=36.319324, lng=-129.920815, geoHash=9n7weedx3sdydv1b6ycjw, 
eventTypeId=1045, eid=CGR1240/K9+JAF1603BBFF]

IoT FND では、[Log event with] フィールドで定義したメッセージが、[Events] ページ（[Operations] > [Events]）に
リスト表示される一致するイベント エントリの [Message] フィールドに表示され、新しい [Event Name] が新た
な検索フィルタになります。

 Add Label：新しいラベルの名前を入力するか、[Add Label] ドロップダウン メニューからラベルを選択します。
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7. ディスク アイコンをクリックして変更内容を保存します。

ルールのアクティブ化
IoT FND は、アクティブ化されたルールだけを適用します。

ルールをアクティブ化するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Rules] を選択します。

2. アクティブ化するルールのチェックボックスを選択します。

3. [Activate] をクリックします。

4. [Yes] をクリックしてルールをアクティブ化します。

5. [OK] をクリックします。

ルールの非アクティブ化
ルールは非アクティブ化されると、IoT FND で適用されません。

ルールを非アクティブ化するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Rules] を選択します。

2. 非アクティブ化するルールのチェックボックスを選択します。

3. [Yes] をクリックしてルールを非アクティブ化します。

4. [OK] をクリックします。

ルールの削除
ルールを削除するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Rules] を選択します。

2. 削除するルールのチェックボックスを選択します。

3. [Delete] をクリックします。

4. ルールを削除する場合は [Yes] をクリックします。

5. [OK] をクリックします。

 Show label status on Field Devices page：[Browse Devices] ペインの [LABELS] セクションに、このルールをト
リガーしたデバイスのステータスを表示します。

 Remove Label：[Remove Label] ドロップダウン メニューから削除するラベルを選択します。
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デバイスの設定
この項では、IoT FND でデバイスを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

 デバイス グループの設定

 ROUTER 設定テンプレートの編集

 ENDPOINT 設定テンプレートの編集

 ルータへの設定のプッシュ

 メッシュ エンドポイントへの設定のプッシュ

デバイス グループの設定
IoT FND では、デバイスを一括して管理するためにグループを使用します。IoT Field Network Director にルータを追加す
ると、IoT FND はルータを適切なデフォルトの ROUTER 設定グループ（[default-cgr1000] or default-c800 など）に自動
的に追加します。Me（メータおよび Range Extender）を追加すると、IoT FND はそれらをデフォルトの ENDPOINT 設定グ
ループである default-cgmesh に追加します。 When you add IR500s, CG-NMS adds them to the default ENDPOINT 
configuration group, default-ir500.

 デバイス グループの作成

 デバイス設定プロパティの変更

 別のグループへのデバイスの移動

 設定グループ内のデバイスのリスト表示

 定期的なインベントリ通知とマーク ダウン タイマーの設定

 デバイス設定グループの名前変更

 デバイス グループの削除

デバイス グループの作成

デフォルトでは、IoT FND は [CONFIG] > [Device Configuration] ページ左側のツリーに示されている次のデバイス グループ
を次のように定義します。

グループ名 説明

Default-act デフォルトで、すべての Itron OpenWay RIVA 電気デバイス（ENDPOINT）はこの
グループのメンバーです。 

 [Group] 見出しの下にリストされる個々の RIVA 電気デバイスは次のように
表示されます。OW Riva CENTRON

Default-bact デフォルトで、すべての Itron OpenWay RIVA G-W（ガス水道）デバイス
（ENDPOINT）はこのグループのメンバーです。

 [Group] 見出しの下にリストされる個々の RIVA 水道メーターは次のように
表示されます。OW Riva G-W

 [Group] 見出しの下にリストされる個々の RIVA ガス メーターは次のように
表示されます。OW Riva G-W
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各デフォルト グループは、そのグループ内のすべてのデバイスにプッシュ可能なデフォルト設定テンプレートを定義しま
す。ただし一群のデバイスに別のテンプレートを適用する必要がある場合は、新しいグループを作成し、必要に応じて、そのデ
フォルト設定テンプレートを変更します。

（注）デフォルト グループは削除できませんが、その名前は変更できます。ただし、これは推奨されません。また、デフォルトの 
ROUTER グループおよび ENDPOINT グループには同じアイコンが使用され、一方、カスタム グループには異なるアイコンが
使用されます。アイコンの定義については、表 5 を参照してください。

 ROUTER グループの作成

 エンドポイント グループの作成

ROUTER グループの作成

（注）CGR、IR800、C800s、および C5921（SBR）は 1 つのネットワーク上に共存できます。ただし、すべてのルータ タイプを含
むカスタム テンプレートを作成する必要があります。

ROUTER 設定グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. デフォルトの設定グループ（[Default-cgr1000]、[Default-ir800]、[Default-c800]、または [Default-sbr], or 
default-c800）を選択します。

3. [Groups] タブが選択されている状態（ページ上、左ペイン）で [+] アイコン（見出しの下）をクリックして、[Add Group] 入
力パネルを開きます。

Default-cam デフォルトで、すべての Itron OpenWay RIVA CAM モジュール（ENDPOINT）はこ
のグループのメンバーです。

 [CAM] 見出しの下にリストされる個々の RIVA CAM モジュールは次のよう
に表示されます。OW Riva CAM

Default-c800 デフォルトで、すべての C800 および ISR（ルータ）はこのグループのメンバーです。

Default-ir800 デフォルトで、すべての IR807、IR809 および IR829（ROUTER）はこのグループの
メンバーです。

Default-cgmesh デフォルトで、すべての cgmesh エンドポイント（ENDPOINT）はこのグループの
メンバーです。

Default-cgr1000 デフォルトで、すべての CGR（ルータ）はこのグループのメンバーです。

Default-sbr デフォルトで、すべての ESR（ROUTER）はこのグループのメンバーです。この製品
は C5921 としても識別されます。

Default-ir500 デフォルトで、すべての IR500（ENDPOINT）はこのグループのメンバーです。

Default-lorawan デフォルトで、すべての LoRaWAN ゲートウェイ（IOT GATEWAY）はこのグルー
プのメンバーです。

default-c800 デフォルトで、すべての ISR 800 はこのグループのメンバーです。

default-ir500 デフォルトで、すべての IR500 はこのグループのメンバーです。

グループ名 説明
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4. グループの名前を入力します。デフォルトでは、[Device Category] は自動的に router が読み込まれます。

（注）無効な文字（「=」、「+」、「~」など）を入力すると、IoT FND は赤色のアラート アイコンを表示し、該当するフィールドを
赤色で強調表示し、さらに [Add] ボタンを無効にします。

5. [Add] をクリックします。

[ROUTER] リスト（左ペイン）に新しいグループ エントリが表示されます。

 グループの名前を変更する場合は、「デバイス設定グループの名前変更」を参照してください。

 グループを削除するには、「デバイス グループの削除」を参照してください。

エンドポイント グループの作成

エンドポイント設定グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. デフォルト グループを選択します（Default-act、Default-bact、Default-cam、Default-cgmesh、Default-ir500）。

3. [Groups] タブが選択されている状態（ページ上、左パネル）で [+] アイコン（見出しの下）をクリックして、[Add Group] 入
力パネルを開きます。（注）デバイス カテゴリ（エンドポイント、ルータなど）は自動的に読み込まれます。

4. グループの名前を入力します。デバイス カテゴリ（エンドポイント、ゲートウェイ、またはルータ）は自動的に読み込まれ
ます。

（注）無効な文字（「=」、「+」、「~」など）を入力すると、IoT FND は赤色のアラート アイコンを表示し、該当するフィールドを
赤色で強調表示し、さらに [OK] ボタンを無効にします。

5. [Add] をクリックします。

適切なデバイス カテゴリ リスト（左ペイン）に新しいグループ エントリが表示されます。

 グループの名前を変更する場合は、「デバイス設定グループの名前変更」を参照してください。

 グループを削除するには、「デバイス グループの削除」を参照してください。
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デバイス設定プロパティの変更

デバイスの値を変更した Device Properties CSV ファイルをアップロードすることで、デバイスの設定可能なプロパティを
変更できます。 

デバイス設定プロパティを変更するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. [Change Device Properties] をクリックします。

3. [Browse] をクリックし、アップロードする Device Properties CSV または XML ファイルを選択します。

4. [Change] をクリックします。

5. 終了したら、[Close] をクリックします。

 IoT FND の設定可能なデバイス プロパティのリストについては、「デバイス プロパティ」を参照してください。

別のグループへのデバイスの移動

デバイスをグループ間で移動するには、次の 2 つの方法があります。

 別の設定グループへのデバイスの手動による移動

 他の設定グループへのデバイスの一括移動

別の設定グループへのデバイスの手動による移動

デバイスを別の設定グループに移動するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. 設定グループ（左ペイン）のリストからグループを選択します。

3. 移動するデバイスのチェックボックスをオンにします。 

4. [Change Configuration Group] をクリックします。
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5. ダイアログボックスのドロップダウン メニューから、デバイスの移動先グループを選択します。

6. [Change Config Group] をクリックします。

7. [OK] をクリックします。

他の設定グループへのデバイスの一括移動

多数のデバイスをグループ間で移動する場合は、移動するデバイスのリストを含む CSV ファイルをインポートします。 

たとえば、次の CSV ファイルは、3 つの CGR の EID の移動を指定しています。

eid
CGR1120/k9+JS1
CGR1120/k9+JS2
CGR1120/k9+JS3

デバイスを一括して他の設定グループに移動するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. [Assign Devices to Group] をクリックします。

3. [Browse] をクリックし、移動するデバイスのリストを含む CSV または XML ファイルを検索し、[Open] をクリックし
ます。

4. [Group] ドロップダウン メニューから、デバイスのターゲット グループを選択します。

5. [Assign to Group] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。

設定グループ内のデバイスのリスト表示

設定グループ内のデバイスをリスト表示するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. 設定グループ（左ペイン）のリストからグループを選択します。

3. リスト内のデバイスについてさらに情報を取得するには、EID をクリックします（例：CGR1240/K9+JAF1723AHGD）。

定期的なインベントリ通知とマーク ダウン タイマーの設定

ルータの設定グループに対する定期的なインベントリ通知の間隔を、IoT FND がそれらのルータを [Down] としてマークす
るのに使用するロジックに影響を及ぼさずに、変更することができます。ただし、これを実現するには、ルータ グループに対
する定期的な設定通知の頻度を、マーク ダウン タイマーよりも少なくなるように有効化する必要があります。 

グループの [Group Properties] タブをクリックし、[Mark Routers Down After] フィールドの値を変更することにより、マー
ク ダウン タイマーを設定できます。 

 定期的なインベントリ通知の設定

 マーク ダウン タイマーの設定
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定期的なインベントリ通知の設定 
ROUTER 設定グループの定期的インベントリ通知間隔を設定するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] をクリックします。

2. ROUTER 設定グループを選択します。

3. [Edit Configuration Template] をクリックします。

4. この手順は OS に固有のものです。

5. ディスク アイコンをクリックして変更内容を保存します。

マーク ダウン タイマーの設定

ROUTER 設定グループのマークダウン タイマーを設定するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] をクリックします。

2. ROUTER 設定グループを選択します。

3. [Group Properties] をクリックします。

 Cisco IOS CGR の場合は、cgna heart-beat interval のパラメータ値を変更します。時間の値は分単位です。

たとえば、Cisco IOS CGR で定期的インベントリ通知が 20 分ごとにメトリックをレポートするようにするには、
テンプレートに次の行を追加します。

<#-- Enable periodic configuration (heartbeat) notification every 20 min. -->
cgna heart-beat interval 20
exit

 CG-OS CGR の場合は、periodic-inventory notification frequency のパラメータ値を新しい値に変更します。時
間の値は分単位です。 
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4. [Mark Routers Down After] フィールドに、定期的設定通知（ハートビート）が期間中に IoT FND に送信されなくなってか
ら何秒後に IoT FND によりルータをダウンとしてマーキングするかを入力します。

（注）ハートビート間隔対マーク ダウン タイマーは、1:3 の割合にすることをお勧めします。

5. ディスク アイコンをクリックして変更内容を保存します。

6. 設定テンプレート内の定期的設定通知頻度が、[Mark Routers Down After] フィールドに入力した値よりも低く設定され
ていることを確認します。

a. [Edit Configuration Template] をクリックします。

b. 定期的設定通知頻度のパラメータ値が、[Mark Routers Down After] の値よりも低く設定されていることを確認します。 

通知の値には、 大でマークダウンの値の 3 分の 1 の値を使用します。たとえば、マークダウンの値として 3600 秒
（60 分）を選択した場合、定期的設定通知頻度のパラメータは 20 分に設定します。

<#-- Enable periodic configuration (heartbeat) notification every 20 minutes. -->
<#if far.supportsHeartbeat()>
callhome
periodic-configuration notification frequency 20

exit
</#if>

（注）定期的インベントリ通知間隔および定期的設定通知頻度を制御する機能は、CGR イメージ バージョン 3.2 に適用さ
れます。

デバイス設定グループの名前変更

デバイス設定グループの名前を変更するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. 設定グループ（左ペイン）のリストからグループを選択します。

3. リストでグループの名前にマウスオーバーします。鉛筆アイコンが表示されます。

4. 鉛筆アイコンをクリックして、[Edit Group] パネルを表示します。
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5. [Rename Group] ダイアログボックスに新しい名前を入力し、[OK] をクリックします。

（注）無効な文字（「=」、「+」、「~」など）を入力すると、IoT FND は赤色のアラート アイコンを表示し、該当するフィールドを赤色
で強調表示し、さらに [OK] ボタンを無効にします。

デバイス グループの削除

（注）グループを削除する前に、そのグループ内のすべてのデバイスを他のグループに移動してください。空でないグループは
削除できません。

設定グループを削除するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. 設定グループ（左ペイン）のリストからグループを選択します。

3. グループが空であることを確認します。

4. [Delete Group]（[-]）をクリックします。

リスト内のグループ名の上にマウスポインタを置くと、[Delete] アイコンは赤色のマイナス記号として表示されます。

5. [Yes] をクリックして確定し、[OK] をクリックします。

エンドポイント メンバーシップの同期
エンドポイントは、それが属する IoT FND グループに関する情報を維持します。グループ情報が変更されると、エンドポイン
トは非同期の状態になります。たとえば、エンドポイント グループの名前を変更しても、グループのメンバーは（たとえば、パ
ケット損失が原因で）すぐには変更されない場合があります。デバイスが同期されていないと、IoT FND によりグループに対
して実行した操作がデバイスに到達しません。エンドポイントを同期の状態に維持するには、[Sync Membership] ボタンを使
用して、グループ情報をグループ メンバーにプッシュします。

（注）デバイスが 初に同期されるのは、IoT FND に登録した後です。

グループ情報をエンドポイントに送信するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. ENDPOINT グループ（左ペイン）を選択します。

3. [Group Members] ペインで、エンドポイントの名前をクリックします。

4. 表示されるページで [Sync Config Membership] ボタンをクリックします。
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5. 確認の画面が表示されたら、[Yes] をクリックして同期を確認します。

6. [OK] をクリックします。

ROUTER 設定テンプレートの編集
IoT FND では、設定テンプレートを使用して、ルータを一括して設定することができます。ルータを IoT FND に登録すると、
IoT Field Network Director はデフォルト テンプレートで定義されている設定をデバイスにプッシュし、変更内容をルータの
スタートアップ コンフィギュレーションにコミットします。次に、IoT FND はルータから実行中の設定を取得し、その後デバ
イスのステータスを [Up] に変更します。

ROUTER グループの設定テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. [CONFIGURATION GROUPS]（左ペイン）で、編集するテンプレートを含むグループを選択します。

3. [Edit Configuration Template] をクリックします。

4. テンプレートを編集します。

テンプレートは FreeMarker 構文で表示されます。

（注）ルータの設定テンプレートは、入力した設定データを確認しません。保存する前に設定を確認してください。

5. [Save Changes] をクリックします。

IoT FND は変更内容をデータベースにコミットし、テンプレートのバージョン番号を増やします。
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AP 設定テンプレートの編集

IoT FND では、設定テンプレートを使用して、AP を一括して設定することができます。AP を IoT FND に登録すると、デフォ
ルト テンプレートで定義されている設定がデバイスに適用され、変更内容がスタートアップ設定にコミットされます。次に、
IoT FND は AP から実行中の設定を取得し、その後デバイスのステータスを [Up] に変更します。

AP グループの設定テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. [CONFIGURATION GROUPS]（左ペイン）で、編集するテンプレートを含む組み込み AP デバイスを含む C800 デバイス 
グループを選択します。

3. [Edit AP Configuration Template] をクリックします。

4. テンプレートを編集します。

テンプレートは FreeMarker 構文で表示されます。FreeMarker の詳細については、http://freemarker.org/ をご覧くだ
さい。

AP テンプレートの例

ip dhcp pool TEST_POOL
 network 10.10.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.10.10.1 
 lease infinite
!
dot11 ssid GUEST_SSID
authentication open
authentication key-management wpa
wpa-psk ascii 0 12345678
guest-mode
!
interface Dot11Radio0
no ip address
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid GUEST_SSID
!
interface Dot11Radio0
no ip address
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid GUEST_SSID

（注）AP の設定テンプレートは、入力した設定データを確認しません。保存する前に設定を確認してください。
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5. [Save Changes] をクリックします。

IoT FND はデータベースに変更内容をコミットし、テンプレートのリビジョン番号を増やします。

IoT FND でのデュアル PHY サポートの有効化

CGR マスターおよびスレーブ インターフェイスを設定することができます。デュアル PHY WPAN インターフェイスの設定
の詳細については、『Cisco Connected Grid WPAN Module for CGR 1000 Series Installation and CG-Mesh Configuration 
Guide (Cisco IOS)』を参照してください。

Dual-PHY 用の IoT FND の設定

Dual-PHY CGR では、Dual-PHY WPAN プロパティを設定して、Dual-PHY WPAN モジュール（マスターおよびスレーブ）を設
定する必要があります（表 22 を参照）。適切なデバイス追加ファイルで設定するパラメータは、masterWpanInterface と 
slaveWpanInterface です。スレーブ Dual-PHY WPAN デバイスでは、slave-mode パラメータも設定する必要があります。

例

次の例は、設定のプッシュ時にどの WPAN デバイスをマスター インターフェイスとスレーブ インターフェイスとして割り
当てるかを IoT FND に指示します。

deviceType,eid,ip,meshPrefixConfig,meshPrefixLengthConfig,meshPanidConfig,meshAddressConfig,
dhcpV4LoopbackLink,dhcpV4TunnelLink,dhcpV6LoopbackLink,dhcpV6TunnelLink,tunnelSrcInterface1,
tunnelHerEid,adminUsername,adminPassword,certIssuerCommonName,ipsecTunnelDestAddr1,
masterWpanInterface,slaveWpanInterface,lat,lng
cgr1000,CGR1240/K9+JAF1741BFQS,2.2.56.253,2319:EXTRA:BEEF:CAFE::,64,1233,
2319:EXTRA:BEEF:CAFE::,20.211.0.1,20.211.0.1,2001:420:7bf:7e8::1,
2001:420:7bf:7e8::1,GigabitEthernet2/1,cg-isr900,cg-nms-administrator,
0ERIF+cKsLwyT0YTFd0k+NpVAAPxcIvFfoX1sogAXVkSOAczUFT8TG0U58ccJuhds52KXL4dtu5iljZsQNH+
pEQ1aIQvIGuIas9wp9MKUARYpNErXRiHEnpeH044Rfa4uSgsWXEyrVNxHyuvSefB5j6H0uA7tIQwEHDXOiq
/d0yxvfd4IYos7NzPXlJNiR+Cp6bwx7dG+d9Jo+JuNxLXpi8Fo5n88usjMoXPNbyrqvgn7SS4f+VYgXx1iyDNP0k
+7OEE8uSTVeUJXe7UXkndz5CaU17yk94UxOxamv2i1KEQxTFgw/UvrkCwPQoDMijPstDBXpFv8dqtA0xDGKuaRg
==,cenbursaca-cenbu-sub-ca,2.2.55.198,Wpan3/1,Wpan5/1,41.413324,-120.920315

以下は、CGR WPAN モジュールでのマスター/スレーブ インターフェイスを設定するための標準的なテンプレートです。

interface ${device.masterWpanInterface}
  no shut
  ipv6 address ${device.meshAddressConfig}/${device.meshPrefixLengthConfig}
  ieee154  panid ${device.meshPanidConfig}
  outage-server ${device.relayDest}
exit

interface ${device.slaveWpanInterface}
  no ip address
ip broadcast-address 0.0.0.0
no ip route-cache
ieee154 beacon-async min-interval 10 max-interval 10 suppression-coefficient 0
ieee154 ssid cisco_muruga_dual
ieee154 txpower 21
slave-mode 3
rpl dag-lifetime 240
rpl dio-min 21
rpl version-incr-time 240
authentication host-mode multi-auth
authentication port-control auto
ipv6 dhcp relay destination global  2001:420:7BF:5F::705
dot1x pae authenticator
  ieee154 panid ${device.meshPanidConfig}
exit
end
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Dual-PHY デバイスのメッシュ セキュリティ キー
（注）スレーブ WPAN デバイスにはメッシュ セキュリティ キーを設定しないでください。 

IoT FND でマスター/スレーブ モードが正しく設定されていると、IoT FND は自動的にマスター WPAN を検出し、そのメッ
シュ セキュリティ キーを設定します。既存の CGR を設定し、別の WPAN インターフェイスを追加すると、すべてのメッシュ 
セキュリティ キーが両方のインターフェイスから削除され、IoT FND によりマスター/スレーブ モードが設定されます。CGR 
が接続されると、すべてのメーターが再認証を経由します。

次のコマンドを使用して、メッシュ キーを削除できます。

mesh-security expire mesh-key interface wpan <slot>/<slot number>

WPAN デバイスの設定の詳細
次の例では、現在の Dual-PHY WPAN デバイスの RPL スロット ツリー、RPL スロット テーブル、RPL IP ルート情報テーブル、
スロット 4/1 と 3/1 の設定情報を取得します。

cisco-FAR5#show run int wpan 4/1
Building configuration... 
Current configuration : 320 bytes
!
interface Wpan4/1
 no ip address
 ip broadcast-address 0.0.0.0
 no ip route-cache
 ieee154 beacon-async min-interval 100 max-interval 600 suppression-coefficient 1
 ieee154 panid 5552
 ieee154 ssid ios_far5_plc
 ipv6 address 2001:RTE:RTE:64::4/64
 ipv6 enable
 ipv6 dhcp relay destination  2001:420:7BF:5F::500
end

cisco-FAR5#show run int wpan 3/1
Building configuration...
Current configuration : 333 bytes
!
interface Wpan3/1
 no ip address
 ip broadcast-address 0.0.0.0
 no ip route-cache
 ieee154 beacon-async min-interval 120 max-interval 600 suppression-coefficient 1
 ieee154 panid 5551
 ieee154 ssid ios_far5_rf
 slave-mode 4
 ipv6 address 2001:RTE:RTE:65::5/64
 ipv6 enable
 ipv6 dhcp relay destination  2001:420:7BF:5F::500
end

cisco-FAR5#show wpan 4/1 rpl stree

----------------------------- WPAN RPL SLOT TREE [4] -----------------------------

  [2001:RTE:RTE:64::4]
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1800    // SY RF nodes
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1801
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A00
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1802
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           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1803
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1804
\--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A03
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A07
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1806
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1807
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1808
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1809
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180A
           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C05
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C06
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C07
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A02
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A04
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C03
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C08
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C09
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C0A
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C02
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C04
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A08
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A09
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C00
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C01
                           \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C0B
                   \--(RF )-- 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0B
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E00    // CY PLC nodes
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E01
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E02
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E03
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E04
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E05
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E06
           \--(PLC)-- 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E07

RPL SLOT TREE: Num.DataEntries 44, Num.GraphNodes 45 (external 0) (RF 36) (PLC 8)

cisco-FAR5#ping 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E01
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E01, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 254/266/294 ms

cisco-FAR5#ping 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C00
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C00, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 272/441/636 ms
cisco-FAR5#

cisco-FAR5#show wpan 4/1 rpl stable               

------------------------------ WPAN RPL ROUTE SLOT TABLE [4] ------------------------------
NODE_IPADDR                   NEXTHOP_IP                    SSLOT LAST_HEARD
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1800        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:49:12    
// SY RF nodes
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1801        2001:RTE:RTE:64::4                      3      18:14:05
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1802        2001:RTE:RTE:64::4                      3      18:14:37
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2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1803        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:56:56
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1804        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:48:53
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:47:52
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1806        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:49:54
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1807        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:46:38
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1808        2001:RTE:RTE:64::4                      3      18:22:01
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1809        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:50:02
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180A        2001:RTE:RTE:64::4                      3      17:50:02
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        2001:RTE:RTE:64::4                      3      18:24:00
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A00        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1801        3      17:56:34
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:27:34
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A02        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:03:06
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A03        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805        3      18:25:18
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A04        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      17:57:15
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:23:39
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:04:16
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A07        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805        3      17:55:00
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A08        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:19:35
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A09        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:02:02
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:18:00
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0B        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        3      18:02:46
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C00        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        3      18:22:03
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C01        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        3      18:24:03
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C02        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06        3      18:25:03
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C03        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        3      18:15:05
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C04        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06        3      18:24:05
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C05        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        3      18:10:02
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C06        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        3      18:05:03
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C07        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        3      18:11:03
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C08        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        3      18:15:05
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C09        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        3      18:15:04
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C0A        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        3      18:15:04
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C0B        2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        3      18:24:03
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E00        2001:RTE:RTE:64::4                      4      18:21:40

// CY PLC nodes
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E01        2001:RTE:RTE:64::4                      4      17:47:23
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E02        2001:RTE:RTE:64::4                      4      18:20:16
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E03        2001:RTE:RTE:64::4                      4      17:49:07
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E04        2001:RTE:RTE:64::4                      4      18:21:49
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E05        2001:RTE:RTE:64::4                      4      18:22:06
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E06        2001:RTE:RTE:64::4                      4      18:22:51
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E07        2001:RTE:RTE:64::4                      4      18:24:04
 
Number of Entries in WPAN RPL ROUTE SLOT TABLE: 44 (external 0)
cisco-FAR5#show wpan 4/1 rpl itable

----------------------------- WPAN RPL IPROUTE INFO TABLE [4] -----------------------------
NODE_IPADDR                   RANK  VERSION     NEXTHOP_IP                    ETX_P      ETX_LRSSIR  RSSIF HOPS  PARENTS     SSLOT
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1800        835   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     762   -67   -71   1     1     3    
// SY RF nodes
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1801        692   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     547   -68   -67   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1802        776   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     711   -82   -83   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1803        968   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     968   -72   -63   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1804        699   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     643   -71   -66   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805        681   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     627   -70   -64   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1806        744   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     683   -69   -68   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1807        705   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     648   -76   -63   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1808        811   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     811   -68   -69   1     2     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1809        730   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     692   -68   -70   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180A        926   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     926   -66   -68   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        602   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     314   -74   -69   1     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A00        948   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1801        692   256   -73   -75   2     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        646   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        323   256   -73   -75   2     3     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A02        948   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        602   256   -73   -75   2     2     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A03        803   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805        503   256   -68   -78   2     3     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A04        858   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        602   256   -65   -69   2     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        646   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        323   256   -71   -69   2     2     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06        858   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        602   256   -73   -75   2     2     3
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2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A07        979   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1805        627   352   -71   -73   2     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A08        646   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        390   256   -75   -70   2     3     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A09        948   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        602   256   -70   -69   2     3     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        646   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        390   256   -75   -71   2     2     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0B        858   1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:180B        602   256   -68   -68   2     2     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C00        902   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        646   256   -70   -74   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C01        902   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        646   256   -71   -72   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C02        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06        858   256   -74   -73   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C03        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        858   256   -76   -77   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C04        902   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A06        646   256   -75   -68   3     2     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C05        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        858   256   -66   -74   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C06        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        858   256   -74   -72   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C07        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A01        858   256   -70   -75   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C08        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        858   256   -74   -70   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C09        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        858   256   -70   -74   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C0A        1114  1     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A05        858   256   -70   -69   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1C0B        902   2     2001:RTE:RTE:64:207:8108:3C:1A0A        646   256   -76   -74   3     1     3
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E00        616   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     616   118   118   1     1     4    // CY PLC 
nodes
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E01        702   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     646   118   118   1     1     4
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E02        557   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     557   118   118   1     1     4
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E03        626   1     2001:RTE:RTE:64::4                      0     579   118   118   1     1     4
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E04        609   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     609   118   118   1     1     4
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E05        602   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     602   118   118   1     1     4
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E06        594   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     594   118   118   1     1     4
2001:RTE:RTE:64:217:3BCD:26:4E07        584   2     2001:RTE:RTE:64::4                      0     584   118   118   1     1     4

Number of Entries in WPAN RPL IPROUTE INFO TABLE: 44

ルータ GPS トラッキングの有効化

GPS トラップを有効化することにより、ルータが距離のしきい値、時間のしきい値、またはその両方を移動した場合に、イベ
ントをトリガーできます。たとえば、距離のしきい値をモニタする固定のポール トップ CGR を設定して、盗難またはポール 
インシデントによる動きを検出するか、またはモバイル ルータの場合は、両方のしきい値を設定して継時的な距離を判定し
ます。推奨される距離のしきい値は 100 フィート（30 m）です。 

GPS トラップを有効にするには、デフォルト設定テンプレートの次の行をアンコメントします。

<#-- 
Enable the following configurations to generate events that track if the router 
moves by a certain distance (unit configurable) or within a certain time (in minutes) 
-->
<#-- cgna geo-fence interval 10 -->
<#-- cgna geo-fence distance-threshold 100 -->
<#-- cgna geo-fence threshold-unit foot -->
<#-- cgna geo-fence active -->

ヒント：GPS トラップは情報ログだけを生成するため、高い重大度（[CRITICAL] など）のルール ベースのイベントを作成し
て、ルータの動きを管理者に知らせることを推奨します。このタイプのルールはたとえば次のように定義されます：
configGroup:name eventName:deviceLocChanged（「ルールの作成」を参照）。

SNMP v3 情報イベントの設定

Cisco IOS ルータで、SNMP v3 情報イベントを設定して、デフォルトの SNMP v3 トラップを置き換えます。CG-OS ではデ
フォルトで、ルータ上にトラップを生成する IoT FND イベント関連の変更に対して SNMP v3 トラップが設定されます。
IoT FND は、これらのトラップを対応するイベントにマッピングします。Cisco IOS ルータでは、これらの SNMP v3 トラップ
を SNMP v3 情報イベントに変換することにより、ルータからイベントを受信するたびにルータに確認が送信されます。これ
により、ルータはトラップが IoT FND により受信されたことを確認します。SNMP v3 情報イベントを有効にするには、デフォ
ルトの設定ファイルで次の行をアンコメントして、新しい設定ファイルをグループ内のすべてのルータにプッシュします。

<#-- Enable the following configurations for the nms host to receive informs instead of traps -->
<#-- no snmp-server host ${nms.host} traps version 3 priv ${far.adminUsername} -->
<#-- snmp-server engineID remote ${nms.host} ${nms.localEngineID} -->
<#-- snmp-server user ${far.adminUsername} cgnms remote ${nms.host} v3 auth sha ${far.adminPassword} 
priv aes 256 ${far.adminPassword} -->
<#-- snmp-server host ${nms.host} informs version 3 priv ${far.adminUsername} -->
120



デバイスの管理

デバイスの設定
ENDPOINT 設定テンプレートの編集
ENDPOINT 設定テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. [CONFIGURATION GROUPS]（左ペイン）で、編集するテンプレートを含む ENDPOINT グループを選択します。

3. [Edit Configuration Template] をクリックします。

4. テンプレートを編集します。

たとえば、[Report Interval] フィールドに、データの更新間隔を秒数で入力できます。デフォルトで、メッシュ エンドポイ
ントは 28,800 秒（8 時間）ごとに新しいメトリック セットを送信します。

[Edit Configuration Templates] タブでは、次の値を変更できます。

 Report Interval：データの更新間隔の秒数。

 BBU Settings：このオプションを有効にすると、バッテリ バックアップ ユニットによる Range Extender の BBU 
設定を設定できます。

 Enable Ethernet：選択したデバイスのイーサネットを有効にするか、または選択した DA ゲートウェイ デバイス
で NAT 44 設定を設定するには、このチェックボックスをオンにします。 

（注）NAT 44 設定では、CSV ファイル内のすべての 3 つのフィールドに値を指定する必要があります。デフォルト
値はそれぞれ、127.0.0.1、0、0 です。特定のマップ インデックスでは他の設定は必要ありません。これらの設定は、
マップ インデックスで無効な場合、設定のプッシュ時に無視されます。

 MAP-T Settings：デバイスの iPv6 および iPv4 設定。

（注）Cisco IOS CGR では、MAP-T ルールは、MAP-T IPv6 の基本マッピング ルール（BMR）、IPv4 の BMR、および 
IPv6 のデフォルト マッピング ルール（DMR）を指定することによって設定されます。Cisco IR509 デバイスでは、
MAP-T IPv6 は、MAP-T BMR IPv6 ルール、IPv4 サフィックス値、および BMR EA 長さ値に基づく長さを統合する 
IPv6 プレフィックスです。

 Serial Interface 0 (DCE) Settings：選択したデバイスのデータ通信装置（DCE）通信の設定。

（注）1 つのシリアル インターフェイスは 1 つのセッションでのみ使用できます。選択した DA ゲートウェイ デバ
イスの（各仮想回線とシリアル ポートの）すべての TCP Raw ソケット セッションに対し、次のパラメータを設定
する必要があります。

— イニシエータ：デバイスをクライアント/サーバとして指定します。

— TCP アイドル タイムアウト（分）：アイドル接続を維持するよう時間を設定します。

— ローカル ポート：デバイスのポート番号を設定します。

— ピアポート：デバイスに接続されているクライアント/サーバのポート番号を設定します。 

— ピア IP アドレス：デバイスに接続されているホストの IP アドレスを設定します。 

— 接続タイムアウト：イニシエータの DA ゲートウェイ デバイスの TCP クライアント接続タイムアウトを設定
します。

— パケット長： TCP パケットに変換するシリアル データの 大長を設定します。 

— パケット タイマー（ms）：TCP パケットの各作成間の時間間隔を設定します。 

— 特殊文字：TCP パケット作成のデリミタを設定します。

 Serial Interface 1 (DTE) Settings：選択したデバイスのデータ端末装置（DTE）通信の設定。

（注）IPv6 プレフィックスは有効である必要があります。 大プレフィックス長は次のとおりです。

— IPv6: 0–128

— IPv4: 0–32
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5. [Save Changes] をクリックします。

IoT FND は変更内容をデータベースにコミットし、バージョン番号を増やします。

ルータへの設定のプッシュ 
（注）CGR、C800、IR800、および ISR 800 をネットワーク上に共存させることができます。ただし、両方のルータ タイプを含む
カスタム設定テンプレートを作成する必要があります。

ルータに設定をプッシュするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. グループまたはグループのサブセットを選択し、設定を [CONFIGURATION GROUPS] ペインにプッシュします。

3. [Push Configuration] タブをクリックして、そのウィンドウを表示します。

4. [Select Operation] ドロップダウン メニューで、[Push Router Configuration] を選択します。

組み込み AP デバイスを含む C800 および IR800 グループの場合は、[Push AP Configuration] を選択して、AP 設定テン
プレートをプッシュします。

5. [Select Operation] ドロップダウン メニューで、[Push Endpoint Configuration] を選択します。[Start] をクリックします。

6. [Start] をクリックします。

[Push Configuration] ページに、グループ内のすべてのデバイスのプッシュ操作のステータスが表示されます。デバイス
に設定をプッシュしているときにエラーが発生すると、エラーおよびその詳細が関連のカラムに表示されます。

[Status] カラムに、次のいずれかの値が表示されます。

ヒント：ステータス情報を更新するには、[Refresh] ボタンをクリックします。

CGR SD カードのパスワード保護の有効化

CGR SD カードのパスワード保護により、不正アクセスを防止し、CGR SD カードを他のパスワードで他のシステムに転用す
ることを防ぐことができます。 

（注）これは、C800 および IR800 には適用されません。

[Device Info] ペインの [Inventory] セクションに、CGR SD カードのパスワード保護のステータスが表示されます。[Config 
Properties] タブの [Router Credentials] セクションには、SD カードのパスワードが表示されます。

 NOT_STARTED：設定のプッシュが開始されていません。

 RUNNING：設定のプッシュが進行中です。

 PAUSED：設定のプッシュが一時停止されています。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定
操作は開始されません。

 STOPPED：設定のプッシュは停止しました。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定操作は
開始されません。

 FINISHED：すべてのデバイスへの設定のプッシュが完了しました。

 STOPPING：設定のプッシュは停止の処理中です。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定
操作は開始されません。

 PAUSING：設定のプッシュは休止の処理中です。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定操
作は開始されません。
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CGR SD カードのパスワード保護を有効にするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. CGR グループまたは CGR を選択し、設定を [Configuration Groups] ペインにプッシュします。

3. [Push Configuration] タブを選択します。

4. [Select Operation] ドロップダウン メニューで、[Push SD Card Password] を選択します。

5. [Start] をクリックします。アクションを確定するには [Yes] をクリックし、アクションを停止するには [No] をクリックし
ます。

6. [SD Card protection] > [Enable] を選択します。

7. 目的の保護の方法を選択します。

8. [Push SD Card Password] をクリックします。

 Property：このパスワードは、CSV または XML ファイル、あるいは Notification Of Shipment ファイルを使用して
設定されます。

 Randomly Generated Password：パスワード長を入力します。

 Static Password：パスワードを入力します。
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メッシュ エンドポイントへの設定のプッシュ
メッシュ エンドポイントに設定をプッシュするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device Configuration] を選択します。

2. グループまたはグループのサブセットを選択し、設定を [ENDPOINT] リストにプッシュします。

3. [Push Configuration] タブをクリックします。

（注）[Push Configuration] タブは、以下に概略を示す cgmesh エンドポイントのサブネット ビューをサポートします。

4. [Select Operation] ドロップダウン メニューで、[Push Endpoint Configuration] を選択します。

5. [Start] をクリックします。アクションを確定するには [Yes] ボタンをクリックし、アクションを停止するには [No] ボタン
をクリックします。

[Push Configuration] ページに、グループ内のすべてのデバイスのプッシュ操作のステータスが表示されます。デバイス
に設定をプッシュしているときにエラーが発生すると、エラーおよびその詳細が関連のカラムに表示されます。

[Status] カラムに、次のいずれかの値が表示されます。

ステータス情報を更新するには、[Refresh] ボタンをクリックします。

ゲスト OS の監視
Cisco IOS CGR1000 および IR800 は仮想マシンをサポートし、Cisco IOS 仮想マシンの横で実行中のゲスト OS（GOS）イン
スタンスでアプリケーションを実行します。GOS は、Linux です。GOS 上で動作するアプリケーションは通常、モニタリング
およびアカウンティング目的で、フィールドから統計情報を収集します。Cisco IOS ファームウェア バンドルでは、CGR また
は IR800 上の VM インスタンスに参照 GOS がインストールされます。IoT FND は、GOS で、次のロールベースの機能をサ
ポートします。

Pan ID エンドポイント（ノード）のグループのパーソナル エリア ネットワーク ID
（PAN ID）を示します。

Subnet Prefix エンドポイントの IPv6 サブネット プレフィックスを示します。

Nodes in Group（Total in Subnet） グループ内のノードの数と、サブネット内のノードの数です。

Config Synced Pan 内の全ノードのうち、設定のプッシュが処理中であるかまたは終了して
いる Pan ID 内のノードの数を示します。

 NOT_STARTED：設定のプッシュが開始されていません。

 RUNNING：設定のプッシュが進行中です。

 PAUSED：設定のプッシュが一時停止されています。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定
操作は開始されません。

 STOPPED：設定のプッシュは停止しました。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定操作は
開始されません。

 FINISHED：すべてのデバイスへの設定のプッシュが完了しました。

 STOPPING：設定のプッシュは停止の処理中です。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定
操作は開始されません。

 PAUSING：設定のプッシュは休止の処理中です。アクティブな設定操作は完了しますが、キューに置かれた設定操
作は開始されません。
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 GOS ステータスのモニタリング

 Cisco IOS ファームウェア バンドル内の参照 GOS のアップグレード

（注） IoT FNDシスコが提供している参照 GOS のみをサポートします。

GOS の監視は、CGR1000 または IR829 の設定ページの [DEVICES] > [Field Devices] で行います。

GOS のインストール
CGR の工場出荷時の設定によっては、GOS は VM インスタンス内に存在します。GOS は、Cisco IOS ファームウェア バンド
ルとともにインストールされます（「ルータ ファームウェアのアップデート」セクション（-157 ページ）を参照）。Cisco IOS イ
メージ バンドルのインストールまたはアップグレードを実行すると、GOS、ハイパーバイザ、Cisco IOS イメージがすべて
アップグレードされます。 

IoT FND は、Cisco IOS のインストールまたはアップデート後に GOS を検出すると、必要な設定を行う前に通信の初期設定
が完了しているかどうかをチェックします。CGR は、DHCP プール、および IP アドレスを提供しゲスト OS のゲートウェイと
して機能するように設定されているギガビット イーサネット 0/1 インターフェイスを備えている必要があります。CGR の設
定の詳細については、Cisco 1000 Series Connected Grid Routers Configuration Guides Web ポータルを参照してください。

（注）FND へのルータの登録中にゲスト OS の CLI でルータが設定される場合、FND によりゲスト OS が実行されていること
が検出され、その特定ルータの [Device Info] ページで新しい [Guest OS] タブに入力されます。このページからゲスト OS を
再起動することもできます。ゲスト OS が再起動すると、操作のステータスを示すポップアップが UI に表示され、server.log 
ファイルにメッセージが記録されます。

GOS の再起動
ゲスト OS の再起動は、[Guest OS] タブからトリガーできます。[Restart GOS] ボタンを選択し、[Yes] を選択して再起動を確
認します。ゲスト OS が再起動すると、操作のステータスを示すポップアップが UI に表示され、server.log ファイルにメッ
セージが記録されます。

図 12 [Guest OS] タブと [Restart GOS] ボタンが表示された [DEVICES] > [Field Devices Information] ページ

この項では、次のトピックについて取り上げます。

 GOS 設定のプッシュ

GOS 設定のプッシュ
IoT FND 設定テンプレートを使用して、CGR に GOS 設定をプッシュすることができます。これは、DHCP プールを設定する
唯一の方法です。 
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ファイルの管理
[CONFIG] > [Device File Management] ページを使用して、ルータ上で、デュアル バックホールおよび組み込み型イベント マ
ネージャ（EEM）スクリプトを転送および実行します。Template モジュールでは、ファイルの検証を実行します。この項では、
次のトピックについて取り上げます。

 ファイルのタイプと属性

 IoT FND へのファイルの追加

 ファイル転送

 ファイルの表示

 ファイルのモニタリング

 アクションのモニタリング

 ファイルの削除

（注）ファイル マネージャはロールに依存し、すべてのユーザが使用できるわけではありません。ロールと権限の管理を参照
してください。

ファイルのタイプと属性
ルータでは、組み込みアプレットと個々にルータで実行される Tool Command Language（TCL）スクリプトの 2 つのタイプ
の EEM スクリプトが使用されます。ファームウェアのアップグレードをしなくても、ルータ上で新しい EEM TCL スクリプト
をアップロードして実行できます。EEM ファイルは、eem ディレクトリにルータ フラッシュ メモリをアップロードします。
これらのスクリプトは、[Import File] ページの [File Type] カラムに eem script として表示されます。EEM TCL スクリプトを
有効にするには、設定テンプレート ファイルを編集する必要があります（ROUTER 設定テンプレートの編集を参照）。この機
能は現在、IoT FND でサポートされるすべてのルータ OS バージョンで使用できます。 

また、ファイル管理機能の向上のために、他のファイル タイプをルータに転送することもできます。ルータにファイルをアッ
プロードするには、 初にファイルを IoT FND にインポートする必要があります。IoT FND はファイルを処理し、次の属性を
使用して IoT FND に保存します。

 ファイル名

 説明

 インポート日時

 サイズ

 Sha1 チェックサム

 MD5 チェックサム

 ファイルの内容

IoT FND へのファイルの追加
IoT FND にファイルを追加するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device File Management] ページで、[Import Files] または [Upload]（[Actions] タブ）をクリックし、[List] ダ
イアログボックスから選択したファイルを開きます。

2. FND に追加（インポート）するファイルをクリックします。
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3. [Add File] をクリックし、ファイルの場所を検索します

（注）インポート ファイル の 大サイズは 200 MB です。

4.（任意）ファイルの説明を入力します。

5. [Add File] をクリックします。

アップロードが完了すると、[Select File From List] ダイアログボックスにファイル名が表示されます。

6. ステップ 2 から 5 を繰り返して他のファイルを追加するか、ファイル転送を参照して選択したデバイスまたはグループ
にファイルをアップロードするか、または [Select File From List] ダイアログボックスを閉じます。 

IoT FND からのファイルの削除
インポートされたファイルがアクティブなファイル転送中ではない場合は、そのファイルを IoT FND データベースから削除
できます。これによりファイルは IoT FND データベースから削除されますが、ファイルを含むルータからは削除されません。
アップロードされたテキスト ファイルを表示するには、名前のハイパーリンクをクリックします（ファイル サイズは 100 KB 
未満である必要があります）。

ファイルを IoT FND から削除するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device File Management] ページの [List] ダイアログボックス（左端のパネル）で、ファイルを選択します。

2. [Actions] タブで [Delete] ボタンをクリックします。

3. [Delete from List] パネルでファイルを選択し、[Delete File] をクリックします。

ファイル転送 
NMS データベースからファームウェア グループ、設定グループ、トンネル プロビジョニング グループ、または個々のルータ
にファイルを転送できます。インポート ファイルの 大サイズは 200 MB です。

ファイル転送を実行するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device File Management] ページの [Browse Devices] 左ペインで、ファイルの転送先のグループを選択し
ます。 

2. [Import Files] または [Actions] タブの [Upload] をクリックします。[Select File from List] ダイアログボックスが表示さ
れます。
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3. 選択しているグループで、ルータに転送するファイルを選択します。 

4. [Upload File] をクリックします。

[Upload File to Routers] ダイアログボックスが表示されます。

5. ファイルの転送先となるルータのチェックボックスをオンにします。

6. [Upload] をクリックします。

グループに対して進行中のファイル転送またはファイル削除、設定のプッシュ、ファームウェアのアップロード、またはイン
ストールまたはリプロビジョニング操作がなければ、アップロードが開始します。 

選択したグループ内のすべてのルータにすべてのファイルを転送することを選択するか、またはグループ内のルータのサブ
セットだけを選択することができます。また、他のグループとファイルを選択して、別のファイル転送またはファイル削除を
同時に実行することもできます。 

IoT FND から転送されるすべてのファイルは、Cisco IOS CGR ではルータの flash:/managed/files/、CG-OS CGR ではルータ
の bootflash:/managed/files/ 内に配置されます。

後のファイル転送のステータスは、操作（ファームウェア アップデート、設定のプッシュなど）およびグループのステータ
スとともに、グループに付属して保存されます。 

すべてのグループ タイプで、次のファイル転送ステータスの属性が追加されます。

 ファイル操作：アップロード

 後の転送の開始日時

 終了日時

 ファイル名

 上書きの許可：CGR へのファイルの上書きを許可する場合は true を選択

 成功回数

 失敗回数

 合計数：操作で選択した CGR の数

 ステータス：NOTSTARTED、RUNNING、FINISHED、STOPPING、STOPPED

ファイルの表示
インポートされたテキスト ファイルの内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device File Management] を選択します。

2. [Name] 列の下にリストされている [EID] リンク（CGR1240/K9+JAF1626BLDK など）をクリックして、[Device Info] ペ
インを表示します。 

3. [Router Files] タブをクリックします。

4. ファイル名のリンクをクリックし、新しいウィンドウの内容を表示します。 

（注） IoT FND100 KB 未満のプレーン テキストとして保存されているファイルのみを表示します。これより大きいテキ
スト ファイル、およびサイズに関係なくバイナリ ファイルは表示できません。それらのファイル タイプはハイパーリン
クになりません。
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ファイルのモニタリング
[CONFIG] > [Device File Management] ページで [Managed Files] タブをクリックして、ルータのリストおよび 
.../managed/files/ ディレクトリにアップロードされたファイルを表示します。メイン ペインにリスト表示されるデバイス
は、選択したグループのメンバーです。

このリストには次の情報が含まれます。

 [Device Info] ページへの EID リンク（名前）

 デバイスに保存されているファイルの数（#Files）

 アップロードしたファイルの名前

特定のファイルを含むデバイスのみを表示する場合は、[Filter By File Name] ドロップダウン メニューを使用します。グルー
プ内のすべてのデバイスを含める場合は、メニューから [All] を選択します。ファイル転送、または削除中にリストを更新する
には、更新ボタンをクリックします。

アクションのモニタリング
[CONFIG] > [Device File Management] ページで、[Actions] タブをクリックして、選択したグループのルータでの 後のファ
イル転送または 後のファイル削除のステータスを表示します。[Cancel] ボタンをクリックすると、任意のアクティブなファ
イル操作を終了できます。

[Actions] タブには次の属性がリスト表示されます。

 後の転送の開始時刻と終了時刻

 ファイル名

 プロセスのステータス：UNKNOWN、AWAITING_DELETE、DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_COMPLETE、
CANCELLED、FINISHED、NONE、NOTSTARTED、UPLOAD_IN_PROGRESS、UPLOAD_COMPLETE、STOPPING、
STOPPED

 完了したデバイス：以下の総数（アップロード完了/ターゲット デバイスの総数）を表示

 Error/Devices: エラーの数とエラーが発生したデバイスの数

 File Path

 ステータス：アイコンが ?、X またはチェックマークを表示

 名前：[Device Info] ページへの EID リンク

 Last Status Time

 アクティビティ：UPLOAD、DELETE、NONE

 ファイル：ファイル名

 ステータス：ステータスのテキスト説明

 進行状況：パーセンテージの数値

 メッセージ：プロセス中に検出された問題に関するメッセージ

 エラー：エラーの種類の説明
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ファイルの削除
ファイルをルータから削除するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Device File Management] ページの [Browse Devices] ペインで、削除するファイルを選択します。 

2. [Actions] タブで [Delete] を選択します。

3. [Delete file from List] ダイアログで、削除するファイルを選択します。

選択したグループのすべてのルータ、またはグループ内のルータのサブセットからファイルを削除できます。 

4. [Delete File] をクリックします。

[Delete File from Routers] ダイアログボックスが表示されます。

5. ファイルを削除するルータのチェックボックスをオンにします。

6. [Delete] をクリックします。

グループで進行中のファイル転送またはファイル削除、設定のプッシュ、ファームウェアのアップロード、またはインス
トールまたはリプロビジョニング操作がなければ、削除操作が開始します。IoT FND は、デバイスの .../managed/files/ 
ディレクトリで、指定したファイル名を検索します。 

（注）削除では、IoT FND データベースからではなく、選択したデバイスからすべてのファイル コンテンツが消去されま
す。選択したグループのクリーンアップ ファイルのステータスが表示されます。

このグループでファイル転送またはファイル削除が処理されている間に、別のグループとファイルを選択して、別のファ
イル削除を実行することができます。ファイル削除が完了する前に削除処理をキャンセルすると、現在実行中のファイル
削除処理は完了し、すべての待機中のファイル削除がキャンセルされます。

すべてのグループ タイプで、次のファイル削除ステータスの属性が追加されます。

 ファイル操作：削除

 後の転送の開始日時

 終了日時

 ファイル名

 成功回数

 失敗回数

 合計数：操作で選択した CGR の数

 ステータス：UNKNOWN、AWAITING_DELETE、DELETE_IN_PROGRESS、DELETED、CANCELLED

 完了率

 エラー メッセージ

 エラー詳細

 [Change File] をクリックして、選択したルータから別のファイルを削除することができます。

 複数のルータを選択できます。

 一度に削除できるのは 1 個のファイルだけです。

 [Clear Selection] および (x) をクリックしてウィンドウを閉じると、削除を停止することができます。
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ワーク オーダーの管理
CGR1000、IR800、および IR500 ルータは、ワーク オーダーをサポートします。IoT FND ワーク オーダー機能は、リリース 3.0 
以降の IoT-DM で動作します。

統合の手順については、『Cisco Connected Grid Device Manager Installation and User Guide, Release 3.1』の「Accessing 
Work Authorizations」、または『Cisco Connected Grid Device Manager Installation and User Guide (Cisco IOS), Release 
4.0 and 4.1』の「Managing Work Orders」、あるいは『Cisco IoT Device Manager Installation and User Guide (Cisco IOS), 
Release 5.0』を参照してください。

（注）プラットフォームおよび 小限のソフトウェア リリースでサポートされているアクション、および設定の詳細について
は、それぞれ以下のドキュメントを参照してください。

 『Release Notes for Cisco IoT Device Manager 5.4』

 『Cisco IoT Device Manager Installation and User Guide, Release 5.x』

（注）CGDM リリース 3.1 以降を使用している場合は、IoT-DM と IoT FND との接続認証のために、次の手順により SSLv3 を
有効にする必要があります。

1. IoT FND を停止します。

service cgms stop

2. IoT-DM リリース 3.x 以降では、次のファイルで protocol="TLSv1" 属性を置き換えます。

CGDM 3.x の場合 

CGDM 4.x および IoT-DM 5.x の場合

3. IoT FND を起動します。

service cgms start

 Device Manager（IoT-DM）ユーザのユーザ アカウントの作成

 ワーク オーダーの作成

 ワーク オーダーのダウンロード

 ワーク オーダーの編集

 ワーク オーダーの削除

 /opt/cgms/standalone/configuration/standalone.xml

 /opt/cgms/standalone/configuration/standalone-cluster.xml

 属性を protocol="TLSv1,SSLv3" に置き換えます。 

 属性を protocol="TLSv1.x,SSLv3" に置き換えます。 
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Device Manager（IoT-DM）ユーザのユーザ アカウントの作成
ワーク オーダーを作成する前に、IoT-DM を使用して IoT FND からワーク オーダーをダウンロードするフィールド技術者の
ユーザ アカウントを作成する必要があります。

Device Manager ユーザ アカウントを作成するには、次の手順を実行します。

1. 定義されていない場合は、次の手順により、[Device Manager User] ロールを作成します。

a. [ADMIN] > [Access Management] > [Roles] を選択します。

b. [Add] をクリックします。

c. （CG-OS のみ）[Role Name] フィールドに、ロールの名前を入力します。

d. [Device Manager User] チェックボックスをオンにし、ディスク アイコンをクリックして変更を保存します。

2. ユーザ アカウントを作成します。

a. [ADMIN] > [Access Management] > [Users] を選択し、[+] をクリックしてユーザを追加します。

b. ユーザ名、新しいパスワード、確認パスワード、およびタイム ゾーン情報を入力します。

c. [Time Zone] を選択します。

d. [Assign Domain] をクリックします。表示されるパネルで、[Monitor Only] およびステップ 1 で作成した [Device 
Manager User] ロールのチェックボックスをオンにします。

e. [Assign] をクリックします。

ワーク オーダーの作成
デバイス検査のためにフィールド技術者を配置するには、IoT FND でワーク オーダーを作成します。フィールド技術者は、
IoT-DM クライアントを使用して IoT FND に接続し、ワーク オーダーをダウンロードします。 

CGR1000、IR800、および IR500 は、ワーク オーダーをサポートします。

ワーク オーダーを作成する前に、次の手順を実行します。 

 ユーザ アカウントで、[Work Order Management] 権限が有効になっている必要があります。ロールと権限の管理を参照
してください。

 IoT DM への要求に署名済みワーク オーダーを提供するには、エイリアス cgms を使用して、cgms_keystore に IoT DM 
証明書をインポートする必要があります。

 フィールド技術者のユーザ アカウントを作成します。

IR500 のワーク オーダーを作成するには、次の手順を実行します。

1. [ENDOPOINT] の [Browse Devices] パネルで、[GATEWAY-IR500] を選択します。

2. [Inventory] ビュー（右ペイン）で、次の手順を実行します。

a. 障害のある [GATEWAY-IR500] のチェック ボックスをオンにします。

b. ドロップダウン メニュー オプションから、[More Actions] > [Create Work Order] を選択します。

[Operations] > [Work Orders] ページが表示されます。IoT Field Network Director により、[Field Device Names/EIDs] 
フィールドに、選択されているフィールド デバイスの名前がカンマ区切りリストとして追加されます。

ワーク オーダーの詳細については、「ワーク オーダーの管理」を参照してください。
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ワーク オーダーの表示
IoT FND でワーク オーダーを表示するには、[OPERATIONS] > [Work Orders] を選択します。

表 8 に、[Work Orders] ページに表示するフィールドを示します。

ワーク オーダーの作成

手順の詳細

ネットワーク内の既存のルータ（CGR1000）またはエンドポイント（GATEWAY-IR500）のワーク オーダーを作成するには、次
の手順を実行します。

1. [DEVICES] > [FIELD DEVICES] ページで、[Browse Devices] パネル内の [ROUTER] または [ENDPOINT] の見出しを選択
します。

2. [Inventory] ページ（右側のパネル）でデバイスを見つけ、そのデバイスの名前の横にあるボックスを選択します。

3. [More Actions] > [Create Work Order] を選択します。 

4. 表示された [OPERATIONS] > [WORK ORDERS] ページで、[Add Work Order] をクリックします。

5. [Work Order Name] フィールドに、ワーク オーダーの名前を入力します。

6. [Field Device Names/EIDs] フィールドに、ルータの名前または EID のカンマ区切りリストを入力します。

リスト内のすべてのルータに対し、IoT FND は個別のワーク オーダーを作成します。

7. [Device Type]（[Router] または [Endpoint]）および [CGR OS Version]（[CG-OS] または [IOS]）は自動入力されます。

8. [Device Username] フィールドに IoT-DM システム名を入力します。

ドロップダウン メニューから、IoT-DM の [Technician User Name] を選択します。このメニューには、[IoT-DM User] 
権限が有効になっているユーザのみが表示されます。

9. [Status] ドロップダウン メニューから、ワーク オーダーのステータス（New、Assigned、In Service、Completed、または 
InComplete）を選択します。 [New] オプションは自動入力されます。

表 8 [Work Orders] ページのフィールド

フィールド 説明

Work Order Number ワーク オーダーの一意の識別子。

Work Order Name ワーク オーダーの名前。

Role （CG-OS のみ）ワーク オーダーに割り当てられたユーザのロール。tech、admin、または viewer。
Device Type ワーク オーダーに関連付けられたシステムの EID。

FAR Name/EID 製品名（CGR1240 など）とそれに続けて EID。

Technician User Name 割り当てられた技術者のユーザ名。

Time Zone ルータの配置先のタイム ゾーン。ユーザのタイム ゾーンではありません。この値は導入に依存し、
ユーザのタイムゾーンに一致させることができます。

Start Date フィールド技術者に割り当てられたプロジェクトの開始日。

End Date フィールド技術者に割り当てられたプロジェクトの開始日。

Last Update ワーク オーダーの 後のステータス更新の時刻。

Status ワーク オーダーのステータス。有効なステータス値は、New、Assigned、InService、Completed、
Incomplete、または Expired です。
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（注）IoT DM ユーザがワーク オーダーを取得するには、IoT FND でワーク オーダーがそのユーザに対して [Assigned] の状
態である必要があります。ワーク オーダーが他の状態の場合、IoT DM は署名済みのワーク オーダーを取得できません。

（注）ワーク オーダーが IoT DM ユーザにより正常に要求されると、ワーク オーダーのステータスは [In Service] に変更
されます。

10. [Start Date] および [End Date] フィールドで、ワーク オーダーが有効な開始日と終了日を指定します。

ワーク フローが有効でないと、技術者がルータにアクセスできません。

11. [Device Time Zone] フィールドで、ドロップダウン メニューからデバイスのタイム ゾーンを選択します。

12. 入力内容を保存するには、ディスク アイコンをクリックします（入力内容をキャンセルするには、[x] をクリックします）。

13. [OK] をクリックします。

ワーク オーダーは、「ワーク オーダーの作成」で説明するように [Field Devices] ページ（[DEVICES] > [Field Devices] > [More 
Actions] メニュー）で作成するか、または [Device Info] ページで作成することができます。

ワーク オーダーのダウンロード
フィールド技術者は、IoT FND で作成されたワーク オーダーをダウンロードする際には、Cisco IoT-DM を使用します。これ
は、1 台の Cisco CGR 1000 ルータを管理するための Windows ベースのアプリケーションです。技術者は、[Assigned] の状
態のすべてのワーク オーダーをダウンロードできます。

フィールド技術者は、IoT-DM を使用してワーク オーダーのステータスを更新し、更新されたステータスは IoT FND に送信さ
れます。

（注）証明書はワーク オーダーに含まれるのでなく、IoT FND からワーク オーダーをダウンロードするより前に、IoT-DM 
フィールド ラップトップにプレインストールされています。

IoT-DM の詳細については、リリース 5.2 の『Cisco IoT デバイス マネージャ ユーザ ガイド』[英語] を参照してください。

ワーク オーダーの編集
ワーク オーダーの詳細を編集するには、次の手順を実行します。

1. [OPERATIONS] > [Work Orders] を選択します。

2. 編集するワーク オーダーの横のボックスをクリックします。[Edit Work Order] をクリックします。

または、ワーク オーダー番号をクリックして、ワーク オーダーの詳細を表示しているページを開きます。

3. ワーク オーダーの編集が終わったら [Save] をクリックします。

ワーク オーダーの削除
ワーク オーダーを削除するには、次の手順を実行します。

1. [OPERATIONS] > [Work Orders] を選択します。 

2. 削除するワーク オーダーのチェックボックスをオンにします。

3. [Delete Work Order] をクリックします。

4. アクションを確定するには [Yes] をクリックし、アクションをキャンセルするには [No] をクリックします。
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デモと帯域幅の動作モード
デモと帯域幅の動作モードでは、FND とルータ間の通信に使用するアプリケーション プロトコル（HTTP または HTTPS）を定
義して、設定および帯域幅の要件をそれぞれ 小限に抑えることができます。2 つのモードは、FND がメーターまたは他のエ
ンドポイントと通信する方法に影響せず、変更することもありません。FND およびエンドポイント デバイス間のセキュアな
通信は、ハードウェア セキュア モジュール（HSM）またはソフトウェア セキュア モジュール（SSM）を使用して引き続き保護
されます。

 デモ モード：セットアップの要件を 小限に抑えることにより、ユーザはデモ用 FND の小規模ネットワークを迅速に設
定することができます。これにより、ルータ証明書や SSL のセットアップが不要になります。

 帯域幅 適化モード：他の操作のセキュリティを維持しながら、HTTP を使用してルータと FND 間で定期的なメトリック
を送信することにより、ネットワークのネットワーク帯域幅要件を軽減します。その他のすべてのルータ通信では 
HTTPS が使用されます。

デモ モードの設定

FND 設定の変更

FND ルータ管理モードをデモ モードに変更するには、次の手順を実行する必要があります。

1. cgms.properties ファイルに次を追加します。

fnd-router-mgmt-mode=1 <---where 1 represents Demo Mode

2. tpsproxy.properties ファイルに次を追加します。

inbound-proxy-destination=http://<FND-IP/Hostname>:9120 <---where 9120 represents Inbound proxy
tps-proxy-enable-demo-mode=true <---Enables the TPS proxy to accept HTTP connections

3. AP の登録プロセスでは、次の2つのプロパティを cgms.properties ファイルに追加する必要があります。

rtr-ap-com-protocol=http
rtr-ap-com-port=80

表 9 通信方式による FND 動作モードの指定

プロセス デモ モード 帯域幅 適化モード デフォルト モード

IOS の登録 HTTP 経由のすべての
通信

HTTPS HTTPS 経由のすべての
通信AP の登録 HTTPS

LoRA の登録 HTTPS

AP ブートストラップ HTTPS

IOS トンネル プロビ
ジョニング

HTTPS

設定転送 HTTPS

ファイル転送 HTTPS

メトリック HTTP と HTTPS
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ルータ設定の変更

デモ モードでルータを管理するには、次の手順を実行します。 

1. HTTP プロトコルを使用するすべてのプロファイルの URL を手動で変更します。

url http://nms.iot.cisco.com:9121/cgna/ios/registration
url http://nms.iot.cisco.com:9121/cgna/ios/metrics

2. HTTP プロトコルを使用するために WSMA プロファイル URL を更新します（デモ モードでのみ必要）。

wsma profile listener config
transport http path /wsma/config
wsma profile listener exec
transport http path /wsma/exec

3. LoRaWAN（IXM-LPWA）用のシスコ ワイヤレス ゲートウェイで HTTP プロトコルを使用するための iot-fnd-register、
iot-fnd-metric、および iot-fnd-tunnel プロファイルの URL をアップデートします。

configure terminal
igma profile iot-fnd-register
url http://fnd.iok.cisco.com:9121/igma/register
exit
exit
configure terminal
igma profile iot-fnd-metric
url http://fnd.iok.cisco.com:9121/igma/metric
exit
exit
configure terminal
igma profile iot-fnd-tunnel
url http://fnd.iok.cisco.com:9121/igma/tunnel
exit
exit

帯域幅 適化モードの設定
帯域幅 適化モードでは、定期的なメトリックのみが HTTP プロトコルを経由します。したがって、メトリック プロファイル 
URL は次のように手動で変更する必要があります。

url http://nms.iot.cisco.com:9124/cgna/ios/metrics

次のように入力して、メトリック プロファイルの URL を手動で変更して HTTP プロトコルを使用します。

configure terminal
igma profile iot-fnd-metric
url http://fnd.iok.cisco.com:9124/igma/metrics
exit
exit

（注）帯域幅 適化モードで動作している場合、すべての WSMA 要求は HTTPS 経由で実行する必要があります。したがって、
WSMA プロファイル リスナーが config および exec コマンド モードで HTTPS に設定されていることを確認する必要があ
ります。
136



デバイスの管理

デモと帯域幅の動作モード
ユーザ インターフェイスでのデモ モードの設定
（注）デフォルトでは、FND とルータ間のすべての通信は HTTPS 経由となります。

FND およびルータ通信のデモ モードをセットアップするには次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [SYSTEM MANAGEMENT] > [Provisioning Settings] を選択します。

2. [Provisioning Process] パネルで、IoT FND URL フィールドおよび定期メトリック URL フィールドの両方に、
http:// <ip address:9121> の形式で IoT FND URL を入力します。 

（注）FAR は、トンネルが設定された後に IoT FND URL を使用して IoT FND と通信し、定期メトリック URL を使用して IoT 
FND で定期メトリックと通知をレポートします。

ユーザ インターフェイスでの帯域幅 適化モードの設定
（注）デフォルトでは、FND とルータ間のすべての通信は HTTPS 経由となります。

FND およびルータ通信の帯域幅 適化モードをセットアップするには次の手順を実行します。

1. [ADMIN] > [SYSTEM MANAGEMENT] > [Provisioning Settings] を選択します。

2. [Provisioning Process] パネルで、次の手順を実行します。

— IoT FND URL フィールドに https:// FND IP/HostName:9121 の形式で IoT FND URL を入力します。トンネルが設
定された後、FAR はこの URL を使用して IoT FND と通信します。

— 定期メトリック URL フィールドに URL（http:// <ip address:9124>）を入力します。
FAR は、この URL を使用して IoT FND で定期メトリックと通知をレポートします。 
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デバイス プロパティ
この項では、IoT FND で表示できるデバイスのプロパティについて説明します。これらのプロパティには、設定可能なものと
そうでないものがあります。

 デバイス プロパティのタイプ

 カテゴリ別デバイス プロパティ

デバイス プロパティのタイプ
IoT FND は、そのデータベース内に次の 2 種類のデバイス プロパティを保存します。

 実デバイス プロパティ：IP アドレス、送信速度、SSID など、デバイスによって定義されるプロパティ。 

 IoT FND デバイス プロパティ：GIS マップでのデバイスの位置を表示するために IoT FND が使用する緯度や経度プロパ
ティなど、デバイスに関して IoT FND によって定義されるプロパティ。

（注）[Key] カラムは、フィルタで使用できる IoT FND データベースにおけるプロパティ名のバージョンを提供します。
たとえば、IP アドレスが 10.33.0.30 のデバイスを検索するには、[Search Devices] フィールドに ip:10.33.0.30 と入力
します。 
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カテゴリ別デバイス プロパティ
この項では、次に示すカテゴリ別の IoT FND デバイスのプロパティを表示します。

 セルラー リンクの設定

 CGR のセルラー リンク メトリック

 DA ゲートウェイのプロパティ

 デュアル PHY WPAN のプロパティ

 組み込みアクセス ポイント（AP）クレデンシャル

 組み込み AP のプロパティ

 イーサネット リンク メトリック

 ゲスト OS のプロパティ

 [Head-End Routers] > [Netconf Config]

 [Head-End Routers] > [Tunnel 1 Config]

 [Head-End Routers] > [Tunnel 2 Config]

 インベントリ

 メッシュ リンクの設定

 デバイス ヘルス

 メッシュ リンク キー

 リンク設定

 リンク メトリック

 NAT44 メトリック

 PLC メッシュ情報

 raw ソケット メトリックおよびセッション

 ルータ バッテリ

 ルータの設定

 ルータ クレデンシャル

 ルータの DHCP プロキシの設定

 ルータ ヘルス

 ルータ トンネルの設定

 ルータ トンネル 1 の設定

 ルータ トンネル 2 の設定

 SCADA メトリック

 ユーザ定義のプロパティ
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デバイス プロパティ
 WiFi インターフェイスの設定

 WiMAX の設定

 WiMAX リンク メトリック

 WiMAX リンクの設定

IoT FND のすべてのデバイスには、デバイスの検索に使用されるフィールドのリストが提供されています。デバイスで使用可
能なフィールドは、[Device Type] フィールドで定義されます。フィールドは、設定可能であるか、または情報用です。設定可能
なフィールドは、XML および CSV ファイルを使用して設定され、デバイス EID が検索キーになります。情報用フィールドは、
デバイスにより提供されます。フィールドには、ルータのデバイス設定テンプレートからもアクセスできます。 

セルラー リンクの設定

表 10 に、すべてのセルラー インターフェイスの [Device Detail] ページの [Cellular Link] エリアのフィールドを示します。

（注）IoT FND 3.2、シスコ ルータ IR829、CGR1240、CGR1120、および Cisco 819 4G LTE ISR（C819）以降では、デュアル モデ
ムとモデムごとに 2 つの物理インターフェイス（インターフェイス 0 と 1、インターフェイス 2 と 3）をサポートする新しい
デュアルアクティブ無線モジュールをサポートします。次の SKU を参照してください。

 IR829GW-2LTE-K9

 CGR 1000 ルータの CGM-LTE-LA

 C819HG-LTE-MNA-K9

デュアル モデムとそれらの 2 つの物理インターフェイス（および 4 つの論理インターフェイス 0、1、2、3）でサポートされる
セルラー プロパティは次のように表示されます。

また、4G LTE デュアルアクティブ無線モジュールは、表 10 にまとめられているすべてのフィールドをサポートせず、表示し
ません。

Cellular Link Metrics 

セルラー リンクの設定
インターフェイス 0 とイン
ターフェイス 1

インターフェイス 2 とイン
ターフェイス 3

表 10 [Cellular Link Settings] のフィールド

フィールド キー 設定可能かど
うか

説明

Cellular Network Type 該当なし 可 GSM または CDMA など、セルラー 
ネットワークのタイプを定義します。

Module Status cellularStatus 不可 セルラー インターフェイス モジュール
がネットワークでアクティブであるか
どうかを示します。モジュールによって
は状態が不明な場合もあります。

Network Name _ 可 AT&T や Verizon など、サービス プロ
バイダーの名前を定義します。

APN cellularAPN 不可 セルラー インターフェイスが接続す
る AP のアクセスポイント名（APN）を
表示します。
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デバイス プロパティ
Cell ID cellularID 不可 セルラー インターフェイスの セル ID 
を表示します。インターフェイスをアク
ティブにするには、この値が必要です。

Cellular SID cellularSID 不可 CDMA セルラー エリアのシステム識
別番号を表示します。

Cellular NID cellularNID 不可 CDMA セルラー エリアのネットワー
ク識別番号を表示します。

Cellular Roaming Status cellularRoamingStatus 不可 モデムがホーム ネットワークに接続
しているか、ローミングしているかを
表示します。

Cellular Modem Serial Number 該当なし 不可 接続されているモデムのシリアル番号
を表示します。

Cellular Modem Firmware Version cellularModemFirmwareVersion 不可 CGR にインストールされているモ
ジュール上のモデム ファームウェア
のバージョンを表示します。

Connection Type connectionType 不可 接続タイプは次のように表示されます。

 パケット交換 

 回線交換 

 LTE

Location Area Code locationAreaCode 不可 ベース ステーションによって提供さ
れるロケーション エリア コード
（LAC）を表示します。

Routing Area Code routingAreaCode 不可 ベース ステーションによって提供さ
れるルーティング エリア コードを表
示します。

APN cellularAPN 不可 セルラー インターフェイスが接続す
る AP のアクセスポイント名（APN）を
表示します。

Cellular Modem Firmware Version cellularModemFirmwareVersion 不可 CGR にインストールされているセル
ラー モジュール上のモデム ファーム
ウェアのバージョンを表示します。

Connection Type connectionType 不可 接続タイプは次のように表示されます。

 パケット交換

 回線交換

IMSI cellularIMSI 不可 国際移動体加入者識別番号（IMSI）は、
GSM および CDMA ネットワーク内の
個々のネットワーク ユーザを 10 桁の
数値として識別します。

値は次のとおりです。

 10 桁の数値

 不明（Unknown）

表 10 [Cellular Link Settings] のフィールド（続き）

フィールド キー 設定可能かど
うか

説明
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デバイス プロパティ
CGR のセルラー リンク メトリック

表 11 に、[Device Info] ビューの [Cellular Link Metrics] エリア内のフィールドを示します。

IMEI cellularIMEI 不可 GSM ネットワーク内だけのセルラー 
インターフェイスの国際移動体装置識
別番号（IMEI）を表示します。IMEI 値は
セルラー インターフェイスで一意の
番号になります。

表 10 [Cellular Link Settings] のフィールド（続き）

フィールド キー 設定可能かど
うか

説明

表 11 [Cellular Link Metrics] エリアのフィールド

フィールド キー 説明

Transmit Speed cellularTxSpeed 定義した期間（たとえば 1 時間）に、セルラー アップリンク上をセルラー イン
ターフェイスによって送信されたデータの現在の速度（ビット/秒）を表示し
ます。

Receive Speed cellularRxSpeed 定義した期間（たとえば 1 時間）に、セルラー アップリンク ネットワーク イ
ンターフェイスによって受信されたデータの平均速度（ビット/秒）を表示し
ます。

RSSI cellularRssi セルラー アップリンクの無線周波数（RF）の信号強度を示します。有効値の範
囲は 0 ～ -100 です。 

セルラー インターフェイスの LED の状態と対応する RSSI 値は次のように
表示されます。

 オフ：RSSI < = -110 

 オレンジ色の点灯：-100 < RSSI <= -90 

 緑色の高速点滅：-90 < RSSI <= -75 

 緑色の低速点滅：-75 < RSSI <= -60 

 緑色の点灯：RSSI > -60
Bandwidth Usage 
(Current Billing Cycle)

CellBwPerCycle (bytes) 現在の課金サイクルでの特定のルートの現在の帯域幅使用（バイト単位）を表
示します。

Cell Module 
Temperature

cellModuleTemp 3G モジュールの内部温度。

Cell ECIO cellularEcio 個々のセクター レベルでの CDMA の信号強度。

Cell Connect Time cellConnectTime 現在のコールが続いた時間の長さ。このフィールドは、CDMA にのみ適用さ
れます。
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デバイス プロパティ
DA ゲートウェイのプロパティ

「[DA Gateway Metrics] エリアのフィールド」に、[Device Info] ビューの [DA Gateway] エリア内のフィールドを示します。

表 12 [DA Gateway Metrics] エリアのフィールド

フィールド キー 説明

SSID – メッシュの SSID。

PANID – サブネットの PAN ID。

Transmit Power – メッシュの送信電力。

Security Mode – メッシュのセキュリティ モードは次のとおりです。 

 0 は、セキュリティ モードが設定されていないことを示し
ます。

 1 は、802.11i キー管理を含む 802.1x を示します。

Meter Certificate meterCert メータ証明書のサブジェクト名。

Mesh Tone Map Forward 
Modulation

toneMapForwardModulation メッシュ トーン マップのフォワード変調は次のとおりです。 

 0 = Robo 

 1 = DBPSK 

 2 = DQPSK

 3 = D8PSK

Mesh Tone Map Reverse 
Modulation

– メッシュ トーン マップのリバース変調は次のとおりです。

 0 = Robo 

 1 = DBPSK 

 2 = DQPSK

 3 = D8PSK

Mesh Device Type – メッシュ デバイスの主な機能（たとえば、メータ、Range 
Extender、または DA ゲートウェイ）。

Manufacturer of the Mesh 
Devices

– デバイスによりレポートされるメッシュ デバイスの製造元。

Basic Mapping Rule End 
User IPv6 Prefix

– 基本的なルールのデバイスへのマッピング用のエンドユーザ 
IPv6 アドレス。

Basic Mapping Rule End 
User IPv6 Prefix Length

– エンドユーザ IPv6 アドレスの指定のプレフィックス長。

Map-T IPv6 Address – Map-T 設定用の IPv6 アドレス。

Map-T IPv4 Address – Map-T 設定用の IPv4 アドレス。

Map-T PSID – Map-T の PSID。

Active Link Type – デバイスが IoT FND を含む他のデバイスと通信するのに経由す
る物理リンクのリンク タイプ。
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デバイス プロパティ
デュアル PHY WPAN のプロパティ

表 13 に、[Device Info] ビューの [Dual PHY] エリア内のフィールドを示します。

表 13 [Dual PHY Metrics] エリアのフィールド

フィールド キー 説明

SSID ssid メッシュの SSID。

PANID panid サブネットの PAN ID。

Transmit Power txpower メッシュの送信電力。

Security Mode – メッシュのセキュリティ モードは次のとおりです。 

 0 は、セキュリティ モードが設定されていないことを示し
ます。

 1 は、802.11i キー管理を含む 802.1x を示します。

Meter Certificate meterCert メータ証明書のサブジェクト名。

Mesh Tone Map Forward 
Modulation

toneMapForwardModulation メッシュ トーン マップのフォワード変調は次のとおりです。 

 0 = Robo 

 1 = DBPSK 

 2 = DQPSK

 3 = D8PSK

Mesh Tone Map Reverse 
Modulation

– メッシュ トーン マップのリバース変調は次のとおりです。

 0 = Robo 

 1 = DBPSK 

 2 = DQPSK

 3 = D8PSK

Mesh Device Type – メッシュ デバイスの主な機能（たとえば、メータ、Range 
Extender、または DA ゲートウェイ）。

Manufacturer of the Mesh 
Devices

– デバイスによりレポートされるメッシュ デバイスの製造元。

Basic Mapping Rule End 
User IPv6 Prefix

– 基本的なルールのデバイスへのマッピング用のエンドユーザ 
IPv6 アドレス。

Basic Mapping Rule End 
User IPv6 Prefix Length

– エンドユーザ IPv6 アドレスの指定のプレフィックス長。

Map-T IPv6 Address – Map-T 設定用の IPv6 アドレス。

Map-T IPv4 Address – Map-T 設定用の IPv4 アドレス。

Map-T PSID – Map-T の PSID。

Active Link Type – デバイスが IoT FND を含む他のデバイスと通信するのに経由す
る物理リンクのリンク タイプ。
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デバイス プロパティ
組み込みアクセス ポイント（AP）クレデンシャル

表 14 に、[Device Info] ビューの [Embedded Access Point Credentials] エリア内のフィールドを示します。

組み込み AP のプロパティ

表 15 に、C800 または IR800 の [Device Info] ビューの [Embedded AP] タブにあるフィールドを示します。

イーサネット リンク メトリック

表 16 に、[Device Info] ビューの [Ethernet link traffic] エリア内のフィールドを示します。

表 14 組み込みアクセスポイント クレデンシャルのフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

AP Admin Username – 可 アクセス ポイントの認証に使用するユーザ名。

AP Admin Password – 可 アクセス ポイントの認証に使用するパスワード。 

表 15 組み込み AP のプロパティ

フィールド キー 説明

Inventory – 名前、EID、ドメイン、状態、IP アドレス、ホスト名、ドメイン名、First Heard、Last 
Heard、Last Property Heard、Last Metric Heard、モデル番号、シリアル番号、ファー
ムウェアのバージョン、および稼働時間の詳細の要約。

Wi-Fi Clients - クライアント MAC アドレス、SSID、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、デバイス タイ
プ、状態、名前、および親を指定します

Dot11Radio 0 Traffic – 管理ステータス（アップ/ダウン）、動作ステータス（アップ/ダウン）、物理アドレス、
Tx 速度（bps）、Tx 廃棄（bps）、および Rx 速度（bps）を指定します。

Dot11Radio 1 Traffic – 管理ステータス（アップ/ダウン）、動作ステータス（アップ/ダウン）、物理アドレス、
Tx 速度（bps）、Tx 廃棄（bps）、および Rx 速度（bps）を指定します。

Tunnel3 - 管理ステータス（アップ/ダウン）、動作ステータス（アップ/ダウン）、Tx 速度（bps）、
Tx 廃棄（bps）、および Rx 速度（bps）を指定します。

BVI1 – 管理ステータス（アップ/ダウン）、動作ステータス（アップ/ダウン）、IP アドレス、
物理アドレス、Tx 速度（bps）、Tx 廃棄（bps）、および Rx 速度（bps）を指定します。

GigabitEthernet0 – 管理ステータス（アップ/ダウン）、動作ステータス（アップ/ダウン）、物理アドレス、
Tx 速度（bps）、Tx 廃棄（bps）、および Rx 速度（bps）を指定します。

表 16 [Ethernet Link Metrics] エリアのフィールド

フィールド キー 説明

Transmit Speed ethernetTxSpeed 定義した期間に、イーサネット インターフェイスで送信されたトラフィックの
平均速度（ビット/秒）を表示します。

Receive Speed ethernetRxSpeed 定義した期間に、イーサネット インターフェイスで受信されたトラフィックの
平均速度（ビット/秒）を表示します。

Transmit Packet Drops ethernetTxDrops 送信キューが満杯のときにドロップされたパケットの数（ドロップ/秒）を示します。
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デバイス プロパティ
ゲスト OS のプロパティ 
表 17 に、[Config Properties] ページの [Guest OS Properties] エリア内のフィールドを示します。

[Head-End Routers] > [Netconf Config]
表 18 に、[Head-End Routers] > [Config Properties] ページの [Netconf Client] エリア内のフィールドを示します。

[Head-End Routers] > [Tunnel 1 Config]
表 19 に、[Head-End Routers] > [Config Properties] ページの [Tunnel 1 Config] エリア内のフィールドを示します。

[Head-End Routers] > [Tunnel 2 Config]
表 20 に、[Head-End Routers] > [Config Properties] ページの [Tunnel 2 Config] エリア内のフィールドを示します。

表 17 [Guest OS Properties] のフィールド

フィールド キー 説明

GOS Password – GOS にアクセスするためのパスワード。

DHCPv4 Link for Guest OS Gateway – DHCPc4 ゲートウェイ アドレス。

Guest OS IPv4 Subnet mask – IPv4 サブネット マスク アドレス

Guest OS Gateway IPv6 Address – IPv6 ゲートウェイ アドレスです。

Guest OS IPv6 Subnet Prefix Length – IPv6 サブネットのプレフィックス長。

表 18 [Head-End Routers] > [Netconf Config Client] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Netconf Username netconfUsername 可 HER で Netconf SSH セッションを確立するときに入力する
ユーザ名を指定します。

Netconf Password netconfPassword 可 HER で Netconf SSH セッションを確立するときに入力するパ
スワードを指定します。

表 19 [Head-End Routers] > [Tunnel 1 Config] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

IPsec Tunnel Source 1 ipsecTunnelSrc1 可 IPsec トンネル 1 の送信元インターフェイスまたは 
IP アドレスを指定します。

IPsec Tunnel Dest Addr 1 ipsecTunnelDestAddr1 可 IPsec トンネル 1 の宛先インターフェイスまたは IP 
アドレスを指定します。

GRE Tunnel Source 1 greTunnelSrc1 可 GRE トンネル 1 の送信元インターフェイスまたは IP 
アドレスを指定します。

GRE Tunnel Dest Addr 1 greTunnelDestAddr1 可 GRE トンネル 1 の宛先インターフェイスまたは IP ア
ドレスを指定します。

表 20 [Head-End Routers] > [Tunnel 2 Config Device] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

IPsec Tunnel Source 2 ipsecTunnelSrc2 可 IPsec トンネル 2 の送信元インターフェイスまたは 
IP アドレスを指定します。

IPsec Tunnel Dest Addr 2 ipsecTunnelDestAddr2 可 IPsec トンネル 2 の宛先インターフェイスまたは IP 
アドレスを指定します。
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デバイス プロパティ
インベントリ

表 21 に、[Device Info] ページの [Inventory] エリア内のフィールドを示します。

インベントリの詳細をまとめた [Device Info] ページへのパスの例：[DEVICES] > [Field Devices] > [ROUTERS] > [CGR1000] > 
[EID Name] 

GRE Tunnel Source 2 greTunnelSrc2 可 GRE トンネル 2 の送信元インターフェイスまたは IP 
アドレスを指定します。

GRE Tunnel Dest Addr 2 greTunnelDestAddr2 可 GRE トンネル 2 の宛先インターフェイスまたは IP 
アドレスを指定します。

表 20 [Head-End Routers] > [Tunnel 2 Config Device] のフィールド（続き）

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

表 21 [Inventory] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Config Group configGroup 可 デバイスが属している設定グループの名前。

Device Category deviceCategory 不可 このフィールドは、デバイスのタイプをリスト表示
します。

Device Type deviceType 不可 このフィールドにより、他のすべてのフィールドが
決定され、デバイスの通信方法、および IoT FND での
デバイスの表示方法も決定されます。

Domain Name domainName 可 このデバイスに設定されているドメイン名。

EID eid 不可 デバイス クエリで一意のプライマリ キーとして使用
されるデバイスのプライマリ要素 ID。 

Firmware Group firmwareGroup 可 デバイスが属しているファームウェア グループの
名前。

Firmware Version runningFirmwareVersion 不可 デバイスで実行されているファームウェア バー
ジョン。

Hardware Version vid 不可 デバイスのハードウェア バージョン。

Hypervisor Version hypervisor 不可 （ゲスト OS が稼働している Cisco IOS CGR のみ）
Hypervisor のバージョン。

Hostname hostname 不可 デバイスのホスト名。

IP Address ip 可 デバイスの IP アドレス。トンネル経由の IoT FND 接
続にこのアドレスを使用します。

Labels label 可 デバイスに割り当てられたカスタム ラベル。1 つの
デバイスに複数のラベルを割り当てることができま
す。ラベルは、XML ファイルや CSV ファイルでなく、
UI または API により割り当てられます。

Last Heard lastHeard 不可 デバイスが 後に IoT FND に接続した日時。

Last Metric Heard 該当なし 不可 後のポーリング（定期的な通知）の時刻。 
Last Property Heard 該当なし 不可 ルータのプロパティの 終更新時刻。

Last RPL Tree Update 該当なし 不可 RPL ツリーのポーリング（定期的な通知）の 後の
更新の時刻。 

Location 該当なし 不可 デバイスの緯度と経度。

Manufacturer – 不可 エンドポイント デバイスの製造元。
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デバイス プロパティ
メッシュ リンクの設定

表 22 に、[Routers] > [Config Properties] ページの [Mesh Link Config] エリアのフィールドを示します。

デバイス ヘルス

表 23 [Device Info] ビューの [Device Health] エリア内のフィールドを示します。

メッシュ リンク キー

表 24 に、[Device Info] ビューの [Mesh Link Keys] エリア内のフィールドを示します。

Function cgmesh 不可 メッシュのデバイスの機能。有効な値は、[Range 
Extender] および [Meter] です。

Meter Certificate meterCert 不可 メータ別に報告されるグローバルまたは固有の証
明書。

Meter ID meterId 不可 ME のメータ ID。

Model Number pid 不可 デバイスの製品 ID。

Name name 可 デバイスに割り当てられている固有の名前。

SD Card Password Lock – 可 （CGR のみ）SD カードのパスワード ロックの状態
（on/off）

Serial Number sn 不可 デバイスのシリアル番号。

Status status 不可 デバイスのステータス。

Tunnel Group tunnelGroup 可 デバイスが属しているトンネル グループの名前。

表 21 [Inventory] のフィールド（続き）

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

表 22 [Mesh Link Config] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Mesh Prefix Config meshPrefixConfig 可 サブネット プレフィックス のアドレス。

Mesh Prefix Length Config meshPrefixLengthConfig 可 サブネット プレフィックスのアドレス長。

Mesh PAN ID Config meshPanidConfig 可 サブネットの PAN ID。

Mesh Address Config meshAddressConfig 可 メッシュ リンクの IP アドレス。

Master WPAN Interface masterWpanInterface 可 （デュアル PHY CGR のみ）デバイスがマスターで
あるインターフェイス。

Slave WPAN Interface slaveWpanInterface 可 （デュアル PHY CGR のみ）デバイスがスレーブで
あるインターフェイス。

表 23 [Device Health] のフィールド 

フィールド キー 説明

Uptime uptime 後の起動時からデバイスが実行を継続している時間の長さ（日、時間、分、秒）。システムがネッ
トワークに接続されていない場合は、 [Unknown] が表示されます。

表 24 [Mesh Link Keys] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Key Refresh Time meshKeyRefresh 不可 メッシュ リンク キーが 後にアップロードされた日。

Key Expiration Time meshKeyExpire 可 メッシュ リンク キーの有効期限が切れる日。
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デバイス プロパティ
リンク設定

表 25 [Device Info] ビューの [Link Settings] エリア内のフィールドを示します。

リンク メトリック

表 26 [Device Info] ページの [Link Metrics] エリア内のフィールドを示します。

表 25 [Link Settings] のフィールド

フィールド キー 説明

Firmware Version meshFirmwareVersion Cisco Resilient Mesh エンドポイント（RME）ファームウェアバー
ジョン。

Mesh Interface Active meshActive RME のステータス。

Mesh SSID meshSsid RME ネットワーク ID。

PANID meshPanid サブネットの PAN ID。

Transmit RF Power meshTxPower RME の送信電力（dBm）。

Security Mode meshSecMode RME セキュリティ モード。

Transmit PLC TX Level tx_level dBuV Itron OpenWay RIVA CAM モジュールおよび Itron OpenWay RIVA 
電気デバイス（dBuV）（この u = マイクロです）の PLC レベル

RPL DIO Min meshRplDioMin DODAG 情報オブジェクト（DIO）のトリクル タイマーの Imin を設定
するのに使用される符号なし整数。 

RPL DIO Double meshRplDioDbl DIO トリクル タイマーの Imax を設定するのに使用される符号なし
整数。 

RPL DODAG Lifetime meshRplDodagLifetime 有向非循環グラフ（DAG）としてのすべての下りルートの表示で、デ
フォルトの有効期間（分）を設定するために使用される符号なし整数。 

RPL Version Incr. Time meshRplVersionIncrementTime RPL バージョンの増分期間（分）を指定するために使用される符号な
し整数。

表 26 [Link Metrics] のフィールド

フィールド キー 説明

Active Link Type activeLinkType メーターの 新アクティブ RF または PLC リンクを判別します。

Meter ID meterId メーター ID。

PANID meshPanid エンドポイント PANID。

Mesh Endpoints meshEndpointCount RME の数。

Mesh Link Transmit Speed meshTxSpeed 短い要素固有期間（たとえば 1 時間）で平均した、アップリンク 
ネットワーク インターフェイスでのデータ送信の現在の速度

（ビット/秒）。

Mesh Link Receive Speed meshRxSpeed 短い要素固有期間（たとえば 1 時間）で平均した、アップリンク ネッ
トワーク インターフェイスでのデータ受信の速度（ビット/秒）。

Mesh Link Transmit Packet Drops – アップリンクでドロップされるデータ パケットの数。

Route RPL Hops meshHops 要素が RPL ルーティング ツリーのルートから開始されるホップ数。

Route RPL Link Cost linkCost 要素とそのアップリンク ネイバーとの間のリンクの RPL コスト値。

Route RPL Path Cost pathCost 要素と、ルーティング ツリーのルートとの間の RPL パスのコスト値。

Transmit PLC Level tx_level dBuV PLC および Itron OpenWay RIVA 電気デバイスおよび Itron 
OpenWay RIVA G-W（ガス水道）デバイスのみでサポート（dBuV 内
の u = マイクロです）
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デバイス プロパティ
NAT44 メトリック

表 27 に、[Device Info] ページの [NAT44] エリア内のフィールドを示します。

PLC メッシュ情報

表 28 に、[Device Info] ビューの [PLC Mesh Info] エリア内のフィールドを示します。

表 27 [NAT44 Metrics] のフィールド

フィールド キー 説明

NAT44 Internal Address nat44InternalAddress0 NAT 44 で設定されたデバイスの内部アドレス。

NAT 44 Internal Port nat44InternalPort0 NAT 44 で設定されたデバイスの内部ポート番号。

NAT 44 External Port nat44ExternalPort0 NAT 44 で設定されたデバイスの外部ポート番号。

表 28 [PLC Mesh Info] のフィールド

フィールド キー 説明

Mesh Tone Map Forward Modulation toneMapForwardModulation メッシュ トーン マップのフォワード変調は次のとおり
です。 

 0 = Robo

 1 = DBPSK

 2 = DQPSK

 3 = D8PSK

Mesh Tone Map Forward Map toneMapForward チャネル内の使用可能なサブキャリアの数を示し、2 進
数のオクテット（たとえば、0011 1111）として表示され
ます。1 は固定チャネルを示します。1 の数が多いほど、
チャネルの容量が大きくなります。

Mesh Tone Map Reverse Modulation toneMapRevModulation メッシュ トーン マップのリバース変調は次のとおり
です。

 0 = Robo

 1 = DBPSK 

 2 = DQPSK

 3 = D8PSK

Mesh Tone Map Reverse Map toneMapReverse チャネル内の使用可能なサブキャリアの数を示し、2 進
数のオクテット（たとえば、0011 1111）として表示され
ます。1 は固定チャネルを示します。1 の数が多いほど、
チャネルの容量が大きくなります。リバース マップ情報
と RSSI を組み合わせて固定チャネルを決定します。

Mesh Absolute Phase of Power – 電源のメッシュの絶対位相は、PLC ノードの電流および
電圧波形の相対的位置です。

LMAC Version – PLC モジュール DSP プロセッサにより使用される 
LMAC ファームウェアのバージョン。IEEE P1901.2 
PHY 標準に準拠する PLC 通信に、下位のメディア アク
セス機能を提供します。
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デバイス プロパティ
raw ソケット メトリックおよびセッション

表 29 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [TCP Raw Sockets] エリア内のフィールドを示します。

ルータ バッテリ

表 30 [Device Info] ページの [Router Battery]（バッテリ バックアップ ユニット（BBU））エリア内のフィールドを示します。

表 29 raw ソケット メトリックおよびセッションのビュー

フィールド キー 説明

メトリック

Tx Speed (bps) rawSocketTxSpeedS[portNo] シリアル データのパケット化ストリームの送信速度（ビット/秒）。

Rx Speed (bps) rawSocketRxSpeedS[portNo] シリアル データのパケット化ストリームの受信速度（ビット/秒）。

Tx Speed (fps) rawSocketTxFramesS[portNo] シリアル データのパケット化ストリームの送信速度（フレーム/秒）。

Rx Speed (fps) rawSocketRxFramesS[portNo] シリアル データのパケット化ストリームの受信速度（フレーム/秒）。

セッション

Interface Name – Raw ソケットのカプセル化用に設定されているシリアル インターフェイ
スの名前。

TTY – シリアル インターフェイスに関連付けられているルータ上の非同期シリ
アル回線。

VRF Name – 仮想ルーティングおよびフォワーディング インスタンスの名前。

Socket – 32 の接続のうちの 1 つを特定する番号。

Socket Mode – クライアントまたはサーバ。非同期回線インターフェイスが設定されてい
るモード。

Local IP Address – サーバが接続のために（サーバ ソケット モードで）そこでリッスンするか、
またはクライアントがサーバへの接続を開始するために（クライアント ソ
ケット モードで）バインドする IP アドレス。

Local Port – サーバが接続のために（サーバ ソケット モードで）リッスンするか、または
クライアントがサーバへの接続を開始するために（クライアント ソケット 
モードで）バインドするポート。

Dest. IP Address – リモート TCP raw ソケット サーバの宛先 IP アドレス。

Dest. Port – リモート サーバへの接続のために使用する宛先ポート番号。

Up Time – 接続が確立していた期間。

Idle Time – パケットが送信されなかった期間。

Time Out – 現在設定されているセッション アイドル タイムアウト（分）。

表 30 [Router Battery] デバイス ビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Battery 0 Charge battery0Charge 不可 BBU 0 のバッテリ電圧を表示します。

Battery 0 Level (%) battery0Level 不可 BBU 0 の充電の残量を百分率で表示します。

Battery 0 Remaining Time battery0Runtime 不可 BBU 0 の再充電が必要になるまでの残り時間数。

Battery 0 State battery0State 不可 BBU 0 がそのインストールまたは 後のリセット以降
に動作している期間。

Battery 1 Level (%) battery1Level 不可 BBU 1 の充電の残量を百分率で表示します。

Battery 1 Remaining Time battery1Runtime 不可 BBU 1 の再充電が必要になるまでの残り時間数。
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デバイス プロパティ
ルータの設定

表 31 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [Router Config] エリア内のフィールドを示します。

ルータ クレデンシャル

表 32 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [Router Credentials] エリア内のフィールドを示します。

ルータの DHCP 情報

表 33 に、[Device Info] ページの [DHCP Info] エリア内のフィールドを示します。

Battery 1 State battery1State 不可 BBU 1 がそのインストールまたは 後のリセット以降
に動作している期間。

Battery 2 Level (%) battery2Level 不可 BBU 2 の充電の残量を百分率で表示します。

Battery 2 Remaining Time battery2Runtime 不可 BBU 2 の再充電が必要になるまでの残り時間数。

Battery 2 State battery2State 不可 BBU 2 がそのインストールまたは 後のリセット以降
に動作している期間。

Battery Total Remaining Time batteryRuntime 不可 すべてのバッテリの残りの充電時間の合計。 
Number of BBU numBBU 不可 ルータにインストールされるバッテリ バックアップ ユ

ニット（BBU）の数。ルータは、 大 3 つの BBU（バッテリ 
0、バッテリ 1、バッテリ 2）を受け入れることができます。

Power Source powerSource 不可 ルータの電源：AC または BBU。

表 30 [Router Battery] デバイス ビュー（続き）

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

表 31 [Router Config] デバイス ビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Use GPS Location useGPSLocationConfig 可 内部 GPS モジュールはルータの場所（経度と緯度）を示し
ます。

表 32 [Router Credentials] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Administrator Username – 可 ルートの認証に使用されるユーザ名。

Administrator Password – 可 ルートの認証に使用されるパスワード。 
Master key – 可 デバイスの認証に使用されるマスター キー。

SD Card Password – 不可 SD カードのパスワード保護のステータス。

Token Encryption Key – 可 トークン暗号キー。

CGR Username – 可 CGR のユーザ名セット。

CGR Password – 可 CGR で、関連付けられているユーザ名に対して設定されるパスワード。

表 33 [Router DHCP] のフィールド

フィールド キー 説明

DHCP Unique ID (DUID) – hex 文字列形式の DHCP DUID（0xHHHH など）。
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デバイス プロパティ
ルータの DHCP プロキシの設定

表 34 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [DHCP Proxy Config] エリア内のフィールドを示します。

ルータ ヘルス

表 35 に、[Device Info] ビュー内の [Router Health] のフィールドを示します。

ルータ トンネルの設定

表 36 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [Router Tunnel Config] エリア内のフィールドを示します。

表 34 [DHCP Proxy Config] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

DHCPv4 Link for Loopback Interfaces dhcpV4LoopbackLink 可 ループバック インターフェイスでリー
スを要求するときに、DHCP DISCOVER 
メッセージ内で使用する IPv4 リンク ア
ドレスを意味します。

DHCPv4 Link for Tunnel Interfaces dhcpV4TunnelLink 可 トンネル インターフェイスでリースを
要求するときに、DHCP DISCOVER メッ
セージ内で使用する IPv4 リンク アドレ
スを意味します。

DHCPv6 Link for Loopback Interfaces dhcpV6LoopbackLink 可 ループバック インターフェイスでリー
スを要求するときに、DHCPv6 
Relay-forward メッセージ内で使用する 
IPv6 リンク アドレスを意味します。

DHCPv6 Link for Tunnel Interfaces dhcpV6TunnelLink 可 ルトンネル インターフェイスでリース
を要求するときに、DHCPv6 
Relay-forward メッセージ内で使用する 
IPv6 リンク アドレスを意味します。

表 35 [Router Health] デバイス ビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Uptime uptime 不可 ルータが、 後のリセット以降に起動して動作している期間（秒）を
示します。

Door Status doorStatus 不可 このフィールドのオプションは次のとおりです。

 Open：ルータのドアが開いているとき

 Closed：ルータのドアが閉っているとき

Chassis Temperature chassisTemp 不可 ルータの動作温度を表示します。動作温度が顧客が定義した温度範
囲を超えたときにアラートを表示するよう設定できます。

表 36 [Router Tunnel Config] デバイス ビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Tunnel Config tunnelHerEid 可 ルータがセキュアなトンネル経由で接続している 
HER の EID 番号を表示します。

Common Name of Certificate 
Issuer

不可 証明書発行者の名前を表示します。
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デバイス プロパティ
ルータ トンネル 1 の設定

表 37 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [Router Tunnel 1 Config] エリア内のフィールドを示します。

ルータ トンネル 2 の設定

表 38 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [Router Tunnel 2 Config] エリア内のフィールドを示します。

NMBA NHS IPv4 Address 可 非ブロードキャストマルチアクセス（NBMA）IPv4 
アドレスを表示します。

NMBA NHS IPv6 Address 可 NBMA IPv6 アドレスを表示します。

Use FlexVPN Tunnels 可 FlexVPN トンネル設定を示します。

表 36 [Router Tunnel Config] デバイス ビュー（続き）

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

表 37 [Router Tunnel 1 Config] デバイス ビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Tunnel Source Interface 1 tunnelSrcInterface1 可 WAN 冗長性を提供するために 初のトンネルを作
成するインターフェイスを定義します。

OSPF Area 1 ospfArea1 可 （IPv4 を実行している）ルータがメンバーである 
OSPFv2 Area 1 を定義します。

OSPFv3 Area 1 ospfV3Area1 可 （IPv6 を実行している）ルータがメンバーである 
OSPFv3 Area 1 を定義します。

OSPF Area 2 ospfArea1 可 （IPv4 を実行している）ルータがメンバーである 
OSPFv2 Area 2 を定義します。

OSPFv3 Area 2 ospfV3Area1 可 （IPv6 を実行している）ルータがメンバーである 
OSPFv3 Area 2 を定義します。

IPsec Dest Addr 1 ipsecTunnelDestAddr1 可 IPsec tunnel 1 の宛先 IP アドレスを定義します。

GRE Dest Addr 1 greTunnelDestAddr1 可 GRE tunnel 1 の宛先 IP アドレスを定義します。

表 38 [Router Tunnel 2 Config] デバイス ビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Tunnel Source Interface 2 tunne2SrcInterface1 可 WAN 冗長性を提供するために 2 番目のトンネルを
作成するインターフェイスを定義します。

OSPF Area 2 ospfArea2 可 （IPv4 を実行している）ルータがメンバーである 
OSPFv2 Area 2 を定義します。

OSPFv3 Area 2 ospfV3Area2 可 （IPv6 を実行している）ルータがメンバーである 
OSPFv3 Area 2 を定義します。

IPsec Dest Addr 2 ipsecTunnelDestAddr2 可 IPsec tunnel 2 の宛先 IP アドレスを定義します。

GRE Dest Addr 2 greTunnelDestAddr2 可 GRE tunnel 2 の宛先 IP アドレスを定義します。
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デバイス プロパティ
SCADA メトリック

表 39 に、[Device Info] ページの [SCADA] タブのフィールドを示します。

ユーザ定義のプロパティ

[Routers] > [Config Properties] ページの [User-defined Properties] エリアには、顧客が定義したプロパティが表示されます。

WiFi インターフェイスの設定

表 40 に、[Field Devices] > [Config Properties] ページの [WiFi Interface Config] エリア内のフィールドを示します。

WiMAX の設定

表 41 に、[Device Info] ページの [WiMAX Config] エリア内のフィールドを示します。これらのプロパティは、CGR 1000 の 
Pairwise Key Management（PKM）のユーザ名とパスワードをセットアップするときに使用します。

（注）WiMAX モジュールがインストールされ、実行されている必要があります。プレインストール WiMAX モジュールが付属
している CGR1000 には、WiMAX 設定がプレインストールされています。

表 39 [SCADA Metrics] のビュー

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

Channel Name channel_name 不可 ルータのシリアル ポートと RTU とが通信するチャネルを示します。

Protocol Type protocol 不可 プロトコル変換のタイプを示します。

Messages Sent – 不可 ルータが送信したメッセージの数。

Messages Received – 不可 ルータが受信したメッセージの数。

Timeouts – 不可 接続確立のタイムアウト値を表示します。

Aborts – 不可 中心された接続試行の数を表示します。

Rejections – 不可 IoT FND に拒否された接続試行の数を表示します。

Protocol Errors – 不可 ルータによって生成されたプロトコル エラーの数を表示します。

Link Errors – 不可 ルータによって生成されたリンク エラーの数を表示します。

Address Errors – 不可 ルータによって生成されたアドレス エラーの数を表示します。

Local IP – 不可 ルータのローカル IP アドレスを表示します。

Local Port – 不可 ルータのローカル ポートを表示します。

Remote IP – 不可 ルータのリモート IP アドレスを表示します。

Data Socket – 不可 ルータに設定された raw ソケット サーバを表示します。

表 40 [WiFi Interface Config] のフィールド

フィールド キー 設定可能かどうか 説明

SSID wifiSsid 不可 ルータの WiFi インターフェイスに割り当てられている
サービス セット識別子（SSID）。

Pre-Shared Key type6PasswordMasterKey 不可 ルータに保存されている他の事前共有キーを暗号化するた
めに使用されるキー。
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デバイス プロパティ
.

WiMAX リンク メトリック

表 42 に、[Device Info] ページの [WiMAX Link Health] エリア内のフィールドを示します。

WiMAX リンクの設定

表 43 に、[Device Info] ページの [WiMAX Link Settings] エリア内のフィールドを示します。

表 41 [WiMAX Config] のフィールド

フィールド キー 説明

PkmUsername PkmUsername WiMAX の Pairwise Key Management（PKM）ユーザ名

PkmPassword PkmPassword WiMAX の Pairwise Key Management（PKM）パスワード

表 42 [WiMAX Link Health] のフィールド

フィールド キー 説明

Transmit Speed wimaxTxSpeed 短い要素固有期間（たとえば 1 時間）で平均した、WiMAX アップリンク ネットワーク イン
ターフェイスでのデータ送信の現在の速度（ビット/秒）。

Receive Speed wimaxRxSpeed 短い要素固有期間（たとえば 1 時間）で平均した、WiMAX アップリンク ネットワーク イン
ターフェイスでのデータ受信の現在の速度（ビット/秒）。

RSSI wimaxRssi WiMAX RF アップリンクの測定 RSSI 値（dBm）。

CINR wimaxCinr WiMAX RF アップリンクの測定 CINR 値（dB）。

表 43 W[WiMAX Link Settings] のフィールド

フィールド キー 説明

BSID wimaxBsid WiMAX デバイスに接続されているベース ステーションの ID。

Hardware Address wimaxHardwareAddress WiMAX デバイスのハードウェア アドレス。

Hardware Version wimaxHardwareVersion WiMAX デバイスのハードウェア バージョン。

Microcode Version wimaxMicrocodeVersion WiMAX デバイスのマイクロコード バージョン。

Firmware Version wimaxFirmwareVersion WiMAX デバイスのファームウェア バージョン。

Device Name wimaxDeviceName WiMAX デバイスの名前。

Link State wimaxLinkState WiMAX デバイスのリンク状態。

Frequency wimaxFrequency WiMAX デバイスの周波数。

Bandwidth wimaxBandwidth WiMAX デバイスが使用する帯域幅。
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ファームウェア アップグレードの管理
ここでは、IoT FND におけるファームウェア アップグレードの設定の管理について説明します。具体的な内容は次のとおり
です。

 ルータ ファームウェアのアップデート

 IR809 および IR829 のイメージ差分ファイル

 ゲートウェイ ファームウェアのアップデート

 ファームウェア グループの設定

 ルータ ファームウェア イメージの使用

 CG-OS を実行して Cisco IOS を移行する

 Resilient Mesh エンドポイント ファームウェア イメージの使用

IoT FND を使用して、ルータ（CGR1000、C800、IR800）、AP800 および Cisco Resilient Mesh エンドポイント（RME）で実行さ
れているメーターやレンジ エクステンダなどのファームウェアをアップグレードします。IoT FND は、後で IoT FND および 
IoT-DM ファイル転送を通じてファームウェア グループ内のルータに転送するため、また、IoT FND を使用して RME に転送
するため、ファームウェア バイナリをそのデータベースに保存します。

シスコではファームウェア バンドルを zip ファイルとして提供しています。Cisco IOS では、ソフトウェア バンドルにハイ
パーバイザ、システム イメージ、および IOx イメージ（ゲスト OS、ホスト OS など）が含まれています。 

Cisco CG-OS では、IoT FND により、バンドルに含まれるキックスタートとシステム イメージが自動的に解凍されます。
ファームウェア システム イメージはサイズが大きく（約 130 MB）、キックスタート イメージは約 30 MB です。すべての
ファームウェア バンドルには、マニフェスト ファイルとバンドル内のイメージに関するメタデータが含まれています。アッ
プロード プロセスは一時停止、停止、または再開できます。

ルータ ファームウェアのアップデート
IoT FND では次の 2 ステップでルータ ファームウェアをアップデートします。

1. IoT FND からルータにファームウェア イメージをアップロードします。ファームウェア イメージは、ルータ上の 
flash:/managed/images ディレクトリにアップロードされます。（注）場合によっては、ルータがファームウェア グルー
プに含まれていることがあります。参照先：ファームウェア グループの設定

ファームウェア イメージのサイズが大きいため、インターフェイスの速度によっては、ルータへのアップロードに 30 分
程かかります。

2. デバイスにファームウェアをインストールしてリロードします。 

ファームウェアのインストール中にルータのブート パラメータは新しいイメージ ファイルに従って更新され、 
cg-nms-register cgna プロファイルを有効にした後、ルータはリロードされます。

（注）ファームウェアのインストール プロセスを開始する必要があります。イメージのアップロード後に、プロセスが自動的
に開始されることはIoT FND ありません。
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トンネル プロビジョニングの登録と要求のためにルータが IoT FND に初めてコンタクトすると、IoT FND はルータをデフォ
ルトの工場出荷時の設定（ps-start-config）にロールバックしてから、新しいファームウェア イメージのアップロードとイン
ストールを行います。 

（注）このロールバックには、ps-start-config でブート パラメータを更新し、 新の設定を適用するために 2 回目のリロード
が必要になります。この 2 回目のリロードにより、インストールおよびリロードの操作にさらに 10 ～ 15 分程かかります。

ゲスト OS イメージのアップグレード

CGR の工場出荷時の設定によっては、ゲスト OS（GOS）が VM インスタンス内に存在している場合があります。Cisco IOS の
インストールまたはアップグレードは、[CONFIG] > [Firmware Update] ページでできます（「ルータ ファームウェアのアップ
デート」を参照）。Cisco IOS イメージ バンドルのインストールまたはアップグレードを実行すると、GOS、ハイパーバイザ、
Cisco IOS イメージがすべてアップグレードされます。 

任意の Cisco IOS をインストールまたはアップグレードすると、IoT FND が GOS を検出した際に、初期通信が設定されてい
ることを確認してから、必要な設定を行います。CGR が IP アドレスを提供し、GOS のゲートウェイとして機能するには、
DHCP プールがあり、GigabitEthernet 0/1 インターフェイスが設定されている必要があります。新しい GOS イメージによっ
て既存の設定が上書きされます。IoT FND には、既存のアプリをアップグレードされたゲスト OS に移植する内部バックアッ
プと復元メカニズムがあります（「ゲスト OS の監視」を参照）。 

CGR の設定の詳細については、『Cisco 1000 Series Connected Grid Routers Configuration Guides』を参照してください。

（注）IoT FND が VM に Cisco 以外の OS がインストールされていることを検出すると、ファームウェア バンドルはアップ
ロードされず、シスコ参照 GOS はインストールされません。

WPAN イメージのアップグレード

[CONFIG] > [Firmware Update] ページで、他のイメージのアップグレードと同じように、[Images] サブタブ（左側）と 
[Upload Image] ボタンを使用して、独立した WPAN イメージ（IOS-WPAN-RF、IOS-WPAN-PLC、IOS-WPAN-OFDM、
IOS-WPAN-IXM）を IoT FND にアップロードできます。このプロセスは「統合されていない WPAN ファームウェア アップグ
レード」と呼ばれます。

（注）IOS CGR イメージ オプションと統合された WPAN ファームウェア イメージはまだサポートされています。

また、IOS イメージにバンドルされたイメージから WPAN ファームウェアのみアップグレードしたい場合（たとえば、IOS の
アップグレード時に WPAN ファームウェア アップグレード オプションがオンになっていなかった場合）は、各 WPAN イ
メージのタイプ（IOS-WPAN-RF または IOS-WPAN-PLC）の下に [Install from Router] オプションも提供されます。

詳細なステップについては、ルータ ファームウェア イメージの使用（165 ページ）を参照してください。

アクションの有効期限タイマーの変更

cgnms_preferences.sh スクリプトを使用して、IoT FND データベース内のアクションの有効期限タイマーを設定または取
得することができます。

/opt/cgms
/bin/cgnms_preferences setCgrActionExpirationTimeout 50

有効なオプションは次のとおりです。

 set<pkg>actionExpirationTimeoutMins<value> 

値は次のとおりです。

— <pkg> はプリファレンス パッケージです（set および get の操作に必要）。

— actionExpirationTimeoutMins はプリファレンス キーです（set および get の操作に必要）。

— <value> は分単位の優先値です（set および setCgrActionExpirationTimeout の操作に必要）。

 setCgrActionExpirationTimeout <value> 
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 get<pkg>actionExpirationTimeoutMins 

 getCgrActionExpirationTimeout 

例

次の例では、アクション タイマー値を取得、設定し、現在の値を再度取得し、値を削除し、null 値を取得します。

[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh getCgrActionExpirationTimeout
2013-08-12 22:38:42,004:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS: 
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
5
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh setCgrActionExpirationTimeout 50
2013-08-12 22:38:51,907:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS: 
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
Successfully set the preferences.
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh getCgrActionExpirationTimeout
2013-08-12 22:38:58,591:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS: 
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
50
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh get com.cisco.cgms.elements.ciscocgr 
actionExpirationTimeoutMins
2013-08-12 22:39:12,921:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS: 
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
50
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh set com.cisco.cgms.elements.ciscocgr 
actionExpirationTimeoutMins 15
2013-08-12 22:39:23,594:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS: 
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
Successfully set the preferences.
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh get com.cisco.cgms.elements.ciscocgr 
actionExpirationTimeoutMins
2013-08-12 22:39:29,231:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS: 
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
15

Resilient Mesh エンドポイント ファームウェアのアップデート

IoT FND にファームウェア イメージを RME ファームウェア グループまたはサブネットのメンバーにアップロードするよう
に指示すると、IoT FND はバックグラウンドでそのイメージをグループ メンバーにプッシュして、アップロードの進捗を追跡
し、デバイスがイメージを確実に受け取れるようにします。 

Resilient Mesh エンドポイント（RME）は次の 3 つのファームウェア イメージを保存します。

 アップロードされたイメージ： 後にアップロードされたイメージ

 動作しているイメージ：現在動作しているイメージ

 バックアップ イメージ：動作しているイメージに問題がある場合に、RME のゴールデン（フォールバック）イメージとし
て機能します。

（注） 大 3 つのファームウェアのダウンロードを同時に開始できます。

メッシュ ファームウェアの移行（CG-OS CG4 プラットフォームのみ）

（注）Cisco Resilient Mesh へのメッシュ ファームウェアの移行は、CG-OS バージョン CG4(4) を実行する CGR ではサポー
トされません。

IoT FND では、CGR ファームウェアの旧バージョンを更新して、次の IoT FND North Bound API を使用して Cisco Resilient 
Mesh のネットワークを許可することができます。
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 findEidByIpAddress

 startReprovisionByEidList

 startReprovisionByEidListAbridged

 startReprovisionByGroup

 startReprovisionByGroupAbridged

使用状況の情報については、『North Bound API User Guide for the Cisco IoT Field Network Director, Releases 3.x and 4.x』
を参照してください。 

IR809 および IR829 のイメージ差分ファイル
IR809 および IR829 でネットワークを介して転送されるファイルサイズを削減するために、イメージの一部を送信できます。

[Upload Image] ページで、[type: IOS-IR800] を選択します。

オプションのチェック ボックス（“install patch for IOS and hypervisor from this bundle.”（このバンドルから IOS およびハ
イパーバイザのパッチをインストール））をオンにします。

ゲートウェイ ファームウェアのアップデート
IC3000 ファームウェアのアップデート

[CONFIG] > [FIRMWARE UPDATE] ページで、IC3000 ファームウェア イメージを追加または削除することができます。

そのページの [Images] タブで、[Gateway] アイコンを展開し、IC3000 をクリックして、使用可能な IC3000 イメージのリス
トを表示します。

ファームウェア グループの設定
ここでは、ファームウェア グループの追加、削除、および設定方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 ファームウェア グループの追加

 ファームウェア グループへのデバイスの割り当て

 ファームウェア グループの名前変更

 ファームウェア グループの削除

（注）アップロード操作は、[Resume] ボタンをクリックした場合にのみ開始されます。

ルータまたは RME を IoT FND に追加すると、アプリケーションによってデバイスが対応するデフォルトのファームウェア 
グループ（default-<router> または default-cgmesh）にソートされます。これらのグループを使用して、ファームウェア イ
メージをメンバーのデバイスにアップロードおよびインストールします。ファームウェア グループを追加して、デバイスの
カスタム セットを管理します。ファームウェア グループへのデバイスの割り当ては、手動または一括で行えます。ファーム
ウェア グループを削除する前に、グループ内のすべてのデバイスを別のグループに移動する必要があります。空ではないグ
ループを削除することはできません。

（注）ファームウェア グループを作成するときには、次のガイドラインに従ってください。

 CGR、IR800、および C800 は、ネットワーク上に共存することはできますが、ファームウェア管理では、これらが同じ
ファームウェア グループに属することはできません。 

 IR500 とその他の RME デバイスは、ネットワーク上に共存することはできますが、ファームウェア管理では、これらが同
じグループに属することはできません。
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[CONFIG] > [Firmware Update] ページの [Groups] タブには、さまざまなデバイスのメトリックが表示されます。

IoT FND は、選択したファームウェア グループ内のルータ上のイメージに関するこの情報を表示します。

IoT FND はグループ内のすべてのルータについてこの情報を表示します。

ヒント：[Firmware Update] ページで [Error/Devices] リンク（図 1 には示されていない）をクリックし、フィルタを適用しま
す。選択したデバイス グループのフィルタされていないビューに戻すには、[Clear Filter] をクリックします。

フィールド 説明

Selected Firmware Image グループ メンバーにアップロードされる現在のイメージの zip アーカイブまたはイメージ
の名前。

Current Action 実行されるファームウェア アクションの名前。

Current Status アップロード中のイメージのステータス。次のようなステータスがあります。 

 Image Loading、Upload Paused、Upload Stopped、Upload Finished、Upload 
Stopping、Upload Pausing

 Scheduling Reload、Reload Paused、Reload Stopped、Reload Scheduling Finished、
Reload Stopping、Reload Pausing

 Setting Backup、Backup Paused、Backup Stopped、Backup Finished、Backup 
Stopping、Backup Pausing

Written/Devices グループ内のデバイスの総数のうち、イメージを受け取るまたはイメージをインストール
するデバイスの数を指定します。

たとえば 1/3 は、グループ内の 3 つのデバイスのうち、1 つのデバイスがファームウェア 
イメージを受け取ったことを意味します。

Error/Devices グループ内のデバイスの総数のうち、イメージを受け取るまたはイメージをインストール
するのに失敗したデバイスの数を指定します。たとえば 2/3 は、グループ内の 3 つのデバ
イスのうち、2 つのデバイスがイメージのインストールに失敗したことを意味します。 

ヒント：エラー状態にあるデバイスを表示するには、[Error/Devices] リンク（図 1 の 1）を
クリックします。 

フィールド 説明

Status デバイスのステータス（Up、Down、または Unheard など）。

Name デバイスの EID。 
IP Address デバイスの IP アドレス。

Firmware Version デバイスにインストールされたファームウェア イメージのバージョン。

Activity デバイス アクティビティ。

Update Progress ファームウェア イメージ更新の進捗状況。100% の進捗状況は、イメージのアップロード
が完了したことを示します。

Last Firmware Status Heard 後に確認されたファームウェア ステータス。

Error Message イメージのアップロードに失敗した場合のエラー メッセージ。

Error Details 選択したデバイスのエラーの詳細が表示されます。
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図 1 [Firmware Update] ページ：エラーが発生したデバイスの表示

ファームウェア グループの追加

ファームウェア グループを追加するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] ペインで、[Default-cgr1000]、[Default-c800]、[Default-ir500]、[Default-ir800]、[Default-cgmesh]、
[Default-sbr] のいずれか 1 つを選択します。

4. グループを追加するには、[Groups] ペインの見出しの横にある [+] をクリックします。 

5. [Add Group] ダイアログ ボックスに、ファームウェア グループの名前を入力します。[Device Category] のオプション
は、手順 3 で選択したデバイス タイプによって異なります。 

6. [Add] をクリックします。

新しいグループ ラベルが、[Firmware Groups] ペインの対応するデバイス タイプの下に表示されます。

新しいグループにデバイスを割り当てるには、「ファームウェア グループへのデバイスの割り当て」を参照してください。
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ファームウェア グループへのデバイスの割り当て

ここでは、デバイスの移動について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 他のグループにデバイスを手動で移動する

 他のグループにデバイスを一括で移動する

他のグループにデバイスを手動で移動する

グループに手動でデバイスを移動するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Firmware Groups] ペインで、デバイス タイプに基づいて、目的のファームウェア グループを選択します。

（注）これが ENDPOINT ファームウェア グループの場合は、メイン ペインの上部にある [Devices] タブをクリックし
ます。

4. 移動するデバイスのチェック ボックスをオンにします。

5. [Change Firmware Group] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示されます。

6. [Firmware Group] ドロップダウン メニューから、デバイスの移動先のファームウェア グループを選択するか、新しいグ
ループ名を入力します。

7. [Change Firmware Group] をクリックします。 

8. [Close] をクリックします。
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他のグループにデバイスを一括で移動する

グループ間でデバイスを一括で移動するには、次の手順を実行します。

1. 次の例に示す形式を使用して、移動するデバイスをリストした CSV ファイルまたは XML ファイルを作成します。 

（注）ファイルごとに 1 つのデバイス タイプのみをリストできます。

2. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

3. [Groups] タブをクリックします。

4.（[Groups] タブの上にある）[Assign devices to Firmware Group] ボタンをクリックします。

5. 表示されるウィンドウで [Browse] をクリックして、デバイス リストの CSV ファイルまたは XML ファイルを参照し
ます。 

6. [Group] ドロップダウン メニューから、目的のグループを選択します。

7. [Assign to Group] をクリックします。

IoT FND はファイルにリストされているデバイスを現在のグループから目的のグループに移動します。

8. [Close] をクリックします。

ファームウェア グループの名前変更

ファームウェア グループを名前変更するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Firmware Groups] ペインで、名前変更するファームウェア グループを選択します。

4. グループの上にカーソルを移動し、[Edit Group Name] の鉛筆アイコンをクリックします。

5. [Rename Group] ウィンドウで、新しい名前を入力して [OK] をクリックします。

（注）[Rename Group] フィールド内に無効な文字エントリ（@、#、!、+ など）を入力すると、IoT FND では赤いアラート 
アイコンが表示され、フィールドが赤で強調表示され、[OK] ボタンが無効化されます。

CGR のデバイス タイプ/EID：
eid
CGR1120/k9+JS1
CGR1120/k9+JS2
CGR1120/k9+JS3

EID（メッシュ エンドポイント専用）：

eid
00078108003c1e07
00078108003C210b

EID（IR800 専用）：

eid
ir800

EID（ISR 800 専用）：

eid
C819HGW-S-A-K9+FTX174685V0
C819HGW-S-A-K9+FTX174686V0
C819HGW-S-A-K9+FTX174687V0

EID（IR500 専用）：

eid
da1
da2
da3

EID（IC3000 専用）

eid
IC3000+FOC2219Y47Z
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ファームウェア グループの削除

（注）ファームウェア グループを削除する前に、グループ内のすべてのデバイスを別のグループに移動する必要があります。
空ではないグループを削除することはできません。

ファームウェア グループを削除するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Firmware Groups] ペインで、ファームウェア グループを選択すると、そのグループで使用可能なすべてのファームウェ
ア イメージのリストが右ペインに表示されます。 

4. 削除するファームウェア グループの横にあるボックスをオンにします。

5. エントリの上に表示される [Clear Selection] をクリックします（黄色のバー）。

6. 削除を確定するには [Yes] をクリックします。

7. [OK] をクリックします。

ルータ ファームウェア イメージの使用
ここでは、ルータ ファームウェア イメージを IoT FND に追加する方法と、ルータにイメージをアップロードおよびインス
トールする方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 IoT FND でのファームウェア イメージ ファイルの表示

 IoT FND へのファームウェア イメージの追加

 ルータ グループへのファームウェア イメージのアップロード

 ルータ ファームウェア イメージのアップロードのキャンセル

 ルータ ファームウェア イメージのアップロードの一時停止と再開

 ファームウェア イメージのインストール

 ファームウェア イメージのインストールの停止

 ルータ ファームウェア イメージのインストールの一時停止と再開

IoT FND でのファームウェア イメージ ファイルの表示

[CONFIG] > [Firmware Update] ページの [Images] ペインからファームウェア イメージ情報を表示できます。[ROUTER] 
または [ENDPOINT] を選択し、IoT FND データベース内のこれらのデバイスのすべてのファームウェア イメージを表示し
ます。表示を改善するファームウェア イメージのタイプを選択します（図 2 を参照）。
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図 2 [CONFIG] > [Firmware Update Images] ペイン

IoT FND はリスト内のすべてのイメージに対し、この情報を提供します。

IoT FND へのファームウェア イメージの追加

ファームウェア イメージをデバイスにアップロードしてインストールするには、先にイメージ ファイルを（zip アーカイブと
して）IoT FND に追加する必要があります。IoT FND はイメージを自身のデータベースに保存します。 

（注）イメージ ファイルは解凍しないでください。IoT FND によりファイルが解凍されます。

IoT FND にファームウェア イメージを追加するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Images] タブをクリックします（図 2）。

3. [Images] ペインで、[ROUTER]、[ENDOPOINT] または [GATEWAY]、およびデバイス グループのタイプを選択します。

4. [+] アイコンをクリックすると、ファームウェア イメージの見出しの右側にある画像が選択されます。

5. [Browse] をクリックして、ファームウェア イメージを見つけます。画像を選択し、[Add File] をクリックします。

6. [Upload] をクリックします。

イメージが [Firmware Images] パネルに表示されます（図 2）。

フィールド 説明

Name ファームウェア イメージ バンドルのファイル名。

Version ファームウェア バンドルのバージョン。ファームウェア バージョンのリス
ト方法（昇順と降順）を切り替えるには、矢印アイコンをクリックします。

Hardware ID このイメージをダウンロードできるハードウェア ファミリ。

Size ファームウェア バンドルのサイズ。

Active Download? ファームウェア イメージを使用しているアクティブなファームウェア。

 画像を削除するには、エントリの右端に表示される [Delete] リンクをクリックします。確認のために [Yes] をク
リックします。

ダウンロードが進行中のファームウェア イメージ（[Active Download?] 列が [Yes] になっている）は、削除できま
せん。

 ファームウェア イメージをグループ内のデバイスにアップロードするには、グループ（[CONFIG] > [FIRMWARE 
UPDATE] ページにリストされる [Groups] から）を選択してから、[Upload Image] をクリックします。ルータ グ
ループへのファームウェア イメージのアップロードを参照してください。
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ルータ グループへのファームウェア イメージのアップロード

ファームウェア イメージをルータ ファームウェア グループ メンバーにアップロードすると、IoT FND はバックグラウンド
でそのイメージをグループ メンバーにプッシュして、アップロードの進捗を追跡し、デバイスがイメージを確実に受け取れ
るようにします。

ルータでは、ファームウェア イメージのアップロードおよびインストールには 200 MB の空きディスク領域が必要です。
IoT FND はイメージ ファイルをルータの .../managed/images ディレクトリに保存します。 

（注）ルータにファームウェア イメージのための十分なディスク領域がない場合、IoT FND はルータでディスクのクリーン
アップ プロセスを開始して、新しいイメージをアップロードするのに十分なディスク領域ができるまで、次のファイルを順
次削除します。

 現在実行されていない、または IOS CGR の before-tunnel-config、before-registration-config、express-setup-config、
および factory-config ファイル、CG-OS CGR の golden-config、ps-start-config、express-setup-config、または 
factory-config で参照されていない .../managed/images ディレクトリ内の未使用のファイル

 CG-OS CGR の bootflash ディレクトリの未使用の .gbin ファイルと .bin ファイル

それでも十分な領域が確保できない場合は、ルータの未使用のファイルを手動で削除する必要があります。

ファームウェア イメージをルータ グループ メンバーにアップロードするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] ペインで、更新するルータ ファームウェア グループを選択します。

（注）CGR グループには、Cisco IOS および CG-OS を実行しているデバイスを含めることができます。したがって、Cisco 
IOS ソフトウェア イメージは、Cisco IOS を実行しているデバイス（C5921、IR800、ISR800、CGR1000）にのみアップ
ロードします。CG-OS イメージを受け入れるのは CGR だけです。

IoT FND はルータに適用可能なファームウェア イメージのタイプを表示します。

イメージ タイプ 適用可能なデバイス

ACTD-CGR cgr1000 ゲスト OS を実行している Cisco IOS CGR
CDMA all Cisco IOS CGR、IR800、ISR800
CGOS cgr1000 ゲスト OS を実行している Cisco IOS CGR
ENDPOINT IR500 Cisco IR500

GSM all Cisco IOS CGR、IR800、ISR800
IOS-CGR cgr1000 Cisco IOS CGR（CGR 1240 および CGR 1120） 
IOS-ESR c5921 Cisco 5921 ESR（C5921）
IOS-IOx cgr1000 Cisco IOS CGR (CGR 1240 および CGR 1120) 汎用イメージ

IOS-C800 c800 Cisco 800 シリーズ ISR が接続されたデバイス。

IOS-AP800 ap800 Cisco 800 シリーズ アクセス ポイント。

IOS-IR800 ir800 Cisco 800 シリーズ ISR。
IOS-IR807 ir800 イメージ（Cisco IOS のみ）は、IR800 ファームウェア グループ内の IR807 に

ロードされます。 
IOS-WPAN-IXM ir800 Cisco IR809 のインターフェイスとして動作する場合、LoRaWAN IXM モ

ジュールを使用します。

IOS-WPAN-RF cgr1000 Cisco IOS-CGR

IOS-WPAN-PLC cgr1000 Cisco IOS-CGR
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4. [Upload Image] をクリックして、エントリ パネルを開きます。

5. [Select Type:] ドロップダウン メニューから、使用中のデバイスのファームウェア タイプを選択します。

6. [Select an Image:] ドロップダウン メニューから、アップロードするファームウェア バンドルを選択します。

一部のソフトウェア バンドルでは、次のオプションのうち 1 つまたは複数を選択するオプションもあります（以下に示
すオプションの横に括弧で示されています）。 

— このバンドルからゲスト OS をインストールする（IOS-CGR、IOS-IR800）

— インストール時に LoRaWAN アプリケーション データをクリア（LORAWAN）

— このバンドルから WPAN ファームウェアをインストールする（IOS-CGR）

7. [Upload Image] をクリックします。

8. [OK] をクリックします。

IoT FND によりアップロード プロセスが開始されます。イメージのアップロード後、「ファームウェア イメージのインストー
ル」の説明に従ってイメージをインストールします。

ルータ ファームウェア イメージのアップロードのキャンセル

ファームウェア ルータ グループへのイメージのアップロード プロセスは、いつでも停止できます。アップロードの停止には
数分かかることがあります。イメージのアップロードをキャンセルすると、イメージのアップロード プロセスは、現在実行中
のタスクをすぐに停止して、キューに入っているすべてのタスクをブロックします。

（注）実行中のタスクは完了せず、ファイルの一部がディスクに残り、アップロード操作を完了するまで、ファームウェア グ
ループのステータスは「CANCELING」に設定されます。 

グループへのファームウェア イメージのアップロードを停止するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] ペインで、ファームウェア グループを選択します。

4. [Cancel] をクリックします。

5. [Yes] をクリックします。

ルータ ファームウェア イメージのアップロードの一時停止と再開

ルータ ファームウェア グループへのイメージのアップロード プロセスは、いつでも一時停止・再開することができます。 

（注）イメージのアップロード プロセスは、すぐに停止されることはありません。キューに入っている（ただし実行されていな
い）すべての操作は一時停止されますが、現在実行中のタスクは完了します。ステータスは、アクティブな操作が完了するまで
「PAUSING」に変更されます。

IOT-FND-IC3000 ic3000 Cisco IC3000 ゲートウェイ

IOx-CGR cgr1000-ioxvm Cisco IOS-CGR

IOx-IR800 ir800 Cisco 800 シリーズ ISR。
LMAC lmac ローカル MAC が接続されているデバイス。

LORAWAN lorawan Cisco IR829-GW

イメージ タイプ 適用可能なデバイス
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ファームウェア イメージのアップロードを一時停止するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] ペインで、ファームウェア グループを選択します。

4. [Pause] をクリックします。

アクティブなアップロード操作が完了するまで、[Status] 列に「PAUSING」が表示されます。[Resume] ボタンをクリック
するまで、新しいアップロード操作は開始されません。 

5. [Yes] をクリックします。

アップロード プロセスを再開するには、[Resume] をクリックします。

（注）ファームウェア イメージをデバイスにアップロード中に IoT FND サーバがダウンすると、サーバの起動後に、スケ
ジュール設定されたデバイスのアップロード プロセスが再開されます。IoT FND サーバ クラスタでは、アップロード プロセ
ス時に 1 台のサーバがダウンすると、クラスタ内の別のサーバがプロセスを再開します。

ファームウェア イメージのインストール 
ルータ ファームウェア グループ内のデバイスにイメージをインストールするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] ペインで、ファームウェア グループを選択します。

（注） IoT FND デバイスをファームウェア固有として認識し、適切なイメージを選択したデバイスにアップロードします。 

4. [Images] ペインで、デバイス サブグループ（IOS-CGR、IOS-WPAN-RF、CDMA など）を選択し、これらのデバイス タイプ
に表示を絞り込みます。

上記のステップは、IoT FND がデバイスをファームウェア固有として認識し、システムにより適切なイメージが選択した
デバイスに確実にアップロードされるようにするために必要です。

5. [CONFIG] > [Firmware Update] ページで、[Groups] タブをクリックし、[Firmware Upgrade] タブで [Install Image] をク
リックします。

IoT FND はコマンドを送信して、アップロードされたイメージをインストールして機能するようにします。

6. [Yes] をクリックします。

IoT FND はインストールまたはリロード プロセスを開始します。

（注）イメージのインストール プロセス中に IoT FND を再起動すると、IoT FND は IoT FND がオフラインになる前に実行して
いたファームウェアのインストール操作を再開します。

次の説明に従って、インストール操作を一時停止または停止することができます。

 ファームウェア イメージのインストールの停止 

 ルータ ファームウェア イメージのインストールの一時停止と再開

（注）一部のルータでは、ファームウェア インストール操作がタイムアウトになる場合があります。1 時間以上ルータからの応
答がない場合、IoT FND はエラー メッセージをログに記録します。
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ファームウェア イメージのインストールの停止

ファームウェア イメージのインストールは、いつでも停止できます。イメージのインストールを停止すると、実行中のファー
ムウェア バージョンがそのまま残ります。

（注）インストールを停止すると、キューに入っているすべてのタスクがキャンセルされます。現在実行中のタスクは完了し
ます。

ファームウェア グループ内のデバイスへのファームウェア イメージのインストールを停止するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] をクリックします。

3. [Groups] ペインで、ファームウェア グループを選択します。

4. [Firmware Upgrade] ウィンドウで [Cancel] ボタンをクリックします。

5. [Yes] をクリックしてアクションを確定します。

ルータ ファームウェア イメージのインストールの一時停止と再開

ファームウェア イメージのインストール プロセスは、いつでも一時停止できます。

（注）インストール プロセスを一時停止すると、キューに入っているすべてのタスクが一時停止されます。現在実行中のタス
クは完了します。

ファームウェア グループ内のデバイスへのファームウェア イメージのインストールを一時停止するには、次の手順を実行し
ます。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] ペインで、ファームウェア グループを選択します。

3. [Firmware Upgrade] ウィンドウで [Pause] ボタンをクリックします。

4. [Yes] をクリックしてアクションを確定します。

[Resume] をクリックすると、インストール プロセスを再開できます。

CG-OS を実行して Cisco IOS を移行する
CG-OS から IOS への CGR のアップグレードは、一括でもデバイスごとにでも行えます。移行パッケージは、IoT Field 
Network Director インストール パッケージ内にあり、[Select IOS Image] メニューで使用できます。 

（注）グループ内の CGR がすべて IOS の場合、[Migration to IOS] ボタンは無効化されます。 

はじめる前に

CG-OS CGR を移行する場合、デバイス設定プロパティの CSV ファイルまたは XML ファイルに次の IOS プロパティを含め
ます（デバイス設定プロパティの変更（109 ページ）を参照）。

ブートストラップ プロパティの例 
この例では、移行時にトンネルを維持します。

enable
!
configure terminal
!
!
!
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interface GigabitEthernet2/2
no switchport
ip address 66.66.0.75 255.255.0.0
duplex auto
speed auto
no shut

!
crypto key generate rsa label LDevID modulus 2048
!
hostname IOS-IOT1
!
enable password cisco
!
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local 
!
!
aaa session-id common
clock timezone PDT -8 0
!
!
no ip domain lookup
ip domain name ios.com
ip host nms.sgbu.cisco.com 55.55.0.5
ip host ps.sgbu.cisco.com 55.55.0.8
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
!
!
crypto pki profile enrollment NMS
enrollment url  http://55.55.0.17/certsrv/mscep/mscep.dll
!
crypto pki trustpoint LDevID

enrollment mode ra
enrollment profile NMS
serial-number none
ip-address none
password
fingerprint 1D33B1A88574F11E50F5B758EF217D1D51A7C83F
subject-name CN=mig.ios.com/serialNumber=PID:CGR1240/K9 SN:JAF1712BCAP
revocation-check none
rsakeypair LDevID 2048

!
!
!
license accept end user agreement
license boot module cgr1000 technology-package securityk9
license boot module cgr1000 technology-package datak9
!
!
!
username admin password 0 cisco
username cg-nms-administrator privilege 15 secret Sgbu123!
!
!
do mkdir flash:archive
#await Create directory filename
#send_CR
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!
!
archive

path flash:archive/
maximum 8

!
!
!
no ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http secure-ciphersuite aes-128-cbc-sha aes-256-cbc-sha dhe-aes-128-cbc-sha dhe-aes-256-cbc-sha
ip http secure-client-auth
ip http secure-port 8443
ip http secure-trustpoint LDevID
ip http max-connections 2
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 3
ip http client connection timeout 5
ip http client connection retry 5
ip http client source-interface GigabitEthernet2/2
ip http client secure-ciphersuite aes-128-cbc-sha aes-256-cbc-sha dhe-aes-128-cbc-sha 
dhe-aes-256-cbc-sha
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 66.66.0.8
!
!
privilege exec level 2 dir /recursive
privilege exec level 2 dir
privilege exec level 2 show memory statistics
privilege exec level 2 show memory
privilege exec level 2 show inventory
privilege exec level 2 show platform hypervisor
privilege exec level 2 show platform led summary
privilege exec level 2 show platform led
privilege exec level 2 show processes cpu
privilege exec level 2 show processes
privilege exec level 2 show environment temperature
privilege exec level 2 show environment
privilege exec level 2 show module
privilege exec level 2 show version
privilege exec level 2 show logging
privilege exec level 2 show platform
privilege exec level 2 show
!
!
wsma agent exec

profile exec
!
wsma agent config

profile config
!
!
wsma profile listener exec

transport https path /wsma/exec
!
wsma profile listener config

transport https path /wsma/config
!
cgna profile cg-nms-tunnel

add-command show hosts | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show interfaces | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show ipv6 dhcp | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show ipv6 interface | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show version | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
interval 10
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url https://ps.sgbu.cisco.com:9120/cgna/ios/tunnel
active

!
!
cgna exec-profile CGNA-default-exec-profile

add-command event manager run no_config_replace.tcl flash:/before-tunnel-config cg-nms-tunnel 1 0
interval 1
exec-count 1

!
event manager environment ZTD_SCEP_CGNA_Profile cg-nms-tunnel
event manager environment ZTD_SCEP_LDevID_trustpoint_name LDevID
event manager directory user policy "flash:/managed/scripts"
event manager policy tm_ztd_scep.tcl type system authorization bypass
event manager policy no_config_replace.tcl type system authorization bypass
event manager environment ZTD_SCEP_Enabled TRUE
!
!
do write memory
!
do reload in 005
#await Proceed with reload?
#send_CR
!
crypto pki authenticate LDevID
!
end

（注）CG4(3) からの移行先は、そのデバイスの 小の IOS イメージに限られます。IOS イメージの 小要件については、表 1
（174 ページ）を参照してください。 

CGR IOS イメージを IoT Field Network Director に追加して、移行イメージを CGR にアップロードしてインストールするに
は、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択し、[Migration to IOS] タブをクリックします。

2. [グループ] ペインで、CGOS4(5) ソフトウェアを実行している CGR（または CGR のグループ）を選択します。

3. CGR にアップロードする Cisco IOS ソフトウェア イメージを選択し、[Upload Image]（右ペイン）をクリックします。
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4. [OK] をクリックしてアップロードを開始します。

アップロードの進捗がデバイス リストに表示されます。

5. 次のプロパティ ファイルをアップロードします（適切な『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide, 
Release 4.3』の「Installing Cisco IoT FND」を参照）。

— 『Cisco IoT Field Network Director Installation Guide-Oracle Deployment, Release 4.3.x』

— 『Cisco IoT Field Network Director Post-Installation Guide - Release 4.3.x (High Availability and Tunnel 
Provisioning)』

：

6. [Migrate To IOS] ボタンをクリックします。

7. [Yes] をクリックして確定し、移行プロセスを開始します。

更新の進行状況は、ソフトウェア イメージのアップロード中にパーセンテージで表示されます。アップロードが失敗し
た場合は、ソフトウェア イメージのエラー メッセージとエラーの詳細も表示されます。移行プロセスは、キャンセル、一
時停止、または再開することができます。

ヒント：いずれかのルータがアップグレードに失敗した場合、そのグループで移行を再開します。IoT Field Network 
Director 正常にアップグレードされたルータをスキップします。

移行後のインターフェイス名

IoT Field Network Director は移行時に、さまざまなインターフェイスのメトリックと関連付けられているプロパティを保存
します。表 1 に、CG-OS インターフェイスとメトリックを保存するための対応する IOS インターフェイスのマッピングを示
します。

 config  トンネル プロビジョニング

 ブートストラップ  ランタイム設定

表 1 CG-OS と IOS インターフェイスの移行マッピング

CG-OS インターフェイス 対応する IOS インターフェイス

Wifi2/1 Dot11Radio2/1

Ethernet2/1 GigabitEthernet2/1

Ethernet2/2 GigabitEthernet2/2

Ethernet2/3 FastEthernet2/3

Ethernet2/4 FastEthernet2/4

Ethernet2/5 FastEthernet2/5

Ethernet2/6 FastEthernet2/6

Wpan4/1 Wpan4/1

Serial1/1 Async1/1

Serial1/2 Async1/2

Cellular3/1 Cellular3/1

該当なし GigabitEthernet0/1
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Resilient Mesh エンドポイント ファームウェア イメージの使用
ここでは、ルータ ファームウェア イメージを IoT FND に追加する方法と、Resilient Mesh エンドポイント（RME）にイメージ
をアップロードおよびインストールする方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 Resilient Mesh エンドポイント グループへのファームウェア イメージのアップロード

 メッシュ デバイス ファームウェア イメージのアップロード ログの表示

 メッシュ エンドポイントのファームウェア アップデート情報の表示

（注）IR500 とその他の RME デバイスは、ネットワーク上に共存することはできますが、ファームウェア管理では、これらが同
じグループに属することはできません。

（注）RME デバイスは BL/ブート ローダ イメージのタイプを IoT FND に報告できますが、IoT FND はブート ローダ イメージ
をデバイスにアップロードできません。

Resilient Mesh エンドポイント グループへのファームウェア イメージのアップロード

ファームウェア イメージをメッシュ エンドポイント グループ メンバーにアップロードするには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブ（左側ペイン）をクリックします。

3. 更新するファームウェア グループを選択します。 

4. 右側のパネルで、[Firmware Management] を選択して [Upload Image] ボタンをクリックすると、入力パネルが表示され
ます。

a. [Select Type] ドロップダウン メニューから、使用中のデバイスのファームウェア タイプを選択します。

IoT FND では、これらのイメージ タイプを ENDPOINT デバイスにアップロードできます。

b. [Select an Image] ドロップダウン メニューから、アップロードするファームウェア バンドルを選択します。

c. [Upload Image] をクリックします。

d. 選択したタイプとイメージに基づいて、適切なボックスをオンにします。

— このバンドルからゲスト OS をインストールする

— インストール時に LoRaWAN アプリケーション データをクリアしますか?

— このバンドルから WPAN ファームウェアをインストールする

e. [OK] をクリックします。

イメージ タイプ 説明

RF RFLAN が接続されているデバイス。

PLC 電力線通信デバイス。

BBU バッテリ バックアップがあるデバイス。 
LMAC ローカル MAC が接続されているデバイス。

PLC-RF PLC 無線周波数デバイス。

IOx-IR500 IR500 デバイス。
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IoT FND はイメージを [Firmware Management] ペインのイメージ リストに追加し、バックグラウンドでアップロード 
プロセスを開始します。棒グラフにアップロードの進行状況（完了パーセンテージ）が表示されます。[Subnet]、[PanId]、
または [Group] に基づいて表示内容をフィルタリングできます。

リスト内のすべてのイメージに対し、IoT FND は次の情報を表示します。

1 [Sync membership] ボタン 同一ファームウェア グループ内のグループ メンバーを同
期するには、このボタンをクリックします。

カラム 説明

Image イメージ名。

Uploaded イメージをアップロードしたデバイスの数を指定します。数値をクリックすると、これらのデバ
イスのリストが表示されます。

Running このイメージを実行しているデバイスの数を指定します。数値をクリックすると、これらのデバ
イスのリストが表示されます。

Backup このイメージをバックアップとして使用しているデバイスの数を指定します。数値をクリックす
ると、これらのデバイスのリストが表示されます。

Boot Loader ブート ローダ イメージのバージョンを指定します。

LMAC LMAC イメージのバージョンを指定します。

BBU BBU イメージのバージョンを指定します。

Status アップロード プロセスのステータスを指定します。
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インストール スケジュールの設定

インストール スケジュールを設定するには、次の手順を実行します。

1. [Actions] 見出しの下にある [Schedule Install and Reload] ボタンをクリックします。

2. イメージのインストールとデバイスを再起動する日時を指定します。

3. [Set Reboot Time] をクリックします。

4. [Yes] をクリックします。

メッシュ デバイス ファームウェア イメージのアップロード ログの表示

メッシュ デバイスのファームウェア イメージのアップロード ログを表示するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします（左ペイン）。

3. [Groups] ペインの [Firmware Groups] ヘッダーの下で、[Default-cgmesh] ファームウェア グループを選択します。

4. [Logs] タブ（右側ペイン）をクリックします。

Scheduled Reload スケジュール設定されたリロード時間を指定します。

Actions 次の 2 つのアクションを提供します。

 [Schedule Install and Reload] アイコン：ロードされたイメージの日時のインストールと、
エンドポイントの再起動をスケジュール設定します。

 [Set as Backup] アイコン：イメージをバックアップ イメージとして設定します。

カラム 説明

 選択したイメージをファームウェア イメージ バックアップとして設定するには、[Set as Backup] ボタンをクリッ
クします。

 同じファームウェア グループ内のグループ メンバーを同期するには、[Sync Membership]（1）をクリックします。 

 メンバーのデバイスを表示するには、[Devices] タブをクリックします。

 グループのログ ファイルを表示するには、[Logs] タブをクリックします。
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メッシュ エンドポイントのファームウェア アップデート情報の表示

より見やすくするため、エンドポイント ファームウェア アップデート プロセスからサブネット レベルまでを表示できます。
アップグレード プロセス中、またはファームウェアのアップグレードが完了した後に、メッシュ エンドポイント デバイスの
ファームウェア アップデートの詳細（Subnet、Pan ID または Group ごと）を表またはヒストグラムで表示するには、以下のス
テップに従います。

（注）Subnet および Pan ID の場合、表示されているテキスト ボックスに値を入力する必要があります。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] 見出しの下で、メッシュ デバイス グループ（Default-cgmesh や Default-ir500 など）を選択します。

4. [Firmware Management] タブをクリックします（右ペイン）。

フィールド 説明

（左上のパネル）

[Upload Image] ラジオ ボタン ドロップダウン メニューからソフトウェア イメージ タイプとイメージ タイプを選択
し、[Upload Image] ラジオ ボタンをクリックして、ファームウェアのアップロードを
開始します。
（注）デフォルトでは、画面の下部にリストされているすべてのサブネットがイメージ
のアップロードを受け取ります。

ファームウェアのアップロードからサブネットを除外するには、除外するサブネット
の横のチェック ボックス（1 または 2 など）をオンにします。詳細については、後述す
る PAN ID 定義を参照してください。

Current Status ファームウェア アップロードのステータス（「Image Loading」や「Upload Finished」
など）。

 Image Loading、Upload Paused、Upload Stopped、Upload Finished、Upload 
Stopping、Upload Pausing

 Scheduling Reload、Reload Paused、Reload Stopped、Reload Scheduling 
Finished、Reload Stopping、Reload Pausing

 Setting Backup、Backup Paused、Backup Stopped、Backup Finished、Backup 
Stopping、Backup Pausing

Image ファームウェア イメージ名。

Uploaded/Devices アップデートを受け取るデバイスの総数に対し、ファームウェアのアップデートが正
常に完了した数。

Error/Devices グループ内のデバイスの総数に対し、操作が失敗（エラー）したデバイスの数。
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Not Synced/Devices グループ内のデバイスの総数に対し、ファームウェア グループ メンバーシップの同期
されていないデバイスの数。

（右側のパネル）ヒストグラム

% Completed アップロードの進捗度（パーセンテージ）の視覚ステータス。

Filter by [Subnet]、[Pan ID]、[Group] ごとに結果をフィルタ処理して表示します。

（下のパネル）

All または RF [All] では、[Running]、[Uploaded]、[Backup] のスロット内のすべてのイメージに関す
る情報に加え、グループ内のすべてのデバイス イメージの BBU および PLC 情報（RF 
メッシュ、BBU および PLC がある IR500 WPAN Range Extender および WPAN 
Range Extender）、およびリロードのスケジュールとステータス情報が表示されます。

[RF] では、[Running]、[Uploaded]、[Backup] のスロット内の RF メッシュ イメージに
関する情報と、リロードのスケジュールとステータス情報が表示されます。

Image イメージ ファイル名が表示され、次のステータスに関するファームウェアのアップ
ロードの進捗度のパーセンテージ（0 ～ 100）が提供されます。

 Uploaded、Running、Backup、Bootloader、LMAC、BBU、Status、Sched Reload
Clear filter ラジオ ボタンをクリックすると、選択したファームウェア イメージの更新結果がクリ

アされます。

PAN ID エンドポイント（ノード）のグループのパーソナル エリア ネットワーク ID（PAN ID）を
示します。

新しいファームウェアのアップロードからノードのグループを除外するには、その
ノードのグループの横にある [Pan ID] チェック ボックスを選択してから、[Firmware 
Management] ペインの [Upload Image] ラジオ ボタンを選択する必要があります。

（注）PAN ID の横のチェック ボックスは、ファームウェアのアップロード中には表示
されません。

（注）PAN ID を昇順または降順にソートしたり、PAN ID でフィルタ処理してウィンド
ウに表示する PAN ID を定義することができます。これには列の右側にある下向き矢
印を選択します。そのビューから戻るには、[Clear Filter] を選択します。

（注）サブネット内のすべてのノードのリストを表示するには、[Devices] タブを選択
します。

Subnet Prefix エンドポイントの IPv6 サブネット プレフィックスを示します。特定のサブネット内
のノードをすべて表示するには、[Devices] タブを選択します。

（注）列の右側の下向き矢印を選択して、サブネットの一部（200b:0:0 など）を入力し
て、サブネットでフィルタリングできます。そのビューから戻るには、[Clear Filter] を
選択します。

Nodes in Group グループ内のノードの数。上記のスクリーン ショットでは、グループ内に合計 25 ノー
ドあり、これらが 2 つの異なるサブネットに分割されています（200b:0:0:0:0:0:0:0 に 
8 ノード、200c:0:0:0:0:0:0:0 に 17 ノード）。 

Total in Subnet サブネット内のノードの数。上記のスクリーン ショットでは、サブネットに 19 のノー
ドがあります。

Upload status 合計ノードのうち、新しいファームウェアで正常にアップグレードされたノードの数。

Last message sent 特定の PAN 内の現在のファームウェア アップデート プロセスに関連する 新のメッ
セージが表示されます。

フィールド 説明
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メッシュ デバイスのファームウェア情報の表示

メッシュ デバイスのファームウェア情報を表示するには、次の手順を実行します。

1. [CONFIG] > [Firmware Update] の順に選択します。

2. [Groups] タブをクリックします。

3. [Groups] ペインの [Firmware Groups] ヘッダーの下でメッシュ デバイス グループを選択します。

4. [Devices] タブをクリックします。

グループ内のすべてのデバイスに対し、IoT FND は以下のデバイス情報を表示します。

フィールド 説明

Status デバイスのステータス（Up、Down、Unheard など）。

Name デバイスの EID。 
IP Address デバイスの IP アドレス。

Firmware Version デバイスで実行されているファームウェア イメージのバージョン。

Backup Version バックアップとして使用されているファームウェア イメージのバージョン。

Uploaded Version デバイスにロードされているファームウェア イメージのバージョン。

Boot Loader Version デバイスにロードされているブートローダのバージョン。

LMAC Version ローカル MAC 接続デバイスのバージョン。 
BBU Version デバイスに BBU が存在する場合はその BBU バージョンを表示します。

Member Synced? デバイスがグループ内の他のデバイスと同期しているかどうか。

Activity ファームウェア イメージのアップロード アクティビティ。

Update Progress ファームウェア イメージのアップロードの進捗。アップロードの進捗が 100% になる
と、アップロードが完了したことを示します。

Last Firmware Status Heard 後に確認されたファームウェア ステータス。

Scheduled Reload Time アップロード イメージのリロードの時刻設定。

Error Message イメージのアップロードに失敗した場合のエラー メッセージ。
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この項では、IoT FND システム アクティビティをモニタする方法について説明します。次の項目を取り上げます。

 ダッシュボードの使用

 イベントのモニタリング

 モニタリングの問題

 デバイス グラフの表示

ダッシュボードの使用
IoT FND ダッシュボード（図 1）には、重要なネットワーク メトリックの概要をビジュアルに示すダッシュレットが表示され
ます。[Device] > [Dashboard] をクリックして表示します。

図 1 IoT FND ダッシュボード
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このセクションでは、次のダッシュボードの機能について説明します。

 ダッシュレットのタイプ

 ダッシュレットの位置変更

 ダッシュレットの更新間隔の設定

 ダッシュレットの追加

 ダッシュレットの削除

 ダッシュレット データのエクスポート

1 メニューとサブメニュー タブ

メニューをロールオーバーするとサブメニューが表示され
ます。サブメニューはメイン メニューの下にタブとして表
示されます。

5 ダッシュレット アクション ボタン（左から右）： 

 ダッシュレット ウィンドウの 小化（閉じる）

 ダッシュレットの更新

 データのエクスポート

 フィルタ（一部のページでは使用できません）

 ダッシュレットを閉じる

2 [<user name>] メニュー

 Preferences：ユーザ インターフェイスの表示設定を指
定します。

 ドメインの切り替え

 パスワードを変更します。

 タイム ゾーン

 ログ アウト

6 [Issues] ステータス バー

デバイス（ルータ、ヘッドエンド ルータ、サーバ、エンドポイ
ント）別の問題とその重大度（Critical、Major、Minor）の概要

[Issues] ステータス バーでのデバイス重大度ステータスの
表示

3  ダッシュボードの設定：ページの更新頻度の設定と、
ダッシュボードへのダッシュレットの追加が可能です。

 フィルタ：カスタム フィルタを定義できます。また、
フィルタの期間を定義することもできます。

 ページの更新。

7 折れ線グラフ：ズーム イン、ズーム アウト、すべてのオプ
ションを表示。

折れ線グラフ ダッシュレットを右クリックし、[Zoom In] ま
たは [Zoom Out] を選択して、グラフに表示される日数を変
更します。

既定の表示を表示するには、[View All] を右クリックします。

4 ユーザ定義のグラフ。

一部のユーザ定義のグラフでは、データの表示方法を選択
することができます。オプションは、棒線グラフまたは円グ
ラフです。
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ダッシュレットのタイプ

ダッシュボードには、選択したデバイスについて次の 3 つのタイプのダッシュレットが表示されます。

 円グラフ ダッシュレットには、円グラフでデバイスのプロパティの割合が表示されます。

 線グラフ ダッシュレットには、時間の経過に応じたデバイス数を表示するグラフが表示されます。

ヒント：1 日より長い間隔に設定されているグラフでは、[Device Info] ページ上の対応するフィールドに示されているとおり
の 終データポイントでデータが正確に表示されない場合があります。これは、[Device Info] ページのフィールドを更新する
ためのポーリングよりも少ない頻度でデータ集約が実行されているためです。データがさらに高い頻度で更新されるように、
それらのグラフを 6 時間～ 1 日の間隔に設定してください。1 日より長い間隔でデータのトレンドを表示します。
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 棒グラフは、全体に対するパーセンテージを示します。

ダッシュボード ダッシュレットのカスタマイズ

[Device] > [Dashboard] ページの右上隅で、次のことができます。

 [Dashboard Settings] （cog）ボタンをクリックしてダッシュレットを追加し、すべてのアクティブなダッシュレットの
更新間隔を設定します。

 鉛筆のアイコンをクリックして、デバイスのフィルタを追加または削除します。

 [Refresh] アイコンをクリックして、ダッシュレットを更新します。

個々のダッシュレットでは次のことができます。

 ダッシュ（[-]）アイコンをクリックして、ダッシュレットを 小化します。

 [Refresh] アイコンをクリックして、ダッシュレットを更新します。

 [+] アイコンをクリックして、ダッシュレットからデータ（.csv 形式）をエクスポートします。

 フィルタ アイコン（鉛筆のアイコン）をクリックして、次のことを実行します（オプションはダッシュレットのタイプに
よって異なります）。

— 定義された期間（6 時間、1 日、1 週間、4 週間など）、 新の請求期間、および現在の請求期間を選択するか、自身のカ
スタム期間を定義して、レポート間隔を定義します。

— シリーズ セレクタを定義します。これにより、グラフの各種状態を定義できます。たとえば、[Endpoint Config Group 
Mismatch Over Time] グラフの [Series Selector] のオプションは、[Config Out of Sync] と [Config in Sync] です。
グラフ上のシリーズ セレクタ オプションの名前をクリックすると、データがグラフに表示されたり、表示されなく
なったりすることがあります。選択しなかった場合、グラフ上に薄い色で名前が表示されます。

— テーブルの見出しにあるドロップダウン メニューを使用して、データを昇順または降順で表示したり、追加の見出
しオプション（時間の経過に応じてダウンしているルータなど）を表示したりすることができます。

— [Show] ドロップダウン メニューから値を選択して、グラフに表示するエントリ数を定義します。

— 棒グラフまたは円グラフのいずれかとしてデータを表示します。
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— カスタムの線グラフを定義します。線グラフに表示するデバイスの数を選択します。

— 線グラフに表示するデータを絞り込むシリーズを選択します。

— 線グラフの表示をグループでフィルタリングします。

— フィルタの追加

 [X] をクリックして、ダッシュレットを閉じます。

事前定義ダッシュレット

IoT FND ダッシュボードのダッシュレットの説明を次の表に示します。

ダッシュレット 説明

Config Group Template Mismatch この円グラフは、設定グループ テンプレートが一致または
不一致のデバイス数を示します（グラフはメッシュ エンド
ポイント設定グループにのみ適用）。

Distribution of modulations across meters この線グラフは、メーターにおける変調分布を示します。グ
ラフ化される変調：8PSK、QPSK、BPSK、ROBO、
OFDM600,OFDM200、FSK150、QPSK12.5。

Endpoint Config Group Template Mismatch Over Time この線グラフは、すべての設定グループと、設定されている
時間間隔に同期していない特定の設定グループの、エンド
ポイント数を示します。

Endpoint Firmware Group Membership Mismatch Over Time この線グラフは、すべてのファームウェア グループと、設定
されている時間間隔に同期していない特定のファームウェ
ア グループの、エンドポイント数を示します。 

Endpoint Inventory このエンドポイントの状態には、エンドポイントの割合（お
よび数）が表示されます。たとえば、Unheard と、Up、Down、
および Outage などの他の状態と比較したデバイスの数な
どです。

Endpoint States Over Time この線グラフは、設定されている時間間隔内のエンドポイ
ントの数とその状態を示します。示される状態：Down、
Outage、Unheard、Up、Restored、Unmanaged。

Firmware Group Membership Mismatch この円グラフは、ファームウェア グループが一致しないデ
バイスの数を示します（エンドポイント ファームウェア グ
ループにのみ適用可能）。

Hop Count Distribution この円グラフは、メッシュ デバイスのホップ数分布を示し
ます。

RF and PLC Media Utilization Over Time この円グラフは、ユーザが定義した期間（6 時間、1 日、1 週
間、またはカスタム）における CGR 1000 および IR800 
ルータ上のアクティブ PLC および RF メッシュ デバイスを
要約したものです。

Router Inventory この円グラフは、ルータの数と、全体に対する各状態
（Unheard、Up、Down）のパーセンテージを示します。
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Router States Over Time この線グラフは、設定されている時間間隔内におけるすべ
てのルータの状態を示します。サポートされている状態：
Up、Down、Unmanaged、Unsupported、Unheard 

[Add Filter] ボタンを使用して、次を追跡します。

 特定のルータ（タイプ）

 ルータ設定グループ

 ルータ ファームウェア グループ

Routers With Top Cellular Bandwidth Usage この帯域幅グラフには、定義されたフィルタごとに、EID、イ
ンターフェイス、帯域幅使用率、およびルータの帯域幅使用
率（バイト単位）など、上位 n 個のルータに関する情報が表
示されます。フィルタは、表示される可能性のある期間
（6 時間、1 日、4 週間、カスタム、 新の請求期間）を定義し
ます。フィルタを定義するには、鉛筆アイコンをクリックし
ます。

（注）次のページで、[Last Billing Period] オプションの 
[Monthly Cellular Billing Period Start Day] を定義する必要
があります（[Admin] > [System Management] > [Server 
Settings] > [Billing Period Settings]）。

Routers With Top Ethernet Bandwidth Usage この帯域幅グラフには、定義されたフィルタごとのルータ
の EID、インターフェイス、帯域幅使用率、および使用中の帯
域幅（ギガバイト単位）など、上位 n 個のルータに関する情
報が表示されます。フィルタは、表示される可能性のある期
間（6 時間、1 日、4 週間、カスタム、 新の請求期間）を定義
します。フィルタを定義するには、鉛筆アイコンをクリック
します。

（注）次のページで、[Last Billing Period] オプションの 
[Monthly Ethernet Billing Period Start Day] を定義する必
要があります（[Admin] > [System Management] > 
[Server Settings] > [Billing Period Settings]）。

Routers With Least Cellular RSSI このダッシュレットは、 後のポーリングで 低の RSSI 値
を示したルータのグラフを表示します。これは信号強度の
品質と、各セルラー インターフェイスを示します。このグラ
フは、ルータのセルラー チャネル状態を測定するために使
用します。

Service Providers with Maximum Down Routers for Cellular 1 このダッシュレットは、サービス プロバイダー名、その関連
セル ID（入手可能な場合）、その関連ルータ合計数、ダウンし
ているルータの数、時間の経過に応じてダウンしている
ルータを示すスパーク線を示します（下記のヒントに従っ
てオプションを選択した場合）。

このダッシュレットは、シングル モデム ルータのデバイス 
タイプ CGR1000、C800 および IR800 におけるダウンして
いるルータの集約された 大数を表示します。

ヒント：カーソルを任意の列の見出しの上に移動すると、時
間の経過に応じてダウンしているルータが昇順または降順
で一覧表示されます。

ダッシュレット 説明
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ダッシュレットの位置変更

グラフを各自の好みに応じて配置して表示するようにダッシュボードを設定できます。

 グラフのタイトル バーをクリックして、好みの位置にドラッグします。 

 ページからグラフを削除するには、グラフ内の（[x]）をクリックします。

 ダッシュレットを折りたたんでタイトル バー（[Endoint Inventory] など）だけを表示するには、[Minimize] ボタン（[-]）を
クリックします。 

 ダッシュレットを更新するには、[Refresh] ボタンをクリックします。

ダッシュレットの更新間隔の設定

ダッシュレットの更新間隔を設定するには、次の手順を実行します。

1. [DEVICES] > [Dashboard] を選択します。

2. ダッシュボードの [Settings] ボタン（cog アイコン）をクリックします。

3. [Set Refresh Interval] をクリックします。

Service Providers with Maximum Down Routers for Cellular 2 このダッシュレットは、サービス プロバイダー名、その関連
セル ID（入手可能な場合）、その関連ルータ合計数、ダウンし
ているルータの数、時間の経過に応じてダウンしている
ルータを示すスパーク線を示します（下記のヒントに従っ
てオプションを選択した場合）。

このダッシュレットは、デュアル モデム ルータのデバイス 
タイプ CGR1000、C800 および IR800 におけるダウンして
いるルータの集約された 大数を表示します。

ヒント：カーソルを任意の列の見出しの上に移動すると、リ
ストの値を昇順または降順で表示するか、または時間の経
過に応じてダウンしているルータの列を表示することがで
きます。

ダッシュレット 説明
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4. ドロップダウン メニューから、更新間隔を選択します。

5. 終了したら、[Dashboard Settings] ダイアログボックスを閉じます。

ダッシュレットの追加

ダッシュボードにダッシュレットを追加するには、次の手順を実行します。

1. [DEVICES] > [Dashboard] を選択します。

2. ページ右上隅にある [Settings] ボタン（cog アイコン）をクリックします。

3. [Add Dashlets (+)]をクリックします。

（注）すべてのダッシュレットがダッシュボード上に表示されている場合は、このダイアログ ボックスに表示されるダッ
シュレットはありません。

4. 一覧表示されたダッシュレットをダッシュボードに追加するには、ダッシュレットの名前を選択します。

5. 操作が完了したら、パネルの右上隅にある [x] をクリックして、[Dashboard Settings] ダイアログボックスを閉じます。

ダッシュレットの削除

ダッシュボードからダッシュレットを削除するには、次の手順を実行します。

1. [DEVICES] > [Dashboard] を選択します。

2. パネルの右上隅にある [x] をクリックして、ダッシュレットを閉じます。

詳細を表示するための円グラフの使用

コールアウトとそのセグメントの情報を表示するには、円グラフの任意のセグメントにマウスをロール オーバーします。 

[Router Inventory] と [Mesh Endpoint Inventory] 円グラフをクリックして、リスト ビューにデバイスを表示します。

ダッシュレットの時間プロパティの設定

線グラフ ダッシュレットのデータ収集の時間間隔を指定するには、タイトル バーの間隔アイコン（）をクリックして、ダッ
シュレットの [6h]、[1d]、[1w]、[4w]、または [Custom] ボタンをクリックします。[6h] ボタンは、データ収集時間間隔を直近の 
6 時間に設定します。[1d] ボタンは、時間間隔を直近の 24 時間に設定します。

1. [Custom] をクリックします。 

2. 表示されるウィンドウで [From] フィールドと [To] フィールドを使用して期間を選択します。[OK] をクリックします。
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ダッシュレットの折りたたみ

ダッシュレット ウィンドウを非表示にするには、ウィンドウの右上にある 小化アイコン（[-]）をクリックします。

シリーズ セレクタの使用

線グラフをデバイスのステータス別に表示されるように調整するには、シリーズ セレクタを使用します。デバイスのオプ
ションは、次のとおりです。

 ルータ：Down、Outage、Unsupported、Unheard、および Up

 メッシュ エンドポイント設定グループ：Config Out of Sync、Config In Sync

 メッシュ エンドポイント ファームウェア グループ：Membership Out of Sync、Membership In Sync

 メッシュ エンドポイント ステータス：Down、Outage、Unheard、Up

シリーズ セレクタを使用するには、次の手順を実行します。

1. [Series Selector] をクリックします。

2. [Series Selector] ダイアログ ボックスで、グラフに表示するデータ シリーズのチェックボックスをオンにします。

3. [Close] をクリックします。

フィルタの使用

表示されている線グラフをグループ別に表示されるように調整するには、フィルタを使用します。適用されたフィルタが、
ダッシュレットのタイトルの後に表示されます。 

フィルタを使用するには、次のようにします。

1. パネルの右上隅にある間隔アイコン（鉛筆）をクリックして、グラフに 2 つのフィルタリング パラメータを表示します。
このパラメータは、期間（6hなど）とコンポーネント（Endpoint Configuration Groups、Mesh Endpoints（MEs） など）です。

2. 期間をクリックします。
189



モニタリング システム アクティビティ

  
3. 初のドロップダウン メニューから、グループ タイプを選択します。

4. 3 番目のドロップダウン メニューから、グループを選択します。

5. [Apply] をクリックします。

鉛筆型アイコンは緑色であり、フィルタはそれが適用されるダッシュレット名の横に表示されます。

（注）[Remove Filter] ボタンをクリックし、フィルタを削除して、フィルタ オプションを閉じます。

ダッシュレット データのエクスポート

ダッシュレット データは .csv ファイルにエクスポートできます。 

ダッシュレット データをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 目的のダッシュレットで、エクスポート ボタン（[+]）をクリックします。

ブラウザのダウンロード セッションが開始されます。 

2. デフォルトのダウンロード ディレクトリに移動して、エクスポート ファイルを表示します。

このファイル名は、先頭が語「export-」であり、ダッシュレット名が含まれます（たとえば、
export-Node_State_Over_Time_chart-1392746225010.csv）。

イベントのモニタリング
この項では、イベントの概要と、イベントの検索およびソートの方法を説明します。次の内容について説明します。

 イベントの表示

 重大度レベル別のフィルタリング

 高度なイベント検索
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 イベントのソート

 イベント名での検索

 ラベルによる検索

イベントの表示

図 2 に示すように、[Events] ページ（[OPERATIONS] > [Events]）には、 IoT FND が追跡するデバイスのすべてのイベントがリ
ストされます。すべてのイベントは、IoT FND データベース サーバに保存されます。

図 2 [Operation] > [Events] ページ

デフォルトでは、[Operation] > [Events] ページには、時系列でのイベントのビジュアル表示であるイベント グラフが表示さ
れます。ただし、IoT FND サーバが管理するデバイス数によっては、このページはタイムアウトする可能性があります（特にシ
ステムの負荷が限界に達している場合）。その場合、[Preferences] ウィンドウを、[username] > [Preferences]（右上）を選択し
て開き、[Events] ページのグラフと要約アカウントの表示のためのチェック ボックスをオフにし、[Apply] をクリックします。

 このページに表示されるイベント データの量を制限するには、[Filter] ドロップダウン メニュー（左側ペインの上部）を使
用します。たとえば、過去 24 時間のイベントを過去 30 日と比較して表示したり、過去の 7 日間のうちの特定の日のイベ
ントを表示したりできます。

 イベント データが 14 秒ごとに更新されるように自動更新を有効にするには、[Refresh] ボタンの横のチェック ボックス
をオンにします。イベント データを即時に更新するには、[Refresh] ボタンまたは更新アイコンをクリックします。

（注） [Events] ページに表示されるイベント データの量は、イベントのデータ保持設定（[ADMIN] > [System 
Management] > [Data Retention]）により制限されます。
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[All Events] ペインのフィルタ

イベント タイプのみを表示するには、[All Events] ペインでプリセット フィルタを使用します。 

デバイスのイベント

左側ペインで、IoT FND は次のデバイスのイベントを追跡します。

 ルータ

 エンドポイント

 ヘッドエンド デバイス

 CG メッシュ デバイス

 NMS サーバ

 データベース サーバ

イベントの重大度レベル

左側ペインで、特定の重大度レベルのデバイスが表示されるようにリスト ビューをフィルタリングするには、イベント重大
度レベルを選択します。

 Critical（重大）

 Major（やや重大）

 Minor（比較的重大でない）

 Info（通知）

各イベント タイプには、プリセットの重大度レベルがあります。たとえば、Router Down イベントは、Major 重大度レベルの
イベントです。

デバイス別のプリセット イベント

IoT FND には、追跡する各デバイスの報告に使用する、イベントのプリセット リストがあります。これらのイベントのリスト
は、[Events] ページの左側ペインに示される各デバイスの下にまとめられています。たとえば、左側ペインで、[Routers] の横
の表示/非表示アイコン（ ）をクリックすると、ルータのすべてのイベントのリストが展開されます。 

重大度レベル別のフィルタリング

重大度レベルでフィルタリングするには、鉛筆のアイコンをクリックします。

1. [OPERATIONS] > [Events] を選択します。

2. [SEVERITY] 表示/非表示矢印をクリックします（左ペイン）。

（注）発生した重大度レベル（CRITICAL、MAJOR、MINOR、または INFO）のみが、重大度見出しの下の左側のペインに表示
されます。

3. 重大度レベルをクリックすると、その重大度レベルのすべてのイベントが [Events] ペイン（右ペイン）に表示されます。
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高度なイベント検索

イベントの検索にフィルタを使用するには、次の手順に従います。

1. [OPERATIONS] > [Events] を選択します。

2. [All Events]（左側ペイン）の下で、イベント カテゴリを選択して検索を絞り込みます。

3. 主要ペインの上部にある [Show Filter] リンクをクリックします。 

4. フィルタ ドロップダウン メニューとフィールドを使用して、検索基準を指定します。

5. 正符号ボタン [+] をクリックして、検索文字列を [Search] フィールドに追加します。

必要に応じて、検索文字列を [Search] フィールドに追加するプロセスを繰り返します。

6. [Search Events] をクリックするか、または Enter を押します。

[Events] ペインに、検索結果が表示されます。

次の例に示すように、検索文字列を手動で追加することもできます。

 イベントを名前（EID）でフィルタリングするには、次の文字列を [Search Events] フィールドに入力します。これは
図 2 に示します。 
Name: router eid string.

名前別イベント検索フィルタ

（注）このフィルタでのアスタリスク（*）ワイルド カードの使用に注意してください。

 イベントの時間帯でフィルタリングするには、次の文字列を [Search Events] フィールドに入力します。これは下
記のグラフに示します。

eventTimeoperator“YYYY-MM-DD HH:MM:SS:SSS”

サポートされる演算子は、<、>、>=、<=、: です。

（注）eventTime と演算子の間にはスペースを入力しないでください。
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イベントのソート

イベントを昇順または降順でソートするには、任意のカラムにマウスをロール オーバーし、見出しドロップダウン メニュー
から該当するオプションを選択します。 

イベント名での検索

イベント名（たとえば、バッテリ残量低下）で検索するには、次のようにします。

1. [OPERATIONS] > [Events] を選択します。

2. 左側ペインで、デバイス タイプをクリックします。

3. 右ペイン上部の [Show Filter] リンクをクリックして、検索フィールドを表示します。

4. 左側のドロップダウン メニューから、[Event Name] を選択します。

5. 右側のドロップダウン メニューの選択肢からイベント名を選択します。

6. 右側の正符号ボタン [+] をクリックして、フィルタを [Search Events] フィールドに追加します。

フィルタ構文が [Search Events] フィールドに表示されます。

7. [Search Events] ボタン（虫眼鏡のアイコン）をクリックします。

[Events] ペインに、検索結果が表示されます。

ラベルによる検索

[Field Devices] にタグ付けされたラベル名に基づいて、イベントを検索およびフィルタリングできます。

1. [OPERATIONS] > [Events] を選択します。

2. 左ペインで、[All Events] をクリックします。

3. 右ペインの上部の [Show Filter] リンクをクリックします。

4. 左側のドロップダウン メニューから、[Label] を選択します。
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5. 右側のドロップダウン メニューの選択肢からイベント名を選択するか、または独自に作成します。

6. 右側の正符号ボタン [+] をクリックして、フィルタを [Search Events] フィールドに追加します。

フィルタ構文が [Search Events] フィールドに表示されます。

7. [Search Events] ボタン（虫眼鏡のアイコン）をクリックします。

[Events] ペインに、検索結果が表示されます。

イベントのエクスポート 
イベントを CSV ファイルにエクスポートして、イベントの重大度、時間、名前、およびイベント説明のデバイスごとのログと
して調べることができます。

イベントをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. [OPERATIONS] > [Events] を選択します。

2. 左側ペインで、目的の重大度レベルまたはデバイス タイプをクリックします。

3. [Export] ボタンをクリックします（[+]）。

ブラウザのダウンロード セッションが開始されます。 

4. デフォルトのダウンロード ディレクトリに移動して、CSV ファイルにアクセスします。

報告されたイベント

表 1 は、IoT FND 3.1.x 以降で報告されたイベントをリストしています。詳細には、イベント重大度（Critical、Major、Minor、
Information）およびそれらのイベントが報告されたデバイスが含まれます。

表 1 報告されたイベント

イベント デバイス 重大度

CRITICAL イベント

Certificate Expired AP800、CGR1000、C800、FND、IR800 Critical

DB FRA Space Critically Low データベース Critical

DB Table Space Critically Low データベース Critical

Invalid CSMP Signature CGMESH、IR500 Critical

Outage セルラー、CGMESH、IR500 Critical

RPL Tree Size Critical CGR1000 Critical

SD Card Removal Alarm CGR1000 Critical

MAJOR イベント

AAA Failure C800、CGR1000、IR800 Major

ACT2L Failure C800、CGR1000、IR800 Major

Archive Log Mode Disabled データベース Major

Battery Failure CGR1000 Major

Battery Low CGR1000、IR500 Major

BBU Configuration Failed IR500 Major

BBU Firmware Download Failed IR500 Major
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BBU Firmware Mismatch Found CGR1000 Major

BBU Firmware Upgrade Failed IR500 Major

BBU Lock Out IR500 Major

BBU Power Off IR500 Major

Block Mesh Device Operation Failed CGR1000 Major

Certificate Expiration AP800、C800、CGR1000、FND、IR800 Major

DB FRA Space Very Low データベース Major

Default Route Lost CGMESH、IR500 Major

Device Unknown FND Major

Door Open C800、CGR1000、IR800、LORA Major

Dot1X Authentication Failure CGR1000 Major

Dot1X Authentication Flood C800、CGR1000、IR800 Major

Down AP800、ASR、C800、セルラー、CGMESH、CGR1000、
データベース、FND、IR500、IR800、ISR3900、LORA

Major

Element Configuration Failed C800、CGR1000、IR800 Major

High CPU Usage LORA Major

High Flash Usage LORA Major

High Temperature LORA Major

HSM Down FND Major

Interface Down ASR、ISR3900 Major

Linecard Failure C800、CGR1000、IR800 Major

Line Power Failure C800、CGR1000、IR800 Major

Link Down IR500 Major

Low Flash Space C800、CGR1000、IR800 Major

Low Memory/Memory Low C800、CGR1000、FND、IR800 
LORA（メモリ不足）

Major

Low Temperature LORA Major

Mesh Connectivity Lost/ Node 
Connectivity Lost

CGMESH、IR500 Major

Mesh Link Key Timeout/ Node Link 
Key Timeout

CGMESH、IR500 Major

Metric Retrieval Failure ASR、C800、CGR1000、IR800、ISR3900 Major

Modem Temperature Cold Alarm C800、CGR1000、IR800 Major

Modem Temperature Warm Alarm C800、CGR1000、IR800 Major

Node Connectivity Lost CGMESH、IR500 Major

Node Link Key Timeout CGMESH、IR500 Major

Packet Forwarder Usage High LORA Major

Port Down AP800、C800、CGR1000、IR800 Major

Port Failure AP800、C800、CGR1000、IR800 Major

Refresh Router Mesh Key Failure CGR1000 Major

RPL Tree Size Warning CGR1000 Major

表 1 報告されたイベント（続き）

イベント デバイス 重大度
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Software Crash C800、CGR1000、IR800 Major

SSM Down FND Major

System Software Inconsistent C800、CGR1000、IR800 Major

Temperature Major Alarm C800、CGR1000、IR800 Major

Time Mismatch CGMESH、IR500 Major

Tunnel Down C800、CGR1000、IR800 Major

Tunnel Provisioning Failure C800、CGR1000、IR800 Major

Unknown WPAN Change CGMESH、IR500 Major

MINOR イベント

DB FRA Space Low データベース Minor

Dot1X Re-authentication CGMESH、IR500 Minor

Temperature Minor Alarm C800、CGR1000、IR800 Minor

Temperature Low Minor Alarm C800、CGR1000、IR800 Minor

RPL Tree Reset CGR1000 Minor

INFORMATION イベント

Archive Log Mode Enabled データベース Information

Battery Normal CGR1000 Information

Battery Power CGR1000 Information

BBU Firmware Download Passed CGR1000 Information

Certificate Expiration Recovery AP800、C800、CGR1000、FND、IR800 Information

Cold Boot AP800、C800、CGMESH、CGR1000、IR500、IR800 Information

Configuration is Pushed FND Information

Configuration Rollback AP800、C800、CGR1000、IR800 Information

DB FRA Space Normal データベース Information

DB Table Space Normal データベース Information

Device Added セルラー、C800、CGMESH、CGR1000、IR500、IR800 Information

Device Location Changed C800、CGR1000、IR800 Information

Device Removed セルラー、C800、CGMESH、CGR1000、IR500、IR800 Information

Door Close C800、CGR1000、IR800、LORA Information

Dot11 Deauthenticate Send C800、CGR1000、IR800 Information

Dot11 Disassociate Send C800、CGR1000、IR800 Information

Dot11 Authentication Failed C800、CGR1000、IR800 Information

Hardware Insertion C800、CGR1000、IR800 Information

Hardware Removal C800、CGR1000、IR800 Information

High CPU Usage Recovery LORA Information

High Flash Usage Recovery LORA Information

High Temperature Recovery LORA Information

HSM Up FND Information

表 1 報告されたイベント（続き）

イベント デバイス 重大度
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Interface Up ASR、ISR3900 Information

Line Power C800、CGR1000、IR800 Information

Line Power Restored C800、CGR1000、IR800 Information

Link Up IR500 Information

Low Flash Space OK C800、CGR1000、IR800 Information

Low Memory OK/Low Memory 
Recovery

C800、CGR1000、IR800、LORA（低メモリ リカバリ） Information

Manual Close ASR、セルラー、C800、CGMESH、CGR1000、IR500、
IR800、ISR3900

Information

Major RPL Tree Size Warning OK CGR1000 Information

Manual NMS Address Change CGMESH、IR500 Information

Manual Re-Registration CGMESH、IR500 Information

Mesh Certificate Change/ Node 
Certificate Change

CGMESH、IR500 Information

Mesh Module Firmware Upgrade has 
been successful

CGR1000 Information

Migrated To Better PAN CGMESH、IR500 Information

Modem Status Changed LORA Information

Modem Temperature Cold Alarm 
Recovery

C800、CGR1000、IR800 Information

Modem Temperature Warm Alarm 
Recovery

C800、CGR1000、IR800 Information

NMS Address Change CGMESH、IR500 Information

NMS Returned Error CGMESH、IR500 Information

Node Certificate Change CGMESH、IR500 Information

Packet Forwarded High Usage 
Recovery

LORA Information

Packet Forwarder Status LORA Information

Packet Forwarded High Usage 
Recovery

LORA Information

Port Up AP800、C800、CGR1000、IR800 Information

Power Source OK C800、CGR1000、IR800 Information

Power Source Warning C800、CGR1000、IR800 Information

Registered ASR、ISR3900 Information

Registration Failure AP800、Cellular、C800、CGR1000、IR800、LORA Information

Registration Request AP800、C800、CGR1000、IR800、LORA Information

Registration Success AP800、Cellular、C800、CGR1000、IR800、LORA Information

Rejoined With New IP Address CGMESH、IR500 Information

Restoration セルラー、CGMESH、IR500 Information

Restoration Registration CGMESH、IR500 Information

RPL Tree Size Critical OK CGR1000 Information

表 1 報告されたイベント（続き）

イベント デバイス 重大度
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モニタリングの問題
この項では、IoT FND の問題の概要と、問題の検索およびクローズの方法を説明します。次の内容について説明します。

 問題の表示

 [Issues] ステータス バーでのデバイス重大度ステータスの表示

 問題へのメモの追加

 事前定義フィルタを使用した問題の検索

 カスタム フィルタを使用した問題の検索

 問題のクローズ

問題の表示

IoT FND は、問題をモニタするためのさまざまな方法を提供しています。

 [OPERATIONS] > [Issues] ページ（図 3）には、ネットワークのヘルスのスナップショットが表示され、ネットワーク内で
アクティブであるメジャーおよび重大のイベントのみが強調表示されます。 

 [Issues] ステータス バー（図 4）は、ブラウザ ウィンドウのフッターに表示され、選択したデバイスについて重大度別にす
べての問題数を示します。 

Rule Event ASR、C800、CGMESH、CGR1000、データベース、FND、
IR500、IR800、ISR3900

Information

SSM Up FND Information

Temperature Low Recovery LORA Information

Temperature Low Minor Alarm 
Recovery

C800、CGR1000、IR800 Information

Temperature Major Recovery C800、CGR1000、IR800 Information

Temperature Low Major Alarm 
Recovery

C800、CGR1000、IR800 Information

Temperature Minor Recovery C800、CGR1000、IR800 Information

Time Mismatch Resolved CGMESH、IR500 Information

Tunnel Provisioning Request C800、CGR1000、IR800 Information

Tunnel Provisioning Success C800、CGR1000、IR800 Information

Tunnel Up C800、CGR1000、IR800 Information

Unknown Event AP800、ASR、C800、セルラー、CGMESH、CGR1000、
データベース、FND、IR500、IR800、ISR3900、LORA

Information

Unknown Registration Reason CGMESH、IR500 Information

Unsupported AP800、C800、CGR1000、IR800、LORA Information

Up AP800、ASR、C800、セルラー、CGMESH、CGR1000、
データベース、FND、IR500、IR800、ISR3900、LORA

Information

Warm Start IR500 Information

WPAN Watchdog Reload CGR1000 Information

表 1 報告されたイベント（続き）

イベント デバイス 重大度
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図 3 [OPERATIONS] > [Issues] ページ

[Issues] ページには、管理者によるクイック レビューと解決のために、未解決のネットワーク イベントの簡易サブセットが
表示されます。問題は、関連イベントが解決される（そして IoT FND が解決イベントを生成する）か、または管理者が手動でイ
ベントを閉じるかのいずれかまでは、未解決のままです。 

同じイベントについて複数の項目が報告される場合は、1 つの問題のみが記録されます。各問題には、それに関連付けられた
カウンタがあります。関連イベントがクローズされると、カウンタは 1 だけ減分されます。未解決のまたはクローズされたす
べての問題には、関連イベントがあります。

（注）[Issues] ページに表示されるクローズされた問題データの量は、[Keep Closed Issues for] データ保持設定（[Admin] > 
[System Management] > [Data Retention]）により制限されます。これは問題がクローズされた時刻に基づいて決まります。
問題が閉じられた時刻は、その問題の [Last Update Time] として表示されます。

[Issues] ステータス バーでのデバイス重大度ステータスの表示

選択したデバイスについて重大度別にリストされた問題の集計は、ブラウザ ウィンドウ フレームの右下にある [Issues] ス
テータス バーに表示されます（図 4）。[User Preferences] の [Issues] ステータス バーに表示される問題に対して、デバイス 
タイプを設定できます。 

図 4 [Issues] ステータス バー

[Issues] ステータス バーをクリックすると、[Issues Summary] ペインが表示されます（図 5）。それには、選択したデバイス カ
テゴリ別にリストされた問題が表示されます。[Issues Summary] ペインのカウント リンクをクリックすると、[Operations] > 
[Issues] ページに、重大度でフィルタリングされた詳細な問題の基準が表示されます。
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図 5 [Issues Summary] ペイン

問題へのメモの追加

[Operations] > [Issues] ページで、デバイスの問題に関するメモを保持できます。 

問題に入力されているメモにアクセスしたり、[Notes for Issues Name] ページでメモを追加したりするには、問題に埋め込ま
れている [Notes] リンクをクリックします。 

このページ上で、メモを編集したり問題からメモを削除したりできます。問題には複数のメモを追加できます。[Notes for 
Issues Name] ページには、メモが作成された時刻、メモを作成したユーザの名前、およびメモのテキストが表示されます。
問題をクローズするときに、メモを追加することもできます。メモは問題と共にデータベースから消去されます。 

（注）場合によっては、システムに既存のメモが存在し、[Notes for Issues Name] ペインが表示されることがあります。

メモを問題に追加するには、次の手順を実行します。

1. 問題に埋め込まれている [Notes] リンクをクリックするか、またはデバイスのチェックボックスをオンにして、[Add Note] 
をクリックします。

[Notes for Issues Name] ペインが表示されます。
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2. [Add Note] をクリックします。

[Add Note] ダイアログが表示されます。

3. カーソルを [Note] フィールドに置いて、メモを入力します。

4. 終了したら、[Add] をクリックします。

問題の既存のメモを編集するには、次の手順を実行します。

1. 問題に埋め込まれている [Notes] リンクをクリックします。

[Notes for Issues Name] ペインが表示されます。

2. 編集するメモの右側にある鉛筆型アイコン（ ）をクリックします。

3. メモを編集し、終了したら [Done] をクリックします。

問題からメモを削除するには、次の手順を実行します。

1. 問題に埋め込まれている [Notes] リンクをクリックします。

[Notes for Issues Name] ペインが表示されます。

2. メモの右側にある赤いアイコン（[X]）をクリックします。

3. [Yes] をクリックして削除を確定します。

問題を閉じるときにメモを追加するには、次の手順を実行します。

1. [Operations] > [Issues] ページで、閉じている問題の横にあるチェックボックスをオンにします。

2. イベント リストの上に表示される [Close Issue] ボタンをクリックします。

3. [Confirm] ダイアログ ボックスで、カーソルを [Note] フィールドに挿入して、メモのテキストを入力します。

4. 問題を閉じてメモを保存することを確定するには、[Yes] をクリックします。

事前定義フィルタを使用した問題の検索

特定のシステムまたは重大度レベルの未解決問題を検索するには、次の手順を実行します。

1. [Operations] > [Issues] を選択します。

未解決の問題のみをリストするには、[All Open Issues] をクリックします（左側ペイン）。 

（注）デフォルトでは、IoT FND は、指定のデータ保持期間内に発生したすべての問題を表示します（データ保存の設定を
参照）。
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— イベント タイプまたは重大度レベルに関連付けられているクローズした問題を表示するには、[Search Issues] 
フィールドで issueStatus:OPEN を issueStatus:CLOSED に変更し、[Search Issues] をクリックします。 

— クローズしたすべての問題をリストするには、左側ペインで [All Closed Issues] をクリックします。

2. デバイス カテゴリ、イベント タイプ、または重大度をクリックして、リストをフィルタリングします。

フィルタ構文は [Search Issues] フィールドに表示され、検索結果はメイン ペインに表示されます。

カスタム フィルタを使用した問題の検索

カスタム フィルタを作成して検索するには、次の手順を実行します。

1. [Operations] > [Issues] を選択します。

2. [Show Filter] をクリックします。

3. [Filter] ドロップダウン メニューから、適切なオプションを選択します。

たとえば、重大度レベルを名前（EID）でフィルタリングするには、次の手順を実行します。

[Search Issues] フィールドに検索文字列を入力することもできます。次に例を示します。

issueSeverity:MAJOR issueStatus:OPEN name:IR807G-LTE-GA-K9+FCW21320020

4. [Search Issues] をクリックします。

問題があれば、[Search Issues] セクション（右側ペイン）に表示されます。

5. [Events] リンクをクリックして、問題に関連するイベントを表示します。

[Events for Issue Name] ペインに、そのデバイスのすべてのイベントが表示されます。

 左ペインで、重大度レベル（[Major] など）を選択します。フィルタ名は、フィルタの 初のフィールド（上部）に入
力されます。

 左側の 2 番目のフィルタ ドロップダウン メニューから、[Name] を選択します。

 3 番目の [Filter] フィールドには、問題の検出対象デバイスの EID を入力します。

 検索アイコン（虫メガネ）をクリックして、検索を開始します。
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6. [Search Issues] または左側ペインの任意のリンクをクリックすると、[Issues] ペインに戻ります。

問題のクローズ

たいていの場合、イベントが解決されると、問題はソフトウェアにより自動的にクローズされます。ただし、管理者が問題の
解決をアクティブに行ったときは、問題を直接クローズすることに意味がある場合があります。問題がクローズしても、
IoT FND はイベントを生成します。

解決した問題をクローズするには、次の手順を実行します。

1. [Operations] > [Issues] を選択します。

2. 事前定義フィルタを使用した問題の検索またはカスタム フィルタを使用した問題の検索のいずれかの項に記載されて
いる手順に従って問題を特定します。

3. [Search Issues] セクション（右側ペイン）で、クローズする問題のチェックボックスをオンにします。

4. [Close Issue] をクリックします。

（注）この時点で問題にメモを追加することもできます。

5. [Yes] をクリックします。

デバイス グラフの表示
 ルータ チャート

 メッシュ エンドポイント グラフ

ルータ チャート

IoT FND は、すべてのルータについて、[Device Details] ページの [Device Info] ペインにこれらのグラフを表示します。

表 2 デバイス詳細のグラフ

グラフ 説明

Link Traffic 時間の経過に応じたルータの集約 WPAN レートを示します。

Mesh Endpoint Count 時間の経過に応じた ME 数を示します。

Cellular Link Metrics すべての論理セルラー GSM および CDMA インターフェイスのメトリック
（送信および受信速度）、RSSI 帯域幅使用率（現在の課金サイクル）を示します。 
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図 6 ルータの [Device Info] ページを表示します。

図 6 ルータ デバイス ページ

Cellular Link Settings デュアルおよびシングル モデムとのセルラー物理インターフェイスのプロパ
ティを示します。

Cellular Link Traffic 時間の経過に応じたプロトコルごとの集約 WPAN レートを示します。

Cellular RSSI セルラー RSSI。
WiMAX Link Traffic 時間の経過に応じたルータの WiMAX リンク トラフィックの送受信レートを示

します。

WiMAX RSSI 時間の経過に応じたルータの WiMAX RSSI トラフィックの送受信レートを示し
ます。

WPAN Traffic （マスターのみ）デュアル PHY WPAN トラフィックのトレンドを示します。

Ethernet Link Traffic 時間の経過に応じたルータのイーサネット トラフィックの送受信レートを示し
ます。

Cellular Bandwidth Usage Over Time 時間の経過に応じたセルラー インターフェイスの帯域幅の使用を示します。

Ethernet Bandwidth Usage Over Time 時間の経過に応じたイーサネット インターフェイスの帯域幅の使用を示します。

表 2 デバイス詳細のグラフ（続き）

グラフ 説明
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メッシュ エンドポイント グラフ

IoT FND は、すべてのメッシュ エンドポイントについて、[Device Details] ページの [Device Info] ペインに、表 3 でリストさ
れているグラフを表示します。

図 7 メッシュ エンドポイント デバイス情報ページ (部分ビュー) 

表 3 デバイス詳細のグラフ

グラフ 説明

リンク トラフィック 時間の経過に応じたルータの集約 WPAN レートを示します。

パス コストとホップ 時間の経過に応じた、要素とルーティング ツリーのルートとの間の RPL パス コスト値を
表示します（RPL ツリー ポーリングの設定を参照）。

リンク コスト 時間の経過に応じた、要素とそのアップリンク ネイバーとの間のリンクの RPL コスト値を
表示します。

RSSI 時間の経過に応じた、プライマリ メッシュ RF アップリンク（dBm）の測定された RSSI 値
を表示します。
206



IoT FND のトラブルシューティング
ここでは、IoT FND の一般的な問題の解決方法について説明します。

 トンネル プロビジョニングの DHCP 設定問題

 メッシュ エンドポイントの登録の問題

 期限切れデータベース パスワードの回復

 IoT FND データベース パスワードのロック解除

 IoT FND サービスが開始しない

 IoT FND サーバの server.log ファイルに例外がある

 ルート パスワードのリセット

 IoT FND のセカンド サーバがクラスタを形成しない

 IoT FND サービスが自動的に再起動する

 FAR の管理に関する問題

 メッシュ エンドポイントの管理の問題

（注）IoT FND のバージョンについて、常にリリース ノートを参照するようにしてください。

トンネル プロビジョニングの DHCP 設定問題
アドレスの割り当てに問題があると、IoT FND は Tunnel Provisioning Failure イベントをログに記録します。ログ エントリに
エラーの詳細が記述されます。

アドレスの割り当てプロセスをモニタするには、次の手順を実行します。

 IoT FND の server.log ファイルをチェックし、IoT FND がトンネルのプロビジョニング時に DHCP 要求を送信している
かを確認します。

 DHCP サーバのログ ファイルをチェックし、IoT FND からの DHCP 要求が DHCP サーバに到達したかを確認します。

要求がサーバに到達していない場合は、次の手順を実行します。

 IoT FND の [Provisioning Settings] ページ（[Admin] > [System Management] > [Provisioning Settings]）で、DHCP サー
バのアドレスが正しいことを確認します。 

 IoT FND と DHCP サーバとの間のネットワーク問題を確認します。

DHCP サーバが要求を受信しているにもかかわらず応答していない場合は、次の手順を実行します。

 DHCP サーバのログ ファイルを確認し、DHCP サーバが DHCP 要求に含まれるリンク アドレスからの要求をサポートす
るよう設定されていることを確認します。リンク アドレスはトンネル プロビジョニング　テンプレートで定義されてい
ます。 

 DHCP サーバのアドレス プールが満杯でないことを確認します。
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DHCP サーバが応答をしていても IoT FND が応答を処理していない場合は、次の手順を実行します。

 リース時間が無限であることを確認します。そうでない場合、IoT FND は応答を処理しません。 

 他のエラーについて、DHCP サーバのログと IoT FND サーバのログを確認します。

メッシュ エンドポイントの登録の問題
ME が IoT FND に登録した理由を確認するために、IoT FND は ME から登録理由コードを収集し、登録問題を診断するのに役
立つよう、イベントおよび印刷されたキー値ペアなどの他の関連情報を含むコードをロギングします。 

次に、ロギングされたイベントの例を示します。

?Event logged: Event(id=0, eventTime=1335304407477, eventSeverity=0, eventSource=cgmesh, 
eventMessage=Mesh node registered due to cold boot: [lastReg: 0, lastRegReason: 1], 
NetElement.id=10043, EventType.name=null, lat=1000.0, lng=1000.0, geoHash=null 

表 1 に、ME 登録の理由コードと関連イベントをリスト表示します。

ME の IoT FND への登録時にイベントを生成する以外に、IoT FND は、WPAN 変更の TLV WPANStatus を受信した後にもイ
ベントを生成します。

Event logged: Event(id=0, eventTime=1335304407974, eventSeverity=0, eventSource=cgmesh, 
eventMessage=WPAN change due to migration to better PAN: [lastChanged: 0, astChangedReason: 4], 
NetElement.id=10044, EventType.name=null, lat=1000.0, lng=1000.0, geoHash=null)

表 1  メッシュ エンドポイント登録の理由コード

登録の理由コード コード イベント タイプの名前 重大度 メッセージ 説明 
REASON_UNKNOWN 0 unknownRegReason INFO Mesh node registered 

for unknown reason.

REASON_COLDSTART 1 coldBoot INFO Mesh node registered 
due to cold boot.

メッセージには、ME 
の新しい IP アドレス
が含まれます。

REASON_ADMIN 2 manualReRegistration INFO Mesh node registered 
due to manual 
registration.

エンドポイントは、
URL フィールドを含
まない 
NMSRedirectRequest 
を受信しました。

REASON_IP_CHANGE 3 rejoinedWithNewIP INFO Mesh node registered 
with new IP address.

メッセージには、ME 
の新しい IP アドレが
含まれます。

REASON_NMS_CHANGE 4 nmsAddrChange INFO Mesh node registered 
due to NMS address 
change.

IoT FND の IP アドレ
スは、NMSRedirect 
の外部で変更されま
した（新しい DHCPv6 
オプション値が受信
されました）。

REASON_NMS_REDIRECT 5 manualNMSAddrChange INFO Mesh node registered 
due to manual NMS 
address change.

エンドポイントは 
NMSRedirect 要求を
受信しました。

REASON_NMS_ERROR 6 nmsError INFO Mesh node registered 
due to NMS error.

エンドポイントは、
IoT FND からエラー
を受信しました。
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表 2 に、ME の WPAN 変更の理由と対応するイベントを示します。

これらのイベントでは、ME がネットワークから切断されてから再接続するまでの経過時間がメッセージに含められます。
IoT FND は、イベントがロギングされてから ME がオフラインだった期間の合計を示します（たとえば 4 hours 23 minutes ago）。

期限切れデータベース パスワードの回復
期限切れパスワードを回復するには、次のコマンドを実行します。

su - oracle

sqlplus sys/cgmsDbaAccount@cgms as sysdba
alter user cgms_dev identified by test;
alter user cgms_dev identified by password;
exit;

IoT FND データベース パスワードのロック解除
不正な IoT FND データベース パスワードを何回も入力すると、Oracle はユーザ アカウントをロックします。Oracle ソフト
ウェアを次の例のように使用して、パスワードをロック解除してください。

# su - oracle
# sqlplus sys/<database_password>@cgms as sysdba
alter user cgms_dev account unlock;
exit;

IoT FND サービスが開始しない
IoT FND サービスが開始しない場合は、次の手順を実行します。

1. データベースへの接続を確認します。

a. IoT FND サーバにルートとしてログインします。

b. コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。

service cgms status

表 2 メッシュ エンドポイントの WPAN 変更の理由

登録の理由コード コード イベント名 重大度
タイプ

説明

IEEE154_PAN_LEAVE_UNKNOWN -1 unknownWPANChange MAJOR 不明な理由による WPAN 変更。

IEEE154_PAN_LEAVE_INIT 0 meshInit 該当なし このコードのイベントは生成
されません。

IEEE154_PAN_LEAVE_SYNC_TIMEOUT 1 meshConnectivityLost MAJOR メッシュ接続の切断による 
WPAN 変更。

IEEE154_PAN_LEAVE_GTK_TIMEOUT 2 meshLinkKeyTimeout MAJOR メッシュ リンク キーのタイム
アウトによる WPAN 変更。

IEEE154_PAN_LEAVE_NO_DEF_ROUTE 3 defaultRouteLost MAJOR デフォルト ルートの不在によ
る WPAN 変更。

IEEE154_PAN_LEAVE_OPTIMIZE 4 migratedToBetterPAN MAJOR より良好な PAN への移行によ
る WPAN 変更。
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c. データベース サーバの IP アドレスと、IoT FND がデータベースに接続できることを確認します。 

d. service cgms status コマンドを実行して接続を確認します。 

e. IoT FNDを起動します。

2. サーバにインストールされている JRE のバージョンが正しいことを確認します（「System Requirements」を参照）。

3. データベースの移行が正常に実行されたことを確認します。

IoT FND サーバの server.log ファイルに例外がある
server.log ファイルに IoT FND が cgms_keystore ファイルを開けなかったことを示す例外が存在する場合は、IoT FND サー
バの cgms.properties ファイルに保存されている cgms_keystore パスワードが正しくありません。

cgms_keystore ファイルのパスワードは、暗号化されて /opt/cgms/server/cgms/conf/cgms.properties ファイルに保存さ
れます。

パスワードを暗号化または復号化するには、/opt/cgms/bin/encryption_util.sh スクリプトを使用します。

cgms.properties ファイルでパスワードを確認または更新します。更新が必要な場合は、パスワードを変更した後に IoT FND 
を再起動します。

ルート パスワードのリセット 
IoT FND のルート ユーザ アカウントのパスワードを忘れた場合は、/opt/cgms/bin/password_admin.sh スクリプトを実行
してパスワードをリセットします。

IoT FND のセカンド サーバがクラスタを形成しない
通常、IoT FND クラスタでのノードの検出は自動的に行われます。複数の IoT FND サーバが同じサブネットに存在すると、ク
ラスタが形成されます。 

IoT FND サーバをインストールしたときに、そのサーバがクラスタに参加しない場合は、以下を行ってください。

1. サーバが同じサブネットにあること、相互に ping できること、および同じクラスタ名を共有していることを確認します。

2. /opt/cgms/bin/print_cluster_view.sh スクリプトを実行して、すべてのメンバーのステータスを確認します。 

3. クラスタの名前を次のように変更します。

a. IoT FND のすべてのクラスタ ノードで、HA_PARTITION_NAME パラメータの値を変更してから再起動します。

b. UDP_MULTICAST_ADDR パラメータの値（一意のマルチキャスト アドレス）を、クラスタ内のすべてのノードに一致
するよう変更します。

c. CLUSTER_BIND_ADDR パラメータの値を、NMS のバインド先とするインターフェイスに変更します。

4. すべてのクラスタ ノードが NTP を使用するよう設定されていることを確認します（「Configuring NTP Service」を参照）。

5. /etc/hosts ファイルを確認し、IP アドレスがローカル サーバのホスト名に正しくマップされていることを確認します。

 IP アドレスが正しくないかまたは IoT FND がデータベースにアクセスできない場合は、setupCgms.sh を実行し
て正しい値を入力します。 
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IoT FND サービスが自動的に再起動する
IoT FND サービスを開始すると、ウォッチドッグ スクリプトが呼び出されます。ウォッチドッグ スクリプトは、IoT FND サー
ビスの状態を確認します。異常を検出すると、ウォッチドッグ スクリプトはその状態を 
/opt/cgms/server/cgms/log/cgms_watchdog.log ファイルに記録します

ウォッチドッグ スクリプトは、異常な状態が改善したかどうかを判断するために、3 回試行されます。改善しない場合、データ
ベースが到達不能になっていなければ、IoT FND サービスは自動的に再起動します。データベースが到達可能でない場合、
ウォッチドッグは IoT FND サービスを停止します。再起動した原因を確認するには、server.log などのログ ファイルを確認し
ます。

IoT FND サーバでルートとして /opt/cgms/bin/deinstall_cgms_watchdog.sh スクリプトを実行することにより、手動で
ウォッチドッグ プロセスを無効にします。

FAR の管理に関する問題
ここでは、FAR の管理に関する一般的な問題と解決方法について説明します。

証明書の例外

FAR の IoT FND への登録試行時に IoT FND サーバに保存された server.log ファイルに次の例外が表示された場合は、
cgms_keystore ファイルに CA サーバ証明書が含まれていないか、または cgms_keystore ファイルにインポートされている 
CA 証明書が正しくありません。

SSLException: Received fatal alert: unknown_ca

証明書を cgms_keystore ファイルにインポートする方法については、『Cisco IoT Field Network Director リリース 4.0.x 
インストール ガイド』（およびそれ以降）の「証明書の生成およびインストール」を参照してください。 

FAR がリロードし続け、Up の状態に切り替わらない

FAR が IoT FND に接続するたびにリロードし続ける場合、IoT FND が FAR にプッシュした設定が正常に適用されていないた
めである可能性があります。 

設定のプッシュが失敗した原因を確認するには、IoT FND サーバの server.log ファイルをチェックします。[Field Area Router 
Tunnel Addition] テンプレートへの入力ミスが失敗の原因である場合もあります（IoT FND は、テンプレートを検証しません）。

（注）FAR が IoT FND に登録すると、IoT FND は、show コマンドにより FAR に対してクエリを実行します。IoT FND はその後、
[Field Area Router Tunnel Addition] テンプレート内の設定コマンドに基づいて FAR を設定します。

リロードが続く原因には、他に次のものが考えられます。

 パケットをドロップして登録を完了させないようにする、不正な WAN リンク。 

 ファイアウォール の問題。ファイアウォールが両方向のトラフィックを許可していること、および、正しいポートを入出
力するトラフィックの通過が許可されていることを確認します。

IoT FND で FAR の状態が正しくない

IoT FND で、FAR の ping や FAR へのルートのトレースを問題なく実行できるにもかかわらず、FAR の状態が [Down] と表示
される場合があります。

IoT FND は、FAR 上で実行される IoT DM サービスを介して FAR を管理します。そのため、FAR を ping でき、FAR が到達可能
な場合も、次により、jetty サーバおよび Call Home 機能が FAR で有効であることを確認する必要があります。

'show run callhome' should have 'enable' in the config and 'sh jvm status'
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メッシュ エンドポイントの管理の問題
ここでは、ME の管理に関する一般的な問題と解決方法について説明します。

メッシュ エンドポイントが IoT FND に登録していない 
ME が FAR に接続していること、および IPv6 により IoT FND から ping できることを確認します。ping できる場合は、以下を
確認してください。

 クロックが同期されている。

 ME により使用されている DHCP サーバが正しい IoT FND IP アドレスでプログラムされている。

 ME が実行しているイメージが、現在のバージョンの IoT FND と互換性がある。

 HSM が使用されている場合、HSM がオンラインで適切に応答していることが必要です。

ライセンスの問題

ここでは、ライセンスの管理に関する一般的な問題と解決方法について説明します。

デバイス インポートの失敗

IoT FND へのデバイス インポートは、IoT FND サーバ ライセンスの割り当て数に依存します。 

IoT FND サーバのライセンス数が、IoT FND データベースにインポートするデバイスの数およびタイプに十分に対応できる
ことを確認します。

IoT FND では、一意のデバイス EID のみが許可されます。IoT FND にこのデバイス EID を インポート済みであったり、現在同
じデバイス EID をインポートしようとしているユーザが他にいないことを確認します。他のユーザが同時に同じデバイスを 
IoT FND にインポートしていないことを確認します。

ライセンス ファイルのアップロードの失敗

期限切れのライセンス ファイルはエラーの原因になります。ライセンス ファイルの有効性および有効期限を確認してくだ
さい。
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