
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスのリモートアクセス VPN ウィザード 

目標
 

リモートアクセス VPN ウィザードは管理者がセキュリティ（IPsec）リモート アクセス
サーバーでまたは Secure Sockets Layer （SSL） リモート アクセス ゲートウェイで
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスを Internet Protocol（IP）設定するこ
とを可能にします。 これら二つのセキュリティ メソッドはバーチャル プライベート ネッ
トワーク （VPN）接続のデータを暗号化します。 リモートアクセス VPN ウィザードは
ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティの 1 つの便利な位置にこれらの
メソッドの主要な設定をコンパイルします。 この記事は ISA500 シリーズ 統合セキュリテ
ィ アプライアンスのリモートアクセス VPN ウィザード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
  

リモートアクセス VPN ウィザード設定
 

ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスは両方ともセキュリティ（IPsec）リモ
ート アクセス サーバーおよび Secure Sockets Layer （SSL） Internet Protocol（IP）サポ
ートします。 シナリオによって適切なメソッドを選択して下さい:
 

• IP 秒 VPN — IPsec はスイート（TCP/IP）のインターネット層で Internet
Protocol（IP）動作し、VPN 接続を通して送信されるおよび受信される IP パケットを認証
し、暗号化するプロトコル・スイートです。 IPsec は SSL よりより多くのセキュリティ
機能を提供します。 少数のクライアントが VPN アクセスを必要とし、セキュリティが強
く必要場合 VPN 接続のために IPsec を使用して下さい。
 
• SSL VPN — SSL はアプリケーション層でデータを暗号化し、スイート（TCP/IP）のト
ランスポート層で同じを Internet Protocol（IP）使用します。 SSL は設定して IPsec より
速いですが、IPsec にあるいくつかのセキュリティ機能に欠けています。 多くの VPN ク
ライアントが VPN 接続にアクセスする必要があったら特殊なクライアントソフトウェア
なしで Webブラウザの使用と SSL を使用して下さい。
  

IPsec リモート アクセスを用いる設定
 

 このプロシージャはリモートアクセス VPN ウィザードの IPsec リモート アクセスの設定
を行う方法を説明します。
 
ステップ 1. ISA500 シリーズ Configuration ウィザードへのログインは、ウィザード > リモ
ートアクセス VPN ウィザードを『Configuration』 を選択 し。 使用する前に ページは開き
ます:
 



 
使用する前に ページは使用するべき VPN トンネルの型選択することを可能にします。
 
呼び出します。 VPN トンネルタイプ ドロップダウン リストから、リモート アクセスを『
IPSec』 を選択 して下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。 IPsec グループ ポリシー ページは提示され
ます:
 

 
IPsec グループ ポリシー ページは名前および IKE 認証方式のようなグループ ポリシー設定
を行うことを可能にします。
 
ステップ 4 Group Name フィールドでは、IPsec グループ ポリシーを識別するために名前
を入力して下さい。
 
ステップ 5 IKE 認証方式 フィールドで、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 VPN クライアントが事前共有キーによって彼ら自身を
認証するように要求します。
 
• certificate —このオプションは VPN クライアントがデジタル証明書と彼ら自身を認証す
るように要求します。
 



 
ステップ 5 で『Pre-Shared Key』 を選択 した場合ステップ 6. （オプションの）は Pre-
Shared Key フィールドのクライアントを認証するのに使用するように、事前共有キーを入
力します。
 
ステップ 5 で『Certificate』 を選択 した場合ステップ 7. （オプションの）はクライアント
を認証するのに使用するように、ローカル証明書を選択します。 ISA500 シリーズ 統合セ
キュリティ アプライアンスのためのローカル証明書はクライアント ホストのピア 証明書で
あるはずです。
 
ステップ 5 で『Certificate』 を選択 した場合ステップ 8. （オプションの）はクライアント
を認証するのに使用するように、ピア 証明書を選択します。 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 証明書はクライアント ホストのローカル証明書である
はずです。
 
ステップ 9：[Next] をクリックします。 WAN ページは提示されます:
 

 
WAN ページは WAN フェールオーバーを断続的に回し、VPN トンネルが発生する WANイ
ンターフェイスを選択することを可能にします。
 
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 インターフェイスにプライマリ WANインターフ
ェイスが失敗する場合 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 インターフェイスにプライマリ WANインターフ
ェイスが失敗する場合 VPN トラフィックをリダイレクトしません。
 

ステップ 11： WANインターフェイス ドロップダウン リストから、VPN トラフィックを送
信 し、受信するのに使用するように WANインターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 12： [Next] をクリックします。 ネットワーク ページは提示されます:



 
ネットワーク ページは行うことを VPN クライアントが IP アドレスをどのようにの割り当
てられるか設定を可能にします。
 
ステップ 13： ネットワーク 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 —ネットワーク拡張モード（NEM）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 14： ステップ 13 で『Client』 を選択 した場合（オプションの）、開始する IP フ
ィールドでクライアントIPアドレス 範囲の最初のアドレスを入力して下さい。
 
ステップ 15： ステップ 13 で『Client』 を選択 した場合（オプションの）、端 IP フィール
ドでクライアントIPアドレス 範囲の最後のアドレスを入力して下さい。
 
ステップ 16： リモートユーザへのインターネット・アクセスをリモートユーザを ISA500
シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスのインターネット接続を通してインターネット
にアクセスすることを許可する許可するように作成 NAT ルールをチェックして下さい。
 
ステップ 17： [Next] をクリックします。 アクセスコントロール ページは提示されます:
 



 
アクセスコントロール ページは特定のゾーンのための VPN クライアントへの割り当ておよ
び拒否アクセスに可能にします。
 
ステップ 18： 各ゾーンに関しては、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• permit —このオプションはリモートユーザにゾーンへのアクセスを認めます。
 
• 拒否—このオプションはリモートユーザにゾーンへのアクセスを拒否します。
 

ステップ 19： [Next] をクリックします。 DNS/WINS ページは提示されます:
 

 
VPN によって使用されるサーバがトンネル伝送する WINS および DNS/WINS ページは
 DNS のためのアドレスを設定することを可能にします。
 
ステップ 20： 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 21： セカンダリDNSサーバ フィールドでは、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 22： 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 23： セカンダリ WINS Server フィールドでは、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 24： 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 25： [Next] をクリックします。 バックアップサーバ ページは提示されます:
 

 
バックアップサーバ ページは主要なサーバが失敗した VPN トンネルを引き継ぐバックアッ
プサーバのためのアドレスを設定することを可能にします。
 
ステップ 26： 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 27： 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 28： 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 29： [Next] をクリックします。 スプリットトンネル ページは提示されます:
 



 
スプリットトンネル ページはスプリット トンネリング用の設定を行うことを可能にし、
VPN のための分割DNS はトンネル伝送します。
 
ステップ 30： スプリットトンネル 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有効スプリット トンネリングおよび分割DNS。 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。
 
• 以外このオプションはスプリット トンネリングおよび分割DNS を無効に します。
 



 
ステップ 31： 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 32： 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 33： 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 34： 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 31 に 33 を繰
り返して下さい。
 



 
ステップ 35： 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 36： 追加したいと思う各ドメイン名のためのステップ 35 を繰り返して下さい。
 
ステップ 37。 [Next] をクリックします。 グループ ポリシー要約 ページは提示されます:
 



 
グループ ポリシー要約 ページはグループ ポリシーのために行われる現在の設定を表示しま
す。
 
ステップ 38。 [Next] をクリックします。 Group ページ IPsec リモートアクセスユーザは現
われます:
 

 
Group ページ IPsec リモートアクセスユーザはユーザの VPN ユーザおよびグループの設定
を行うことを許可します。
 
ステップ 39。 表で、新しいユーザグループを追加するために『Add』 をクリック するかま
たは既存のユーザグループを編集するために Edit アイコン（鉛筆アイコン）をクリックし
て下さい。 ユーザグループ- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 
ステップ 40。 グループ Settings タブをクリックして下さい。
 



 
ステップ 41。 Name フィールドでは、ユーザグループの名前を入力して下さい。
 
ステップ 42。 Web Login フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• disable —このオプションは VPN クライアントが ISA500 シリーズ コンフィギュレーシ
ョンユーティリティにアクセスしないようにしません。
 
• Read only —このオプションは VPN クライアントが ISA500 シリーズ コンフィギュレー
ションユーティリティを表示するように設定への変更を行なわないようにします。
 
• 管理者—このオプションは VPN クライアントが ISA500 シリーズ コンフィギュレーショ
ンユーティリティを表示し、編集するようにします。
 

ステップ 43。 SSL VPN ドロップダウン リストから、使用するために SSL VPN ポリシー
を選択して下さい。
 
ステップ 44。 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
。
 

• enable —このオプションは VPN サーバネットワークへのユーザグループ リモート アク
セスを許可するのに IPsec を使用します。
 
• disable —このオプションは VPN サーバネットワークへのユーザグループ リモート アク
セスを許可するのに IPsec を使用しません。
 

ステップ 45。 捕虜門脈フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• enable —このオプションは捕虜ポータルに VPN 接続が確立された後 VPN クライアント
を指示します。
 
• disable —このオプションは捕虜ポータルに VPN 接続が確立された後 VPN クライアント
を指示しません。
 

ステップ 46。 メンバシップ タブをクリックして下さい。
 



 
注: ステップ 47 〜グループのための新しいユーザを作成したいと思う場合 50 を実行して下
さい; さもなければ、ステップ 51 にスキップして下さい。
 
ステップ 47。 User Name フィールドでは、新しいユーザ向けの名前を入力して下さい。
 
ステップ 48。 Password フィールドでは、新しいユーザ向けのパスワードを入力して下さ
い。
 
ステップ 49。 パスワードではフィールドを、もう一度入力しますパスワードを確認して下
さい。
 
ステップ 50。 [Create] をクリックします。 新しいユーザはユーザー一覧に追加されます。
 
ステップ 51。 ユーザをユーザグループに追加するために、クリックし、ユーザをユーザー
一覧で追加するために選択し『>』 をクリック して下さい。 ユーザは会員名簿に現われま
す。
 
ステップ 52。 ユーザをユーザグループから取除くために、クリックし、ユーザを会員名簿
で取除くために選択し < クリックして下さい–。 ユーザはユーザー一覧 フィールドに現わ
れます。
 
ステップ 53。 [OK] をクリックします。 Group ページ IPsec リモートアクセスユーザは再
現します。
 
ステップ 54。 [Next] をクリックします。 IPsec リモート アクセス-要約 ページは提示され
ます:
 



 
IPsec リモート アクセス-要約 ページは IPsec リモート アクセスのために作成されるすべて
の設定を表示します
 
ステップ 55。 [Finish] をクリックします。 リモートアクセス VPN ウィザードは終了します
。
  

SSL リモート アクセスを用いる設定
 

このプロシージャはリモートアクセス VPN ウィザードの SSL リモート アクセスの設定を
行う方法を説明します。
 
ステップ 1. ISA500 シリーズ Configuration ウィザードへのログインは、ウィザード > リモ
ートアクセス VPN ウィザードを『Configuration』 を選択 し。 使用する前に ページは開き
ます:
 

 
使用する前に ページは使用するべき VPN トンネルの型選択することを可能にします。
 
呼び出します。 VPN トンネルタイプ ドロップダウン リストから、SSL リモート アクセス



を選択して下さい。
 
ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。 SSL VPN -設定 ページは提示されます:
 

 
SSL VPN -設定 ページはネットワーク・アドレスおよびタイムアウト限界のような SSL
VPN 接続の設定を行うことを可能にします。
 
ステップ 4 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、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 5 ゲートウェイ Port フィールドでは、その SSL が動作するポートを入力して下さ
い。
 
ステップ 6 証明書ファイル ドロップダウン リストから、VPN クライアントを認証するため
に証明書を選択して下さい。
 



 
ステップ 7 クライアントアドレス プールでは、アドレスのクライアント プールのためのネ
ットワーク IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 8 クライアント ネットマスクでは、アドレスのクライアント プールのためのサブ
ネットマスクを入力して下さい。
 
ステップ 9： 作成 NAT ルールをチェックしま VPN クライアントが VPN サーバのインター
ネット接続を通してインターネットにアクセスするようにリモートユーザ チェックボック
スへのインターネット・アクセスを許可します。
 



 
ステップ 10： クライアント Domain フィールドでは、使用するために VPN クライアント
のためのドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 11： ログイン バナー フィールドでは、Login ページ VPN クライアントに表示さ
れるメッセージを入力して下さい。
 
ステップ 12： アイドル状態のタイムアウト フィールドでは、秒に VPN セッションが廃棄
されるかの前にアイドル状態にどの位残る場合があるか入力して下さい。
 
ステップ 13： Session Timeout フィールドでは、秒で VPN セッションがアクティブどの位
持続するか入力して下さい。 0 という値はセッションが決してときアクティブ廃棄されな
いことを示します。
 
ステップ 14： クライアント DPD タイムアウト フィールドでは、秒で VPN セッションが
一度 VPN クライアントをなる無理解にどの位持続させるか入力して下さい。
 
ステップ 15： ゲートウェイ DPD タイムアウト フィールドでは、秒で VPN セッションが
一度 VPNゲートウェイをなる無理解にどの位持続させるか入力して下さい。
 
ステップ 16： 保存稼働したフィールドでは、どの位の割りで秒で VPN サーバが VPN セッ
ションをチェックするか入力して下さい。
 



ステップ 17： リース期間フィールドでは、どの位の割りで秒で VPN クライアントが IP ア
ドレス リース更新要求を送信 するか入力して下さい。
 
ステップ 18： 最大 MTU フィールドでは、VPN セッションのための最大転送 ユニット
（MTU）を入力して下さい。
 
ステップ 19： キーの再生成 間隔 フィールドでは、どの位の割りで秒で暗号化キーが変更
されるか入力して下さい。
 
ステップ 20： [Next] をクリックします。 グループ ポリシー ページは提示されます。 グル
ープ ポリシー ページは基本的な設定、プロキシ、スプリット トンネリングおよびゾーン
アクセスのようなグループ ポリシーの設定を行うことを可能にします。
 
ステップ 21： 基本的な設定タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 22： グループ ポリシーを追加するために、『Add』 をクリック するか、または
ポリシーを編集するために Edit アイコン（鉛筆アイコン）をクリックして下さい。 グルー
プ ポリシー- Add/Edit ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 23： Policy Name フィールドでは、グループ ポリシーの名前を入力して下さい。
 
ステップ 24 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 25： セカンダリDNSサーバ フィールドでは、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 26： 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 27： セカンダリ WINS Server フィールドでは、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 28： IE プロキシ Settings タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 29： IE プロキシ Policy フィールドで、Microsoft Internet Explorer プロキシ設定
のための Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• なし—このオプションはブラウザがリモートユーザとプロキシ設定を使用するように要
求しません。
 
• 自動—このオプションはブラウザをリモートユーザのプロキシ設定を検出して自動的に
もらいます。
 
• バイパス ローカル—このオプションはリモートユーザのプロキシ設定をバイパスするこ
とをブラウザが可能にします。
 
• disable —このオプションは Internet Explorer プロキシ設定を無効に します。
 

注: ステップ 28 から自動かバイパス ローカルを選択した場合、ステップ 29 〜 31 を実行し
て下さい; さもなければ、ステップ 32 にスキップして下さい。
 



 
ステップ 30： Address フィールドでは、使用するためにプロキシ・サーバのための IP ア
ドレスかドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 31： Port フィールドでは、プロキシ・サーバが使用するポート番号を入力して下
さい。
 
ステップ 32： プロキシ・サーバを通過しないドメイン名か IP アドレスを追加するために
、IP アドレスかドメイン名を IE プロキシ 例外 フィールドで入力し、『Add』 をクリック
して下さい。
 
注: IP アドレスかドメイン名を例外リストから取除くために、例外リストの IP アドレスか
ドメイン名をクリックし、『Delete』 をクリック して下さい。
 
ステップ 33： スプリット トンネリング Settings タブをクリックして下さい。
 
スプリット トンネリングはリモートクライアント トラフィックがのいくつかをトラフィッ
クの終点アドレスに基づいて SSL VPN トンネルの外部で転送されるようにします。
 



 
ステップ 34： 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、有効スプリ
ット トンネリング チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 35： 分割選択フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• traffic —このオプションを指示します VPN トンネルによって特定のアドレスを含んで下
さい。
 
• traffic —このオプションを指示します VPN クライアントおよびない VPN トンネルの
WAN または ISP 接続を通して特定のアドレスを除いて下さい。 このオプションに関して
は、除ローカル LAN 機能は on Cisco 有効に された AnyConnect セキュアな機動性クライ
アントである必要があります。
 



 
ステップ 36： Address フィールドでは、IP アドレスをに含んでいるか、または除きます
VPN トンネルから入力して下さい。
 
ステップ 37。 ネットマスク フィールドでは、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 38。 [Add] をクリックします。 IP アドレスおよびネットマスクは分割表に追加さ
れます。
 
ステップ 39。 選択した場合（オプションの）ステップ 34 のトラフィックを、リモートク
ライアントがトンネルの使用なしでローカル LAN デバイスと通信するようにチェックしま
す除ローカル LAN チェックボックスを除いて下さい。
 



 
ステップ 40。 VPN 内の DNS サーバを使用するために、DNS サーバのIPアドレスかドメイ
ン名を分割DNS フィールドで入力し、『Add』 をクリック して下さい。
 
注: DNS サーバを削除するために、分割DNS の DNS サーバをリストし、『Delete』 をク
リック しますクリックして下さい。
 
ステップ 41。 ゾーン ベースのファイアウォール Settings タブをクリックして下さい。
 



 
ステップ 42。 VPN クライアントを許可するために VPN サーバネットワークのゾーンに、
クリックしますゾーンを可能にをアクセスして下さい。 VPN クライアントを否定するため
に VPN サーバネットワークのゾーンに、クリックしますゾーンのための拒否をアクセスし
て下さい。
 
ステップ 43。 [OK] をクリックします。 グループ ポリシー ページが再表示されます。
 
ステップ 44。 [Next] をクリックします。 ユーザグループ ページは提示されます:
 

 
ステップ 45。 新しいユーザグループを追加するために、『Add』 をクリック して下さい。
ユーザグループを編集するために、編集するためにグループのための Edit アイコン（鉛筆
アイコン）をクリックして下さい。 ユーザグループ- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 46。 Name フィールドでは、ユーザグループの名前を入力して下さい。
 
ステップ 47。 Web Login フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• disable —このオプションはリモートクライアントが ISA500 シリーズ コンフィギュレー
ションユーティリティにアクセスしないようにしません。
 
• Read only —このオプションはリモートクライアントが ISA500 シリーズ コンフィギュ
レーションユーティリティにアクセスするように変更を行なわないようにします。
 
• 管理者—このオプションはリモートクライアントが ISA500 シリーズ コンフィギュレー
ションユーティリティにアクセスし、変更を行なうようにします。
 

ステップ 48。 SSL VPN ドロップダウン リストから、グループのために使用するためにポ
リシーを選択するかまたはポリシーを使用しないために『Disable』 を選択 して下さい。
 
ステップ 49。 Cisco IPsec VPN フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• enable — VPN サーバネットワークへのユーザグループ リモート アクセスを許可するこ
のオプション使用 IPsec。
 
• disable —このオプションは VPN サーバネットワークへのユーザグループ リモート アク
セスを許可するのに IPsec を使用しません。
 

ステップ 50。 捕虜門脈フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• enable —このオプションは捕虜ポータルに VPN 接続がなされるとき VPN クライアント
を指示します。
 
• disable —このオプションは捕虜ポータルに VPN 接続がなされるとき VPN クライアント
を指示しません。
 

ステップ 51。 メンバシップ タブをクリックして下さい。
 



 
注: ステップ 52 〜グループのための新しいユーザを作成したいと思う場合 55 を実行して下
さい; さもなければ、ステップ 56 にスキップして下さい。
 
ステップ 52。 User Name フィールドでユーザネームを入力して下さい。
 
ステップ 53。 Password フィールドでは、新しいユーザ向けのパスワードを入力して下さ
い。
 
ステップ 54。 パスワードではフィールドを、再びタイプします新しいユーザ向けのパスワ
ードを確認して下さい。
 
ステップ 55。 [Create] をクリックします。
 
ステップ 56。 ユーザをユーザグループに追加するために、ユーザー一覧で追加するために
ユーザをクリックし『>』 をクリック して下さい。 ユーザは会員名簿に現われます。
 
ステップ 57。 ユーザをユーザグループから取除くために、会員名簿で取除くためにユーザ
をクリックし < クリックして下さい–。 ユーザはユーザー一覧 フィールドに現われます。
 
ステップ 58。 [OK] をクリックします。 ユーザグループ ページが再表示されます。
 
ステップ 59。 [Next] をクリックします。 SSL VPN 要約 ページは提示されます。 SSL
VPN 要約は SSL VPN 接続のために作成される設定を表示します。
 



 
ステップ 60。 [Finish] をクリックします。 リモートアクセス VPN ウィザードは終了します
。
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