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凡例

警告: 物的損害、 けが、 または死亡に至る可能性があるこ とを示して
います。

注意: 手順に従わないとハードウェアの破損やデータの消失が生じる
恐れがあることを示しています。

重要、 メモ、 ヒン ト、 モバイル、 またはビデオ: 補足情報があるこ と
を示しています。
     1 パッケージ内容

メモ: 添付の電源コードに関して電気安全を確保するために、 弊社製品にご使用いただ く電
源コードは必ず製品同梱の電源コードをご使用く ださい。 この電源コードは他の製品では使
用できません。 電源コードを使用する前に、 お住まいの地域の定格を満たし、 使用が認可さ
れているこ とを確認して く ださい。 この電源コードは AC 電源接続専用です。 安全性に関す
る追加情報については、 『NSa 2700 の安全性、 規定、 および法令に関する情報』 のドキュ メ
ン ト を参照して ください。

足りないものがある場合: 下記の SonicWall テクニカル サポートまでご連絡く ださ
い。
https://www.sonicwall.com/ja‐jp/support/contact‐support

NSa 2700 装置

イーサネッ ト  ケーブル x 1

シリアル コンソール ケーブル (RJ45 ‐> DB9) x 1

電源コード  x 1
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『安全性、 環境、 および規定に関する情報』 のドキュ メン ト
     2 前面パネル

MGMT

MGMT ポート  ‐ RJ45: 
緑の点灯 = 1G リンク、
緑の点滅 = 1G で動作中

console コンソール ポート : CLI へのアクセス用シリアル コンソール

X16、 X17、
X18

SFP/SFP+ ポート と  LED: 
橙の点灯 = 10G、 5G、 2.5 または 1GE リンク、
橙の点滅 = 10G、 5G、 2.5 または 1GE で動作中、
緑の点灯 = 1GE リンク、
緑の点滅 = 1GE で動作中

X0 ～ X15

RJ45 ポート と  LED: 
緑の点灯 = 1GE リンク、
緑の点滅 = 1GE で動作中

セーフモード  ボタン: 押し続けると  Test LED が点滅し始め、 NSa 装置
がセーフモードに切り替わります。

電源ボタン: 短く押す = オン、 正規シャッ トダウンでオフ、
長く押す (5 秒以上) = ハード  シャ ッ トダウン

SS
USB 3.0 SS ポート : NSa 装置の構成、 復旧、 イメージ再作成用

記憶装置 LED: 緑の点灯 = 拡張記憶装置モジュールが存在、
緑の点滅 = 動作中、 黄 = 記憶装置に関する警告

警告 LED: 緑 = すべてのセキュリテ ィ  サービスが有効で動作中、
黄の点灯 = セキュリテ ィ  サービスが 45 日以内に失効
黄の点滅 = セキュリテ ィ  サービスが失効済みか未購読
消灯 = セキュリテ ィ  サービスが無効

この LED の監視対象セキュリテ ィ  サービス: 
ゲートウェイ  アンチウイルス、 侵入防御、 アンチスパイウェア

テスト  LED: 黄 = 初期化中、
黄の点滅 = セーフモード

電源 LED: 1 = プライマリ、 2 = 冗長化
青 = 電源オン、 黄 = 冗長化電源装置異常 
     3 背面パネル

     4 接続と電源投入

システム ファン

冗長化電源入力 (カバー プレート付き):
冗長化電源装置は別途ご購入く ださい。

プライマリ電源入力
初期セッ トアップのために NSa 装置の電源を投入し、 接続す
るには、 以下の手順に従います。

1 付属の電源コードを装置に接続し、 電源コンセン ト  (100 ～ 
240 ボルト ) に接続します。 NSa 装置の電源が付き、 セッ ト
アップ シーケンスが実行されます。

2 同梱のイーサネッ ト  ケーブルの片方を管理コンピュータに
接続し、 も う片方を装置の MGMT ポートに接続します。

MGMT ポートは、 装置管理とセーフモード  アクセスのため
の専用 1 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポートです。

3 NSa 装置の LAN インターフェース (既定は X0) を内側のロー
カル ネッ トワークに接続します。

4 NSa 装置の WAN インターフェース (既定は X1) をインター
ネッ トに接続します。

ヒン ト : 製品登録を行うには、 インターネッ ト接続が必要で
す。 初期セッ トアップ後に、 お使いのコンピュータを  NSa 装
置の X0 インターフェースまたは LAN サブネッ トに接続しま
す。 MGMT インターフェースに接続している間は、 そのイン
ターフェース設定で 初にデフォルト  ゲートウェイを構成
しておかなければ、 インターネッ トやその他の外部の宛先に
アクセスすることはできません。

https://www.sonicwall.com/ja-jp/legal/
https://www.sonicwall.com/ja-jp/support
https://www.sonicwall.com/ja-jp/support/contact-support
https://www.sonicwall.com/ja-jp/support/technical-documentation/?language=日本語&category=ファイアウォール&product=NSaシリーズ


     5 セッ トアップ オプシ ョ ン

ローカル管理を使用したセッ トアップ
イーサネッ ト  ケーブル経由で管理コンピュータに
接続して、 NSa 装置のセッ ト アップと管理を行い
ます。

スクロールの操作を 小限に抑えるために、 画面
の解像度を  1920 x 1080 ピクセル以上に設定して く

ださい。

クラウド管理を使用したセッ トアップ
「SonicWall  Capture  Security  Center  (CSC  /  キャ プ
チャ  セキュ リ テ ィ ー セン ター)」 と 「ゼロ  タ ッ
チ」 を使用して、 NSa 装置の管理と構成をクラウ
ドから行います。

SonicExpress アプリを使用したセッ ト
アップ

スマー ト フ ォンで SonicWall SonicExpress を使用し
て、 NSa 装置の登録と構成を行います。

メモ: 初期セッ ト アップの後、 必ず 新のファームウェアを
MySonicWall からダウンロード して NSa をアップグレード し
て ください。
     6 ローカル管理を使用した初期
セッ トアップと登録
1 お使いのコンピュータを  MGMT インターフェースに接続し

ます。 NSa 装置がコンピュータに DHCP アドレスを提供し
ます。

2 ウェブ ブラウザで https://192.168.1.254 にアクセスし、 以
下に示す既定の資格情報でログインします。

3 ユーザ名: admin
パスワード : password 

4 「セッ トアップ ガイド」 を
起動するか、 NSa 装置を手
動で構成して、 WAN イン
ターフェースの構成、
admin パスワードの変更、
その他設定の選択を行いま
す。

5 セッ トアップ ガイドが完了した後、 コンピュータを  LAN ま
たは WAN ネッ トワークに接続し、 SonicOS/X にログインし
ます。
6 「登録」 をクリ ックし、 MySonicWall 資格情報を入力して 
NSa 装置を登録します。

ヒン ト : SonicOS/X から装置を登録するには、 WAN インター
フェースに DNS 設定を構成している必要があります。 WAN 
種別が DHCP の場合、 DNS は自動的に設定されます。

メモ: MySonicWall から 新のファームウェアをダウンロード
するには、 装置が登録されている必要があります。
     7 クラウド管理
「Capture Security Center  (CSC  / キャ プチャ   セ
キュリテ ィー センター)」 と 「ゼロ タ ッチ」 を
使用して、 NSa 装置の管理と構成を行います。

1 cloud.sonicwall.com で、 MySonicWall の資格情報を使用して 
CSC にログインします。

2 「MySonicWall」 タイルを選択して、 NSa 装置の登録を行い
ます。

3 MySonicWall で NSa 装置の 「ゼロ  タ ッチ」 と 「NSM 
licensing (NSM ライセンス) 」 を有効にします。

4 NSa 装置の管理をクラウドから行うには、 CSC の 「Network 
Security Manager (ネッ トワーク  セキュリテ ィ  マネージャ
)」 タイルを選択します。

メモ: この方法を使用するには、 クラウド管理のライセンス
が必要です。
     8 SonicExpress アプリ  
スマー ト フ ォンで SonicExpress を使用して、
NSa 装置の登録と構成を行います。

1 iOS または Android デバイスで、
「SonicExpress アプリ」 をダウンロード し
て起動します。

2 「Login (ログイン)」 をタ ップし、 MySonicWall 資格情報を
使ってログインします。

3 NSa 装置のテナン ト を選択します。 テナン トには複数の 
SonicWall 装置を含めることができます。

4 iOS/Android デバイスと  NSa 装置を、 スマート フォンの USB 
ケーブルを使って接続します。 このケーブルは NSa 製品に
は付属していません。

 

5 「Setup Guide (セッ トアップ ガイド )」 を使用して、 NSa 装
置の登録、 サービス ライセンスの同期、 パスワードの変
更、 基本的なインターフェース設定の構成を行います。

メモ: モバイル デバイスに付属の USB ケーブルを使用して
ください。
     9 SonicWall セキュア SD-Branch
SD‐Branch は、 分散型企業のために、 SD‐WAN、 SD‐LAN、 統合
セキュリテ ィおよび集中管理を組み合わせたものです。

関連製品

TZ、 NSa、 NSsp シリーズ

統合 SD‐WAN を備えた次世代ファイアウォー
ル

SonicWave AP

無線アクセス ポイン ト

SonicWall スイッチ

ネッ トワーク  アクセス スイッチ

キャプチャ  クライアン ト

エンドポイン ト  セキュリテ ィ

Cloud App Security

セキュアなクラウド  アプリケーシ ョ ン

Capture Security Center

ゼロ タ ッチ展開による  
一元的な管理

https://192.168.1.254
cloud.sonicwall.com

