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あらまし スマートフォンなどのモバイル端末による無線通信が普及し，それを利用した脅威も日々増加し
ている．とくに近年は，既存の公衆無線 LAN サービスになりすまして，接続する利用者を攻撃する不正な
無線アクセスポイントの運用が増加している．多くの場合，利用者は不正なアクセスポイントだと気付か
ずに利用してしまい，個人情報を盗まれたり，悪性攻撃を受けることがある．本論文では，不正 AP による
攻撃手法を整理・分類し，それぞれの攻撃特有の挙動を基に検出する手法を提案する．また，フィールドで
実地調査を行い，不正 AP の現状を分析した結果を報告する．
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Abstract The spread of wireless communication increases the threat of wireless attacks. This paper
deals with rogue wireless access points (APs) which attacks users by pretending to be an legitimate public
WiFi service provider. It is reported that the number of rogue APs is increasing in recent years. When
users mistakenly use rogue APs, they are damaged such as information leakage or malicious attacks.
This paper analyzes various attack techniques of rogue APs and proposes a new method for rogue APs
detection. It is based on the behavior of attacking rogue APs. We also conduct field researches for rogue
APs and report the current status of real rogue APs.

1

はじめに

背景: モバイル端末が全世界に爆発的に普及し，モ
バイルトラフィックの増大が深刻化している．これ
にともない，無線 LAN サービスの需要が高まってい
る．国内では，キャリア系事業者だけでなく，施設が
提供する公衆無線サービスも増え，スマートフォン
ユーザの過半数は公衆無線サービスを利用している
調査結果も出ている [1]．その一方で，公衆無線 LAN
に潜在する脅威を熟知し，対策を施しているユーザ

は少ない．特に国内では対策を施しているユーザは
2〜3 割と著しく低い [2]．無線 LAN の脅威の中でも
よく注目されるのは，オープンアクセスの無線 AP
の利用による通信盗聴である．さらに，悪意のある
汎用性の高いアクセスポイント (以下，無線 AP と
記述する) を実装するのは比較的簡単であり，危険
性が高い．本研究では悪意のある無線 AP を総称し
て悪性 AP と呼ぶ．
悪性 AP は，正規サービスの無線 AP になりすま
す，通称 Evil Twin 攻撃 (以下，ETA と記述する)
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で中間者攻撃を行い，ユーザの個人情報を盗聴した
り，通信データの改竄を行いマルウェアを送り込む
などの目的で設置される．公衆無線サービスの無線
AP のほとんどはオープンアクセスで提供されてい
る．ユーザが無線 AP が正規のサービスか見分ける
ことのできる情報はネットワーク名 (以下，SSID と
記述する) しかないため，ユーザは気づかずに悪性
AP に接続，情報が漏洩する可能性がある．また，近
年のモバイル端末は，接続したことのある無線 AP
に自動で接続する機能も実装されているため，ETA
の攻撃を受けやすい．
国内では悪性 AP による事例はほとんど報じられ
ていないが，2020 年に開催される東京オリンピック
に向けて，訪日外国人のために公衆無線 AP を増設
する予定もあり [3]，今後悪性 AP の運用は増加する
とみられている．しかし，攻撃の挙動を示したとし
ても，それが確実に攻撃者であるとは言い切れない
場合がある．実際に航空機内に無線 LAN サービス
を提供しているプロバイダが，偽造した Google の
証明書を利用し．YouTube などの動画配信サービス
に対して帯域制限を適用していた事例も報告されて
いる [4]．こうした事例は悪性とはいえないものの，
正規のユーザがセキュリティレベルを落としたサー
ビスの利用を強いられるため，不適切な運用である．
本研究ではこのように悪性と断言できない無線 AP
を不正 AP と総称する．
目的: 本研究の目的は，悪性 AP による攻撃を目的
ごとに分類し，各々の悪性 AP クラスの特徴に基づ
いた悪性 AP 検出手法を確立することにある．ここ
で利用する特徴とは，無線 LAN 通信におけるアソ
シエーション確立後の HTTP 通信における挙動と
して，リダイレクトのパターンや SSL/TLS 通信の
有無，正規の公開鍵証明書の有無である．
また，本研究では国内外の公衆無線 LAN サービ
スの実態調査を行い，悪性 AP は存在するのか，果
たして検出された悪性 AP は，攻撃者により設置
されたものだと断言できるのか，という Research
Question を考察する．調査では，国内 500 以上の公
衆無線 AP に加え，国外の空港などでも調査を行い，
国内外の公衆無線サービスの比較も行う．
さらに本研究では．上述の悪性 AP 検出手法を実
装したモバイルアプリを開発した．このようなアプ
リを普及させることにより，ユーザが安全に公衆無
線 LAN サービスを利用できることが期待できる．

貢献: 本研究の貢献は以下のように要約される．

• 悪性な挙動を示す無線 AP の検出手法を提案した．
• 提案手法を組み込んだアプリを開発した 1 ．
• 国内外の無線 AP の危険性を実地調査した．
本論文の構成は以下の通りである．はじめに 2 章で
関連研究を述べる．次に 3 章で悪性 AP による攻撃
手法とその挙動について述べ，4 章で検出手法につ
いて述べる．5 章では実地調査の内容と結果を示し，
6 章で今後の課題と悪性 AP への対策技術について
述べた後，7 章にて本論文をまとめる．

2

関連研究

本章では，悪性 AP の検出に関するいくつかの研
究を述べる．Jana らは文献 [5] で，無線 AP から発
せられるビーコンやプローブ応答に記載された TSF
タイマ値から計算されるクロックスキューを利用し，
ETA を行う悪性 AP を検出できることを示した．端
末ごとに独自のスキュー値を持つため，なりすましを
検出することができる．Lanze らは文献 [6] で，ツー
ルを使用したソフトウェアベースの無線 AP と，ハー
ドウェアベースの AP の挙動の差異から，悪性 AP
の検出が可能であることを示した．ソフトベースの
AP の場合，ビーコン記載のタイムスタンプ値に外
れ値が多く存在するなどの特徴から，ツールで AP
を運用している危険な無線 AP を検出する．Nakhila
らは文献 [7] で，SSL/TLS プロトコルの特徴を利用
した検出手法を提案した．同じ SSID の異なる無線
AP に接続した際に通信が切断される場合には，正
規の AP と ETA を行う悪性 AP が，それぞれ異な
るゲートウェイを利用していると判断できるため，
検出できると主張している．

3

攻撃の分類とその特徴

本章では，はじめに正規の公衆無線 LAN サービ
スの挙動を示す．つぎに悪性 AP による攻撃を整理
し，正規 AP との差異を示す．

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=
org.morilab.wifi.wifiguardian&hl=en で公開中．
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表 1: HTTP ステータスコード
Detail

Code
www.hoge.com

GET www.hoge.com

User

200
301

正常に処理され，レスポンスを受信

302

リソースが一時的にいつもと異なる場所

リソースの場所が恒久的に変更
または HTTPS での通信を強要

Wireless AP

Forwarding!

www.captiveportal.com

www.hoge.com

図 1: プロキシ型のキャプティブポータル

3.1

User

公衆無線 AP の正規の挙動

公衆無線 LAN サービスは，オープンアクセスで
誰でも接続可能であるがゆえに，キャプティブポー
タルという認証機能を使用している場合がほとんど
である．本節では，認証がない場合とある場合それ
ぞれの挙動について論じる．

3.1.1

Wireless AP

認証あり公衆無線 AP

キャプティブポータルとは，ルータを経由してイ
ンターネットに接続を試みる端末が認証済みでない
場合に，通信を強制的にブロックし，認証画面を端末
のブラウザに表示させる仕組みである．キャリア系
のサービスである場合，登録情報を利用して認証を
行うことが多いが，空港などの施設が提供するサー
ビスの場合は，ユーザのメールアドレスを入力する
のみであるケースや，短時間であれば誰でも無料で
接続できるケースがある．キャプティブポータルの
実装には，プロキシ型の処理と，フォワーディング
型の処理の 2 つがある．プロキシ型の処理を図 1 に，
フォワーディング型の処理を図 2 に示す．
前者は，ユーザが HTTP リクエストを特定のサー
バに送った際に，リダイレクトを指示する 302 の
ステータスコードが返ってくる．本論文で現れる
HTTP のステータスコードの詳細を，表 1 に示す．
302 のステータスコードは，一時的にいつもと異な
る場所にリソースがある際に使用するもので，キャ
リアが提供するサービスのキャプティブポータルは
この挙動を示すことが多い．
後者は，HTTP のリクエストが無線 AP を通る際
に，強制的にポータルサイトのサーバにパケットを

www.captiveportal.com

図 2: フォワーディング型のキャプティブポータル

フォワーディングする実装方法である．前者の場合
と違って，クライアント側にリダイレクト先を明示
したわけではないため，クライアント側のブラウザ
のアドレスバーには，ポータルサイトの URL では
なく，リクエストした URL が表示されている．フォ
ワーディングの方法としては，iptables による経路
制御や，DNS の名前解決応答などがある．HTTP リ
クエストに対して返されるステータスコードは 200
となるが，ほとんどの場合レスポンスと同時に送信
される HTML 内に自動リダイレクトのコードが埋
め込まれており，無線サービスのポータルサイトに
自動転送される．

3.1.2

認証なし公衆無線 AP

オープンアクセスにもかかわらず，キャプティブ
ポータルなどの認証を実装していない無線 AP を，
本論文では「認証なし AP」と記述する．運用上非
常に不適切ではあるが，利便性のためにこのような
設定を施している管理者もいる．この場合 HTTP リ
クエストを送れば，リクエスト先のサーバから 200
のステータスコードとともに応答が返ってくる．し
かし主要な web サービスにおいて，ユーザの個人情
報を扱うページにリクエストを送った場合は，301 の
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ステータスコードとともに HTTPS の URL が返っ
てくる．現在このような実装を施している web サー
ビスは数多く存在するため，危険性は低いと考えら
れるが，認証のないの無線 AP の利用が危険なこと
には変わりない．

I am Client !!

I am Server !!

Rogue AP

SSL/TLS

3.2

攻撃の分類と特徴

悪性 AP による攻撃を主に以下の 3 つに大別す
る．
• 通信盗聴

Client

Server

• 通信の改ざん
• サービス妨害攻撃
本節では，それぞれの攻撃を目的ごとに整理し，HTTP
通信時の挙動の特徴とともに論じる．

3.2.1

図 3: sslstrip の概要

要なブラウザは自己署名証明書の場合巨大な警告を
出すため，ユーザが無線 AP の利用に懐疑的になる
可能性が高い．

通信盗聴

クライアントとサーバの間に位置する無線 AP を
最大限に利用できるのが，中間者攻撃による通信盗
聴である．攻撃の際は無線 AP が送信者と受信者の
両方になりすますが，物理的な距離などによる制約
が通例と比べて少なく，成功の可能性は非常に高い．
中間者攻撃による通信盗聴は，平文通信盗聴と暗
号通信盗聴の 2 つに分けられる．前者に関しては，
無線ネットワークの性質上，中間者攻撃を行わずと
もパケットキャプチャツールで盗聴することが可能
である．後者は，sslstrip と呼ばれる攻撃が有名であ
り，非常に致命的な攻撃である．攻撃の簡略図を図 3
に示す．この攻撃は，受信者になりすました AP と
サーバは暗号通信を行うが，AP はその内容をクラ
イアントに平文で送信する方式である．また，ユー
ザと AP 間を SSL で暗号化する sslsplit と呼ばれる
攻撃も存在する．
sslstrip の攻撃の特徴として，特定のサーバに HTTP
のリクエストを送った際に，通常の場合と挙動が異
なるという点がある．個人情報などを扱うページに
HTTP でリクエストを送信した場合，大半の web
サービスは 301 のステータスコードとともに HTTPS
の URI を返す．しかし，sslstrip を行っている AP
経由でこのリクエストを送信すると，HTTP の URI
を返すという特徴がある．また攻撃の際，クライア
ントのブラウザのアドレスバーには HTTPS の表記
はない．sslsplit の場合，認可されたサーバ証明書を
用意しなければクライアント側に自己署名証明書の
危険性を表すポップアップが表示される．現在の主

3.2.2

通信の改ざん

クライアントの通信を改ざんし，偽のポータルサ
イトに誘導する手口がある．DNS 偽装攻撃や，キャ
プティブポータルのようにリダイレクトを実装すれ
ば誘導可能である．攻撃目的の 1 つとして，ユーザ
の個人情報の流出が挙げられる．大手の公衆サービ
スのポータルサイトのクローンを作成することは容
易であり，ユーザが認証情報を入力し送信ボタンを
押すと，攻撃者にその情報が送信される，という実
装も比較的容易である．ログイン後にインターネッ
ト接続を提供すれば，ユーザは気づかずに利用する
可能性が高い．
また，他の目的としてはマルウェア感染が挙げら
れる．正規のポータルサイトを装った偽サイトにマ
ルウェアを仕込んだり，利用するためには特定の証
明書のダウンロードが必要だ，という通知を表示さ
せるという手法がある．マルウェアの挙動によって
攻撃者の目的は異なるが，ページにマルウェアを仕
込むことは容易であるため，サービス利用者に感染
が拡大する可能性がある．
この攻撃目的の無線 AP の挙動は，DNS 偽装攻
撃を実装している場合は，証明書の正当性の検証で
検出可能である．しかし，正規の公衆無線 AP と同
じくキャプティブポータルを実装している場合は，
HTTP 通信の挙動からは特定することはできない．
しかし，フィッシング用ポータルサイトの実装時に，
サーバ証明書を用意しない，または自己署名証明書
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を利用した暗号化を施している可能性があるため，
攻撃の危険性評価の指標の 1 つになる．また，通信
挙動のみに着目するならば，前節で論じたフォワー
ディング型のキャプティブポータルの挙動を示した
際に，自動リダイレクトが実装されていない場合も，
攻撃である可能性がある．

3.2.3

サービス妨害攻撃

DoS 攻撃がこの攻撃目的に用いられる．DoS 攻撃
の対象として，以下の 3 つが挙げられる．
• 無線 AP
• インフラストラクチャ
• クライアント端末
無線 AP への DoS 攻撃は，例として probe request
flood がある．probe request とは，クライアントか
ら発せられる無線 AP の存在確認のためのフレーム
であるが，このフレームを大量に送りつけることで，
無線 AP に負荷をかけるという意図である．
インフラストラクチャへの攻撃は，例として Beacon Flood がある．Beacon は無線 AP が発する自
身の存在を知らせるフレームであるが，大量に異な
る SSID の Beacon フレームをブロードキャストす
ることで，電波の混信や，正規のサービスの存在を
隠すことができる．
クライアント端末への攻撃は，例として de-auth
flood がある．de-auth パケットは本来，不正な AP に
接続を試みているユーザに対して送ることで，ユー
ザを攻撃から守るためなどに利用される．しかしこ
れを悪用し，無線 AP を利用しているユーザを強制
的に切断させることができる．
本研究で提案する手法では，サービス妨害攻撃は
考慮していない．しかし，これらの攻撃はサービス
妨害という目的だけでなく，自身の悪性な無線 AP
に誘導する手段として使われる可能性もあるため，
非常に危険である．

4

悪性 AP の検知

本章では，はじめに悪性 AP を想定されるリスク
ごとに分類する．つぎに悪性 AP の分類を利用した
検出手法を提案し，それを利用したモバイルアプリ
の概要を示す．

4.1

検出手法

第 3 章で述べた攻撃とその特徴から，CUI で悪性
AP を検出する手法を提案する．検出のプロセスは，
HTTP レスポンス検証と証明書検証の 2 つに分か
れている．
最初に行う HTTP レスポンス検証では，まず無線
AP 経由で，特定の Web サービスのログインページ
に HTTP のリクエストを送信する．なお，このログ
インページは自動で HTTPS の URL にリダイレク
トさせる設定とする．また，そのサーバは正当な証
明書をインストールしている．レスポンスのステー
タスコードが，302 または 200 の場合，キャプティブ
ポータルが存在すると言えるため，リダイレクト先
の URL を取得し，証明書検証のプロセスを実行す
る．301 の場合は認証なし AP であるので，sslstrip
が行われていないかを判断するために，リダイレク
ト先の URL を確認する．もし URL が HTTPS で
あったら証明書検証へ，そうでない場合は sslstrip
を行う悪性な認証なし AP である．
証明書検証では，サーバ証明書が信頼された証明
機関から発行されたものかどうか検証する．認証な
し AP であった場合は，HTTP レスポンス検証でリ
クエストを送信した Web サーバの証明書を検証し，
sslsplit 攻撃が行われているか判断を行う．キャプ
ティブポータルが実装されている無線 AP の場合は，
最終的なリダイレクト先のサーバのサーバ証明書の
信頼性を検証する．この際，リダイレクトを多段階
にしているサービスでは，途中のリダイレクト用の
サーバの証明書の信頼性は考慮しない．また，受信
した HTML に自動リダイレクトのメタデータが埋
め込まれている場合は，そのリダイレクト先サーバ
の証明書を検証する．
以上の検出手法を用いて検証される無線 AP の危
険性を表 2 に示したカテゴリーで評価する．sslstrip
と sslsplit の挙動は，攻撃以外に実装する可能性が
極めて低いため，非常に危険なカテゴリ A と判定す
る．ポータルサイトが存在するにもかかわらず，SSL
に対応していないサーバの場合は，第三者にも情報
流出の危険性があるため，攻撃でない場合も危険性
は高いとしてカテゴリ B と判定する．また，ポータ
ルサイトが SSL に対応してはいるが，信頼できない
サーバ証明書を使用している場合は，攻撃でないと
しても不適切な設定であると言えるため，カテゴリ
C とする．カテゴリ E，F の問題発生とは，サーバ
からのレスポンスが不到達だった場合を指す．以上
をふまえ，提案手法を図 4 に示す．
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Risk

Connect
HTTP Response
Verification

HTTP
Response
Code

301

表 2: 無線 AP のリスク
Level
Detail

A

critical

攻撃を意図している可能性が
非常に高く，また第三者にも
情報が流出する可能性あり

B

high

攻撃とは断言できないが
第三者に情報が流出する
可能性が高い不適切な設定

C

medium

攻撃の可能性は低いが
サービス運用上不適切な設定

D

low

攻撃を実装している可能性は
低いと言えるが，オープン
アクセスであるため注意が必要

E

error

手動での検証不能または
証明書検証で問題発生

F

error

HTTP レスポンス検証で
問題発生

200

302
Redirected
to https

No

No

There is a
redirect URL

Yes

Yes
A

E

Server Certificate
Verification

Server
Certificate is
trusted
No

Port 443
is open

Yes

D

ユーザは自己判断で安全な無線 AP を選択できるよ
うになる．また，このアプリを用いてより広範囲な
調査を実施することが出来ると期待される．

No

B
Yes

A
Yes

Server
Certificate is
trusted
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本章では，国内外の主要都市において行った，オー
プンアクセスの無線 LAN の実態調査の結果を示す．

D
No

C

5.1

図 4: 検出手法

4.2

実態調査

モバイルアプリの開発

前節で提案した検出手法を用いて，オープンな無
線 AP の安全性を検証する Android OS 用アプリを
開発した．このアプリは，ユーザの周りにあるオー
プンな無線 AP をスキャンし，安全性を検証する．
実際にアプリを使用し，周辺の無線 AP の安全性を
検証した結果の画面例を図 5 に示す．無線 AP の危
険性の評価は，表 2 で提案したものを使用し，それ
を表情と色を用いて危険性を可視化している．この
例では SSID を Pineapple として設置した不正 AP
が正しく検知されていることがわかる．このアプリ
を用いることにより，公衆無線サービスを利用する

都内無線 LAN 調査

都内の複数箇所において，悪性 AP が存在するか
の実態調査を行った．第 4 章で提案した手法とアプ
リを使用し，ラップトップ型 PC と Android 端末で
検証を行った．調査の場所は，訪日外国人が多い街，
オフィスが多い街などから総合的に判断し，羽田空
港，新橋，浅草，池袋，渋谷の 5 地点とした．本実
験では，端末の周辺にあるオープンアクセスの無線
AP を全てスキャンし，電波強度が低いものを除い
てそれぞれ自動で検証を行う．検証の結果を表 3 に
示す．ただし，リスクのカテゴリ E の括弧内の数字
は検出数の内，自動検証不可と判定された AP の数
を示している．
検証した無線 AP のうち，認証なし AP は 2 つの
みであった．国内では，認証なし AP を利用いたサ
イバー犯罪が多い為 [8]，非常に良い傾向であると
言える．ただし，認証があるとはいえ，オープンな
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手動により検証不能であった無線 AP は，リダイ
レクトをメタタグで実装するのではなく，javascript
で実装していたためであったり，個々のサービスで
実装が異なっていた．また，本調査で検出した無線
AP は全てフォワーディング型のキャプティブポー
タルを実装しており，またプロキシ型とフィルタリ
ング型を組み合わせているものも多く見受けられた．
地域によっては悪性 AP や，不正 AP が多いと言わ
れているが，本調査は公衆無線サービスが比較的整
備された，狭い範囲であったため，このような結果
になったと思われる．

6

本章では，調査結果から得られる今後の課題と，
公衆無線 AP に施すべき不正 AP 対策技術について
議論する．

図 5: アプリの使用画面例

6.1
表 3: 実態調査結果
新橋 浅草
池袋

risk

羽田

A
B
C
D
E
F

0
0
0
62
12
27

0
0
0
14
14
37

0
0
0
46
29(5)
63

0
0
0
48
23(1)
55

0
0
0
58
13
31

計

101

65

138

126

102

渋谷

無線 AP が 500 以上観測されたことは良いことでは
ない．オープンな無線 AP は，クライアント端末と
無線 AP 間の通信を暗号化しないため，第三者によ
る盗聴の危険性がある．多くの公衆無線サービスは，
マルチ SSID と呼ばれる機能を使用し，暗号化され
たネットワークも同時に提供しているが，利便性を
求めてオープン認証の SSID を使用するユーザも存
在する．したがって，暗号化された無線 AP の利用
を普及させることが求められる．

5.2

議論

国外無線 LAN 調査

航空機内や，アメリカ，カナダの施設の無線 LAN
サービスの実態調査を行った．結果として，38 個の
オープンな無線 AP が検出されたが，ほとんどが自
己署名証明書の利用，または手動により検証不能と
判断され，カテゴリ C または E に分類された．

今後の課題

実態調査により，国や地域ごとでキャプティブポー
タルの実装がかなり異なることが判明したため，そ
のような差異にも対応できるように検出手法のスク
リプトを修正する必要がある．検証に GUI のブラ
ウザを使用していないため，HTML や javascript な
どにリダイレクトが埋め込まれていても，確実にリ
ダイレクト先にジャンプできるかは，現在の手法で
は保証できない．開発したアプリを様々な国や地域
のユーザが使用するためには，非常に重要なことで
ある．実装の違いによる検証エラーを減らし，且つ
モバイル端末で動作する範囲内での開発が今後の課
題である．

6.2

必要な対策

第 5 章で述べた，国内の公衆無線サービスの現状
に対する対策として，公衆無線 LAN に適用できる
Passpoint[9] と呼ばれる技術の導入が挙げられる．
Hotspot2.0 規格のサービス名である Passpoint は，
セキュアな無線ネットワークに，自動で認証と接続
を行う技術であり，シームレスなサービスの提供を
可能とする．Passpoint では従来サービスと異なり，
Web ブラウザ等による認証を必要としない．端末の
SIM カードによる認証や，電子証明書によるクライ
アント認証などが実装されている．実際にサンフラ
ンシスコの公衆無線 AP では，後者による Passpoint
技術の実装を行っている [10]．このサンフランシス
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コのサービスでは，電子証明書などの接続に必要な
プロファイルをインストールできるオープンな無線
AP を提供している．プロファイルをインストール
することで，周辺にある Passpoint 対応の無線 AP
に自動で接続することができる．現在 Passpoint 対
応端末は増加しており，Passpoint 機能を動作させ
ている無線 AP が存在すれば，サービスの利用が可
能である．
この技術により，携帯キャリアと契約しているユー
ザは，携帯キャリアが提供している公衆 AP に，SIM
認証で自動で接続することができるため，オープン
アクセスの SSID を用意する必要がない．また，キャ
リアと契約していない訪日外国人は前述したような，
電子証明書によるクライアント認証を利用すれば良
い．そのためには，全国の無線インフラを整備する
必要がある．
ただし，注意すべき点として，サンフランシスコ
の Passpoint サービスのように，プロファイルをイ
ンストールするための無線 AP をオープン認証で実
装すると，ETA 攻撃によって偽のインストールペー
ジに誘導する攻撃を受ける可能性がある．今後の国
内の無線サービスのセキュリティレベル向上のため
には，Passpoint 導入は必須である．しかし導入の
際には，このような脅威が存在することを考慮に入
れなければならない．
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まとめ

ユーザを攻撃する悪性な無線 AP の通信挙動の特
徴を用いて，それらを検出する手法およびアプリを
開発した．その検出手法を用いて，国内の公衆無線
AP の実態調査を行った結果，現状で国内では，悪
性な無線 AP の運用は少ない．しかし，悪性ではな
いものの，第三者により通信を盗聴される危険性の
あるオープンな無線 AP が大量に存在する現状を示
した．自動でセキュアな無線 AP に接続と認証を行
う技術である Passpoint を普及させることで，盗聴
やなりすまし攻撃などの脅威を取り除くことができ
ると期待している．
また，開発した不正 AP 検出アプリでは，使用す
るオープンな無線 AP の危険性を可視化することに
より，ユーザが自己判断で安全なサービスを利用す
ることが期待される．しかし，国内外での公衆無線
LAN サービスの実装方法の差異により，不正の検
証が困難な場合があることが実地調査により確認さ
れた．アプリを様々な地域のユーザが使用できるよ

う，これらの例外的な実装に対応できるよう手法を
改善していくことが今後の課題である．
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