
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスのポート フォワーディング 

目標
 

ポート フォワーディングはネットワーク アドレス変換（NAT）ゲートウェイのトラフィッ
クを受信し、トラフィックのポート番号を変換します。 この変換は公共（LAN の外部で
）ポート番号から私用（LAN の中で）ポート番号にまたは私用ポート番号から公共ポート
番号にあります。 この手法はローカルエリア・ネットワーク（LAN）の外部のホストが
LAN の中のホストと通信するようにします。 この記事は ISA500 シリーズ 統合セキュリテ
ィ アプライアンスのポート フォワーディング設定を行う方法を説明します。
  

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]
 

• v1.1.17
  

ポート フォワーディング設定
 

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、フ
ァイアウォール > NAT > ポート フォワーディングを選択し。 ポート フォワーディング ペ
ージは提示されます:
 

 
呼び出します。 ポート フォワーディング ルール表で、新しいポート フォワーディング ル
ールか Edit アイコン（鉛筆アイコン）を既存のポート フォワーディング ルールを編集する
ために作成するために『Add』 をクリック して下さい。 ポート フォワーディング ルール-
Add/Edit ページ現われます:
 



 
ステップ 3 オリジナル サービス ドロップダウン リストから、変換するために受信サービス
のためのオプションを選択して下さい。 この受信サービスは異なるサービスに変換されま
す。
 

• 作成して下さい新しいサービス—このオプションは使用するために作成します新しいサ
ービスを可能にします。 作成をこのオプションの設定のための新しいサービス サブセク
ション参照して下さい。
 
• サービス オブジェクト—このオプション リストは使用するためにサービスを前もって構
成しました。
 

ステップ 4 変換されたサービス ドロップダウン リストから、オリジナル サービスが変換さ
れるサービスのためのオプションを選択して下さい。 この変換されたサービスはオリジナ
ル サービスにマップされます。
 

• 作成して下さい新しいサービス—このオプションは使用するために作成します新しいサ
ービスを可能にします。 作成をこのオプションの設定のための新しいサービス サブセク
ション参照して下さい。
 
• サービス オブジェクト—このオプション リストは使用するためにサービスを前もって構
成しました。
 

ステップ 5 変換された IP ドロップダウン リストから、変換されたサービスと関連付けるた
めにアドレス オブジェクトのためのオプションを選択して下さい。 このアドレス オブジェ
クトはローカル サーバーの IP アドレスです変換される必要がある。
 

• 新しいの address —このオプション許可します使用するために作成します新しいアドレ
スを作成して下さい。 作成をこのオプションの設定のための新しいアドレス サブセクシ
ョン参照して下さい。
 
• IP アドレス オブジェクト—使用するべきこのオプション リスト前もって構成されたアド
レス。
 

ステップ 6 WAN 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。
 

• 両方とも—このオプションは変換するためにポートのための両方の WANインターフェイ
スを監察します。
 



• WAN1 —このオプションは変換するためにポートのためのプライマリ WANインターフェ
イスを監察します。
 
• WAN2 —このオプションは変換するためにポートのためのセカンダリ WAN インターフ
ェイスを監察します。
 

ステップ 6 の WAN1 か WAN2 を選択した場合ステップ 7. （オプションの）は WAN IP ド
ロップダウン リストから、公共 WAN IP アドレスを選択します。
 

• 新しいの address —このオプション許可します使用するために作成します新しいアドレ
スを作成して下さい。 作成をこのオプションの設定のための新しいアドレス サブセクシ
ョン参照して下さい。
 
• IP アドレス オブジェクト—使用するべきこのオプション リスト前もって構成されたアド
レス。
 

ステップ 8 イネーブル ポート フォワーディング フィールドで、Radio ボタンをクリックし
て下さい。
 

• オンこのオプションはポート フォワーディング ルールを作成し、適用します。
 
• 以外このオプションはポート フォワーディング ルールを作成しますが、適用しません。
 

ステップ 9： 適切に機能するポート フォワーディング ルールを可能にするファイアウォー
ル ルールを自動的に作成するために作成ファイアウォール ルール チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 

 
ステップ 10： Description フィールドでは、ポート フォワーディング ルールの名前を入力
して下さい。
 
ステップ 11. 『OK』 をクリック して下さい。 ポート フォワーディング ページが再表示さ
れます。
 
ステップ 12： [Save] をクリックします。
  

新しいサービスを作成して下さい
 

このプロシージャはポート フォワーディング ルールからの新しいサービスを作成する方法



を- Add/Edit ウィンドウ説明します。
 
ステップ 1.ポート フォワーディング ルールのオリジナル サービス ドロップダウン リスト
か変換されたサービス ドロップダウン リストから新しいサービスを- Add/Edit ウィンドウ 
『Create』 を選択 して下さい。 サービス-現われます追加して下さい/編集して下さい:
 

 
呼び出します。 Name フィールドでは、サービスの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3 プロトコル ドロップダウン リストから、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。
 

• TCP 伝送制御 プロトコル（TCP）は完全および正しい順序でトラフィックを確かめるた
めにトラフィックおよびチェックを送信 する 転送 プロトコル着きましたです。 TCP は、
けれども、チェック プロセスが理由で UDP より遅いです。 高信頼性 転送を必要とする
TCP がデータを送信 するのに使用する必要があります。
 
• UDP ユーザ データグラム プロトコル（UDP）は完全および正しい順序でトラフィック
を sneds トラフィックがチェックするが、転送 プロトコル着きましたです。 UDP の長所
はメッセージを慎重に検査しないので TCP よりファーストであることです。 UDP はメッ
セージが高信頼性 転送を必要としないとき使用する必要があります。
 
• 両方（TCP/UDP） —このオプションが設定 UDP および TCP を両方行うサービス。
 

 
ステップ 4.サービスがポート範囲 Start フィールドで適用する入力し、ポート書架列側面フ
ィールドでポート範囲の最後のポートを入力して下さいポート範囲の最初のポートを。 シ
ングル ポートに関しては、両方のフィールドで同じ数を入力して下さい。



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

新しい IP アドレス オブジェクトを作成して下さい
 

このプロシージャはポート フォワーディング ルールからの新しい IP アドレス オブジェク
トを作成する方法を- Add/Edit ウィンドウ説明します。
 
ステップ 1.ポート フォワーディング ルールの変換された IP ドロップダウン リストか WAN
IP ドロップダウン リストから新しいアドレスを- Add/Edit ウィンドウ 『Create』 を選択 し
て下さい。 アドレス- Add/Edit ウィンドウは現われます:
 

 
呼び出します。 Name フィールドでは、IP アドレスまたはアドレスの名前を入力して下さ
い。
 
注: 型ドロップダウン リストでは、ホストは転送するポートがホストにだけパケットを転送
するので唯一のオプションです。
 



 
ステップ 4. IP address フィールドでホスト IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。 ポート フォワーディング ルール- Add/Edit
ウィンドウは再現します。
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