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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。 小電源コード定格と安全性に関する追加情報については、 『TZ670
/ TZ570 / TZ570W Safety, Regulatory, and Legal Information （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

TZ シリーズ装置

アンテナ x 2 (TZ570W のみ)

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

DC 12V/60W 電源アダプタ  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 フロン ト  パネル

U0 U0 ポート : WWAN 用 USB 3.0 SuperSpeed (SS) ポート

SS USB 3.0 SS ポート : TZ 装置の設定、 復旧、 イメージ再作成用

電源 LED: 1 = プライマリ、 2 = 冗長性用
青 = 電源オン、 黄 = アダプタに問題あり

テスト  LED: 黄 = 初期化中、
黄の点滅 = セーフモード

セキュリティ  LED: 緑 = すべてのセキュリティ  サービスが購入済、
黄の点滅 = セキュリテ ィ  サービスのライセンスが期限切れ

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

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

無線 W0 WLAN LED (TZ570W のみ): 
緑の点灯 = 無線が有効、
緑の点滅 = 動作中

X0 LAN/MGMT X0 ポート  LED: 緑の点灯 = 1G リンク、
緑の点滅 = 1G で動作中

X1 / X2 WAN X1 および X2 ポート  LED: 緑の点灯 = 1G リンク、
緑の点滅 = 1G で動作中

X0 ～ X7 RJ45 ポート  LED: 緑の点灯 = 1G リンク、
緑の点滅 = 1G で動作中

X8 / X9 SFP/SFP+ ポート  LED: 
TZ670: 橙の点灯 = 10G、 5G、 または 2.5G リンク、
橙の点滅 = 10G、 5G、 または 2.5G で動作中

TZ570W: 橙の点灯 = 5G または 2.5G リンク、
橙の点滅 = 5G または 2.5G で動作中

すべてのモデル: 緑の点灯 = 1G リンク、
緑の点滅 = 1G で動作中

U0 WWAN LED (USB 5G/LTE 用): 
緑 = LTE 信号強度
     3 背面パネル

SSD 記憶装置モジュール – TZ 装置には、 現場でのア ッ プグ
レードが可能な SSD 記憶装置モジュールが内蔵されていま
す。 このモジュールは、 装置の底面にあるパネルを取り外し
て交換できます。 注文方法については、 利用可能な SKU の価
格表を参照して ください。

アース用ねじ

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

プライマリ電源入力: 60W AC 100 ～ 240V - DC 12V 電源アダプタ

冗長性用電源入力: 60W AC 100 ～ 240V - DC 12V 電源アダプタ
冗長性用の電源アダプタは別途ご注文ください (SKU 02-SSC-3078)。

X0 LAN RJ45 ポート : 1 Gbps

X1 WAN RJ45 ポート : 1 Gbps

X2 WAN RJ45 ポート : 1 Gbps

X3 RJ45 ポート : 1 Gbps

X4/X5/X6/X7 RJ45 ポート : 1 Gbps

SFP/SFP+ ポート  X8/X9: 
• TZ670: 10 / 5 / 2.5 / 1 Gbps
• TZ570W: 5 / 2.5 / 1 Gbps

RJ45 コンソール ポート

Micro-USB コンソール ポート
Micro-USB ケーブルは本製品に付属していませんが、 別途ご注
文いただけます (SKU 02-SSC-5173)。
     4 取り付けオプシ ョ ン

平坦な面に設置する場合
TZ を平らな面に置きます。 周囲への排熱を適切に行
うために、 本装置の各側面は壁面やほかの物体から
1 インチ (25.44mm) 以上離して ください。

ラ ッ クに取り付ける場合
SonicWall では、 TZ および電源アダプタを標準的な 19
インチ ラ ッ クに取り付けるためのラ ッ ク取り付け用
トレイ  キッ ト を用意しています。

発注に関する情報:
SKU 02-SSC-3112 SonicWall TZ670 / TZ570 ラック取り付けキッ ト

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/docs/tz


     5 接続と電源

1. 電源の接続

2. インターフェースの接続
TZ570W の場合は、 2 本のアンテナを  TZ 装置に取り付
けます。

TZ 装置の WAN インターフェース (X1 または X2) をイン
ターネッ トに接続します。

注意: 装置に付属する電源アダプタを必ず使用して ください。 破損
している電源アダプタやほかの装置の電源アダプタは使用しない
で ください。
     6 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、 TZ 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、 TZ 装置の管理と
設定を行います。

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、 TZ 装置の登録と設定を行います。

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 TZ を
アップグレード して ください。
     7 ローカル管理

1 TZ 装置の LAN インターフェース (X0) をお使いのコン
ピュータと接続します。

2 ウェブ ブラウザで https://192.168.168.168 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」
ウ ィザード を起動する
か、 初期設定を完了す
るための手動設定を行
います。

5 SonicOS で 「登録」 をクリ ックし、 MySonicWall 資格
情報を使ってログインして TZ 装置を登録します。

これで TZ 装置の初期設定が完了し、 使用できる状態
になりました。
     8 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、 TZ 装置の管理と
設定を行います。

1 cloud.sonicwall.com で CSC にログインします 
(MySonicWall 資格情報を使用)。

2 「mySonicWall」 タイルを選択して、 TZ 装置の登録を
行います。

3 MySonicWall で TZ 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 TZ 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。
     9 SonicExpress アプリ  
スマート フォンで SonicExpress を使用し
て、 TZ 装置の登録と設定を行います。

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 TZ 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  TZ 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 TZ 製品には付属していません。

 

5 TZ 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 ェース設定を
行うには、 「Setup Guide (セッ ト アップ ガイ ド )」
を使用して ください。

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。
     10 SonicWall セキュア SD-Branch
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://192.168.168.168
cloud.sonicwall.com

