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はじめに

802.11 の動作を分析し、トラブルシューティングするために適切なワイヤレス スニファ トレー
スを収集するプロセスは難しく、時間がかかる作業になる可能性があります。ただし、覚えてお



くと、このプロセスを簡素化し、実行速度を向上させるのに役立ついくつかの事項があります。
ワイヤレス スニッフィングでは、実際にやろうとしていることは何か、つまり、ワイヤレス スニ
ッフィング デバイス自体の観点で無線接続から未処理のワイヤレス フレームをキャプチャしよう
としていることなどを把握しておくと役に立ちます。  

正常にキャプチャするためのチェックリスト

ステップ 1：    スニッフィング デバイス、クライアント デバイス、および AP はすべて伝送と受
信に RF 生成無線を使用するため、ワイヤレス スニファをターゲットのデバイス（クライアント
マシン）の近くに配置するとよいでしょう。 これにより、スニッフィング デバイスはクライアン
ト デバイスが無線接続から何を聞き取っているかをおおよそ把握することができます。

ステップ 2：   ワイヤレス スニファとして機能する別のデバイスを使用します。テスト中のデバ
イス（ワイヤレス トレースを取得しようとしているクライアント マシン）で実行している場合は
、良好なワイヤレス スニファ トレースを取得できません。

ステップ 3：    キャプチャを設定する前に、クライアント デバイスがどのような 802.11 チャネ
ルと帯域を使用しているかを正確に把握します。対象のチャネルにスニファを固定します。スニ
ファの「スキャン チャネル」モードは使用しないでください  （「スキャン チャネル」では、ス
ニファがチャネルからチャネルへとおよそ 1 秒ごとにサイクルします。これはサイト調査や「不
正」の検出には便利ですが、802.11 の問題をキャプチャしようとしているときには役立ちません
）。

また、クライアント デバイスは別の RF チャネルまたは帯域の別の AP にローミングする可能性
があるため、それに応じた計画が必要であることを覚えておいてください。通常、
802.11b/g（2.4GHz）環境では、3 つのチャネル スニファを使用することが必要になることがあ
ります。この場合、スニッフィング デバイス上で 3 つのワイヤレス アダプタを使用し、それぞ
れをチャネル 1、6、および 11 に設定します。   このタイプのセットアップには、USB ワイヤレ
ス アダプタを使用するとよいでしょう。

ステップ 4：    5 GHzのトラブルシューティングを行う場合、チャネルの数は大幅に増加します
。すべてのチャネルのキャプチャに十分なカードがない場合があります。その場合、周囲のアク
セス ポイントで最大 4 つのチャネルで作業することがテストに適しています。

  

ステップ 5：    クライアントがあるチャネルから別のチャネルにローミングするときに問題を再
現できる場合は、2チャネルスニフで十分です。  使用可能なチャネル スニファが 1 つだけの場合
は、そのスニファにローミング先のチャネルをスニッフィングさせます。

ステップ 6：    NTP は常にスニファを同期します。  パケット キャプチャは、デバッグ キャプチ
ャや、他の有線または無線、あるいはその両方のキャプチャと照合する必要があります。  タイム
スタンプに 1 秒のずれがあっても、照合がかなり難しくなります。

ステップ 7：   長時間（時間）キャプチャする場合は、新しいキャプチャファイルを30 MBごとに
カットするようにスニファを設定します。  ハード ドライブが一杯にならないようにするため、
書き込まれるファイル数の上限を引き上げる場合があります。

注： Linksys USB600Nは、短いガードインターバルの11nパケットを確実に収集しません。20%
～ 30% のショート ガード インターバル パケットが失われます。必要に応じて、WLC 設定を変
更して低速のロング ガード インターバルのみを使用するようにします。これは、一時的な設定変
更にすぎません。コマンドはconfig 802.11 {a | b} 11nsupport guard-interval {any | long}です。



スニファツール
OS X 10.6 以降を搭載する Mac を使用したワイヤレス スニッフィング

Mac でのワイヤレス スニッフィングも良好に機能します。これは Mac OS X にワイヤレス トレ
ースをキャプチャするためのツールが内蔵されているからです。  ただし、実行している OS X の
バージョンによって、コマンドが異なる場合があります。  このドキュメントでは、OS X 10.6か
ら最新バージョンまでを扱います。最新のMacBookでは、Wi-Fi診断が推奨されます。Macbook
snifferは、少なくともスニフィングしているクライアントと同じ能力である必要があります
（802.11nのMacブックを使用した802.11acの携帯電話のスニフィングは最適ではありません）

Mac OS X のワイヤレス スニフィング ツール

airportd（10.6 ～10.8）●

airport utility（10.6 ～ 10.8）●

tcpdump（10.8）●

Wi-Fi 診断（10.7 → 10.12）●

Wireshark（10.6 ～ 10.8）●

サードパーティツール：エアツール●

airportd

OS X 10.6 (Snow Leopard) 以降を実行している場合は、コマンド ライン ユーティリティの「
airportd」を簡単に使用できます。  次の手順を使用します。

「コマンド」 + 「スペース バー」キーの組み合わせを使用して画面の右上に検索ダイアログ
ボックスを表示し、「terminal」というワードを入力すると、ターミナル アプリケーション
を検索します。このアプリケーションを選択して実行します。ターミナル ウィンドウが表示
されます。

●

ターミナル ウィンドウが開いたら、次のコマンドを実行して RF チャネル
11（802.11b/g）でワイヤレス スニファ トレースをキャプチャします。

●

「sudo /usr/libexec/airportd en1 sniff 11」

注意すべき事項：

確認のため、アカウント パスワードを入力するように求められます。●

キャプチャ ファイルの名前や出力先の場所は指定できません。●

キャプチャ実行中はネットワークへのワイヤレス接続が失われます。●

Air を使用している場合、ワイヤレス アダプタは en1 ではなく en0 です。●

トレースが終了したら、Cntl キーを押した状態で C キーを押してトレースを停止すると、ユ
ーティリティによってキャプチャ ファイルの名前と場所が表示されます。ファイル形式は標
準的な Wireshark PCAP ファイルで、Wireshark を介して Mac や Windows で読むことがで
きます。

●

  

airport utility



airport utility はスニファ プログラムではありません。ただし、ワイヤレス LAN に関する興味深い
情報を提供できます。  また、デフォルトのワイヤレス チャネルを設定する機能もあります。こ
れは、それ自体でチャネルを設定できないスニファ プログラム（tcpdump、Wireshark）には不
可欠です。

注：airport utility へのパスが読みにくいため、たとえば次のようにパス内にディレクトリからの
シンボリック リンクを設定してもよいでしょう。

# sudo ln -s
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport
/usr/sbin/airport

set the wireless channel

# sudo
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport --
channel=48

dump out info on the SSIDs/BSSIDs seen:

# sudo
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s

              SSID      BSSID                  RSSI CHANNEL HT CC  SECURITY (auth/unicast/group)

               テスト00:24:97:89:cb:41 -53 11 Y — WPA(PSK/TKIP/TKIP) WPA2(PSK/AES/TKIP)

               Test2 00:24:97:89:cb:40 -53 11 N — WPA(PSK/TKIP/TKIP)

               Guest 00:22:75:e6:73:df -64 6,-1 Y:WPA(PSK/AES、TKIP/TKIP) WPA2(PSK/AES、
TKIP/TKIP)

detailed information on the current association:

# sudo
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -I

agrCtlRSSI:             -54

agrExtRSSI:            0

agrCtlNoise:            -89

agrExtNoise:           0

state:                     running

op mode:                station

lastTxRate:             300

maxRate:                300



lastAssocStatus:     0

802.11 auth:            open

link auth:                wpa2-psk

BSSID:                   0:24:97:95:47:60

[SSID]：                     GuestNet

MCS:                     15

channel:                 36,1

tcpdump

tcpdump は、パケット キャプチャを実行できるコマンド ライン ユーティリティであり、OS X
に同梱されています  (Wiresharkにバンドルされているtsharkユーティリティは非常によく似てい
ます)。tcpdumpを使用してワイヤレスパケットキャプチャを実行するには、次の手順を実行しま
す。

まず、上記に示すように airport utility を使用してチャネルを設定します。●

次に、ワイヤレス パケット キャプチャを実行し、保存します。  完了したら、Ctrl キーを押
した状態で C キーを押して終了します。

●

以下に例を挙げます。

bash-3.2# tcpdump -I -P -i en1 -w /tmp/channel-11.pcap

tcpdump:警告：en1:no IPv4 address assigned

tcpdump:listening on en1, link-type IEEE802_11_RADIO (802.11 plus radiotap header), capture
size 65535 bytes

^C
897 packets captured

968 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

bash-3.2#

Wi-Fi 診断

最も簡単なキャプチャ方法は、Wi-Fi 診断というグラフィカル ツールを使用することです。 

ALT キーを押した状態で、右上の [Wi-Fi] アイコン（通常、接続する SSID を選択するときに使用
するアイコン）クリックするとアクセスできます。



リストにある [Open Wireless diagnostics] オプションをクリックします。

これにより、トラブルシューティング時にデフォルトのレポートを実行するウィンドウが表示さ
れます。このウィンドウは通常は使用しません。

ウィンドウを開いたまま、画面上部のメニュー バーに移動します。[Window] をクリックします
。 サイト調査や信号分析に便利な他のツールのリストが表示されます。 ワイヤレス スニファ キ



ャプチャの範囲で、[Sniffer] オプションをクリックします。

次に、プライマリ チャネルとチャネル幅を選択する必要があります。

スニファ キャプチャはデスクトップか、または Mac OS Sierra の時点では /var/tmp/ のいずれか
に保存されます。

エアツール

また、多くのmac os xバージョンをサポートし、チャネルを選択しやすいオプションで組み込み
スニッフィング機能を強化するサードパーティツールもあります。例としてAirtoolがあります。
https://www.adriangranados.com/apps/airtool

Netmon 3.4を使用したWindows 7を使用したワイヤレススニフィ
ング（非推奨のメソッド）

はじめに



Microsoft Network Monitor(Netmon)3.4を使用すると、標準のワイヤレスアダプタを使用して、
Windows 7で適切な802.11a/b/g（および11n）ワイヤレススニッフィングを実行できます。 
Netmon から保存されるファイルは、OmniPeek からではなく、最新（1.5 以降）の Wireshark で
読み取ることができます。NetmonはMicrosoftではサポートされなくなっており、ほとんどの場合
11nおよび11acアダプタでは正しく動作しません（ほとんどのフレームが欠落しています）。

Netmon 3.4 は XP SP3 でサポートされています。ただし、XP を実行しているときは、ワイヤレ
ス スニッフィングをサポートしません。  Vista については、さまざまなケースがあります。信頼
性の高い情報源によると、64 ビットの Vista を搭載した MacBook では、BCM43xx 1.0 を使用し
たワイヤレス スニッフィングは機能しないということです。

このドキュメントの「Netmonの詳細」セクションは廃止され、802.11acフレームを確実にキャ
プチャできないため、削除しました。

詳細については、次のリンクを参照してください。https://supportforums.cisco.com/t5/wireless-
mobility-documents/wireless-sniffing-in-windows-7-with-netmon-3-4/ta-p/3115844

スニファモードでCisco Lightweightアクセスポイント(LAP)を使
用したワイヤレススニッフィング

はじめに

Cisco WLCとLAPをスニファモードで、有線スニファと組み合わせて使用できます（Wiresharkの
最良の結果）。Omnipeekは、バージョン10の時点で異なる方法でプロトコルを復号化します)。

単一の有線スニファで複数の AP からのパケットを収集できます。そのため、この方法は複数チ
ャネルのトレースに極めて便利です。静的なシナリオでは、スニファ AP を移動できる場合、他
のスニッフィング オプションに代わる有効な方法としてこれを使用できます。

ローミングのシナリオでは、スニファ AP は通常、クライアントがローミングする AP の近くに
インストールされ、クライアントではなく静的 AP の「観点」を報告します。

ローミング中にクライアントの観点から RF を見るには、テスト クライアントを監視する複数の
ワイヤレス NIC を搭載したラップトップを使用してマルチチャネル ワイヤレス トレースをキャ
プチャする必要があります。

設定手順

1)WLC/AP側

次に、スニファ モード LAP を使用してトレースを収集する手順を示します。

スニファ モードの AP の設定：●



AP はリブートしますが、クライアントとして機能できません。

AP が WLC に加入したら、AP の無線（802.11b/g/n または 802.11a/n）を設定します。
            スニファの IP アドレスを指定します。チャネルを選択します。スニッフィングを有
効にします。

●

スニファは airopeek プロトコルを使用してカプセル化された 802.11 トラフィックを送信元
ポート UDP/5555、宛先ポート UDP/5000 の WLC 管理 IP アドレスから受信します。

●

2)スニファ側：Wireshark

Wireskarkを使用してトラフィックを受信する場合は、次の手順を実行します。

スニフィングAPから着信するトラフィックだけを受信するように、キャプチャオプションを
設定します。ポートUDP 5000だけにフィルタを設定すると、APがパケットをフラグメント
化する必要がある場合（PEEKREMOTEカプセル化を追加する必要がある1500バイト長フレ
ームをスニッフィングした場合）は、キャプチャ内のIPフラグメントが欠落になります。

●

このフィルタはオプションですが、非ワイヤレス関連のすべてのトラフィックをキャプチャから
除外するため、強く推奨します。WLC がスニファ側でリスニングするアプリケーションがない
UDP ポートにトラフィックを送信することを考慮してください。その結果、WLC から受信する
すべてのパケットに対して ICMP ポートに到達できないという応答が返されます。



これは当然のことですが、上記のフィルタを使用すると、役に立たないこのトラフィックも除去
されます。ただし、トレースが大規模になり、より読み取りにくくなる可能性があります。

次に、キャプチャを開始します。●

キャプチャされたトラフィックは 802.11トラフィックを確認するためにPEEKREMOTEを使
用します。

●

これで 802.11 トラフィックが表示されます。●



上記の RF 情報（チャネル、信号強度、ノイズなど）は AP によって追加されます。

3)スニファ側：OmniPeek

スニファ モードで WLC/AP からのトラフィック ストリームの受信者として OmniPeek を使用し
ている場合、まず、[Capture Options] ウィンドウの [Adapter] メニューで [Cisco Remote
Adapter] を作成する必要があります。

少なくとも 1 つのアダプタが必要です。名前は必須フィールドですが、特定の WLC からの着信
トラフィックを OmniPeek にフィルタリングさせたくない場合は、[IP Address] フィールドをブ
ランクのままにします。

この場合、OmniPeek は UDP ポート上でリスンし、ワイヤレス LAN コントローラからのデータ
ストリームのみをキャプチャするため、ICMP ポートに到達できないなどのトラフィックをフィ
ルタリングして除去する必要はありません。

キャプチャを開始する前に、OmniPeek のメイン ウィンドウの設定を確認します。



この時点でキャプチャを開始でき、結果は AP が報告する RF 情報を含めたトレースになります
。

注：デフォルトでは、OmniPeek のリモート アダプタが AP 自体によって送信されたタイムスタ
ンプをピックアップします。この情報について AP クロックで実行することは何もないため、結
果のタイムスタンプは正確ではありません。単一のスニファ AP を使用する場合、タイムスタン
プは間違っていますが、少なくても一貫性があります。複数の AP をスニファとして使用する場
合は、これは当てはまりません（すべての AP が独自のタイムスタンプ情報を送信するため、そ
の独自のタイムスタンプが結合されたキャプチャに表示されます）。



解決策●

ローカル スニファ PC クロックを使用してパケットのタイムスタンプを設定するように
OmniPeek に明示的に指示します。

これによって、単一 AP のシナリオも複数 AP のシナリオも解決し、PC で稼働する OmniPeek
に NTP 同期化クロックがある限りは、正確かつ一貫性のあるタイムスタンプになります。

手順：●

OmniPeek で次の手順を実行します。

1. [Tools] > [Option] > [Analysis Modules]に移動します。

2. ciscoリモートアダプタを検索し、ダブルクリックしてオプションを表示します。

3. [Timestamp]オプションにチェックマークを付け、[OK]をクリックしてキャプチャを再度テス
トします。

シスコの Autonomous（IOS）AP を使用したワイヤレス スニッ
フィング

Autonomous AP はエア パケット キャプチャの収集に使用できます。エア キャプチャを実行する
には、次の手順に従います。



1.キャプチャを実行するdot11radioインターフェイスを入力します。ステーション ロールをスニ
ファに設定し、Wireshark を実行してキャプチャを収集するサーバまたは PC の IP を追加し、チ
ャネルを選択します。monitor frames コマンドで指定したポートが、AP がキャプチャを送信する
宛先 UDP ポートになります。

手順 1 int {d0 | d1} 無線インターフェイスを設定するインターフェイス コンフィギュレーション コマンド モードに入ります。
手順 2 station-role sniffer ステーション ロールを sniffer に変更します。
手順 3 チャネル 番号 Sniffer モードで動作するチャネルを選択します。
手順 4 no shut インターフェイスのシャットダウンを無効にします。
手順 5 exit インターフェイス コンフィギュレーション コマンド モードを終了します。
手順 6 sniffer ip-address destination-ip port port-number AP がすべてのパケットをリダイレクトする IP アドレスとポート番号を設定します。1024 ～ 65535 の間の任意のポート番号の IP アドレスを指定できます。
手順 7 wireshark enable エンド ポイントで Wireshark を使用する場合、このコマンドにより Wireshark ヘッダーがパケットに追加されます。
設定例：

ap(config)# int d0ap(config-if)# station-role snifferap(config-if)# channel 11ap(config-if)# no
shutap(config-if) # exitap(config)# sniffer ip-address 10.126.251.30 port 5555ap(config)# wireshark
enable
2.サーバ/PCでWiresharkを起動します。[Capture] > [Options] に移動します。[Ethernet NIC
(LAN)] を選択し、ステップ 1 で指定した UDP ポートのトラフィックのみをキャプチャするフィ
ルタを追加します。

3. Wiresharkキャプチャを開始します。

TACサービスリクエストへのキャプチャファイ



ルのアップロード
キャプチャ ファイルが電子メールとしては大きすぎる場合は、それらのファイルを TAC サービ
ス要求にアップロードすることができます。

https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/query/

SR 番号を入力し、[File Upload] をクリックします。

スニファ分析
ワイヤレス キャプチャを分析するには、下のリンクを参照してください。これらのドキュメント
は、各ドキュメントが以前のドキュメントに基づいて構築されてから読み取られるように設計さ
れています。  ワイヤレス トレースを読み取る際は、802.11 ワイヤレス仕様を理解しておいたほ
うが効果的であることを覚えておいてください。  これらのドキュメントはパケット フローおよ
びワイヤレス トレースで何に注目するかを理解する上で役立ちますが、802.11 ワイヤレス仕様
を指示するためのものではありません。

802.11 スニファ キャプチャの分析：物理層

はじめに：ワイヤレス パケット キャプチャの物理層情報

キャプチャしたパケットには、フレーム データのコピーが含まれています。ただし、各フレーム
の前には metadata ヘッダーが設定され、フレームがどのようにキャプチャされたかに関する情
報が提供されます。  有線パケットの場合、メタデータは多くなく、フレーム番号、パケットがキ
ャプチャされた日付、パケット長のみです。  有線パケット分析を行う場合、物理層に対する関心
が高すぎることはほとんどありません。ビットエラーレートが10 10の場合、キャプチャされたビ
ットが実際のビットであると仮定します。

ワイヤレスの場合は事情がまったく異なります。物理層は有線の場合よりもはるかに複雑であり
、要注意と言えます。  通常は、上位層に基づいてキャプチャを分析しようとする前に、キャプチ
ャが取得された物理層を理解することが大切です。  物理層が正しく動作していなければ、上位層
が正しく動作している可能性はありません。

特に次の物理層の質を認識しておくことが重要です。

・信号強度（RSSI、「信号強度」、「信号/ノイズ比」）。可能な場合はRSSIに注目するのが一
般的です。つまり、スニフィングアダプタがパケットを受信した電力レベル(dBm)です。

o   RSSI < -90 dBm：この信号は極めて弱く、受信者が受信できる限界のレベルです。

o   RSSI -67 dBm：これは極めて強い信号で、Voice over WLAN のサポートに十分であると見な
す限界のレベルです。

o   RSSI > -55 dBm：これは、かなり強い信号です。

o   RSSI > -30 dBm：スニファがトランスミッタのすぐ隣にあります。



・チャネル（周波数）無線LANは3～25チャネル程度のチャネルをサポートするため、キャプチ
ャの対象となったチャネルを正確に把握することが重要です。  特定の AP をスニッフィングする
ことが目的であるなら、その AP チャネルのスニッフィングに集中し、そのチャネルでキャプチ
ャが行われたことを確認します。そうしないと、キャプチャは価値がないものになります。

・ データレート：1 Mbpsから300 Mbps以上の範囲で可能です。  データ伝送がトランスミッタか
らレシーバに行われるとは限らない理由を理解するには、データ レートが何に使用されているか
を知る必要があります。  「限界」である -80 dBm の RSSI は 54 Mbps で変調されたパケットに
対しては、6 Mbps では十分に動作します。

ワイヤレス パケット ヘッダー：例

異なるワイヤレス スニファがさまざまなメタデータ ヘッダー形式を使用してワイヤレス物理層を
エンコードする場合があります。  情報の精度は使用している特定のアダプタ ハードウェアとド
ライバによって異なります。  一般的に、雑音などの一部の値は疑う必要があります。

次に、data rate、frequency および RSSI のフィールドを強調表示した例を示します。

Mac OS X 10.7 ワイヤレス診断（Broadcom アダプタ?）

OS X 10.7 は Radiotap v0 ヘッダーを使用します。Wireshark では次のように表示されます。

OmniPeek 6.8（Ralink USB アダプタ）

Wireshark では、次に示すように OmniPeek キャプチャに Airopeek ヘッダーが使用されます。



Wireshark（1.6.x以降）では、OmniPeekキャプチャのすべてのワイヤレスメタデータをデコード
する方法が認識されないことに注意してください。OmniPeek自体で表示される同じフレームは
、Signal dBm、Noise Level、およびNoise dBmです:

Netmon 3.4

Wireshark のカラムとしてのワイヤレス ファイルの適用

多くの場合、ワイヤレス フィールドをカラムとして適用した場合、ワイヤレス スニッフィングが
どうなるかを理解するほうがかなり簡単です。  これを行う方法は次のとおりです。

1. パケットの詳細セクション（必要に応じて、最初に該当するヘッダーセクションを展開）の対
象フィールドを見つけて右クリックします。  選択 列として適用:



2.   新しいカラムが表示されます。  この時点で、必要に応じてサイズや名前を変更でき（カラム
ヘッダーを右クリックして [Edit Column Details] を選択）、カラムを移動できます。

3.   対象の他の列についても同じ手順を繰り返します。  これで、キャプチャの物理層をうまく処
理できるようになります。

4.   新しいカラムを適用すると、Wireshark を次回実行したときにカラムが使用可能になります
（カラムが表示されない場合は、カラム ヘッダーを右クリックして [Displayed Columns] を選択
します）。

802.11 スニファ キャプチャの分析：Wireshark フィルタリング

はじめに

802.11 スニファ キャプチャの分析：Wireshark フィルタリング

Wireshark のフィルタリング：WLAN

目的

このドキュメントは、Wireshark をセットアップし、Wireshark フィルタという汎用ツールを
Wireshark プログラム内で使用して対象のパケットを分析する方法を説明するのに役立ちます。

前提条件



プロトコル、ネットワークのトポロジ、およびスニファ トレースの実行を考慮すべきデータ ポイ
ントについての十分な知識と理解がない限り、Wireshark ツール自体はトラブルシューティング
の処理に役立ちません。これは、有線ネットワークについても、ネットワークに入る前の無線接
続のパケットをキャプチャするワイヤレス ネットワークについても該当します。ワイヤレス
MAC アドレスのストリッピングは、AP によって行われます。

ワイヤレス スニファ トレースのキャプチャが必要な理由

有線スニファ トレースを使用して有線ネットワーク上のトラフィックまたはデータを調査しても
、対象パケットが検出できない場合は、それがどこで損失するかを把握する必要があります。疑
念により、ワイヤレスがうまく動作するかどうか、あるいは無線通信中に損失するかなどのもと
もとの原因を切り抜けられているかを確認するようになる可能性があります。無線通信の段階で
適切に対処しないと、損失したり、変換されなかったり、あるいは配信システム（DS）への AP
によって有線側に送信されないことは明らかです。つまり、ワイヤレス スニファ トレースを使用
してワイヤレス ネットワークの問題を特定してローカライズすることが重要になります。

ワイヤレス スニファ キャプチャ フィルタの使用が必要な理由

ネットワーク関連の問題のトラブルシューティングの場合は多くの依存関係があり、階層化モデ
ル内でのすべての作業や各層のデータはその下位層によって異なります。多くのコンポーネント
やネットワークの要素があり、デバイスを設定し、正しく操作することでネットワークはスムー
ズに動作するようになります。稼働しているネットワークが動作しなくなった場合は、問題をロ
ーカライズするための論理的なアプローチが必要になります。特定されても、障害ポイントを正
確に検出することは困難です。このような状況で、スニファが助けになります。最良のアプロー
チを使用し、十分な理解とトラブルシューティングの技術があっても、このトラブルシューティ
ング プロセスはかなり複雑になる可能性があります。問題は、ネットワーク デバイスを通じて移
動するパケットをキャプチャした場合にファイルが巨大化し、そのファイルにロット パケットの
詳細情報を取得するまで長時間にわたってキャプチャした場合は 1 G にまでなる場合があること
です。このように大量のデータがあると、問題を正確に突き止めるのに時間がかかりすぎ、事実
上困難なタスクになって、むしろ不可能と言えるような状況になる場合があります。

フィルタリングは、有能なトラブルシューティング エンジニアが不要なトラフィックを排除し、
一度に着目する可変要素を少数または最低限に削することで問題を特定するのに役立ちます。こ
れは対象のトラフィックが収集したトラフィックに存在するかどうかを迅速に検出するのに役立
ちます。フィルタを使用することが技術となり、トラブルシューティング担当者の技量を大幅に
補完します。

迅速な解決への時間が大幅に削減されるため、Wireshark フィルタリングの使用方法を理解する
必要があります。

- 表示フィルタ：多くの情報をキャプチャした後、これらのフィルタは対象とするパケットのみ
を表示するのに役立ちます。

- キャプチャ フィルタ：対象となるパケットがどのようなものであるかを最初から把握している
ため、それらのパケットのみをキャプチャします。

パケットを色付けするフィルタ：表示フィルタまたはキャプチャ フィルタを強化するための視覚
的なサポートとして使用するか、または大まかなアプローチとして対象の多くのパケットを異な
る色で分類するために他のフィルタなしに使用することができます。

表示フィルタとキャプチャ フィルタを使用するタイミング



トラフィック量の多い環境で 2 時間以上にわたって実行した場合、キャプチャしたイベントに対
して実行中のトラフィックで何を期待して何を確認しようとしているかを理解している場合はキ
ャプチャ フィルタを使用することを推奨します。これは、ファイル サイズの観点から収集するデ
ータを妥当な量に保つのに役立ちます。

何が問題を引き起こしているのかがわからず、問題の動作にむしろランダム性があるという局面
である場合、問題発生パターンが生じると思われる時間枠よりも短い時間、たとえば、1 時間や
2 時間にわたってパケット キャプチャを実行し、すべてのトラフィックをキャプチャしてから、
表示フィルタを使用して自分が探していた情報のみを表示します。

上記の使用に加え、すべてのキャプチャを表示することができ、色付けのルールを使用してパケ
ット フローを簡単に分類または区別できるように異なる色を割り当てた特定のパケットに注意を
引き付けることができます。

フィルタリング方法

通常の Wireshark スニファ トレース内のさまざまなフィールドについての十分に理解しましょう
。分類し、各フィールドを定義します。

フィルタリングの使用を開始するために理解しておく必要がある 3 つの事項に注目します。

キャプチャ フィルタ●

表示フィルタ●

色付けルール フィルタ●

詳細な検討に入る前に、次の Wireshark の [Sniffer Capture] ウィンドウの例を分析します。

メニュー バー

これは、Wireshark ウィンドウのメニュー バーです。

このバーには次の項目があります。

File:このメニューには、キャプチャ ファイルを開いてマージするための項目、キャプチャ●

ファイルの全体または部分を保存、印刷、またはエクスポートするための項目、および
Wireshark を終了するための項目が含まれています。

Edit：このメニューには、パケットを検出するための項目、時間基準、または 1 つ以上の●

パケットをマークするための項目、設定プロファイルを処理するための項目、および個人設定を
設定するための項目が含まれています（切り取り、コピー、貼り付け

は現在実装されていません）。

View：このメニューは、キャプチャされたデータの表示を制御します。これには、●

パケットの色付け、フォントのズーム、別のウィンドウでのパケットの表示、

パケット詳細でのツリーの展開と折り畳みが含まれます。



Go：このメニューには特定のパケットに移動するための項目が含まれています。●

Capture：このメニューではキャプチャの開始および停止とキャプチャ ファイル フィルタの
編集ができます。

●

Analyze：このメニューには、表示フィルタを操作するための項目、●

プロトコルの詳細な分析を有効化または無効化するための項目、ユーザ指定のデコードを設定す
るための項目、TCP ストリームを追跡するための項目が含まれています。

Statistics：このメニューにはさまざまな統計ウィンドウを表示するための項目が含まれてお
り、

●

キャプチャされたパケットの概要、表示プロトコル階層の統計情報の他、数多くの項目

が表示されます。

Telephony：このメニューには、さまざまなテレフォニー関連の統計ウィンドウを表示するた
めの項目が含まれており、

●

メディア分析、フロー図、表示プロトコル階層の統計情報の他、数多くの項目が

表示されます。

Tools：このメニューには、ファイアウォール ACL ルールの作成など、Wireshark で使用可
能なさまざまなツールが含まれて

●

います。

Internals：このメニューには、Wireshark の内部に関する情報を表示する項目が含まれていま
す。

●

Help：このメニューにはユーザをサポートするための項目が含まれています。たとえば、基
本的なヘルプへのアクセス、

●

さまざまなコマンド ライン ツールのマニュアル ページ、一部の Web ページへのオンライン ア
クセス、

通常のバージョン情報のダイアログなどがあります。

メイン ツール バー

メイン ツールバーでは、頻繁に使用される項目にメニューから簡単にアクセスできます。ユーザ
はこのツールバーをカスタマイズできませんが、より多くのパケット データを表示するためのス
ペースが画面に必要な場合は、[View] メニューを使用して非表示にすることができます。メニュ
ーと同様に、現在のプログラムの状態で役に立つ項目のみが使用できます。他の項目はグレー表
示されます（キャプチャ ファイルをロードしていない場合は保存できないなど）。

[Filter] ツールバー

[Filter] ツールバーでは、表示フィルタの編集と適用が迅速に行えます。



[Filter]：フィルタ作成ダイアログ、●

[Capture Filters] ダイアログボックスと [Display Filters] ボックスが表示されます。

[Filter] 入力領域で表示フィルタ文字列式を入力または編集します。入力中にフィルタ文字列のシ
ンタックス チェックが実行されます。完全でないまたは無効な文字列を入力すると背景が赤に変
わり、有効な文字列を入力すると緑になります。プルダウン矢印をクリックすると、以前に入力
したフィルタ文字列をリストから選択できます。プルダウン リストのエントリは、プログラムを
再起動した後も使用可能な状態のまま残ります。

注:このフィールドで何かを変更した後は、Applyボタン（またはEnter/Returnキー）を押して
、このフィルタ文字列をディスプレイに適用することを忘れないでください。また、このフ
ィールドには現在有効なフィルタも表示されます。

●

Expression：中央の [Add Expression...] というラベルの付いたボタン でダイアログボックス
が開きます。ここでは、「[Filter Expression] ダイアログボックス」で説明されているプロト
コル フィールドのリストから表示フィルタを編集できます。

●

Clear：現在の表示フィルタをリセットし、編集領域をクリアします。●

Apply：編集領域の現在の値を新しい表示フィルタとして適用します。●

[Packet List] ペイン

[Packet List] ペインには、現在のキャプチャ ファイル内のすべてのパケットが表示されます。

パケット リストの各行はキャプチャ ファイルの 1 つのパケットに対応します。この中の行を選
択すると、 [パケットの詳細]ペインと[パケットバイト]ペインに詳細が表示されます。

[Packet Details] ペイン

[Packet Details] ペインでは、現在のパケット（[Packet List] ペインで選択されたパケット）がよ
り詳細な形式で表示されます。

[Packet Bytes] ペイン

[Packet Bytes] ペインには、現在のパケット（[Packet List] ペインで選択されたパケット）のデー
タが

hexdump 形式で表示されます。



ステータスバー

ステータスバーには、情報メッセージが表示されます。一般に、左側にはコンテキスト関連の情
報が表示され、中央部には現在のパケット数、右側には選択した設定プロファイルが表示されま
す。サイズを変更するには、テキスト領域間のハンドルをドラッグします。

初期ステータスバー

このステータスバーは、Wireshark が起動したときなど、キャプチャ ファイルがロードされてい
ないときに表示されます。

コンテキスト メニューのタブ ラベル（マウスの右クリック）には、使用可能なすべてのページの
リストが表示されます。これは、ペインのサイズが小さすぎてすべてのタブ ラベルを表示できな
い場合に便利です。

ステータスバー

ステータス バーには情報メッセージが表示されます。一般に、左側にはコンテキスト関連の情報
が表示され、中央部には現在のパケット数、右側には選択した設定プロファイルが表示されます
。サイズを変更するには、テキスト領域間のハンドルをドラッグします。

キャプチャ ファイルがロードされている場合のステータス バー

左側には、キャプチャファイルについての情報、名前、サイズ、キャプチャされてからの経
過時間が表示されます。

●

中央部には、キャプチャ ファイル内の現在のパケット数が表示されます。次の値が表示され
ます。

●

Packets：キャプチャされたパケットの数●

Displayed：現在表示されているパケットの数●

Marked：マークが付けられたパケットの数●

Dropped：ドロップされたパケットの数（Wireshark がすべてのパケットをキャプチャできな
かった場合にのみ表示）

●

Ignored：無視されたパケットの数（パケットが無視された場合にのみ表示）●

右側には、選択した設定プロファイルが表示されます。ステータス バーのこの部分をクリッ
クすると、使用可能なすべての設定プロファイルが掲載されたメニューが表示されます。設
定プロファイルを変更するには、このリストから選択します。

●



キャプチャ フィルタの使用

[Capture] > [Interfaces] オプションをクリックし、PC のネットワーク内で実行中のパケットのキ
ャプチャに使用するネットワーク アダプタをドロップダウン メニューから選択します。[Capture
Filters] をクリックして [Filter name] と [Filter string] に入力するか、またはボックス内に既知のフ
ィルタ文字列を直接入力します。ボタンを押してください。これで、Wireshark スニファ プログ
ラムが、すべてのタイプのプロトコルのリアルタイム パケットの膨大なフローの中から対象のパ
ケットのみをキャプチャします。





表示フィルタ

キャプチャしたファイルをロードすると、調査対象のパケットを表示し、対象以外のパケットは
表示しないようにフィルタを設定できます。これは、シンプルなフィルタ式、または複雑なフィ
ルタ文字列を形成する論理演算子の組み合わせを使用して実行できます。

[Analyze] をクリックし、[Display Filters…] を選択します。

次の例では、黄色の強調表示で示すように、フィルタを作成して BEACON パケットのみを
802.11 ワイヤレス パケット キャプチャ トレースからフィルタリングします。



表示フィルタと同様に、[Find Packet] をクリックした後でフィルタを適用して特定のパケットを
検索できます。

FILTERボタンを探して、フィルタボックスにフィルタ値を入力します。文字列がわからない場合
は、filterをクリックしてNEWボタンを押し、フィルタ文字列に名前を付けて、そのフィルタ文字
列を適用または入力します。特定のフィルタ文字列がわからない場合は、さまざまなプロトコル
オプションがある [Expression] ボタンを選択して作成します。

探しているオプションを選択して展開すると、さらに詳細なオプションが表示され、そこから選
択することができます。

また、選択が可能な論理演算子ボックスも提供されます。このボックスにフィルタを完成させる
ために設定して適用する値を入力して、照合するために使用できます。



多くの異なる比較演算子を使用して値を比較する表示フィルタを作成できます。





色付けフィルタ ルールの使用

Wireshark で使用可能な非常に便利な機能が、パケットの色付けです。フィルタに応じてパケッ
トが色付けされるように Wireshark を設定できます。こうすることで、（通常）対象とするパケ
ットを強調することができます。

作成するフィルタに応じてパケットが色付けされるように Wireshark を設定できます。こうする
ことで、（通常）対象とするパケットを強調することができます。

次の例では、ビーコン、確認応答、プローブ応答、認証解除のパケットが下記のフィルタに基づ
いて色付けされています。

[View（表示）]をクリックします。

「カラーリングルール」を選択するか、メインツールバーから「カラーリングルールの編集」を
使用します。



これにより、カラーリングルールが開き、「新規」または「編集」を使用して新しいカラーリン
グフィルタを追加できます。 パケットを選択するか、フィルタ文字列を編集し、目的の色を割り
当てるか、調整します。



[Edit Color] ダイアログボックスに、カラー フィルタの名前を入力し、

[Filter] テキスト フィールドにフィルタ文字列を入力します。[Edit Color Filter] ダイアログボック
スに、値として beacon と、wlan.fc.type_subtype == 8 が表示されます。これは、カラー フィル
タの名前が Beacon であり、フィルタは becon フィルタ文字列の wlan.fc.type_subtype == 8 タイ
プのプロトコルを選択します。これらの値を入力すると、フィルタ式に一致するパケットの前景
と背景の色を選択できます。これを実行するには、[Foreground Color...] または [Background
Color...] をクリックします。

非常に便利な機能として、色付けフィルタをエクスポートまたは作成し、次に示すように、「
tac80211color」ファイルにフィルタをエクスポートして保存できます。このフィルタはインポー
トすることができます。また、複数の色付けルール ファイルをトラブルシューティング用のフォ
ルダに作成し、トラブルシューティングを実行する際に、それをテンプレートとして使用すると
便利です。

革新的に考え、カスタマイズして、ルーティング、WLAN、スイッチングなどのカラーリングフ
ィルタテンプレートファイルを作成できます。カラーフィルタを使用して、トラブルシューティ



ングを行っている問題に応じてファイルをインポートするだけです。

athttps://supportforums.cisco.com/docs/DOC-23792をダウンロードして使用できる優れたカラー
リングルールのダウンロードがあります

次に、カラー フィルタ ファイル

「tac80211color」をインポートし、適用した後の Wireshark パケット ウィンドウが最終的にど
のような外見になるかを示します。

https://supportforums.cisco.com/document/97181/download-wireshark-coloring-rules-file


802.11 スニファ キャプチャの分析：管理フレームとオープン認
証

はじめに

802.11 スニファ キャプチャの分析：管理フレームとオープン認証

802.11：フレームとオープン認証

802.11 パケットを使用してワイヤレス LAN ネットワークを分析またはトラブルシューティング
するには、ポインタを検出するための基礎としてさまざまな 802.11 のフレーム タイプを完全に
理解して WLAN ネットワーク内の問題領域の原因を特定する必要があります。OmniPeek や
Wireshark などのツールを使用して WLAN スニファ トレースを実行すると、無線ネットワーク
インターフェイス カード（NIC）間やアクセス ポイント間の通信を監視できます。ワイヤレス
LAN の操作で発生するフレーム タイプや、ネットワークの問題を解決するフレーム タイプのそ
れぞれを理解する必要があります。WLAN RF 環境では無線の伝送条件があまりにも動的に変化
する可能性があるために、調整は WLAN の大きな課題となります。管理パケットや制御パケット
がこれらの調整機能を担います。

RF 環境に関連して WLAN ネットワーク内で発生する WLAN の問題の原因を究明するため、セキ
ュリティを一切利用せずにオープン認証を使用して WLAN ネットワークをテストすることがベス
トでしょう。このアプローチを取ることによって、RF 接続の問題が表面化し、強力な暗号化や
OSI 層の上位層へ移行する前に修正することができます。

802.11 仕様での認証は、ユーザの認証ではなく、ワイヤレス ステーションやデバイスの認証に
基づいています。

802.11 仕様に従い、クライアント認証プロセスは、下記のトランザクションから構成されます。



アクセスポイントは、近くの WLAN クライアントによって実行されるビーコン フレームを
送信します。

1.

クライアントは、各チャネルの独自のプローブ要求フレームでもブロードキャストできます
。

2.

範囲内のアクセス ポイントは、プローブ応答フレームで応答します。3.
クライアントは、アクセスに最適なアクセス ポイント（AP）を決定し、認証要求を送信し
ます。

4.

アクセスポ イントは、認証応答を送信します。5.
正常に認証されると、クライアントは関連付け要求フレームをアクセス ポイントに送信し
ます。

6.

アクセス ポイントは、関連付け要求に応答します。7.
この時点で、クライアントはトラフィックをアクセス ポイントに渡せるようになります。8.

802.11 クライアント認証プロセス

ワイヤレス リンクを管理し、制御する、無線接続時に発生する 3 MAC 層 802.11 通信に使用され
るフレームは 2 種類あります。

これらは、管理フレーム、制御フレーム、データ フレームです。これらのフレームが何によって
構成されているかを簡単に検討し、WLAN スニファ トレースで作業している間に WLAN の問題
をうまく分析するために役立てます。

管理フレーム

802.11 管理フレームは、ステーションが通信を確立し、維持できるようにします。管理パケット
は、認証、関連付け、および同期化のサポートに使用されます。

次に、802.11 管理フレームの一般的なサブタイプを示します。

認証フレーム：これは、WLAN トポロジ内のネットワーク メンバーシップに重要なフレーム
です。802.11 認証は、リソースを作成するために無線 NIC のアイデンティティをアクセスポ
イントが許可または拒否するプロセスです。認証によってネットワーク上で送受信する機能
を制限します。これは、802.11 WLAN に接続しようとしているデバイスにとっては最初のス
テップです。この機能は、管理パケットの交換によって処理されます。認証は、管理パケッ
トの要求/応答交換によって処理されます。交換されるパケットの数は、使用される認証方式
によって異なります。このドキュメントでは、最もシンプルなオープン認証方式に焦点を絞
り、RF の問題のトラブルシューティングを簡略化します。

●

wlan.fc.type_subtype == 0x0b

NIC がその ID を含む認証フレームをアクセス ポイントに送信することによって、このプロセス
を開始します。オープン システム認証（デフォルト）では、無線 NIC が認証フレーム 1 つのみ
を送信し、アクセス ポイントが応答として許可（または拒否）を示す認証フレームで応答します
。 ネットワークに参加した時点で現在のステーション自体が認証される名前に関連付けられた認
証 ID があります。

認証解除フレーム：これは、セキュア通信を終了したい場合に別のステーションに対して認
証解除フレームを送信する、ステーションによるアナウンスメント パケットです。認証局
（BSS または機能的に同等のもの）からの一方向通信であり、受け入れる必要があります。
このフレームは、直ちに有効になります。

●



wlan.fc.type_subtype == 0x0c

wlan.fc.type_subtype == 0x0

wlan.fc.type_subtype == 0x01

wlan.fc.type_subtype == 0x02

適用および関連付け解除パケットのみの検出に使用されるフィルタは「wlan.fc.type_subtype ==
0x0a」です。

適用およびビーコン パケットのみの検出に使用するフィルタは

「wlan.fc.type_subtype == 0x08」です。

適用およびプローブ要求パケットのみの検出に使用するフィルタは

「wlan.fc.type_subtype ==0x04」です。

適用およびプローブ要求パケットのみの検出に使用するフィルタは「wlan.fc.type_subtype
==0x05」です。

制御フレーム

802.11 制御フレームは、ステーション間でのデータ フレームの配信をサポートします。次に、
一般的な 802.11 制御フレームのサブタイプを示します。

送信要求（RTS）フレーム：RTS/CTS 機能はオプションであり、隠れステーションに同じア
クセス ポイントとの関連付けがある場合に発生するフレーム衝突を削減します。ステーショ
ンは、データ フレームの送信前に必要な 2 ウェイ ハンドシェイクの第一段階として RTS フ
レームを別のステーションに送信します。

●

wlan.fc.type_subtype == 0x1B

wlan.fc.type_subtype == 0x1D

データ フレーム

これらは、基本的な WLAN 通信がモバイル端末とアクセス ポイント間で確立された後に着信す
るフレームです。フレーム本体内の上位層からのプロトコルやデータがワイヤへと到達する場合
に、主に無線接続を確認し分析するには、常にこの 802.11 データ フレームにアクセスして分析
することになります。これらのフレームは、Web ページ、プリンタ制御データなど、フレーム本
体内の上位層からデータ パケットを伝送します。

wlan.fc.type_subtype == 0x20

パケット アナライザで、問題の対象となっている 802.11 データ フレーム内のフレーム本体の内
容を監視します。

参考資料

www.wildpackets.com/resources/compendium/wireless_lan/wlan_packets●

http://www.wildpackets.com/resources/compendium/wireless_lan/wlan_packets


http://www.willhackforsushi.com/papers/80211_Pocket_Reference_Guide.pdf●

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-13664●

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao1200ap/prodlit/wswpf_wp.htm#wp39317●

http://www.wildpackets.com/resources/compendium/wireless_lan/wlan_packet_types●

802.11 スニファ キャプチャの分析：PSK または EAP による
WPA/WPA2

WPA-PSK(TKIP)

1 の L-AC-PLS-G）を注文します。      ビーコンフレームは、無線ネットワークの存在に対して定
期的に送信され、それに関するすべての情報（データレート、チャネル、セキュリティ暗号、キ
ー管理など）を含みます。

2.     プローブ要求は、APから情報を取得するためにSTAによって送信されます。

3.      プローブ応答では、APがSTAからプローブ要求フレームを受信した後には、機能情報、サ
ポートされるデータレートなどを含むプローブ応答フレームで応答します。

4.      802.11認証は、アクセスポイントが無線NICのIDを受け入れるか、拒否するかのプロセスで
す。NIC がその ID を含む認証フレームをアクセス ポイントに送信することによって、このプロ
セスを開始します。オープン システム認証（デフォルト）では、無線 NIC が認証フレーム 1 つ
のみを送信し、アクセス ポイントが応答として許可（または拒否）を示す認証フレームで応答し
ます。

a.       Dot11認証要求：

b.      Dot11認証応答：

5.     

802.11 の関連付けは、アクセス ポイントが無線 NIC にリソースを割り当て、その NIC と同期で
きるようにします。NIC は関連付け要求をアクセス ポイントに送信することによって関連付けプ
ロセスを開始します。このフレームは NIC に関する情報（サポート対象のデータ レートなど）と
、関連付けするネットワークの SSID を伝送します。

a.       Dot11関連付け要求：

関連付け要求を受信すると、アクセス ポイントは NIC との関連付けを検討し、（承認する場合は
）メモリスペースを予約して NIC の関連付け ID を確立します。

http://www.willhackforsushi.com/papers/80211_Pocket_Reference_Guide.pdf
https://supportforums.cisco.com/document/52391/80211-frames-starter-guide-learn-wireless-sniffer-traces
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao1200ap/prodlit/wswpf_wp.htm#wp39317
http://www.wildpackets.com/resources/compendium/wireless_lan/wlan_packet_types


b.      Dott11アソシエーション応答：

6 の L-AC-PLS-G）を注文します。      このフェーズでPTKが作成される4ウェイハンドシェイク
では、PSKをPMKとして使用してこれらの値を構築します。

a.       APはANonceで802.1x認証フレームを送信し、STAはPTKを構築するためのすべての情報を
取得します。

b.      STAは802.1x認証フレームにSNonceとMICで応答します。

c.       APは新しいMICとシーケンス番号のGTKを使用して802.1xフレームを構築します。このシ
ーケンス番号は次のマルチキャストフレームまたはブロードキャストフレームで使用されるため
、受信STAは基本的なリプレイ検出を実行できます。

d.      STAがACKを送信します。

そのポイントから、すべてのデータが暗号化されて送信されます。

WPA2-PSK(AES/TKIP)

プロセスは前のセクションとほぼ同じであるため、異なる情報のみに重点を置きます。

1.      WPA2 AP管理フレームには、ユニキャスト暗号スイート、AKM情報、およびGTK暗号スイ
ートを含むRSN要素が含まれます（AESとTKIPの両方が選択されている場合、GTKに使用される
暗号化方式は少小になります）。

2.      4 ウェイ ハンドシェイク時、フレームには [Type] フィールドに WPA2 のバージョン情報が
含まれます。

注：トレースに 4 ウェイ ハンドシェイク キー交換フレームが含まれており、PSK がわかってい
る場合は、WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化ワイヤレス トラフィックを復号できます。

Wiresharkでワイヤレストラフィックを暗号化するには、 [Preferences]、[Protocols]、[IEEE
802.11]の順に選択し、PSK情報を入力して[Enable decryption option]を選択します。

WPA/WPA2 暗号化トラフィックを復号するには、次の形式でキーを指定します。

"wpa-psk:PSK:SSID"

注：Wireshark で特定の STA からの WLAN トラフィックをフィルタリングするには、[WLAN
Statistic] オプションを使用します。

特定の STA からのトラフィックをフィルタリングするには、[Statistics] > [WLAN Traffic] に移動
し、SSID のリストから STA が関連付けられている対応する SSID を選択して、STA に基づいて
フィルタを適用します。

Wireshark による無線接続パケット キャプチャ時の WPA2 AES データの復号方法

要件：



キャプチャは .pcap 形式です。1.
フレームは、802.11 形式で提示されます。2.
Over the Air Capture が収集された WLAN の SSID 名と PSK がわかっています。3.
ポイント：4 つの EAPOL 4 ウェイ ハンドシェイクをキャプチャします。4.

これを実行するための最も正確なプロセスは、キャプチャを開始してからクライアントの認証を
解除し、ゼロからプロセスをキャッチする、つまり、4 ウェイ EAPOL ハンドシェイクが組み込
まれるようにすることです。

フレームが PEEKREMOTE などの別の形式である場合、それらを復号化する必要があります。
PEEKREMOTE フレームを復号する方法については上記のセクションを参照してください。

プロセス

Wireshark でキャプチャを開いたら、[Edit] > [Preferences] メニューに移動します。

[Protocols] メニューに移動し、[IEEE 802.11] を探します。



    

IEEE 802.11セクションで、[Enable Decryption]チェックボックスをオンにし、[Decryption
Keys]ラベルの横にある[Edit...]ボタンをクリックします。

[Edit] メニューで、ウィンドウの左側にある [New] ボタンをクリックします。

キー タイプから [wpa-psk] を選択します。

キーを取得するには、SSID の正確な名前と、実行する複合プロセスに合った PSK を知っている
ことが重要です。

これら 2 つのキーを把握しておき、次の Web サイトに移動して、これら 2 つの要素に基づいて
キーを生成します。

WPA PSK（ロウ キー）ジェネレータ●

https://www.wireshark.org/tools/wpa-psk.html


指定されたフィールドに SSID 名と PSK を入力します。フィールドに入力する文字列は SSID と
PSK に定義されているとおりのものである必要があります。

値を定義したら、[Generate PSK] をクリックして、キーを生成します。そのキーをコピーし、
Wireshark に戻ります。

生成したキーを [Key] フィールドに貼り付け、[OK] をクリックします。

その後、[Preferences] 画面で [Apply] をクリックします。キャプチャが開始され、復号化されま
す。



復号化が終了すると、以前に暗号化した 802.11 パケットの内容が表示できるようになります。

WPA/WPA2 エンタープライズ

1)     dot1x（PEAP）による WPA（TKIP）/WPA2（AES）

このプロセスは、AKM 方式を除き、以前と同じステップに従って PTK/GTK および AP アドバタ
イズ属性を 802.11 管理フレームに派生させます。

a.       この例では、AP が dot1x 認証により WPA（TKIP）/WPA2（AES）をアドバタイズします
。AKM の RSN と WPA タグ属性の両方に WPA 値が含まれています。PSK 認証の場合、このフ
ィールドには「PSK」が含まれています。また、この例では TKIP を WPA に、AES を WPA2 に
使用しています。

b.      STAは、APによってアドバタイズされた認証方式と暗号スイートの1つを選択します。この
場合、WPA2 と AES が選択されており、これは RSN IE パラメータで確認できます。

c.       Dot11 関連付けが正常に実行された後、dot1x 認証が実行されます。このプロセス時に、認



証およびサプリカントと AAA サーバ間での証明書交換情報に STA が使用する EAP 方式を確認
できます。

d.      dot1x 認証が正常に実行された後、PMK が「Access-Accept」メッセージ内で AAA サーバ
から AP に送信され、同じ PMK がクライアント上に派生されて、次の 4 ウェイ シェイクハンド
が実行され、PTK と GTK が確立されます。

WLC と AAA サーバ間での範囲交換

一般的なフロー図：

dot1x（EAP-TLS）による WPA（TKIP）/WPA2（AES）

前出の認証とこのタイプの認証との違いは、クライアントが「Client Hello」メッセージ内で証明
書を提供し、証明書に基づいてクライアントと AAA サーバ間で相互認証が実行されることです。

STA と WLC 間での EAP 交換：

WLC と AAA サーバ間での範囲交換

一般的なフロー図：

2)     dot1x（FAST）による WPA（TKIP）/WPA2（AES）

前出の例と比べると dot1x 認証段階でのみにわずかな違いがあります。dot11 関連付けが正常に
実行された後、dot1x 認証が実行され、AP が dot1x アイデンティティ要求を STA に送信し、
STA がアイデンティティ応答を提供します。この応答は、使用されている PAC プロビジョニン
グ（インバンド PAC プロビジョニング（フェーズ 0）またはアウトオブバンド PAC プロビジョ
ニング）によって異なります。 インバンド プロビジョニングの場合、PAC は AAA サーバからク
ライアントに送信されます。クライアントが PAC を取得すると、EAP-FAST フェーズ 1 に移行
し、この段階から TLS トンネル確立が開始されます（フェーズ 1）。

TLS トンネルが確立されると、内部認証方式（フェーズ 2）が暗号化されたトンネル内で開始さ
れます。認証が正常に実行されると、PMK が「Access-Accept」メッセージで AAA サーバから
AP に送信され、同じキーが STA の dot1x 交換に基づいて導出されます。このキー（PMK）を 4
ウェイ ハンドシェイク時に使用して PTK を計算します。これは、STA と AP 間のセキュア通信
に使用されます。

一般的なフロー図：

802.11 スニファ キャプチャの分析：マルチキャスト

はじめに

マルチキャスト スニッフィング

解決策



コントローラでは、次の 2 つのモードでマルチキャストを実行します。

ユニキャスト モード：コントローラにアソシエートしているすべての AP に、すべてのマル
チキャスト パケットがユニキャストされます。このモードは非効率的ですが、マルチキャス
トをサポートしないネットワークで必要な場合があります。

●

マルチキャスト モード：マルチキャスト パケットは LWAPP マルチキャスト グループに送
信されます。この方法では、コントローラ プロセッサのオーバーヘッドが軽減され、パケッ
ト レプリケーションの作業はネットワークに移されます。これは、ユニキャストを使った方
法より、はるかに効率的です。

●

マルチキャスト モードは、コントローラ GUI または CLI を使用して有効に設定できます。●

WLC での IGMP スヌーピング

IGMP スヌーピングはマルチキャスト パケットの振り分けを最適化するためにコントローラ ソフ
トウェア リリース 4.2 に導入されました。この機能が有効になっている場合、コントローラは
IGMP レポートをクライアントから収集して処理し、レイヤ 3 マルチキャスト アドレスと VLAN
番号をチェックした後に IGMP レポートから一意なマルチキャスト グループ ID（MGID）を作成
し、その IGMP レポートをインフラストラクチャ スイッチへ送信します。コントローラから送信
されるレポートの送信元アドレスには、コントローラでレポートをクライアントから受信したイ
ンターフェイスのアドレスが使用されます。

次に、コントローラは、AP 上のアクセス ポイント MGID テーブルを、クライアント MAC アド
レスで更新します。特定のマルチキャスト グループに対するマルチキャスト トラフィックを受信
した場合、コントローラは、すべての AP にこのトラフィックを転送します。ただし、この特定
の WLAN 上でマルチキャスト トラフィックを送信するのは、そのマルチキャスト グループをリ
スニングしているかサブスクライブしているアクティブなクライアントが存在する AP のみにな
ります。IP パケットは、入力 VLAN および宛先マルチキャスト グループで一意の MGID を使用
して転送されます。レイヤ 2 マルチキャスト パケットは、入力インターフェイスで一意の MGID
を使用して転送されます。

注：IGMP スヌーピングは、2000 シリーズ コントローラ、2100 シリーズ コントローラ、Cisco
Integrated Services Router 用 Cisco Wireless LAN Controller ネットワーク モジュールではサポー
トされていません。

マルチキャスト モードを使用する場合の注意点

ネットワークでマルチキャスト モードを有効にする場合は、次のガイドラインに従ってください
。

Cisco Unified Wireless Network ソリューションでは、いくつかの IP アドレス範囲を特定の目的
で使用します。マルチキャスト グループを設定するときは、この範囲に留意してください。推奨
はしませんが、任意のマルチキャスト アドレスを LWAPP マルチキャスト グループに割り当て
可能です。これには、OSPF、EIGRP、PIM、HSRP、およびその他のマルチキャスト プロトコ
ルで使用する、予約済みのリンクローカル マルチキャスト アドレスを含みます。

シスコでは、管理用スコープのブロック239/8からマルチキャストアドレスを割り当てることを推
奨しています。IANAでは、プライベートマルチキャストドメインで使用するために、管理用スコ
ープのアドレスとして239.0.0.0 ～ 239.255.255.255の範囲を予約しています。その他の制限につ
いては、次の注を参照してください。これらのアドレスは、RFC 1918 で定義されている予約済
みのプライベート IP ユニキャストの範囲（10.0.0.0/8 など）と事実上よく似ています。ネットワ
ーク管理者は、インターネット上での競合を気にすることなく、管理しているドメイン内でこの



範囲のマルチキャスト アドレスを自由に使用できます。この管理用またはプライベートのアドレ
ス空間は、企業内で使用する必要があり、Autonomous Domain（AS）への出入りはブロックさ
れます。

注：アドレス範囲 239.0.0.X および 239.128.0.X は使用しないでください。これらの範囲のアド
レスは、リンク ローカル MAC アドレスとオーバーラップし、IGMP スヌーピングがオンの場合
でも、すべてのスイッチ ポートに向けてフラッディングします。

シスコでは、企業ネットワーク管理者がこのアドレス範囲を企業ネットワーク内のさらに細かい
地理上の管理用スコープに分けて、特定のマルチキャスト アプリケーションの「スコープ」を限
定することを推奨します。これによって、高レートのマルチキャスト トラフィックがキャンパス
（帯域幅が十分）から出て WAN リンクを混雑させることを防止できます。高帯域幅のマルチキ
ャストを効率的にフィルタリングすることによって、高帯域幅のマルチキャストがコントローラ
および無線ネットワークに到達することも防止できます。

コントローラ上のマルチキャスト モードを有効にする場合は、コントローラ上で LWAPP マルチ
キャスト グループ アドレスを設定する必要があります。AP は、Internet Group Management
Protocol（IGMP）を使用して LWAPP マルチキャスト グループに加入します。

Cisco AP 1100、1130、1200、1230、および 1240 は、IGMP バージョン 1、2、および 3 を
使用します。      ただし、Cisco 1000 シリーズの AP は、マルチキャスト グループへの加入
に IGMP v1 のみを使用します。

●

マルチキャスト モードは、レイヤ 3 LWAPP モードのみで機能します。●

モニタ モード、スニファ モード、または不正検出モードの AP は、LWAPP マルチキャスト
グループ アドレスには加入しません。

●

バージョン 4.1 以前を実行するコントローラを使用する場合は、すべてのコントローラ上で
同じマルチキャスト アドレスを使用できます。バージョン 4.2 以降を実行するコントローラ
を使用する場合、コントローラ上に設定する LWAPP マルチキャスト グループは、ネットワ
ーク上で使用されているコントローラごとに異なる必要があります。

●

バージョン 4.1 以前を搭載したコントローラを使用する場合、ゲスト トンネリング、サイト
別 VLAN、RADIUS を使用したインターフェイスの上書きなどのサブネット間モビリティ イ
ベント間では、マルチキャスト モードは機能しません。有線 LAN 上のレイヤ 2 IGMP スヌ
ーピング機能および CGMP 機能を無効にすれば、これらのサブネット モビリティ イベント
でもマルチキャスト モードが機能します。

●

新しいバージョン、つまり 4.2 以降のバージョンでは、ゲスト トンネリングなどのサブネット間
モビリティ イベントをまたいで、マルチキャスト モードが機能しません。ただし、RADIUS を
使用したインターフェイスの上書き（IGMP スヌーピングが有効になっている場合のみ）および
サイト専用の VLAN（アクセス ポイント グループ VLAN）では機能します。

コントローラは、UDPポート番号12222、12223、および12224に送信されたマルチキャスト
パケットをすべてドロップします。ネットワーク上のマルチキャストアプリケーションがこ
れらのポート番号を使用していないことを確認してください。

●

マルチキャスト トラフィックは 802.11a ネットワークで 6 Mbps で送信されます。したがっ
て、複数の WLAN が 1.5 Mbps での送信を試みると、パケット損失が発生します。その結果
、マルチキャスト セッションが切断されます。

●

マルチキャストの設定（マルチキャスト間モードを使用）

マルチキャストの選択：マルチキャストのグループを設定します。モビリティ グループ内の各
WLC には一意のアドレスを使用する必要があります。



L3デバイスでマルチキャストルーティングを有効にし、次のVLANでPIMを有効にします。  管理
、AP-Manager、AP が存在する VLAN およびマルチキャスト ストリームを受信するクライアン
トである VLAN。以下に例を挙げます。

VLAN 40 は WLC 管理であり、AP 用です。VLAN 50 はクライアントが存在する VLAN です。し
たがって、これらの SVI すべてで、マルチキャスト コマンドを発行する必要があります。

すべてのマルチキャスト show コマンドを発行して確認します。たとえば、show ip mroute、
show ip igmp groups を発行して、AP のグループが適切に構築されていることを検証します。

また、WLC で IGMP スヌーピングを有効にすることもできます。WLC は、受信する IGMP メッ
セージ用に独自のスヌーピング テーブルを保持し、ストリームの要求者がわかるようにします。

ワイヤレス LAN コントローラ上

WLC でのグローバル マルチキャストの有効化と WLC でのマルチキャスト モードのマルチキャ
ストの有効化

WLC  MGID 



有線ネットワークでのマルチキャスト設定

マルチキャスト ルーティングをグローバルに設定し、各インターフェイスで PIM を有効にしま
す。

6504-WLCBUG#sh run | i multicast

IPマルチキャストルーティング

6504-WLCBUG#sh run int vla 50

Building configuration...

Current configuration :119 バイト

!

interface Vlan50

description // WLAN DHCP pool VLAN //

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0



ip pim dense-mode

end

6504-WLCBUG#sh run int vla 40

Building configuration...

Current configuration :121 バイト

!

interface Vlan40

description // Management Vlan //

ip address 10.105.135.136 255.255.255.128

ip pim dense-mode

end

6504-WLCBUG#sh ip pim interface vlan 40

Address         Interface               Ver/   Nbr   Query DR    

                                                      DR Mode   Count Intvl Prior

10.105.135.136   Vlan40                   v2/D   0     30     1     10.105.135.136

6504-WLCBUG#sh ip pim interface vlan 50

Address         Interface               Ver/   Nbr   Query DR     DR

                                                       Mode   Count Intvl Prior

172.16.1.1       Vlan50                   v2/D   0     30     1     172.16.1.1

6504-WLCBUG#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags:D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

      U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,



     Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

      V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags:H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers:Uptime/Expires

Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.255.255.255), 4d17h/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags:DC

Incoming interface:Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

  Vlan40, Forward/Dense, 4d17h/00:00:00

(*, 239.254.0.3), 2w1d/00:02:07, RP 0.0.0.0, flags:DC

Incoming interface:Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

  Vlan40, Forward/Dense, 3d10h/00:00:00

(*, 224.0.1.40), 2w1d/00:02:13, RP 0.0.0.0, flags:DCL

Incoming interface:Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

  Vlan11, Forward/Dense, 2w1d/00:00:00

パケット キャプチャ

トポロジ

有線PC — 6500スイッチ – WISM — AP ))((((（ワイヤレスクライアント）

VLAN 50                       VLAN 40                 VLAN 40       VLAN 40             VLAN 50

MCAST トラフィック ジェネレータ ツール

を有線 PC で使用したマルチキャスト ストリームの生成：連続 UDP パケット



MCAST ジェネレータでの有線 Wireshark パケット キャプチャ

MCAST パケット ジェネレータでの Windows Netmon キャプチャ



MCAST Receiver Tool をワイヤレス クライアントで使用したソース（有線 PC）からのマルチキ
ャスト トラフィックの受信

ワイヤレス クライアントのワイヤレス インターフェイスでの Wireshark キャプチャ

ワイヤレス クライアントのワイヤレス インターフェイスでの Netmon キャプチャ



802.11 スニファ キャプチャの分析：Web 認証

Cisco WLC  Web 

Web 

Web  Access Control ListACL;    IP DHCP /DNS  3 Web  IP  WebWLCRADIUSWeb   

Web  TCP HTTP 80GET  Web  IP Web  URL  IP DNS Web  HTTP GET  IP 

WLAN  Web  DHCP  DNS  HTTP GET  TCP  80  https:1.1.1.1/login.html  Web 

Web http://www.google.com  URL    IP  URL  DNS WLC  DNS  DNS DNS  www.google.com  IP  DNS  ●

 IP  TCP Www.google.com  IP  TCP SYN ●

WLC www.google.com WLC www.google.com  IP  TCP SYN-ACK   3  TCP TCP ACK TCP ●

 www.google.com  HTTP GET   WLC HTTP  HTML  HTTP GET  HTML  WLC  Web  URLhttp://<Virtual-
Server-IP>/login.html.

●

 www.google.com  IP  TCP ●

 http://1.1.1.1/login.html WLC  IP  TCP WLC  1.1.1.1  TCP SYN ●

WLC  TCP SYN-ACK TCP ACK  WLC ●

 1.1.1.1 /login.html  HTTP GET ●

WLC  Web     ●

 WebAuth

 DNSL3  WLC  AP 

DNS 

http://www.google.com/
http://www.google.com,which
http://www.google.com.
http://www.google.com.
http://www.google.com.
http://www.google.com.
http://1.1.1.1/login.html


3825#sh run | i host hostname 3825 ip host www.google.com 200.200.200.1 ip host
www.yahoo.com 200.200.200.2 ip host www.facebook.com 200.200.200.3 3825#sh run | i
dns dns-server 16.16.16.1 ip dns server 3825#sh run | b dhcp ip dhcp excluded-
address 16.16.16.1 16.16.16.5 ! ip dhcp pool webauth-sniffer network 16.16.16.0
255.255.255.0 default-router 16.16.16.1 dns-server 16.16.16.1

WLC 
[WLAN] > [New] ●

NO L2  WLAN ●

L3  WLAN  WebAuth ●

●

[Security]   ●

 ●

[Security] > [Webauth] [Web auth type]  [Internal/External Redirect/Custom] ●

●

IP Web ●

 [Web auth] ●

●

 [Redirect] ●

 

      DHCP●

      DNS●

      HTTP GET●

IP16.16.16.7200.200.200.1WebURL3TCP576HTTP GETURL:

 [HTTPS Login] 

 URL  HTTPS  URL  IP  1.1.1.1 SSL TCP  Facebook.com 

 

Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show debug MAC address
................................ 00:21:5c:8c:c7:61 Debug Flags Enabled: dhcp packet
enabled. dot11 mobile enabled. dot11 state enabled dot1x events enabled. dot1x
states enabled. pem events enabled. pem state enabled. CCKM client debug enabled.
webauth redirect enabled. May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 Adding mobile on
LWAPP AP a8:b1:d4:c4:35:b0(0) *apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568:

00:21:5c:8c:c7:61 Association received from mobile on AP a8:b1:d4:c4:35:b0

*apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 START (0) Changing

ACL 'MNGMNT' (ACL ID 0) ===> 'none' (ACL ID 255) --- (caller apf_policy.c:1633)

*apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 Applying site-specific

IPv6 override for station 00:21:5c:8c:c7:61 - vapId 1, site 'default-group',



interface 'webauth-sniffer' *apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568:
00:21:5c:8c:c7:61 Applying IPv6 Interface Policy for station 00:21:5c:8c:c7:61 -

vlan 300, interface id 4, interface 'webauth-sniffer' *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 STA - rates (8): 130 132 139 150 12 18 24 36 0 0 0

0 0 0 0 0 *apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 STA - rates
(12): 130 132 139 150 12 18 24 36 48 72 96 108 0 0 0 0 *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 START (0) Initializing policy

*apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 START (0) Change

state to AUTHCHECK (2) last state AUTHCHECK (2) *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 AUTHCHECK (2) Change state to

L2AUTHCOMPLETE (4) last state L2AUTHCOMPLETE (4) *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 L2AUTHCOMPLETE (4) DHCP Not required on AP

a8:b1:d4:c4:35:b0 vapId 1 apVapId 1for this client *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 Not Using WMM Compliance code qosCap 00

*apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 L2AUTHCOMPLETE (4)

Plumbed mobile LWAPP rule on AP a8:b1:d4:c4:35:b0 vapId 1 apVapId 1

*apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 L2AUTHCOMPLETE (4)

Change state to DHCP_REQD (7) last state DHCP_REQD (7) *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 apfMsAssoStateInc *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 apfPemAddUser2 (apf_policy.c:223) Changing state

for mobile 00:21:5c:8c:c7:61 on AP a8:b1:d4:c4:35:b0 from Idle to Associated

*apfMsConnTask_0: May 18 13:43:50.568: 00:21:5c:8c:c7:61 Scheduling deletion of

Mobile Station: (callerId: 49) in 1800 seconds *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.569: 00:21:5c:8c:c7:61 Sending Assoc Response to station on BSSID

a8:b1:d4:c4:35:b0 (status 0) ApVapId 1 Slot 0 *apfMsConnTask_0: May 18
13:43:50.569: 00:21:5c:8c:c7:61 apfProcessAssocReq (apf_80211.c:5272) Changing

state for mobile 00:21:5c:8c:c7:61 on AP a8:b1:d4:c4:35:b0 from Associated to

Associated *apfReceiveTask: May 18 13:43:50.570: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0
DHCP_REQD (7) State Update from Mobility-Incomplete to Mobility-Complete, mobility

role=Local, client state=APF_MS_STATE_ASSOCIATED *apfReceiveTask: May 18
13:43:50.570: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 DHCP_REQD (7) pemAdvanceState2 4494, Adding

TMP rule *apfReceiveTask: May 18 13:26:46.570: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 DHCP_REQD
(7) Adding Fast Path rule type = Airespace AP - Learn IP address on AP
a8:b1:d4:c4:35:b0, slot 0, interface = 1, QOS = 0 ACL Id = 255, Jumbo Fr
*apfReceiveTask: May 18 13:43:50.570: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 DHCP_REQD (7) Fast

Path rule (contd...) 802.1P = 0, DSCP = 0, TokenID = 1506 IPv6 Vlan = 300, IPv6

intf id = 4 *apfReceiveTask: May 18 13:43:50.570: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0
DHCP_REQD (7) Successfully plumbed mobile rule (ACL ID 255) *pemReceiveTask: May 18
13:43:50.570: 00:21:5c:8c:c7:61 0.0.0.0 Added NPU entry of type 9, dtlFlags 0x0

*pemReceiveTask: May 18 13:43:50.571: 00:21:5c:8c:c7:61 Sent an XID frame *DHCP
Socket Task: May 18 13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP received op BOOTREQUEST

(1) (len 310,vlan 0, port 1, encap 0xec03) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.689:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP processing DHCP DISCOVER (1) *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP op: BOOTREQUEST, htype: Ethernet, hlen: 6,

hops: 0 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP xid:
0xf665da29 (4133870121), secs: 0, flags: 0 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.689:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP chaddr: 00:21:5c:8c:c7:61 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP ciaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0 *DHCP Socket
Task: May 18 13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP siaddr: 0.0.0.0, giaddr: 0.0.0.0

*DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP requested ip:

64.103.236.44 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.689: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP



successfully bridged packet to DS *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.690:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP received op BOOTREPLY (2) (len 308,vlan 300, port 1, encap

0xec00) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.690: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP processing
DHCP OFFER (2) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.690: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP op:
BOOTREPLY, htype: Ethernet, hlen: 6, hops: 0 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.690: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP xid: 0xf665da29 (4133870121), secs: 0, flags:

0 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.690: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP chaddr:
00:21:5c:8c:c7:61 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.691: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP
ciaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 16.16.16.7 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.691:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP siaddr: 0.0.0.0, giaddr: 0.0.0.0 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.691: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP server id: 16.16.16.1 rcvd server id:

16.16.16.1 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.691: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP
successfully bridged packet to STA *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.704:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP received op BOOTREQUEST (1) (len 314,vlan 0, port 1, encap

0xec03) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.704: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP processing
DHCP REQUEST (3) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.704: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP op:
BOOTREQUEST, htype: Ethernet, hlen: 6, hops: 0 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.704: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP xid: 0xf665da29 (4133870121), secs: 0, flags:

0 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.704: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP chaddr:
00:21:5c:8c:c7:61 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.704: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP
ciaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.705:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP siaddr: 0.0.0.0, giaddr: 0.0.0.0 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.705: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP requested ip: 16.16.16.7 *DHCP Socket Task:
May 18 13:43:50.705: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP server id: 16.16.16.1 rcvd server id:

16.16.16.1 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.705: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP
successfully bridged packet to DS *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.705:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP received op BOOTREPLY (2) (len 308,vlan 300, port 1, encap

0xec00) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.705: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP processing
DHCP ACK (5) *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.705: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP op:
BOOTREPLY, htype: Ethernet, hlen: 6, hops: 0 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.706: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP xid: 0xf665da29 (4133870121), secs: 0, flags:

0 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.706: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP chaddr:
00:21:5c:8c:c7:61 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.706: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP
ciaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 16.16.16.7 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.706:
00:21:5c:8c:c7:61 DHCP siaddr: 0.0.0.0, giaddr: 0.0.0.0 *DHCP Socket Task: May 18
13:43:50.706: 00:21:5c:8c:c7:61 DHCP server id: 16.16.16.1 rcvd server id:

16.16.16.1 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.706: 00:21:5c:8c:c7:61 Static IP
client associated to interface webauth-sniffer which can support client subnet.

*DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.708: 00:21:5c:8c:c7:61 Adding Web RuleID 22 for

mobile 00:21:5c:8c:c7:61 *DHCP Socket Task: May 18 13:43:50.708: 00:21:5c:8c:c7:61
16.16.16.7 DHCP_REQD (7) Change state to WEBAUTH_REQD (8) last state WEBAUTH_REQD

(8) *apfMsConnTask_0: May 18 13:44:43.347: 00:21:5c:8c:c7:61 16.16.16.7
WEBAUTH_REQD (8) Fast Path rule (contd...) 802.1P = 0, DSCP = 0, TokenID = 1506

IPv6 Vlan = 300, IPv6 intf id = 4 *apfMsConnTask_0: May 18 13:44:43.347:
00:21:5c:8c:c7:61 16.16.16.7 WEBAUTH_REQD (8) Successfully plumbed mobile rule (ACL

ID 255) (Cisco Controller) >*emWeb: May 18 13:47:39.321: 00:21:5c:8c:c7:61 Username
entry (Cisco) created for mobile, length = 5 *emWeb: May 18 13:47:39.321:

00:21:5c:8c:c7:61 Username entry (Cisco) created in mscb for mobile, length = 5

*emWeb: May 18 13:47:39.322: 00:21:5c:8c:c7:61 16.16.16.7 WEBAUTH_REQD (8) Change

state to WEBAUTH_NOL3SEC (14) last state WEBAUTH_NOL3SEC (14) *emWeb: May 18
13:47:39.322: 00:21:5c:8c:c7:61 apfMsRunStateInc *emWeb: May 18 13:47:39.322:



00:21:5c:8c:c7:61 16.16.16.7 WEBAUTH_NOL3SEC (14) Change state to RUN (20) last

state RUN (20) *emWeb: May 18 13:47:39.322: 00:21:5c:8c:c7:61 Session Timeout is
1800 - starting session timer for the mobile

参考資料 
 802.11仕様に関するWikipediaの記事への参照を次に示します： IEEE 802.11規格

 シスコ ト フォーラム参照先：https://supportforums.cisco.com/document/100651/80211-sniffer-
capture-analysis  

Macbookでのキャプチャの収集

https://en.wikipedia.org/wiki/802.11
https://supportforums.cisco.com/document/100651/80211-sniffer-capture-analysis
https://supportforums.cisco.com/document/100651/80211-sniffer-capture-analysis
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-mobility/217042-collect-packet-captures-over-the-air-on.html#anc8

	802.11 ワイヤレス スニフィングの基礎
	目次
	はじめに
	正常にキャプチャするためのチェックリスト

	スニファツール
	Mac OS X のワイヤレス スニフィング ツール
	airportd
	
airport utility
	tcpdump
	Wi-Fi 診断
	エアツール
	Netmon 3.4を使用したWindows 7を使用したワイヤレススニフィング（非推奨のメソッド）
	はじめに

	スニファモードでCisco Lightweightアクセスポイント(LAP)を使用したワイヤレススニッフィング
	はじめに
	設定手順
	1)WLC/AP側
	2)スニファ側：Wireshark
	3)スニファ側：OmniPeek


	シスコの Autonomous（IOS）AP を使用したワイヤレス スニッフィング

	TACサービスリクエストへのキャプチャファイルのアップロード
	スニファ分析
	802.11 スニファ キャプチャの分析：物理層
	はじめに：ワイヤレス パケット キャプチャの物理層情報
	ワイヤレス パケット ヘッダー：例
	Mac OS X 10.7 ワイヤレス診断（Broadcom アダプタ?）
	OmniPeek 6.8（Ralink USB アダプタ）
	Netmon 3.4

	Wireshark のカラムとしてのワイヤレス ファイルの適用

	802.11 スニファ キャプチャの分析：Wireshark フィルタリング
	はじめに
	Wireshark のフィルタリング：WLAN
	目的
	前提条件
	ワイヤレス スニファ トレースのキャプチャが必要な理由
	ワイヤレス スニファ キャプチャ フィルタの使用が必要な理由
	表示フィルタとキャプチャ フィルタを使用するタイミング
	フィルタリング方法
	メニュー バー
	メイン ツール バー
	[Filter] ツールバー
	[Packet List] ペイン
	[Packet Details] ペイン
	[Packet Bytes] ペイン
	ステータスバー
	初期ステータスバー
	キャプチャ フィルタの使用
	表示フィルタ
	色付けフィルタ ルールの使用

	802.11 スニファ キャプチャの分析：管理フレームとオープン認証
	はじめに
	802.11：フレームとオープン認証
	802.11 クライアント認証プロセス
	管理フレーム
	制御フレーム
	データ フレーム
	参考資料

	802.11 スニファ キャプチャの分析：PSK または EAP による WPA/WPA2
	WPA-PSK(TKIP)
	WPA2-PSK(AES/TKIP)
	Wireshark による無線接続パケット キャプチャ時の WPA2 AES データの復号方法
	要件：
	プロセス

	WPA/WPA2 エンタープライズ
	
dot1x（EAP-TLS）による WPA（TKIP）/WPA2（AES）

	802.11 スニファ キャプチャの分析：マルチキャスト
	はじめに
	解決策
	WLC での IGMP スヌーピング
	マルチキャスト モードを使用する場合の注意点
	マルチキャストの設定（マルチキャスト間モードを使用）
	ワイヤレス LAN コントローラ上
	有線ネットワークでのマルチキャスト設定

	パケット キャプチャ
	トポロジ
	MCAST トラフィック ジェネレータ ツール
	MCAST ジェネレータでの有線 Wireshark パケット キャプチャ
	MCAST パケット ジェネレータでの Windows Netmon キャプチャ
	ワイヤレス クライアントのワイヤレス インターフェイスでの Wireshark キャプチャ
	ワイヤレス クライアントのワイヤレス インターフェイスでの Netmon キャプチャ


	802.11 スニファ キャプチャの分析：Web 認証
	はじめに
	設定 WebAuth
	WLC 上の設定
	クライアントが接続を試行した場合のクライアント デバッグ


	参考資料 

