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不正なデバイスについて
不正なアクセスポイントは、正規のクライアントをハイジャックし、プレーンテキストまたは他

の DoS攻撃や man-in-the-middle攻撃を使用して無線 LANの運用を妨害する可能性があります。
つまり、ハッカーは、不正なアクセスポイントを使用することで、ユーザ名やパスワードなどの

機密情報を入手することができます。すると、ハッカーは一連のクリアツーセンド（CTS）フ
レームを送信できるようになります。アクセスポイントになりすまして、特定のクライアントに

は送信を許可し、他のすべてのクライアントには待機するように指示が送られると、正規のクラ

イアントは、ネットワークリソースに接続できなくなってしまいます。無線 LANサービスプロ
バイダーは、空間からの不正なアクセスポイントの締め出しに強い関心を持っています。

不正なアクセスポイントは安価で簡単に利用できることから、企業の従業員は、IT部門に報告し
て同意を得ることなく、認可されていない不正なアクセスポイントを既存の LANに接続し、ア
ドホック無線ネットワークを確立することがあります。これらの不正アクセスポイントは、企業

のファイアウォールの内側にあるネットワークポートに接続可能であるため、重大なネットワー

クセキュリティ侵犯となることがあります。通常、従業員は不正なアクセスポイントのセキュ

リティ設定を有効にしないので、権限のないユーザがこのアクセスポイントを使って、ネット

ワークトラフィックを傍受し、クライアントセッションをハイジャックすることは簡単です。

さらに警戒すべきことは、セキュリティで保護されていないアクセスポイントの場所が無線ユー

ザにより頻繁に公開されるため、企業のセキュリティが侵害される可能性も増大します。

次に、不正なデバイスの管理に関する注意事項を示します。

•許可とアソシエーションの検出後、ただちに阻止フレームが送信されます。強化された不正
阻止アルゴリズムを使用すると、アドホッククライアントをより効果的に阻止することがで

きます。
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•最も多くの不正アクセスポイント数が疑われる高密度な RF環境では、ローカルおよび
FlexConnectモードのアクセスポイントによってチャネル 157またはチャネル 161で不正な
アクセスポイントが検出される可能性は、他のチャネルの場合に比べて低くなります。こ

の問題を緩和するために、専用の監視モードのアクセスポイントを使用することをお勧めし

ます。

•ローカルおよび FlexConnectモードアクセスポイントは、関連付けられたクライアントに対
応するように設計されています。これらのアクセスポイントは比較的短時間でオフチャネ

ルスキャンを実行します（各チャネル約 50ミリ秒）。高度な不正検出を実行するには、監
視モードのアクセスポイントを使用する必要があります。あるいは、スキャン間隔を 180
秒から 120または 60秒などに短縮して、無線がオフチャネルになる頻度を増やします。こ
れにより、不正が検出される可能性は増加します。ただしこの場合も、アクセスポイント

が各チャネルに費やす時間は約 50ミリ秒です。

•家庭の環境で展開されるアクセスポイントは大量の不正デバイスを検出する可能性が高いた
め、OfficeExtendアクセスポイントでは不正検出はデフォルトでは無効です。

•クライアントカードの実装により、アドホックの抑制の効果が低下することがあります。

•不正なアクセスポイントの分類および報告は、不正の状態と、不正なアクセスポイントの
状態を自動的に移行できるようにする、ユーザ定義の分類規則に従って行うことができま

す。

•各コントローラは、不正アクセスポイントの封じ込めを無線チャンネルごとに 3台（監視
モードアクセスポイントの場合、無線チャネルごとに 6台）に制限します。

• Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）は、オープン認証に設定されている不正なアクセ
スポイントを検出します。

• RLDPはブロードキャスト Basic Service Set Identifier（BSSID）を使用する不正なアクセスポ
イント（つまり Service Set Identifierをビーコンでブロードキャストするアクセスポイント）
を検出します。

• RLDPは、同じネットワークにある不正なアクセスポイントのみを検出します。ネットワー
クのアクセスリストによって不正なアクセスポイントからコントローラへの RLDPのトラ
フィックの送信が阻止されている場合は、RLDPは機能しません。

• RLDPは 5 GHzの動的周波数選択（DFS）チャネルでは機能しません。ただし RLDPは、管
理対象のアクセスポイントが DFSチャネルの監視モードである場合には機能します。

•メッシュAPでRLDPが有効にされていて、そのAPがRLDPタスクを実行すると、そのメッ
シュ APのアソシエーションはコントローラから解除されます。回避策は、メッシュ APで
RLDPを無効にすることです。

• RLDPが監視モードではないAPで有効になっている場合、RLDPの処理中にクライアント接
続の中断が発生します。

•不正を手動で阻止すると、不正なエントリは期限切れになった後でも保持されます。

•不正を自動、ルール、AwIPSなどの他の防御方法で阻止すると、不正なエントリは期限切れ
になると削除されます。
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•コントローラは、不正なクライアントの検証を AAAサーバに一度だけ要求します。その結
果、不正なクライアント検証が最初の試行で失敗すると、不正なクライアントは今後脅威と

して検出されなくなります。これを回避するには、[Validate Rogue Clients Against AAA]を有
効にする前に、認証サーバに有効なクライアントエントリを追加します。

•すべての有効なクライアントMACの詳細が、コントローラの RADIUS構成で設定されたも
のと同じMACデリミタオプションを持つ AAA認証サーバに登録される必要があります。
MACデリミタオプションの設定の詳細については、「RADIUS（GUI）の設定」の項を参照
してください。

• 7.4以前のリリースでは、ルールによってすでに分類された不正は再分類されませんでした。
7.5リリースでは、不正ルールの優先順位に基づいて不正を再分類できるようにこの動作が
強化されました。優先順位は、コントローラが受信する不正レポートを使用して決定されま

す。

•（自動またはルールまたは手動により）FriendlyまたはContained状態としてマークされるす
べての不正は、コントローラのフラッシュメモリに格納されます。リリース 7.4を搭載した
コントローラをリブートすると、これらの不正は手動で変更されたものとして表示されま

す。コントローラをリブートするときは、すべての不正な APと不正アドホックをコント
ローラから取り除き、設定を保存してからコントローラをリブートする必要があります。

•（手動のみにより）FriendlyまたはContained状態としてマークされるすべての不正は、コン
トローラのフラッシュメモリに格納されます。リリース 7.4から 7.6以降のバージョンにコ
ントローラをアップグレードする場合は、リリース 7.4に格納されているすべての不正は手
動で分類されたか（Friendly分類された場合）、または手動で阻止されたものとして表示さ
れます。そのため、リリース 7.4から 7.6以降のバージョンにコントローラをアップグレー
ドした後は、すべての不正な APと不正アドホックをコントローラから削除し、不正検出の
設定を開始する必要があります。

•接続モードの FlexConnect AP（不正検出が有効になっている）は、コントローラから不正阻
止のリストを取得します。自動阻止 SSIDおよび自動阻止アドホックがコントローラに設定
されている場合、これらの設定は、接続モードのすべての FlexConnect APに設定され、AP
はこれをメモリに保存します。

FlexConnect APがスタンドアロンモードに移行すると、次の処理が実行されます。

•コントローラによる阻止設定が継続されます。

• FlexConnect APが、インフラ SSIDと同じ SSID（FlexConnect APが接続されているコン
トローラに設定された SSID）を持つ不正な APを検出すると、スタンドアロンモード
に移行する前に自動阻止 SSIDがコントローラから有効にされていれば、阻止が開始さ
れます。

• FlexConnect APがアドホック不正を検出すると、接続モード時に自動阻止アドホックが
コントローラから有効にされていれば、阻止が開始されます。

スタンドアロンの FlexConnect APを接続モードに戻すと、次の処理が実行されます。

•すべての阻止はクリアされます。

•コントローラから開始された阻止が引き継ぎます。
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• WLAN、LAN、11a無線および 11bg無線の不正なAPのMACアドレスは、不正 BSSIDの +/-
1の差異で設定されているので、不正検出 APは、5Mhzチャネルの不正な有線 APの関連付
けおよび阻止に失敗します。 8.0リリースでは、MACアドレスの範囲を広げることによっ
て、この動作が強化されました。不正検出 APは有線 ARP MACと不正 BSSIDを +/- 3の差
異で関連付けます。

•オープン認証を使用する不正アクセスポイントはネットワーク上で検出できます。 NAT有
線または不正有線検出は、WLC（RLDPと不正検出 APの両方）ではサポートされません。
非隣接MACアドレスは、RLDPではなく APの不正検出モードでサポートされます。

不正AP、不正クライアント、または一時的な封じ込めの設定は、リロード時に破棄されます。
リロード後にすべての不正を再設定する必要があります。

（注）

Rogue Location Discovery Protocol

Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）は、不正 APで認証が設定されていない（オープン認
証）場合に使用される積極的なアプローチです。このモードは、デフォルトで無効になってお

り、不正チャネルに移動して、クライアントとして不正に接続するようにアクティブ APに指示
します。この間に、アクティブ APは、接続されたすべてのクライアントに認証解除メッセージ
を送信してから、無線インターフェイスをシャットダウンします。次に、クライアントとして不

正 APにアソシエートします。その後で、APは、不正 APから IPアドレスの取得を試み、ロー
カルAPと不正接続情報を含むUser Datagram Protocol（UDP）パケット（ポート 6352）を不正AP
を介してコントローラに転送します。コントローラがこのパケットを受信すると、不正 APが
RLDP機能を使用して有線ネットワークで検出されたことをネットワーク管理者に通知するため
のアラームが設定されます。

RLDPの不正 APの検出精度は 100%です。オープン APと NAT APを検出します。

Lightweight APが不正 APとアソシエートして DHCPアドレスを受信するかどうかを確認する
には、debug dot11 rldp enableコマンドを使用します。このコマンドは、Lightweight APから
コントローラに送信された UDPパケットも表示します。

（注）

ここで、Lightweight APから送信される UDP（宛先ポート 6352）パケットのサンプルを示しま
す。0020 0a 01 01 0d 0a 01 .......(.*...... 0030 01 1e 00 07 85 92 78 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ......x.........
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

最初の 5バイトのデータには、不正 APによってローカルモード APに割り当てられた DHCPア
ドレスが含まれています。次の 5バイトはコントローラの IPアドレスで、その後に不正APMAC
アドレスを表す 6バイトが続きます。その後に、18バイトの 0が続きます。

ここで、RLDPの動作手順を示します。

1 信号強度値を使用して不正に最も近い統合 APを特定します。

2 その後で、このAPがWLANクライアントとして不正に接続します。3回のアソシエーション
を試みて、成功しない場合はタイムアウトします。
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3 アソシエーションが成功すると、APが DHCPを使用して IPアドレスを取得します。

4 IPアドレスが取得されたら、AP（WLANクライアントとして機能している）は、コントロー
ラの IPアドレスのそれぞれに UDPパケットを送信します。

5 コントローラがクライアントからRLDPパケットの 1つでも受信すると、その不正が重大度が
criticalの on-wireとしてマークされます。

コントローラのネットワークと不正デバイスが設置されたネットワークの間にフィルタリング

ルールが設定されている場合は、RLDPパケットがコントローラに到達できません。
（注）

RLDPの注意事項：

• RLDPは、認証と暗号化が無効になっている SSIDをブロードキャストするオープン不正 AP
でのみ動作します。

• RLDPでは、クライアントとして機能しているマネージドAPが不正ネットワーク上でDHCP
を介して IPアドレスを取得できる必要があります。

•手動 RLDPを使用して、不正上で RLDPトレースを複数回試すことができます。

• RLDPプロセス中は、APがクライアントにサービスを提供できません。これがローカルモー
ド APのパフォーマンスと接続に悪影響を及ぼします。この問題を回避するために、RLDP
はモニタモード APに対してのみ選択的に有効にできます。

• RLDPは、5GHz DFSチャネルで動作する不正 APへの接続は試行しません。

RLDPは、シスコの Atonomous不正アクセスポイントではサポートされていません。これら
のアクセスポイントは、RLDPクライアントによって送信された DHCP検出要求をドロップ
します。また不正なアクセスポイントチャネルが動的周波数選択（DFS）を必要とする場合、
RLDPはサポートされません。自動 RLDP試行で不正（ノイズの多い RF環境などが原因）が
検出されなかった場合は、コントローラが再試行しません。ただし、不正デバイス上でRLDP
を手動で開始できます。

（注）

不正なデバイスの検出

コントローラは、近くにあるすべてのアクセスポイントを継続的に監視し、不正なアクセスポイ

ントとクライアントに関する情報を自動的に検出および収集します。コントローラは不正なアク

セスポイントを検出すると、Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）を使用し、不正検出モー
ドのアクセスポイントが接続されて、不正がネットワークに接続されているかどうかを特定しま

す。

コントローラは、オープン認証および設定された不正デバイスで RLDPを開始します。 RLDPが
Flexconnectまたはローカルモードのアクセスポイントを使用すると、クライアントはその時点で
接続を解除されます。 RLDPのサイクルが終了すると、クライアントはアクセスポイントに再接
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続します。不正なアクセスポイントが検出された時点で（自動設定）、RLDPのプロセスが開始
されます。

すべてのアクセスポイント、または監視（リッスン専用）モードに設定されたアクセスポイント

でのみ RLDPを使用するようにコントローラを設定できます。後者のオプションでは、混雑した
無線周波数（RF）空間での自動不正アクセスポイント検出が実現され、不要な干渉を生じさせた
り、正規のデータアクセスポイント機能に影響を与えずにモニタリングを実行できます。すべ

てのアクセスポイントでRLDPを使用するようにコントローラを設定した場合、モニタアクセス
ポイントとローカル（データ）アクセスポイントの両方が近くにあると、コントローラは常に

RLDP動作に対してモニタアクセスポイントを選択します。ネットワーク上に不正があるとRLDP
が判断した場合、検出された不正を手動または自動で阻止することを選択できます。

RLDPは、オープン認証に設定されている不正なアクセスポイントの存在をネットワーク上で一
度だけ（デフォルト設定の再試行回数）検出します。

3種類の方法でコントローラから RLDPを開始またはトリガーできます。

1 コントローラのCLIからRLDP開始コマンドを手動で入力します。RLDPを開始するための同
等の GUIオプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp initiatemac-address

2 コントローラのCLIからRLDPをスケジュールします。RLDPをスケジュールするための同等
の GUIオプションはサポートされていません。
config rogue ap rldp schedule

3 自動 RLDP。コントローラの CLIまたは GUIから自動 RLDPを設定できますが、次の注意事
項を考慮してください。

•不正検出のセキュリティレベルが customに設定されている場合にのみ、自動 RLDPオプ
ションを設定できます。

•自動 RLDPおよび RLDPのスケジュールを同時に有効にすることはできません。

不正なアクセスポイントは、自動または手動でContained状態に変更されます。コントローラは、
不正の阻止に最も効果的なアクセスポイントを選択し、そのアクセスポイントに情報を提供しま

す。アクセスポイントは、無線あたりの不正阻止数のリストを保存します。自動阻止の場合は、

監視モードのアクセスポイントだけを使用するようにコントローラを設定できます。阻止動作は

次の 2つの方法で開始されます。

•コンテナアクセスポイントが定期的に不正阻止のリストを確認し、ユニキャスト阻止フレー
ムを送信します。不正なアクセスポイントの阻止の場合、フレームは不正なクライアント

がアソシエートされている場合にのみ送信されます。

•阻止された不正アクティビティが検出されると、阻止フレームが送信されます。

個々の不正阻止には、一連のユニキャストアソシエーション解除フレームおよび認証解除フレー

ムの送信が含まれます。
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Cisco Prime Infrastructure のインタラクションと不正検出

Cisco Prime Infrastructureではルールベースの分類がサポートされ、コントローラで設定された分
類ルールが使用されます。コントローラは、次のイベント後に Cisco Prime Infrastructureにトラッ
プを送信します。

•不明なアクセスポイントが Friendly状態に初めて移行すると、コントローラは、不正の状態
がAlertの場合にのみCiscoPrime Infrastructureにトラップを送信します。不正の状態が Internal
または Externalであると、トラップは送信されません。

•タイムアウトの経過後に不正なエントリが削除されると、Malicious（Alert、Threat）または
Unclassified（Alert）に分類された不正なアクセスポイントに関して、コントローラからCisco
Prime Infrastructureにトラップが送信されます。コントローラでは、不正の状態がContained、
Contained Pending、Internal、および Externalである不正なエントリは削除されません。

不正検出の設定（GUI）

ステップ 1 該当するアクセスポイントで不正検出が有効になっていることを確認します。コントローラに joinされ
たすべてのアクセスポイントに対し、不正の検出がデフォルトで有効にされます（OfficeExtendアクセス
ポイントを除く）。ただし、[All APs > Details for]（Advanced）ページで [Rogue Detection]チェックボッ
クスをオンまたはオフにして、個々のアクセスポイントの不正検出を有効または無効にできます。

ステップ 2 [Security] > [Wireless Protection Policies] > [Rogue Policies] > [General]を選択します。
[Rogue Policies]ページが表示されます。

ステップ 3 [RogueLocationDiscovery Protocol]ドロップダウンリストから、次のオプションのいずれかを選択します。

• [Disable]：すべてのアクセスポイントで RLDPを無効にします。これはデフォルト値です。

• [All APs]：すべてのアクセスポイントで RLDPを有効にします。

• [Monitor Mode APs]：監視モードのアクセスポイントでのみ RLDPを有効にします。

ステップ 4 [Expiration Timeout for Rogue AP and Rogue Client Entries]テキストボックスに、不正なアクセスポイント
とクライアントエントリの期限が切れてリストから削除されるまでの秒数を入力します。有効な範囲は

240～ 3600秒で、デフォルト値は 1200秒です。
不正なアクセスポイントまたはクライアントのエントリがタイムアウトすると、その不正の状

態がいずれの分類タイプに対してもAlertまたはThreatである場合には、コントローラから削除
されます。

（注）
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ステップ 5 AAAサーバまたはローカルデータベースを使用して、不正なクライアントが有効なクライアントである
かどうかを検証するには、[Validate Rogue Clients Against AAA]チェックボックスをオンにします。デフォ
ルトでは、このチェックボックスはオフになっています。

ステップ 6 必要に応じて、[Detect and Report Ad-Hoc Networks]チェックボックスをオンにして、アドホック不正検出
および報告を有効にします。デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。

ステップ 7 [Rogue Detection Report Interval]テキストボックスに、APが不正検出レポートをコントローラに送信する
間隔を秒単位で入力します。有効な範囲は 10～ 300秒で、デフォルト値は 10秒です。

ステップ 8 [Rogue Detection Minimum RSSI]テキストボックスに、APが不正を検出し、不正エントリがコントローラ
で作成されるために必要な受信信号強度表示（RSSI）の最小値を入力します。有効な範囲は -128～0dBm
で、デフォルト値は 0 dBmです。

この機能は、すべての APモードに適用できます。 RSSI値が非常に低い不正が多数あると、不
正の分析に有用な情報を得られないことがあります。したがって、APが不正を検出する最小
RSSI値を指定することで、このオプションを使用して不正をフィルタリングすることができま
す。

（注）

ステップ 9 [Rogue Detection Transient Interval]テキストボックスに、不正が APにより最初にスキャンされた後、ス
キャンされる時間間隔を入力します。連続的に不正がスキャンされると、更新情報が定期的にコントロー

ラへ送信されます。したがって、非常に短い時間だけアクティブで、その後は活動を停止する一時的な不

正が APによってフィルタリングされます。有効な範囲は 120～ 1800秒で、デフォルト値は 0秒です。
不正検出の一時的間隔は、監視モードの APにのみ適用されます。

この機能には次の利点があります。

• APからコントローラへの不正レポートが短くなる。

•一時的不正エントリをコントローラで回避できる。

•一時的不正への不要なメモリ割り当てを回避できる。

ステップ 10 コントローラに自動的に特定の不正デバイスを阻止させる場合は、次のパラメータを有効にします。デ
フォルトでは、これらのパラメータは無効の状態です。

AutoContainパラメータのいずれかを選択して [Apply]をクリックすると、「Using this feature

may have legal consequences. Do you want to continue?」というメッセージが表

示されます。産業科学医療（ISM）帯域の 2.4 GHzおよび 5 GHzの周波数は一般に公開されてお
り、ライセンスを受けずに使用できます。したがって、相手側のネットワーク上のデバイスを阻

止すると、法的責任を問われる場合があります。

注意

• [Auto Containment Level]：自動阻止レベルを設定します。デフォルトで、自動阻止レベルは 1に設定
されています。

• [Auto Containment only for Monitor mode APs]：自動阻止用のモニタモードアクセスポイントを設定
します。

• [Rogue on Wire]：有線ネットワークで検出される不正の自動阻止を設定します。

• [Using Our SSID]：ネットワークの SSIDをアドバタイズする不正の自動阻止を設定します。このパ
ラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出されても警告が生成されるだけです。

   Cisco ワイヤレス LAN コントローラ構成ガイドリリース 8.1
8

不正なデバイスの管理

不正検出の設定（GUI）



• [Valid Client on Rogue AP]：信頼できるクライアントが関連付けられている不正なアクセスポイント
の自動阻止を設定します。このパラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出されても警告

が生成されるだけです。

• [AdHoc Rogue AP]：コントローラによって検出されたアドホックネットワークの自動阻止を設定し
ます。このパラメータをオフにしておくと、該当するネットワークが検出されても警告が生成され

るだけです。

ステップ 11 [Apply]をクリックします。

ステップ 12 [Save Configuration]をクリックします。

不正検出の設定（CLI）

ステップ 1 必要なアクセスポイントで不正検出が有効になっていることを確認します。不正検出は、コントローラ

に関連付けられているすべてのアクセスポイントに対してデフォルトで有効になっています。次のコマ

ンドを入力して、個々のアクセスポイントの不正検出を有効または無効にできます。

config rogue detection {enable | disable} cisco-apコマンド。

特定のアクセスポイントについて、不正検出の現在の設定状態を確認するには、show ap config
generalCisco_APコマンドを入力します。

（注）

家庭の環境で展開されるアクセスポイントは大量の不正デバイスを検出する可能性が高いため、

OfficeExtendアクセスポイントでは不正検出はデフォルトでは無効です。
（注）

ステップ 2 次のコマンドを入力して、RLDPを有効化、無効化、または開始します。

• config rogue ap rldpenable alarm-only：すべてのアクセスポイント上で RLDPを有効にします。

• config rogue ap rldpenable alarm-onlymonitor_ap_only：監視モードのアクセスポイント上でのみRLDP
を有効にします。

• config rogue ap rldpinitiaterogue_mac_address：特定の不正なアクセスポイントに対して RLDPを開
始します。

• config rogue ap rldpdisable：すべてのアクセスポイント上で RLDPを無効にします。

• config rogue ap rldpretries：不正なアクセスポイントごとに試行される RLDPの回数を指定します。
指定できる範囲は 1～ 5で、デフォルトは 1です。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、不正なアクセスポイントとクライアントエントリの期限が切れてリストから

削除されるまでの秒数を指定します。
config rogue ap timeoutseconds
secondsパラメータの有効な範囲は240～3600秒（両端の値を含む）です。デフォルト値は1200秒です。
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不正なアクセスポイントまたはクライアントエントリがタイムアウトすると、その不正の状態

がいずれの分類タイプに対してもAlertまたはThreatである場合には、コントローラから削除さ
れます。

（注）

ステップ 4 次のコマンドを入力して、アドホック不正検出および報告を有効または無効にします。
config rogue adhoc {enable | disable}

ステップ 5 次のコマンドを入力してAAAサーバまたはローカルデータベースを有効または無効にし、不正なクライ
アントが有効なクライアントかどうかを検証します。
config rogue client aaa {enable | disable}

ステップ 6 次のコマンドを入力して、APが不正検出レポートをコントローラに送信する間隔を秒単位で入力します。
config rogue detection monitor-ap report-intervaltime in sec

time in secパラメータの有効な範囲は 10秒～ 300秒です。デフォルト値は 10秒です。

この機能は、監視モード APにのみ適用されま
す。

（注）

ステップ 7 次のコマンドを入力して、APが不正を検出し、不正エントリがコントローラで作成されるために必要な
最小 RSSI値を入力します。
config rogue detection min-rssirssi in dBm

rssi in dBmパラメータに有効な範囲は –128 dBm～ 0 dBmです。デフォルト値は 0 dBmです。

この機能は、すべての APモードに適用できます。 RSSI値が非常に低い不正が多数あると、不
正の分析に有用な情報を得られないことがあります。したがって、APが不正を検出する最小
RSSI値を指定することで、このオプションを使用して不正をフィルタリングすることができま
す。

（注）

ステップ 8 次のコマンドを入力して、不正が初めてスキャンされた後、APで不正スキャンを連続的に実行する間隔
を入力します。
config rogue detection monitor-ap transient-rogue-intervaltime in sec

time in secパラメータの有効な範囲は 120秒～ 1800秒です。デフォルト値は 0です

この機能は、監視モード APにのみ適用されます。

一時的な間隔値を使用して、APが不正をスキャンする間隔を制御できます。 APでは、それぞ
れの一時的間隔値に基づいて、不正のフィルタリングも実行できます。

この機能には次の利点があります。

（注）

• APからコントローラへの不正レポートが短くなる。

•一時的不正エントリをコントローラで回避できる。

•一時的不正への不要なメモリ割り当てを回避できる。

ステップ 9 特定の不正なデバイスをコントローラで自動的に阻止するには、次のコマンドを入力します。

これらのコマンドのいずれかを入力すると、次のメッセージが表示されます。Using this
feature may have legal consequences. Do you want to continue?産業科学医療
（ISM）帯域の 2.4 GHzおよび 5 GHzの周波数は一般に公開されており、ライセンスを受けずに
使用できます。したがって、相手側のネットワーク上のデバイスを阻止すると、法的責任を問わ

れる場合があります。

注意
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• config rogue ap rldp enable auto-contain：有線ネットワークで検出された不正を自動的に阻止します。

• config rogue ap ssid auto-contain：ネットワークの SSIDをアドバタイズする不正を自動的に阻止しま
す。

該当する不正が検出されたときにコントローラで警告だけが生成されるようにするには、

config rogue ap ssid alarmコマンドを入力します。
（注）

• config rogue ap valid-client auto-contain：信頼できるクライアントのアソシエート先の不正なアクセ
スポイントを自動的に阻止します。

該当する不正が検出されたときにコントローラで警告だけが生成されるようにするには、

config rogue ap valid-client alarmコマンドを入力します。
（注）

• config rogue adhoc auto-contain：コントローラによって検出されたアドホックネットワークを自動的
に阻止します。

該当する不正が検出されたときにコントローラで警告だけが生成されるようにするには、

config rogue adhoc alertコマンドを入力します。
（注）

• config rogue auto-contain levellevelmonitor_mode_ap_only：監視モードアクセスポイントに対して自動
阻止レベルを設定します。デフォルト値は 1です。

ステップ 10 次のコマンドを入力して、アドホックの不正分類を設定します。

• config rogue adhoc classify friendly state {internal | external} mac-addr

• config rogue adhoc classify malicious state {alert | contain} mac-addr

• config rogue adhoc classify unclassified state {alert | contain} mac-addr

次に、パラメータを簡単に説明します。

• internal：外部アドホック不正を信頼します。

• external：アドホック不正の存在を承認します。

• alert：アドホック不正が検出された場合に、トラップを生成します。

• contain：不正アドホックの阻止を開始します。

ステップ 11 次のコマンドを入力して、RLDPのスケジュールを設定します。
config rogue ap rldp schedule{add|delete|disable|enable}

• add：指定した曜日に RLDPをスケジュールできるようにします。 RLDPをスケジュールする曜日
（mon、tue、wedなど）を入力し、開始時刻と終了時刻を HH:MM:SS形式で指定する必要がありま
す。例：config rogue ap rldp schedule add mon 22:00:00 23:00:00。

• delete：RLDPのスケジュールを削除できるようにします。日数を入力する必要があります。

• disable：RLDPのスケジューリングを無効にするように設定します。

• enable：RLDPのスケジューリングを有効にするように設定します。
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RLDPスケジュールを設定すると、それ以降、つまり設定の保存後にそのスケジュールが実行さ
れるとみなされます。

（注）

ステップ 12 次のコマンドを入力して、変更を保存します。
save config
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