
WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの
不正な AP 検出 

目標
 

不正な Access Point （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 ポイントはエ
リアへのアクセスとのだれでも不正 なパーティにネットワークへのアクセスを許可するか
もしれない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。
 
資料の目標は WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの不正な Access Points
（AP）を検出する方法を説明することです。
  

適当なデバイス
 

• WAP351 
• WAP371
  

[Software Version]
 

• 1.0.0.39 （WAP351） 
• 1.2.0.2 （WAP371）
  

不正な AP 検出 設定
 

注: 無線のための不正な AP 検出を設定するために、その無線はワイヤレス > Radio セクシ
ョンで最初に有効に する必要があります。 詳細については、WAP131 および WAP351 の
基本的な電波 設定および WAP371 の基本的な電波 設定を行う技術情報を参照して下さい。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティに記録 し、> 悪党 AP 検出 『
Wireless』 を選択 して下さい。 不正な AP 検出ウィンドウは現われます:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084


 
呼び出します。 選択するために無線 1 があるように AP 検出か無線インターフェイスが不
正な AP 検知を有効にしたいと思う無線 2 チェックボックスのための AP 検出を確認して下
さい。 WAP351 で、無線 1 は 2.4 GHz 範囲の AP しか検出無線 2 は 5 GHz 範囲の AP し
か検出なできます。 WAP371 で、無線 1 は 5 GHz 範囲の AP しか検出無線 2 は 2.4 GHz
範囲の AP しか検出なできます。
 

 
ステップ 3. 『Radio』 を選択 されたインターフェイスのための不正な AP 検知を有効にす
るために SAVE ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 4 不正な AP 検出を有効に して いる場合、ポップアップ ウィンドウはすべてが現
在 接続されたクライアント切断されていると言います現われま。 [OK] をクリックして、次
に進みます。
 

 
不正な AP 検出が有効に なれば、各検出された AP は検出された不正な AP リストで表示さ
れます。
 

 
検出されたアクセス ポイントのための次の情報は下記のように表示されます:
 

• 処理—このフィールドの信頼ボタンをクリックすることは信頼された AP リストに対応



する AP を追加し、検出された不正な AP リストから取除きます。
 
• MAC アドレス—検出された AP の MAC アドレスを表示します。
 
• 無線—これはアクセス ポイントが検出された WAP の無線を示します。
 
• ビーコン 間隔—検出された AP によって使用するミリ秒のビーコン 間隔を表示します。
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 —検出されたデバイスの種類を表示します。 それはまたはアド ホックに AP である
場合もあります。 アド ホックなデバイスはワイヤレスアクセスポイントを含まないロー
カル無線接続を使用します。
 
• SSID —検出された AP の SSID を表示します。
 
• 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された 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された AP で使用される。 それは 2.4 または
5.のどれである場合もあります。
 
• チャネル—検出された AP が現在ブロードキャストしていることチャネルを表示します
。
 
• rate —検出された AP が Mbps で現在ブロードキャストする比率を示します。
 
• signal — AP からの無線シグナルの強さを示します。
 
• ビーコン—最初に検出されたので AP から届くビーコンの総数を表示します。 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。
 
• 最後のビーコン— AP から届く最後のビーコンの日時を表示します。
 
• レート—検出された AP のサポートされるおよび基本レートをリストします（毎秒メガ
ビットで）。
 

ステップ 5 検出された AP を信頼するか、または認識したら、リストのエントリの隣で信頼
ボタンをクリックして下さい。 これは信頼された AP リストに対応する AP を追加し、検出
された不正な AP リストから取除きます。 AP を信頼することはリストにだけそれを追加し
、WAP のオペレーションに影響しません。 リストはそれ以上の処置をとるのに使用できる
組織ツールです。
 

 
ステップ 6 信頼された AP を管理するために、信頼された AP リストにスクロールして下さ



い。 これはそれぞれ信頼ボタンをクリックするとき検出された不正な AP が見つけられる
ところです。
 

 
ステップ 7 もはや信頼された AP を信頼しない場合、Untrust 対応するボタンをクリックし
て下さい。 これは検出された不正な AP リストに再びそれを移動します。
 

  
/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： 信頼された AP リストをダウンロードするか、またはバックアップしたいと思
う場合ダウンロード/バックアップ信頼された AP リスト セクションにスクロールして下さ
い。
 

 
呼び出します。 保存 Action フィールドで、Radio ボタンの 1 つを選択して下さい:
 

• ダウンロード（PC への AP） — PC から WAP に存在信頼された AP リストをダウンロ
ードしたいと思う場合これを選択して下さい。
 
• バックアップ（AP への PC） — PC に信頼された AP リストをバックアップしたいと思
う場合これを選択して下さい。 これを選択する場合、ステップ 5.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 3 （PC への AP） 『Download』 を選択 した前の手順で場合、PC の信頼された
AP リスト・ファイルを選択するために出典ネーム フィールドの参照…ボタンをクリックし
て下さい。
 

 
注: ファイルは .cfg で終了する必要があります。
 
ステップ 4 ファイル管理プログラム宛先フィールドで、置換または併合 Radio ボタンを選
択して下さい。 マージは信頼された AP リストにだけファイルの新しい AP を追加するが完
全に WAP の存在信頼された AP リストを上書きするために原因をダウンロードされたファ
イル取り替えて下さい。
 

 



ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。 保存 Action フィールドの選択によっては
、WAP は PC に信頼された AP リストをバックアップするか、または WAP に規定 された
信頼された AP リストをダウンロードします。
 

 
ステップ 6 バックアップを行う場合、ダイアログ ウィンドウは現われまコンピュータに信
頼された AP リストを保存することを頼みます。 ファイルをダウンロードする場合、ポッ
プアップ ウィンドウは転送が正常だったことを示します現われま。 [OK] をクリックします
。
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