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はじめに

Wireless Control System（WCS）5.0 リリースで、WCS はさまざまな不正 AP タイプの不正管理
機能を強化し、不正 AP を自動的に分類するユーザ定義のルールを提供しています。 WCS はコ
ントローラに不正 AP の分類ルールを適用します。 このドキュメントでは、拡張された不正管理
機能、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）および WCS でこの機能を設定する必要な手順に
ついて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Lightweight アクセス ポイント プロトコル（LWAPP）に関する知識●

ワイヤレス LAN コントローラのセキュリティ ソリューションについての知識●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。



ファームウェア 5.2 が稼働している Cisco 4400 シリーズ WLC●

Cisco Aironet 1130 AG シリーズ Lightweight アクセス ポイント（LAP）●

Cisco Wireless Control System バージョン 5.2●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ルールベースの不正分類

リリース 5.0 よりも前の WCS バージョンでは、WCS の [Security Summary] ページに多数の不
正アクセス ポイント（AP）が表示されていました。 不正の状態が異なっていても、これらはす
べて不正の BSSID/MAC アドレス順に 1 ページで表示されます。

WCS リリース 5.0 で、WCS は不正管理機能を拡張し、さまざまな不正 AP タイプに向けた新し
い用語（Unclassified、Malicious、および Friendly）を導入し、不正 AP を自動的に分類するユー
ザ定義のルールを提供しています。 WCS はコントローラに不正 AP の分類ルールを適用します
。

WCS は不正の状態が手動で External にに変更されたら、不正の状態を External として保持する
ように不正の状態の管理機能を拡張しました。 また、WCS が他のコントローラからのトラップ
メッセージを取得または処理する場合、WCS は他のコントローラの External の状態も更新しま
す。

この機能をサポートするには、WLC と WCS の両方が 5.0 リリースを実行している必要がありま
す。

ルールベースの不正分類の用語

この新機能により、次の新しい不正 AP タイプが導入されました。

Malicious AP： ユーザ定義の悪意のあるルールに一致する検出された AP、または Friendly
AP から手動で移動された AP

●

Friendly AP： 既存の Known、Acknowledge、Trust Missing の不正の状態は、Friendly とし
て分類されます。 また、ユーザ定義の Friendly ルールに一致する検出された AP も Friendly
として分類されます。 Friendly AP は制限できません。

●

Unclassified AP： Malicious または Friendly ルールに一致しない検出された AP。
Unclassified AP は制限できます。 Unclassified AP はユーザによって Friendly に手動で移動
できます。 Unclassified AP を Friendly または Malicious に自動的に移動するユーザ定義のル
ールは、次のようなものです。たとえば、検出時に SSID は空でした。 次の不正レポートで
、SSID が見つかり、ユーザ設定の SSID であることがわかりました。

●

不正分類ルール
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以下は、それぞれの不正 AP タイプに適用できる分類ルールです。

Malicious ルール管理対象 SSID と一致ユーザ設定の SSID と一致SSID の暗号化なし最小構
成の RSSI期間関連付けられたクライアントの数

●

Friendly ルール管理対象 SSIDユーザ設定の SSID●

Unclassified ルールMalicious または Friendly ルールに一致しない●

ユーザは、ルールごとにルール条件の all、any、または some に一致することを選択できます。

All は、ルールに設定された条件すべてに一致することを意味します。●

Any は、ルールに設定された条件のいずれかに一致することを意味します。●

Some は、ルールに設定された条件のいくつかに一致することを意味します。●

たとえば、Malicious Rules でユーザが Managed SSID と Minimum RSSI を設定したとします。
次に、ユーザは 2 つの条件の all または any に一致させるか、Minimum RSSI 条件のみに一致さ
せることを選択できます。

コントローラは不正レポートを受信すると、次を実行します。

検出された AP がユーザ設定の MAC リストにあるかどうかをチェックします。 リストにあ
る場合は、Friendly タイプとして AP を分類します。

●

検出された AP がリストにない場合は、ルールの適用を開始します。●

まず、Malicious Rules を適用します。 Malicious Rules に一致する場合は、Malicious タイプ
として分類されます。 RLDP/Rogue Detector によって不正がネットワーク上にあると判断さ
れると、不正の状態は Threat としてマークされます。 ユーザは AP を手動で制限できます。
これにより、不正の状態は Contained に変更されます。 AP がネットワークにない場合、不
正の状態は Alert としてマークされ、ユーザは AP を手動で制限できます。

●



Malicious Rules に一致しない場合は、Friendly Rules を適用します。 Friendly Rules に一致
する場合は、Friendly タイプとして分類されます。

●

Friendly Rules に一致しない場合は、この AP Unclassified として分類されます。
RLDP/Rogue Detector によって不正がネットワーク上にあると判断されると、不正の状態は
Threat としてマークされ、Malicious タイプとして分類されます。 ユーザは AP を手動で制
限できます。これにより、不正の状態は Contained に変更されます。 AP がネットワークに
ない場合、不正の状態は Alert としてマークされ、ユーザは AP を手動で制限できます。

●

ユーザは AP を別の分類タイプに手動で移動できます。●

不正分類と不正の状態

この表に、さまざまな不正の分類と、それぞれの分類の不正の状態を示します。

ルールベースの分類
タイプ 不正の状態

Malicious AP Alert Threat Contained Contained
Pending Removed

Unclassified AP Alert Contained Contained Pending
Removed

Friendly AP
Internal (Known currently) External
(Acknowledge currently) Internal
Missing (Trust Missing) Alert

不正の状態の説明

Pending：最初の検出で、検出された AP は 3 分間 Pending 状態に置かれます。 この時間は
、検出された AP がネイバー AP かどうかを管理対象 AP が判断するのに十分です。

●

Alert：3 分のタイムアウト後に、ネイバー リストまたはユーザ設定の Friendly MAC リスト
に含まれない場合は検出された AP は Alert に移動されます。

●

Threat：検出された AP はネットワーク上にあります。●

Contained：検出された AP は抑止されています。●

Contained Pending：検出された AP は Contained としてマークされていますが、リソースが
使用できないため抑止のアクションが遅延されています。

●

Internal：たとえばラボ ネットワーク内の AP など、検出された AP はネットワークの内部に
あります。この AP をユーザは手動で Friendly, Internal として設定します。

●

External：たとえばネイバー ネットワークに属している AP など、検出された AP はネット
ワークの外部にあります。この AP をユーザは手動で Friendly, External として設定します。

●

Trusted Missing：ユーザ設定の Friendly MAC が検出されたが、信頼タイムアウトの期間中に
受信がなかった場合は、Friendly AP の不正の状態は Trusted Missing としてマークされます
。

●

Removed：Malicious AP または Unclassified AP が不正タイムアウト期間中にすべてのコン
トローラから受信がなかった場合は、AP の不正の状態は Removed としてマークされます。

●

WLC で不正ルールを設定する方法

ワイヤレス LAN コントローラの不正ルールを設定するには、次の手順を実行します。



不正ルールは、[Security] > [Wireless Protection Policies] > [Rogue Policies] > [Rogue Rules]
のページから WLC で作成できます。

1.

新しい不正ポリシーを作成するには、[Add Rule] ボタンをクリックします。 [Rogue Rules]
ウィンドウが表示されます。 ルールの名前を入力します。 この例では Rule1 を使用してい
ます。 ルールのタイプを選択します。 これは、Malicious ルールの例です。 [Add] をクリッ
クします。 Rule1 が作成されます。

2.



このルールを編集するには、作成されたルールをクリックします。 [Rogue Rule > Edit] ペ
ージが表示されます。 このページで、ルールをアクティブにするには、[Enable Rule] チェ
ックボックスをオンにします。 次の例のように、要件に基づいて [Match Operation] のタイ
プやその他の条件を選択します。

3.



これは Friendly 不正ルール ポリシーの例です。4.



不正ルールの出力は、[Monitor] > [Rogues] > [Malicious AP] に表示されます。5.

同様に、Friendly Rules と Unclassified Rules の出力は、それぞれ [Monitor] > [Rogues] >
[Unclassified AP] および [Monitor] > [Rogues] > [Friendly AP] のページで確認できます。

6.

WCS で不正ルールを設定する方法

不正ルールのリスト： WCS では、システム レベルでの不正ルールの設定が提供されています。
WCS で不正ルールを設定するには、次の手順を実行します。

[Configure] > [Controller Template] を選択し、[Security] > [Rogue AP Rules] をクリックし、
[Rogue AP Rules] のリストのページにアクセスします。

1.

新しい分類ルールを追加するには、右上のドロップダウン メニューから[Add Classification
Rule] をクリックします。

2.



不正ルールを編集するためにテンプレート名をクリックします。 このルールの詳細ページ
では、不正 AP ルールの編集やアップデート、または削除を行えます。不正 AP ルールの設
定パラメータ： このページでは、ユーザは次の条件のいずれか、またはすべてを連結する
ためにチェックボックスをチェックすることによって条件をイネーブルにできます。暗号化
なし管理対象 AP と一致ユーザ設定の SSID と一致最小構成の RSSIコール時間最小数の不
正クライアントこれは、Malicious ルールの例です。

3.



これは、Friendly ルールの例です。



[Rogue AP Rules] ページには、作成されたすべてのルールが一覧表示されます。4.

次の手順では、ルール グループを設定し、これらのルールをコントローラに適用します。
これには、WCS の [Rogue AP Rule Groups] 設定を使用します。

5.

新しいルール グループを作成するには、[Configure] > [Controller Template] を選択し、
WCS GUI から [Security] > [Rogue AP Rule Groups] をクリックします。

6.



[Rogue AP Rule Groups > New Template] ページでは、不正 AP ルール グループの追加とア
ップデート、ルールの削除、コントローラへのルール グループの適用を実行することがで
きます。 このルール グループの不正 AP ルールを選択するには、[Add]/[Remove] ボタンを
使用します。 [Up]/[Down] ボタンをクリックして、ルールが適用される順序を指定します。
次に例を示します。 ルール グループが設定されたら、[Save] をクリックします。

7.



ルール グループを保存したら、これをコントローラに適用できます。 コントローラにルー
ル グループを適用するには、ルール グループを編集します。 ルール グループ名をクリック
します。

8.



[Apply to Controllers] をクリックします。 次のページで、このルールを適用するコントロー
ラを選択します。 次に例を示します。



ルールがコントローラに適用されると、WCS に [Success] メッセージが表示されます。9.



分類された AP についての詳細は、[Security Summary] ページで確認できます。 次に例を
示します。

10.

分類された AP の詳細、特に Malicious AP、Friendly AP、および Unclassified AP の詳細は
、[Security Summary] ページから該当する分類をクリックすると表示されます。 これは、
Malicious AP の例です。

11.



   

関連情報

Unified Wireless Network における不正検出●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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