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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース

のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

不正なアクセスポイントの分類について
コントローラソフトウェアでは、不正なアクセスポイントを Friendly、Malicious、または
Unclassifiedに分類して表示するルールを作成できます。

デフォルトでは、いずれの分類ルールも有効になっていません。したがって、すべての未知

（管理対象外）のアクセスポイントは Unclassifiedに分類されます。ルールを作成し、その条
件を設定して、ルールを有効にすると、未分類のアクセスポイントは分類し直されます。ルー

ルを変更するたびに、Alert状態にあるすべてのアクセスポイント（Friendly、Malicious、およ
び Unclassified）にそのルールが適用されます。

不正なアクセスポイントの分類
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不正またはアドホック不正を手動で未分類および Alert状態に移動すると、その不正はデフォ
ルト状態に移動されることになります。不正ルールは、未分類および Alert状態に手動で移動
されたすべての不正に適用されます。

ルールベースの分類は、アドホック不正クライアントおよび不正クライアントには適用されま

せん。

（注）

1台のコントローラにつき最大 64の不正分類ルールを設定できます。（注）

コントローラは、管理対象のアクセスポイントの1つから不正レポートを受信すると、次のよ
うに応答します。

1. コントローラは未知（管理対象外）のアクセスポイントが危険性のないMACアドレスの
リストに含まれているか確認します。そのリストに含まれている場合、コントローラはそ

のアクセスポイントを Friendlyとして分類します。

2. 未知（管理対象外）のアクセスポイントが危険性のないMACアドレスのリストに含まれ
ていない場合、コントローラは、不正状態の分類ルール適用処理を開始します。

3. 不正なアクセスポイントがMalicious、Alertまたは Friendly、Internalまたは Externalにす
でに分類されている場合は、コントローラはそのアクセスポイントを自動的に分類しませ

ん。不正なアクセスポイントがそれ以外に分類されており、Alert状態にある場合に限り、
コントローラはそのアクセスポイントを自動的に分類し直します。

4. コントローラは、優先度の一番高いルールを適用します。不正なアクセスポイントがルー
ルで指定された条件に一致すると、コントローラはそのアクセスポイントをルールに設定

された分類タイプに基づいて分類します。

5. 不正なアクセスポイントが設定されたルールのいずれにも一致しないと、コントローラは
そのアクセスポイントを Unclassifiedに分類します。

6. コントローラは、すべての不正なアクセスポイントに対して上記の手順を繰り返します。

7. 不正なアクセスポイントが社内ネットワーク上にあるとRLDPで判断されると、ルールが
設定されていない場合でも、コントローラは不正の状態をThreatとマークし、そのアクセ
スポイントを自動的にMaliciousに分類します。その後、不正なアクセスポイントに対し
て手動で封じ込め処理を行うことができますが（不正を自動的に封じ込めるよう RLDPが
設定されていない限り）、その場合は不正の状態が Containedに変更されます。不正なア
クセスポイントがネットワーク上にないと、コントローラによって不正の状態が Alertと
マークされ、そのアクセスポイントを手動で封じ込め処理を行うことができるようになり

ます。

8. 必要に応じて、各アクセスポイントを本来とは異なる分類タイプや不正の状態に手動で変
更することも可能です。

不正なアクセスポイントの分類
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表 1 :分類マッピング

不正の状態ルールベースの

分類タイプ

• Internal：不明なアクセスポイントがネットワーク内に存在し、WLAN
のセキュリティに脅威を与えない場合、手動でFriendly、Internalに設
定します。たとえば、ラボネットワーク内のアクセスポイントなど

です。

• External：不明なアクセスポイントがネットワーク外に存在し、WLAN
のセキュリティに脅威を与えない場合、手動でFriendly、Externalに設
定します。たとえば、近隣のコーヒーショップに属するアクセスポ

イントなどです。

• Alert：不明なアクセスポイントがネイバーリストまたはユーザが設
定した危険性のないMACのリストに記載されていない場合、そのア
クセスポイントは Alertに移動されます。

Friendly

• Alert：不明なアクセスポイントがネイバーリストまたはユーザが設
定した危険性のないMACのリストに記載されていない場合、そのア
クセスポイントは Alertに移動されます。

• Threat：未知（管理対象外）のアクセスポイントがネットワーク上に
発見され、WLANのセキュリティに脅威を与えています。

• Contained：未知（管理対象外）のアクセスポイントが封じ込められ
ています。

• Contained Pending：不明なアクセスポイントが Containedとマークさ
れましたが、リソースを使用できないため対処が遅れています。

Malicious

• Pending：最初の検出で、不明なアクセスポイントは 3分間Pending状
態に置かれます。この間に、管理対象のアクセスポイントでは、不明

なアクセスポイントがネイバーアクセスポイントであるかどうかが

判定されます。

• Alert：不明なアクセスポイントがネイバーリストまたはユーザが設
定した危険性のないMACのリストに記載されていない場合、そのア
クセスポイントは Alertに移動されます。

• Contained：未知（管理対象外）のアクセスポイントが封じ込められ
ています。

• Contained Pending：不明なアクセスポイントが Containedとマークさ
れましたが、リソースを使用できないため対処が遅れています。

未分類

分類および不正アクセスポイントのステータスは以下のように設定されています。

不正なアクセスポイントの分類
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• Knownから Friendly、Internal

• Acknowledgedから Friendly、External

• ContainedからMalicious、Contained

前述のように、コントローラでは、ユーザ定義のルールに基づいて未知（管理対象外）のアク

セスポイントの分類タイプと不正の状態が自動的に変更されます。もしくは、未知（管理対象

外）のアクセスポイントを本来とは異なる分類タイプと不正の状態に手動で変更することがで

きます。

表 2 :設定可能な分類タイプ/不正の状態の推移

目的遷移元

Malicious（Alert）Friendly（Internal、External、Alert）

Unclassified（Alert）Friendly（Internal、External、Alert）

Friendly（Internal、External）Friendly（Alert）

Friendly（Internal、External）Malicious（Alert、Threat）

Malicious（Alert）Malicious（Contained、Contained
Pending）

Friendly（Internal、External）Unclassified（Alert、Threat）

Unclassified（Alert）Unclassified（Contained、Contained
Pending）

Malicious（Alert）Unclassified（Alert）

不正の状態が Containedの場合、不正なアクセスポイントの分類タイプを変更する前に、その
アクセスポイントが封じ込められないようにする必要があります。不正なアクセスポイント

をMaliciousから Unclassifiedに変更する場合は、そのアクセスポイントを削除して、コント
ローラで分類し直せるようにする必要があります。

不正なアクセスポイントの分類の制限
この機能には、次のルールが適用されます。

•カスタムタイプの不正の分類は、不正ルールに関連付けられています。このため、不正を
手動で Customとして分類することはできません。カスタムクラスの変更は不正ルールを
使用する場合にのみ行えます。

•不正分類の変更に対して、ルールによって30分ごとに阻止用のトラップが送信されます。
カスタム分類の場合、最初のトラップはカスタム分類よりも前に存在していたため、その

トラップに重大度スコアは含まれません。不正が分類されると、30分後に生成される後続
のトラップから重大度スコアが取得されます。

不正なアクセスポイントの分類
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•不正ルールは、優先順位に従って、コントローラ内の新しい着信不正レポートごとに適用
されます。

•不正がより高い優先度ルールを満たし、分類されると、同じレポートの優先順位リスト内
で下位に下がることはありません。

•以前に分類された不正は、次の制限に従って、新しい不正レポートが作成されるたびに、
再分類されます。

•ルールによって Friendlyに分類され、状態が ALERTに設定されている不正は、新し
い不正レポートを受け取ると再分類が開始されます。

•不正が管理者によって Friendlyに手動で分類されると、状態は INTERNALになり、
次に続く不正レポートで再分類されません。

•不正がMaliciousに分類されると、その状態に関係なく、後続の不正レポートで再分
類されません。

•一部の属性が新しい不正レポートで欠落している場合、複数の不正ルールによって、Friendly
からMaliciousに不正の状態が遷移する可能性があります。

•どの不正ルールによっても、Maliciousから他の分類に不正の状態が遷移することはありま
せん。

•不正APが Friendlyに分類される場合、その不正APは近くに存在し、既知のAPであり、
追跡する必要はないことを意味します。したがって、すべての不正 APは Friendlyな不正
APに関連付けられている場合、削除されるか追跡されません。

•サービスセット識別子（SSID）が不正ルールの一部として定義され、show wireless wps
rogue rule detailedshow wireless wps rogue rule detailedコマンドを使用して不正ルールの詳
細が表示されている場合、Cisco IOS XEリリース 3.7E以前のリリースと Cisco IOS XE
Denali 16.1.1以降のリリースでは出力が異なります。

次に、Cisco IOS XEリリース 3.6E以前のリリースで show wireless wps rogue rule detailed
コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Switch# show wireless wps rogue rule detailed test

Priority : 1
Rule Name : wpstest
State : Disabled
Type : Pending
Match Operation : Any
Hit Count : 0
Total Conditions : 1
Condition :
type : Ssid
SSID Count : 2
SSID 1 : ssid1
SSID 2 : ssid2

次に、Cisco IOS XE Denali 16.1.1以降のリリースで show wireless wps rogue rule detailed
コマンドを実行した場合の出力例を示します。

不正なアクセスポイントの分類
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Switch# show wireless wps rogue rule detailed test

Priority : 1
Rule Name : wpstest
State : Disabled
Type : Pending
Match Operation : Any
Hit Count : 0
Total Conditions : 1
Condition :
type : Ssid
SSID Count : 2
SSID : ssid1
SSID : ssid2

不正なアクセスポイントの分類方法

不正分類ルールの設定（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

ルールを作成またはイネーブルにしま

す。ルールを作成する場合、ルールの

wireless wps rogue rule rule-namepriority
priority

例：

ステップ 2

プライオリティを入力する必要があり

ます。Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3

ルールを作成した後、ルール

を編集する場合、ディセーブ

ルになった不正ルールに対し

てのみプライオリティを変更

できます。有効にされた不正

ルールのプライオリティは変

更できません。編集時の不正

ルールのプライオリティ変更

は任意です。

（注）
Device(config-rule)#

ルールを分類します。classify {friendly |malicious}

例：

ステップ 3

Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3

Device(config-rule)# classify friendly

不正なアクセスポイントの分類
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目的コマンドまたはアクション

不正アクセスポイントが満たす必要の

あるルールに以下の条件を追加するこ

とを指定します。

condition
{client-count|duration|encryption|infrastructure|rssi|ssid}

例：

ステップ 4

• client-count：不正アクセスポイン
トに最小数のクライアントがアソ

Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3

Device(config-rule)# condition
client-count 5

シエートされている必要がありま

す。たとえば、不正なアクセスポ

イントにアソシエートされたクラ

イアントの数が設定値以上の場

合、アクセスポイントはMalicious
に分類されます。このオプション

を選択する場合は、condition_value
パラメータに、不正なアクセスポ

イントにアソシエートされたクラ

イアントの最小数を入力します。

有効な値の範囲は 1～ 10（両端の
値を含む）で、デフォルト値は 0
です。

• duration：不正アクセスポイント
が最小期間で検出される必要があ

ります。このオプションを選択す

る場合は、condition_valueパラメー
タに最小検出期間の値を入力しま

す。有効な値の範囲は 0～ 3600秒
（両端の値を含む）で、デフォル

ト値は 0秒です。

• encryption：アドバタイズされた
WLANで暗号化が無効になってい
る必要があります。

• infrastructure：SSIDがコントロー
ラで認識される必要があります。

• rssi：不正アクセスポイントには、
最小のRSSI値が必要です。たとえ
ば、不正なアクセスポイントが設

定値より大きいRSSIを持つ場合、
そのアクセスポイントはMalicious
に分類されます。このオプション

を選択する場合は、condition_value
パラメータに最小RSSI値を入力し
ます。有効な値の範囲は -95～ -50

不正なアクセスポイントの分類
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目的コマンドまたはアクション

dBm（両端の値を含む）で、デ
フォルト値は 0 dBmです。

• ssid：不正なアクセスポイントに
は、特定の SSIDが必要です。コ
ントローラによって管理されない

SSIDを追加する必要があります。
このオプションを選択する場合

は、condition_valueパラメータに
SSIDを入力します。SSIDはユー
ザ設定の SSIDリストに追加され
ます。

検出された不正なアクセスポイントが

ルールに一致していると見なされ、そ

match {all | any}

例：

ステップ 5

のルールの分類タイプが適用されるた
Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3 めには、ルールで定義されているすべ

ての条件を満たす必要があるか、一部Device(config-rule)# match all
の条件を満たす必要があるかを指定し

ます。

コマンドをデフォルトに設定するよう

に指定します。

default

例：

ステップ 6

Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3

Device(config-rule)# default

サブモードの終了を指定します。exit

例：

ステップ 7

Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3

Device(config-rule)# exit

Device(config)#

特定の不正ルールをディセーブルにす

ることを指定します。たとえば、ルー

ル rule_3はディセーブルです。

shutdown

例：

Device(config)# wireless wps rogue
rule rule_3 priority 3

ステップ 8

Device(config-rule)# shutdown

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 9

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

不正なアクセスポイントの分類
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 10

Device# configure terminal

すべての不正ルールをディセーブルに

することを指定します。

wireless wps rogue ruleshutdown

例：

ステップ 11

Device(config)# wireless wps rogue
rule shutdown

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 12

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

例：不正なアクセスポイントの分類
次の例は、不正アクセスポイントをFriendlyとして組織および表示できるルールを作成する方
法を示しています。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Device(config-rule)# classify friendly
Device(config-rule)# end

この例は、不正アクセスポイントが満たす必要のある条件を適用する方法を示しています。

Device# configure terminal
Device(config)# wireless wps rogue rule ap1 priority 1
Device(config-rule)# condition client-count 5
Device(config-rule)# condition duration 1000
Device(config-rule)# end

不正なアクセスポイントの分類に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco
WLC 5700 Series)』

セキュリティコマン

ド

不正なアクセスポイントの分類
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標準および RFC

Title標

準/RFC

—なし

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィー
チャセットに関するMIBを探してダウンロードするには、次
の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートする

すべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

不正なアクセスポイントの分類の機能履歴および情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE

不正なアクセスポイントの分類
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support
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