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WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの不正
な AP 検出 リストを管理して下さい 

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。 AP の Webベース ユーテ
ィリティの不正な AP 検出 ページは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。
 
この技術情報はアクセス ポイントの AP リストを作成し、インポートし、バックアップし
か、またはダウンロードする方法を示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

信頼しました AP リストを作成して下さい
 
不正な AP 検知を有効にして下さい
 

ステップ 1.提供されるフィールドでユーザ名 および パスワードを入力することによるアク
セス ポイント Webベース ユーティリティへのログインはそれから『Login』 をクリック し
。
 



 
注: デフォルトユーザ名/パスワードは cisco/cisco です。
 
ステップ 2. > Security を『System Configuration』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 3 不正な AP 検出 セクションの下で、不正な AP 検知を有効にしたいと思う無線
インターフェイスのチェックボックスをチェックして下さい。 これは、デフォルトでは無
効になっています。 この例では、無線インターフェイスは両方とも有効に なります。
 



注: WAP581 を使用している場合、5 つの GHz および無線 2 が 2.4 GHz であることを無線
1 は示します。
 

 

ステップ 4.クリックして下さい 。
  

信頼しました AP リストを作成して下さい
 

ステップ 5.ビュー悪党 AP リスト…ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 6 不正な AP 検知ウィンドウで、不正な AP リスト タブをクリックして下さい。
 

 
検出する アクセス ポイントについての次の情報は表示する。 過剰幅が原因で、イメージは
下記の 2 に分割されました。
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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（ミリ秒。） —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。
またはアド ホックに type — 検出する デバイスの種類は AP で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（）有効に なったりまたは不正な AP のために（）無効
に なるかどうか示します。
帯域—不正な AP で使用されるこれは IEEE 802.11 モードです。 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—検出する 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 — 検出する AP 電流が Mbps で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—最初に検出するので AP から届くビーコンの総数を表示する。 ビーコンフレ
ームは規則的な間隔の 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
ために送信されます。
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する。
レート—メガビット/秒の検出する AP のサポートされるおよび基本レートをリストしま
す。
 

ステップ 7 検出する AP を信頼するか、または認識したら、エントリのチェックボックスを
チェックして下さい。 1 つの検出する AP より一度に『More』 を選択 することができます
。
 

 
ステップ 8.移動を信頼しました検出する不正な AP リストの上の AP リスト 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、検出する不正な
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、AP 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。
 



  
信頼された AP リストを表示して下さい
 

ステップ 9： 信頼された AP リスト 表は AP が信頼されたら読み込まれます。 エントリを
表示するために、信頼された AP リスト ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 10. （オプションの）チェック不正な AP リストに移動する適当なエントリのチェ
ックボックス。 1 つのエントリより一度に『More』 を選択 することができます。
 

 
ステップ 11. （オプションの）は AP リスト ボタンをだます移動をクリックします。 エン
トリは不正な AP リストに戻って移動されます。
 

  
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 12： ダウンロード/バックアップでは AP リスト エリアを、選択します AP からコ
ンピュータにリストをダウンロードするために存在がコンピュータからの AP に AP リスト
設定コンフィギュレーション・ファイルをまたはバックアップ信頼したダウンロードに
Radio ボタンを信頼しました。
 
注: この例では、ダウンロード（PC への AP）は選択されます。 （AP への PC） 『
Backup』 を選択 したら、ステップ 15 にスキップして下さい。
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ステップ 13： 出典 ファイル名 エリアでは、コンピュータのファイルを AP にダウンロー
ドするために選択するために… 『Browse』 をクリック して下さい。
 
注: この例に関しては、Rogue2.cfg は選択されました。
 

 
ステップ 14： ファイル 管理 プログラム 目的のエリアで、Radio ボタンをに置き換えるか
、またはマージします既存のリストとファイルを選択して下さい。 オプションはあります
 

取り替えて下さい—不正な AP の既存のリストを取り替えます。
マージ—新しいリストが付いているリストを存在 するマージ。
 

注: この例に関しては、Replace 選択されました。
 

 
ステップ 15： をクリックします。 .
 
今アクセス ポイントの信頼された AP リスト作成しか、バックアップしか、またはダウン
ロードし、インポートしてしまいました。
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