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Intersightアプライアンス設定
Intersightダッシュボードで、[設定（Settings）]アイコンから [設定（Settings）]にアクセスし
ます。[設定（Settings）]ページで、次の情報を表示して、次のアクションを実行します。

説明設定オプション

アプライアンス接続のステータスを表示し、

アプライアンスの健全性、ホスト名、バージョ

ン番号、データ収集ポリシーを表示します。

接続されたノードのリストには、接続された

ノードの IPアドレス、ステータス、ゲート
ウェイ、およびネットマスクが表示されます。

接続されたノード上のアラームを表示するこ

ともできます。

[全般（GENERAL）] > [アプライアンス
（Appliance）]
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説明設定オプション

アプライアンスのバックアップを完全な状態

で作成し、リモートサーバ上にイメージを保

存します。

アプライアンス構成は、アプライアンス構成

のリカバリの手順を使用してバックアップファ

イルからリカバリできます。

[全般（GENERAL）] > [バックアップ
（Backup）]

アプライアンスの現在のソフトウェアバージョ

ンの詳細を表示します。これには、バージョ

ン番号、インストールされたコンポーネント、

インストールに関するメッセージ、およびイ

ンストールされたソフトウェアのフィンガー

プリントも含まれます。ファームウェアバー

ジョン、日数と時間数、フィンガープリント

などの保留中の更新の詳細も表示されます。

アップグレードを実行するメンテナンスの時

間帯まで待てない場合は、[今すぐアップグ
レード（Upgrade Now）]をクリックして使用
可能なバージョンにアップグレードします。

詳細な手順については、Intersight仮想アプラ
イアンスのアップグレード （5ページ）を
参照してください。

[全般（GENERAL）] > [ソフトウェア
（Software）]

Intersightへのアプライアンス接続のステータ
ス、アクセスモード、デバイス ID、および要
求コードを表示します。[クラウド接続（Cloud
Connection）]ウィンドウの [設定（Settings）]
メニューから HTTPSプロキシを追加できま
す。

[ネットワーク（NETWORKING）] > [クラウ
ド接続（Cloud Connection）]

DNS設定を構成し、IPv4 DNSサーバアドレ
スと DNSサーバの代替 IPv4アドレスを追加
します。詳細については、DNSの設定 （7
ページ）を参照してください。

[ネットワーク（NETWORKING）] > [DNS]

NTP設定を構成します。NTPの有効化または
無効化および NTPサーバの追加が含まれま
す。詳細については、NTPの設定 （7ペー
ジ）を参照してください。

[ネットワーキング（NETWORKING）] >
[NTP]

LDAPサーバ、DNSパラメータ、構築メソッ
ド、検索パラメータ、グループ認証の設定を

作成し、構成します。詳細については、LDAP
の設定 （8ページ）を参照してください。

[認証（AUTHENTICATION）] > [LDAP/AD]
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説明設定オプション

シングルサインオン（SSO）認証をセットアッ
プします。SSOでは、1つのクレデンシャル
セットを使用して複数のアプリケーションに

ログインできます。SSO認証では、Cisco ID
の代わりに企業のクレデンシャルを使用して

Intersightにログインできます。Intersightでの
シングルサインオンの詳細については、

Intersight仮想アプライアンスでのシングルサ
インオン（9ページ）を参照してください。

[認証（AUTHENTICATION）]> [シングルサ
インオン（Single Sign-On）]

信頼できる証明書を追加して LDAPサーバと
の TLS通信を確認します。

[認証（AUTHENTICATION）] > [信頼できる
証明書（Trusted Certificated）]

ユーザを追加し、電子メールを使用した

Intersightへのアクセスを許可し、IDプロバイ
ダーと権限の設定を指定します。詳細につい

ては、ユーザの追加（11ページ）を参照して
ください。

[アクセスおよび権限（ACCESS &
PERMISSIONS）] > [ユーザ（Users）]

ユーザグループを表示するか、またはシング

ルサインオンまたは LDAPベースの認証の新
しいグループを追加します。詳細については、

グループの追加（10ページ）を参照してくだ
さい。

[アクセスおよび権限（ACCESS &
PERMISSIONS）] > [グループ（Groups）]

アカウント内の既存の APIキーのリストを表
示するか、または新しい APIキーを生成しま
す。詳細については、「APIキー」を参照し
てください。

[API] > [APIキー（API Keys）]

アプライアンスの監視
[アプライアンス（Appliance）]ページには、アプライアンスの概要と健全性ステータスが示さ
れ、事前に定義した制限値を超過するか、またはしきい値が発生した場合はアラームが表示さ

れます。

アプライアンスのUIから [設定（Settings）]アイコン> [設定（Settings）]> [全般（General）]>
[アプライアンス（Appliance）]に移動し、次の詳細を表示します。

• [ステータス（Status）]：アプライアンスの全体的なステータス

• [ホスト名（Hostname）]：FQDNまたはホスト名

• [バージョン（Version）]：インストールされているアプライアンスソフトウェアのバー
ジョン
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• [データ収集]：データ収集オプション。[編集（Edit）]（鉛筆の形をしたアイコン）をク
リックし、Intersightがシステムの追加情報をシスコに送信できるようにするオプションを
有効/無効にします。

• Cisco Intersight仮想アプライアンスのアプライアンスノードのリストのテーブルビュー。
IPアドレス、ステータス、ゲートウェイ、またはネットワーク別に特定のノードを検索で
きます。

•右側のペインにすべてのアラームを表示でき、また、アラームをクリックすることでその
詳細を表示できます。

Cisco Intersight仮想アプライアンス特定のクリティカルなパラメータを監視して、事前に定義
した制限値を超過するか、またはしきい値が発生した場合にアラームを発生させます。現時点

では、アプライアンスはシステムレベルとノードレベルのアラームを報告します。次の表に、

アラームのレベルとそれらの説明を示します。

表 1 : Intersight仮想アプライアンスのアラーム

説明アラーム

システムはサービスを展開する準備が整って

いません

システムの準備状況

CPU使用率がしきい値を超過しています。し
きい値：75%

CPU使用率

メモリ使用率がしきい値を超過しています。

しきい値：75%
メモリ使用率

ファイルシステムのディスク使用率がしきい

値を超過していますしきい値：75%
ファイルシステムのディスク使用率

実行中のサービスインスタンスの数は予想を

下回っています

実行中のサービスインスタンスの数

準備が整っているサービスインスタンスの数

が予想を下回っています

準備が整っているサービスインスタンスの数

データのバックアップ
Cisco Intersight仮想アプライアンスは定期的にバックアップする必要があります。定期的に
バックアップをしないと、構成の設定を再構築したり、プロファイルやポリシーを再作成する

ための自動的な手段はありません。データが損失または破損した場合にオンデマンドでアック

アップを作成できます。Cisco Intersight仮想アプライアンスアプライアンス内のデータを完全
な状態でバックアップし、それをリモートサーバに保存できます。サイト全体の障害やその他

のディザスタリカバリの状況が発生した場合、復元機能により、バックアップしたシステム

データからシステムを完全な状態で復元できます。
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[バックアップの作成（Create Backup）]をクリックしてオンデマンドでバックアップを作成す
るか、Cisco Intersight仮想アプライアンス内のデータのバックアップを完全な状態で作成でき
ます。バックアップしたデータはリモートサーバに保存できます。

オンデマンドでのバックアップの作成

Cisco Intersight仮想アプライアンスの定期的なバックアップを完全な状態で作成し、バック
アップしたファイルをリモートサーバに保存します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [バックアップ（Backup）]
に移動し、[バックアップの作成（Create Backup）]をクリックします。

ステップ 3 [アプライアンスのバックアップ（ApplianceBackup）]ページでプロトコルを選択し、バックアップデータ
を保存するリモートサーバの詳細を入力します。

• [プロトコル（Protocol）]：バックアッププロセスで使用される通信プロトコルのオプション。現時点
で Intersight仮想アプライアンスがバックアップでサポートしているプロトコルは SCP（Secure Copy
Protocol）と SFTP（Secure File Transfer Protocol）です。

• [リモートホスト（Remote Host）]：バックアップファイルを保存するためのリモートホスト

• [リモートポート（Remote Port）]：バックアップサーバのリモート TCPポート

• [リモートパス（Remote Path）]：バックアップファイルを保存するディレクトリ

• [ファイル名（Filename）]：復元するバックアップファイルの名前

• [ユーザ名（Username）]：バックアップサーバでバックアップクライアントを認証するためのユーザ
名

• [パスワード（Password）]：バックアップサーバでバックアップクライアントを認証するためのパス
ワード

• [パスワードの確認（Password Confirmation）]：パスワードを再入力します

ステップ 4 [バックアップの開始（Start Backup）]をクリックします。

Intersight仮想アプライアンスのアップグレード
Cisco Intersight仮想アプライアンスソフトウェアは、アップグレードサービスによって新しい
バージョンが使用可能になると、Intersightクラウドから自動的にアップグレードされます。

始める前に

Cisco Intersight仮想アプライアンスが Intersightに接続されていることを確認します。
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ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [ソフトウェア（Software）]
に移動します。インストールされているソフトウェアに関する次の詳細が表示されます。

• [バージョン（Version）]：ソフトウェアアップグレードマニフェストのバージョン番号

• [説明（Description）]：ソフトウェアアップグレードマニフェストの詳細な説明

• [メッセージ（Messages）]：アップグレードバンドル処理中に設定されたステータスメッセージ

• [インストール済み（Installed）]：インストールされたアップグレードのタイムスタンプ

• [フィンガープリント（Fingerprint）]：ソフトウェアマニフェストのフィンガープリント。フィンガー
プリントは、アップグレードサービスがストレージサービスからマニフェストをロードするときに

SHA256アルゴリズムを使用して算出されます。

ステップ 3 [保留中の更新（PendingUpdate）]セクションは、アプライアンスが保留中の更新を検出したときに入力さ
れます。[インストール予定（Will Install）]フィールドには、アプライアンスのアップグレードの残り時間
が表示されます。この期限が切れると、アプライアンスは指定された時刻に自動的に更新をトリガーしま

す。ただし、システムに指定されているアップグレード時刻を次の方法でオーバーライドできます。

• [今すぐアップグレード（Upgrade Now）]をクリックしてアップグレードプロセスをすぐに開始しま
す。

•翌週の曜日と時刻を指定して、アップグレードプロセスを開始するスケジュールを作成します。スケ
ジューラは、設定された曜日のその時刻からその日の終了時点までの間隔です。アップグレードサー

ビスがこの間隔内で保留中の更新を検出した場合、アップグレードがすぐにトリガーされます。

アプライアンスが新しい更新を検出する一方で保留中の更新がある場合は、[インストール予定
（Will Install）]の日付と時刻がより新しい更新の日付と時刻にリセットされます。保留中の更新
はその性質上蓄積されて、それまでの保留中の更新の内容が含まれます。

重要

クラウド接続
Cisco Intersight仮想アプライアンス組み込みデバイスコネクタを介して Cisco Intersightに接続
されます。デバイスコネクタは、接続されているデバイスに対して、セキュリティで保護され

たインターネット接続を使用して情報を送信し、Cisco Intersightから制御命令を受信できる安
全な方法を提供します。クラウドへの接続に関する次の詳細を表示するとともに、[クラウド
接続（Cloud Connection）]ページから設定を構成できます。

1. アプライアンスのUIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [クラウド接
続（Cloud Connection）]に移動します。[クラウド接続（Cloud Connection）]ウィンドウ
が表示されます。

2. デバイス IDと接続ステータスを確認します。
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3. [設定（Settings）]をクリックして [HTTPSプロキシ（HTTPS Proxy）]オプションを有効に
します。プロキシホスト名または IPアドレスとプロキシポートを追加します。プロキシ
ポートは、1～ 65535の範囲である必要があります。現時点では、Cisco Intersight仮想アプ
ライアンスは認証されたプロキシをサポートしていません。

DNSの設定
次に、Intersightアプライアンスで DNS設定を構成/編集する手順を示します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [ネットワーク
（NETWORKING）] > [DNS]に移動します。

既存の DNS設定の表示の詳細。

ステップ 3 [DNSの編集（Edit DNS）]をクリックします。[DNSの構成（Configure DNS）]ウィンドウが表示されま
す。

ステップ 4 次のプロパティを更新します。

• [優先 IPV4 DNSサーバ（Preferred IPv4 DNS Server）]：プライマリ DNSサーバの IPアドレスを入力し
ます。

• [代替 IPV4 DNSサーバ（Alternate IPv4 DNS Server）]：セカンダリ DNSサーバの IPアドレスを入力し
ます。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

NTPの設定
Cisco Intersight仮想アプライアンスで Network Time Protocol（NTP）を有効にし、VMの時刻
を NTPサーバと同期できるようにする必要があります。アプライアンスの初期セットアップ
時に最大 4つの NTPサーバの IPアドレスまたは DNS名を追加します。これは、必要に応じ
て [設定（Settings）]Cisco Intersight仮想アプライアンス から編集することができます。次に、
NTP設定を構成/編集する手順を説明します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [ネットワーク
（NETWORKING）] > [NTP]に移動します。

既存の NTP設定の詳細が表示されます。

ステップ 3 [NTPの編集（EditNTP）]をクリックします。[NTPの構成（ConfigureNTP）]ウィンドウが表示されます。

Cisco Intersight仮想アプライアンス設定
7

Cisco Intersight仮想アプライアンス設定

DNSの設定



ステップ 4 [NTPの有効化（Enable NTP）]：エンドポイントデバイス上のNTPの状態を示します。有効になっている
場合は、NTP設定を構成できます。

ステップ 5 [NTPサーバ（NTPServer）]：最大4つのNTPサーバの IPアドレスまたはホスト名を追加し、[保存（Save）]
をクリックします。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

LDAPの設定
Cisco Intersight仮想アプライアンスはLDAP/ADベースのリモート認証をサポートしています。
LDAPを使用したユーザログインを認証するようにアプライアンスを構成できます。次に、
Cisco Intersight仮想アプライアンスの [設定（Settings）]から LDAP認証をセットアップする
手順を示します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [ネットワーク
（NETWORKING）] > [LDAP/AD]に移動して、[LDAPの作成（Create LDAP）]をクリックします。

[LDAPの構成（Configure LDAP）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [LDAPの構成（ConfigureLDAP）]ページで、次に示すフィールドに対応する詳細を追加し、[保存（Save）]
をクリックします。

• [ベース DN（Base DN）]：サーバのベース識別名（DN）を入力します。たとえば、DC=Intersight、
DC=comなどです。

• [バインド DN（Bind DN）]：LDAPサーバに対する認証に使用する DNとユーザのパスワードを入力
します。

• [グループ属性（Group Attribute）]：LDAPエントリが所属するグループメンバー属性を入力します。
Cisco Intersight仮想アプライアンスはこのグループ属性を使用して Intersightのロールをユーザにマッ
プするか、または割り当てます。デフォルト値はmemberです。これは、[LDAPの編集（EditLDAP）]
で編集できます。

• [パスワード（Password）]：ユーザの DNパスワードを入力します。

• [暗号化の有効化（Enable Encryption）]：LDAPサーバ上の通信を保護する暗号化を有効にする必要が
あります。暗号化を有効にすると、信頼できるルート証明書を追加する必要があります。信頼できる

証明書の追加の詳細については、信頼できる証明書の追加 （9ページ）を参照してください。

• [サーバ（Server） ]：LDAPサーバの IPアドレスまたはホスト名を入力します。Cisco Intersight仮想ア
プライアンスは 1つの LDAPプロバイダーとポートのみをサポートします。
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• Cisco Intersight仮想アプライアンスでは、電子メール IDを使用して LDAPユーザログ
インしているために、LDAPサーバでメール属性を設定する必要があります。

• LDAPサーバポリシーを構成した後は、IDプロバイダーとしてデフォルトで LDAPを
持つグループを追加する必要があります。詳細については、グループの追加（10ペー
ジ）を参照してください。

注目

• [ポート（Port）]：LDAPサーバポートを追加します。

Intersight仮想アプライアンスでのシングルサインオン
シングルサインオン（SSO）認証では複数のアプリケーションへのログインに1つのクレデン
シャルセットを使用できます。SSO認証では企業のクレデンシャルを使用して Intersightにロ
グインできます。Intersightは SAML 2.0を介して SSOをサポートし、サービスプロバイダー
（SP）として機能して、SSO認証のために IDプロバイダー（IdP）と統合できます。

アプライアンスを介してSSOをセットアップするには、管理者ロールを持つユーザとしてCisco
Intersight仮想アプライアンスにログインし、SPメタデータをダウンロードし、IDプロバイダー
（IdP）を Intersight仮想アプライアンスに登録する必要があります。Intersightでの SSOのセッ
トアップと IDプロバイダーの追加の詳細については、「Intersightでのシングルサインオン」
を参照してください。Intersightシングルサインオンを有効にし、Intersightを使用して外部 ID
プロバイダー（IdP）でカスタムSAML2.0アプリケーションをセットアップする方法を示した
ビデオを視聴するには、こちらをクリックしてください。

信頼できる証明書の追加
LDAPサーバなどの外部デバイスにセキュアな認証を提供するには、デバイス（LDAPサーバ）
の IDを証明する信頼できるソースからサードパーティ証明書を取得してインストールします。
サードパーティ証明書は、発行元トラストポイント（ルート認証局（CA）、中間 CA、また
はルートCAにつながるトラストチェーンの一部となるトラストアンカーのいずれか）によっ
て署名されます。

インポートする信頼できる証明書は base64で暗号化された X.509 .pem形式である必要があり
ます。この証明書を使用して、LDAPサーバとの TLS通信を確認します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [認証
（AUTHENTICATION）] > [信頼できる証明書（Trusted Certificates）]に移動します。信頼できる証明書
に関する次の詳細がテーブルビューに表示されます。

• [名前（Name）]：CA証明書の共通名

Cisco Intersight仮想アプライアンス設定
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• [発行者（Issued By）]：証明書発行認証局

• [有効期限（Expires）]：証明書の有効期限。

ステップ 3 右上の隅にある [証明書の追加（Add Certificate）]をクリックして信頼できる証明書をインポートします。
[SSL/TLS証明書の追加（Add SSL/TLS Certificate）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [参照（Browse）]をクリックして、システムに保存されている証明書を選択し、[保存（Save）]をクリッ
クします。証明書は .pem（base64暗号化）形式である必要があります。証明書が正常にインポートされる
と、[信頼できる証明書（Trusted Certificates）]テーブルビューに表示されます。

グループの追加
グループは、特定のロール、権利、および権限を持つユーザのコレクションを表します。複数

のユーザグループを作成して共通のロールと権限を一連のユーザに割り当てることができま

す。[グループ（Group）]ページに、アカウントに追加したグループのリストを表示できます。
このリストには、[名前（Name）]、[IDプロバイダー（Identity Provider）]、[ロール（Role）]、
および [IDプロバイダーのグループ名（Group Name in Identity Provider）]が表示されます。グ
ループを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [グループ（Groups）]に移
動し、右上の [グループの追加（Add Group）]ボタンをクリックします。[グループの追加（Add Group）]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [グループの追加（Add Group）]ウィンドウで、次の詳細情報を追加します。

• [IDプロバイダー（Identity）]：このアカウントに追加する IDプロバイダーを選択します。Intersight
検証済みの IDプロバイダーのいずれかを選択できます。詳細については、<Your FQDN>/helpの「サ
ポートされるシステムページの「検証済みの IDプロバイダー」を参照してください。LDAPクレデ
ンシャルを使用してログインするグループに [LDAPのデフォルト（LDAP-default）]を選択する必要
があります。

• [名前（Name）]：Intersightでグループを識別するために名前を入力します。

• [IDプロバイダーでのグループ名（Group Name in Identity Provider）]：IDプロバイダー内に追加されて
いるユーザグループ名を入力します。

• [ロール（Role）]：次のユーザグループのロールのいずれかを割り当てることができます。

• [アカウント管理者（Account Administrator）]：アカウント管理者として、グループのメンバーは
デバイスを要求し、ElementManagerをクロス起動し、プロファイルとポリシーを作成し、要求し
たデバイスまたはアカウントの設定に変更を加えることができます。

• [読み取り専用（Read-Only）]：このロールでは、グループのメンバーはアカウント内の要求済み
デバイスの詳細とステータスを表示できます。ただし、要求済みデバイスやアカウントの設定を

変更することはできません。
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ステップ 4 [保存（Save）]をクリックして新しいグループをアカウントに追加します。

ユーザの追加
Intersight仮想アプライアンスユーザへのグループロールの割り当てをオーバーライドできま
す。アカウントに追加されたユーザのリストは [ユーザ（User）]ページに表示できます。この
リストには、ユーザの [名前（Name）]、[IDプロバイダー（Identity Provider）]、[電子メール
（Email）]、[ロール（Role）]、および [最終ログイン時刻（Last Login Time）]が表示されま
す。

Cisco Intersight仮想アプライアンスでユーザを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [ユーザ（Users）]に移動
し、右上にある [ユーザの追加（Add User）]ボタンをクリックします。[ユーザの追加（Add User）]ウィ
ンドウが表示されます。

ステップ 3 [ユーザの追加（Add User）]ウィンドウで、次の詳細情報を追加します。

• [IDプロバイダー（Identity）]：このアカウントに追加する IDプロバイダーを選択します。Intersight
検証済みの IDプロバイダーのいずれかを選択できます。詳細については、<Your FQDN>/helpの「サ
ポートされるシステムページの「検証済みの IDプロバイダー」を参照してください。LDAPクレデ
ンシャルを使用してログインするユーザに [LDAPのデフォルト（LDAP-default）]を選択する必要が
あります。

• [電子メール（Email）]：IDプロバイダーへのアカウントの登録に使用した有効な電子メール IDを入
力します。

• [ロール（Role）]：次のユーザアカウントのロールのいずれかを割り当てることができます。

• [アカウント管理者（Account Administrator）]：アカウント管理者は、デバイスを要求し、Element
Managerをクロス起動し、プロファイルとポリシーを作成し、要求したデバイスまたはアカウン
トの設定に変更を加えることができます。

• [読み取り専用（Read-Only）]：このロールでは、アカウント内の要求済みデバイスの詳細とス
テータスを表示できます。ただし、要求済みデバイスやアカウントの設定を変更することはでき

ません。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックして新しいユーザをアカウントに追加します。

Cisco Intersight仮想アプライアンス設定
11

Cisco Intersight仮想アプライアンス設定

ユーザの追加



APIキーの生成と管理
APIキーを使用して、Cisco Intersightにアプリケーションを登録します。

ステップ 1 アカウント管理者ロールを持つユーザとして Cisco Intersight仮想アプライアンスにログインします。

ステップ 2 アプライアンスの UIから、[設定（Settings）]アイコン > [設定（Settings）] > [APIキー（API Keys）]に
移動し、[APIキーの作成（Create API Keys）]をクリックします。

ステップ 3 [新しい APIキーの生成（Generate）]画面で、APIキーの目的を入力して [生成（Generate）]をクリックし
ます。APIキー IDと RSA秘密キーが表示されます。

ステップ 4 秘密キーの情報を .pemファイルに保存します。

スクリプトからアクセス可能な場所に保存してください。（注）
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