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wIPS ポリシー アラーム リファレンス
セキュリティ IDS/IPS の概要
企業環境に WLAN を追加すると、ネットワーク セキュリティに対する新たな脅威が発生します。
壁を通過し、意図した境界を超える RF 信号は、ネットワークを無認可のユーザに公開する可能
性があります。個人の使用のために従業員によって設置された不正アクセスポイントは通常、企
業のセキュリティ ポリシーに準拠していません。 不正アクセス ポイントが原因で、企業ネット
ワーク全体が外部からの侵入や攻撃の危険にさらされる可能性があります。不正アクセスポイン
トの脅威以外にも、アクセス ポイントの設定ミスや未設定、DoS（サービス拒否）攻撃といった
さまざまなワイヤレス セキュリティ リスクや侵入の可能性が存在します。
Cisco Adaptive Wireless IPS（wIPS）は適切なセキュリティ設定を検証し、侵入攻撃の可能性を検
出することで、セキュリティの脅威への対処を支援します。 wIPS は、包括的なセキュリティ モ
ニタリング テクノロジー スイートを使用して、次のカテゴリ内の 100 件を超えるさまざまな脅威
状況をユーザに警告します。
• ユーザ認証とトラフィック暗号化
• 不正デバイスとアドホック モード デバイス
• 設定の脆弱性
• 侵入検知（セキュリティ突破）
• 侵入検知（DoS 攻撃）
• パフォーマンス違反
wIPS の機能を最大限に活用するために、セキュリティ導入ポリシーに最も適したものになるよう
にセキュリティ アラームをカスタマイズできます。 たとえば WLAN の導入時に特定ベンダーの
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アクセスポイントを導入する場合、そのアクセスポイントまたはセンサーによって別のベンダー
のアクセス ポイントが検出されると不正アクセス ポイント アラームを生成するように製品をカ
スタマイズできます。

ユーザ認証と暗号化
WLANセキュリティの防御の中心となる要素は、ユーザ認証とワイヤレス トラフィックの暗号化
です。 バックエンドの RADIUS サーバを使用した IEEE 802.1x の標準に基づく集中型 WLAN ユー
ザ認証は、柔軟で高機能なメカニズムです。また、VPNなどの他の認証方式も同様の目的で使用
できます。
ユーザ認証は、有線およびワイヤレスリソースへの不正なアクセスを遮ります。ユーザ認証と組
み合わせてトラフィック暗号化を行い、その間に暗号化された秘密データが AP と認可されたユー
ザ間で交換されます。トラフィック暗号化は、侵入者がワイヤレストラフィックを傍受すること
を防止します。 Cisco wIPS は、認証トランザクションおよびトラフィック暗号化方法を、（Cisco
wIPS ポリシー設定に）指定されたセキュリティ導入ポリシーに照らして監視することで、WLAN
のセキュリティ展開を評価します。 たとえば、Cisco wIPS は、802.1x EAP タイプの PEAP が企業
の標準認証プロトコルの場合、「PEAP によって保護されていないデバイス」アラームを発生し
ます。 このカテゴリ（認証および暗号化）の一般的なセキュリティ違反には、設定ミス、更新さ
れていないソフトウェア/ファームウェア、企業セキュリティ ポリシーの不十分な規定などが含ま
れます。 Cisco wIPS はこれらの問題を管理者に通知し、対策を講じることができます。
ユーザ認証および暗号化には、次の 2 つのサブカテゴリがあります。

静的 WEP 暗号化
静的 WEP 暗号化は、1999 年に IEEE 802.11 標準で指定されました。 セキュリティを重視する
WLAN 向けの暗号化手法には、WPA （Wireless Protected Access - TKIP および802.1x）および 802.11i
といった別の手段があります。
統計によると、WLAN の 50% 以上が暗号化方式をまったく導入していません。 WEP には潜在的
な脆弱性があっても、暗号化が皆無よりは安全です。 静的 WEP の使用を決めた場合、WEP によ
るセキュリティを可能な限り維持する方法があります。 Cisco wIPS はその実現を支援するために、
静的 WEP の使用率を監視し、解読可能な WEP キーの使用や共有キー認証などのセキュリティ
ホールを特定し、WEP を使用しないデバイスを検出する各種機能を備えています。
静的 WEP 暗号化には次のタイプがあります。
暗号化が無効な AP
アラームの説明と考えられる原因
Cisco wIPS は WEP、TKIP、 AES など、 WLAN レイヤ 2 データ暗号化機能なしで動作するすべ
ての AP を管理者に警告します。 レイヤ 3 以上で使われる VPN テクノロジーは、WLAN レイヤ
2 データ暗号化メカニズムの代わりに最も一般的に使用されています。 いずれの暗号化メカニズ
ムも使用しない場合、 AP とそのクライアント ステーション間で交換されるデータは、侵入者に
よって盗聴される可能性があります。 暗号化メカニズムを何も使用していない AP では、暗号キー
を持たない不正なクライアントが AP とアソシエートして企業の有線ネットワークにアクセスで
きる場合もあります。 これは、ユーザのプライバシーをリスクに晒すと同時に、社内の有線ネッ
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トワークへのアクセスを公開してしまうことも考えられます。 このアラームは、企業のゲスト
WLAN ネットワーク、または暗号不要のホット スポット展開に対してはオフにできます。 Publicly
Secure Packet Forwarding（PSPF は基本的に Cisco Aironet アクセス ポイントでの呼び方です。 異な
る呼び方を使う他のベンダーもあります）アラームをオンにして、暗号なしに運用されるワイヤ
レス ネットワークを保護できます。 PSPF はワイヤレス クライアント同士の通信を無効にする機
能であり、WLAN アクセス ポイントに実装されています。 PSPF は、ワイヤレス クライアント間
のワイヤレス トラフィックを禁止することで、パブリック ネットワークを保護します。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、他のワイヤレス クライアントと通信しているワイヤレス クライアントを検出し、
Publicly Secure Packet Forwarding（PSPF）違反の可能性について管理者に警告します。 ほとんどの
WLAN 環境では、ワイヤレス クライアントは主に有線ネットワーク上の Web サーバなどのデバ
イスとだけ通信します。 アクセス ポイントの PSPF 機能を有効にすることで、管理者はワイヤレ
ス クライアントを他のワイヤレス侵入者からハッキングされないように保護できます。 PSPF は、
特に空港、ホテル、喫茶店、大学構内など、認証がなく誰もがアクセス ポイントにアソシエート
できるワイヤレス パブリック ネットワーク（ホットスポット）に導入する場合に効果的です。
PSPF 機能により、クライアント デバイスが誤ってワイヤレス ネットワーク上の他のクライアン
ト デバイスとファイルを共有することを防止できます。
暗号化が無効なクライアント
アラームの説明と考えられる原因
Cisco wIPS は WEP、TKIP、AES など、WLAN レイヤ 2 データ暗号化機能なしで動作するクライ
アント ステーションに関して管理者に警告します。 レイヤ 3 以上で使われる VPN テクノロジー
は、WLAN レイヤ 2 データ暗号化メカニズムの代わりに最も一般的に使用されています。 いずれ
の暗号化メカニズムも使用しない場合、AP とそのクライアント ステーション間で交換されるデー
タは、侵入者によって盗聴される可能性があります。 WEP を無効にしたクライアントは、社外秘
情報を含む場合もあるそのファイルシステムを、ワイヤレス侵入者による危険にさらします。こ
のようなクライアントは、侵入者が企業ネットワークへのエントリ ポイントとして利用できるよ
うになります。 このアラームは、企業のゲスト WLAN ネットワーク、または基本的に暗号不要
のホット スポット展開に対してはオフにできます。 PSPF（Publicly Secure Packet Forwarding、基
本的に Cisco Aironet アクセス ポイントでの呼び方で、 異なる呼び方を使う他のベンダーもありま
す）アラームをオンにして、暗号なしに運用されるワイヤレス ネットワークを保護できます。
PSPF はワイヤレス クライアント同士の通信を無効にする機能であり、WLAN アクセス ポイント
に実装されています。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、他のワイヤレス クライアントと通信しているワイヤレス クライアントを検出し、
PSPF 違反の可能性を管理者に警告します。 ほとんどの WLAN 環境では、ワイヤレス クライアン
トは主に有線ネットワーク上の Web サーバなどのデバイスとだけ通信します。 アクセス ポイン
トの PSPF 機能を有効にすることで、管理者はワイヤレス クライアントを他のワイヤレス侵入者
からハッキングされないように保護できます。 PSPF は、特に空港、ホテル、喫茶店、大学構内
など、認証がなく誰もがアクセス ポイントにアソシエートできるワイヤレス パブリック ネット
ワーク（ホットスポット）に導入する場合に効果的です。 PSPF 機能により、クライアント デバ
イスが誤ってワイヤレスネットワーク上の他のクライアントデバイスとファイルを共有すること
を防止できます。
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クラック可能な WEP IV キーの使用
アラームの説明と考えられる原因
暗号化に静的 WEP キーを使用する WLAN デバイスは WEP キー クラッキング攻撃に対して脆弱
です。 攻撃者によって WEP 秘密キーがクラックされると、暗号化による保護がなくなり、結果
としてデータ プライバシーが侵害されます。 WEP キーはユーザにより指定され、24 ビット IV
（初期化ベクトル）に結合される秘密キーで構成され、64 ビットまたは 128 ビットです（ベン
ダーによっては 152 ビット暗号化も提供されています）。 送信ステーションが決定する IV を頻
繁に再利用したり、連続するフレームで再利用したりできるので、ワイヤレス侵入者がこの秘密
キーを復元できる可能性が高まります。 「脆弱なキー」を作成する特定の IV 値を除外すること
により、WEP の脆弱性を回避できます。
wIPS による解決
Cisco wIPS は弱い WEP 実装について警告し、IV 使用の問題を訂正するためのデバイス ファーム
ウェアアップグレードがデバイスベンダーからリリースされている場合はこのアップグレードを
推奨します。 企業 WLAN ネットワークで TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）暗号化メカニズ
ムを使用して WEP の脆弱性を保護することが理想的です。TKIP はほとんどのエンタープライズ
レベル ワイヤレス装置でサポートされています。 TKIP 対応デバイスはこのような WEP キー攻撃
の対象となりません。
オープン認証を使用するデバイス
アラームの説明と考えられる原因
802.11 オープン認証は現在（共有キー認証とは対照的に）、802.1x などの高度な認証プロトコル
と組み合わせて広く使用され、WLAN セキュリティに貢献しています。 構成によっては、静的
WEP キーが AP にアソシエートしようとするクライアント ステーションのチャレンジのために使
用される場合に、共有キー認証がオープン認証の代わりに使用されています。 他方、オープン認
証ではどのクライアントからのアソシエーションも受け入れられ、クライアントの ID 検証はあり
ません。 共有キー認証はセキュリティが高いと考えられがちですが、ワイヤレス侵入者による
WEP キーのクラックに対して脆弱なことが判明しています。これは、チャレンジ テキストと応答
が両方ともクリアで暗号化されていないからです。
wIPS による解決
802.11 オープン認証は、802.1x/EAP フレームワークまたは VPN など、より高度な認証メカニズム
とともに使用することが推奨されます。 共有キー認証など、オープン認証以外の方式を採用する
場合に、このアラームを有効にできます。 Cisco wIPS は、オープン認証は使用しないことを定め
た構成ポリシーに違反するデバイスについての警告を通知します。
共有キー認証を使用するデバイス
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 標準により設計された共有キー認証プロトコルは、静的 WEP キー暗号化とともに機
能して、未認証の WLAN デバイスを AP またはアドホック ステーションとのアソシエーションか
らロックアウトします。 共有キー認証は、802.11 クライアントとアクセス ポイント間の認証に、
標準のチャレンジおよび応答の手法を使用します。チャレンジテキストは暗号化されないクリア
テキストです。 チャレンジ応答のアルゴリズム（共有秘密キーでない）は、標準で一般的な知識
として共有されています。 共有キー認証は、傍受によるパッシブな攻撃で容易に悪用されること
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が判明しています。 攻撃者は総当たりを使用して、クリア テキストのチャレンジ テキストをキャ
プチャした後に、チャレンジ応答をオフラインで計算できます。 一致が見つかれば、攻撃者は共
有秘密キーを取得したことになります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、共有キー認証の使用を検出し、別の認証方式を助言します。 現在、802.11 WLAN
を展開する多くの企業は、共有キー認証の代わりに、802.1x および EAP 方式によるLEAP、PEAP、
TLS などのより高度な認証メカニズムとオープン認証を組み合わせて使用しています。
WEP IV キーの再利用
アラームの説明と考えられる原因
攻撃者によって WEP 秘密キーがクラックされると、暗号化による保護がなくなり、結果として
データ プライバシーが侵害されます。 WEP キーは、ユーザにより指定され、24 ビット IV（初期
化ベクトル）にリンクされる秘密キーで構成され、ほとんどの場合 64 ビットまたは 128 ビットで
す（ベンダーによっては 152 ビット暗号化も提供されています）。 送信ステーションが決定する
IV を頻繁に再利用したり、連続するフレームで再利用したりできるので、ワイヤレス侵入者がこ
の秘密キーを復元できる可能性が高まります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は弱い WEP 実装について警告し、IV 使用の問題を訂正するためのデバイス ファーム
ウェアアップグレードがデバイスベンダーからリリースされている場合はこのアップグレードを
推奨します。 企業 WLAN ネットワークで TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）暗号化メカニズ
ムを使用して WEP の脆弱性を保護することが理想的です。TKIP はほとんどのエンタープライズ
レベル ワイヤレス装置でサポートされています。 TKIP 対応デバイスはこのような WEP キー攻撃
の対象となりません。

WPA および 802.11i
Wi-Fi アライアンスが公開した Wireless Protected Access（WPA）仕様は、IEEE 802.11i 標準のサブ
セット機能を指定するものです。 WPA は、元の IEEE 802.11 仕様で特定されている静的 WEP の
よく知られた脆弱性に対する回答です。 ほとんどのワイヤレス ベンダーは WPA をサポートし、
静的 WEP に代わるより安全な方式と考えています。
WPA 製品には、エンド ユーザにとって 3 つの主なメリットがあります。
• 802.1x では、脆弱なグローバル暗号キー方式の代わりに、ユーザ単位の認証が可能です。
• Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）は、動的なキー生成によって暗号化を業務用に強化
しています。
• 事前共有マスター キー（PMK）は、中小規模の展開によって、RADIUS などの複雑なイン
フラストラクチャ バックエンド サーバなしで 802.1x および TKIP を使用できます。
wIPS サーバは、WPA のトランザクションをモニタし、不順守デバイスと脆弱な設定を検出する
と管理者に警告します。
WPA および 802.11i には次のタイプがあります。
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EAP-TTLS で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
Extensible Authentication Protocol（EAP）は、802.11 トランザクションの暗号化を強化する手段を
提供する、基本的なセキュリティ フレームワークです。 このフレームワークは、Tunneled Transport
Layer Security（TTLS）と呼ばれるバージョンなど、さまざまなタイプの認証メカニズムと組み合
わせることができます。 EAP-Tunneled Transport Layer Security（EAP-TTLS）は、Transport Layer
Security（TLS）を拡張した EAP プロトコルです。 EAP-TTLS のセキュリティは EAP-TLS と同等
に強力であり、しかもクライアントで証明書を発行する必要はありません。 パスワードでユーザ
認証を行う点は変わりませんが、資格情報はトンネリングされます。 TTLS 認証メカニズムでは
なく EAP プロトコルを使用するように設定されているデバイスでは、ワイヤレス ネットワーク接
続のセキュリティが低下する可能性があります。これらは、エンドユーザが素早く接続するため
の容易なメカニズムですが、反面ワイヤレスの攻撃者が重要な企業データにアクセスできるよう
になります。 TTLS 認証で保護されていない EAP 交換情報は、攻撃者が容易に傍受して復号でき
るので、有効なユーザから送信される機密データの漏洩の原因になります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、EAP トランザクションをモニタし、EAP-TTLS メカニズムを実装していないデバ
イスを検出して、管理者に脆弱性を知らせるためにアラームをトリガーします。 AirWISE 画面に
表示されるアラームのテキストには、問題のあるデバイスと、使用中の別の認証メカニズムが表
示されます。 IT 担当者がアラーム発生元のデバイスを特定し、EAP-TTLS メカニズムを使用する
ように設定することが推奨されます。
802.1X で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
WLAN セキュリティ構成が認証と暗号化のために 802.1x を使用する必要がある場合、Cisco wIPS
は 802.1x 保護を使用するように設定されていないデバイスについて警告します。 Wireless Protected
Access（WPA）は、要件の 1 つとして 802.1x を指定しています。 802.1x フレームワークでは、一
元的なユーザ認証および暗号キー管理を行います。 802.1x は、Lightweight Extensible Authentication
Protocol（LEAP）、 Transport Layer Security（TLS）、Tunneled Transport Layer Security（TTLS）、
Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）、 Protected
Extensible Authentication Protocol（PEAP）など、さまざまな Extensible Authentication Protocol（EAP）
と使用され、認証と暗号化メカニズムを実装します。 WLAN セキュリティが WPA または 802.1x
に依存する場合、802.1x は、非正規のユーザを誤って認証し有線ネットワークへのアクセスを許
可することで、WLAN のセキュリティを弱めます。 802.1x 保護なしで正しく設定されていないク
ライアント ステーションも、セキュリティ リスクを誘引します。 たとえば、802.1x フレームワー
クが備える相互認証メカニズムがないので、誤って侵入者の偽 AP とアソシエートする危険性が
あります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、PEAP、TLS、TTLS、LEAP、EAP-FAST などすべての 802.1x EAP タイプを認識
し、802.1x によって保護されていない AP とクライアント ステーションを、拒否された 802.1x 認
証チャレンジを監視することで検出します。
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選択した認証方式で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
Cisco wIPS は、802.1x トランザクションとそれらに固有の各 Extensible Authentication Protocol（EAP）
方式をモニタします。 固有の EAP 方式を使用しない場合、Cisco wIPS はアラームを発生させま
す。 Cisco wIPS は、次の EAP 方式でこのアラームをサポートします。
• [Leap]：これはシスコが開発した独自の EAP 方式です。 Cisco LEAP ソリューションには、
セッションごとまたはユーザ キーに基づいて動的な相互認証と設定可能な WEP セッション
キー タイムアウトが含まれています。
• [PEAP]：Protected Extensible Authentication Protocol、または Protected EAP と呼ばれます。 暗
号化および認証される Transport Layer Security（TLS）トンネルに EAP をカプセル化するプロ
トコルです。
• [EAP-TLS]： EAP-Transport Layer Security（EAP-TLS）。 EAP-TLS メカニズムは、標準共有
キー パスワード認証セッションに加えて、セッション単位で新しいキーを作成することでセ
キュリティをさらに強化します。
• [EAP-TTLS]：EAP-Tunneled Transport Layer Security（EAP-TTLS）は、TLS を拡張した EAP
プロトコルです。 EAP-TTLS のセキュリティは EAP-TLS と同等に強力であり、しかもクラ
イアントで証明書を発行する必要はありません。 パスワードでユーザ認証を行う点は変わり
ませんが、資格情報はトンネリングされます。
• [EAP-FAST]：シスコは、Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure
Tunneling （EAP-FAST）プロトコルを開発しました。 EAP-FAST では、クライアントとサー
バ間に PAC（Protected Access Credential）を使用して相互認証するトンネルが作成されます。
トンネル確立プロセスが完了したら、クライアントはユーザ名とパスワードのクレデンシャ
ルを使用して認証されます。
• [EAP-MD5]：これは、最低限のセキュリティを可能にするパスワード ベースの認証方式で
す。 EAP-MD5 は、EAP ピアから EAP サーバへの認証を行い相互認証は行わない点で、他の
EAP 方法と異なります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、EAP トランザクションをモニタし、有効な認証方式を実装していないデバイスを
検出して、管理者に脆弱性を知らせるためにアラームをトリガーします。 AirWISE 画面のアラー
ムのテキストには、問題のあるデバイスが表示されます。 IT 担当者がアラーム発生元のデバイス
を特定し、正しい認証方式を使用するように設定することが推奨されます。
802.1 X 暗号化されていないブロードキャストまたはマルチキャスト
アラームの説明と考えられる原因
802.1x に含まれるフレームワークによって、システムでセッション単位の暗号キーを使用し、グ
ローバルな静的 WEP キー メカニズムから引き継がれた脆弱性に対する防御を行えます。 802.1x
には、セッション単位の暗号キーがあり、さらにセッションキーのローテーションメカニズムを
促進し、暗号キーの定期的な更新を保証します。 このような機能によって、静的暗号キーの使用
を廃止し、1 つの静的キーで暗号化された大量のデータを必要とする攻撃を防御することで、セ
キュリティを強化できます。複数の受信者が存在するマルチキャストおよびブロードキャストパ
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ケットの場合、セッション単位の暗号化キーを適用できません。 マルチキャストおよびブロード
キャストの通信を保護するために、共有暗号キーとキー変更メカニズムを実装する必要がありま
す。マルチキャストとブロードキャストの暗号キーメカニズムを正しく実装しているワイヤレス
デバイスは、ほとんどないことが判明しています。 実際には、マルチキャストおよびブロード
キャスト パケットは暗号化されません。 さらに状況を複雑にしているのは、複数の SSID をとも
なうエンタープライズ グレード AP が、1 つの SSID （企業 WLAN）用の 802.1X セキュリティに
よって実装され、別の SSID （ゲスト WLAN）の暗号化を使用していないことです。 この導入シ
ナリオは、通常、VLAN 設定と組み合わされるので、ゲスト SSID を使用するクライアント デバ
イスはインターネットのみにアクセスでき、社内の有線ネットワークにはアクセスできません。
複数の SSID をサポートする AP はブロードキャストとマルチキャスト フレームを送信するので、
暗号がオプション選択となり（802.1x または暗号化なし）実装を難しくします。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、設定ミスまたはベンダー実装エラーにより暗号化されていないマルチキャスト フ
レームおよびブロードキャスト フレームを検出します。 マルチキャスト フレームおよびブロー
ドキャスト フレームの暗号化を適切な方法で実装した AP を使用することをお勧めします。
802.1 X キー再生成のタイムアウトが長すぎます
アラームの説明と考えられる原因
WEP 秘密キーがクラックされると、暗号化による保護がなくなり、結果としてデータ プライバ
シーが侵害されます。 動的な暗号キーまたは TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）などのキー
ローテーション メカニズムは、シングル セッション内でも暗号キーを定期的に変更することに
よって、そのような脆弱性を解決します。マルチキャストおよびブロードキャストトラフィック
でのキー ローテーションの管理は、複数のデバイスを新しいキーに同期的に更新する必要がある
ので、技術的に難しい面があります。 ベンダーのマルチキャストまたはブロードキャストのキー
ローテーションの実装は、認証なしから完全な認証までさまざまです。 マルチキャストおよびブ
ロードキャスト キーのローテーションは皆無かごく稀なので、静的 WEP と同程度にセキュリティ
が弱く、キー復元攻撃の対象になります。 WLAN 802.1x 認証と暗号化のトランザクションの継続
的な監視によって、Cisco wIPS は、暗号キー ローテーションなしの設定またはキー ローテーショ
ンのタイムアウトが長い設定の AP を検出できます。 WLAN 802.1x 設定には、合理的な暗号キー
変更のタイムアウトを含めることが重要です。 暗号キーが陳腐化すると暗号が静的になり、静的
WEP キー暗号化のように脆弱になります。 キー変更のメカニズムは、ユニキャスト、マルチキャ
ストおよびブロードキャストのデータ ストリームに適用する必要があります。 TKIP が有効なデ
バイスは、WEP キー ハッシュ アルゴリズムを実装し、通常はユニキャスト データ ストリーム上
でキーローテーションを行いますが、マルチキャストまたはブロードキャストのデータストリー
ムでは行いません。
wIPS による解決
Cisco wIPS アラームは、すべてのデータ ストリームのキー再生成メカニズムの適用に役立ちます。
問題を解決するには、この設定について AP の構成をチェックするなど、適切な手段を講じてく
ださい。
EAP-TLS によって保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
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Extensible Authentication Protocol（EAP）は、802.11 トランザクションの暗号化を強化する手段を
提供する、基本的なセキュリティフレームワークです。このフレームワークは、証明書ベースの
プロトコルである Transport Layer Security（TLS）と呼ばれるバージョンなど、幅広い各種の認証
メカニズムと組み合わせて使用できます。 EAP-TLS メカニズムは、標準共有キー パスワード認
証セッションに加えて、セッション単位で新しいキーを作成することでセキュリティをさらに強
化します。 これは、EAP-TLS 認証を使用した AP へのアクティブな接続ごとに、その接続に固有
の新しい共有キーが毎回生成されることを意味します。 これにより、プロトコルがワイヤレス攻
撃に対抗する力が、標準の共有キー メカニズムに比べて格段に高まります。 TLS 認証メカニズム
ではなく EAP プロトコルを使用するように設定されているデバイスでは、ワイヤレス ネットワー
ク接続のセキュリティが低下する可能性があります。ネットワークセキュリティが低いとはいえ
EAP-TLS よりも便利な多くの代替メカニズム（EAP-TTLS や EAP-FAST など）があります。 これ
らは、エンド ユーザが素早く接続するための容易なメカニズムですが、反面ワイヤレスの攻撃者
が重要な企業データにアクセスできるようになります。 TLS 認証で保護されていない EAP 交換情
報は、攻撃者が容易に傍受して復号できるので、有効なユーザから送信される機密データの漏洩
の原因になります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、EAP トランザクションをモニタし、TLS メカニズムを実装していないデバイスを
検出して、管理者に脆弱性を知らせるためにアラームをトリガーします。 AirWISE 画面に表示さ
れるアラームのテキストには、問題のあるデバイスと、使用中の別の認証メカニズムが表示され
ます。 IT 担当者がアラーム発生元のデバイスを特定し、EAP-TLS メカニズムを使用するように設
定することをお勧めします。
IEEE 802.11i/AES で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
新しい 802.11i 標準には、3つの重要なネットワーク セキュリティ機能として、認証とプライバ
シーが含まれています。 Cisco wIPS は、IEEE 802.11i 標準を使用していないデバイスを検出する
と、警告を通知します。 このセキュリティ標準を使用していないデバイスは、企業ネットワーク
のセキュリティを侵害するさまざまな攻撃に対して脆弱になる可能性があります。 IEEE 802.11 標
準は、その批准時に、セキュリティ標準として 64 ビット WEP キーの導入を提唱していました。
その後、この提案は 128 ビット キーに引き上げられました。 構成によっては、256 ビット WEP
キーを使用するケースも見られました。 それ以降、静的 WEP には、認証、暗号化、および整合
性チェックに関して欠陥があることが判明しました。 Wi-Fi アライアンスは、WEP に代わる認証
方式の開発が重要であることを、即座に認識しました。 IEEE 802.11i 標準は、企業ワイヤレス ネッ
トワーク環境が直面していたすべてのセキュリティ問題を軽減するために導入されました。 この
標準は、Robust Secure Networks（RSN）を形成します。 802.11i 標準批准の遅れを受けて、Wi-Fi
アライアンスは IEEE 802.11i 標準のサブセットである、Wi-Fi Protected Access（WPA）を策定しま
した。WPA/802.11i はユーザ認証とキー配布用に 802.1x を実装しています。 802.1x は、LEAP、
TLS、TTLS、EAP-FAST、PEAP などさまざまな EAP （Extensible Authentication Protocol）タイ
プとともに使用され、認証と暗号化のメカニズムを実装します。 IEEE 802.11i 標準では、認証方
法の選択はユーザに委ねられます。
IEEE 802.11i 標準では、事前共有キー（PSK）機能および 802.1x サーバ ベースのキー管理方式に
対応します。 サーバ ベースのメカニズムには、セッション キー（Pairwise Master Key、PMK）を
安全かつ動的に配布するために、RADIUS サーバなどの認証サーバが必要となります。 802.1x の
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代わりにPSK を使用する場合、式を使用してパスフレーズ PSK を PMK に必要な 256-ビット値に
変換します。 PSK モードでは、802.11i で定義される 4-方向ハンドシェイクを暗号キー管理に使用
して、は、 EAP 交換情報は使用しません。 RADIUS サーバと EAP メソッド（EAP-TLS、LEAP）
を使用しないため、 PSK モードのセキュリティは高くありません。 IEEE 802.11i 標準で定義され
る暗号化規格には、Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）と Advanced Encryption Standard-Counter
Mode-CBC MAC Protocol の 2 つがあります。 TKIP および MIC で暗号化された WLAN トラフィッ
クは、パケット偽造攻撃およびリプレイ攻撃を撃退します。 TKIP の最も重要な点は、静的 WEP
キーとキー再利用に起因する攻撃から生まれる脆弱性に抵抗力があることです。 MIC とともに、
TKIP にはパケット単位のキー混合が含まれており、多くのキー攻撃の防御に役立ちます。
IEEE 802.11i 標準では、AES-CCMP の実装は必須です。 IEEE 標準は、128-ビット AES のみをサ
ポートします。 AES は基本的に 128-ビット ブロックで機能するので、CCMP はデータ ブロック
のビットサイズを増やすために必要なパディングを提供します。このパディングは暗号化の前に
追加され、復号化後に廃棄されます。 AES-CCMP モードでは、AES ブロック暗号を使用して認証
と暗号化が行われます。 CCMP は、データ プライバシーのためのカウンター（CTR）モード暗号
化と、Cipher Block Chaining Message Authentication Code （CBC-MAC）認証（処理対象のデータ ブ
ロックごとの認証-暗号セキュリティ プロセス）の組み合わせです。 CCMP は、IEEE 802.11 ヘッ
ダー長での CBC-MAC、IEEE 802.11 MAC Payload Data Unit（MPDU）ヘッダーの指定部分、平文
MPDU データを計算する一方、以前の IEEE 802.11 WEP メカニズムには MPDU ヘッダーの保護が
ありませんでした。 もう1つ、CCMP の暗号化と複合化の両方で転送 AES ブロック暗号機能のみ
を使用し、コードとハードウェア両方のサイズを大幅に節約できます。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、IEEE 802.11i 規格を使用しないためにワイヤレス ネットワーク セキュリティを侵
害しているデバイスを検出します。 Cisco wIPS は、ネットワークのセキュリティ ホールを回避す
るために適切な手段を講じ、より安全な IEEE 802.11i 規格を使用できるようにワイヤレス ネット
ワークのインフラストラクチャとデバイスをアップグレードすることを推奨します。 このような
デバイスが Cisco wIPS によって特定、報告された場合、WLAN 管理者は Cisco wIPS Console にあ
るデバイスロケータ機能を使用して、デバイスが不正なデバイスかどうかを判断できます。既知
のデバイスはモニタ対象のノードとしてマークされ、三角測量機能を使用して位置を確認できま
す。
EAP-FAST で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
シスコは、辞書攻撃を阻止する Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure
Tunneling（EAP-FAST）プロトコルを開発しました。 EAP-FAST は中間者攻撃、辞書攻撃、パケッ
トおよび認証偽造攻撃を阻止します。 EAP-FAST では、クライアントとサーバ間に PAC（Protected
Access Credential）を使用して相互認証するトンネルが作成されます。 トンネル確立プロセスが完
了したら、クライアントはユーザ名とパスワードのクレデンシャルを使用して認証されます。
EAP-FAST の主な利点には、この方式が独自仕様ではなく、IEEE 802.11i 標準に準拠し、TKIP と
WPA をサポートすること、証明書を使用しないので複雑な PKI インフラストラクチャを回避でき
ること、PC とポケット PC で複数のオペレーティング システムに対応することがあります。
wIPS による解決
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Cisco wIPS は、802.1x 認証メカニズムを使用していても EAP-FAST プロトコルを使用していない
デバイスについて、ワイヤレス管理者に警告します。 EAP-FAST をワイヤレス環境に実装するこ
とが推奨されます。
PEAP で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
Cisco wIPS は、802.1x トランザクションとそれらに固有の各 Extensible Authentication Protocol
（EAP）タイプをモニタします。 Protected EAP（PEAP）を認証方式として導入することで、802.1x
セキュリティ認証プロトコルが Transport Layer Security（TLS）によってさらにラップされ保護さ
れます。 PEAP 内で動作する EAP 方式には、次のような利点が含まれています。
• ID 保護
• 辞書攻撃への対抗
• リプレイ攻撃からのネゴシエーション保護
• ヘッダーの保護
• パケット スプーフィング、フラッド、および DoS 攻撃からの終端保護
• フラグメンテーションおよび再アセンブリ
• 高速再接続
• 方式に依存せず定評あるキー管理
最近ではシスコなど多くの WLAN 機器ベンダーが、ファームウェア アップグレードにより新た
に PEAP に対応しています。
wIPS による解決
この Cisco wIPS アラームは、Protected Extensible Authentication Protocol（PEAP）を使用していな
いデバイスの警告を通知します。 PEAP 認証方式がワイヤレス環境のさまざまなデバイスに実装
されていることを確認してください。
TKIP で保護されていないデバイス
アラームの説明と考えられる原因
最新の IEEE 802.11i 標準には、Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）と Message Integrity Checksum
（MIC）が、推奨されるデータ プライバシー プロトコルの 1 つとして含まれます。 WiFi アライ
アンスは、同団体の Wireless Protected Access（WPA）仕様で TKIP と MIC を推奨しています TKIP
および MIC で暗号化された WLAN トラフィックは、パケット偽造攻撃およびリプレイ攻撃を撃
退します。 TKIP には、静的 WEP キーとキー再利用に起因する攻撃から生まれる脆弱性に抵抗力
があります。 MIC とともに、TKIP にはパケット単位のキー混合が含まれており、多くのキー攻
撃の防御に役立ちます。 AES ベースの CCMP 暗号化とは異なり、TKIP にはハードウェア アップ
グレードが必要ありません。 シスコなど多くの WLAN 機器ベンダーが、最新ファームウェア と
ドライバで新たに TKIP と MIC に対応しています。
wIPS による解決
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Cisco wIPS は、TKIP 暗号化によって保護されていない WLAN トラフィックを検出し、警告を発
生させます。 Cisco wIPS は、これらのデバイスを最新のファームウェアに更新し、TKIP 暗号化を
含むように再設定することを推奨します。
WPA または 802.11i 事前共有キーの使用
アラームの説明と考えられる原因
WPA および 802.11i 標準では、IEEE 802.1x ベースのキー確立を使用する代わりとして、事前共有
キー（PSK）のメカニズムを提供します。 802.1x ベースのキー管理では、RADIUS サーバなどの
認証サーバがセッション キー（ペアワイズ マスター キー、PMK）を安全かつ動的に配布する必
要があります。 802.1x の代わりに PSK を使用する場合、式を使用してパスフレーズ PSK を PMK
に必要な 256 ビット値に変換します。 PSK モードでは、802.11i で定義された 4 ウェイ ハンドシェ
イクを暗号キー管理に使用し、EAP 交換情報は使用しません。 RADIUS サーバと EAP メソッド
（EAP-TLS、LEAP）を使用しないため、PSK モードのセキュリティは高くありません。 PSK は、
セキュリティの低下と引き換えに認証サーバ（RADIUS）のセットアップを不要にするために使
用します。 802.11i の仕様では、パス フレーズが 20 文字より少ない場合セキュリティが低いと見
なせる可能性があることが示されています。これは、4 ウェイ ハンドシェイクがキャプチャされ
るとオフラインの辞書攻撃によってパスフレーズが簡単に解読されるためです。 問題は、ベン
ダーが 20 文字のパス フレーズを生成、管理できる使いやすいツールを提供していないことです。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、事前共有キー（PSK）モードの使用を検出し、より安全な 802.1x EAP ベースの
キー管理および認証システムに切替えることを推奨します。 PSK モードのキー管理を引き続き採
用する場合は、使用するパスフレーズが20文字より長く、辞書の単語を侵害しないようにして、
潜在的な攻撃を回避してください。

侵入検知：DoS 攻撃
ワイヤレス DoS（サービス拒否）攻撃は、レイヤ 1 またはレイヤ 2 における WLAN のさまざまな
脆弱性を悪用してワイヤレス サービスを妨害することを狙いとしています。 DoS 攻撃は、物理的
な RF 環境、アクセス ポイント、クライアント ステーション、またはバックエンド認証 RADIUS
サーバをターゲットとする可能性があります。 たとえば、オフィスがある建物の外部から、高出
力指向性アンテナを使用した遠隔 RF 電波妨害攻撃が行われることがあります。 侵入者が使用す
る攻撃ツールは、スプーフされた 802.11 管理フレームやスプーフされた 802.1x 認証フレームなど
のハッキング技法、または単に総当たりのパケット フラッディング方法を利用します。
このような攻撃の中には、ワイヤレスの特性とワイヤレス プロトコル標準を対象にするものがあ
ります。 このため、シスコは、このような攻撃の多くを未然に防ぐため、802.11i のベースとなる
管理フレーム保護を開発しました。 （MFP の詳細については、Cisco Prime Infrastructure オンライ
ン ヘルプを参照してください）。wIPS は、攻撃シグニチャの照合が行われる早期検知システムに
よってこのソリューションに寄与しています。 wIPS の DoS 検出機能は WLAN レイヤ 1（物理層）
とレイヤ 2（データ リンク層、802.11、802.1x）を対象にしています。 強力な WLAN 認証および
暗号化メカニズムが採用されている場合、上位層（IP 層以上）への DoS 攻撃が困難になります。
wIPS サーバでは強力な認証および暗号化ポリシーを検証することで、WLAN 防衛が強化されま
す。 さらに、Dos 攻撃およびセキュリティ突破に対する wIPS の侵入検知は、潜在的なワイヤレ
ス攻撃に対する毎日 24 時間年中無休の完璧なモニタリングを提供します。
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DoS 攻撃には、次の 3 種類のサブカテゴリがあります。
• アクセス ポイントに対する DoS 攻撃, （13 ページ）
• インフラストラクチャに対する DoS 攻撃, （18 ページ）
• クライアント ステーションに対する DoS 攻撃, （22 ページ）

アクセス ポイントに対する DoS 攻撃
アクセス ポイントに対する DoS 攻撃は主に次の事項を前提として実行されます。
• アクセス ポイントのリソースが限られている （クライアントごとのアソシエーション ステー
ト テーブルなど）。
• WLAN 管理フレームおよび認証プロトコル 802.11 と 802.1x に暗号化メカニズムがない。
ワイヤレス侵入者は、スプーフした MAC アドレスを使って多数のワイヤレス クライアントをエ
ミュレートし、アクセス ポイントのリソース（最も重要なものとしてクライアント アソシエー
ション テーブル）を枯渇させます。 エミュレートされた各クライアントはターゲット アクセス
ポイントとのアソシエートと認証を試行しますが、プロトコル トランザクションは未完了のまま
になります。 アクセス ポイント リソースとクライアント アソシエーション テーブルがこのよう
なエミュレートされたクライアントとその未完了認証ステートでいっぱいになるため、攻撃を受
けたアクセス ポイントは正規のクライアントに対処できなくなります。 このようにして DoS 攻
撃が成立します。
wIPS はクライアント認証プロセスを追跡し、アクセス ポイントに対する DoS 攻撃シグニチャを
特定します。 未完了の認証およびアソシエーションのトランザクションが検出されると、攻撃検
知および統計的シグニチャ照合プロセスが開始されます。 DoS 攻撃が検出されると wIPS アラー
ムが発行されます。このアラームには、標準のアラーム詳細記述とターゲット デバイス情報が含
まれます。
また、Cisco 管理フレーム保護（MFP）は、フレームとデバイスのスプーフィングに対して完全な
予防的保護を提供します。 MFP の詳細については、Prime Infrastructure オンライン ヘルプを参照
してください。
アクセス ポイントに対する DoS 攻撃には、次のタイプがあります。

アラームの説明と考えられる原因
この DoS （サービス拒否）攻撃では、アクセス ポイントに大量のスプーフィングされたクライア
ント アソシエーションを送り付け、アクセス ポイントのリソース（特にクライアント アソシエー
ション テーブル）を枯渇させます。 802.11 層では共有キー認証に欠陥があるため、この認証が使
用されることはほとんどありません。 別の方法として、802.1x や VPN などの高度な認証を利用
するオープン認証（Null 認証）が使用されることがあります。 オープン認証では、すべてのクラ
イアントを認証してアソシエートできます。 攻撃者はこの脆弱性を利用して大量のクライアント
をエミュレートし、多数のクライアントを状態 3 にしてターゲット AP のクライアント アソシエー
ション テーブルのフラッディングを発生させます（以下を参照）。 クライアント アソシエーショ
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ン テーブルがオーバーフローすると、正規のクライアントをアソシエートできなくなり、DoS 攻
撃が成立します。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS 攻撃を検出するために、クライアントのアソシエートが正
常に完了した後で、スプーフされた MAC アドレスを検出し、802.1x アクションとデータ通信を
追跡します。 Cisco Adaptive Wireless IPS によりこの攻撃が報告されたら、このアクセス ポイント
にログオンし、アソシエーションテーブルでクライアントアソシエーションの数を検査します。
また、Cisco 管理フレーム保護（MFP）は、フレームとデバイスのスプーフィングに対して完全な
予防的保護を提供します。 MFP の詳細については、『Cisco Prime Infrastructure Configuration Guide』
またはオンライン ヘルプを参照してください。
•

DoS 攻撃：アソシエーション テーブル オーバーフロー
アラームの説明と考えられる原因
ワイヤレス侵入者は、スプーフした MAC アドレスを使って多数のワイヤレス クライアントを偽
装し、アクセス ポイントのリソース（最も重要なのものとしてクライアント アソシエーション
テーブル）を枯渇させます。 それぞれの偽装クライアントがターゲット アクセス ポイントとの
アソシエートと認証を試行します。 通常、802.11 認証は完了します。これは、ほとんどのデプロ
イメントでは 802.11 オープン システム認証（Null 認証プロセス）が採用されているためです。
このような偽装クライアントとのアソシエートの後に認証プロセスが実行されます。 ただし偽装
クライアントは 802.1x や VPN のような高度な認証は行わないため、プロトコル トランザクショ
ンが未完了状態になります。この時点で、攻撃を受けたアクセスポイントでは各偽装クライアン
トのステートがクライアント アソシエーション テーブルに維持されます。 アクセス ポイントの
リソースとクライアントアソシエーションテーブルがこのような偽装クライアントとそのステー
ト情報でいっぱいになるため、攻撃を受けたアクセス ポイントは正規のクライアントに対処でき
なくなります。 このようにして DoS 攻撃が成立します。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はクライアント認証プロセスを追跡し、アクセス ポイントに対する
DoS 攻撃シグニチャを特定します。 未完了の認証およびアソシエーションのトランザクションが
検出されると、Cisco Adaptive Wireless IPS 攻撃検知および統計的シグニチャ照合プロセスが開始
されます。

DoS 攻撃：認証フラッディング
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 は、ステーションの認証およびアソシエーション ステータスをトラッキングするため
のクライアント ステート マシンを定義しています。 ワイヤレス クライアントとアクセス ポイン
トは、IEEE 標準に準拠してこのようなステート マシンを実装しています（次の図を参照）。 ア
クセス ポイントでは各クライアントのステートがアクセス ポイントのクライアント テーブル（ア
ソシエーションテーブル）に記録されます。この記録されるステートのサイズは制限されていま
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す。この制限は、ハードコーディングされた数値または物理メモリ制約に基づく数値のいずれか
です。
この DoS 攻撃は、多数のクライアント ステーションを偽装（MAC アドレス スプーフィング）し
てアクセス ポイントに認証要求を送信し、アクセス ポイントのクライアント ステート テーブル
（アソシエーション テーブル）のフラッディングを引き起こします。 ターゲット アクセス ポイ
ントでは、個々の認証要求を受け取るたびにアソシエーション テーブルに状態 1 のクライアント
項目が作成されます。 オープン システム認証が使用されているアクセス ポイントは、認証成功
フレームを戻し、クライアントを状態 2 にします。 共有キー認証が使用されているアクセス ポイ
ントは、攻撃者が偽装しているクライアントに認証チャレンジを送信します。この場合攻撃者か
ら応答はありません。 この場合アクセス ポイントはクライアントを状態 1 のままにします。 い
ずれの場合でも、アクセス ポイントに状態 1 または状態 2 のクライアントが多数あり、アクセス
ポイント アソシエーション テーブルがいっぱいになります。 テーブルが上限に達すると、正規
のクライアントがこのアクセスポイントに対して認証およびアソシエートできなくなります。こ
れにより DoS 攻撃が成立します。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS 攻撃を検出するため、クライアントの認証ステートとアソ
シエーション ステートを追跡します。 アラームが生成されると、攻撃を受けたアクセス ポイン
トが特定されます。 WLAN セキュリティ アナリストは、そのアクセス ポイントにログインして
現在のアソシエーション テーブルのステータスを確認できます。

DoS 攻撃：EAPOL-Start 攻撃
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.1x 標準では、Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）を使用して認証プロ
トコルが定義されています。 802.1x プロトコルは、クライアント ステーションから送信された
EAPOL-Start フレームで認証トランザクションを開始します。 アクセス ポイントは EAPOL-Start
フレームに対し EAP-Identity-Request および内部リソース割り当てによって応答します。
攻撃者は、アクセス ポイントに EAPOL-Start フレームを大量に送り付け、アクセス ポイント内部
リソースを枯渇させることでアクセス ポイントを妨害しようとします。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS（サービス拒否）攻撃を検出するため、802.1x 認証ステー
ト遷移および特定の攻撃シグニチャを追跡します。

DoS 攻撃：PS ポール フラッド攻撃
アラームの説明と考えられる原因
電源管理は、おそらくワイヤレス LAN デバイスにおいて最も重要な機能の 1 つです。 電源管理
は、ステーションを長期にわたり省電力モードで維持し、アクセス ポイントから特定の間隔での
みデータを受信するようにすることで、電力を節約します。ワイヤレスクライアントはアクセス
ポイントに対し、スリープ モード（省電力モード）になる期間の長さを通知する必要がありま
す。この期間が終わるとクライアントは再起動し、待機データフレームがあるかどうかを確認し
ます。 アクセス ポイントとのハンドシェイクが完了すると、データ フレームを受信します。 ア
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クセスポイントからのビーコンには、クライアントが再起動してマルチキャストトラフィックを
受け入れる必要がある時点でクライアントにその旨を通知する Delivery Traffic Indication Map
（DTIM）も含まれています。
アクセス ポイントは引き続き、スリープ中のワイヤレス クライアントのためにデータ フレーム
をバッファします。 アクセス ポイントは Traffic Indication Map（TIM）を使用してワイヤレス ク
ライアントに対しアクセス ポイントにデータがバッファされていることを通知します。 マルチ
キャスト フレームは、DTIM を通知するビーコンの後に送信されます。
クライアントは、PS-Poll フレームを使用してアクセス ポイントへバッファ フレームを配信する
ことを要求します。 すべての PS-Poll フレームに対し、アクセス ポイントはデータ フレームで応
答します。ワイヤレスクライアントのためにバッファされているフレームが多数ある場合、アク
セス ポイントはフレーム応答のデータ ビットを設定します。 その後、クライアントは次のデー
タ フレームを取得するために別の PS-Poll フレームを送信します。 この処理は、バッファされた
データをすべて受信するまで行われます。
ハッカーがワイヤレス クライアントの MAC アドレスをスプーフし、大量の PS-Poll フレームを送
信することがあります。 この場合アクセス ポイントはバッファ データ フレームをワイヤレス ク
ライアントに送信します。実際には、クライアントは省電力モードになっておりデータフレーム
を受信しないことがあります。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、ワイヤレス クライアントが正規のデータを失う可能性があるこの
DoS 攻撃を検出できます。 デバイスを特定し、適切な手順でワイヤレス環境からそのデバイスを
削除します。 また、Cisco 管理フレーム保護（MFP）は、フレームとデバイスのスプーフィング
に対して完全な予防的保護を提供します。 MFP の詳細については、『Cisco Prime Infrastructure
Configuration Guide』またはオンライン ヘルプを参照してください。

DoS 攻撃：プローブ要求フラッド
アラームの説明と考えられる原因
この DoS 攻撃では、攻撃者は存在しないクライアントに供給するワイヤレス パケットの一定のス
トリームをターゲット AP に処理させます。 プローブ要求フラッドの間、攻撃者は特定の AP を
対象にした大量のプローブ要求を生成します。 一般的なワイヤレスの設計では、AP がプローブ
応答を送信することでプローブ要求に応答するように指定します。この応答には、企業ネットワー
クに関する情報が含まれます。 フラッド攻撃中に大量のプローブ要求が送信されるため、AP は
連続的に応答するためにスタックします。そのため、その AP に依存しているすべてのクライア
ントのサービスが拒否されます。
wIPS による解決
wIPS サーバは、検出されたプローブ要求フレームのレベルをモニタして、しきい値を超えた場合
にプローブ要求フラッドアラームを生成します。要求が有効な場合でも、大量のフレームが原因
でワイヤレス アクティビティに問題が生じることがあります。 その結果、問題となっているフ
レームの発生源を特定して、企業環境から削除する必要があります。
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DoS 攻撃：再アソシエーション要求フラッド
アラームの説明と考えられる原因
この DoS 攻撃では、AP に大量のエミュレートおよびスプーフィングされたクライアント再アソ
シエーションを送り付け、AP のリソース（特にクライアント アソシエーション テーブル）を枯
渇させます。 802.11 層では共有キー認証に欠陥があるため、今後はこの認証が使用されることは
ほとんどありません。 唯一の代替策は、802.1x や VPN などの高度な認証を利用するオープン認
証（Null 認証）です。 オープン認証では、すべてのクライアントを認証してアソシエートできま
す。 攻撃者はこの脆弱性を利用して大量のクライアントをエミュレートし、多数のクライアント
を状態 3 にしてターゲット AP のクライアント アソシエーション テーブルのフラッディングを発
生させます（以下を参照）。 クライアント アソシエーション テーブルがオーバーフローすると、
正規のクライアントをアソシエートできなくなり、DoS 攻撃が成立します。
wIPS による解決
wIPS サーバは、ネットワークの再アソシエーション要求のレベルをモニタして、しきい値を超え
た場合にこのアラームを生成します。

DoS 攻撃：未認証アソシエーション
アラームの説明と考えられる原因
この DoS 攻撃では、アクセス ポイントに大量のスプーフィングされた偽装のクライアント アソ
シエーションを送り付け、アクセス ポイントのリソース（特にクライアント アソシエーション
テーブル）を枯渇させます。 802.11 層では共有キー認証に欠陥があるため、この認証が使用され
ることはほとんどありません。 別の方法として、802.1x や VPN などの高度な認証を利用するオー
プン認証（Null 認証）が使用されることがあります。 オープン認証では、すべてのクライアント
を認証してアソシエートできます。 攻撃者はこの脆弱性を利用して大量のクライアントを偽装
し、多数のクライアントを状態 3 にしてターゲット AP のクライアント アソシエーション テーブ
ルのフラッディングを発生させます（以下を参照）。 クライアント アソシエーション テーブル
がオーバーフローすると、正規のクライアントをアソシエートできなくなり、DoS 攻撃が成立し
ます。
wIPS による解決
DoS 攻撃には、それを封じ込める大半の方法が通用しないという特徴があります。 未認証アソシ
エーション攻撃も例外ではありません。 膨大な数の MAC アドレスをランダムに生成しそれらを
アソシエーションフレームに仕立ててターゲットのアクセスポイントに迅速に送信する攻撃者が
存在します。この種の攻撃に対するワイヤレス封じ込めは、明らかに不可能です。どのような方
法があるでしょうか。
攻撃の原因の特定が最善策です。
• ワイヤレス アナライザを使用して、攻撃が送信されているチャネルをロックします。
• アソシエーション フレームのストリーミングが表示されるので、それらのフレームから信号
強度をの値を記録しておきます。
• これらの信号強度の数値を使用して、攻撃が生成されていると見られる領域を探りながら、
攻撃の発生源を特定します。
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インフラストラクチャに対する DoS 攻撃
アクセス ポイントやクライアント ステーションに対する攻撃の他に、ワイヤレス侵入者は RF ス
ペクトラムまたはバックエンド認証 RADIUS サーバをターゲットにして DoS（サービス拒否）攻
撃を行うことがあります。 離れた場所から高出力アンテナを使って RF ノイズを発生させること
で、RF スペクトラムを容易に妨害できます。 DDoS（分散型サービス拒否）攻撃で複数のワイヤ
レス攻撃者がバックエンド RADIUS サーバに対して認証要求を送り付けると、この RADIUS サー
バが過負荷になります。 この攻撃を行う上では、認証の成功は必要ありません。
インフラストラクチャに対する DoS 攻撃には、次のタイプがあります。

DoS 攻撃：ビーコン フラッド
アラームの説明と考えられる原因
DoS 形式の攻撃では、攻撃者は、有効な AP とステーション間の新しいアソシエーションを妨げ
ることで、企業の全体的なインフラストラクチャのアクティビティを阻害できます。 通常、企業
AP は、範囲内にあるすべての受信者にビーコン フレームをブロードキャストし、ユーザにネッ
トワークの存在を知らせます。 このビーコンを受信すると、ステーションは各自の設定を打診
し、これが適切なネットワークであることを確認できます。ビーコンフラッド攻撃では、ネット
ワークをアクティブに探しているステーションは、異なる MAC アドレスと SSID を使用して生成
されたビーコンでネットワークから攻撃されます。 このフラッドによって、有効なクライアント
は企業 AP によって送信されるビーコンを検出できなくなり、DoS 攻撃を受けることになります。
wIPS による解決
wIPS サーバは、検出されたビーコン フレームのレベルをモニタして、しきい値を超えた場合に
ビーコン フラッド アラームを生成します。 ビーコンが有効な場合でも、大量のフレームが原因
でワイヤレス アクティビティに問題が生じることがあります。 その結果、問題となっているフ
レームの発生源を特定して、企業環境から削除する必要があります。

DoS 攻撃：CTS フラッディング
攻撃ツール：CTS Jack
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 標準には、ステーションによる RF 媒体へのアクセスを制御する RTS/CTS
（Request-To-Send/Clear-To-Send）機能がオプションとして含まれています。 送信準備が整ったワ
イヤレス デバイスは、指定された期間にわたって RF 媒体への送信権限を獲得するため、RTS フ
レームを送信します。 レシーバは同じ期間の CTS フレームを送信して RF 媒体への権限をトラン
スミッタに付与します。 CTS フレームを監視するワイヤレス デバイスはすべて、競合がない状態
で送信できるようにトランスミッタに対してこの媒体を生成します。
ワイヤレス DoS 攻撃を行うハッカーが、CTS フレームに付与された特権を悪用して RF 媒体を送
信用に予約することがあります。 攻撃者はバックツーバック CTS フレームを送信することで、攻
撃者が CTS フレームの送信をやめるまで RF 媒体を共有する他のワイヤレス デバイスが送信を行
わないようにできます。
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wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は DoS 攻撃のための CTS フレームの不正使用を検出します。

DoS 攻撃: Destruction 攻撃
アラームの説明と考えられる原因
MDK3 はハッキング ツールのスイートであり、ユーザは企業のインフラストラクチャに対して多
数の異なるセキュリティ突破方式を利用することができます。 MDK3-Destruction モードは、ワイ
ヤレス導入を効果的かつ完全にシャットダウンするために一連のツールを使用するスイートの特
定の実装です。 MDK-Destruction 攻撃の間、ツールは次のことを同時に行います。
• ビーコン フラッド攻撃を開始して、環境内に疑似 AP を作成する。
• 有効な企業 AP に対する認証フラッド攻撃を開始し、企業 AP のクライアントへのサービス
機能を阻止して、有効なクライアントとのアクティブな接続をすべて切断します。
追加の機能拡張により、ツールを使用して、ビーコン フラッドで生成された疑似 AP に有効なク
ライアントを接続できるため、環境内でさらなる混乱が生じます。
wIPS による解決
wIPS サーバは、MDK3-Destruction 攻撃の症状の組み合わせをモニタして、検出時にアラームを生
成します。 この攻撃はワイヤレス導入に多大な影響を及ぼす可能性があるため、通常のネット
ワーク オペレーションを再開するために、攻撃の発生源を特定し、ただちに削除することを強く
推奨します。

DoS 攻撃：クイーンズランド工科大学により検出された脆弱性
Denial of Service Vulnerability in IEEE 802.11 Wireless Devices: US-CERT VU#106678 & Aus-CERT
AA-2004.02
アラームの説明と考えられる原因
802.11 WLAN デバイスは、基本アクセス メカニズムとしてキャリア検知多重アクセス/衝突回避
（CSMA/CA）を採用しています。このメカニズムでは、WLAN デバイスが送信開始前に媒体を
待機し、すでに実行中の送信を検出するとバックオフします。 衝突回避では、媒体が送信可能に
なる前の時点で物理検知メカニズムと Network Allocation Vector（NAV）を含む仮想検知メカニズ
ムが組み合わせられます。 DSSS プロトコルのクリア チャネル アセスメント（CCA）は、WLAN
チャネルがクリアであり 802.11b デバイスがこのチャネルを介して送信できるかどうかを判断し
ます。
802.11b プロトコル標準に DoS 無線周波数電波妨害攻撃を可能にする脆弱性があることが、オー
ストラリアのブリスベンにあるクイーンズランド工科大学 Information Security Research Centre 所属
の Mark Looi、Christian Wullems、Kevin Tham、および Jason Smith により明らかになりました。
この攻撃では特に CCA 機能が攻撃を受けます。 AusCERT の勧告では「この脆弱性に対する攻撃
では、物理層の CCA 機能が悪用され、攻撃中に範囲内のすべての WLAN ノード（クライアント
とアクセスポイントの両方）によるデータ送信が遅延します。攻撃を受けたデバイスは、チャネ
ルが使用中であるかのように動作し、ワイヤレス ネットワーク経由でのデータ送信が妨害されま
す。」と述べられています。
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この DoS 攻撃は、IEEE 802.11、802.11b、および低速（20 Mbps 以下）802.11g ワイヤレス デバイ
スを含む DSSS WLAN デバイスに影響します。 IEEE 802.11a（OFDM を使用）、高速（OFDM 使
用で 20 Mbps を上回る速度）802.11g ワイヤレス デバイスはこの攻撃の影響を受けません。 FHSS
を使用するデバイスは影響を受けません。
攻撃者は WLAN カードを装着したラップトップや PDA を使い、SOHO WLAN と企業 WLAN に
対してこの攻撃を行うことができます。 この DoS 攻撃に対する唯一の回避策は、802.11a プロト
コルに切り替えることです。
この DoS 攻撃の詳細については、以下を参照してください。
• http://www.auscert.org.au/render.html?it=4091
• http://www.qut.edu.au/institute-for-future-environments
• http://www.kb.cert.org/vuls/id/106678
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS 攻撃を検出すると、アラームを発行します。 原因デバイス
を特定し、適切な手順でワイヤレス環境からそのデバイスを削除します。

DoS 攻撃：RF 電波妨害攻撃
アラームの説明と考えられる原因
WLAN の信頼性と効率は、無線周波数（RF）媒体の品質に基づきます。 各 RF は RF ノイズの影
響を受けます。 この WLAN 脆弱性を利用する攻撃者は、「WLAN サービス妨害」と「AP ハード
ウェアの物理的な損傷」の 2 種類のDoS （サービス拒絶）攻撃を実行できます。
• WLAN サービスの妨害：無免許の 2.4 GHz スペクトラムでは、攻撃が意図的ではないことが
あります。 コードレス電話、Bluetooth デバイス、電子レンジ、ワイヤレス監視ビデオ カメ
ラ、ベビー モニタなどはすべて RF エネルギーを放出し、WLAN サービスを妨害する可能性
があります。 悪意のある攻撃では、高出力指向性アンテナを使い 2.4 GHz または 5 GHz スペ
クトラムで RF 出力を操作し、遠隔から攻撃の影響を増幅させることができます。 自由空間
と建物内での減衰により、建物から 300 フィート離れた位置にある 1-kW 電波妨害デバイス
は、オフィス エリアへ 50 ～ 100 フィートの電波妨害が可能です。 同じ 1-kW 電波妨害デバ
イスを建物の中に配置すると、オフィス エリアへ 180 フィートの電波妨害が可能です。 攻
撃中は、ターゲット エリア内の WLAN デバイスはワイヤレス サービスを利用できません。
• 物理的な損傷を受けた AP ハードウェア：攻撃者は指向性高利得アンテナを備えた高出力ト
ランスミッタをアクセス ポイントから 30 ヤード離れた位置で使い、アクセス ポイント内の
電子部品に損害を与え、アクセス ポイントを永久に使用不能にするのに十分な高出力 RF 出
力を発生できます。 このような高エネルギー RF（HERF）ガンは効果的であり、安価で製作
できます。
wIPS による解決
RF に基づく妨害と同様に、これを解決する最善の方法は、RF 電波妨害アラームの原因デバイス
を物理的に特定し、オフラインにすることです。 または Cisco CleanAir とシグニチャ ライブラリ
を使用すると、このデバイスの詳しい情報を取得できます。
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• このアラームをトリガーした wIPS アクセス ポイントを検出します。
• 移動式スペクトル アナライザを使用して周辺を探りながら、妨害電波の発生源を特定しま
す。
• デバイスを見つけたら、デバイスの電源を切るか WLAN に影響を与えない領域に移動しま
す。

DoS 攻撃：RTS フラッディング
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 標準には、ステーションによる RF 媒体へのアクセスを制御する RTS/CTS
（Request-To-Send/Clear-To-Send）機能がオプションとして含まれています。 送信準備が整ったワ
イヤレス デバイスは、指定された期間にわたって RF 媒体への送信権限を獲得するため、RTS フ
レームを送信します。 レシーバは同じ期間の CTS フレームを送信して RF 媒体への権限をトラン
スミッタに付与します。 CTS フレームを監視するワイヤレス デバイスはすべて、競合がない状態
で送信できるようにトランスミッタに対してこの RF 媒体を生成します。
ワイヤレス DoS 攻撃を行うハッカーが、CTS フレームに付与された特権を悪用して RF 媒体を送
信用に予約することがあります。 攻撃者は大きな送信期間テキスト ボックスを含むバックツー
バック RTS フレームを送信して無線媒体を予約し、RF 媒体を共有する他のワイヤレス デバイス
が送信を行わないようにします。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は DoS 攻撃のための RTS フレームの不正使用を検出します。

DoS 攻撃：仮想キャリア攻撃
アラームの説明と考えられる原因
仮想キャリア検知攻撃を実行するには、ランダムな持続時間値を定期的に送信できるように 802.11
MAC 層実装を改ざんします。 この攻撃は ACK、データ、RTS、および CTS フレームに対し、大
きな持続時間値を使用して実行されます。 これにより攻撃者は正規ユーザに対しチャネルへのア
クセスを妨害できます。 通常の状況では、ACK フレームに大きな持続時間値が含まれているの
は、ACK がフラグメンテーション パケット シーケンスの一部である場合だけです。 データ フ
レームに大きな持続時間値が含まれているのは、そのデータフレームがフラグメンテーションパ
ケット交換の一部である場合だけです。
この攻撃への対処の 1 つとして、ノードにより受け入れられる持続時間値を制限する方法があり
ます。 この制限を超える大きな持続時間値が含まれているパケットはすべて、最大許容値になる
ように切り捨てられます。 ロー キャップ値とハイ キャップ値が使用されます。 ロー キャップの
値は、ACK フレームの送信に必要な時間にフレームのメディア アクセス バックオフを加算した
値です。 ロー キャップが使用されるのは、監視対象パケットの後に送信可能なパケットが ACK
または CTS のみである場合です。 これには、RTS およびすべての管理（アソシエーションなど）
フレームが含まれます。 ハイ キャップが使用されるのは、監視対象フレームの後にデータ パケッ
トが送信可能である場合です。この場合の制限には、最大データフレームの送信に必要な時間と
そのフレームのメディア アクセス バックオフが含まれている必要があります。 ハイ キャップを

Cisco Wireless Intrusion Prevention System コンフィギュレーション ガイド リリース 7.6
OL-29331-01

21

wIPS ポリシー アラーム リファレンス
侵入検知：DoS 攻撃

使用する必要があるのは、ACK 監視時（ACK が MAC レベルのフラグメンテーション パケット
の一部である可能性があるため）と CTS 監視時です。
RTS フレーム受信するステーションはデータ フレームも受信します。 IEEE 802.11 標準では、後
続の CTS フレームとデータ フレームの正確な時間が指定されています。 次のデータ フレームが
受信されるかまたは受信されない時点まで、RTS の持続時間値が順守されます。 監視対象 CTS が
非請求であるか、または監視ノードが隠れ端末です。 この CTS が有効な範囲内のステーション宛
てである場合、有効なステーションは持続時間がゼロの Null ファンクション フレームを送信する
ことでこれを無効にできます。 この CTS が範囲外のステーション宛てである場合、防御策の 1 つ
として、暗号を使用して署名された前の RTS のコピーを含む認証済み CTS フレームを導入する方
法があります。 この方法では、オーバーヘッドまたはフィジビリティの問題が発生する可能性が
あります。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS（サービス拒絶）攻撃を検出します。 デバイスを特定し、
適切な手順でワイヤレス環境からそのデバイスを削除します。

クライアント ステーションに対する DoS 攻撃
ワイヤレス クライアント ステーションに対する DoS 攻撃は通常、802.11 管理フレームと 802.1x
認証プロトコルには暗号化メカニズムがないためスプーフィングが可能である、という事実に基
づいて実施されます。 たとえば、ワイヤレス侵入者はアクセス ポイントからクライアント ステー
ションへの 802.11 ディスアソシエーション フレームまたは認証解除フレームを継続的にスプー
フィングすることで、クライアント ステーションへのサービスを妨害できます。
802.11 認証およびアソシエーション ステート攻撃の他に、802.1x 認証でも同様の攻撃シナリオが
あります。 たとえば 802.1x EAP-Failure メッセージまたは EAP-logoff メッセージは暗号化されて
いないため、これらをスプーフして 802.1x 認証済みステートを妨害し、ワイヤレス サービスを妨
害できます。
Cisco Adaptive Wireless IPS はクライアント認証プロセスを追跡し、DoS 攻撃シグニチャを特定し
ます。 未完了の認証およびアソシエーションのトランザクションが検出されると、攻撃検知およ
び統計的シグニチャ照合プロセスが開始されます。 DoS 攻撃が検出されると wIPS アラームが発
行されます。このアラームには、標準のアラーム詳細記述とターゲット デバイス情報が含まれま
す。
クライアント ステーションに対する DoS 攻撃には、次のタイプがあります。

DoS 攻撃：認証失敗攻撃
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 は、ステーションの認証およびアソシエーション ステータスをトラッキングするため
のクライアント ステート マシンを定義しています。 ワイヤレス クライアントとアクセス ポイン
トは IEEE 標準に基づいてこのクライアント ステート マシンを実装します（次の図を参照）。 適
切にアソシエートされたクライアント ステーションは状態 3 のままとなり、ワイヤレス通信を続
行します。 状態 1 および状態 2 のクライアント ステーションは、認証され状態 3 にアソシエート
されるまでは WLAN データ通信プロセスに参加できません。 IEEE 802.11 ではオープン システム
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認証と共有キー認証という 2 種類の認証サービスが定義されています。 ワイヤレス クライアント
はいずれかの認証プロセスによってアクセス ポイントにアソシエートされます。
DoS（サービス拒否）攻撃では、状態 3 のアソシエートされているクライアントからアクセス ポ
イントへ送信される無効な認証要求フレームが（不正な認証サービスおよびステータス コード
で）スプーフされます。 アクセス ポイントは無効な認証要求を受信するとクライアントを状態 1
に更新しますが、これによりクライアント ワイヤレス サービスが切断されます。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、この DoS 攻撃を検出するためスプーフィング MAC アドレスと認
証失敗をモニタします。このアラームは侵入が試みられたことを示すこともあります。アクセス
ポイントとの認証段階でワイヤレス クライアントの失敗回数が多すぎると、サーバは侵入者がセ
キュリティを侵害しようとしている可能性を示すため、このアラームを生成します。

（注）

このアラームは、802.11 の認証方式（オープン システムおよび共有キーなど）を対象にして
います。 802.1x および EAP ベースの認証は、他のアラームによってモニタされます。

DoS 攻撃：ブロック ACK フラッド
アラームの説明と考えられる原因
この DoS 攻撃では、攻撃者は 802.11n AP を妨害し、特定の有効な企業クライアントからフレーム
を受信できないようにします。 802.11n 規格の導入に伴い、クライアントがフレームの大きなブ
ロックをセグメントに分割することなく、同時に送信することができるトランザクション メカニ
ズムが導入されました。 この交換を開始するために、クライアントは、送信ブロックのサイズを
AP に知らせるシーケンス番号が含まれている Add Block Acknowledgement（ADDBA）を AP に送
信します。 AP は指定されているシーケンス内のすべてのフレームを受け入れ（範囲外のフレー
ムはすべて削除し）、トランザクションが完了したら BlockACK メッセージをクライアントに送
信します。
攻撃者はこのプロセスを悪用するために、有効なクライアントの MAC アドレスをスプーフィン
グしている間に無効な ADDBA フレームを送信できます。 このプロセスにより、AP は無効なフ
レーム範囲の終わりに達するまで、クライアントから送信される有効なトラフィックを無視する
ことになります。
wIPS による解決
wIPS サーバは、スプーフされたクライアント情報の兆候を確認するため Block ACK トランザク
ションをモニタします。 攻撃者がブロック ACK 攻撃を開始しようとしていることが検出される
と、アラームが生成されます。 危険性のあるデバイスを特定し、特定したら早急にワイヤレス環
境からそのデバイスを削除することを推奨します。

DoS 攻撃: 認証解除ブロードキャスト
攻撃ツール：WLAN Jack、Void11、Hunter Killer
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アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 は、ステーションの認証およびアソシエーション ステータスをトラッキングするため
のクライアント ステート マシンを定義しています。 ワイヤレス クライアントとアクセス ポイン
トは、IEEE 標準に従ってこのステート マシンを実装します。 適切にアソシエートされたクライ
アント ステーションは状態 3 のままとなり、ワイヤレス通信を続行します。 状態 1 および状態 2
のクライアント ステーションは、認証され状態 3 にアソシエートされるまでは WLAN データ通
信に参加できません。
この DoS 攻撃では、アクセス ポイントからブロードキャスト アドレスへの認証解除フレームを
スプーフして、アクセス ポイントのすべてのクライアントを状態 1（未アソシエートまたは未認
証）にします。現在のクライアントアダプタ実装では、この攻撃は複数クライアントに対してワ
イヤレスサービスを妨害する点で非常に効果的であり即効性があります。通常、攻撃者が別のデ
アソシエーションフレームを送信するまで、クライアントステーションはアソシエーションと認
証を再度実行してサービスを回復します。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS 攻撃を検出するため、スプーフィングされた認証解除フレー
ムを検出し、クライアントの認証ステートとアソシエーションステートを追跡します。アラーム
が生成されると、攻撃を受けたアクセス ポイントが特定されます。 WLAN セキュリティ アナリ
ストは、そのアクセスポイントにログインして現在のアソシエーションテーブルのステータスを
確認できます。
また、Cisco 管理フレーム保護（MFP）は、MAC のスプーフィングに対して完全な予防的保護を
提供します。 MFP の詳細については、『Cisco Prime Infrastructure Configuration Guide』またはオン
ライン ヘルプを参照してください。

DoS 攻撃：認証解除フラッディング
攻撃ツール：WLAN Jack、Void11
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 は、ステーションの認証およびアソシエーション ステータスをトラッキングするため
のクライアント ステート マシンを定義しています。 ワイヤレス クライアントとアクセス ポイン
トは、IEEE 標準に従ってこのステート マシンを実装します。 適切にアソシエートされたクライ
アント ステーションは状態 3 のままとなり、ワイヤレス通信を続行します。 状態 1 および状態 2
のクライアント ステーションは、認証され状態 3 にアソシエートされるまでは WLAN データ通
信に参加できません。
この DoS 攻撃では、アクセス ポイントからクライアント ユニキャスト アドレスへの認証解除フ
レームをスプーフィングして、アクセス ポイントのクライアントを状態 1（未アソシエートまた
は未認証）にします。現在のクライアントアダプタ実装では、この攻撃はクライアントに対する
ワイヤレスサービスを妨害する点で非常に効果的かつ即効性があります。通常、攻撃者が別のデ
アソシエーションフレームを送信するまで、クライアントステーションはアソシエーションと認
証を再度実行してサービスを回復します。攻撃者は繰り返しディスアソシエーションフレームを
スプーフし、すべてのクライアントを使用不能な状態にします。
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wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS 攻撃を検出するため、スプーフィングされた認証解除フレー
ムを検出し、クライアントの認証ステートとアソシエーションステートを追跡します。アラーム
が生成されると、攻撃を受けたアクセス ポイントが特定されます。 WLAN セキュリティ オフィ
サは、アクセスポイントにログインして現在のアソシエーションテーブルのステータスを確認で
きます。

DoS 攻撃：アソシエート解除フラッディング
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.11 は、ステーションの認証およびアソシエーション ステータスをトラッキングするため
のクライアント ステート マシンを定義しています。 ワイヤレス クライアントとアクセス ポイン
トは、IEEE 標準に従ってこのステート マシンを実装します。 適切にアソシエートされたクライ
アント ステーションは状態 3 のままとなり、ワイヤレス通信を続行します。 状態 1 および状態 2
のクライアント ステーションは、認証され状態 3 にアソシエートされるまでは WLAN データ通
信に参加できません。
この DoS 攻撃では、アクセス ポイントからブロードキャスト アドレス（すべてのクライアント）
へのディスアソシエーションフレームをスプーフィングしてアクセスポイントのクライアントを
状態 2（未アソシエートまたは未認証）にします。 現在のクライアント アダプタ実装では、この
攻撃は複数クライアントに対してワイヤレス サービスを妨害する点で効果的かつ即効性がありま
す。 通常は、攻撃者が新たなディスアソシエーション フレームを送信するまで、クライアント
ステーションは再アソシエートしてサービスを回復します。 攻撃者は繰り返しディスアソシエー
ション フレームをスプーフし、すべてのクライアントを使用不能な状態にします。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はこの DoS 攻撃を検出するため、スプーフィングされた認証解除フレー
ムを検出し、クライアントの認証ステートとアソシエーションステートを追跡します。アラーム
が生成されると、攻撃を受けたアクセス ポイントが特定されます。 WLAN セキュリティ オフィ
サは、アクセスポイントにログインして現在のアソシエーションテーブルのステータスを確認で
きます。

DoS 攻撃：EAPOL-Logoff 攻撃
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.1x 標準では、Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）を使用して認証プロ
トコルが定義されています。 802.1x プロトコルは、認証トランザクションを開始する EAPOL-start
フレームで開始します。認証セッションの終了時にクライアントステーションがログオフすると
きに、クライアント ステーションは 802.1x EAPOL-logoff フレームを送信し、アクセス ポイント
とのセッションを終了します。
EAPOL-logoff フレームは認証されないため、攻撃者はこのフレームをスプーフし、ユーザをアク
セス ポイントからログオフさせることができます。これにより DoS 攻撃が成立します。 クライ
アント ステーションは、WLAN 経由での通信を試行するまで、アクセス ポイントからログオフ
されていることに気付きません。通常、クライアントステーションは切断された接続状態を検知
すると、再アソシエーションを行い自動で認証して、ワイヤレス接続を回復しようとします。 攻
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撃者はスプーフィング EAPOL-logoff フレームを継続的に送信することで、この攻撃の効果を維持
できます。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、FATA-jack の利用を検出するためスプーフィング MAC アドレスと
認証失敗をモニタします。このアラームは侵入が試みられたことを示すこともあります。アクセ
ス ポイントとの認証段階でワイヤレス クライアントの失敗回数が多すぎると、Cisco Adaptive
Wireless IPS はセキュリティを侵害しようとする侵入者の可能性を示すため、このアラームを生成
します。

（注）

このアラームは 802.11 認証方式（オープン システム、共有キーなど）を監視の対象とします。
EAP および 802.1x ベースの認証は、他のアラームによってモニタされます。

DoS 攻撃：FATA Jack ツールの検出
アラームの説明と考えられる原因
EEE 802.11 は、ステーションの認証およびアソシエーション ステータスをトラッキングするため
のクライアント ステート マシンを定義しています。 ワイヤレス クライアントとアクセス ポイン
トは IEEE 標準に基づいてこのステート マシンを実装します。 適切にアソシエートされたクライ
アント ステーションは状態 3 のままとなり、ワイヤレス通信を続行します。 状態 1 および状態 2
のクライアント ステーションは、認証され状態 3 にアソシエートされるまでは WLAN データ通
信プロセスに参加できません。 IEEE 802.11 ではオープン システム認証と共有キー認証という 2
種類の認証サービスが定義されています。ワイヤレスクライアントはいずれかの認証プロセスに
よってアクセス ポイントにアソシエートされます。
この DoS 攻撃では、状態 3 のアソシエートされているクライアントからアクセス ポイントへ送信
される無効な認証要求フレームが（不正な認証サービスおよびステータス コードで）スプーフさ
れます。 アクセス ポイントは無効な認証要求を受信するとクライアントを状態 1 に更新します
が、これによりクライアント ワイヤレス サービスが切断されます。
FATA-jack は、同様の攻撃を実行するために最もよく使用されるツールの 1 つです。 これは
WLAN-jack を改変したツールであり、認証失敗パケットと、前回の認証失敗の理由コードをワイ
ヤレス ステーションに送信します。 これは、アクセス ポイントの MAC アドレスをスプーフィン
グした後に行われます。 FATA-jack は最もアクティブな接続を閉じるため、時には、ユーザは通
常の処理を続行するためにステーションをリブートする必要があります。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、スプーフされた不完全な EAP-failure フレームと各クライアント ス
テーションおよびアクセス ポイントの 802.1x 認証ステートを追跡することで、この DoS 攻撃を
検出します。 デバイスを特定し、適切な手順でワイヤレス環境からそのデバイスを削除します。
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DoS 攻撃：不完全な EAP-Failure 攻撃
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.1x 標準では、Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）を使用して認証プロ
トコルが定義されています。 802.1x プロトコルは、認証トランザクションを開始する EAPOL-start
フレームで開始します。 バックエンド RADIUS サーバとの 802.1x 認証パケット交換が完了する
と、アクセス ポイントからクライアントに対し、認証の成功を示す EAP-success または失敗を示
す EAP-failure が送信されます。
IEEE 802.1X 仕様では、必要な相互認証が完了していない場合にクライアントによるインターフェ
イスの表示が禁止されています。 これにより、適切に実装された 802.1x クライアント ステーショ
ンが、不完全な EAP-success パケットを送信する疑似アクセス ポイントにだまされることを回避
できます。
攻撃者はアクセス ポイントからクライアントへの不完全な EAP-failure フレームを継続的にスプー
フしてクライアントの認証ステートを妨害し、クライアント インターフェイスが表示されないよ
うにします（DoS 攻撃の成立）。
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、スプーフされた不完全な EAP-success フレームと各クライアント
ステーションおよびアクセス ポイントの 802.1x 認証ステートを追跡することで、この DoS 攻撃
を検出します。 デバイスを特定し、適切な手順でワイヤレス環境からそのデバイスを削除しま
す。

侵入検知：セキュリティ突破
ワイヤレス侵入の 1 つに、WLAN 認証メカニズムを突破し、有線ネットワークまたはワイヤレス
デバイスへのアクセスを獲得するものがあります。認証方式への辞書攻撃は、アクセスポイント
に対する一般的な攻撃の 1 つです。 侵入者は、アクセス ポイントとのアソシエーション プロセ
ス中にワイヤレス クライアント ステーションを攻撃することもあります。 たとえば何も知らな
いワイヤレスクライアントに対する疑似アクセスポイント攻撃により、そのクライアントが疑似
アクセスポイントにアソシエートすることがあります。この攻撃によって、侵入者はワイヤレス
ステーションへのネットワークアクセスを取得して、ファイルシステムをハッキングできる可能
性があります。 その後、侵入者はそのステーションを使用して企業の有線ネットワークにアクセ
スできます。
セキュリティに対するこのような脅威は、相互認証と強力な暗号化手法を使用することで防止で
きます。 wIPS は弱いセキュリティ構成と侵入攻撃の試みを検出します。 wIPS は最良のセキュリ
ティポリシー実装を検証し、侵入の試みを検出することで強力なワイヤレスセキュリティ保護を
実現します。 このような脆弱性や攻撃の試みが検出されると、wIPS はこのような侵入の試みを管
理者に通知するアラームを生成します。
セキュリティ突破攻撃には、次のタイプがあります。
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ASLEAP ツール検出
アラームの説明と考えられる原因
暗号化に静的 WEP キーを使用する WLAN デバイスは WEP キー クラッキング攻撃に対して脆弱
です。
シスコは、既存の 802.1x フレームワークを利用して WEP キー攻撃を回避する LEAP（Lightweight
Extensible Authentication Protocol）を導入しました。 Cisco LEAP ソリューションには、セッション
ごとまたはユーザ キーに基づいて動的な相互認証と設定可能な WEP セッション キー タイムアウ
トが含まれています。 LEAP ソリューションは安定したセキュリティ ソリューションとして見な
されており、容易に設定できます。
LEAP を実行する無線 LAN ネットワークを侵害するためオフライン辞書攻撃で LEAP パスワード
を解読するハッキング ツールがあります。このツールは LEAP を採用している WLAN ネットワー
クを検出すると、ユーザを認証解除します。これによりユーザは再接続しなければならないため、
ユーザ名とパスワードのクレデンシャルを入力します。 ハッカーはネットワークへ再アクセスす
る正規ユーザのパケットをキャプチャします。 その後攻撃者はトラフィックをオフラインで解析
し、辞書の値をテストしてパスワードを推測できます。
ASLEAP ツールの主な機能を以下に示します。
• libpcap を使用して RFMON モードでワイヤレス インターフェイスからリアルタイムに読み
取る。
• 1 つのチャネルをモニタするか、またはチャネル ホッピングを実行して LEAP を実行してい
るターゲット ネットワークを探す。
• LEAP ネットワークのユーザをアクティブに認証解除し、ユーザに再認証を実行させる。 こ
れにより LEAP パスワードを迅速にキャプチャできます。
• LEAP を実行していないユーザではなく、まだ確認されていないユーザのみを認証解除する。
• 保存されている libpcap ファイルを読み取る。
• ダイナミック データベース テーブルと索引を使用して大きなファイルを迅速に検索できる
ようにする。 これにより、フラット ファイルの検索とは対照的に、最悪検索時間が .0015 %
短くなります。
• LEAP 交換情報のみを libpcap ファイルに書き込む。
これは、ディスク スペースが少ないデバイス（iPaq など）で LEAP クレデンシャルをキャプチャ
するときに使用できます。キャプチャされた LEAP クレデンシャルは、辞書攻撃を実行するため
にそのデバイスよりもストレージ リソースが多いシステムの libpcap ファイルに保存されます。
このツールのソースと Win32 バイナリ ディストリビューションは http://asleap.sourceforge.net から
入手できます。
シスコは、辞書攻撃を阻止する Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure
Tunneling（EAP-FAST）プロトコルを開発しました。 EAP-FAST は中間者攻撃、辞書攻撃、パケッ
トおよび認証偽造攻撃を阻止します。 EAP-FAST では、クライアントとサーバ間に PAC（Protected
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Access Credential）を使用して相互認証するトンネルが作成されます。 トンネル確立プロセスが完
了したら、クライアントはユーザ名とパスワードのクレデンシャルを使用して認証されます。
EAP-FAST の特長を以下に示します。
• 独自のプロトコルではない。
• IEEE 802.11i 標準に準拠している。
• TKIP と WPA に対応している。
• 証明書を使用しないため複雑な PKI インフラストラクチャを回避する。
• PC および Pocket PC の複数のオペレーティング システムに対応している。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は ASLEAP ツールの認証解除シグニチャを検出します。 検出すると、
サーバはワイヤレス管理者に警告します。 攻撃を受けたステーションのユーザはパスワードをリ
セットする必要があります。 最良の ASLEAP ツール対処策は、企業 WLAN 環境で LEAP を
EAP-FAST に置き換える方法です。
Cisco WCS からも自動セキュリティ脆弱性スキャン機能が提供されています。この機能は、弱い
暗号化または認証を使用するように設定されているアクセス ポイントを事前予防的に報告しま
す。 自動セキュリティ脆弱性スキャンの詳細については、Cisco WCS オンライン ヘルプを参照し
てください。

AirDrop セッションの検出
アラームと考えられる原因
Apple の OSX Lion 以降には AirDrop という新機能があります。 この新しい機能は、「新しい」
MacBook、MacBook Pro、iMac でサポートされます。 ユーザはこの新しい機能を利用して、ワイ
ヤレス ファイル転送システムを迅速にセットアップできます。 このセットアップを行うには、
ファイルを共有しようとする両方のユーザが Finder を開いて AirDrop リンクをクリックする必要
があります。 両方のシステムが互いの範囲内でリンクをセットアップすると、相手ユーザのログ
イン アイコンが AirDrop ウィンドウに表示されます。 この状態で、ファイルを相手ユーザのアイ
コンにドラッグ アンド ドロップすると、ファイル転送が開始します。
これによりセキュリティ リスクが発生する可能性があります。WLAN環境で未承認のピアツーピ
ア ネットワークが動的に作成されるからです。 ここではファイル共有も問題になります。

wIPS による解決
システムは、ワイヤレス ネットワークで、AirDrop セッションに該当するトラフィックをモニタ
します。 AirDrop セッションを形成しているユーザを特定し、無許可のピアツーピア ネットワー
クに関する社内ポリシーをそのユーザに知らせることをお勧めします。
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AirPwn
アラームの説明と考えられる原因
Airpwn は 802.11 パケット インジェクションのフレームワークです。 Airpwn は、着信するワイヤ
レス パケットをリスニングし、データがコンフィギュレーション ファイルに指定されているパ
ターンと一致すると、カスタムのコンテンツがワイヤレス アクセス ポイントから挿入（スプー
フィング）されます。 クライアントがインターネットに要求を送信すると、Airpwn は固有の遅延
を利用します。 Airpwn の攻撃者は近いところにいるため、迅速に応答できます。 たとえば、ハッ
カーは Web サイトで閲覧者が表示しようとするイメージを、ハッカーが閲覧者に見せたいものだ
けを表示するように、すべて差し替えることもできます。
Airpwn は、オープンのワイヤレス ネットワークと、攻撃者が WEP キーを知っている WEP 暗号
化ネットワークのみで機能します。

wIPS による解決
Cisco Enterprise は、ワイヤレス ネットワークで、オープン AP または WEP 暗号解読された AP に
対する Airpwn 攻撃に該当するトラフィックをモニタし、WLAN 管理者に通知します。 セキュリ
ティ担当者が Floor Plan 画面を使用してデバイスを特定し位置を確認することをお勧めします。
攻撃ステーションをワイヤレス環境から速やかに取り除く必要があります。

Airsnarf 攻撃の検出
アラームの説明と考えられる原因
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は AirSnarf ツールを実行しているワイヤレス デバイスを検出します。
AirSnarf ツールを WLAN 環境から削除するために管理者が適切な措置をとる必要があります。

不良 EAP-TLS フレーム
アラームの説明と考えられる原因
有効な企業クライアントから AP への特定のフレーム送信により、データが不十分または無効な
ために、一部の AP モデルでクラッシュが生じることがあります。 ワイヤレス攻撃者は、企業 AP
をダウンさせるために、欠陥のあるフレームを送信することでこの脆弱性を悪用することができ
ます。 フラグを「c0」に設定した EAP-TLS パケットを送信し、TLS メッセージ長もデータも送
信しないことで、一部のベンダーの AP は、リブートされるまで動作不能になることがあります。
このリブート プロセスの間、攻撃者は企業ネットワークにアクセスする機会を得ることができ、
セキュリティ リークとなる可能性があります。
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wIPS による解決
wIPS サーバは、EAP-TLS の送信をモニタして、欠陥フレームや無効フレームを検出した場合にア
ラームを生成します。 この問題は、必ずしもワイヤレス攻撃を示すものではありませんが、ワイ
ヤレス導入全体の健全性を維持するためには修復する必要がある問題です。

ビーコン ファジング フレーム検出
アラームの説明と考えられる原因
802.11 ファジングは、無効、予想外、またはランダムなデータを 802.11 フレームに取り入れ、修
正されたフレームを送信するプロセスです。 このプロセスは送信先のデバイスに、ドライバのク
ラッシュ、オペレーティングシステムのクラッシュ、スタックベースのオーバーフローなど予想
外の動作を引き起こす場合があり、影響を受けたシステムで任意コードを実行できる状態にしま
す。 802.11 フレームのファジングに基づく脆弱性のさまざまな報告事例については、CVE Web サ
イト（http://cve.mitre.org/index.html）を参照してください。
システムは、各ビーコン フレームを検査して、ファジング アクティビティの兆候を調べます。
ビーコン ファジングの一般的な形式は、SSID フィールドを 32 バイトの制限を超えて拡大し、サ
ポートされるデータレートを無効なレートに変更するものです。システムはこれらの異常を検索
し、フィールド値が 802.11 仕様の範囲を超えると、ビーコン ファジング アラームを生成します。

wIPS による解決
システムは、ワイヤレスネットワークでビーコンファジングに該当するトラフィックをモニタし
ます。 デバイスを特定しオフラインにすることが推奨されます。

ブルートフォース非表示 SSID
アラームの説明と考えられる原因
WLAN 管理者が行っている一般的な手段は、アクセス ポイントで SSID のブロードキャストを無
効にすることです。この手法は、ワイヤレスネットワークをスキャンしている相手から自分が見
えなければ、自分は安全だという発想に基づきます。基本的に、そのワイヤレスネットワークに
接続するために SSID を把握する必要があります。 これは、見えないネットワークから SSID を抽
出するツールを持たないユーザが、ワイヤレス ネットワークに気ままにアクセスすることを阻止
します。しかしハッカーの場合、話は別です。ハッカーは、ツールを使い、見えないネットワー
クから SSID を抽出するまで時間をかけて粘ります。 このタイプのスヌーピングを実行するツー
ルは、数多くあります。 見えない SSID が通常の方法で検出できない場合、ハッカーはツール
mdk3 を使用してブルートフォース方式を適用できます。 ツール mdk3 を使用することで、辞書攻
撃またはワードリスト攻撃を見えないネットワークに対して実行し SSID を抽出できます。
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wIPS による解決
Cisco Enterprise は、ワイヤレス ネットワークで非表示 SSID に対するブルートフォース攻撃に該
当するトラフィックをモニタし、WLAN 管理者に通知します。 セキュリティ担当者が Floor Plan
画面を使用してデバイスを特定し位置を確認することをお勧めします。 攻撃ステーションをワイ
ヤレス環境から速やかに取り除く必要があります。

ChopChop 攻撃
アラームの説明と考えられる原因
この攻撃は、WEPプロトコルで実装されている安全でない冗長性チェック用アルゴリズムを利用
します。 いくつかの既知のプロパティを利用することで、攻撃者は暗号化されたパケットを取得
してそのパケットを復号し、パケットの暗号化に使用されているキーストリームを取得できます。
攻撃の手順としては、攻撃者はパケットをキャプチャし ICV の前にパケット末尾から1バイト切
り離します。
次に、復号化されたバイト値に「推測」を加えます。 パケットは ICV を再計算して修正され、さ
らにこのパケットをターゲットの AP に挿入します。 ターゲットの AP がこのフレームを再びブ
ロードキャストすれば、攻撃者は復号化されたバイトの値を正しく推測できたことがわかります。
攻撃者は、さらに次のバイトに移ります。 推測が成功するにつれて、挿入されるパケットは小さ
くなり続けます。 パケットが再ブロードキャストされない場合、攻撃者は推測を別の候補に変え
てプロセスを繰り返し、256 通りの可能性を推測しながら試します。 次に、さまざまな推測を試
みているツールの例を示します。
プロセスが完了すると、攻撃者はバイトごとの WEP パケット 全体の複合化を完了し、元の暗号
化されたパケットで XOR 化して平文データを生成できます。

wIPS による解決
ChopChop 攻撃は WEP ベースのアクセス ポイントを狙い、WEP キーを解読してワイヤレス ネッ
トワークに直接アクセスしようとします。 この特定の攻撃には 5 分もかからないため、すでに攻
撃者がワイヤレスネットワークにアクセスしている可能性が高いとも考えられます。可能であれ
ば、WLAN を WEP から移行してください。 WPA2-AES が推奨されます。 これを採用しない場合
には、状況を解決するために役立つ手段があります。
• 影響を受けた AP の無線をオフにします。 これにより、現在接続しているすべてのクライア
ントが切断されます。
• WEP キーを変更します。
• 再び電源スイッチをオンにします。
• 設定したばかりの新しい WEP キーに接続しているすべてのデバイスで WEP キーを変更する
必要があります。
• NCS をモニタし、ChopChop アラームが再度発生するかどうかを確かめます。
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DHCP スターベーション攻撃の検出
アラームの説明と考えられる原因
DHCP スターベーションは、悪意のあるユーザがスプーフィングされた MAC アドレスで大量の
DHCP 要求をブロードキャストする攻撃です。 十分な量の DHCP 要求フレームがネットワークで
フラッドすると、攻撃者は有効なユーザが利用可能な残りの DHCP IP アドレスをすべて使い切っ
てしまいます。 これにより、ネットワークは DoS 攻撃の状態になります。 これを非常に容易に
実行できる 2 種類のツールとして、Gobbler および Yersinia が公開されており、この種の攻撃を可
能にします。 このタイプの攻撃は、ゲスト ネットワークやホットスポット ネットワークで特に
有害で、これらの環境ではユーザが認証前に IP アドレスを取得できます。
このタイプの攻撃を緩和する手段は、スイッチ レベルで扱われます。 Cisco IOS スイッチでは、
DHCP スヌーピングを有効にします。 Cisco CatOS では、ポート セキュリティを有効にします。

wIPS による解決
システムは、ワイヤレス ネットワークで、DHCP スターベーション攻撃に該当するトラフィック
をモニタします。攻撃を実行するユーザを特定するか、またはより強固なスイッチセキュリティ
を実装することが推奨されます。

WLAN のセキュリティ異常によるゼロデイ攻撃
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、ワイヤレス ネットワーク上の多数のデバイスにおける 1 つのセキュ
リティ IDS/IPS ポリシー違反を検出します。 指定の期間内に特定のポリシーに違反しているデバ
イス数が検出されたか、またはアラームの閾値設定に指定されているデバイス数のパーセンテー
ジが突然増加しています。 セキュリティ IDS/IPS 違反に応じて、違反を個別にモニタし、この攻
撃の送信元と宛先を判定することをお勧めします。 不正デバイスの数が増加している場合は、
ネットワークに対して攻撃が行われている可能性があります。
暗号化が無効な状態でクライアントデバイスの数が突然増加した場合は、企業セキュリティポリ
シーを再確認し、ポリシー ルールに基づいてユーザが最高レベルの暗号化と認証を強制的に使用
するようにする必要があります。

デバイスのセキュリティ異常によるゼロデイ攻撃
wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、多数のセキュリティ IDS/IPS ポリシーに違反するデバイスを検出
します。 指定の期間内にこのデバイスで多数のセキュリティ IDS/IPS 違反が発生したか、または
さまざまなアラームの閾値設定に指定されている突然のパーセンテージ上昇が発生しています。
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詳しい分析のためにデバイスをモニタおよび特定し、デバイスがエンタープライズ ワイヤレス
ネットワークを何らかの形（攻撃または脆弱性）で侵害していないかどうかを確認することを推
奨します。 不正デバイスの場合、WLAN管理者は統合無線物理ロケーション検出機能を使用する
か、デバイスを検出する不正ロケーション検出プロトコル（RLDP）またはスイッチポート トレー
スを使用して有線ネットワーク上のデバイスをトレースします。

XSS SSID をブロードキャストするデバイス
アラームの説明と考えられる原因
クロスサイト スクリプティングの脆弱性はよく知られており、Web アプリケーションを標的にし
て基礎となるサーバまたは Web アプリケーション自体にアクセスしようとする自明の攻撃から構
成されます。 これは、クライアント側のスクリプトをユーザが表示する Web ページに挿入するこ
とで実行されます。
この攻撃は、クライアント側コードを SSID としてブロードキャストするデバイスを使用して行わ
れます。 WLAN 監視システムが悪意のある SSID を取得して記録すると、システムが Web ベース
でクロスサイト スクリプティングの脆弱性がある場合、悪意的な SSID を持つデバイスをクリッ
クするとそのシステムの脆弱性が悪用されます。

wIPS による解決
Cisco Enterprise は、ワイヤレス ネットワークで、悪意のある Cross-Site Scripting （XSS）トラフィッ
クをブロードキャストしているアクセス ポイントとアドホック デバイスをモニタします。 セキュ
リティ担当者が Floor Plan 画面を使用してデバイスを特定し位置を確認することをお勧めします。
デバイスはワイヤレス環境から速やかに取り除く必要があります。

アクセス ポイントのデバイス プローブ
よく使用されるスキャン ツールには、NetStumbler（新しいバージョン）、MiniStumbler（新しい
バージョン）、MACStumbler、WaveStumbler、PrismStumbler、dStumbler、iStumbler、Aerosol、
Boingo Scans、WiNc、AP Hopper、NetChaser、Microsoft Windows XP scan などがあります。

アラームの説明と考えられる原因
Cisco Adaptive Wireless IPS は、WLAN をプローブしアソシエート（任意の SSID のアクセス ポイ
ントに対するアソシエーション要求など）を試行するワイヤレス デバイスを検出します。
このようなデバイスは、次のいずれかでセキュリティの脅威となる可能性があります。
• ウォードライビング、WiLDing（ワイヤレス LAN 検出）、ウォーチョーキング、ウォーサイ
クルイング、ウォーライトトレイリング、ウォーブッシング、ウォーフライング。
• 危険な無差別アソシエーションを試行する正規ワイヤレス クライアント。
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ウォードライビング、ウォーチョーキング、ウォーウォーキング、ウォーフライングでは次のよ
うな行動が行われます。
• ウォードライビング：ワイヤレスのハッカーはウォードライビング ツールを使用してアクセ
ス ポイントを検出し、インターネットに利用されている MAC アドレス、SSID、セキュリ
ティなどの情報を、アクセスポイントの地理的位置情報とともに公開します。
• ウォーチョーキング：ウォーチョーキングでは、ハッカーが WLAN アクセス ポイントを検
出し、公共の場所に共通シンボルを使って WLAN 設定をマーキングします。
• ウォーフライング：ウォーフライングは、上空からのワイヤレス ネットワークのスニッフィ
ングです。 高出力アンテナを備えた自家用飛行機から同じ機器を使います。 オーストラリ
アのパースを本拠地とするウォーフライングのグループが、高度 1,500 フィートから電子メー
ルとインターネット リレー チャット セッションを傍受した例が報告されています。

wIPS による解決
アクセス ポイントがこれらのハッキング ツールで検出されないようにするには、SSID をブロー
ドキャストしないようにアクセス ポイントを設定します。 Cisco Adaptive Wireless IPS で、ビーコ
ンで SSID をブロードキャスト（アナウンス）しているアクセス ポイントを確認してください。

EAP メソッドへの辞書攻撃
アラームの説明と考えられる原因
IEEE 802.1x は、ワイヤレス LAN および有線 LAN の認証のEAP（Extensible Authentication Protocol）
フレームワークを定義します。 EAP フレームワークにより、柔軟な認証プロトコルを実装できま
す。 一部の 802.1x または WPA 実装では LEAP、MD5、OTP（ワンタイム パスワード）、TLS、
TTLS などの認証プロトコルが使用されています。 このような認証プロトコルの一部で使用され
るユーザ名とパスワードのメカニズムでは、ユーザ名が暗号化されずに送信され、認証チャレン
ジへの応答にパスワードが使用されます。
ほとんどのパスワード ベースの認証アルゴリズムは、辞書攻撃の影響を受けます。 辞書攻撃で
は、攻撃者が、暗号化されていない 802.1x ID プロトコル交換からユーザ名を獲得します。 その
後攻撃者は、一般的なパスワードの辞書のすべての単語またはパスワードの可能な組み合わせか
らユーザのパスワードを推測してネットワークアクセスを獲得しようとします。辞書攻撃は、パ
スワードに一般的な単語、名前、またはこの両方の組み合わせと一部の変更（末尾の 1 桁または
2 桁の番号など）がよく使用されることに依存しています。
辞書攻撃がオンラインでアクティブに行われる場合、攻撃者はあらゆるパスワードの組み合わせ
を繰り返し試行します。 オンライン辞書攻撃を防止するには、認証サーバ（RADIUS サーバ）で
使用可能なロックアウト メカニズムを利用し、無効なログインが特定の回数を超えた後にユーザ
をロックアウトします。 辞書攻撃はオフラインで行われることもあります。この場合、攻撃者は
正常に完了した認証チャレンジ プロトコル交換をキャプチャし、チャレンジ応答に対してあらゆ
るパスワードの組み合わせを突き合わせます。 オンライン攻撃とは異なり、オフライン攻撃は容
易に検出されません。 強力なパスワード ポリシーを採用し、定期的にユーザ パスワードの有効
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期限が切れるように設定することで、オフライン攻撃ツールによる攻撃の成功率を大幅に削減し
ます。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS はオンライン辞書攻撃を検出するため、802.1x 認証プロトコル交換と
ユーザ ID の利用状況を追跡します。 辞書攻撃が検出されると、ユーザ名と攻撃ステーションの
MAC アドレスがアラーム メッセージに示されます。
Cisco Adaptive Wireless IPS は、ユーザ名とパスワードに基づく認証方式から、シスコをはじめと
する多くのベンダーによりサポートされている暗号化トンネルに基づく認証方式（PEAP や
EAP-FAST など）に切り替えるように指示します。

疑似アクセス ポイントの検出
アラームの説明と考えられる原因
Fake AP ツールは、NetStumbler、Wellenreiter、MiniStumbler、Kismet などを利用するウォードライ
バをかく乱するためにおとりとして機能することで、WLAN を保護します。このツールは、大量
の偽 802.11b アクセス ポイントを偽装するビーコン フレームを生成します。 大量のアクセス ポ
イントに遭遇したウォードライバは、ユーザが展開している本物のアクセス ポイントを特定でき
なくなります。 このツールはウォードライバを阻止するには非常に有効ですが、帯域幅消費、正
規クライアント ステーションの誤誘導、WLAN管理ツールとの干渉といったデメリットがありま
す。 Cisco Adaptive Wireless IPS では、WLAN での Fake AP ツールの使用を推奨しません。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、管理者が疑似 AP 攻撃ツールを実行しているデバイスを特定し、ワ
イヤレス環境から除外するための適切な手段を講じることを推奨します。

偽の DHCP サーバの検出
アラームの説明と考えられる原因
Cisco Adaptive Wireless IPS は、DHCP サービスを実行し、気づいていないユーザに IP アドレスを
提供するワイヤレス STA を検出します。
クライアントが特定、報告されると、WLAN 管理者は統合無線物理ロケーション検出機能を使用
するか、不正ロケーション検出プロトコル（RLDP）またはスイッチポート トレースを使用して
有線ネットワーク上のデバイスをトレースし、デバイスを検出します。
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wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、DHCP サービスを実行し、気づいていないユーザに IP アドレスを
提供するワイヤレス STA を検出します。
クライアントが特定、報告されると、WLAN 管理者は統合無線物理ロケーション検出機能を使用
するか、不正ロケーション検出プロトコル（RLDP）またはスイッチポート トレースを使用して
有線ネットワーク上のデバイスをトレースし、デバイスを検出します。

高速 WEP クラック（ARP リプレイ）の検出
アラームの説明と考えられる原因
暗号化に静的 WEP キーを使用する WLAN デバイスは WEP キー クラッキング攻撃に対して脆弱
であることがよく知られています（『Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4 - I』（Scott
Fluhrer、Itsik Mantin、および Adi Shamir 著）を参照）。
攻撃者によって WEP 秘密キーがクラックされると、暗号化による保護がなくなり、結果として
データ プライバシーが侵害されます。 WEP キーはユーザにより指定され、24 ビット IV（初期化
ベクトル）にリンクされる秘密キーで構成され、ほとんどの場合 64 ビットまたは 128 ビットです
（ベンダーによっては 152 ビット暗号化も提供されています）。 送信ステーションが決定する IV
を頻繁に再利用したり、連続するフレームで再利用したりできるので、ワイヤレス侵入者がこの
秘密キーを復元できる可能性が高まります。
WEP キーに対する攻撃で最も重要な点は、キーのサイズです。 十分な固有 IV の数は、64 ビット
WEP キーで約 15 万、128 ビット WEP キーで約 50 万から 100 万です。 トラフィックが不十分な
場合に、ハッカーはこのような攻撃を行うために十分なトラフィックを生成する手法を編み出し
ています。 これは、arp-request パケットに基づくリプレイ アタックと呼ばれます。 このようなパ
ケットの長さは一定であるため、容易に検出できます。 1 つの正規 arp-request パケットをキャプ
チャして繰り返し再送信すると、他のホストは暗号化された応答で対応し、新しい（そして弱い
場合もある）IV を提供します。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は弱い WEP 実装について警告し、IV 使用の問題を訂正するためのデ
バイス ファームウェア アップグレードがデバイス ベンダーからリリースされている場合はこの
アップグレードを推奨します。 企業 WLAN ネットワークで TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）
暗号化メカニズムを使用して WEP の脆弱性を保護することが理想的です。TKIP はほとんどのエ
ンタープライズ レベル ワイヤレス装置でサポートされています。 TKIP 対応デバイスはこのよう
な WEP キー攻撃の対象となりません。
Cisco WCS からも自動セキュリティ脆弱性スキャン機能が提供されています。この機能は、弱い
暗号化または認証を使用するように設定されているアクセス ポイントを事前予防的に報告しま
す。 自動セキュリティ脆弱性スキャンの詳細については、Cisco WCS オンライン ヘルプを参照し
てください。
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フラグメンテーション攻撃
アラームの説明と考えられる原因
暗号化に静的 WEP キーを使用する WLAN デバイスは、さまざまな WEP クラッキング攻撃の対
象となるリスクがあることはよく知られています。 詳しくは、『Weaknesses in the Key Scheduling
Algorithm of RC4 - I』（Scott Fluhrer、Itsik Mantin、および Adi Shamir 著）を参照してください。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、進行中のフラグメンテーション攻撃の可能性を検出すると警告を
出します。また、企業環境で WEP を使用せず、ネットワークのセキュリティ ホールを回避する
ための処置を講じ、ワイヤレスネットワークインフラストラクチャとデバイスをアップグレード
してより安全な IEEE 802.11i 標準を使用することを推奨します。

HT Intolerant Degradation Service
アラームの説明と考えられる原因
802.11n の実装には、レガシー実装よりもワイヤレス範囲と速度を大幅に向上できる可能性があり
ますが、これらの利点は、1 台でもレガシー デバイスがネットワークに導入されると、簡単に失
われたり、相殺されたりします。 この状況を回避するために、wIPS サーバは、n 個の対応デバイ
ス間において n 以下の速度で送信されているパケットを検出した場合に、HT-Intolerant Degradation
of Service アラームを生成します。

アラームの説明と考えられる原因
802.11n の実装には、レガシー実装よりもワイヤレス範囲と速度を大幅に向上できる可能性があり
ますが、これらの利点は、1 台でもレガシー デバイスがネットワークに導入されると、簡単に失
われたり、相殺されたりします。 この状況を回避するために、wIPS サーバは、n 個の対応デバイ
ス間において n 以下の速度で送信されているパケットを検出した場合に、HT-Intolerant Degradation
of Service アラームを生成します。

ハニーポット AP の検出
アラームの説明と考えられる原因
企業環境に WLAN を追加すると、ネットワーク セキュリティに対するまったく新たな脅威が発
生します。 壁を通過し、意図した境界を超える RF 信号は、ネットワークを無認可のユーザに公
開する可能性があります。不正アクセスポイントが原因で、企業ネットワーク全体が外部からの
侵入や攻撃の危険にさらされる可能性があります。不正アクセスポイントの脅威以外にも、アク
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セス ポイントの設定ミスや未設定、DoS（サービス拒否）攻撃といったさまざまなワイヤレス セ
キュリティ リスクや侵入の可能性が存在します。
企業のワイヤレス ネットワークを対象とする最も効果的な攻撃の 1 つに、「ハニー ポット」アク
セス ポイントを使用した攻撃があります。 攻撃者は NetStumbler、Wellenreiter、MiniStumbler な
どのツールを使い、企業アクセス ポイントの SSID を検出します。 次に建物の外（可能な場合は
同じ建物の中）にアクセス ポイントをセットアップし、検出した企業 SSID をブロードキャスト
します。 何も知らないクライアントが、信号強度が高いこの「ハニー ポット」アクセス ポイン
トに接続します。 アソシエートが完了すると、トラフィックが「ハニー ポット」アクセス ポイ
ントを経由するため、攻撃者はクライアント ステーションに対して攻撃を実行します。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS により「ハニー ポット」アクセス ポイントが特定、報告されると、
WLAN 管理者は統合無線物理ロケーション検出機能を使用するか、不正ロケーション検出プロト
コル（RLDP）またはスイッチポート トレースを使用して有線ネットワーク上のデバイスをトレー
スし、不正なデバイスを検出します。

Hot-Spotter ツールの検出（潜在的なワイヤレス フィッシング）
アラームの説明と考えられる原因
ホットスポットとは、Wi-Fi ネットワーク アクセスが一般向けに開放されている場所を指します。
ホットスポットは空港、ホテル、喫茶店をはじめ、ビジネスマンが集まることが多い場所にあり
ます。 現在、ホットスポットは出張旅行者にとっては最も重要なネットワーク アクセス サービ
スです。 正規のアクセス ポイントに接続してサービスを利用するには、ワイヤレス対応ラップ
トップまたは携帯機器が必要です。ほとんどのホットスポットでは、ユーザがアクセスポイント
に接続するときには、ログイン用の Web ページを開く操作以外の高度な認証メカニズムは不要で
す。ログインできるかどうかの条件は、利用者が利用料金を支払っているかどうかだけです。ワ
イヤレスホットスポット環境では誰も信用すべきではありません。現在のセキュリティ上の懸念
から、一部の WLAN ホットスポット ベンダーはユーザ ID の検証に 802.1x 以上の認証メカニズム
を採用しています。
ホットスポット ネットワークの 4 つの基本コンポーネントを次に示します。
• ホットスポット利用ユーザ：ワイヤレス対応のラップトップまたは携帯機器を所持し、ホッ
トスポット ネットワークにアクセスするための有効なログイン情報を持つユーザ。
• WLAN アクセス ポイント：ホットスポット実装に応じて、SOHO ゲートウェイまたはエン
タープライズ レベル アクセス ポイントのいずれかです。
• ホットスポット コントローラ：ユーザ認証に対応し、課金情報の収集、使用時間の追跡、機
能のフィルタリングなどを行います。これは、独立したマシンで機能するか、またはアクセ
ス ポイントへの組み込みが可能です。
• 認証サーバ：利用者のログイン資格情報を保持します。 ほとんどの場合、ホットスポット
コントローラは認証サーバを使用して利用ユーザのクレデンシャルを検証します。
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Hotspotter は、採用されている暗号メカニズムに依存せずに、ワイヤレス クライアントに対する
侵入操作を自動化します。 攻撃者は Hotspotter ツールを使用してワイヤレス ネットワークでプ
ローブ要求フレームを受動的にモニタし、Windows XP クライアント ネットワークの SSID を特定
します。
攻撃者は優先ネットワーク情報を獲得した後に、提供されるよく使用されるホットスポット ネッ
トワーク名のリストに対してネットワーク名（SSID）を照合します。 一致するネットワーク名が
見つかると、Hotspotter クライアントがアクセス ポイントとして動作します。 クライアントはこ
の状況を知らずにこの疑似アクセス ポイントを認証してアソシエートします。
クライアントがアソシエートされたら、DHCP デーモンやその他のスキャンを新たなターゲット
に対して実行するコマンド（スクリプトなど）を実行するように Hotspotter ツールを設定できま
す。
異なる環境（ホームとオフィスなど）で稼働しているが、Windows XP ワイヤレス接続設定で同じ
ホットスポット SSID を使用するように設定されているクライアントも、この攻撃の影響を受けま
す。 クライアントはその SSID を使用してプローブ要求を送信するため、ツールに対して脆弱に
なります。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS により不正なアクセス ポイントが特定、報告されると、WLAN 管理者
は統合無線物理ロケーション検出機能を使用するか、または不正ロケーション検出プロトコル
（RLDP）またはスイッチポート トレースを使用して有線ネットワーク上のデバイスをトレース
し、不正なデバイスを検出します。

Identical Send and Receive Address
アラームの説明と考えられる原因
攻撃者は、企業ネットワーク内のワイヤレス アクティビティを抑制するために、ワイヤレス パ
ケットを変更して（パケットの送信元および宛先 MAC 情報に対する変更など）、さまざまな異
なる特性をエミュレートすることがよくあります。 これらのフィールドが同一の場合、IT 担当者
に潜在的な攻撃について警告するために Identical Send and Receive Address アラームが生成されま
す。

wIPS による解決
通常のネットワーク環境では、パケットの送信元と宛先が同一になることはありません。 そのた
め、企業の管理者は迅速な措置をとり、変更されたパケットの根本原因を特定する必要がありま
す。
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Improper Broadcast Frames
アラームの説明と考えられる原因
802.11 の標準の導入では、特定のフレーム（ユニキャスト フレームとも呼ばれる、ACK など）を
個別の宛先に送信し、他のフレームをワイヤレス導入内のすべての受信者に「ブロードキャスト」
することができます。 一般的に、この 2 つのカテゴリはオーバーラップできません。たとえば、
Association Request フレームをすべてのリスニング デバイス向けのブロードキャストとして送信す
ることはできません。 このシナリオでは、wIPS サーバは、潜在的な問題をスタッフに警告するた
めに Improper Broadcast Frames アラームを生成します。

Improper Broadcast Frames

Karma ツールの検出
アラームの説明と考えられる原因
Karmaツールを使用すると、ワイヤレス攻撃者は、検出されたプローブ要求に応答するソフト AP
としてクライアントを設定できます。 この実装は、複数の異なるネットワーク（仕事の場合は
SSID「Corporate」、家庭での使用の場合は SSID「Home」など）に接続するように設定されてい
るステーションからのクエリに応答するように設計されています。 この例では、ソフト AP は、
クライアントが仕事中の場合に「Home」のプローブに応答するように設定することができます。
この方法で、攻撃者は企業クライアントをだまし、潜在的に機密のネットワーク トラフィックを
疑似 AP にルーティングします。

wIPS による解決
wIPS サーバは、企業環境内でこのツールを使用しているワイヤレス ステーションが検出されたと
きに Karma ツール アラームを生成します。 ユーザは攻撃しているデバイスを特定して、ただち
に取り除く必要があります。

中間者攻撃の検出
アラームの説明と考えられる原因
中間者（MITM）攻撃は、最も一般的な 802.11 攻撃の 1 つであり、企業の機密情報や個人情報が
ハッカーに漏れる可能性があります。 MITM 攻撃ではハッカーは 802.11 ワイヤレス アナライザ
を使用し、WLAN 上で送信される 802.11 フレームをモニタします。 ハッカーはアソシエーショ
ン フェーズでワイヤレス フレームをキャプチャし、ワイヤレス クライアント カードとアクセス
ポイントの IP アドレスと MAC アドレスの情報、クライアントのアソシエーション ID、ワイヤレ
ス ネットワークの SSID を取得します。

Cisco Wireless Intrusion Prevention System コンフィギュレーション ガイド リリース 7.6
OL-29331-01

41

wIPS ポリシー アラーム リファレンス
侵入検知：セキュリティ突破

MITM 攻撃を実行するための一般的な方法では、ハッカーはスプーフィングされたデアソシエー
ション フレームまたは認証解除フレームを送信します。 ハッカー ステーションがクライアント
の MAC アドレスをスプーフし、アクセス ポイントとのアソシエートを継続します。 同時にハッ
カーはスプーフされたアクセス ポイントを別のチャネルにセットアップし、クライアントとのア
ソシエーションを維持します。これにより、有効なクライアントとアクセスポイント間のすべて
のトラフィックがハッカーのステーションを素通りできます。
最もよく使用される MITM 攻撃ツールの 1 つに Monkey-Jack があります。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、ハッカーによる MITM 攻撃を阻止するために強力な暗号化および
認証メカニズムを使用することを推奨します。 このような攻撃を回避する方法の 1 つに、MAC
アドレス除外リストを使用し RF チャネル環境をモニタして、MAC のスプーフを防止する方法が
あります。
また、Cisco 管理フレーム保護（MFP）は MITM 攻撃に対して完全な予防的保護を提供します。
MFP の詳細については、『Cisco Wireless Control System Configuration Guide』または WCS オンラ
イン ヘルプを参照してください。

NetStumbler の検出
アラームの説明と考えられる原因
Cisco Adaptive Wireless IPS は、NetStumbler ツールを使用して匿名アソシエート（任意の SSID の
アクセス ポイントに対するアソシエーション要求など）を実行するために WLAN をプローブす
るワイヤレスクライアントステーションを検出します。ハッカーが新しいバージョンのNetStumbler
ツールを使っている場合、「アクセス ポイントをプローブするデバイス」アラームが生成されま
す。 古いバージョンの場合、Cisco Adaptive Wireless IPS は「NetStumbler の検出」アラームを生成
します。
NetStumbler は、ウォードライビングとウォーチョーキングに最も広く使用されているツールで
す。 ワイヤレス ハッカーがウォードライビング ツールを使用してアクセス ポイントを検出し、
MAC アドレス、SSID、実装されているセキュリティの情報などを、アクセス ポイントの位置情
報と共にインターネット上で公開します。 ウォーチョーキングでは、ハッカーが WLAN アクセ
ス ポイントを検出し、公共の場所に上に示す共通シンボルを使って WLAN 設定をマーキングし
ます。 ウォーウォーキングはウォードライビングに似ていますが、ハッカーが車ではなく徒歩で
徘徊します。 このツールは Windows 2000、Windows XP、およびこれ以降のバージョンが稼働す
るマシンで実行できます。 また、よく使用される別のスキャン ツールである Wellenreiter よりも
多くのカードがサポートされます。 ウォーウォーカーは、MiniStumbler や類似製品を使ってショッ
ピングセンターや大型小売店舗を徘徊します。ウォーフライングは、上空からのワイヤレスネッ
トワークのスニッフィングです。 高出力アンテナを備えた自家用飛行機から同じ機器を使いま
す。 オーストラリアのパースを本拠地とするウォーフライングのグループが、高度 1,500 フィー
トから電子メールとインターネット リレー チャット セッションを傍受した例が報告されていま
す。
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wIPS による解決
アクセス ポイントがこれらのハッキング ツールで検出されないようにするには、SSID をブロー
ドキャストしないようにアクセス ポイントを設定します。 Cisco Adaptive Wireless IPS を使用し
て、ビーコンで SSID をブロードキャストしているアクセス ポイントを確認できます。
Cisco WCS からも自動セキュリティ脆弱性スキャン機能が提供されています。この機能は、SSID
をブロードキャストするように設定されているアクセス ポイントをすべて報告します。 自動セ
キュリティ脆弱性スキャンの詳細については、WCS オンライン ヘルプを参照してください。

NetStumbler 犠牲者の検出
wIPS による解決
アクセス ポイントがこれらのハッキング ツールで検出されないようにするには、SSID をブロー
ドキャストしないようにアクセス ポイントを設定します。 Cisco Adaptive Wireless IPS を使用し
て、ビーコンで SSID をブロードキャストしているアクセス ポイントを確認できます。

アラームの説明と考えられる原因
Cisco Adaptive Wireless IPS は、NetStumbler ツールを使用して匿名アソシエート（任意の SSID の
アクセス ポイントに対するアソシエーション要求など）を実行するために WLAN をプローブす
るワイヤレスクライアントステーションを検出します。ハッカーが新しいバージョンのNetStumbler
ツールを使っている場合、「アクセス ポイントをプローブするデバイス」アラームが生成されま
す。 古いバージョンの場合、Cisco Adaptive Wireless IPS は「NetStumbler の検出」アラームを生成
します。
NetStumbler は、ウォードライビング、ウォーウォーキング、ウォーチョーキングに最も広く使用
されているツールです。 ワイヤレス ハッカーがウォードライビング ツールを使用してアクセス
ポイントを検出し、MAC アドレス、SSID、実装されているセキュリティの情報などを、アクセス
ポイントの位置情報と共にインターネット上で公開します。 ウォーチョーキングでは、ハッカー
が WLAN アクセス ポイントを検出し、公共の場所に上に示す共通シンボルを使って WLAN 設定
をマーキングします。 ウォーウォーキングはウォードライビングに似ていますが、不正処理を
ハッカーが車ではなく徒歩で行います。 NetStumbler Web サイト（http://www.netstumbler.com/）
は、ウォーウォーカーが重たいラップトップを持ち歩かずにすむように、Pocket PC ハードウェア
で使用できる MiniStumbler ソフトウェアを提供します。 このツールは Windows 2000、Windows
XP、およびこれ以降のバージョンが稼働するマシンで実行できます。 また、よく使用される別の
スキャン ツールである Wellenreiter よりも多くのカードがサポートされます。 ウォーウォーカー
は、MiniStumbler や類似製品を使ってショッピングセンターや大型小売店舗を徘徊します。 ウォー
フライングは、上空からのワイヤレスネットワークのスニッフィングです。高出力アンテナを備
えた自家用飛行機から同じ機器を使います。 オーストラリアのパースを本拠地とするウォーフラ
イングのグループが、高度 1,500 フィートから電子メールとインターネット リレー チャット セッ
ションを傍受した例が報告されています。
Cisco Adaptive Wireless IPS は、NetStumbler を実行するステーションが企業アクセス ポイントにア
ソシエートされていることを検出すると、ユーザに対して警告を出します。
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Publicly Secure Packet Forwarding（PSPF）違反
アラームの説明と考えられる原因
Publicly Secure Packet Forwarding（PSPF）はワイヤレス クライアント同士の通信を無効にする機能
であり、WLAN アクセス ポイントに実装されています。 PSPF が有効になっている場合、ワイヤ
レス ネットワーク上のクライアント デバイス同士は通信できません。
ほとんどの WLAN 環境では、ワイヤレス クライアントは有線ネットワーク上の Web サーバなど
のデバイスとだけ通信します。 PSPF を有効にすると、ワイヤレス クライアントをワイヤレス侵
入者によるハッキングから保護できます。 PSPF は特に、空港、ホテル、喫茶店、大学構内など、
認証がなく誰もがアクセス ポイントにアソシエートできるワイヤレス パブリック ネットワーク
（ホットスポット）でワイヤレス クライアントを保護する場合に効果的です。 PSPF 機能により、
クライアント デバイスが誤ってワイヤレス ネットワーク上の他のクライアント デバイスとファ
イルを共有することが防止されます。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は PSPF 違反を検出します。 ワイヤレス クライアントが別のワイヤレ
ス クライアントと通信しようとすると、Cisco Adaptive Wireless IPS は侵入攻撃の可能性に関する
アラームを生成します。 WLAN にワイヤレス プリンタまたは VoWLAN アプリケーションを導入
している場合、このようなアプリケーションはクライアント間ワイヤレス通信を利用するため、
このアラームは適用されません。

プローブ要求 ファジング フレームの検出
アラームの説明と考えられる原因
802.11 ファジングは、無効、予想外、またはランダムなデータを 802.11 フレームに取り入れ、修
正されたフレームを送信するプロセスです。 このプロセスは送信先のデバイスに、ドライバのク
ラッシュ、オペレーティングシステムのクラッシュ、スタックベースのオーバーフローなど予想
外の動作を引き起こす場合があり、影響を受けたシステムで任意コードを実行できる状態にしま
す。 802.11 フレームのファジングに基づく脆弱性のさまざまな報告事例については、CVE Web サ
イト（http://cve.mitre.org/index.html）を参照してください。
システムは、各プローブ要求フレームを検査して、ファジング アクティビティの兆候を調べま
す。 プローブ要求ファジングの一般的な形式は、SSID フィールドを 32 バイトの制限を超えて拡
大し、サポートされるデータレートを無効なレートに変更するものです。システムはこれらの異
常を検索し、フィールド値が 802.11 仕様の範囲を超えると、プローブ要求ファジング アラームを
生成します。
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プローブ応答 ファジング フレームの検出
アラームの説明と考えられる原因
802.11 ファジングは、無効、予想外、またはランダムなデータを 802.11 フレームに取り入れ、修
正されたフレームを送信するプロセスです。 このプロセスは送信先のデバイスに、ドライバのク
ラッシュ、オペレーティングシステムのクラッシュ、スタックベースのオーバーフローなど予想
外の動作を引き起こす場合があり、影響を受けたシステムで任意コードを実行できる状態にしま
す。 802.11 フレームのファジングに基づく脆弱性のさまざまな報告事例については、CVE Web サ
イト（http://cve.mitre.org/index.html）を参照してください。
システムは、各プローブ応答フレームを検査して、ファジング アクティビティの兆候を調べま
す。 プローブ応答ファジングの一般的な形式は、SSID フィールドを 32 バイトの制限を超えて拡
大し、サポートされるデータレートを無効なレートに変更するものです。システムはこれらの異
常を検索し、フィールド値が 802.11 仕様の範囲を超えると、プローブ応答ファジング アラームを
生成します。

wIPS による解決
システムは、ワイヤレス ネットワークで、プローブ応答ファジングに該当するトラフィックをモ
ニタします。 デバイスを特定しオフラインにすることが推奨されます。

ソフト AP またはホスト AP の検出
ホスト AP ツール：Cqure AP

アラームの説明と考えられる原因
ホットスポットとは、Wi-Fi ネットワーク アクセスが一般向けに開放されている場所を指します。
ホットスポットは空港、ホテル、喫茶店をはじめ、ビジネスマンが集まることが多い場所にあり
ます。 現在、ホットスポットは出張旅行者にとっては最も重要なネットワーク アクセス サービ
スです。 正規のアクセス ポイントに接続してサービスを利用するには、ワイヤレス対応ラップ
トップまたは携帯機器が必要です。ほとんどのホットスポットでは、ユーザがアクセスポイント
に接続するときには、ログイン用の Web ページを開く操作以外の高度な認証メカニズムは不要で
す。ログインできるかどうかの条件は、利用者が利用料金を支払っているかどうかだけです。ワ
イヤレスホットスポット環境では誰も信用すべきではありません。現在のセキュリティ上の懸念
から、一部の WLAN ホットスポット ベンダーはユーザ ID の検証に 802.1x 以上の認証メカニズム
を採用しています。
WLAN ホットスポット ネットワークの基本コンポーネント
ホットスポット ネットワークの 4 つの基本コンポーネントは、次のとおりです。
• ホットスポット利用ユーザ：ワイヤレス対応のラップトップまたは携帯機器を所持し、ホッ
トスポット ネットワークにアクセスするための有効なログイン情報を持つユーザ。
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• WLAN アクセス ポイント：ホットスポット実装に応じて、SOHO ゲートウェイまたはエン
タープライズ レベル アクセス ポイントのいずれかです。
• ホットスポット コントローラ：ユーザ認証、課金情報の収集、利用時間の追跡、機能のフィ
ルタリングを実行します。 これは独立したマシンであるか、またはアクセス ポイント自体
に組み込まれています。
• 認証サーバ：利用ユーザのログイン クレデンシャルが保管されています。 ほとんどの場合、
ホットスポット コントローラは認証サーバを使用して利用ユーザのクレデンシャルを検証し
ます。
Hotspotter は、採用されている暗号メカニズムに依存せずに、ワイヤレス クライアントに対する
侵入操作を自動化します。 攻撃者は Hotspotter ツールを使用してワイヤレス ネットワークでプ
ローブ要求フレームを受動的にモニタし、Windows XP クライアント ネットワークの SSID を特定
します。
攻撃者は優先ネットワーク情報を獲得した後に、提供されるよく使用されるホットスポット ネッ
トワーク名のリストに対してネットワーク名（SSID）を照合します。 一致するネットワーク名が
見つかると、Hotspotter クライアントがアクセス ポイントとして動作します。 クライアントはこ
の状況を知らずにこの疑似アクセス ポイントを認証してアソシエートします。
クライアントがアソシエートされたら、DHCP デーモンやその他のスキャンを新たなターゲット
に対して実行するコマンド（スクリプトなど）を実行するように Hotspotter ツールを設定できま
す。
異なる環境（ホームとオフィスなど）で稼働しているが、Windows XP ワイヤレス接続設定で同じ
ホットスポット SSID を使用するように設定されているクライアントも、この攻撃の影響を受けま
す。 クライアントはその SSID を使用してプローブ要求を送信するため、ツールに対して脆弱に
なります。

wIPS による解決
ソフト AP、またはソフトウェアのアクセス ポイントは、不正デバイスとして扱う必要がありま
す。 次の手順は、この脅威を排除するために役立ちます。
• 統合無線物理ロケーション検出機能を使用して不正なデバイスを特定します。
• すべてのデバイスのソフト AP 接続を防ぐワイヤレス封じ込め
• Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）またはスイッチ ポート トレーシングを使用して、
有線ネットワークのデバイスを追跡し、不正なデバイスを検出します。

スプーフされた MAC アドレスの検出
アラームの説明と考えられる原因
スプーフィングされた MAC アドレスが検出された場合、ハッカーが出荷時割り当て済みのワイ
ヤレス MAC アドレスを変更することで、接続権限を持つ有効なユーザになりすましてアクセス
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制限付きワイヤレスネットワークにアクセスするか、またはワイヤレスネットワークで自らの存
在を隠そうとする攻撃と考えられます。
スプーフィングされた MAC アドレス攻撃には、クライアント ベースと AP ベースの 2 種類があ
ります。 クライアント ベースのスプーフィングされた MAC アドレス攻撃では、クライアントが
有効なユーザになりすますことができます。 たとえば、ワイヤレスのハッカーがすでに接続して
いるクライアントのワイヤレス MAC アドレスをスプーフィングしてアクセス制限付きホットス
ポットにアクセスする、接続の「ただ乗り」などです。 他にも、ホテル環境で料金を払って接続
しているユーザのワイヤレス MAC アドレスをスプーフィングすることで、支払処理を迂回して
ワイヤレス ネットワークに接続しようとするハッカーなどの例があります。
もう 1 つのスプーフィングされた MAC アドレス攻撃は、AP ベースです。 この場合、ハッカーは
企業のアクセス ポイントの MAC アドレスをスプーフィングすることで、ワイヤレス ネットワー
ク上で自らの存在を隠そうとします。 これは、典型的な不正シナリオです。

疑わしい営業時間外のトラフィックの検出
アラームの説明と考えられる原因
ワイヤレス セキュリティ突破試行を検出する方法の 1 つに、ワイヤレス トラフィックが発生する
ことにはなっていない時間とワイヤレス利用状況を照合する方法があります。 wIPS サーバはこの
アラームで設定された営業時間を基準にしてトラフィック パターンをモニタし、異常が検出され
るとアラートを生成します。 営業時間外に wIPS サーバにより追跡される疑わしいワイヤレス利
用には、次のものがあります。
• セキュリティ侵害を示す可能性があるオフィス WLAN への認証要求またはアソシエート要
求を発行するクライアント ステーション。
• ワイヤレス ネットワーク上での疑わしいダウンロードまたはアップロードを示す可能性があ
るワイヤレス データ トラフィック。

wIPS による解決
wIPS をグローバルに導入する場合、設定可能な営業時間範囲は現地時間で定義されます。 管理を
容易にするため、アクセスポイントまたはセンサーを特定の時間帯に基づいて設定できます。オ
フィスと製造現場が混在する WLAN では、オフィスの WLAN SSID にオフィスの営業時間を定義
し、製造現場の WLAN SSID に別の（午前 6 時から午後 9 時までなど）営業時間を定義できます。
このアラームがトリガーされたら、管理者は、疑わしいトラフィックの原因デバイスを探し、そ
の位置を特定して適切な手順でワイヤレス環境から削除する必要があります。
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ベンダー リストによる未承認アソシエーション
アラームの説明と考えられる原因
Cisco Adaptive Wireless IPS では、ネットワーク管理者がベンダー情報をポリシー プロファイルに
組み込むことができます。これにより、WLAN 上にある承認ベンダー以外のステーションを検出
できます。このようなポリシープロファイルを作成すると、未承認ベンダーによりステーション
とアクセスポイントがアソシエートされると常にアラームが生成されます。次の図を参照してく
ださい。

この図の ACL-1 のアクセス ポイントはシスコ製のステーションとだけアソシエート可能であり、
ACL-2 のアクセス ポイントは Intel 製のステーションとだけアソシエート可能です。 この情報は
wIPS システムのポリシー プロファイルに入力されます。 アクセス ポイントとシスコおよび Intel

Cisco Wireless Intrusion Prevention System コンフィギュレーション ガイド リリース 7.6
48

OL-29331-01

wIPS ポリシー アラーム リファレンス
侵入検知：セキュリティ突破

以外のベンダーのステーションとのアソシエーションはすべて承認されず、アラームが生成され
ます。
企業 WLAN環境では、不正なステーションが原因でセキュリティの問題が発生し、ネットワーク
パフォーマンスが低下します。 このような不正なステーションは空間を占有し、ネットワーク帯
域幅をめぐって競合します。アクセスポイントが対応できるステーションの数が限られているた
め、アクセス ポイントは対応するステーションの数が上限に達すると、ステーションからのアソ
シエート要求を拒否します。 多数の不正なステーションに対応しており、これ以上のステーショ
ンに対応できないアクセス ポイントは、ネットワークにアクセスする正規のステーションを拒否
します。 不正なステーションによってよく引き起こされる問題には、接続の問題やパフォーマン
ス低下があります。

wIPS による解決
Cisco Adaptive Wireless IPS は、アクセス ポイントとステーション間で非準拠ステーションが関与
する未承認アソシエーションについて、このアラームを使用してネットワーク管理者に警告しま
す。 このアラームが生成されたら、未承認ステーションを特定し、この問題を解決するための措
置をとる必要があります。 この措置の 1 つに、不正の封じ込め処理を使用してブロックする方法
があります。

未承認アソシエーションの検出
アラームの説明と考えられる原因
通常、企業ネットワーク環境では従業員が導入した不正なアクセス ポイントはネットワークの標
準導入プラクティスに従っておらず、ネットワークの整合性を侵害します。 このような不正なア
クセス ポイントはネットワーク セキュリティの抜け穴であり、侵入者はこのアクセス ポイント
からが企業の有線ネットワークに容易にハッキングできるようになります。 多くのワイヤレス
ネットワーク管理者が抱える主な課題の 1 つに、ACL に登録されているステーションと不正なア
クセス ポイントの間の未承認アソシエーションがあります。 ステーションと不正なアクセス ポ
イントの間でデータが転送されるため、ハッカーが機密情報を盗み出すことが可能になります。
不正なステーションはセキュリティの問題を引き起こし、ネットワーク パフォーマンスを低下さ
せます。 このような不正なステーションは空間を占有し、ネットワーク帯域幅をめぐって競合し
ます。 アクセス ポイントが対応できるステーションの数が限られているため、アクセス ポイン
トは対応するステーションの数が上限に達すると、ステーションからのアソシエート要求を拒否
します。 多数の不正なステーションに対応しており、これ以上のステーションに対応できないア
クセス ポイントは、ネットワークにアクセスする正規のステーションを拒否します。 不正なス
テーションによってよく引き起こされる問題には、接続の妨害やパフォーマンス低下があります。

wIPS による解決
アクセス ポイントとステーション間の未承認アソシエーションがネットワーク上で検出される
と、Cisco Adaptive Wireless IPS はネットワーク管理者に対してこのアラームで通知します。 WLC
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の新しい「MAC アドレス学習」機能はこの違反の発生を阻止します。この機能を有効にすること
をお勧めします。

Wellenreiter の検出
アラームの説明と考えられる原因
Cisco Adaptive Wireless IPS は、Wellenreiter ツールを使用して匿名アソシエート（任意の SSID の
アクセス ポイントに対するアソシエーション要求など）を実行するために WLAN をプローブす
るワイヤレス クライアント ステーションを検出します。
Wellenreiter は、ウォードライビングとウォーチョーキングによく利用されるツールです。 ワイヤ
レス ハッカーがウォードライビング ツールを使用してアクセス ポイントを検出し、MAC アドレ
ス、SSID、実装されているセキュリティの情報などを、アクセス ポイントの位置情報と共にイン
ターネット上で公開します。 ウォーチョーキングでは、ハッカーが WLAN アクセス ポイントを
検出し、公共の場所に上に示す共通シンボルを使って WLAN 設定をマーキングします。 ウォー
ウォーキングはウォードライビングに似ていますが、ハッカーが車ではなく徒歩で徘徊します。
ウォーウォーカーは、Wellenreiter や類似製品を使ってショッピングセンターや大型小売店舗を徘
徊します。 ウォーフライングは、上空からのワイヤレス ネットワークのスニッフィングです。
高出力アンテナを備えた自家用飛行機から同じ機器を使います。 オーストラリアのパースを本拠
地とするウォーフライングのグループが、高度 1,500 フィートから電子メールとインターネット
リレー チャット セッションを傍受した例が報告されています。
このツールは、Prism2、Lucent、およびシスコ ベースのカードに対応しています。 このツールは
SSID と WEP 機能をブロードキャストしているインフラストラクチャとアドホック ネットワーク
を検出し、ベンダー情報を自動的に提供することができます。 また、ethereal/tcpdump 互換ダンプ
ファイルとアプリケーション savefile を作成します。 GPS にも対応しています。 ユーザは
Wellenreiter の Web サイトからツールをダウンロードできます。

wIPS による解決
アクセス ポイントがこれらのハッキング ツールで検出されないようにするには、SSID をブロー
ドキャストしないようにアクセス ポイントを設定します。 Cisco Adaptive Wireless IPS を使用し
て、ビーコンで SSID をブロードキャストしているアクセス ポイントを確認できます。
Cisco WCS からも自動セキュリティ脆弱性スキャン機能が提供されています。この機能は、SSID
をブロードキャストするように設定されているアクセス ポイントをすべて報告します。 自動セ
キュリティ脆弱性スキャンの詳細については、WCS オンライン ヘルプを参照してください。

WiFi Protected Setup Pin ブルートフォース
アラームの説明と考えられる原因
WiFi Protected Setup は、民生グレードのアクセス ポイントの大半に装備される機能で、複雑なパ
スワードを必要とせずにデバイスを容易にセットアップできます。 この機能では、ユーザは押し
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ボタンを使うか、またはアクセス ポイントの裏面にある PIN を入力して接続できます。 2011 年
12 月に、Stefan Viehböck によって脆弱性が公表され、Craig Heffner も単独でそれを発見していま
した。 この脆弱性は、デバイスの PIN だけを必要とする外部レジストラにあります。 このモード
は、ピンに対するブルートフォース攻撃を受けやすくなります。 現在も、この脆弱性を利用する
2 つの有効なツールが出回っています。
攻撃の背景には、PIN 認証が失敗すると、アクセス ポイントが EAP-NACK メッセージをクライア
ントに送信するという考え方があります。 攻撃者はこの EAP-NACK メッセージを利用して、PIN
の前半が正しいかどうかを判断できます。 PIN のチェックサムである PIN の最後の数字は自明で
す。 これにより、PIN のブルートフォース回数は 11,000 回まで下がります。
アクセス ポイントの WiFi Protected Setup の外部レジストラ機能を無効にすることを推奨します。
ほとんどの製造メーカは、デフォルトでこの機能をオンにしています。

wIPS による解決
システムは、ワイヤレス ネットワークで、WiFi Protected Setup Pin ブルートフォースに該当するト
ラフィックをモニタします。 デバイスを特定しオフラインにすることが推奨されます。

WiFiTap ツールの検出
アラームの説明と考えられる原因
WiFiTap ツールを使用すると、ワイヤレス攻撃者は、企業 AP に接続せずに、他のクライアントと
直接通信するようにクライアントを設定できます。 この実装により、攻撃者は、企業ネットワー
クに設定されているセキュリティ対策をすべて迂回して、個別のクライアントに攻撃することが
できます。これで、攻撃者は犠牲者のクライアントステーションに保存されているすべてのファ
イルと情報にアクセスできます。

wIPS による解決
wIPS サーバは、WiFiTap ツールの使用をモニタして、使用を検出した場合にアラームを生成しま
す。 ユーザは、攻撃しているデバイスを特定し、ワイヤレス環境から取り除く必要があります。

パフォーマンス違反
WLAN のパフォーマンス効率は、常に RF 環境の変動とクライアント デバイスの移動の影響を受
けます。 注意深くモニタされ、適切に調整されている WLAN システムでは、適切に管理されて
いない WLAN システムよりも高いスループットを実現できます。 Cisco wIPS は、WLAN を継続
的にモニタし、ワイヤレス管理者に問題の兆候を早期に警告することで、WLAN のパフォーマン
スと効率を維持します。
Cisco wIPS の機能を最大限に活用するために、WLAN 導入仕様に最も適したものになるようにパ
フォーマンス アラームをカスタマイズできます。
次に、wIPS に含まれる設定済みプロファイルを示します。
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• Enterprise best practice
• Enterprise rogue detection only
• Financial（Gramm-Leach-Bliley 法に準拠）
• HealthCare（Health Insurance Portability and Accountability 法に準拠）
• Hotspot implementing 802.1x security
• Hotspot implementing NO security
• Tradeshow environment
• Warehouse/manufacturing environment
• Government/Military（8100.2 指令に準拠）
• Retail environment
管理者が適切なプロファイルを決定すると、Cisco wIPS は、特定の WLAN 環境に適したポリシー
プロファイルから、アラームを有効化または無効化します。 たとえば、医療機関は、HealthCare
のプロファイルを選択できます。 HIPAA（Health Insurance Portability and Accountability Act
compliant）に必要なすべてのアラームが有効になります。 管理者はインストール後にアラームを
有効または無効にしたり、プリファレンスごとに閾値を変更したりできます。
パフォーマンス違反には、次のサブカテゴリがあります。

チャネルまたはデバイスの過負荷
WLAN テクノロジーは、無線周波数スペクトルを、元の10 Mbps イーサネット テクノロジーに類
似する共有物理メディアとして使用します。 最新の 802.11a および 802.11g WLAN 規格の場合で
も、54 Mbps の共有メディア帯域幅の制限があります。 しかもこの上限は、必要な MAC プロト
コル オーバーヘッド、フレーム間スペース、コリジョンおよびランダムな送信バックオフを考慮
すると、大幅に低くなります。
無線メディアには、独自の帯域幅制限があります。 WLAN アクセス ポイントには、大量のトラ
フィックまたは多数の関連付けられているクライアントにより過負荷となる限界があります。
有線 LAN のように、マルチキャストおよびブロードキャスト フレームが多すぎると、WLAN デ
バイスの過負荷の原因になります。 過負荷状態のデバイスでは、パフォーマンスが低下し接続の
問題が発生します。 たとえば、多数のクライアントによる AP アソシエーション テーブル オー
バーフローなどです。
チャネル帯域幅の制限や WLAN デバイス リソース容量の限界があっても、Cisco wIPS は、負荷を
監視および追跡して円滑な運用を保証します。 Cisco wIPS は、プロビジョニングの不足や過度な
拡張により WLAN のパフォーマンスが不十分な場合に、アラームを生成し詳細情報を表示しま
す。 RF には、ネイバーが隣接チャネルで新しい WLAN デバイス取り付けを行った場合でも、
WLAN チャネルの使用率を大幅に増加させる境界はありません。 Cisco wIPS は WLAN をモニタ
リングし、適切な帯域幅とリソースのプロビジョニングを確保します。
パフォーマンス違反には以下の種類があります。
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AP アソシエーションのキャパシティが上限に達しています
アラームの説明と考えられる原因
すべての WLAN アクセス ポイントには、アクセス ポイントにアソシエートしてワイヤレス・サー
ビスを受けることができるクライアントステーションの数についてリソース制限があります。通
常、この制限は AP でのユーザ設定可能な数です。 AP がこの制限に達すると、新しいクライアン
ト アソシエーション要求を受け付けなくなります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、拒否されたアソシエーションの要求と応答をモニタして、アソシエーション障害
の原因を判定します。 このアラームは、Cisco wIPS が原因について、AP アソシエーション容量
のオーバーフローの問題と判断した場合に生成されます。 このアラームは、WLAN構成でのプロ
ビジョニング不足、またはロード バランシングの障害を示しています。

ステーションによる AP の過負荷
アラームの説明と考えられる原因
WLANアクセス ポイントは、リソースの制約により、限定された数のクライアントに対してのみ
サービスを実行できます。 限定数に到達すると、以降のクライアントが拒否されるか、または既
存のクライアントのパフォーマンスが低下します。 WLAN機器の導入の設計、およびサービスの
プロビジョニングを行う場合、この制限を考慮する必要があります。 展開後に、ユーザー数の拡
大によってこの制限が課題となるため、展開におけるプロビジョニングの不足を常に監視する必
要があります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、AP のアクティブなクライアント ステーションを追跡することで、AP ワークロー
ドを監視します。ワークロードのしきい値（アクティブなクライアントセッションのカウント）
によって、異なる重大度レベルのアラームを発生するようにシステムを設定できます。たとえば、
64 のアクティブなクライアント セッションの警告や、128 のアクティブなクライアント セッショ
ンの緊急アラームなどです。

使用による AP の過負荷
アラームの説明と考えられる原因
WLAN 導入の設計には、AP がサポート可能な最大クライアント数への期待値が含まれます。 同
様に、AP でサポートされる最大の帯域利用率への期待値もあります。 このような期待値を利用
して、WLANプロビジョニングが十分かどうか、ロード バランシングが効果的かどうかを監視で
きます。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、AP 帯域利用率（発信と着信のトラフィックを合わせたもの）を追跡し、持続的な
使用率がユーザ設定のしきい値を超えるとアラームを発生させます。
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帯域の過剰な使用
アラームの説明と考えられる原因
WLAN 環境は、帯域幅に制限のある共有メディアです。 802.11b が 11 mbps、802.11a/g が 54 mbps
の伝送速度でそれぞれ機能する場合でも、帯域使用率をチャネル単位およびデバイス単位で綿密
にモニタし、すべてのクライアント デバイスで十分な WLAN プロビジョニングを確保する必要
があります。 帯域消費量が多いことは、WLAN が高スループットであることを意味しません。
問題となるのは低速な伝送速度で、その原因には認証ユーザがインターネットから音楽や動画を
ダウンロードする行為などが考えられ、これにより企業ネットワークの帯域幅に目詰まりが起こ
ります。 Cisco wIPS は、WLAN 帯域使用率をチャネル単位およびデバイス単位で追跡します。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、チャネルおよびワイヤレス デバイスに基づいて、帯域幅使用率を追跡します。 帯
域幅の計算には、PLCP ヘッダー、プリアンブルおよび実際のフレーム ペイロードが含まれます。
CSMA 衝突回避プロトコルにより、100% の使用率に近づくことはほとんど不可能です。 60～70%
の使用率は非常に高いと見なされ、きわめて高速な伝送などの、プロビジョニングの改善や効率
性の強化が必要になります。 ユーザ定義のしきい値（使用率%）を超えると、Cisco wIPS はこの
アラームを発生させます。この問題を解決するための適切な手段を講じてください。たとえば、
インターネットからの過剰なファイル ダウンロードなどでこの問題の原因となっているユーザを
特定します。

チャネル上の過剰なマルチキャスト/ブロードキャスト
アラームの説明と考えられる原因
有線ネットワークのように、WLAN に過剰なブロードキャスト フレームおよびマルチキャスト
フレームがあると、WLAN 上のすべてのデバイスに余分な負荷がかかります。 WLAN は、有線
ネットワークよりも、マルチキャストおよびブロードキャスト フレームに影響されやすい環境で
す。これは、すべてのマルチキャストおよびブロードキャスト フレームが低速で送信されるため
です（802.11b WLAN では 1 または 2 Mbps など）。 このように低速な伝送は、WLAN の帯域幅
をより多く消費します。 帯域幅の効率性に加えて、低速なマルチキャストおよびブロードキャス
トフレームでは伝送処理の完了に時間がかかるので、ワイヤレスメディアが空くのを待つ他のデ
バイスに対してより大きな遅延をもたらします。 過剰なマルチキャストおよびブロードキャスト
フレームによって、VoIP のような遅延に影響されやすい WLAN アプリケーションにジッタが発
生します。 たとえば、1000 バイトのブロードキャスト フレームは 1 Mpbs での伝送に 8 ミリ秒以
上かかり、これは音声アプリケーションには大きな遅延の原因になります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、チャネルまたはデバイス単位でマルチキャストおよびブロードキャスト フレーム
の使用率を追跡し、不正使用を報告します。 アラームのしきい値は、マルチキャストおよびブ
ロードキャスト フレームのデバイスまたはチャネルによるフレーム合計に対する割合です。
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ノード上の過剰なマルチキャスト/ブロードキャスト
アラームの説明と考えられる原因
有線ネットワークのように、WLAN に過剰なブロードキャスト フレームおよびマルチキャスト
フレームがあると、WLAN 上のすべてのデバイスに余分な負荷がかかります。 WLAN は、有線
ネットワークよりも、マルチキャストおよびブロードキャスト フレームに影響されやすい環境で
す。これは、すべてのマルチキャストおよびブロードキャスト フレームが低速で送信されるため
です（802.11b WLAN では 1 または 2 Mbps など）。 このように低速な伝送は、WLAN の帯域幅
をより多く消費します。 帯域幅の効率性に加えて、低速なマルチキャストおよびブロードキャス
トフレームでは伝送処理の完了に時間がかかるので、ワイヤレスメディアが空くのを待つ他のデ
バイスに対してより大きな遅延をもたらします。 過剰なマルチキャストおよびブロードキャスト
フレームによって、VoIP のような遅延に影響されやすい WLAN アプリケーションにジッタが発
生します。 たとえば、1000 バイトのブロードキャスト フレームは 1 Mpbs での伝送に 8 ミリ秒以
上かかり、これは音声アプリケーションには大きな遅延の原因になります。
wIPS による解決
Cisco wIPS は、チャネルまたはデバイス単位でマルチキャストおよびブロードキャスト フレーム
の使用率を追跡し、不正使用を報告します。 アラームのしきい値は、マルチキャストおよびブ
ロードキャストフレームのデバイスまたはチャネルによるフレーム合計に対する割合（%）です。
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