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ライセンスおよび商標 
ライセンス 
 本製品では、GPL（GNU General Public License）等のオープンソースライセンスに基づくソフトウ

ェアを使用しています。 
詳細については、当社Webサイトに記載しています。 
https://amnimo.com/docs/compact_router/ja/IM_AMD06A01-12JA_amnimo_compact_router_OSS_license.pdf 

 

 保証の範囲と対応責任 
本製品において、GPL等の条項に従いオープンソースソフトウェアそのものの動作に関しては、保証
を行いません。 

 

商標 
 本文中に使われている商品名、会社名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。 
 

https://amnimo.com/docs/compact_router/ja/IM_AMD06A01-12JA_amnimo_compact_router_OSS_license.pdf
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はじめに 
このたびは当社のコンパクトルーター amnimo C series（以下「コンパクトルーター」）をご採用いただ
き、誠にありがとうございます。 

コンパクトルータースタートアップガイド（以下「本書」）では、本コンパクトルーターのセットアップ方
法を説明しています。コンパクトルーターをご使用になる前に必ずお読みください。 

セットアップを完了したあとは、本書をいつでも見られる場所に保管してください。 
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安全上の注意 
コンパクトルーターをご使用になる前に、コンパクトルーターに同梱されている「お使いになる前に」をよ
くお読みになり、安全で正しい取り扱いをするようにしてください。 
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コンパクトルーターについて 
コンパクトルーターに関するご注意 
 コンパクトルーターは、設定データに関しては製品バージョンの下位互換を保証していません。 
 コンパクトルーターは、amshによる操作のみをサポートしています。 
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本書について 
本書に関するご注意 
 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。 
 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。 
 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありました

ら、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。 
連絡先： アムニモカスタマーサポート 

E-mail： support@amnimo.com 

URL： https://support.amnimo.com/ 

 機能／性能上とくに支障がないと思われる仕様変更、構造変更、および使用部品の変更については、そ
の都度の改訂はしない場合がありますのでご了承ください。 

 本書では説明の都合上、設定例として各種設定項目の値を記載していますが、実際には機器をお使いの
環境に沿った設定値を入力してください。 

マニュアル一覧 
 amnimo Cシリーズ コンパクトルーターユーザーズマニュアル 

https://amnimo.com/manual/edge_gw/ja/compact_router_users_manual.pdf 
 amnimo ゲートウェイシリーズ CLIユーザーズマニュアル 

https://amnimo.com/manual/edge_gw/cli/ja/cli_users_manual.pdf 
 デバイス管理システムマニュアル 

https://amnimo.com/manual/edge_gw/alpine/dms/ja/index.htm 
 amnimo Cシリーズ コンパクトルータースタートアップガイド（本書） 

https://amnimo.com/manual/edge_gw/sg/ja/compact_router_sg.pdf 

本書で使用しているアイコンと記号 
本書のアイコンと記号には、以下の意味があります。 

 
機能や操作に関して、特に注意する情報を記載しています。 

 
機能や操作に関して、補足的な情報を記載しています。 

 本書内や他の文書への参照情報を記載しています。 

 一般ユーザーモードでコマンド操作できることを示しています。 

 管理者モードでコマンド操作できることを示しています。 

 設定モードでコマンド操作できることを示しています。 

 

https://amnimo.com/manual/edge_gw/ja/compact_router_users_manual.pdf
https://amnimo.com/manual/edge_gw/cli/ja/cli_users_manual.pdf
https://amnimo.com/manual/edge_gw/alpine/dms/ja/index.htm
https://amnimo.com/manual/edge_gw/sg/ja/compact_router_sg.pdf
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 CLIの動作モードについて 

コンパクトルーター専用の CLI には、一般ユーザーモード、管理者モード、設定モードという 3 種類の動作モ
ードがあります。それぞれのモードでできる操作とコマンドラインのプロンプトを以下に示します。 

 
一般ユーザーモードでは、運用管理に必要な操作をします。 

amnimo$ 

 
管理者モードでは、一般ユーザーモードの操作に加え、コンパクトルーターの再起動などを制御することができ
ます。 
amnimo# 

 
設定モードでは、設定内容を確認したり、設定したりすることができます。 
amnimo(cfg)# 

 

CLI操作の記述 
本書では、Tera Termなどのターミナルエミュレーターを用いる CLI（Command Line Interface）の操作
について、以下のように記述しています。 

記述例 

amnimo C series AC10 version 0.0.0 build 00000 
 
amnimo login: admin   ←ログイン名 adminを入力して Enter 
Password:    ←設定したパスワードを入力して Enter 
Last login: Wed Jan  1 00:01:24 +0000 2020 on /dev/ttyGS0. 
amnimo$ 

凡例 

網掛け 

入力の必要がある箇所を示しています。 
操作手順やコマンドの説明に従い入力してください。 
また、コマンドの設定値に関しては、実際に機器を使用している環境に沿った値を入力
してください。 

 Enter キーを押す必要があることを示しています。 
原則、CLIで入力をした後は Enter キーを押します。 

←以降のコメント 特記事項を示しています。 
特記事項に従い操作をしてください。 

凡例にない書式・文字の部分は、操作に対する応答など、ターミナルエミュレーターで自動的に表示される
部分を示します。 
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梱包品の確認 
はじめに、梱包品がすべてそろっているかどうかをご確認ください。 

コンパクトルーターセット 
 屋内タイプ コンパクトルーター本体×1 

  
 
 お使いになる前に×1 
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お客さまにご用意いただくもの 
本書のとおりに設定する場合、以下の別売品を用意する必要があります。 

 
別売品は、コンパクトルーターの保証範囲には含まれません。 

当社販売のアクセサリー（別売品） 
 仕様や規格などについては、『コンパクトルーターユーザーズマニュアル』を参照してください。 
 
 ACアダプター（DC12V/1A） 
 

お客さまでご用意いただくもの 
 SIM カード 

モバイル接続する場合、ご用意ください。 
 仕様や規格などについては、『コンパクトルーターユーザーズマニュアル』を参照してください。 

 
 設定用 PC 

コンパクトルーターの各種設定をするために必要です。 
本書では、Windows 10を用いて説明しています。 

 LANケーブル（推奨カテゴリ：CAT5e以上） 
エッジゲートウェイと PCを接続する際に必要です。 
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システム全体図 
本書では、以下のような構成のネットワークを例に、設定の方法を説明します。 

 

 モバイル接続（rmnet_data0） 
SIM を利用してインターネットに接続します。 

 LAN接続（eth0） 
eth0のインターフェースを利用してプライベートネットワークに LAN接続します。 
 

 
 



 

Step 1 起動と接続 13 

Step 1  起動と接続 
このステップでは、コンパクトルーターを起動する方法について説明します。 

 

LAN ケーブルで PCとコンパクトルーターを接続する 
PCとコンパクトルーターを接続します。 

 

 1 コンパクトルーターの前面の蓋を取り外し、スロットに使用する SIM カードを挿入します。 
スロットは SIM0 を優先使用します。 

 
SIMカードの接点が上側になるように差し込んでください。 

   

 2 LANケーブルを用いて、コンパクトルーターのイーサネットポートと PCを接続します。 

   
  

LANケーブル 
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コンパクトルーターを起動する 
コンパクトルーターを起動します。 

 

 1 コンパクトルーターに ACアダプターを接続します。 

電源が自動で入り、コンパクトルーターが起動します。 

 
 PC とコンパクトルーターを接続する前に電源接続しても問題ありません。ただし、タ

ーミナルエミュレーターソフトで接続したときに何も表示されていない画面が表示され
る場合があります。その場合は、一度 Enter キーを押してください。 

 AC アダプターを接続する前に PC の電源が入っていても問題ありません。 

 

 
 

 
自動起動機能に関する注意事項 
コンパクトルーターは 24時間稼働を目的としているため、障害発生時などにシャットダウンしても、
自動的に回復する機能が備わっています。 
したがって、本節で説明している方法でコンパクトルーターをシャットダウンしても、電源コネクタ
ーから電源が供給されている場合は、再起動します。 
コンパクトルーターを電源断状態にしたい場合は、シャットダウンして LED が電源断可能状態（電源
LEDが赤点灯）の状態になってから、電源プラグを引き抜いてください。 

コンセント 

AC 
アダプター 
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Step 2  PCの接続とサインイン 
このステップでは、コンパクトルーターへ接続するための PCの設定について説明し
ます。 

 

PCの IP アドレスを変更する 
GUI 設定画面にサインインするためには、コンパクトルーターと PCが同一ネットワークに所属している必
要があります。ご利用の PCの IPアドレスを、コンパクトルーターの IPアドレス「192.168.0.254」にあわ
せて変更します。 

 

 
PC の IP アドレスの変更手順については、以下の FAQ を参照してください。 
 『FAQ - PC の IPアドレスを設定する』 

https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/8360358918937 
  

https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/8360358918937
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初回サインイン 
本項では、GUI（Graphic User Interface）または CLI（Command Line Interface）でのサインイン手順に
ついて説明します。利用用途に応じて、どちらかの方法でサインインを行ってください。 

 
 GUI はブラウザーから簡単にコンパクトルーターの設定ができます。 
 CLI は GUI では出来ない詳細な設定を行いたい場合などに利用します。 

 

GUIでサインインする 
GUI で初めてサインインする場合は、管理者アカウント（admin）のパスワードを設定したあとにサインイ
ンします。 

 
GUI 機能の動作確認済み環境は、以下のとおりです。 

OS ブラウザー 動作確認バージョン 

Windows10 Pro2004（64bit) 

Google Chrome 92.0.4515.131（64bit） 

Microsoft Edge -※ 

Firefox -※ 

mac OS big Sur 11.2.3 

Safari 14.0.3（16610.4.3.1.7） 

Google Chrome -※ 

Firefox -※ 

※ 今後のリリースで対応予定 

 

 1 ブラウザーを起動し、本製品の GUI 設定画面の URL にアクセスします。 

http://192.168.0.254 

「パスワード登録」画面が表示されます。 

 2 「パスワード」と「パスワード（確認用）」に adminに設定したいパスワードを入力して、［登録］
をクリックします。 

 
パスワードには、以下の条件にあてはまる文字列を設定してください。 
 8 文字以上 
 英大文字、英小文字、数字、記号の 2 種類以上を含む 

 

 
以下の条件にあてはまるパスワードを設定することはできません。 
 辞書に含まれる単語（例：test） 
 数字やアルファベットのキーボード配列（例：1234、abcde、qwert）などの規則性が

ある言葉 
 上記の組み合わせ（例：test1234） 
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admin のパスワードが設定され、「サインイン」画面が表示されます。 

 3 「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に手順 2で設定したパスワードを入力して、［サインイ
ン］をクリックします。 

   
本製品へのサインインが完了すると、「機器情報」画面が表示されます。 
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CLIでサインインする  
CLI でコンパクトルーターにサインインする手順について説明します。 

 

 

1 PCに、Tera Termや Puttyなどの、Windowsのターミナルエミュレーターソフトをインストール
します。 
インストール方法は、お手持ちのソフトの取扱説明書をご参照ください。すでにインストール済み
の場合、本操作は必要ありません。 

 

2 Tera Termを起動します。「Tera Term新しい接続」画面が表示されます。 
 

3 「シリアル」を選択し、「ポート」のドロップダウンリストからコンソール接続に使用しているポー
トを選択して、［OK］ボタンをクリックします。 

 
選択するシリアルポートは、お客さまの環境によって異なります。 

  
 

「Tera Termシリアルポート設定と接続」画面が表示されます。 

 
画面が表示されない場合は、メニューから [設定] -［シリアルポート］をクリックしてくだ
さい。 

 
本書で設定する内容によっては、一部で CLI でのサインインが必要となる場合があります。 

 
本書では、Tera Term を使用して説明しています。 
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 4 シリアルポートの接続を下図のように設定し、［新規オープン］ボタンをクリックします。（ポート
は、手順 3 と同じものを選択します。） 

  
ターミナル画面が表示され、ユーザー名入力の待機状態になります。 

 
ユーザー名の入力待機画面にならない場合、一度 Enter キーを押してください。 

 

 5 コンパクトルーターにログインし、パスワードを変更します。 
❶ ログイン名に「admin」と入力し、パスワードは入力せずに Enterキーを押します。 

amnimo login: admin   ←ログイン名 adminを入力して Enter 
Password:    ←パスワードを入力せずに Enter 

コンパクトルーターにログインします。 

❷ パスワードを変更します。 

Enter password for admin. 
Enter new password:   ←新しく設定するパスワードを入力して Enter 
Retype new password:   ←確認のためもう一度パスワードを入力して Enter 
passwd: password updated successfully. 
amnimo$ 

 

 
パスワードには、以下の条件にあてはまる文字列を設定してください。 
 8 文字以上 
 英大文字、英小文字、数字、記号の 2 種類以上を含む 

 
また、上記の条件を満たすパスワードでも、以下の条件にあてはまる場合、設定することは
できません。 
 辞書に含まれる単語（例：test） 
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 数字やアルファベットのキーボード配列（例：1234、abcde、qwert）などの規則性
がある言葉 

 上記の組み合わせ（例：test1234） 
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Step 3  ルーターの設定をする 
コンパクトルーターの設定は、Graphical User Interface（GUI）で操作をすること
ができます。このステップでは、モバイル接続をするための接続テストと、GUIを
使った簡易設定について説明します。 

 

モバイル接続をする場合 
コンパクトルーターで SIM を利用したモバイル接続を行う場合は、事前にモバイル回線の接続テストを行
い、正しく接続出来ることを確認してください。 

 
モバイル接続を行わない場合は、以下の手順に進んでください。 

 『簡易設定をする』 
 

接続テストが必要な理由 
 コンパクトルーターは、機器故障や誤動作が発生した場合に、機器を再起動することで 24 時間継続

的に運用を行うための仕組みとして、フェイルセーフの機能を持ちます。 
 事前にモバイル接続の可否を確認せずに自動接続設定を行った場合、接続に失敗してフェイルセーフ機

能によりコンパクトルーターが再起動する可能性があります。 
 予期せぬ再起動を避けるためにも、手動でのテスト接続を実施してから自動接続の設定を行うことを強

くお勧めします。 
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接続テストの流れ 
モバイル接続設定を行う場合は、次のフローに沿って手動での接続テストで正しく接続出来ることを確認し
てから、自動接続設定を行います。 

次のページの手順に沿って、接続テストを実施してください。 

 
本手順では、CLI を利用しています。CLI について、詳しくは以下のマニュアルを参照してくださ
い。 
 『CLI ユーザーズマニュアル』 

 

 
  

SIM の確認と 

情報の更新 

  本体の電源を OFFにし、SIMを確認 

本体の電源を ON 

設定モードに移行 

  SIM情報を更新 

SIMに異常が
ある 

運用開始 
運用状態の設定に切り替え 

設定ファイルの保存 

回線テスト 

回線テストの準備 

モバイル回線の設定 

インターフェースの設定 

  モバイル回線へ接続 

  接続の確認 

モバイル回線の切断 
接続失敗 

設定に異常が
ある 

接続成功 
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▌ SIMの確認 
初めに SIMが正しく挿入されているか確認します。 

 

1 コンパクトルーターから ACアダプターを外して電源を OFFにし、正しい SIMが挿入されている
かを確認します。SIMが誤っている場合は正しい SIMを挿入してください。 
 

2 コンパクトルーターに ACアダプターを接続します。 
コンパクトルーターの電源が ONになり、モバイル接続の待機状態になります。 

 
▌ SIM情報の更新 
SIM 情報を更新します。 

 

1  コンパクトルーターにログインします。 

amnimo C series AC10 version 0.0.0 build 00000 
 
amnimo login: admin   ←ログイン名 adminを入力して Enter 
Password:    ←設定したパスワードを入力して Enter 
Last login: Wed Jan  1 00:01:24 +0000 2020 on /dev/ttyGS0. 
amnimo$ 

 

 
 CLI でのログイン手順については、『CLI でサインインする』を参照してください。 
 パスワードは、『Step 2  PC の接続とサインイン』で設定したものを使います。 

2 コマンドを入力し、設定モードに移行します。 

amnimo$ enable   ←管理者モードに移行 
password:  ←管理者モードのパスワードを入力して Enter 
amnimo# configure  ←設定モードに移行 
password:  ←設定モードのパスワードを入力して Enter 
amnimo(cfg)# 

  

 CLIの動作モードについて 

専用の CLI には、一般ユーザーモード、管理者モード、設定モードという 3 種類の動作モードがありま
す。それぞれのモードでできる操作とコマンドラインのプロンプトを以下に示します。 

 
一般ユーザーモードでは、運用管理に必要な操作をします。 

amnimo$ 

 
管理者モードでは、一般ユーザーモードの操作に加え、エッジゲートウェイの再起動などを制御するこ
とができます。 
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amnimo# 

 
設定モードでは、設定内容を確認したり、設定したりすることができます。 
amnimo(cfg)# 

 

 

3 SIM 情報を更新します。 

amnimo(cfg)# device mobile information module 0  

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
device mobile information 
module 

MODULE-NUMBER にモバイルモジュールの
番号を指定して、SIM 情報を更新します。 

0 

 
▌ 回線テスト 
以下の手順でモバイル接続を設定し、手動で正常につながることを確認します。 

 

 1 回線テストの準備をします。 

❶ モバイル詳細設定モードに移行します。 

amnimo(cfg)# mobile peer amnimo-mobile  

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
mobile peer 定義したいモバイル設定名を入力して、モバイ

ル詳細設定モードに移行します。 
amnimo-mobile 

 

❷ 失敗時にリブートするのを防ぐため、一度フェイルセーフを無効にします。 

amnimo(cfg-mp-amnimo-mobile)# no failsafe  

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
no failsafe フェイルセーフを無効にします。 - 

 

 
 フェイルセーフ機能が有効のままだと、モバイル回線の設定が正常ではない場合、この

機能によってコンパクトルーターが再起動することがあります。接続テストの段階で
は、再起動を避けるために一度この機能を無効にします。 

 フェイルセーフ機能の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。 
 『CLI ユーザーズマニュアル』「12.3 フェイルセーフ」 
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❸ セッション詳細設定モードに移行します。 

amnimo(cfg-mp-amnimo-mobile)# session amnimo-session  

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
session 定義したいセッション設定名を入力して、セッ

ション詳細設定モードに移行します。 
amnimo-session 

 

❹ 自動で再接続しないようにするため、接続方法を手動接続に切り替えます。 

amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# connect manual  

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
connect 接続方法を指定します。 manual 

  

2   モバイル回線を設定します。 

 
 下記は設定の一例です。お使いの SIM に対応した APN設定をしてください。 
 設定値の範囲やより詳しい設定については、以下のマニュアルを参照してください。 

 『amnimo ゲートウェイシリーズ CLIユーザーズマニュアル』「5.7 モバイル回線
を設定する」 

 
amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# apn amnimo.net  ←APN名の設定 
amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# username user  ←ユーザー名の設定 
amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# password   ←パスワードの設定 
Enter new password:     ←パスワードを入力して Enter 
Retype new password:     ←パスワードを再入力して Enter 
amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# enable   ←セッションの有効化 

 コマンドの意味 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

コマンド 意味 設定例 
apn 接続する APN名を指定します。 amnimo.net 

username 接続ユーザー名を指定します。 user 

password パスワードを設定します。 
画面の指示に従い、設定したいパスワード
を 2 回入力してください。 

pass 

enable セッションを有効化します。 - 
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3  モバイル回線用のインターフェース（rmnet_data0）を設定します。 
 

amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# exit   ←セッション詳細設定モードを終了 
amnimo(cfg-mp-amnimo-mobile)# exit   ←モバイル詳細設定モードを終了 
amnimo(cfg)# interface rmnet_data0   ←インターフェース詳細設定モードに移行 
amnimo(cfg-interface-rmnet_data0)# mobile amnimo-mobile  ←モバイル設定を指定 
amnimo(cfg-interface-rmnet_data0)# enable   ←インターフェースを有効化 
amnimo(cfg-interface-rmnet_data0)# exit   ←インターフェース詳細設定モードを終了 
amnimo(cfg)# 

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
Interface  設定を行いたいインターフェースを指定

し、詳細設定モードに移行します。 
rmnet_data0(※) 
 

mobile インターフェースのモバイル設定名を指定
します。 

amnimo-mobile 

enable インターフェースを有効化します。 - 

exit 現在のモードを終了して、もとのモードに
戻ります。 

- 

  ※ rmnet_data0はモバイル回線用のインターフェース名です。モバイル回線接続する場合に有効にします。 
 

 
 任意のタイミングでモバイル接続を行う場合は、接続するタイミングで rmnet_data0 を

有効にするようにしてください。 
 モバイル設定が正しく行われていないにも関わらず、rmnet_data0 が有効になっている

と、モバイル接続の失敗と判断されフェイルセーフによる再起動が発生します。 
 設定値の範囲やより詳しい設定については、以下のマニュアルを参照してください。 

 『amnimo ゲートウェイシリーズ CLIユーザーズマニュアル』「6.2 インターフェ
ースの設定をする」 

 

 4 設定内容が正しいかテストするため、設定モードでモバイル回線に接続します。 

amnimo(cfg)# mobile connect rmnet_data0   ←モバイル回線に手動で接続 

 コマンドの意味 

 

 

  ※ rmnet_data0はモバイル回線用のインターフェース名です。 

  

コマンド 意味 設定例 
mobile connect 手動でモバイル回線の接続を開始します。 rmnet_data0(※) 
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 5 接続できているか確認します。 
amnimo(cfg)# show mobile rmnet_data0  
# ---- mobile rmnet_data0 ---- 
number  0 
module  ME3630-J2A 
peer   amnimo-mobile 
session   amnimo-session 
sim   0 
apn   amnimo 
state  connected 
rat  E-UTRAN 
earfcn  1850 
band  3 
mcc  440 
mnc  10 
tac  4633 
cellid  49507893 
pci  404 
rssi  -68.0 
rsrp  -95.0 
rsrq  -7.1 
sinr  186.0 
ecio  0.0 

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
show mobile モバイル回線の通信ステータスを表示します。 rmnet_data0（※） 

  ※ rmnet_data0はモバイル回線用のインターフェース名です。 

 

具体的には、以下のようになっていることを確認します。 

❶ state connectedになっていることを確認します。 

❷ 推奨事項として、電波状況が以下になっていることを確認します。 
4G回線であれば、RSRPが普通レベル(-105dBm以上)になっていること 
3G回線であれば、RSCPが普通レベル(-90dBm 以上)になっていること 

 
電波状況の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。 
 『amnimo ゲートウェイシリーズ CLI ユーザーズマニュアル』「5.3 モバイル回線のス

テータスを表示する」の「出力項目」 
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 6 モバイル回線を切断し、回線切断に成功した場合は次の手順に進みます。 

amnimo(cfg)# no mobile connect rmnet_data0  

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
no mobile 
connect 

手動でモバイル回線を切断します。 rmnet_data0（※） 

  ※ rmnet_data0はモバイル回線用のインターフェース名です。 
 

 
 SIMの問題で失敗した場合は、『接続テストの流れ』「SIMの確認」に戻ってください。 
 設定の問題で失敗した場合は、セッション詳細設定モードに移行し『回線テスト』の手

順 2 に戻ってください。 

 ７ 設定を元に戻します。 

❶ モバイル詳細設定モードに移行し、フェイルセーフを有効にします。 

amnimo(cfg)# mobile peer amnimo-mobile    ←モバイル詳細設定モードに移行 
amnimo(cfg-mp-amnimo-mobile)# failsafe retry 3 reboot 3  ←フェイルセーフを有効化 

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
failsafe フェイルセーフを有効にします。また、フェイル

セーフのリトライ回数とリブート回数を指定し
ます。 

retry 3 reboot 3 
リトライ回数に 3、リブート回数
に 3 が指定されます。 

 

 
フェイルセーフは有効とすることを推奨しますが、運用上フェイルセーフを無効にする必要
がある場合は、この手順は実施しないでください。 
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▌ 運用のための設定と設定ファイルの保存 
引き続き、CLIでモバイル接続設定をする場合はこのまま進めてください。 

 
GUIを使って設定したい場合は、『簡易設定をする』から実施できますが、簡易設定を実行して設定フ
ァイルを保存した場合、設定内容は簡易設定の内容で上書きされます。 

 

 

 １ 運用状態に設定を切り替えます。 

セッション詳細設定モードに移行し、接続方法を自動接続に切り替えます。 

amnimo(cfg-mp-amnimo-mobile)# session amnimo-session ←セッション詳細設定モードに移行 
amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# connect always   ←自動接続に切り替え 

 コマンドの意味 

 

 
 
 2 設定モードに移行し、設定内容を設定ファイルに保存します。 
 

amnimo(cfg-mps-amnimo-session)# exit  ←セッション詳細設定モードを終了 
amnimo(cfg-mp-amnimo-mobile)# exit  ←モバイル詳細設定モードを終了 
amnimo(cfg)# config file save ←設定ファイルを上書き保存 

 コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
exit 現在のモードを終了して、もとのモードに戻り

ます。 
- 

config file save 設定ファイルを保存します。 
ファイル名を指定しない場合は、「startup-
config」ファイルに保存されます。 

- 

 

  

コマンド 意味 設定例 
connect 接続方法を指定します。 always 
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簡易設定をする 
「簡易設定」画面で、以下の設定をすることができます。 
 
 モバイル通信設定 
 インターフェース設定 
 DNS の有効化／無効化 
 フィルター 
 DMS (デバイス管理システム) の有効化／無効化 
 

なお、簡易設定をすると、DNS の設定およびフィルタリングの設定が自動で適用されます。自動で適用さ
れる DNSおよびフィルタリングの設定内容は、以下のとおりです。 

詳細設定をする場合は、以下のマニュアルを参照してください。 
 『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』の『2.9 フィルター設定をする』『2.11 

DNS 設定をする』 
 
 DNS 

有効無効設定：  有効 
 フィルタリング 

 入力設定 
入力デフォルトポリシー： 破棄 
related：   許可 
established：  許可 
invalid：   破棄 
入力インターフェース： 許可 

 転送設定 
転送デフォルトポリシー： 許可 

 出力設定 
出力デフォルトポリシー： 許可 
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 1 GUI でサインインをし、サイドメニューの［簡易設定］をクリックします。 

「簡易設定」画面が表示されます。 

 
 GUI でのサインイン手順については、『GUIでサインインする』を参照してください。 
 パスワードは、『Step 2  PC の接続とサインイン』で設定したものを使います。 

 

   

 2 モバイル接続ご利用の場合は、モバイル通信設定の「通信キャリア・契約プラン」から登録済みの
通信キャリアまたは契約プランを選択します。 

選択した通信キャリアまたは契約プランに応じて、「APN名」「アカウント」「パスワード」「認証方
式」が自動的に設定されます。 

 
 GUI で簡易設定する際は、接続テスト済みのモバイル設定と同じ内容になるように設定し

てください。 
 CLI でモバイル接続設定をした後に、GUI の簡易設定でモバイル通信設定をして設定ファ

イルを保存すると、後から設定した内容で上書きされます。 

 

   
 

 
 「通信キャリア・契約プラン」に使用する通信キャリア／契約プランが登録されていな

い場合は、［その他］を選択してください。 
 認証する必要のない SIM を使用する場合は、「認証方式」で「PAP」と「CHAP」の両方

のチェックをはずしてください。 
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 3 環境に応じて、インターフェースの設定をします。 

❶ モバイル通信の際に必要な「rmnet_data0」の設定をします。 
トグルをクリックして、有効または無効に設定します。 
また、必要に応じて、「ダイナミック SNAT」にチェックを付けます。 

❷ LAN接続の際に必要な「eth0」の設定をします。 
トグルをクリックして、有効または無効に設定します。 
「IPアドレス」を割り当てる方法として、「DHCPクライアント」または「固定 IPアドレス」
を選択します。「固定 IPアドレス」を選択した場合は、「IPアドレス」と「ネットマスク」を入
力する必要があります。 
また、必要に応じて、「ダイナミック SNAT」にチェックを付けます。 

   
  

❶ 

❷ 
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 4 DMSの設定をします。トグルをスライドして、DMS を有効または無効に設定します。 

 
DMS（デバイス管理システムのご利用には別途お申込みが必要です。 

 

   

 5 画面下部の［設定］をクリックします。 

 
設定の確認画面が表示されます。 
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 6 ［設定］をクリックします。 

   
設定が保存されます。 

 7 サイドメニューの［運用情報］-［モバイル通信］をクリックし、モバイル通信の状態を確認しま
す。 

   
 

通信モジュールの状態 意味 
dialing 接続処理中 

connected 接続状態 

disconnected 切断状態 
 

 
モバイル設定に誤りがある場合など接続が正常に行われていない場合、フェイルセーフ機能
により機器が自動的に再起動することがあります。ご注意ください。 

 

 

  

 GUIのプロトコルとポート番号を変更するには 

GUI のサイドメニューで［詳細設定・制御］－［GUI 設定］を選択すると、GUI 設定で使用するプロトコルとポ
ート番号を変更することができます。 
 詳しくは、『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』を参照してください。 
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時刻を設定する 
コンパクトルーターのタイムゾーンおよび時刻の設定をします。 

 
本書では、PC と時刻を同期する例について説明しています。 
時刻設定に関しては NTP 設定で時刻を同期する方法を推奨していますが、手動での入力も可能です。 
 詳細については、『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』を参照してくださ

い。 

タイムゾーンを設定する 

 

 1 サイドメニューの［詳細設定・制御］－［タイムゾーン設定］をクリックします。 

「タイムゾーン設定」画面が表示されます。 

   

 2 タイムゾーンを設定します。 

❶ 「地域」を選択します。 

❷ 「地名」を選択します。 

❸ ［設定］をクリックします。 

   
タイムゾーンが設定されます。  

❶ 

❷ 

❸ 
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時刻を設定する 

 

 1 サイドメニューの［詳細設定・制御］－［時刻設定］をクリックします。 

「時刻設定」画面が表示されます。 

   

 2 「時刻設定」画面で、［NTP設定］をクリックします。 
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 3 トグルをスライドして有効にします。 

   

 4 設定内容を変更します。 

 
NTP サーバーに関して、アムニモでは Google Public NTP（time.google.com）や、NICT 公開
NTP サービス（ntp.nict.jp）を推奨しています。 
各サービスの利用規約や注意事項については以下をご覧ください。 
 Google Public NTP：https://developers.google.com/terms/ ） 
 NICT公開 NTPサービス：https://jjy.nict.go.jp/tsp/PubNtp/qa.html ） 

 
また本手順で設定した場合、NTPの時刻同期は以下の間隔で実施されます（本値は CLIから
変更可能です）。 
 ネットワーク接続が開始した直後：64s 間隔 
 その後、徐々に間隔を大きくしながら時刻同期を継続的に実施 
 最終的に、定期的に同期を行う間隔：1024s 

❶ NTP同期に使用するインターネット通信が行われるインターフェースを選択します。 
モバイル通信の場合は「rmnet_data0」を選択します。 

❷ 同期するサーバーの URLを記載します。 

❸ ポート番号を指定します。デフォルト値で問題が無ければ変更不要です。 

   
 

❶ 

❷ 

❸ 

https://developers.google.com/terms/
https://jjy.nict.go.jp/tsp/PubNtp/qa.html
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 5 ［設定］をクリックします。 

   
時刻設定が保存されます。 
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SSHの設定をする 
SSHを利用してコンパクトルーターにログインするために、SSHの設定をします。 

 

 1 サイドメニューの［詳細設定・制御］－［SSH設定］をクリックします。 

「SSH設定」画面が表示されます。 

   

 2 トグルをスライドし、SSHを有効に設定します。 
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 3 ポートの設定をします。 

❶ 必要に応じて、ポート番号を変更します。 

 
 ポート番号は、1～65535 の範囲で設定することができます。 
 SSH では標準で 22 番ポートを使用します。 

ポート番号を変更した場合、クライアントはそのポート番号を指定して接続する必要が
あるため、注意が必要です。 

❷ 「キープアライブを有効にする」にチェックを付けることで、定期的に keepaliveパケットを
送信して、SSH接続がタイムアウトするのを防ぐことが可能です。 

   

 4 暗号化方式の設定をします。 

❶ 使用する暗号化方式として、「推奨設定」または「個別選択」を選択します。 
 「推奨設定」を選択した場合は、手順 5に進んでください。 

❷ 「個別選択」を選択した場合は、使用する暗号化方式にチェックを付けます。 

    

❶ 
❷ 
 

❶ 

❷ 
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 5 ［設定］をクリックします。 

   
SSHの設定が保存されます。 
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コンパクトルーターに設定内容を保存する 
GUI で設定した内容を保存するため、コンパクトルーターの設定ファイルに設定内容を書き込みます。 

コンパクトルーターを再起動したときに設定ファイルが読み込まれ、設定内容が反映されます。 

 

 1 サイドメニューの［設定ファイル］をクリックします。 

「設定ファイル」画面が表示されます。 

   

 2 ［現在の設定をデバイスに保存］をクリックします。 

    
「確認」画面が表示されます。 

 3 ［保存する］をクリックします。 

   
設定がゲートウェイに保存されます。  
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ここまでの手順で、コンパクトルーターの基本的な設定は完了です。 
 次ページのオプション設定ガイドでは、以下の内容が続きます。ご利用状況にあわせて参照のう

え、設定を進めてください。 
 『デバイス管理システムの設定をする』 
 『remote.it の設定をする』 



 

        
amnimo C シリーズ 
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オプション設定ガイド 
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デバイス管理システムの設定をする 
このステップでは、デバイス管理システムを利用するための初期設定について説明します。 
 

amnimo IoTクラウドシステムのデバイス管理システムを利用することで、遠隔地にあるコンパクトルータ
ーの監視やメンテナンスを容易に行うことができます。 

デバイス管理システムの主要な機能は、以下のとおりです。 

 デバイスのリモート監視 
 デバイスの設定ファイルのリモート配布・取得 
 ファームウェアのリモート更新 
 Syslogのファイル取得 
 

 

 デバイス管理システムの機能を利用するにはお申し込みが必要となります。ご利用をご希望の場
合は、営業担当者にご連絡ください。 

 デバイス管理システムの詳しい利用方法や設定内容については、以下のマニュアルを参照してく
ださい。 
 『デバイス管理システムマニュアル』 
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コンパクトルーターを有効化する 
デバイス管理システムを利用するために、コンパクトルーターを有効化します。 

 
有効化を進めるためには、あらかじめコンパクトルーター側で時刻設定を完了しておく必要
があります。 
 『時刻を設定する』 

 

 1 Webブラウザーで、サービス管理ポータルにログインします。 

 2 ダッシュボードで、［デバイス管理システム］をクリックします。 

   
  

https://apps.amnimo.com/
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 3  コンパクトルーターを有効化します。 

❶ 「デバイス」で［未使用］を選択します。 

❷ 対象のデバイスの［︙］ボタンをクリックし、表示されたメニューで［有効化］を選択しま
す。 

 
「確認」画面が表示されます。 

 4 ［確認］をクリックします。 

   
IoTルーターがインターネットに接続すると有効化が完了します。 

  

❶ 

❷ 
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 5 コンパクトルーターがインターネットに正常に接続しており、電波状態が良好であることを確認し
ます。 

❶ 対象のデバイスの状態が「正常」であることを確認します。 

❷ 通信の電波アイコンがグリーンで表示されていることを確認します。 
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remote.itの設定をする 
このステップでは、remote.it を利用するための初期設定について説明します。 
 

remote.it とは、プライベート IPネットワーク内のデバイスに対して、インターネット経由の遠隔アクセス
を可能とする、P2P接続サービスです。 

remote.it を利用することで、離れた場所にあるコンパクトルーターに、ご利用の PC などの端末から安全
にアクセスすることができるようになります。 
 

 

remote.it を利用するにはお申し込みが必要となります。ご利用をご希望の場合は、営業担当者にご連
絡ください。  
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remote.it のアカウントを作成する 
remote.it を利用するには、remote.it のアカウントが必要となります。 remote.itの利用を申し込まれた方
へは、当社から remote.itの Invitationを送付します。Invitationとして送られるメールに記載された案内に
従ってアカウントを作成してください。 

 

 

アムニモの製品をサンプルとして利用される場合、当社での作成済みの remote.it アカウントを使用
して、試験・評価を行うことが可能です。ご希望の場合はサンプル利用の申し込みの際に併せてお申
し出ください。  

 

 

1  remote.it のアカウントを作成します。 

アムニモから remote.itの Invitationメールが届いたら、メールに記載の案内に沿って remote.it の
アカウントを作成します。 
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License Keyの確認 
remote.it を利用するには、事前に『License Key』をデバイスの remote.it へ登録する必要があります。 

ここでは、License Key の確認方法について説明します。 

 

License Key の確認 

 

1  作成したアカウントで『https://app.remote.it/#/』へログインします。 

2  ユーザーアイコンをクリックし、[ Account ] から [ Licensing ] に進み、LICENSE KEY の項目に
表示される License Key を確認します。 
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remote.itの設定をする 
はじめに、Command Line Interface（以下、CLI）を利用してデバイスの remote.it に License Keyを登録
します。 

 
CLI の詳しい利用方法や設定内容については、以下のマニュアルを参照してください。 
 『CLI ユーザーズマニュアル』 

 

 CLIの動作モードについて 

専用の CLI には、一般ユーザーモード、管理者モード、設定モードという 3 種類の動作モードがあります。それ
ぞれのモードでできる操作とコマンドラインのプロンプトを以下に示します。 

 
一般ユーザーモードでは、運用管理に必要な操作をします。 

amnimo$ 

 
管理者モードでは、一般ユーザーモードの操作に加え、エッジゲートウェイの再起動などを制御することができ
ます。 
amnimo# 

 
設定モードでは、設定内容を確認したり、設定したりすることができます。 
amnimo(cfg)# 
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コンパクトルーターにログインする 
CLIでコンパクトルーターにログインします。 

 
事前に GUI で SSH を有効にしてください。 
 SSH の設定方法については、『SSH の設定をする』を参照してください。 

 

 1 PCに、Tera Termや PuttyなどのWindowsのターミナルエミュレーターソフトをインストールし
ます。 

 
本書では、Tera Term を使用して説明しています。 

 2 Tera Termを起動し、「Tera Term 新しい接続」画面で以下の設定をして、［OK］をクリックしま
す。 

❶ 「TCP/IP」を選択します。 

❷ 「ホスト」に IPアドレス「192.168.0.254」を入力します。 

❸ 「サービス」で「SSH」を選択します。 

   
新しいホストに接続した場合、「セキュリティ警告」画面が表示されます。 
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 3 ［このホストを known hostsリストに追加する］にチェックを付けて、［続行］をクリックしま
す。 

   

 4 Step 2の初回ログインで入力したログイン情報を入力して、［OK］をクリックします。 

   
CLIでエッジゲートウェイにログインします。 
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License Keyを登録する 

 
remote.it を利用するために License Keyを登録します。 

 
remote.it を利用する前に、以下の設定がされていることを確認してください。 
 エッジゲートウェイがインターネットに接続している。 
 エッジゲートウェイの DNS設定がされている。 

Step 2 で簡易設定した場合は、DNSの設定は有効化されています。 
 時刻が正しく設定されている。 

 

 1 remote.it に License Keyを登録して remote.itを有効化します。 

amnimo$ enable  ←管理者モードに移行 
password:   ←パスワードを入力して Enter 
amnimo# configure  ←設定モードに移行 
amnimo(cfg)# remoteit 
amnimo(cfg-remoteit)# registration 1234abcd-56ef-7890-1234-56789abcdeff ←License Keyを入
力して Enter 
amnimo(cfg-remoteit)# enable       ←remote.it を有効化 
amnimo(cfg-remoteit)# exit 
amnimo(cfg)# 
amnimo(cfg)# config file save ←設定を保存 
amnimo(cfg)# 

  コマンドの意味 

コマンド 意味 設定例 
remoteit remote.it の設定モードに入ります。 - 

registration License Key を登録します。 1234abcd-56ef-7890-
1234-56789abcdeff 

enable サービスを起動します。 - 

exit 現在のモードを終了します。 - 

config file save 現在の設定ファイルを startup-config に保存します。 - 
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サービスを登録する 

 
remote.it デスクトップアプリを使ってサービスを登録します。 
 アプリケーションは、以下のサイトからダウンロードが行えます。 

 https://ja.remote.it/download  
 インストールの詳しい手順については、以下のページを参照してください。 

 https://support.remote.it/hc/ja/articles/4420541365773 

 

1 remote.it デスクトップアプリを起動します。 

2 サイドバーの [ Devices ] から、該当するデバイスをクリックします。 

3 SERVICE とある項目で [ + ] ボタンをクリックし、追加したいサービスを選択したら、サービス
名とポート番号などの必要な情報を入力し、[ SAVE ] をクリックして保存します。 

 

 

  

https://ja.remote.it/download
https://support.remote.it/hc/ja/articles/4420541365773
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remote.itを使ってサービスに接続する 
本章では、Windows用の remote.itデスクトップアプリから SSHのサービスに接続する手順について説明
します。 

 
remote.it デスクトップアプリからデバイスに接続する方法については以下のページにも詳しい記載が
あります。 
 https://support.remote.it/hc/ja/articles/4421390375565 

 

 

1 remote.it デスクトップアプリケーションを起動します。 

2 サイドバーから [ Devices ] をクリックして対象のデバイスを開き、接続したいサービス（本手順
では SSH）を選択し、[ CONNECT ] をクリックします。（アプリのバージョンによっては、
[ START ] と表示されることがあります。） 
 

  

https://support.remote.it/hc/ja/articles/4421390375565
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3 接続が確立されると接続情報が表示されるので、COPY ボタンをクリックして、接続情報をコピー
します。 

 

4 Tera term を起動し、ホストと TCPポートに情報をコピーして [ OK ] をクリックします。 
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5 ログイン画面が表示されるので、コンパクトルーターのログイン情報を入力し、[ OK ] をクリック
します。 

 

6 SSH接続が出来ることを確認します。 
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改訂履歴 
第 1版  2022年 5月発行 

第 2版  2022年 7月発行 

第 3版  2022年 9月発行 
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