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管理 フレーム 保護（MFP）についての FAQ 
目標
 

Wi-Fi は正規のか不正なデバイスとして盗聴し、加わることをデバイスが可能にするブロー
ドキャストメディアです。 無線クライアントによって認証、非認証、アソシエーション、
分離、ビーコンおよびプローブのような管理帯がネットワークサービスのためのセッション
を始め、中断 するのに使用されています。 機密保持のレベルを提供するために暗号化する
ことができるデータトラフィックとは違って、これらの帯は聞き、従ってすべてのクライア
ントによって理解されて開いたか非暗号化ように送信され。 これらの帯が暗号化すること
ができない間、不正侵入からワイヤレス メディアを保護するために偽作から保護する必要
があります。 たとえば、攻撃者は AP と関連付けられたクライアントを攻撃するために AP
からの管理帯をスプーフィングする可能性があります。
 
この資料は管理 フレーム 保護（MFP）についての FAQ に対する回答を提供することを向
けます。
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1. MFP とは何か。
 
管理帯はワイヤレスアクセスポイント（WAP）によってネゴシエートする割り当てに IEEE
802.11 によって使用されるブロードキャストフレーム 無線クライアントです。 MFP はワ
イヤレス デバイスの間で渡される非暗号化ブロードキャストフレームおよびマネージメン
トメッセージにセキュリティを提供します。
 
2. MFP はどのようにはたらくか。
 
IEEE 802.11 では、deauthentication のような管理帯、関連付け解除、ビーコンおよびプロ
ーブは非認証および非暗号化常にです。 WAP は送信する各管理 フレームに Message
Integrity Check 情報要素（MIC IE）を追加します。 フレームのコピー、変更、または再生
を試みると、MIC が無効となります。
 



●

●

●

●

●

●

●

●

3. いくつかの事柄は何を MFP のネットワークで攻撃者することができます無効に なりまし
たですか。
 

管理帯で発見される脆弱性はネットワークに攻撃者のそれに関連付けられるクライアントを
攻撃するために WAP からの管理 フレームをスプーフィングすることを許可によって大きい
脅威を与えます。 攻撃者は次の操作を行うかもしれません:
 

無線周波数（RF）妨害機—高出力 指向性アンテナとの不正侵入はオフィスビルの外部から遠
くから遂行することができます。 侵入者が使用する攻撃ツールはスプーフィングされた
802.11 管理帯のような、スプーフィングされた 802.1X 認証帯、または単に方式にあふれる
Brute Force パケットを使用して手法の切り刻を活用 します。
邪悪な双生児 router —それは phishing 攻撃者が正当 な アクセス ポイントとして指名し、提
起するかどれをのの形式です。 従ってこれは擬似アクセス ポイントにモバイルデバイスを接
続することにユーザを、ユーザにより多くの害を引き起こせますトリックします。 
実行して下さいオフライン 辞書攻撃—辞書攻撃の間にユーザの認証クレデンシャルを妥協す
るのに、パスワードのバリエーションが使用されています。 ほとんどのパスワードベース 認
証アルゴリズムは強力なパスワード ポリシーがない時辞書攻撃に脆弱です。
 

4. MFP の種類とは何か。
 
これらは MFPs の 2 つの型です:
 

インフラストラクチャ MFP —具体的には、インフラストラクチャ MFP はネットワークの他
のアクセス ポイント検証されるクライアントが出すアクセス ポイントおよびアクセス ポイ
ントによって出る管理帯へ MIC IE を追加することによって 802.11 セッション管理 機能を保
護しません。 インフラストラクチャ MFP は受動です。 それはレポート不正侵入 検出する、
が、それらを停止する手段（方法）がありません。 それはサービス拒否攻撃を呼び出して、
アソシエーション プローブとネットワークにあふれたり、不正なアクセス ポイントとして不
意に言ったり、サービス品質（QoS）および無線測定単位帯の攻撃によってネットワークパ
フォーマンスに影響を及ぼしている敵を検出するによって管理帯を保護します。
クライアント MFP —シールドは有効になることからワイヤレス ローカル エリア ネットワー
ク（LAN）に対してよくある 攻撃の多数を防ぐスプーフィングされた帯からのクライアント
を認証しました。 ほとんどの不正侵入は、非認証不正侵入のような単に低下パフォーマンス
に有効なクライアントと争うことによって、戻ります。
 

5. インフラストラクチャ MFP のコンポーネントとは何か。
 
インフラストラクチャ MFP に 3 つのコンポーネントがあります:
 

管理 フレーム 保護—管理 フレーム 保護が有効に なるとき、WAP は送信する各管理 フレー
ムに MIC IE を追加します。 フレームのコピー、変更、または再生を試みると、MIC が無効
となります。
管理 フレーム 検証—管理 フレーム 検証が有効に なるとき、AP はネットワークの他の

—実行して下さいサービス拒否 （DoS） —攻撃者は典型的な音量ベースの不正侵入の外の回避手
法を「低く、遅い」攻撃手法および SSL ベース不正侵入を含む検出および軽減、避ける使用して
います。 それらはネットワークインフラストラクチャ デバイス、ファイアウォール、サーバおよ
びアプリケーションを含む対象のインフラストラクチャの各層を、目標とする multivulnerability
攻撃キャンペーンを展開しています。
—再接続された場合クライアントの Man-in-the-middle攻撃—有効なメッセージ整合性の欠如が理
由で 802.11 ネットワークで有効の誘導キー導出 攻撃ののは形式です。 フレームのレシーバはフ
レームが伝達の間に不正変更されなかったことを確認できません。
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WAPs から受信する各管理 フレームを検証します。 これにより、MIC IE が存在していて
（発信側が MFP フレームを送信するよう設定されている場合）、管理フレームの中身が一致
していることが確認されます。 MFP 帯をからの有効な MIC IE が送信するために設定される
、WAP に属する基本サービス セット ID （BSSID）含まれていないフレームを受信すればネ
ットワーク管理システムに不一致を報告します。
 

注: 正しく動作するべきタイムスタンプのためにすべてのワイヤレス LAN コントロー
ラ（WLC）は同期されるネットワーク タイム プロトコル（NTP）である必要があり
ます。
 

イベント報告：アクセス ポイントはは異常を検出すると WLC に通知します。 WLC は異常
イベントを集積して、SNMP トラップ経由でそれをネットワーク管理者に報告します。
 

6. クライアントどのように MFP ははたらきますか。
 
具体的には、クライアント MFP はアクセス ポイントと Cisco 互換性がある拡張バージョン
5 （CCXv5）クライアントの間で送信 される 管理帯を暗号化し、スプーフィングされたク
ラス 3 管理帯（すなわち、アクセス ポイントと認証され、関連付けられる）渡される管理
帯のクライアントの間でアクセス ポイント両方クライアントがによって予防処置をように
廃棄とることができる。 クライアント MFP はクラス 3 ユニキャスト 管理帯の次の型を保
護するために IEEE 802.11i によって定義されるセキュリティ機構を活用 します: 関連付け
解除、非認証および QoS （ワイヤレス マルチメディア Extenions か WMM）操作。 クライ
アント MFP はサービス拒否攻撃のもっとも一般的な型からアクセス・ポイント セッション
を保護します。 それはセッションデータ帯に使用する同じ暗号化の方法の使用によってク
ラス 3 管理帯を保護します。 アクセス ポイントやクライアントで受信されるフレームを復
号化できない場合、フレームは廃棄され、このイベントがコントローラに報告されます。
 
7. どのようにクライアント MFP を使用しますか。
 
クライアント MFP を使用するために、クライアントは CCXv5 MFP をサポートし、
Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）か高度暗号化標準暗号ブロック・チェーン
Message Authentication Code プロトコル（AES-CCMP）を使用してバージョン 2
（WPA2）を Wi-Fi Protected Access（WPA）ネゴシエートする必要があります。
Extensible Authentication Protocol（EAP）か事前共有キー（PSK）は PMK を得るのに使用
されるかもしれません。 CCKM がおよびコントローラ モビリティ 管理はレイヤ2 およびレ
イヤ3 ファースト ローミングのためのアクセス ポイント間のセッションキーを配るのに使
用されています。
 
8. クライアント MFP のコンポーネントとは何か。
 
クライアント MFP の 3 つのコンポーネントがあります:
 

キーマネージメントおよびディストリビューション—クラス 3 ユニキャスト 管理帯を保護す
るために IEEE 802.11i によって定義されるクライアント MFP レバレッジ セキュリティプロ
トコルおよびメカニズム:
 

–関連付け解除帯—認証関係を切るか、または引き離すクライアントまたは WAP への
要求。
 
–非認証帯—アソシエーション関係を切るか、または引き離すクライアントまたは
WAP への要求。
 
– QoS WMM 操作— WMM パラメータはビーコン、プローブ応答およびアソシエーシ
ョン レスポンス フレームに追加されます。
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管理帯の保護および検証—不正侵入をブロードキャストフレームを使用して防ぐために、
CCXv5 をサポートする AP はブロードキャスト クラス 3 管理帯を出しません。 クライアン
ト MFP が有効に なる場合ワークグループブリッジ モードの AP、リピータモード、または
非ルートブリッジ モード破棄はクラス 3 管理帯をブロードキャストします。
Error レポート— MFP-1 レポーティング メカニズムが管理 フレームにアクセス ポイント 検
出する デキャプシュレーション エラーを報告するのに使用されています。 つまり、WLC は
MFP 検証エラー統計情報を収集し、定期的に照合情報を WCS に転送します。
 

注: クライアント ステーションによって検出する MFP 違反エラーは CCXv5 ローミン
グおよびリアルタイム診断機能によって処理されます。
 

9. モバイルデバイスはなぜ MFP によって有効に される インフラストラクチャ デバイスに
接続されることができませんか。 
一部のワイヤレス クライアントが MFP 対応インフラストラクチャ デバイスと通信する場
合には、一部制限があります。 MFP により、各プローブ要求または SSID ビーコンには、
一連の長い情報要素が付加されます。 PDA のようないくつかの無線クライアントは、
smartphones、バーコード スキャナー、等メモリおよび中央処理装置 （CPU）を制限しま
した。 このように、これらの要求かビーコンを処理できません。 SSID を完全に見その結
果、損いますまたは SSID 機能の誤解によるこれらのインフラストラクチャ デバイスによ
って関連付けられません。 この問題は MFP に特有なものではありません。 これは、複数
の Information Element（IE; 情報要素）を含むすべての SSID でも発生します。 リアルタイ
ムでそれを展開する前にすべての利用可能 な クライアントのタイプとの環境の MFP 有効
に された SSID をテストすることは賢明常にです。
 
10. ブロードキャスト 管理 フレーム 保護とは何か。
 
ブロードキャストフレームを使用する不正侵入を防ぐために、サポートする AP は不正な包
含非認証または関連付け解除帯を除いて CCXv5 ブロードキャスト クラス 3 管理帯を送信
しません。 CCXv5 対応クライアント ステーションは、ブロードキャスト クラス 3 管理フ
レームを廃棄する必要があります。 MFP セッションは適切にセキュリティ保護されたネッ
トワーク（強力な認証と TKIP または CCMP）内にあると想定されているため、不正 AP 抑
止ブロードキャストを無視しても問題にはなりません。
 
11. ワイヤレスアクセスポイント（WAP）の MFP の設定方法か。
 
学ぶために WAP の MFP を設定する方法をここをクリックして下さい。
 
12. Intel 無線ネットワークカードを MFP 有効に された ネットワークに接続するために設定
する方法
 
学ぶために Intel 無線ネットワークカードを設定する方法をここをクリックして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5302
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5326
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