
SRX100 サービス ゲートウェイ クイック ス
タート ガイド

SRX100 サービス ゲートウェイをネットワークに接続する際に、このクイック スター
ト ガイドの説明を参考にしてください。 詳細は、
http://www.juniper.net/techpubs/a059.html にある SRX100 Services Gateway Hardware 
Guide を参照してください。

SRX100 サービス ゲートウェイのフロント パネル

SRX100 サービス ゲートウェイのバック パネル

SRX100 サービス ゲートウェイ モデル

次の 2 モデルの SRX100 サービス ゲートウェイを用意しています。

SRX100 サービス ゲートウェイの接続および構成

下の手順を使用して、SRX100 サービス ゲートウェイを接続、セットアップし、ネッ
トワークを保護してください。 デバイスのステータスを判断するには、デバイスのフロ
ント パネルにある LED を参照してください。

パート 1: 電源ケーブルをデバイスに接続

電源ケーブルをデバイスおよび電源に接続します。 サージ プロテクタの使用を推奨しま
す。 次の表示に注意してください。

POWER LED（緑）： デバイスに電力が供給されています。

STATUS LED（緑）： デバイスが正常に機能しています。

ALARM LED（黄）： デバイスは正常に動作しています。レスキュー構成が設定さ
れていないので黄色に点灯している可能性があります。 これは急を要する状況では
ありません。

注 : レスキュー構成が設定された後、黄色の ALARM LED はマイナー アラームを示しま
す。また、赤色に点灯した ALARM LED は、深刻な問題がサービス ゲートウェイに存
在することを示します。

注 : デバイスに電源を投入した後、起動するのに 5 ～ 7 分間かかります。 STATUS LED 
が緑色に点灯してから、次のパートへ進んでください。

パート 2: 管理デバイスを接続

次のどちらかの方法を使用して、サービス ゲートウェイに管理デバイスを接続します。

2 ページに示すように、RJ-45 ケーブル（イーサネットケーブル）を、フロント パ
ネルにある fe-0/0/1 ～ fe-0/0/7 のいずれか 1 つのポートから管理デバイス（ワーク
ステーションまたはラップトップ）のイーサネット ポートへ接続します。 この接続
方法を推奨しています。 この方法を使用して接続する場合は、パート 3 へ進んでく
ださい。

RJ-45 ケーブル（イーサネット ケーブル）を、CONSOLE というラベルの付いた
ポートから付属の DB-9 アダプタに接続し、アダプタを管理デバイスのシリアル 
ポートに接続します。 （シリアルポートの設定 : 9600 8-N-1）

コールアウト 説明 コールアウト 説明

1 電源ボタン 4 USB ポート

2 LED（ALARM、POWER、STATUS、HA） 5 コンソール ポート

3 構成リセット ボタン 6 ファスト イーサ
ネット ポート

コールアウト 説明 コールアウト 説明

1 セキュリティ ケーブル用ロック 3 ケーブル タイ ホルダー

2 接地ポイント 4 電源入力

J-SRX100

デバイス DDR メモリ

SRX100B 512 MB
SRX100H 1 GB



この方法を使用して接続する場合、
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf の Branch SRX 
Series Services Gateways Golden Configurations に記載された CLI 構成手順へ進
んでください。

パート 3: デフォルトの構成設定を理解

SRX100 サービス ゲートウェイは、適切に機能するには次の基本構成設定を必要とす
る、セキュアなルーティング デバイスです。

インターフェースに IP アドレスを割り当てる必要があります。

インターフェースはゾーンにバインドする必要があります。

トラフィックを許可または拒否するために、ゾーン間でポリシーを構成する必要が
あります。

ソース NAT ルールを設定する必要があります。

初めて電源を投入したとき、デバイスには次のデフォルト構成設定が行われています。 
デバイスを使用可能にするために初期設定を行う必要はありません。

インターフェースの工場出荷時の設定

セキュリティ ポリシーの工場出荷時の設定

NAT ルールの工場出荷時の設定

パート 4: 管理デバイスが IP アドレスを取得することを確認

サービス ゲートウェイに管理デバイスを接続した後、サービス ゲートウェイの DHCP 
サーバー プロセスは、管理デバイスに IP アドレスを自動的に割り当てます。 管理デバ
イスが、192.168.1/24 サブネットワーク上の IP アドレス（192.168.1.1 以外）をデバ
イスから取得していることを確認してください。

注 : 

サービス ゲートウェイは、DHCP サーバーとして機能し、管理デバイスに IP アド
レスを割り当てます。

IP アドレスが管理デバイスに割り当てられていない場合は、192.168.1.0/24 サブ
ネットワークの IP アドレスを手動で構成してください。 192.168.1.1 IP アドレスを
管理デバイスに割り当てないでください。この IP アドレスはデバイスに割り当て
られています。 デフォルトでは、DHCP サーバーは、L3 VLAN インターフェース
（IRB）vlan.0（fe-0/0/1 ～ fe-0/0/7）上で有効であり、IP アドレス 192.168.1.1/24 
で構成されています。

SRX100 サービス ゲートウェイに初めて電源を入れると、工場出荷時のデフォル
ト構成を使用して起動します。

管理インターフェースの接続に関する詳細については、下の図を参照してください。

パート 5: IP アドレスがサービス ゲートウェイに割り当てられていることを
確認

次の方法の 1 つを使用して、サービス ゲートウェイの IP アドレスを取得します。

方法 1： サービス ゲートウェイの動的 IP アドレスを取得

fe-0/0/0 ポートを使用して、ご利用のインターネット サービス プロバイダ（ISP）
に接続します。 ISP は、DHCP プロセスを使用して IP アドレスを割り当てます。

この方法を使用して、サービス ゲートウェイの IP アドレスを取得する場合、この
文書のパート 6 ～ 9 の手順に進み、デバイスを構成しトラフィックを通過させ
ます。

方法 2： サービス ゲートウェイの静的 IP アドレスを取得

fe-0/0/0 ポートを使用して、ご利用の ISP に接続します。 ISP は静的 IP アドレスを
提供しています。 DHCP プロセスを使用して IP アドレスを受領しません。

この方法を使用して、サービス ゲートウェイで IP アドレスを取得する場合、この
文書のパート 6 からパート 9 の指示に従ってください。

ポート ラベル インターフェース セキュリティ 
ゾーン

DHCP 状態 IP アドレス

0/0 fe-0/0/0 untrust クライアン
ト

未割り当て

0/1 ～ 0/7 fe-0/0/1 ～ fe-0/0/7 trust サーバー 192.168.1.1/24

ソース ゾーン 宛先ゾーン ポリシー アクション

trust untrust 許可

trust trust 許可

untrust trust 拒否

ソース ゾーン 宛先ゾーン ポリシー アクション

trust untrust ソース NAT から untrust ゾーン イン
ターフェース
2 ページ



パート 6: J-Web インターフェースにアクセス

1. 管理デバイスで Web ブラウザを起動します。

2. URL アドレス フィールドに http://192.168.1.1 と入力します。 J-Web ログイン 
ページが表示されます。

3. デフォルト ユーザー名に root を指定します。 [ パスワード ] フィールドには値を入
力しないでください。

4. [Log In] をクリックします。 J-Web Initial Setup ページが表示されます。

パート 7: 基本設定を構成

サービス ゲートウェイの Host Name、Domain Name、Root Password などの基本設定
を構成します。

重要 : IP アドレスとルート パスワードを構成したことを確認してから、構成を適用し
ます。

注 : アスタリスク（*）の付いたフィールドはすべて必須です。

パート 5 の方法 2 を使用して、サービス ゲートウェイの IP アドレスを取得した場合、
必ず J-Web で以下の変更を行ってください。

1. [Enable DHCP on fe-0/0/0.0] チェック ボックスの選択を解除します。

2. fe-0/0/0.0 アドレス フィールドに、ISP が提供した手動の IP アドレスを入力しま
す。 IP アドレスは a.b.c.d/xx の形式で入力してください。ここで、xx はサブネット 
マスクです。

3. [Default Gateway] フィールドにゲートウェイの IP アドレスを入力します。 ゲート
ウェイの IP アドレスも ISP が提供します。

4. [DNS name servers] フィールドにサーバー名を入力します。 サーバー名は ISP が
提供します。

5. 構成を適用します。

パート 8: 基本構成を適用

1. [Commit] をクリックして、基本構成を保存します。

2. [Apply] をクリックして、基本構成を適用します。

注 : インターフェース構成に何らかの変更を行う場合、
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf の Branch SRX Series 
Services Gateways Golden Configurations を参照してください。

パート 9: 設定内容の確認

http://www.juniper.net にアクセスして、インターネットに接続されていることを確認し
ます。 接続していると、トラフィックはサービス ゲートウェイを通過できます。

注 : http://www.juniper.net ページが読み込まれない場合は、構成設定を確認し、構成を
適用したことを確認します。

これらの手順を完了した後、任意の trust ポートから untrust ポートへトラフィックを渡
すことができます。

デバイスの電源オフ

サービス ゲートウェイの電源をオフにするには、次の方法のいずれかでシャットダウ
ンします。

通常のシャットダウン － Power ボタンを押して、すぐに離します。 デバイスは、
オペレーティング システムの通常のシャットダウンを開始します。

直ちにシャットダウン － Power ボタンを 10 秒間押したままにします。 デバイスは
直ちにシャットダウンします。 Power ボタンをもう一度押して、デバイスの電源を
オンにします。

注 : J-Web で [Maintain ] > [Reboot] を選択して、システムを再起動または停止でき
ます。

構成に関する詳細については、
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf の Branch SRX Series 
Services Gateways Golden Configurations を参照してください。

詳細なソフトウェア設定情報は、
http://www.juniper.net/techpubs/software/junos-srx/index.html にあるソフトウェア ド
キュメントを参照してください。

Juniper Networks へのお問い合わせ

テクニカル サポートについては、
http://www.juniper.net/support/requesting-support.html を参照してください。
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