
ISA500 シリーズ セキュリティ アプライアンス
の非武装地帯（DMZ）ウィザードの設定 

目標
 

ホストが、通常メール、DNS および FTP のような外部サービスを提示する、サーバ含まれ
ている非武装地帯（DMZ）は論理的なサブネットワークです。 外部サービスを提供するホ
ストは信頼できないゾーンからの不正侵入により脆弱、通常インターネットです。 DMZ は
ある特定のネットワークの LAN に接続されるホストに高い安全性を提供します。 この記事
は ISA500 シリーズ セキュリティ アプライアンスの DMZ を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ISA500 シリーズ セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• v1.4.14
  

DMZ ウィザードの設定
 

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ウィ
ザード > DMZ ウィザードの『Configuration』 を選択 し。 DMZ ウィザード ページは開きま
す:
 

 
ステップ 2.の隣で続きます DMZ ウィザード設定とクリックして下さい。 Services ページ
DDNS は開きます:
 



  
DDNS 設定
 

ドメイン ネーム システム（DNS）はインターネット ドメイン名および IP アドレスをマッ
プする手法です。 DNS サーバに静的な公共 IP アドレスと関連付けられるドメイン名のデ
ータベースがあります。 宛先 ホストに、サーバのような、静的なパブリックIPアドレスが
ないが、DHCP サーバによってダイナミック 1 つがそれから DNS サーバ データベースの
変更のアップデートのできない時、IP アドレスへの解決ドメイン名の失敗に終わること。
ダイナミック DNS （DDNS）はダイナミック公共 IP アドレスを解決するために採用される
手法です。
 
DDNS プロファイルを追加するために下記に与えられるステップに従って下さい。
 
注: セキュリティ アプライアンスの DDNS プロファイルの設定が DDNS サービス 組織であ
る NO-IP か DynDNS で、有効なアカウント作成されなければならない前に。
 

 
ステップ 1.新しい DDNS プロファイルを設定するために『Add』 をクリック して下さい。
セキュリティ アプライアンスは 16 までの DDNS プロファイルをサポートします。 DDNS -
Add/Edit ウィンドウは現われます。
 



 
呼び出します。 サービス ドロップダウン リストから、サービス アカウントが作成された
DDNS サービス プロバイダーを選択して下さい。 ドロップダウン リストにダイナミック
DNS サービス 組織である NO-IP および DynDNS があります。
 

 
 
ステップ 3 セキュリティ アプライアンスが開始するとき DDNS 設定を有効に するために始
動チェックボックスのアクティブをチェックして下さい。
 
ステップ 4 WANインターフェイス ドロップダウン リストから、DDNS トラフィックが通
る必要がある WANインターフェイスを選択して下さい。 ドロップダウン リストは WAN ポ
ートとして WAN1 および WAN2 が含まれています。
 
ステップ 5 User Name フィールドでは、DDNS プロバイダと登録するのに使用したアカウ
ントのユーザー名を入力して下さい。
 
ステップ 6 Password フィールドでは、DDNS プロバイダと登録するのに使用したアカウン
トのパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 7 確認ではパスワードは（パスワードを確認するためにステップで 6）入ったパス
ワードをもう一度ファイルしましたり、入力します。
 



ステップ 8 ホストおよび Domain Name フィールドでは、DDNS サービスのための完全な
ホスト名およびドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 9： DDNS ホスト名のすべてのサブドメインがホスト名と同じパブリックIPアド
レスを共有する必要がある場合使用 ワイルドカード チェックボックスをチェックして下さ
い。
 
ステップ 10： ネットワークが失敗から自動的に回復ようにオート フェールオーバーをチェ
ックして下さい。 フェールオーバーが発生するとき、すべてのアクティブな接続は破棄さ
れ、新しいアクティブデバイスが引き継ぐときクライアントは接続を回復する必要がありま
す。
 
ステップ 11： ホストの情報を毎週アップデートするためにアップデートを毎週チェックし
て下さい。
 
ステップ 12： 設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。 設定された DDNS
プロファイルは DDNS サービス表に追加されます。
 

 
ステップ 13： （オプションの）設定を書き換えるために DDNS プロファイルに相当して編
集（鉛筆）アイコンをクリックして下さい。 DDNS プロファイルが削除される必要がある
場合削除（x）アイコンをクリックして下さい。
 
ステップ 14： の隣で続きます DMZ ウィザード設定とクリックして下さい。 DMZ 設定 ペ
ージは開きます:
 

 



DMZ 設定
 

 
ステップ 1. DMZ 設定を行うために『Add』 をクリック して下さい。 DMZ 追加/Edit ウィ
ンドウは現われます。
  

 
DMZ の設定は基本的な設定および DHCP プール設定を含みます。 基本的な設定は DMZ、



IP アドレス 割り当て、ポート メンバーおよび DHCP プール設定の名前を設定することを
可能にします。 DHCP プール設定は DMZ のホストが IP アドレスをどのように得るか設定
することを可能にします。
  
基本的な設定の設定
 

 
 
ステップ 1. Name フィールドで DMZ の名前を入力して下さい。
 
ステップ 2. IP フィールドで DMZ のためのサブネット IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 3.ネットマスク フィールドで DMZ サブネットにホストの数を接続する表示する
DMZ のためのサブネットマスクを入力して下さい。
 
ステップ 4.スパニングツリープロトコルはネットワークのループのプロシージャを判別す
るのに使用する手法です。 スパニング ツリー プロトコル 機能を有効に するためにスパニ
ングツリー フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 



 
 
ステップ 5. Port フィールドにリストされている DMZ インターフェイスで設定される、ク
リックするのポート- >Access クリックして下さい。 選択されたポートはメンバー フィー
ルドにリストされ、DMZ ポートとして機能します。
 
注: メンバー フィールドのポートのうちのどれかが Port フィールドに戻って移動される必
要がある場合メンバー フィールドの望ましいポートをクリックし、Port フィールドに『
Port』 を選択 される 設定 するために < -クリックして下さい。
 
ステップ 6 ゾーン ドロップダウン リストから、DMZ を選択して下さい。 ドロップダウン
リストに DMZ オプションだけあります。
 
ステップ 7.設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。
  
DHCP プール設定の設定
 



 
 
ステップ 1： DHCP モード ドロップダウン リストから、次の望ましいモードの 1 つを選択
して下さい。
 

• DMZ のホストは静的な IP アドレスで設定される disable —べきです。
 
• DHCP サーバ—セキュリティ アプライアンスは DHCP サーバとして機能し、DMZ に接
続されるすべてのホストに IP アドレスを割り当てます。
 
• DHCP リレー—セキュリティ アプライアンスは DHCP リレーとして DHCP サーバから
の IP アドレスを得るために機能します。 DHCP リレーは DHCP クライアントと DHCP
サーバの間で要求および応答を転送します。
 

注: DHCP サーバがステップ 1 の DHCP モードとして選択される場合、2 から 11.にステッ
プに従って下さい。 DHCP リレーが選択されない場合、ステップ 12 にスキップして下さい
。
 



 
 
呼び出します。 開始する IP フィールドでは、DHCP プールの開始 IP アドレスを入力して
下さい。
 
ステップ 3 端 IP フィールドでは、DHCP プールの終了 IP アドレスを入力して下さい。 セ
キュリティ アプライアンスは開始するおよび終わり IP アドレス 範囲内の要求ホストに IP
アドレスを割り当てます。
 
注: 開始するおよび終わり IP アドレスは DMZ IP アドレスのそれとして同じ サブネットに
ある必要があります。
 
ステップ 4 Lease Time は割り当てられたダイナミック IP アドレス有効である時間を定義
します。 日、時間および最小値フィールドの幾日、時間および分に時間に入って下さい。
Lease Time の終わりに、ホストは DHCP プールからの新しい IP アドレスと割り当てられ
ます。
 
ステップ 5 DNS1 フィールドでは、DNS サーバの IP アドレスを入力して下さい IP アドレ
スにドメイン名を変換するのに動作する。
 
DNS1 フィールドで定義される DNS サーバが失敗するときアクティブになる DNS2 フィー
ルドのステップ 6. （オプションの）は、DNS サーバの IP アドレスを入力します。
 
ステップ 7 WINS1 フィールドでは、WINS サーバの IP アドレスを入力して下さい
NetBIOS（NetBIOS over IP）変換するのに名前空間の名前を動作する。 WINS は
NetBIOS（NetBIOS over IP）使用するアプリケーションおよびがウィンドウのより古いバ
ージョンを実行するクライアントをサポートします。
 
ステップ 8 WINS2 フィールドでは、WINS サーバの IP アドレスを入力して下さい WINS1



フィールドで定義される WINS サーバにバックアップとして動作する。
 
ステップ 9： Domain Name フィールドでは、DMZ のドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 10： デフォルト ゲートウェイでは、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを、
LAN トラフィックがインターネットにしかし通過するゲートウェイ入力して下さい。
 
ステップ 11.設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。
 

 
 
ステップ 12： DHCP リレーがステップ 1 で選択されない場合、リレー IP フィールドでリ
モート DHCP サーバの IP アドレスを入力して下さい。 DMZ のホストはこのサーバによっ
て IP アドレスを得ます。
 
ステップ 13： 設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。 最近設定された
DMZ は DMZ 表に追加されます。
 



 
ステップ 14： の隣で続きます DMZ ウィザード設定とクリックして下さい。 Services ペー
ジ DMZ は開きます:
 

  
DMZ サービスの設定
 



 
ステップ 1. DMZ サービスを設定するために『Add』 をクリック して下さい。 DMZ サービ
ス- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 

 
 
呼び出します。 オリジナル サービス ドロップダウン リストから、受信サービスのための
サービスを選択して下さい。 これらのサービスは信頼された Web サービスに設定 されま
す。 ドロップダウン リストに次のオプションがあります:
 

• 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ため。 新しいサービスを設
定するために作成を新しいサービス サブセクション参照して下さい。
 
• サービス オブジェクト—前もって構成されるサービスをリストします。
 



 
 
ステップ 3 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
れるサービスを選択して下さい。 変換されたサービス ドロップダウン リストに次のオプシ
ョンがあります:
 

• 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ため。 作成を新しいサービ
ス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。
 
• オリジナル—変換されたサービスを表示し、オリジナル サービスは同じです。
 
• サービス オブジェクト—前もって構成されるサービスをリストします。
 

 
ステップ 4 変換された IP ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスを選択して下
さい変換されたサービスと関連付けるために変換が要求する。 ドロップダウン リストに次
のオプションがあります:
 

• 新しいの address —新しいアドレスを作成することを割り当てます作成して下さい。 IP
アドレスを設定するために作成を新しいアドレス 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—このオプション リストは IP アドレスを前もって構成しまし



た。
 

 
ステップ 5 WAN ドロップダウン リストから、トラフィックがモニタする必要がある WAN
ポートを選択して下さい。 ドロップダウン リストに WAN1 および両方ともあります。 オ
プション両方の割り当て WAN ポートの両方を監視する。
 

 
ステップ 6 WAN1 か WAN2 がステップ 5 で選択される場合、WAN IP ドロップダウン リス
トから WAN IP を選択して下さい。 ドロップダウン リストに次のオプションがあります:
 

• 新しいの address —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。 新し
いアドレスを設定するために作成を新しいアドレス 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—前もって構成された IP アドレスをリストします。
 



 
ステップ 7 有効 DMZ ではフィールドを保守して下さい、作成し、DMZ サービスを適用す
るか、または DMZ サービスを設定するためにセキュリティ アプライアンスに設定を適用し
ないために『OFF』 をクリック するために『ON』 をクリック して下さい。
 
設定された DMZ サービスを自動的に可能にするファイアウォール ルールを作成するステッ
プ 8. （オプションの）は、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ま
す。
 
ステップ 9： Description フィールドでは、DMZ サービスの名前を簡単に参照できるように
入力して下さい。
 
ステップ 10：[OK] をクリックします。 設定された DMZ サービスは DMZ サービス表に追
加されます。
 

 
ステップ 11. 『Next』 をクリック して下さい。 要約 ページは開きます:
 



 
 
ステップ 12： DMZ ウィザードを完了するために『Finish』 をクリック して下さい。
  

新しいサービスを作成して下さい
 

DMZ のための新しいサービスを作成するために下記に与えられるプロシージャに従って下
さい。
 

 
ステップ 1.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『Create』 を選択 して下さい。 サービス- Add/Edit 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 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）はネットワーク トラフィックを送信 し、正しい順序
配信のために確認する転送 プロトコルです。 TCP は信頼できるデータのデリバリが必要
となるとき使用されます。
 
• UDP ユーザ データグラム プロトコル（UDP）が信頼できるデータのデリバリがないと
き使用される転送 プロトコル必要となり、パケットの正しい順序配信があるように確認し
ませんです。 UDP は TCP よりファーストです。
 
• 両方（TCP/UDP） —サービスは UDP および TCP を両方行います。
 

ステップ 4 ポート範囲 Start フィールドでは、サービスが適用するポート番号の開始範囲を
入力して下さい。
 
ステップ 5 ポート範囲終わりフィールドでは、サービスが適用するポート番号の終了範囲
を入力して下さい。
 
注: サービスがシングル ポートを使用する場合、両方のフィールドで同じ数を入力して下さ
い。
 
ステップ 6.新しいサービスを作成するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

新しい IP アドレス オブジェクトを作成して下さい
 

DMZ サービスの変換された IP アドレスのための新しい IP アドレスを作成するために下記
に与えられるプロシージャに従って下さい。
 



 
ステップ 1. DMZ サービス Add/Edit ウィンドウの変換された 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『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。
 
ステップ 3 型ドロップダウン リストから、ホストを選択して下さい唯一のオプションであ
る。
 
ステップ 4. 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。
 
ステップ 5.構成されたIPアドレスを最近保存するために『SAVE』 をクリック して下さい
。
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