
WAP561 および WAP551 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）はネットワーク管理者の同意なしでセキュア ネットワーク
でインストールされているアクセス ポイントです。 不正な AP はネットワークの範囲内の
無線ルータをインストールするだれでもネットワークへの可能性としてはアクセス権を得る
ことができるのでセキュリティの脅威を与えることができます。 不正な AP 検出 ページは
あなたの範囲の内にある無線ネットワークについての情報を提供します。 この技術情報は
不正な AP を検出する信頼された AP リストを作成する方法を説明します。
 
注: 不正な AP 検出 ページにセキュリティ機能がありません。 AP によって信頼されるリス
トはあなた自身の使用のためでなく、信頼できない AP よりセキュアです。
  

適当なデバイス
 

• WAP551 
• WAP561
  

[Software Version]
 

• 1.0.4.2
  

不正な AP 検出 設定
 

ステップ 1. Web 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 > 悪党 AP 検出 『
Wireless』 を選択 し。 不正な AP 検出 ページは開きます:
 

  
不正な AP 統計情報を表示して下さい
 

ステップ 1： 望ましい無線のための AP 検知を不正な AP 統計情報を表示するために有効に
するようにイネーブルをチェックして下さい。
 
注: WAP561 に WAP551 に有効に なるべき 1 つの無線があるただ間、有効に することがで
きる 2 つの無線があります。
 
ステップ 2.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。 確認ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3.続行するために『OK』 をクリック して下さい。
 
注: ネットワークの無線クライアントは接続を瞬間的に失います。
 

 
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—不正な AP の MAC アドレス。
 
• 無線—加入できる不正な AP の物理的 な無線。
 
• ビーコン 間隔—不正な AP によって使用するビーコン 間隔。 各 AP は無線ネットワーク
のプロシージャをアドバタイズするためにビーコンフレームを一定の間隔で送信 します。
 
• 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 —不正な AP、別名ネットワーク 名のサービス セット ID（SSID）。
 
• プライバシー—セキュリティが不正な AP で有効に なるかどうか示します。 を離れて不
正な AP に有効に なる セキュリティ対策があることを示す間、不正な AP に有効に なる
 セキュリティがないことを示します。
 
• WPA — WPA セキュリティが不正な AP のために有効に なるかどうか示します。
 

 
 
• 帯域— IEEE 802.11 モード不正な AP で使用される。
 

– 2.4 — IEEE 802.11b、802.11g、または 802.11n モード（または組み合せ）使用中です



。
 
– 5 つ— IEEE 802.11a か 802.11n モード（または両方）使用中です。
 

• チャネル—不正な AP がブロードキャストするチャネル（無線周波スペクトルの一部
）。
 
• rate —不正な AP が現在送信するメガバイト/秒の比率。
 
• signal —不正な AP からの出された無線シグナルの強さ。 デシベルの場合の強度を見る
ために、マウス バー上の浮かんで下さい。
 
• ビーコン—最初に検出するので不正な AP から届くビーコンの総数。
 
• 最後のビーコン—最後のビーコンが不正な AP から届いたこと日時。
 
• 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）。
  

信頼しました AP リストを作成して下さい
 

注: 不正な AP 検出は信頼された AP リストを作成するために有効に なる必要があります。
まだそう終了していない場合ビュー悪党 AP 統計情報とよばれるセクションを終了して下さ
い。
 
を探します。

 
ステップ 1.信頼された AP リストにそれを追加するために AP エントリの隣で信頼をクリッ
クして下さい。
 

 
信頼された AP リストから AP エントリを削除するステップ 2. （オプションの）は Untrust
をクリックします。
 
ステップ 3.ファイルに信頼された AP リストを保存するために保存 Action フィールドのバ



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 4.信頼された AP リストを保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 信
頼された AP リストですべての MAC アドレスのリストが含まれている WAP は .cfg ファイ
ルを作成します。
  

信頼された AP リストをインポートして下さい
 

注: 不正な AP 検出は信頼された AP リストを作成するために有効に なる必要があります。
まだそう終了していない場合ビュー悪党 AP 統計情報とよばれるセクションを終了して下さ
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:
 
 

 

 
ステップ 2.ダウンロード/バックアップに信頼し、AP リスト エリアを保存されたリストか
ら既知 AP のリストをインポートするためにクリックしますダウンロード（PC への AP） 
Radio ボタンをスクロールして下さい。
 
ステップ 3.出典ネーム フィールドで『Browse』 をクリック し、ファイルを選択して下さ
い。 インポートするファイルは .txt または .cfg 拡張がなければなりません。 ファイルは
16進フォーマットの MAC アドレスのリストであるはずです。
 
ステップ 4 ファイル 管理 プログラム 宛先 フィールドで、信頼された AP リストを上書き
するか、または信頼された AP リストに追加するためにマージをクリックするために取り替
えますクリックして下さい。
 
ステップ 5.ファイルをインポートするために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
注: ファイルで定義される AP は検出する AP リストから信頼された AP リストに移られま
すアップロードします。
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