
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの WAN 設定 

目標
 

ワイドエリア ネットワーク（WAN）は大きいエリア同じでないローカルエリア・ネットワ
ーク（LAN）をカバーするネットワークです。 ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプラ
イアンスは設定される 2 つの WAN 接続を備える場合があります WAN 接続がより安定 す
るようにする。 二重 WANサポートは失敗します。 WAN ポートがダウンしているとき、他
の WAN ポートはダウンタイムを短縮するトラフィック処理します。 もう一つの長所は二
重 WAN 設定が ISP に高レベル接続を確認し、それとして高いパフォーマンスの高い信頼性
および効率で IP トラフィックおよび帯域割り当てを障害および人によってなされる失敗の
ための最もよい予防行為管理する負荷つりあい機として機能することです。 この記事は
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスの WAN 設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

[Software Version]
 

• 1.1.14
  

WAN IP アドレス設定
 

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ネッ
トワーキング > WAN > WAN 設定を選択し。 Settings ページ WAN は開きます:
 

 
ページ テーブル WAN 設定は次の fileds を表示します:
 

• 物理的 port —設定される WAN ポートを示します。
 
• name — WAN ポートの名前を表示します。



• WANタイプ— IP v4 および IPv6 におけるネットワーク アドレッシング モードを示しま
す。 セキュリティ アプライアンスは DHCP クライアント、静的な IP、PPPoE、PPTP お
よび L2TP をサポートします。
 
• ip address — WAN ポートに割り当てられる IP アドレスを示します。
 
• サブネットマスク—割り当てられた IP アドレスのためのサブネットマスクを示します。
 
• ゾーン—ゾーンで設定されるかどうか示します。
 
• configure —特定の WAN 設定を編集するか、または削除するのに使用しました
 
• 処理—設定を更新するか、またはリリースすることを許可します
 

呼び出します。 WANインターフェイス表で、新しい WAN ポートを追加するために『
Add』 をクリック して下さい。 2 まで WAN IP アドレスは設定することができます。 
WAN – Add/Edit ウィンドウは現われます:
 

  
IPv4 設定
 

このプロシージャは WAN ポートの IPv4 設定を行う方法を示します。
 
ステップ 1. IPv4 タブをクリックして下さい。
 
呼び出します。 物理的 なポート ドロップダウン リストから、WAN にポートを回すために
設定可能なポート番号を選択して下さい。 ISA550 および ISA550W 統合セキュリティでア
プライアンスは、ポート 4 に 7 設定可能なポートです。 ISA570 および ISA570W 統合セキ



ュリティでアプライアンスは、ポート 6 に 10 設定可能なポートです。
 
注: WAN Name フィールドはデバイスが設定される 2 WAN を備えるただ場合があるので読
み取り専用フィールドです。
 
ステップ 3 IP アドレス 割り当て ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さ
い。
 

• DHCP クライアント—ネットワークの異なるデバイスがインターネットにアクセスする
とき IP アドレスを共有するようにするダイナミック ホスト 設定 Protocol（DHCP）はダ
イナミック IP アドレスを使用します。
 
• L2TP — Layer 2 Tunneling Protocol （L2TP）は PPTP の新しいバージョンです。
 
• PPPoE — Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）はプロトコルですイーサネッ
ト上の 2 ポイントをつなぐ。
 
• PPTP —ポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP）はプロトコルです隔
離されたチャネルを通してカプセル化された PPP パケットを送信する。
 
• 静的な IP —静的IP アドレスは IP アドレスです変更しない。 これはデバイスのための IP
アドレスを確認することもっと簡単にします。
 

ステップ 4.それぞれフィールドで情報を入力して下さい。
 



 
• ip address —このフィールドで、インターネット サービス プロバイダーによって提供さ
れる IP アドレスを入力して下さい。 これは L2TP、PPTP および静的な IP に適用します
。
 



 
 
• サブネットマスク—このフィールドでは、あなたのためのサブネットマスクを IP アドレ
ス入力して下さい。 これは L2TP、PPTP および静的な IP に適用します。
 



 
• gateway —このフィールドで、ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスの IP
アドレスを入力して下さい。 これは L2TP、PPTP および静的な IP に適用します。
 



 
 
• ユーザネーム—このフィールドでは、L2TP、PPPoE、または PPTP サーバのアカウント
のためのユーザ名を入力して下さい。 これは L2TP、PPPoE および PPTP に適用します
。
 



 
• password —このフィールドで、L2TP、PPPoE、または PPTP サーバのアカウントのた
めのパスワードを入力して下さい。 これは L2TP、PPPoE および PPTP に適用します。
 



 
• L2TP サーバのIPアドレス—このフィールドでは、L2TP サーバのための IP アドレスを入
力して下さい。 これは L2TP に適用します。
 



 
• シークレット— （オプションの）このフィールドで、CHAP のためのシークレットを必
要ならば入力して下さい。 これは L2TP に適用します。
 



 
• ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスに不活動の指定時間以降にインター
ネットから切り離してほしい場合アイドル状態のタイムをクリックしますこの Radio ボタ
ンを接続して下さい。 隣接したフィールドでは、切る前に待つ分に時期に入って下さい。
これは L2TP、PPPoE および PPTP に適用します。
 



 
• 保存して下さい稼働した— ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスにインタ
ーネットに接続されて常にとどまってほしい場合この Radio ボタンをクリックして下さい
。 これは L2TP、PPPoE および PPTP に適用します。
 



 
• 認証種別—このドロップダウン・メニューから、認証方式を選択して下さい。 これは
PPPoE に適用します。
 

– Auto-auto は自動的に接続されるサーバに基づいてデフォルトの認証型を奪取 します。
 
 
– chap — CHAP （Challenge Handshake Authentication Protocol）は送信しませんあら
ゆる通信リンク上のクリアテキストのパスワードを、その代り基本的な PPP 接続が確立



されるとき、NAS （VPDN ダイヤルインのネットワーク アクセス サーバ（NAS））サ
ーバはリモートクライアントにセッションID と関連付けられる身元証明要求句を送信 し
ます。 それからリモートクライアントは仕様 MD5 （ユーザー名、ネットワーク ID およ
びパスワードでハッシュ チャレンジにユーザー名および返事のチャレンジ ストリングに
答える 5）メッセージ ダイジェスト バージョン ハッシュ アルゴリズムを使用します。
 
– MSCHAP — MS-CHAP （Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol）は
、CHAP のように、クリアテキストのパスワードを送信しない Microsoft 認証プロトコル
です。 ClearBox サーバ サポート 40 ビット（1）バージョン。
 
– MSCHAP v2 —それは CHAP に類似した、それサポートします 128 ビット バージョン
をです。
 
– PAP — Password Authentication Protocol （PAP）によっては正常なログオン プロシー
ジャと同じ方法が基本的に機能します。 クライアントはサーバがシークレットとデータ
ベースを比較するサーバへユーザネームおよび（オプションで暗号化された）パスワー
ドを送信 することによってそれ自身を認証します。
 



 
• この機能を使用したいと思わない場合特定のVLAN からのトラフィックに WAN ポートを
フローしてほしかったらまたはクリックします Noオプション・ボタンを追加して下さい
VLAN を tag —クリックしましたり Yesオプション・ボタンを。 これは PPPoE に適用し
ます。
 



 
•VLAN は隣接したフィールドで Add VLAN タグのための Yesオプション・ボタンをクリッ
クしたら id —、入力します VLAN タグ ID をタグ付けします。 これは PPPoE に適用しま
す。
 



 
 
• リセット タイマー—隣接したドロップダウン メニューから、何時にかリセットが発生す
るかどんな日でかおよびどの位の割りで PPPoE 接続がリセットされ、選択して下さい。
これは PPPoE に適用します。
 



 
 
• PPTP サーバのIPアドレス—このフィールドでは、PPTP サーバのための IP アドレスを
入力して下さい。 これは PPTP に適用します。
 



 
 
• MPPE は encryption — Microsoft ポイントツーポイント暗号化（MPPE）を使用するため
に隣接したチェックボックスをチェックします。 これは PPTP に適用します。 Microsoft
ポイントツーポイント暗号化（MPPE）はポイントツーポイント プロトコル（PPP）ベー
スのダイヤル式接続かポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP） バーチャ
ル プライベート ネットワーク （VPN）接続を渡って転送される暗号化データの方式です
。 MPPE は暗号化のために RSA アルゴリズムを使用し、セキュリティを確保するために
頻繁に変更される 40 ビットおよび 128 ビット セッションキーをサポートします。 MPPE
はデータを圧縮しませんし、拡張しません。
 



 
ステップ 5 MTU フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 自動—このオプションは自動的に最大伝送ユニット （MTU）を調節します。
 
• 手動—このオプションは MTU Value フィールドで MTU サイズを入力することを可能に
します。
 



 
ステップ 6 DNS サーバ出典 ドロップダウン リストから、ネットワーク Domain Name
Server （DNS）のためのオプションを選択して下さい。
 

• 動的に得て下さい ISP から—このオプションはインターネット サービス プロバイダ
（ISP）からのネットワーク DNS IP アドレスを得ます。
 
• 使用して下さいこれらの DNS サーバ—このオプションは静的な DNS IP アドレスがある
ことを可能にします。 プライマリ DNS IP アドレスを DNS1 フィールドで入力し、DNS2
フィールドでセカンダリ DNS IP アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 7 MAC アドレス出典 ドロップダウン リストからオプションを選択して下さい。
 

• 使用して下さいデフォルト MAC アドレス—このオプションはデバイスのデフォルト
MAC アドレスを使用します。
 
• 使用して下さい次の MAC アドレス—このオプションは MAC Address フィールドで
MAC アドレスを入力することを可能にします。 時々、ISP 接続はデバイスのデフォルト
MAC アドレスではない MAC アドレスを必要とします。
 

ステップ 8 ゾーン ドロップダウン リストから WAN 接続のためのゾーンを選択して下さい
。
 
ステップ 9. 『OK』 をクリック して下さい。 元のページは提示されます。
 
ステップ 10. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

IPv6 設定
 

このプロシージャは WAN ポートの IPv6 設定を行う方法を示します。
 
注: IPv6 は IPv6 WAN 設定を行うために有効に する必要があります。 IPv6 設定を有効に
するために ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスの記事 IPv4 か IPv6 ルーテ
ィングを参照して下さい



ステップ 1. IPv6 タブをクリックして下さい。
 

 
呼び出します。 IP アドレス 割り当て ドロップダウン リストから、IPv6 アドレス
assigment のためのオプションを選択して下さい。
 

• SLAAC –ステートレス アドレスの自動設定メカニズム（SLAAC）はデバイスがネットワ
ーク 情報に基づいて自身の IP アドレスを作成するようにします。 このオプションのため
に何も設定しません。 このオプションが選択される場合ステップ 8 にスキップして下さい
。
 
• 静的な IP –このオプションはデバイスが ISP によって割り当てられる静的な IPv6 アドレ
スを使用するようにします。
 



 
ステップ 3 IPv6 Address フィールドでは、ネットワークのための静的な IPv6 アドレスを入
力して下さい。
 

 
ステップ 4 IPv6 プレフィックス長フィールドでは、IPv6 プレフィックス長を入力して下さ
い。
 

 



ステップ 5 デフォルト IPv6 Gateway フィールドでは、ISP ゲートウェイのための静的な
IPv6 アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 6 プライマリ DNS Server フィールドでは、プライマリ DNS サーバのための IPv6
アドレスを入力して下さい。
 
セカンダリ DNS フィールドのステップ 7. （オプションの）は、セカンダリDNSサーバの
ための IPv6 アドレスを入力します。
 
ステップ 8. 元のページは提示されます。
 
ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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