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が使用できます。

ウェイを接続および設定し、ネットワークを保護 

るには、デバイスの前面パネルにある LED を参照  

させるには、次の基本設定を行う必要があります。

てる。

。

各ゾーン間にポリシーを設定する。

n:ネットワークアドレス変換 ) のルールを設定する。

成は、次のとおりです。デバイスは、初期構成を

ト設定

番号

1
2

3

番号

1

2

NAND フラッシュメモリ

2 GB

ィ DHCP の状態 IP アドレス

クライアント 未割り当て

サーバー 192.168.1.1/24

ポリシーのアクション

許可

許可

拒否

ポリシーのアクション

ソース NAT は Untrast ゾーンとの 
インターフェースとして動作
X100 サービスゲートウェイクイックスタート

イックスタートの指示に従って、SRX100 サービスゲートウェイをご利用のネットワー

続してください。詳細は、
www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/p
y-pages/srx-series/product/index.html の『SRX100 Services Gateway Hardware 

e』を参照してください。

100 サービスゲートウェイの前面パネル

100 サービスゲートウェイの背面パネル

SRX100 サービスゲートウェイのモデ

SRX100 サービスゲートウェイの次のモデル

SRX シリーズデバイスの接続と構成

下の手順を使用して、SRX100 サービスゲート

してください。デバイスのステータスを判断す

してください。

概要

SRX100 サービスゲートウェイを適切に機能

インターフェースに IP アドレスを割り当

インターフェースをゾーンにバインドする

トラフィックを許可または拒否するため、

ソース NAT (Network Address Translatio
電源の初期投入時の本デバイスのデフォルト構

行うことなく使用できます。

工場出荷時のデフォルト構成

工場出荷時のセキュリティポリシーのデフォル

工場出荷時の NAT ルールのデフォルト設定

説明 番号 説明

電源ボタン 4 USB ポート

LED (ALARM、POWER、
STATUS、HA)

5 コンソールポート 

[RESET CONFIG] ボタン 6 ファストイーサネットポート

説明 番号 説明

セキュリティケーブル用ロック 
スロット

3 ケーブルタイホルダー

接地ポイント 4 電源入力
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デバイス DDR メモリ

SRX100H2 2 GB

ポートラベル インターフェース セキュリテ
ゾーン

0/0 fe-0/0/0 Untrast

0/1～0/7 fe-0/0/1～ fe-0/0/7 Trust

ソースゾーン 宛先ゾーン

Trust Untrast
Trust Trust
Untrast Trust

ソースゾーン 宛先ゾーン

Trust Untrast

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/srx-series/product/index.html
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/srx-series/product/index.html
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れたことを確認

ービスゲートウェイの DHCP サーバーにより、  

す。管理デバイスが、192.168.1.0/24 サブネッ   

イスから取得していることを確認します。

機能し、管理デバイスに IP アドレスを割り    

ない場合は、192.168.1.0/24 サブネットワー  
92.168.1.1 IP アドレスを管理デバイスに割り    
スゲートウェイに割り当てられます。デフォ  
ーフェース (IRB) vlan.0 (インターフェース       
スは 192.168.1.1/24 で設定されています。

時は、出荷時のデフォルト構成で起動します。

は、Mozilla Firefox バージョン 15.x 以降を    

.1.1」と入力します。[Welcome] ページが表   

ービスゲートウェイを構成します。

タムセキュリティをセットアップできます。   
できます。このモードを選択した場合は、タ   
タスク 1: 電源ケーブルとデバイスを接続

電源ケーブルを本デバイスと電源に接続します。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 (緑色 ): デバイスに電力が供給されていることを示します。

STATUS LED (緑色 ): デバイスが正常に動作していることを示します。

ALARM LED (こはく色 ): デバイスが正常に動作していますが、レスキュー構成が完了して   
いない可能性があります。これは急を要する状況ではありません。

注 :レスキュー構成が完了している場合、こはく色の ALARM LED は軽度のアラームを、赤色の   
ALARM LED はサービスゲートウェイに深刻な問題があることを示します。

注 :デバイスの電源を入れてから、デバイスが起動するまでに 5～7 分かかります。STATUS LED   
が緑色に点灯したら、次のタスクへ進んでください。

タスク 2: 管理デバイスを接続

次のいずれ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。

前面パネルのラベル 0/1～0/7 (インターフェース fe-0/0/1～ fe-0/0/7) のいずれかのポート    
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、  
RJ-45 ケーブル (イーサネットケーブル ) を接続します。 
こちらの方法を推奨しています。この方法で接続した場合は、タスク 3 に進みます。

前面パネルの CONSOLE というラベルが付いたポートから付属の DB-9 アダプタへ RJ-45     
ケーブル (イーサネットケーブル) を接続し、次にその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 ポート設定 : 9600 8-N-1)。 
この方法で接続した場合は、www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf の 
「Branch SRX Series Services Gateways Golden Configurations」にある、CLI 設定の       
指示に従います。

イーサネットポートを使用した管理インターフェースの接続の詳細については、下の図を参照し

てください。

タスク 3: 管理デバイスに IP アドレスが設定さ

管理デバイスをサービスゲートウェイに接続すると、サ

管理デバイスに IP アドレスが自動的に割り当てられま

トワーク上の IP アドレス (192.168.1.1 以外) を本デバ

注 :
サービスゲートウェイは DHCP サーバーとして
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
クの IP アドレスを手動で設定してください。1
当てないでください。この IP アドレスはサービ
ルトでは、DHCP サーバーは L3 VLAN インタ
fe-0/0/1～ fe-0/0/7) 上で有効であり、IP アドレ

SRX100 サービスゲートウェイの初期電源投入

タスク 4: 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。

注 :このウィザードを最適な状態で動作させるに
使用してください。

2. [URL address] フィールドに「http://192.168
示されます。

タスク 5: セットアップモードを選択 
次のいずれかのセットアップモードを使用して、サ

Guided Setup - サービスゲートウェイでカス
このモードでは、Basic または Expert を選択
スク 7 に進みます。

g0
31

00
7
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れると 24 時間以内に電子メールを受信しま  
許可された後に実行できます。

スを取得します。ポップアップウィンドウに、  

K]、[Next] の順にクリックします。

 (方法 2)
イで静的 IP アドレスを取得します。ラベル  

して、インターネットサービスプロバイダ    

が提供されます。DHCP プロセスでは IP ア       

る場合にのみ必要です。それ以外の手順をす  
接 [Confirm & Apply] ページに進んでから設     

xt] の順にクリックします。[Experience 

ら選択し、[Next] をクリックします。

します。

と root パスワードを入力します。[Next] を     
表示されます。

ードの強度の評価が表示されます。強度の強
をすべて含む 12 文字以上のパスワード ) を    

ステム時刻を設定します。

は IP アドレスを入力します。

ージに、設定済みの基本デバイス情報が表

ology Overview] ページが表示されます。

Expert
内部ゾーンを 4 つ以上設定できる

インターネットゾーンの静的 IP、静的プール、
動的 IP を設定できる

内部ゾーンサービスを設定できる

内部宛先 NAT を設定できる
Default Setup - サービスゲートウェイのデフォルト構成をすばやくセットアップできま   
す。このモードでは、管理者パスワードなどの基本システム設定や、購入したライセンスの
ダウンロードが可能です。それ以外の設定は、ウィザードによるセットアップの完了後に実
行できます。このモードを選択した場合は、タスク 6 に進みます。

タスク 6: Default Setup モードで基本設定を行う (方法 1)
サービスゲートウェイのデバイス名や root パスワードなどの基本設定を行えます。

設定プロセスを開始する前に、サービスゲートウェイで動的 IP アドレスを取得します。ラベル  

0/0 のポート ( インターフェース fe-0/0/0) を使用して、インターネットサービスプロバイダ    

(ISP) と接続します。ISP は、DHCP プロセスで IP アドレスを割り当てます。

注 :これは、デバイス名と root パスワードを設定する場合にのみ必要です。それ以外の手順をす  
べてスキップする場合は、[Next] をクリックして直接 [Confirm & Apply] ページに進んでから設     
定を適用します (タスク 8)。
1. [Welcome] ページで、[Default Setup] をクリックします。警告メッセージが表示されます。

2. [Yes] をクリックし、デフォルト構成モードを確定します。

3. ウィザードの [Device Information] ページで、次の項目を入力します。

サービスゲートウェイのデバイス名 (例 : SRX100) を入力します。

root パスワードを入力および確認します。

注 :パスワードを入力すると、そのパスワードの強度の評価が表示されます。強度の強
いパスワード (大文字と小文字、数字、記号をすべて含む 12 文字以上のパスワード ) を    
使用するようにしてください。

ユーザーを追加するには、[Add] をクリックします。ユーザー名、パスワード、ロールを 
入力します。[Done] をクリックします。[Administrative Accounts] リストボックスに   
ユーザー名が表示されます。

4. [Next] をクリックします。[Device Time] ページが表示されます。

5. 次のいずれかのオプションを使用して、システム時刻を設定します。

Time Server - NTP サーバー名または IP アドレスを入力します。

Manual - 日付と時刻を入力します。

6. [Next] をクリックします。[Summary] ページが表示されます。

7. [Next] をクリックします。[Licenses] ページが表示されます。

8. ライセンスを購入済みの場合は、許可コードを入力して [Download] をクリックすると、自  
動的にライセンスを取得できます。[Sign-in to License Management System] ページが表     
示されます。

9. すでにサポートアカウントがある場合は、電子メールアドレスとパスワードを入力します。
[Next] をクリックします。[Licenses] ページが表示されます。ライセンスに同意したら  
[I Agree] を選択し、[Done] をクリックします。

注 :サポートアカウントがない場合は、次のように新しいアカウントを作成します。

電子メールアドレスを入力して [Create New Account] を選択します。[Next] をク     
リックします。

[Create Account] ページで、アカウント情報を入力します。[Next] をクリックします。   
[End User License] ページが表示されます。

ライセンスに同意したら [I AGREE] を選択し、[Next] をクリックします。

新しいユーザー名とパスワードを記録します。[OK] をクリックします。パスワードを 
変更するには、http://juniper.net/support にログインします。

アクセス許可要求の送信後、アクセスが許可さ
す。ライセンスのダウンロードは、アクセスが

10. [Download Now] をクリックして、ライセン
ライセンス情報が表示されます。

11. ダウンロードしたライセンスを確認します。[O
12. タスク 8 に進みます。

タスク 7: Guided Setup モードで設定を行う

設定プロセスを開始する前に、サービスゲートウェ

0/0 のポート ( インターフェース fe-0/0/0) を使用

(ISP) と接続します。ISP によって静的 IP アドレス

ドレスを取得できません。

注 :これは、デバイス名と root パスワードを設定す
べてスキップする場合は、[Next] をクリックして直
定を適用します (タスク 8)。
1. [Welcome] ページで、[Guided Setup]、[Ne

Level] ページが表示されます。

2. ご自分の経験値に当てはまるアイコンを以下か

Basic
Expert

次の表に、Basic レベルと Expert レベルの比較を示

3. 基本オプションを次のように設定します。

a. [Device Information] ページで、デバイス名
クリックします。[Device Time] ページが

注 :パスワードを入力すると、そのパスワ
いパスワード (大文字と小文字、数字、記号
使用するようにしてください。

b. 次のいずれかのオプションを使用して、シ

Time Server - NTP サーバー名また

Manual - 日付と時刻を入力します。

c. [Next] をクリックします。[Summary] ペ
示されます。

d. [Next] をクリックします。[Security Top

Basic
内部ゾーンを 3 つまで設定できる

インターネットゾーンの静的 IP と動的 IP を設定できる

内部ゾーンサービスを設定できない

内部宛先 NAT を設定できない

http://juniper.net/support
http://juniper.net/support
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、ソース NAT と宛先 NAT を有効にできます。

ーンサービスに基づいた、推奨される宛先 

 ページで、[Next] をクリックします。[Internal     

します。[Next] をクリックします。

リックします。

Expert レベルでのみ使用できます。

xt] をクリックします。[Summary] ページが     

ックするか、ページ上部のドロップダウンメ 
す。

pply] ページが表示されます。

手順に従います。

します。[Commit Configuration] ページが   

ートウェイに設定の変更を適用します。

を確認します。管理ゾーン IP を変更すると、  
に関する URL をクリックし、デバイスの再  

にリダイレクトされます。
4. セキュリティトポロジを次のように構成します。

a. [Security Topology Overview] ページで、[Next] をクリックします。[Internet Zone     
Setup] ページが表示されます。

b. 内部ネットワークをインターネットに接続するかどうかを選択して、[Next] をクリック 
します。

c. Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) 接続を構成するデバイス (SRX) を       
選択して、[Next] をクリックします。[Configuration] ページが表示されます。

注 :[Not Applicable] または [DSL Modem] を選択した場合は、シンプルな IP が構成       
されます。手順「e」に進みます。

d. ユーザー名とパスワードを入力します。パスワードを確認し、[Next] をクリックします。

e. インターネットゾーンを設定します。[Static] オプションを選択します。[Add IP] をク   
リックして ISP が指定した静的 IP アドレスを入力し、[Done] をクリックします。使用     
するポートを選択して、[Next] をクリックします。[DMZ Setup] ページが表示されます。

f. DMZ を使用している場合は [Yes] をクリックして、画面の指示に従ってご利用のネッ   
トワークの DMZ を構成します。DMZ を使用していない場合は、[No] をクリックして    
手順 g に進みます。

g. [Internal Zone Setup] ページで、ご利用のネットワークに最も近いトポロジを選択し、   
[Next] をクリックします。

h. 内部ゾーンを構成します。ゾーン名を入力し、このゾーンで使用するポートを選択して、
[Next] をクリックします。

i. 内部ゾーン向けの DHCP サーバーを構成します。[Done] をクリックします。[Summary]   
ページに、セキュリティトポロジ構成の詳細が表示されます。

j. [Next] をクリックします。[Security Policy Overview] ページが表示されます。

5. セキュリティポリシーを次のように設定します。

[Security Policy] セクションでは、インターネット、DMZ、内部ゾーンのポリシーを設定で  
きます。

注 :構成済みのセキュリティトポロジに基づいて、推奨されるセキュリティポリシーがウィ
ザードで示されます。

a. [Security Policy Overview] ページで、[Next] をクリックします。[Licenses] ページ     
が表示されます。

b. ライセンスをダウンロードします。タスク 6 の手順「8」から「11」を参照してください。

c. DMZ を構成済みの場合は、インターネットゾーンと DMZ 間のトラフィックに対する   
DMZ ポリシーを設定します。[Next] をクリックします。

d. インターネットゾーンと内部ゾーン間のトラフィックに対する内部ポリシーを設定し
ます。[Next] をクリックします。

e. DMZ を構成済みの場合は、インターネットゾーンと DMZ 間のトラフィックに対する   
DMZ ポリシーを設定します。

f. ゾーンごとのデバイス管理インターフェースに対するセキュリティポリシーを設定し
ます。

g. 内部ゾーンおよび DMZ ゾーンに対するリモートアクセスの可否を指定します。[Yes] を   
選択した場合は、リモートアクセスの設定を行います。リモートクライアント IP プール  
の範囲とリモートユーザーアカウントを入力します。

h. [Summary] ページで [Next] をクリックします。[Network Address Translation     
Overview] ページが表示されます。

6. 次のように NAT を設定します。

[Network Address Translation] セクションでは

注 :DMZ または内部トポロジで有効になったゾ
NAT ルールがウィザードで示されます。

a. [Network Address Translation Overview]
Source NAT] ページが表示されます。

b. ソース NAT を追加する内部ゾーンを選択

c. 内部の宛先 NAT を追加して、[Next] をク

注 :内部の宛先 NAT の設定オプションは、

d. DMZ に対する宛先 NAT を追加して、[Ne
表示されます。

注 :変更する場合は、[Edit] ボタンをクリ
ニューから該当するセクションに移動しま

e. [Next] をクリックします。[Confirm & A

タスク 8: Basic 構成の適用

サービスゲートウェイの設定を適用するには、次の

1. 設定が正しいことを確認し、[Next] をクリック
表示されます。

2. [Apply Settings] をクリックして、サービスゲ

注 :サービスゲートウェイと接続していること
接続が切断されることがあるためです。再接続
接続方法について確認します。

3. [Done] をクリックして、設定を完了します。

設定が正常に完了すると、J-Web インターフェース



5 ページ

ESET CONFIG] ボタンを押してすぐに離し  

します。

るには、[RESET CONFIG] ボタンを 15 秒    

します。これによりデバイスは、バックアッ    

、工場出荷時のデフォルト構成を読み込んで

ォルト動作の変更方法など ) については、デバ    

upport/requesting-support.html を参照して 
重要 :初期設定を終了すると、[Tasks] > [Run Setup Wizard] をクリックして J-Web Setup       
Wizard を再起動できます。既存の設定を編集するか、新規の設定を作成できます。新規の設定の 
作成を選択すると、サービスゲートウェイの現在の設定はすべて削除されることに注意してくだ
さい。

注 :インターフェースの設定を変更する場合は、 
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。

タスク 9: 設定の確認

http://www.juniper.net にアクセスし、インターネットに接続されていることを確認します。接

続されている場合、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 ページを読み込めない場合は設定を確認し、設定が適用されているこ 
とを確認します。

この手順が完了すると、トラフィックが Trust ポートから Untrast ポートへと通過できるように

なります。

デバイスの電源オフ

以下のいずれかの方法でデバイスの電源を切断できます。

通常のシャットダウン － 電源ボタンを押し、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。

強制的なシャットダウン － 電源ボタンを 10 秒間長押しします。デバイスは直ちにシャット    
ダウンします。再び電源ボタンを押すと、デバイスの電源はオンになります。

J-Web インターフェースで [Maintain] > [Reboot] を選択すると、システムを再起動または停

止できます。

注 :通常のシャットダウンで電源をオフにするか、サービスゲートウェイを再起動します。強制的
なシャットダウンは、サービスゲートウェイのオペレーティングシステムが通常のシャットダウン
で応答しない場合に、サービスゲートウェイを復旧するための最終手段として行ってください。

設定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。

ソフトウェア構成の詳細については、
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/p
athway-pages/srx-series/product/index.html のソフトウェアドキュメントを参照してください。

[RESET CONFIG] ボタンの使用

サービスゲートウェイに対する管理アクセスで設定が失敗したり拒否されたりする場合、

[RESET CONFIG] ボタンを使用すると、工場出荷時のデフォルト構成またはレスキュー構成を  

復元することができます。たとえば、誤ってサービスゲートウェイに対する管理アクセスを拒否

するような設定が行われた場合、[RESET CONFIG] ボタンを押すことで、その無効な設定を削  

除して、レスキュー構成に置換することができます。

レスキュー構成は、それ以前に実行される有効な設定です。J-Web インターフェースまたは CLI  
で、あらかじめレスキュー構成を行っておく必要があります。

注 :誤って押さないように、[RESET CONFIG] ボタンはくぼんだ位置に埋め込まれています。

[RESET CONFIG] ボタンを押すには、前面パネルの小さい穴に細いプローブ (ペーパークリッ   

プを伸ばしたものなど ) を差し込みます。

デバイスをレスキュー構成にリセット

デバイスをレスキュー構成にリセットするには、[R
ます。デバイスはレスキュー構成を読み込んで適用

デバイスを工場出荷時のデフォルト構成にリセット

デバイスを工場出荷時のデフォルト構成にリセットす

以上 (STATUS LED がこはく色になるまで ) 長押し

プ構成やレスキュー構成などのすべての構成を削除し

適用します。

[RESET CONFIG] ボタンの使用方法の詳細 (デフ

イスのハードウェアガイド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、www.juniper.net/s
ください。
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