
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスのセキュア ソケット レイヤ（SSL） VPN
の設定 

目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はリモートクライアントがインターネット
（パブリックネットワーク）上の内部ネットワーク リソース（プライベート ネットワーク
）にアクセスするようにします。 セキュア ソケット レイヤ（SSL） VPN は標準 Webブラ
ウザと使用できる VPN の手法の 1 つです。 SSL はパブリックネットワークを移動する
VPN トラフィックに機密保持および統合を提供します。 
 
この資料の目標は SSL VPN 機能を有効に し ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライ
アンスの SSL VPNゲートウェイ設定を行う方法を示すことです。
  

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
  

SSL VPNゲートウェイの設定
 

ステップ 1. 『VPN』 を選択 するべき 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 > SSL リモートユーザ アクセス > SSL VPN 設定。 SSL VPN 設定 ペ
ージは開きます:
 



 
 
ステップ 2. SSL VPN サーバとしてセキュリティ アプライアンスを有効に するために 
Cisco SSL VPN Server フィールドの ONオプション・ボタンをクリックして下さい。 
 

 
ステップ 3 ゲートウェイ インターフェイス ドロップダウン リストから、SSL VPN トンネ
ルを通してトラフィックを通過させるために使用される WAN ポートを選択して下さい。
 



ステップ 4 ゲートウェイ Port フィールドでは、SSL VPNゲートウェイのために使用するポ
ート番号を入力して下さい。 デフォルト 番号は 443 です。 ポート番号は 1 から 65535 ま
で及ぶことができます。
 
ステップ 5 証明書ファイル ドロップダウン リストから、SSL VPN トンネルを通してネッ
トワーク リソースにアクセスするように試みるユーザを認証するために証明書を選択して
下さい。 ドロップダウン リストにインポートされる証明書およびデフォルト証明書があり
ます。
 
注: IP アドレス 範囲ことを確認して下さいローカル ネットワークの IP アドレスの何れかと
オーバーラップしてはいけないクライアントアドレス プールで設定される。
 
ステップ 6 SSL VPNゲートウェイは設定可能なアドレス プールをリモート VPN クライア
ントに IP アドレスを割り当てるのに使用します。 クライアントアドレス プール フィール
ドですべてのリモート VPN クライアントのための IP アドレス プールを入力して下さい。
 
ステップ 7.クライアント ネットマスク フィールドで SSL VPN クライアントのためのネッ
トマスクを入力して下さい。 
 

 
ステップ 8 クライアント インターネット アクセス フィールドでは、ボックスをの隣で作成
しま NAT ルールをチェックしまインターネットに自動的に高度 NAT を作成するためにア
クセスすることをリモートユーザをネットワークにアクセスするために支配しますことを割
り当て SSL VPN クライアント許可します。 高度 NAT ルールを手動で設定するためにボッ
クスのチェックを外して下さい。
 
ステップ 9： クライアント Domain フィールドでは、SSL VPN クライアントに押す必要が
あるドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 10： クライアント ログインが、設定可能なログオン バナー表示される時。 ログ
イン バナー フィールドで表示するためにテキストを入力して下さい。 
 



  
オプションのゲートウェイの設定
 

 
ステップ 1： アイドル状態のタイムアウト フィールドでは、SSL VPN セッションがアイド
ル状態に残る場合があること秒にタイムアウト値を入力して下さい。 既定の時刻は 2100 秒
です。
 
呼び出します。 Session Timeout フィールドでは、SSL VPN セッションがアクティブのま
まになる場合があること秒にタイムアウト値を入力して下さい。 示す SSL VPN セッション
はアクティブ常にである場合もあることをデフォルト値は 0 秒です。
 
ステップ 3 クライアント DPD タイムアウト フィールドでは、セッションが無責任なリモー
トクライアントと維持されること Dead Peer Detection （DPD） タイムアウトを入力して
下さい。 デフォルト値は 300 秒です。
 



ステップ 4 ゲートウェイ DPD タイムアウト フィールドでは、セッションが無責任な SSL
VPNゲートウェイによって維持されること Dead Peer Detection （DPD） タイムアウトを
入力して下さい。 デフォルト値は 300 秒です。
 
ステップ 5 SSL VPN サーバが間隔でメッセージを送信 しなければならない場合保存稼働し
たフィールドで間隔を入力して下さい。
 
ステップ 6 リース期間フィールドでは、SSL VPN クライアントがサーバに IP アドレス リ
ース更新要求を送信 した後許可される時間数を入力して下さい。 デフォルト値は 43200 秒
です。
 
ステップ 7 最大 MTU フィールドでは、セッションのための最大伝送ユニットを入力して下
さい。 デフォルト値は 1406 バイトです。
 
ステップ 8.キーの再生成はセッションが設定された後 SSL キーが再取り決めするようにす
る機能です。 キーの再生成 間隔 フィールドでは、キーの再生成反復比率を入力して下さい
。 デフォルトは 3600 秒です。
 
ステップ 9.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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