
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
不正なアクセス ポイント（AP）検出 

目標
 

不正なアクセス ポイント（AP）はシステム アドミニストレータから明示的 な 許可なしで
ネットワークでインストールされていたアクセス ポイントです。 不正なアクセス ポイント
はだれでもエリアへのアクセスと意識的または知らずにネットワークに不正 なパーティに
アクセスを許可できるワイヤレスアクセスポイントをインストールできるのでセキュリティ
の脅威を与えます。 これらのアクセス ポイントについての不正な AP 検出ページ表示情報
。 信頼された AP リストへの承認されたアクセス ポイントを追加できます。 この技術情報
は WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの不正なアクセス ポイント（AP）を検出す
る方法を説明します
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

不正な AP 検出 設定
 

ステップ 1.アクセスポイント設定 ユーティリティへのログインは > 悪党 AP 検出 『
Wireless』 を選択 し。 不正な AP 検出 ページは開きます:
 

 
呼び出します。 AP 検知を有効にするためにイネーブルをチェックして下さい。
 



 
ステップ 3.検出する 不正なアクセス ポイントのリストを表示するために AP 検知を有効に
した後『SAVE』 をクリック して下さい。 警告画面は現われます。
 

 
ステップ 4.続行するために『OK』 をクリック して下さい。 下記にとして表示する 検出す
る不正な AP リスト。
 

 
検出する アクセス ポイントのための次の情報は表示する:
 

• MAC アドレス—検出する AP の MAC アドレス。
 
• ビーコン 間隔（ミリ秒） —検出する AP によって使用するビーコン 間隔。 ビーコンフ
レームは AP によって無線ネットワークのプロシージャをアナウンスするために一定の間
隔で送信されます。 ビーコンフレームを送信 する 既定の時刻は一度 100 ミリ秒毎にです
。
 
• type — 検出する デバイスの種類。 AP はまたはアド ホックにある場合もあります。
 
• SSID —検出する AP の SSID。
 
• プライバシー—近隣 AP にセキュリティがあるかどうか示します。
 
• WPA — WPA セキュリティが検出する AP のためにまたはついているかどうか示します
。
 
• 帯域— IEEE 802.11 モードを示します検出する AP で使用される。 これは 2.4 または
5.のどれである場合もあります。
 
• チャネル—そのチャネルは検出する AP 現在ブロードキャストします。



• rate — 検出する AP が現在ブロードキャストする比率。
 
• signal — 検出する AP から出る無線シグナルの強さ。
 
• ビーコン—最初に検出するので AP から届くビーコンの総数。
 
• 最後のビーコン—検出する AP から届く最後のビーコンの日時。
 
• レート—サポートされておよび基本レートは検出する AP のために設定 します（メガビ
ット/秒で）。
 

 
ステップ 5.信頼された AP リスト 表にそれを追加するためにエントリの隣で信頼をクリッ
クして下さい。 ダウンロードによってダウンロード バックアップに信頼されたリストを入
手、PC に現在の一覧を保存することができましたりなぜなら行きます信頼しました AP リ
ストをダウンロードしましたり/バックアップ。
 

 
信頼された AP リストを取除きたいと思ったりクリックしますステップ 6. （オプションの
）は Untrust を。
 

  
ダウンロード バックアップは AP リストを信頼しました
 

 
 
ステップ 1.信頼するか、PC からの AP リストをまたは PC に保存処理から保存する現在の
一覧を電流をダウンロードしたいと思うかどうか選択して下さい。
 

• ダウンロード（PC への AP） —リストをファイルからインポートし、取り替えたいと思
えば既知 AP リストのコンテンツはダウンロード（PC への AP）に行きます。
 
• バックアップ（AP への PC） — PC に現在の一覧を保存したいと思ったりバックアップ
（AP への PC）に行って下さい。



ダウンロードして下さい（PC への AP）
 

 
ステップ 1. PC からリストをダウンロードするためにダウンロード（PC への AP） Radio
ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 2. PC でファイルを見つけるために『Browse』 をクリック して下さい。 インポ
ート ファイルは .txt または .cfg 拡張を用いるプレーンテキスト ファイルであるはずです。
インポート ファイルのエントリはコロンで分かれる各オクテットとの 16進フォーマットの
MAC アドレスです。 エントリは単一 スペースと分ける必要があります。 ファイルは受け
入れますファイルを MAC アドレスだけそれから AP 含まれている必要があります。
 
ステップ 3.信頼された AP リストにコンテンツを取り替えるか、または追加することをファ
イル 管理 プログラム 宛先に選択して下さい。
 

• 取り替えて下さい—リストをインポートし、信頼された AP のコンテンツを取り替える
ことはリストします
 
• マージ—信頼された AP へインポートされたファイルの AP を追加することはインポート
し、リストします。
 

注: インポートが完了すれば、インポートされたファイルの AP の画面更新および MAC ア
ドレスは既知 AP リストに現われます。
 
ステップ 4.行うすべての変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
バックアップして下さい（AP への PC）
 

 
 
ステップ 1. PC にリストを保存するためにバックアップ（AP への PC） Radio ボタンをク
リックして下さい。
 
ステップ 2.行う変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さいそしてファイルの
情報を与えるかどれが通知 ウィンドウは下記に示されているように現われます。
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