
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの設定 Access Control List （ACL）ルール 

目標
 

アクセス コントロール リスト（ACL） （ACL）割り当ての収集はあり、許可されていない
ユーザをブロックし、許可されたユーザが特定のリソースにアクセスすることを可能にする
ようにセキュリティを提供するルールと呼ばれる条件を否定します。 ACL はネットワーク
リソースに達する不必要な試みをブロックできます。 ACL ルールは ISA500 シリーズ 統合
セキュリティ アプライアンスによって受信されるおよび送信されるトラフィックを調整し
ます。 これらの ACL ルールはまたトラフィックにサービスを適用します。
 
この資料の目標は ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスの ACL ルールを設定
する方法を説明することです。
  

適当なデバイス
 

• ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• v1.1.14 - ISA500
  

設定 ACL ルール
 

ステップ 1. ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティへのログインはファ
イアウォール > アクセスコントロール > ACL ルールを選択し。 Rules ページ ACL は開き
ます: 
 



 
ステップ 2.アクセス・コントロール・リスト表で『Add』 をクリック して下さい。 
 

 
ルール- Add/Edit ウィンドウは現われます: 
 



 
ステップ 3 Enable フィールドで、望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• オン新しい ACLルールを有効に します。
 
• 以外新しい ACLルールを無効に します。
 

ステップ 4 ゾーン ドロップダウン リストからのでは、ACLルールを適用するためにトラフ
ィックのソース ゾーンを選択して下さい。 
 

 
ステップ 5 ゾーン ドロップダウン リストへのでは、ACLルールを適用するためにトラフィ
ックの宛先 ゾーンを選択して下さい。 
 



 
ステップ 6 サービス ドロップダウン リストで、そのサービスを ACLルール送付選択して下
さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• —サービスをカバーします。
 
• 作成して下さい新しいサービス グループ— ACLルールがカバーするグループ サービスを
作成することを許可します。 グループ サービス/Add ウィンドウは現われます。 作成を新
しいサービス グループ セクション参照して下さい。
 
• 作成して下さい新しいサービス—新しいサービスを作成することを許可します。 サービ
ス/Add ウィンドウは現われます。 作成を新しいサービス セクション参照して下さい。
 
• グループ サービス オブジェクト—カバーするために ACLルールのためのこの見出しの下
にリストされているサービスのグループを選択することを許可します。
 
• サービス オブジェクト—カバーするために ACLルールのためのこの見出しの下にリスト
されているサービスを選択することを許可します。
 

ステップ 7 送信元アドレス ドロップダウン リストで、カバーするために ACLルールのため
の送信元アドレスを選択して下さい。 
 



 
オプションは次の通り記述されています:
 

• —送信元アドレスをカバーします。
 
• 作成して下さい新しい宛名 群— ACLルールがカバーするアドレスのグループを作成する
ことを許可します。 グループ アドレス/Add ウィンドウは現われます。 新しい宛名 群 セ
クションを作成するために参照して下さい。
 
• 新しいの address —新しいアドレスを作成することを許可します作成して下さい。 アド
レス/Add ウィンドウは現われます。 新しいアドレス セクション作成を参照して下さい。
 
• 宛名 群オブジェクト—カバーするために ACLルールのためのこの見出しの下にリストさ
れているアドレスのグループを選択することを許可します。
 
• IP アドレス オブジェクト—カバーするために ACLルールのためのこの見出しの下にリス
トされているアドレスを選択することを許可します。
 

ステップ 8 終点アドレス ドロップダウン リストで、カバーするために ACLルールのための
終点アドレスを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• —終点アドレスをカバーします。
 
• 作成して下さい新しい宛名 群— ACLルールがカバーするアドレスのグループを作成する
ことを許可します。 グループ アドレス/Add ウィンドウは現われます。 作成を新しい宛名
群 セクション参照して下さい。
 
• 新しいの address —新しいアドレスを作成することを許可します作成して下さい。 アド
レス/Add ウィンドウは現われます。 新しいアドレス セクション作成を参照して下さい。
 
• 宛名 群オブジェクト—カバーするために ACLルールのためのこの見出しの下にリストさ
れているアドレスのグループを選択することを許可します。
 
• IP アドレス オブジェクト—カバーするために ACLルールのためのこの見出しの下にリス
トされているアドレスを選択することを許可します。
 



ステップ 9： スケジュール ドロップダウン リストで、オプションを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 常にオン ACLルールはいつも有効に なります。
 
• 作成して下さい新しいスケジュール—新しいスケジュールを作成することを許可します
。 スケジュール/Add ウィンドウは現われます。 作成を新しいスケジュール セクション参
照して下さい。
 
• スケジュール オブジェクト—この見出しの下にリストされているスケジュールを選択す
ることを許可します。
 

ステップ 10： Log フィールドで、望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• オン ACLルールの各使用を記録 します。
 
• 以外 ACLルールの使用を記録 しません。
 

ステップ 11： 一致処理 ドロップダウン リストで、使用された場合実行する ACLルールの
ための操作を選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• アカウントログ ACLルールが使用される回数。
 
• 拒否—トラフィックへのアクセスをブロックします。
 
• permit — トラフィックへのアクセスを許可します。
 



ステップ 12： [OK] をクリックします。 オリジナル ウィンドウは現われます。 
 

 
ステップ 13： [Save] をクリックして、設定を保存します。 
 

  
新しいサービス グループを作成して下さい
 

新しいサービス グループを選択されたらサービス ドロップダウン リストから作成する場合
これらの手順に従って下さい。
 
ステップ 1： Group Name フィールドでは、サービスのグループの名前を入力して下さい
。 



 

 
呼び出します。 サービスをグループに追加するために、サービス詳細ペインのサービスを
クリックし、『>』 をクリック して下さい。 サービスをグループから取除くために、右の
ペインのサービスをクリックし、< クリックして下さい。 
 

 
ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。 ルール- Add/Edit ウィンドウは再現します
。 



 

  
新しいサービスを作成して下さい
 

新しいサービスを選択されたらサービス ドロップダウン リストから作成する場合これらの
手順に従って下さい。
 
ステップ 1： Name フィールドでは、サービスの名前を入力して下さい。 
 

 
呼び出します。 プロトコル ドロップダウン リストで、実行するためにサービスのためのプ
ロトコルを選択して下さい。 
 



 
ステップ 3 ポート範囲 Start フィールドでは、カバーするためにサービスのための範囲の最
初のポートを入力して下さい。 
 

 
ステップ 4 ポート範囲終わりフィールドでは、カバーするためにサービスのための範囲の
最終的なポートを入力して下さい。 
 

 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。 ルール- Add/Edit ウィンドウは再現します
。 
 



  
新しい宛名 群を作成して下さい
 

新しい宛名 群を選択されたら送信元アドレス ドロップダウン リストから作成する場合これ
らの手順に従って下さい。
 
ステップ 1： Group Name フィールドでは、アドレスのグループの名前を入力して下さい
。 
 

 
呼び出します。 アドレスをグループに追加するために、アドレス詳細ペインからのサービ
スをクリックし、『>』 をクリック して下さい。 アドレスをグループから取除くために、
右のペインのサービスをクリックし、< クリックして下さい。 
 



 
ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。 ルール- Add/Edit ウィンドウは再現します
。 
 

  
新しいアドレスを作成して下さい
 

新しいアドレスを選択されたら送信元アドレス ドロップダウン リストから作成する場合こ
れらの手順に従って下さい。



ステップ 1： Name フィールドでは、アドレスの名前を入力して下さい。 
 

 
呼び出します。 型ドロップダウン リストで、作成されるべきアドレスの種類を選択して下
さい。 
 

 
ステップ 3 適切なアドレス フィールドでは、実 アドレス番号を入力して下さい。 
 

 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。 ルール- Add/Edit ウィンドウは再現します
。 
 



  
新しいスケジュールを作成して下さい
 

新しいスケジュールを選択されたらスケジュール ドロップダウン リストから作成する場合
これらの手順に従って下さい。
 
ステップ 1： スケジュール Name フィールドでは、スケジュールの名前を入力して下さい
。 
 

 
呼び出します。 スケジュール日ドロップダウン リストで、週の ACLルール毎日を適用する
ために幾日を『All』 を選択 するかまたはある特定の日の ACLルールを適用し、適当な日が
あるようにチェックボックスを確認するために特定の日を選択して下さい。 
 



 
ステップ 3 スケジュール時間ドロップダウン リストで、ACLルールを 1 日中適用すること
を 1 日中選択するかまたはある特定の時の間に ACLルールを適用する特定時を選択すれば
選択するために開始するおよび終了時刻は初めからドロップダウン リスト時間を計りまし
たりおよび終了時刻。 
 

 
ステップ 4.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
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