
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの IPsec リモート アクセス設定 

目標
 

IPsec （Internet Protocol（IP） セキュリティ）リモート アクセス グループ ポリシーはリ
モートクライアントを可能にする会社従業員のようなまたは出張の家庭用ポリシー、バーチ
ャル プライベート ネットワーク （VPN）接続によって従業員の会社のネットワークのよう
なネットワークに接続するためにです。 IPsec リモート アクセス グループの利点はその人
はホームからの会社のネットワークに接続される従業員のようなインターネットにアクセス
できる限り人がネットワークにリモートアクセスできることです。 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 IPsec リモート アクセス グループ ポリシーを
設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• v1.1.14
  

IPsec リモート アクセス設定
 
初期設定
 

このプロシージャはグループ ポリシーの IPSec VPN サーバとして ISA500 シリーズ 統合セ
キュリティ アプライアンスを設定 するために基本的な設定を行う方法を説明します。
 
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 >
IPsec リモート アクセス 『VPN』 を選択 し。 IPsec リモート アクセス ページは開きます:
 

 
呼び出します。 IPsec リモート アクセス 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使用のための IPsec リモート アクセス 機能をアクティブにします
。
 
• 以外このオプションは使用のための IPsec リモート アクセス 機能をアクティブにしませ
ん。
 

ステップ 3 IPsec リモート アクセス表で、新しい IPsec リモート アクセス グループ ポリシ
ーを作成するために『Add』 をクリック して下さい。 IPsec リモート アクセス- Add/Edit
ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 4.基本的な設定タブをクリックして下さい。
 
ステップ 5 Group Name フィールドでは、VPN クライアントのグループの名前を入力して
下さい。
 
ステップ 6 WANインターフェイス ドロップダウン リストから、グループ ポリシーのため
の VPN トラフィックが通る WANインターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 7 IKE 認証方式で、Radio ボタンをクリックして下さい。
 



 
 

• 事前共有キー—このオプションはパスワードを VPN クライアントを認証するのに使用し
ます。 このオプションに関しては、Password フィールドでクライアントの認証のための
パスワードを入力して下さい。
 

 
 

• certificate —このオプションは認証局（CA）によって生成されるデジタル証明書を使用
します。 このオプションに関しては、ローカル証明書をローカル証明書 ドロップダウン
リストから選択し、ピア 証明書 ドロップダウン リストからピア 証明書を選択して下さい
。 ローカル証明書は ISA500 シリーズ 統合セキュリティ Appiance を認証する証明書です
。 ピア 証明書は認証にリモート VPN クライアントによって使用する証明書です。
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスのためのピア 証明書はリモート VPN
クライアントのローカル証明書と同じである必要があります。



ステップ 8 Mode フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
• client —このオプションは VPN サーバネットワーク IP アドレス スペースの一部ではな
い VPN クライアント IP アドレスを割り当てます。 リモート VPN クライアントに VPN
サーバネットワークにアクセスできますが、サーバネットワークに直接接続されるホスト
は VPN クライアントにアクセスできません。 このオプションに関しては、クライアント
IPアドレス 範囲の最初の IP アドレスを開始する IP フィールドで入力し、端 IP フィール
ドでクライアント範囲の最後の IP アドレスを入力して下さい。
 
• NEM —このオプションは VPN サーバネットワークの IP アドレス 範囲からの DHCP の
使用によって VPN クライアント IP アドレスを割り当てます。 これらのクライアントアド
レスはサーバネットワークに完全にルーティング可能であり、サーバネットワークに直接
接続されるホストは VPN クライアントにアクセスできます。
 

ステップ 9： VPN トンネルによって VPN クライアントへのインターネット アクセスを認
めるためにクライアント インターネット アクセス チェックボックスをチェックして下さい
。
 
ステップ 10： WAN Failover 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セカンダリ WAN 接続に自動的にプライマリ WAN 接続が失敗する
ときグループ ポリシーの VPN トラフィックをリダイレクトします。
 
• 以外このオプションはセカンダリ WAN 接続に自動的にプライマリ WAN 接続が失敗する
ときグループ ポリシーの VPN トラフィックをリダイレクトしません。
 

ステップ 11.ゾーン アクセスコントロール タブをクリックして下さい。
 



 
ステップ 12： 各ゾーンに関してはアクセスコントロール表に、クリックします Radio ボタ
ンをリストしました。
 

• permit —このオプションはゾーンへの VPN クライアント アクセスを認めます。
 
• 拒否—このオプションはゾーンへの VPN クライアント アクセスを拒否します。
 

ステップ 12： モード コンフィギュレーションの設定タブをクリックして下さい。
 



 
ステップ 13： プライマリ DNS Server フィールドでは、プライマリ ドメイン ネーム シス
テム（DNS） サーバの IP アドレスを入力して下さい。 DNS サーバはコンピュータ ネット
ワークが使用される静的な IP アドレスにドメイン名を変換します。 DNS はオペレーティ
ング システムの依存しないをはたらかせます。
 
ステップ 14： （オプションの）セカンダリDNSサーバ フィールドで、セカンダリDNSサ
ーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 15： プライマリ WINS Server フィールドでは、プライマリ Windows Internet
Name Service （WINS） サーバの IP アドレスを入力して下さい。 WINS サーバはコンピ



ュータ ネットワークが使用されるダイナミック IP アドレスにドメイン名を変換します。
WINS は主に Microsoft クライアントおよび Microsoft ネットワークでしか動作しません。
 
ステップ 16： （オプションの）セカンダリ WINS Server フィールドで、セカンダリ
Windows Internet Name Service （WINS） サーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 17： デフォルト ドメイン フィールドでは、VPN クライアントが使用するドメイ
ン名を入力して下さい。
 
ステップ 18： バックアップサーバ 1 フィールドでは、規則的な VPN サーバが失敗すると
き VPN クライアントがネットワークに接続するプライマリ バックアップサーバのドメイン
名か IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 19： バックアップサーバ 2 フィールドでは、規則的な VPN サーバおよびプライ
マリ バックアップサーバが失敗するとき VPN クライアントがネットワークに接続する二次
バックアップ サーバのドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 19： バックアップサーバ 3 フィールドでは、VPN クライアントがネットワーク
にとき規則的な VPN サーバ、プライマリ バックアップサーバおよび二次バックアップ サ
ーバ失敗接続する第三 バックアップサーバのドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 20： [OK] をクリックします。 IPsec リモート アクセス ページが再表示されます
。
 
ステップ 21： [Save] をクリックします。
  

スプリットトンネルおよび分割DNS 設定
 

このプロシージャはスプリットトンネルおよび分割DNS の設定を行う方法を説明します。
スプリット トンネリングはまだ VPN クライアントが VPN サーバネットワークにアクセス
するようにインターネットにアクセスするのに VPN クライアントのインターネット接続を
使用するようにします。 この設定は VPN サーバネットワークのより少ないトラフィックを
生成しますが、VPN クライアントが VPN サーバ インターネット ファイアウォール ルール
をバイパスするようにします。 分割DNS は VPN クライアントが VPN サーバネットワーク
の内だけで利用可能な Webページにアクセスするようにします。
 
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 >
IPsec リモート アクセス 『VPN』 を選択 し。 IPsec リモート アクセス ページは開きます:
 

 
呼び出します。 IPsec リモート アクセス グループ表で、スプリット トンネリングおよび分
割DNS で設定したいと思うグループ ポリシーのための編集（鉛筆）アイコンをクリックし



て下さい。 IPsec リモート アクセス- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3.モード コンフィギュレーションの設定タブをクリックして下さい。
 



 
ステップ 4 スプリットトンネル フィールドで、スプリット トンネリングおよび分割DNS を
有効に するために ONオプション・ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 5.スプリット トンネリングは VPN クライアントが IP アドレスの特定の範囲か範
囲にトラフィックを送信 するときだけ VPN クライアントから VPN サーバに直接トラフィ
ックを。 VPN クライアントから他のトラフィックはすべて VPN クライアントの正常なイ
ンターネット接続に送信 されます。 VPN クライアント トンネルトラフィックを受信する
IP address フィールドでは、サブネットのサブネット ネットワーク IP アドレスを入力して
下さい。
 
ステップ 6 ネットマスク フィールドでは、上で入力される IP アドレスのためのサブネット
マスクを入力して下さい。
 
ステップ 7.受信者のサブネットのリストにサブネットを追加するために『Add』 をクリッ
ク して下さい。
 
ステップ 8.追加したいと思う各々の受信者のサブネットのためのステップ 5 に 7 を繰り返
して下さい。
 



 
ステップ 9： VPN クライアントがドメイン名にトラフィックを送信 するとき、分割DNS
はトラフィックの宛先 ドメイン名を検査します。 ドメイン名が規定 された ドメイン名の
リストにある場合、トラフィックは VPN サーバネットワーク内の DNS サーバにリダイレ
クトされます。 他のトラフィックはすべて標準 DNS サーバ（すなわち ISP DNS サーバ
）に送信 されます。 Domain Name フィールドでは、VPN サーバネットワークの DNS サ
ーバにリダイレクトされるトラフィックのためのドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 10.追加したいと思う各ドメイン名のためのステップ 9 を繰り返して下さい。
 
ステップ 11. 『OK』 をクリック して下さい。 IPsec リモート アクセス 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。
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