
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの高度なネットワーク アドレス 変換
（NAT）設定 

目標
 

ネットワーク アドレス変換（NAT）はパブリックIPアドレスにローカルエリア・ネットワ
ーク（LAN）の私用 IP アドレスを変換します。 それは私用 LAN IP アドレスにそれから公
共 IP アドレスを変換します。 高度 NAT ルールは送信元 および 宛先アドレスに基づいてア
ドレスおよびポートを識別できます。 この記事は ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプ
ライアンスの高度 NAT 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
  

高度 NAT 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 を > 進めました NAT を選択し。 高度 NAT ページは開きます:
 

 
呼び出します。 高度 NAT ルール表で、新しい高度 NAT ルールを追加するために『Add』
をクリック して下さい。 高度 NAT ルール- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 3 Name フィールドでは、ルールの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4 Enable フィールドで、次のいずれかの Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• オンこのオプションはルールを作成し、有効に します。
 
• 以外このオプションはルールを作成しますが、有効に しません。
 

ステップ 5 ドロップダウン リストからのでは、WANインターフェイスか VLAN をのでアド
レスおよびポートが変換されるトラフィックの出典選択して下さい。 あらゆる出典に基づ
いてアドレスおよびポートを変換します。
 
ステップ 6 ドロップダウン リストへのでは、WANインターフェイスか VLAN をのでアドレ
スおよびポートが変換されるトラフィックのための宛先選択して下さい。 あらゆる宛先に
基づいてアドレスおよびポートを変換します。
 
注: オリジナル終点アドレスおよび変換された終点アドレスが異なっている場合、変換され
た終点アドレスの正確な VLAN か WANインターフェイスが知られていないので選択して下
さい。
 
ステップ 7 元のソース ソース・アドレス ドロップダウン リストから、元のソース ソース
・アドレスを選択して下さい変換される。 既存の設定を選択するか、またはあなた自身の
設定を作成できます。 新しいアドレスを作成するために、サブセクションを、作成します
新しいアドレスを参照して下さい。
 
ステップ 8 オリジナル終点アドレス ドロップダウン リストから、変換されるオリジナル終
点アドレスを選択して下さい。 既存の設定を選択するか、またはあなた自身の設定を作成
できます。 新しいアドレスを作成するために、サブセクションを、作成します新しいアド
レスを参照して下さい。
 
ステップ 9： オリジナル サービス ドロップダウン リストから、変換されるオリジナル サ
ービス オブジェクトを選択して下さい。 利用可能選択するであるまたはあなた自身のサー
ビスをできます既存のサービスを作成。 知るために新しいサービスを作成する方法をサブ



セクションを、作成します新しいサービスを参照して下さい。
 
ステップ 10： 変換された送信元アドレス ドロップダウン リストから、元のソース ソース
・アドレスが変換するアドレスを選択して下さい。 既存の設定を選択するか、またはあな
た自身の設定を作成できます。 新しいアドレスを作成するために、サブセクションを、作
成します新しいアドレスを参照して下さい。
 
ステップ 11： 変換された終点アドレス ドロップダウン リストから、オリジナル終点アド
レスが変換するアドレスを選択して下さい。 既存の設定を選択するか、またはあなた自身
の設定を作成できます。 新しいアドレスを作成するために、サブセクションを、作成しま
す新しいアドレスを参照して下さい。
 
ステップ 12： 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 オブ
ジェクトが変換するサービス オブジェクトを選択して下さい。 利用可能選択するであるま
たはあなた自身のサービスをできます既存のサービスを作成。 新しいサービスを作成する
ために、サブセクションを、作成します新しいサービスを参照して下さい。
 
ステップ 13： [OK] をクリックします。 高度 NAT ページは再開します:
 

 
ステップ 14： [Save] をクリックします。
  

新しいアドレスを作成して下さい
 



 
 
ステップ 1： あなた自身のアドレス範囲を作成するために、ドロップダウン リストから新
しいアドレスを『Create』 を選択 すれば アドレス/Service ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 2. Name フィールドでアドレス オブジェクトの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3.アドレス タイプを選択し、対応した 情報を入力して下さい
 

• host — IP アドレスによって単一のホストを定義する IP address フィールドでホストの
IP アドレスを入力して下さい。
 
• range —開始 IP address フィールドで開始 IP アドレスおよび終り IP address フィール
ドで終りアドレスを入力して下さい。 それは IP アドレスの範囲を定義します。
 
• network — IP address フィールドでサブネット IP アドレスおよびネットマスク フィー
ルドでサブネットマスクを入力して下さい。 ネットワーク アドレスおよびマスクを使う
と、全一組のアドレスは一度に定義することができます。
 

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

 
ステップ 1： 新しいサービスを作成するために、オリジナル サービス ドロップダウン リス
トから新しいサービスを『Create』 を選択 して下さい。 アドレス/Service ウィンドウは現
われます。
 

 
ステップ 2. Name フィールドでサービスの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3.ドロップダウン プロトコルからプロトコルを選択して下さい
 

• TCP —ポート範囲開始するで開始ポート番号およびポート範囲終わりフィールドで終了
ポート番号を入力して下さい。 トランスミッション コントロール プロトコル（TCP）は
メッセージを正確に送信 される確認する TCP/IP の転送 プロトコルです。
 
• UDP —ポート範囲 Start フィールドで開始ポート番号およびポート書架列側面フィール
ドで終りポート番号を入力して下さい。 ユーザ データグラム プロトコル（UDP）は信頼



性の高い 配信が必要とならないとき TCP の代わりに使用する TCP/IPプロトコル スイー
ト内のプロトコルです。
 
• 両方（TCP/UDP） —ポート範囲 Start フィールドで開始ポート番号およびポート書架列
側面フィールドで終りポート番号を入力して下さい。 それは TCP および UDP を両方使
用します。
 

ステップ 4.設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。 高度 NAT ルール-
Add/Edit ウィンドウは再現します。
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