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日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内
容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSÂ® ソフトウェアは攻撃者が影響を受けたデバイスのサービス拒否 （DoS）条件を引き
起こすことを可能にする可能性がある複数の機能で脆弱性が含まれています。 特別に 巧妙に細工
された TCP パケットのシーケンスにより脆弱 な デバイスはリロードします場合があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。

複数の軽減戦略はこのアドバイザリの回避策 セクションで説明されています。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-
20090325-tcp で掲示されます。

注: 2009 年 3月 25 日、Cisco IOS セキュリティ アドバイザリによって組み込まれる書は 8 つの
セキュリティ アドバイザリが含まれています。 アドバイザリすべては Cisco IOSソフトウェアの
脆弱性に対処します。 各アドバイザリはリリースをリストしますアドバイザリの脆弱性を解決す
る。

各ドキュメントへのリンクは次のとおりです。

Cisco IOS cTCP サービス拒否の脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-ctcp

●

Cisco IOSソフトウェア倍数は IP ソケット脆弱性を特色にします
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-ip

●

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=2.0&vector=CVSS:2.0/AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C/E:F/RL:OF/RC:C
http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=2.0&vector=CVSS:2.0/AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C/E:F/RL:OF/RC:C
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsr29468
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0629
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0629
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0629
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-ctcp
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-ip


Cisco IOSソフトウェア モバイル IP およびモービル IPv6 脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-
mobileip

●

Cisco IOSソフトウェア Secure Copy（SCP） 特権 拡大脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-scp

●

Cisco IOSソフトウェア Session Initiation Protocol（SIP） サービス拒否の脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-sip

●

Cisco IOSソフトウェア複数の機能によって細工 される TCP シーケンス脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp

●

Cisco IOSソフトウェア複数の機能 巧妙に細工された UDP パケットの脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-udp

●

Cisco IOSソフトウェア WebVPN および SSLVPN 脆弱性
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-
webvpn

●

該当製品

脆弱性のある製品

の Cisco IOS 内の次の機能使用するために設定されたとき Cisco IOSソフトウェアの実行する
デバイスによって影響を受けるバージョンおよび Cisco IOS XE ソフトウェアは影響を受けて
います:

Airline Product Set (ALPS)●

Serial Tunnel（STUN）コード（STUN）およびブロック シリアル トンネル コード
（BSTUN）

●

Native Client Interface Architecture（NCIA） サポート（NCIA）●

Data-Link Switching （DLSw; データリンク スイッチング）●

リモート ソースルート ブリッジング（RSRB）●

ポイント ツー ポイント トンネリング プロトコル（PPTP）●

レコード境界保持（RBP）のための X.25●

X.25 over TCP（XOT）●

X.25 ルーティング●

方法の情報はこのアドバイザリの詳細 セクションで影響を受けた機能がデバイスで有効に な
るかどうか判別する提供されます。

Cisco製品で動作している Cisco IOS ソフトウェア リリース、管理者をログイン判別し、シス
テムバナーを表示する " show version " コマンドを発行することはデバイスにできます。

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-mobileip
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-mobileip
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-scp
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-sip
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-udp
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-webvpn
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-webvpn


"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似する
システム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できま
す。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエ
ア リリース名が表示されます。 他の Ciscoデバイスに" show version " コマンドがありません
し、別の出力を提供しないかもしれません。

以下の例は、Cisco 製品にて、IOSリリース 12.3(26) が稼動し、そのイメージ名が C2500-IS-L
であることを示しています:

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-IS-L), Version 12.3(26), RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2008 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 17-Mar-08 14:39 by dchih

<output truncated>

以下の例は、Cisco 製品にて、IOSリリース 12.4(20)T が稼動し、そのイメージ名が C1841-
ADVENTERPRISEK9-M であることを示しています:

Router#show version

Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(20)T, RELEASE

SOFTWARE (fc3)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 10-Jul-08 20:25 by prod_rel_team

<output truncated>

Cisco IOS ソフトウエアのリリース命名規則の追加情報は以下のリンクの "White Paper: Cisco
IOS Reference Guide" で確認できます:
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品および機能はずっと確認された脆弱です:
Cisco IOS XR ソフトウェア●

BGP は影響を受けていません●

Cisco IOSソフトウェアの内で設定されるその他のCisco製品か機能は現在この脆弱性から影響
を受けるために知られていません。

詳細

脆弱性が正常に不正利用されることができるように以下に説明される機能の何れかの関連する
TCPポート数への三方ハンドシェイクの完了が必要となります。

Airline Product Set (ALPS)

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html


ALPS のために設定されるデバイスは脆弱です。 ALPS のためのデフォルト TCP リスニングポー
トは 350 および 10000 です。 次の例は脆弱 な ALPS 設定を示したものです:

alps local-peer <ip address>

ALPS についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS Bridging および IBM ネットワーキング コンフィ
ギュレーション ガイドで Airline Product Set（ALPS）利用できます、リリース 12.2 -次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfalps_ps1835_TSD_Product
s_Configuration_Guide_Chapter.html で」設定。

Serial Tunnel（STUN）コード（STUN）および Block Serial Tunneling （BSTUN）

STUN か BSTUN のために設定されるデバイスは脆弱です。 STUN のためのデフォルト受信 TCP
ポートは 1990,1991 1992 年および 1994 年です。 BSTUN のためのデフォルト受信 TCP ポート
は次の例が脆弱 な Stun configuration を示したものです 1963 年、1976、1977、1978 年および
1979 です:

interface serial 0/0/0

encapsulation stun

次の例は脆弱 な BSTUN 設定を示したものです:

interface serial 0/0/0

encapsulation bstun

STUN についてのより詳しい 情報はおよび BSTUN 「Cisco IOS Bridging および IBM ネットワー
キング コンフィギュレーション ガイド、リリース 12.2 -およびブロック シリアル トンネル」で
利用できま次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfstun_ps1835_TSD_Product
s_Configuration_Guide_Chapter.html で Serial Tunnel（STUN）設定します。

Native Client Interface Architecture（NCIA） サポート（NCIA）

NCIA のために設定されるデバイスは使用する根本的な転送するが理由で脆弱、です。 デフォル
ト受信 TCP ポートは RSRB または DSLw のような NCIA と、使用されたプロトコルに依存して
います。 次の例は脆弱 な 設定を示します:

ncia server 1 10.66.91.138 0000.1111.2222 2222.2222.2222 1

NCIA についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS Bridging および IBM ネットワーキング コンフィ
ギュレーション ガイドで利用できま、リリース 12.4 -次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bridging/configuration/guide/br_ncia_client_svr_ps6350_TSD
_Products_Configuration_Guide_Chapter.html で」クライアント/サーバ NCIA を設定します。

Data-Link Switching （DLSw; データリンク スイッチング）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfalps_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfalps_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfstun_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfstun_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bridging/configuration/guide/br_ncia_client_svr_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bridging/configuration/guide/br_ncia_client_svr_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html


DLSw のために設定されるデバイスは脆弱です。 DSLw のためのデフォルト受信 TCP ポートは
2065、2067、1981、1982 年および 1983 年です。 次の例は脆弱 な 設定を示したものです:

dlsw local-peer peer-id <ip address>

FST カプセル化かダイレクトエンキャプシュレーションで設定されるデバイスは影響を受けた
TCP ポートが「dslw local-peer peer-id IP アドレス」コマンドによってオープンになるのでまだ
脆弱です。

DLSw についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS Bridging および IBM ネットワーキング コンフィ
ギュレーション ガイドで利用できま、リリース 12.4 -」次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bridging/configuration/guide/br_dlsw_plus_ps6350_TSD_Pro
ducts_Configuration_Guide_Chapter.html で Data-Link Switching Plus（DLSw+）設定します。

リモート ソースルート ブリッジング（RSRB）

TCP 接続上の IP カプセル化を使用して RSRB のために設定されるデバイスは脆弱です。 RSRB
のためのデフォルト受信 TCP ポートは 1996,1987、1988 年および 1989 年です。 次の例は脆弱
な 設定を示したものです:

source-bridge ring-group 10

source-bridge remote-peer 10 tcp <ip address>

ダイレクトエンキャプシュレーションを使用して RSRB か FST 接続上の IP カプセル化を使用し
て RSRB で設定されるデバイスは影響を受けていません。

RSRB についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS Bridging および IBM ネットワーキング コンフ
ィギュレーション ガイドで利用できま、リリース 12.2 -」次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfrsrb_ps1835_TSD_Products
_Configuration_Guide_Chapter.html で Remote Source-Route Bridging（RSRB）設定します。

ポイント ツー ポイント トンネリング プロトコル（PPTP）

PPTP のために設定されるデバイスは脆弱です。 PPTP のためのデフォルト受信 TCPポートは
1723 です。 次の例は脆弱 な 設定を示します:

vpdn enable

!

vpdn-group pptp

! Default PPTP VPDN group

 accept-dialin

  protocol pptp

  virtual-template 1

または

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bridging/configuration/guide/br_dlsw_plus_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bridging/configuration/guide/br_dlsw_plus_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfrsrb_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcfrsrb_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html


vpdn enable

!

vpdn-group L2_Tunneling

! Default L2TP VPDN group

! Default PPTP VPDN group

 accept-dialin

  protocol any

  virtual-template 1

PPTP についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS VPDN コンフィギュレーション ガイドで利用で
きま、リリース 12.4 -クライアントが開始 した ダイヤルイン VPDN トンネリング」を次のリン
ク http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/vpdn/configuration/guide/client_init_dial-
in_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1105140 で設定します。

X.25 レコード境界保持（RBP）

RBP のために設定されるデバイスは脆弱です。 受信 TCPポートは次の例に示すように「ローカ
ルポート port_number」CLI コマンドで、設定されます。 次の例は脆弱 な コンフィギュレーショ
ンを示します。 最初のレバレッジ相手先選択接続（SVC）:

interface Serial1/0

   x25 map rbp 1111 local port <port_number>

第 2 例は、相手先固定接続（PVC）を活用 します:

interface Serial1/0

   x25 map pvc <pvc_number> rbp local port <port_number>

RBP についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS広域ネットワーキングコンフィギュレーションガ
イドで利用できます、リリース 12.4 - X.25 は次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_x25_rbp_dcn_ps6350_TSD_Pr
oducts_Configuration_Guide_Chapter.html にデータコミュニケーション ネットワークのための境
界保持を」記録します。

X.25 over TCP（XOT）

XOT のために設定されるデバイスは脆弱です。 XOT のためのデフォルト受信 TCPポートは
1998 年です。 次の例は脆弱 な 設定を示したものです。

xot access-group 1

and a corresponding access-list 1.

XOT についてのより詳しい 情報は次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_x25otcp_pro_ps6350_TSD_Pr
oducts_Configuration_Guide_Chapter.html で「Cisco IOS広域ネットワーキングコンフィギュレー

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/vpdn/configuration/guide/client_init_dial-in_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1105140
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/vpdn/configuration/guide/client_init_dial-in_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1105140
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_x25_rbp_dcn_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_x25_rbp_dcn_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_x25otcp_pro_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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ションガイドで利用できます、リリース 12.4 - X.25 over TCP（XOT）プロファイル」。

X25 routing

X25 で設定されるデバイスは脆弱です。 X25 routing のためのデフォルト受信 TCPポートは 1998
年です。 次の例は脆弱 な 設定を示したものです。

x25 routing

X25 についてのより詳しい 情報は「Cisco IOS広域ネットワーキングコンフィギュレーションガ
イドで利用できま、リリース 12.4 - X.25 および LAPB」を次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_cfg_x25_lapb_ps6350_TSD_Pr
oducts_Configuration_Guide_Chapter.html で設定します。

この脆弱性は次の Cisco バグ ID で文書化されています: CSCsr29468 （登録ユーザのみ）および
よくある脆弱性および公開（CVE）識別子 CVE-2009-0629 は割り当てられました。

回避策

次の軽減はインフラストラクチャの保護を助けるかもしれないこの脆弱性のために Cisco IOSソ
フトウェアの修正済み バージョンへのアップグレードがスケジュールすることができるまで識別
されました、:

インフラストラクチャ アクセス コントロール リスト

ネットワークを通過するトラフィックを遮断することはしばしば困難ですが、インフラストラク
チャ デバイスをターゲットとした許可すべきではないトラフィックを特定し、そのようなトラフ
ィックをネットワークの境界で遮断することは可能です。 Infrastructure Access Control Lists
(iACLs) は、ネットワークセキュリティのベストプラクティスであり、特定の脆弱性に対する回
避策であると同時に長期に渡って役立つネットワークセキュリティを付加することができます。
以下の iACL の例は、Infrastructure access-list の一部として設定されるべきであり、インフラス
トラクチャ IP アドレスの範囲に含まれる IP アドレスを持つ全ての機器を防御します:

!--- !--- Only sections pertaining to features enabled on the device !--- need be configured. !-

-- !--- Feature: ALPS !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 350 access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 10000 !--- !--- Deny ALPS TCP traffic from all other

sources destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 350 access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES

WILDCARD eq 10000 !--- !--- Feature: STUN !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1994 access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD range 1990 1992 !--- !--- Deny STUN TCP traffic from all other

sources destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1994 access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES

WILDCARD range 1990 1992 !--- !--- Feature: BSTUN !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS

WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1963 access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_cfg_x25_lapb_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/wan/configuration/guide/wan_cfg_x25_lapb_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD range 1976 1979 !--- !--- Deny BSTUN TCP traffic from

all other sources destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1963 access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES

WILDCARD range 1976 1979 !--- !--- Feature: NCIA !--- !--- !--- Leverage the underlying

protocols, DLSw, RSRB, etc. !--- !--- !--- Feature: DLSW !--- access-list 150 permit tcp

TRUSTED_HOSTS WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 2065 access-list 150 permit tcp

TRUSTED_HOSTS WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 2067 access-list 150 permit tcp

TRUSTED_HOSTS WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD range 1981 1983 !--- !--- Deny DLSW TCP

traffic from all other sources destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150

deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 2065 access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 2067 access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES

WILDCARD range 1981 1983 !--- !--- Feature: RSRB !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS

WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD range 1987 1989 access-list 150 permit tcp

TRUSTED_HOSTS WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1996 !--- !--- Deny RSRB TCP traffic

from all other sources destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150 deny tcp

any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD range 1987 1989 access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1996 !--- !--- Feature: PPTP !--- access-list 150 permit

tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1723 !--- !--- Deny PPTP TCP

traffic from all other sources destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150

deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1723 !--- !--- Feature: RBP !--- !--- RBP will

listen for TCP connections on the configured port !--- as per "local port <port_number>". The

following example !--- uses port 1055 !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1055 !--- !--- Deny RBP traffic from all other sources

destined !--- to infrastructure addresses. !--- access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1055 !--- !--- Feature: XOT and X.25 Routing !--- access-

list 150 permit tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1998 !--- !---

Deny XOT and X25 TCP traffic from all other sources !--- destined to infrastructure addresses.

!--- access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 1998 !--- !---

Permit/deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in !--- accordance with existing security

policies and !--- configurations Permit all other traffic to transit the !--- device. !---

access-list 150 permit ip any any !--- !--- Apply access-list to all interfaces (only one

example !--- shown) !--- interface serial 2/0 ip access-group 150 in

ホワイトペーパー 『Protecting Your Core: Infrastructure Protection Access Control Lists (ACL) に
は、インフラストラクチャ保護アクセス リストに関するガイドラインと推奨配備方法が記載され
ています。 このホワイトペーパーは、以下のリンクから入手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml
。

レシーブ ACL （rACL）

分散型のプラットフォームにおいては、Cisco12000 シリーズ(GSR) では 12.0(21)S2、
Cisco7500 シリーズでは 12.0(24)S、Cisco10720 シリーズでは 12.0(31)S の IOS ソフトウェアに
てサポートされている Receive ACL も選択肢となります。 受信 ACL は、ルート プロセッサが有
害なトラフィックの影響を受ける前に、そのトラフィックからデバイスを保護します。 受信 ACL
は、それが設定されたデバイスのみを保護する設計になっています。 Cisco 12000, 7500, 10720
では通過トラフィックは Receive ACL による影響を受けません。 このため、以下の ACL の例に
おいて宛先 IP アドレス "any" が用いられても、自ルータの物理あるいは仮想 IP アドレスのみが
参照されます。 受信 ACL はネットワーク セキュリティのベスト プラクティスと考えられており
、ここでの特定の脆弱性の回避策としてだけでなく、優れたネットワーク セキュリティへの長期
的な付加機能として考慮する必要があります。 ホワイトペーパー 『Protecting Your Core:
Infrastructure Protection Access Control Lists (ACL) には、インフラストラクチャ保護アクセス リ
ストに関するガイドラインと推奨配備方法が記載されています。 この白書は次のリンク
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a0a5e.shtml

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a0a5e.shtml


で得ることができます。

次の receive path ACL は信頼できるホストからのこのようなタイプのトラフィックを許可するよ
うに記述されています。

!--- !--- Only sections pertaining to features enabled on the device !--- need be configured. !-

-- !--- !--- Permit ALPS traffic from trusted hosts allowed to the RP. !--- access-list 150

permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 350 access-list 150 permit tcp

TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 10000 !--- !--- Deny ALPS traffic from all other

sources to the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq 350 access-list 150 deny tcp any any

eq 10000 !--- !--- Permit STUN traffic from trusted hosts allowed to the RP. !--- access-list

150 permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 1994 access-list 150 permit tcp

TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any range 1990 1992 !--- !--- Deny STUN traffic from all other

sources to the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq 1994 access-list 150 deny tcp any

any eq range 1990 1992 !--- !--- Permit BSTUN traffic from trusted hosts allowed to the RP. !---

access-list 150 permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 1963 access-list 150 permit

tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any range 1976 1979 !--- !--- Deny BSTUN traffic from all

other sources to the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq 1963 access-list 150 deny tcp

any any eq range 1976 1979 !--- !--- Permit DLSw from trusted hosts allowed to the RP. !---

access-list 150 permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 2065 access-list 150 permit

tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 2067 access-list 150 permit tcp

TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any range 1981 1983 !--- !--- Deny DLSw all other sources to

the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq 2065 access-list 150 deny tcp any any eq 2067

access-list 150 deny tcp any any range 1981 1983 !--- !--- Permit RSRB traffic from trusted

hosts allowed to the RP. !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any

eq 1996 access-list 150 permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any range 1987 1989 !--- !-

-- Deny RSRB traffic from all other sources to the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq

1996 access-list 150 deny tcp any any range 1987 1989 !--- !--- Permit PPTP traffic from trusted

hosts allowed to the RP. !--- access-list 150 permit tcp TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any

eq 1723 !--- !--- Deny PPTP traffic from all other sources to the RP. !--- access-list 150 deny

tcp any any eq 1723 !--- !--- Permit RBP traffic from trusted hosts allowed to the RP. !--- RBP

will listen for TCP connections on the configured port !--- as per "local port <port_number>".

The following example !--- uses port 1055 !--- access-list 150 permit tcp

TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 1055 !--- !--- Deny RBP traffic from all other sources

to the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq 1055 !--- !--- Permit XOT and X.25 Routing

traffic from trusted hosts allowed !--- to the RP. !--- access-list 150 permit tcp

TRUSTED_SOURCE_ADDRESSES WILDCARD any eq 1998 !--- !--- Deny XOT and X.25 Routing traffic from

all other sources to !--- the RP. !--- access-list 150 deny tcp any any eq 1998 !--- Permit all

other traffic to the RP. !--- according to security policy and configurations. access-list 150

permit ip any any !--- Apply this access list to the 'receive' path. ip receive access-list 150

コントロール プレーン ポリシング

コントロール プレーン ポリシング（CoPP）がデバイスに影響を受けた機能 TCPトラフィック
アクセスをブロックするのに使用することができます。 Cisco IOS ソフトウェア リリース
12.0S、12.2SX、12.2S、12.3T、12.4、および 12.4T は、CoPP 機能をサポートしています。 管
理およびコントロールプレーンを保護するために CoPP を機器に設定し、既存のセキュリティー
ポリシーとコンフィギュレーションに従って認定されたトラフィックだけがインフラストラクチ
ャデバイス宛に送信されることを明示的に許可することで、インフラストラクチャへの直接攻撃
のリスクとその効果を最小限に抑えることができます。 CoPP 下記の例はインフラストラクチャ
IPアドレス範囲の IP アドレスのすべてのデバイスを保護する展開された CoPP の一部として含
まれるはずです。

!--- !--- Only sections pertaining to features enabled on the device !--- need be configured. !-



-- !--- Feature: ALPS !--- access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 350 access-

list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 10000 !--- !--- Permit ALPS traffic sent to all

IP addresses !--- configured on all interfaces of the affected device so !--- that it will be

policed and dropped by the CoPP feature !--- access-list 150 permit tcp any any eq 350 access-

list 150 permit tcp any any eq 10000 !--- !--- Feature: STUN !--- access-list 150 deny tcp

TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 1994 access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any range

1990 1992 !--- !--- Permit STUN traffic sent to all IP addresses !--- configured on all

interfaces of the affected device so !--- that it will be policed and dropped by the CoPP

feature !--- access-list 150 permit tcp any any eq 1994 access-list 150 permit tcp any any range

1990 1992 !--- !--- Feature: BSTUN !--- access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq

1963 access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any range 1976 1979 !--- !--- Permit BSTUN

traffic sent to all IP addresses !--- configured on all interfaces of the affected device so !--

- that it will be policed and dropped by the CoPP feature !--- access-list 150 permit tcp any

any eq 1963 access-list 150 permit tcp any any range 1976 1979 !--- !--- Feature: NCIA !--- !---

Leverage the underlying protocols, DLSw, RSRB, etc. !--- !--- !--- Feature: DLSW !--- access-

list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 2065 access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS

WILDCARD any eq 2067 access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any range 1981 1983 !--- !-

-- Permit DLSW traffic sent to all IP addresses !--- configured on all interfaces of the

affected device so !--- that it will be policed and dropped by the CoPP feature !--- access-list

150 permit tcp any any eq 2065 access-list 150 permit tcp any any eq 2067 access-list 150 permit

tcp any any range 1981 1983 !--- !--- Feature: RSRB !--- access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS

WILDCARD any range 1987 1989 access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 1996 !--- !-

-- Permit RSRB traffic sent to all IP addresses !--- configured on all interfaces of the

affected device so !--- that it will be policed and dropped by the CoPP feature !--- access-list

150 permit tcp any any range 1987 1989 access-list 150 permit tcp any any eq 1996 !--- !---

Feature: PPTP !--- access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 1723 !--- !--- Permit

PPTP traffic sent to all IP addresses !--- configured on all interfaces of the affected device

so !--- that it will be policed and dropped by the CoPP feature !--- access-list 150 permit tcp

any any eq 1723 !--- !--- Feature: RBP !--- !--- RBP will listen for TCP connections on the

configured port !--- as per "local port <port_number>". The following example !--- uses port

1055 access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS WILDCARD any eq 1055 !--- !--- Permit RBP traffic

sent to all IP addresses !--- configured on all interfaces of the affected device so !--- that

it will be policed and dropped by the CoPP feature !--- access-list 150 permit tcp any any eq

1055 !--- !--- Feature: XOT and X.25 Routing !--- access-list 150 deny tcp TRUSTED_HOSTS

WILDCARD any eq 1998 !--- !--- Permit XOT and X25 traffic sent to all IP addresses !---

configured on all interfaces of the affected device so !--- that it will be policed and dropped

by the CoPP feature !--- access-list 150 permit tcp any any eq 1998 !--- !--- Permit (Police or

Drop)/Deny (Allow) all other Layer3 and !--- Layer4 traffic in accordance with existing security

policies !--- configurations for traffic that is authorized to be sent !--- and to

infrastructure devices !--- Create a Class-Map for traffic to be policed by !--- the CoPP

feature !--- class-map match-all drop-tcp-class match access-group 150 !--- !--- Create a

Policy-Map that will be applied to the !--- Control-Plane of the device. !--- policy-map drop-

tcp-traffic class drop-tcp-class drop !--- !--- Apply the Policy-Map to the !--- Control-Plane

of the device !--- control-plane service-policy input drop-tcp-traffic

上記の CoPP の例では、"permit" アクションであるアクセスコントロールリストエントリ (ACE)
に該当し、攻撃である可能性のあるパケットは、policy-map の "drop" 機能により廃棄されますが
、一方、"deny" アクション(記載されていません)に該当するパケットは、policy-map の "drop" 機
能の影響を受けません。 policy-map の構文は、12.2S と 12.0S Cisco IOS トレインでは異なるの
で注意が必要です:

policy-map drop-tcp-traffic

class drop-tcp-class

police 32000 1500 1500 conform-action drop exceed-action drop

CoPP 機能の設定および使用のその他の情報は次のリンク
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/coppwp_gs.html および
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gtrtlimt.html で文書で、「コント
ロール プレーン ポリシング 実装 最良の方法」および「Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 S

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/coppwp_gs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gtrtlimt.html


-コントロール プレーン ポリシング」見つけることができます。

ネットワーク内の on Cisco 配置されたデバイスの場合もある追加軽減は次のリンク
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20090325-
tcp-and-ip でこのアドバイザリのための「Cisco 加えました軽減情報」ドキュメントガイドで利用
できます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、http://www.cisco.com/go/psirt およびそれ以降
のアドバイザリも参照して、起こりうる障害と完全なアップグレード ソリューションを判断して
ください

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェ
アとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十
分に行ってください。 情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance
Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

Cisco IOS ソフトウェアの表（下掲）の各行には、Cisco IOS のリリース トレインが記載されて
います。 特定のリリース トレインに脆弱性がある場合は、修正を含む最初のリリース（および、
それぞれの予想提供日）が表の「第 1 修正済みリリース」列に記載されます。 「推奨リリース」
列には、このアドバイザリが作成された時点で発表されているすべての脆弱性の修正を含むリリ
ースが記載されます。 特定の列に記されているリリースよりも古い（第 1 修正済みリリースより
古い）トレインに含まれるリリースが稼働しているデバイスは脆弱であることが確認されていま
す。 表の「推奨リリース」列に記載されているリリース、またはそれよりも新しいリリースにア
ップグレードすることを推奨します。

メジャー
リリース 修正済みリリースの入手可能性

Affected
12.0-
Based
Release
s

First Fixed Release（修正された最初
のリリース）

推奨リ
リース

該当する 12.0 ベースのリリースはありません。
Affected
12.1-
Based
Release
s

First Fixed Release（修正された最初
のリリース）

推奨リ
リース

該当する 12.1 ベースのリリースはありません。
Affected
12.2-
Based
Release

First Fixed Release（修正された最初
のリリース）

推奨リ
リース

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20090325-tcp-and-ip
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20090325-tcp-and-ip
http://www.cisco.com/go/psirt


s
12.2 脆弱性なし  
12.2B 脆弱性なし  
12.2BC 脆弱性なし  
12.2BW 脆弱性なし  
12.2BX 脆弱性なし  
12.2BY 脆弱性なし  
12.2BZ 脆弱性なし  
12.2CX 脆弱性なし  
12.2CY 脆弱性なし  
12.2CZ 脆弱性なし  
12.2DA 脆弱性なし  
12.2DD 脆弱性なし  
12.2DX 脆弱性なし  

12.2EW Vulnerable; first fixed in 12.2SG
12.2(3
1)SGA
9

12.2EW
A Vulnerable; first fixed in 12.2SG

12.2(3
1)SGA
9

12.2EX

Release prior to 12.2(44)EX are
vulnerable， releases 12.2(44)EX
and later are not vulnerable; 最初の修
正は 12.2SE

12.2(4
4)SE6

12.2EY 12.2(44)EY 12.2(4
4)SE6

12.2EZ Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2FX 脆弱性なし  
12.2FY 脆弱性なし  

12.2FZ Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2IRA Vulnerable; 最初の修正は 12.2SRC
12.2(3
3)SRC
4

12.2IRB Vulnerable; 最初の修正は 12.2SRC
12.2(3
3)SRC
4

12.2IXA Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

12.2IXB Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

12.2IXC Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

12.2IXD Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SG
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SG
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SRC
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SRC


12.2IXE Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

12.2IXF Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

12.2IXG Vulnerable; migrate to any release in
12.2IXH

12.2(1
8)IXH

12.2JA 脆弱性なし  
12.2JK 脆弱性なし  
12.2MB 脆弱性なし  
12.2MC 脆弱性なし  

12.2S Vulnerable; first fixed in 12.2SB 12.2(3
3)SB4

12.2SB
12.2(33)SB3
12.2(28)SB13
12.2(31)SB14

12.2(3
3)SB4

12.2SBC Vulnerable; first fixed in 12.2SB 12.2(3
3)SB4

12.2SCA Vulnerable; 最初の修正は 12.2SCB
12.2(3
3)SCB
1

12.2SCB 12.2(33)SCB1
12.2(3
3)SCB
1

12.2SE
12.2(46)SE2
12.2(50)SE
12.2(44)SE5

12.2(4
4)SE6

12.2SEA Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2SEB Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2SEC Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2SED Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2SEE Vulnerable; 最初の修正は 12.2SE 12.2(4
4)SE6

12.2SEF 脆弱性なし  

12.2SEG

12.2(25)SEG4 より前のリリースには
脆弱性があり、12.2(25)SEG4 以降の
リリースには脆弱性はありません。
最初の修正は 12.2SE

12.2(4
4)SE6

12.2SG 12.2(50)SG 12.2(5
2)SG

12.2SGA 12.2(31)SGA9
12.2(3
1)SGA
9

12.2SL 脆弱性なし  

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SB
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SB
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SCB
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SE


12.2SM Vulnerable; contact TAC  
12.2SO Vulnerable; contact TAC  
12.2SQ 脆弱性なし  

12.2SRA Vulnerable; 最初の修正は 12.2SRC
12.2(3
3)SRC
4

12.2SRB Vulnerable; 最初の修正は 12.2SRC

12.2(3
3)SRB
5a
12.2(3
3)SRC
4
12.2(3
3)SRD
1

12.2SRC 12.2(33)SRC3

12.2(3
3)SRC
4
12.2(3
3)SRD
1

12.2SRD 12.2(33)SRD1
12.2(3
3)SRD
1

12.2STE Vulnerable; contact TAC  
12.2SU 脆弱性なし  
12.2SV Vulnerable; contact TAC  
12.2SVA Vulnerable; contact TAC  
12.2SVC Vulnerable; contact TAC  
12.2SVD Vulnerable; contact TAC  
12.2SVE Vulnerable; contact TAC  

12.2SW Vulnerable; migrate to any release in
12.4SW  

12.2SX 脆弱性なし  
12.2SXA 脆弱性なし  
12.2SXB 脆弱性なし  

12.2SXD Vulnerable; 最初の修正は 12.2SXF
12.2(1
8)SXF
16

12.2SXE Vulnerable; 最初の修正は 12.2SXF
12.2(1
8)SXF
16

12.2SXF 12.2(18)SXF16
12.2(1
8)SXF
16

12.2SXH 12.2(33)SXH5
12.2(3
3)SXH
5

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SRC
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SRC
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SXF
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SXF


12.2SXI 12.2(33)SXI1 12.2(3
3)SXI1

12.2SY 脆弱性なし  

12.2SZ Vulnerable; first fixed in 12.2SB 12.2(3
3)SB4

12.2T 脆弱性なし  
12.2TPC 脆弱性なし  
12.2XA 脆弱性なし  
12.2XB 脆弱性なし  
12.2XC 脆弱性なし  
12.2XD 脆弱性なし  
12.2XE 脆弱性なし  
12.2XF 脆弱性なし  
12.2XG 脆弱性なし  
12.2XH 脆弱性なし  
12.2XI 脆弱性なし  
12.2XJ 脆弱性なし  
12.2XK 脆弱性なし  
12.2XL 脆弱性なし  
12.2XM 脆弱性なし  

12.2XN Vulnerable; 最初の修正は 12.2SRC

12.2(3
3)SB4
12.2(3
3)SRD
1

12.2XNA Vulnerable; 最初の修正は 12.2SRD
12.2(3
3)SRD
1

12.2XNB 12.2(33)XNB1
12.2(3
3)XNB
3

12.2XNC 脆弱性なし  

12.2XO 12.2(46)XO 12.2(4
6)XO

12.2XQ 脆弱性なし  
12.2XR 脆弱性なし  
12.2XS 脆弱性なし  
12.2XT 脆弱性なし  
12.2XU 脆弱性なし  
12.2XV 脆弱性なし  
12.2XW 脆弱性なし  
12.2YA 脆弱性なし  
12.2YB 脆弱性なし  
12.2YC 脆弱性なし  
12.2YD 脆弱性なし  

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SB
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SRC
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SRD


12.2YE 脆弱性なし  
12.2YF 脆弱性なし  
12.2YG 脆弱性なし  
12.2YH 脆弱性なし  
12.2YJ 脆弱性なし  
12.2YK 脆弱性なし  
12.2YL 脆弱性なし  
12.2YM 脆弱性なし  
12.2YN 脆弱性なし  
12.2YO 脆弱性なし  
12.2YP 脆弱性なし  
12.2YQ 脆弱性なし  
12.2YR 脆弱性なし  
12.2YS 脆弱性なし  
12.2YT 脆弱性なし  
12.2YU 脆弱性なし  
12.2YV 脆弱性なし  
12.2YW 脆弱性なし  
12.2YX 脆弱性なし  
12.2YY 脆弱性なし  
12.2YZ 脆弱性なし  
12.2ZA 脆弱性なし  
12.2ZB 脆弱性なし  
12.2ZC 脆弱性なし  
12.2ZD 脆弱性なし  
12.2ZE 脆弱性なし  
12.2ZF 脆弱性なし  
12.2ZG 脆弱性なし  
12.2ZH 脆弱性なし  
12.2ZJ 脆弱性なし  
12.2ZL 脆弱性なし  
12.2ZP 脆弱性なし  

12.2ZU Vulnerable; 最初の修正は 12.2SXH
12.2(3
3)SXH
5

12.2ZX Vulnerable; first fixed in 12.2SB 12.2(3
3)SB4

12.2ZY Vulnerable; contact TAC  

12.2ZYA 12.2(18)ZYA1
12.2(1
8)ZYA
1

Affected
12.3-
Based

First Fixed Release（修正された最初
のリリース）

推奨リ
リース

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SXH
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp#12_2SB


Release
s
該当する 12.3 ベースのリリースはありません。
Affected
12.4-
Based
Release
s

First Fixed Release（修正された最初
のリリース）

推奨リ
リース

12.4 脆弱性なし  
12.4JA 脆弱性なし  
12.4JDA 脆弱性なし  
12.4JK 脆弱性なし  
12.4JL 脆弱性なし  
12.4JMA 脆弱性なし  
12.4JMB 脆弱性なし  
12.4JX 脆弱性なし  

12.4MD

12.4(15)MD2
12.4(11)MD6 以前のリリースは脆弱
、リリース 12.4(15)MD およびそれ以
降です脆弱ではないです。

12.4(1
1)MD7

12.4MR

12.4(19)MR1
12.4(16)MR2 以前のリリースは脆弱
、リリース 12.4(19)MR およびそれ以
降です脆弱ではないです

12.4(1
9)MR2

12.4SW 脆弱性なし  

12.4T

12.4(22)T
12.4(20)T2
12.4(20)T 以前のリリースは脆弱では
ないです

12.4(2
2)T1
12.4(1
5)T9

12.4XA 脆弱性なし  
12.4XB 脆弱性なし  
12.4XC 脆弱性なし  
12.4XD 脆弱性なし  
12.4XE 脆弱性なし  
12.4XF 脆弱性なし  
12.4XG 脆弱性なし  
12.4XJ 脆弱性なし  
12.4XK 脆弱性なし  
12.4XL 脆弱性なし  
12.4XM 脆弱性なし  
12.4XN 脆弱性なし  
12.4XP 脆弱性なし  

12.4XQ 12.4(15)XQ2 12.4(1
5)XQ2

12.4XR 12.4(15)XR4 12.4(2
2)T1



12.4(1
5)T9

12.4XT 脆弱性なし  
12.4XV 脆弱性なし  
12.4XW 脆弱性なし  

12.4XY 12.4(15)XY4

12.4(2
2)T1
12.4(1
5)T9

12.4XZ 12.4(15)XZ2 12.4(1
5)XZ2

12.4YA 12.4(20)YA2 12.4(2
0)YA3

12.4YB 脆弱性なし  
12.4YD 脆弱性なし  

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認し
ておりません。
この脆弱性は Cisco 内部テストによって発見されました。

URL

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp

改訂履歴

リビジ
ョン
1.2

2009-
July-06

ソフトウェアが利用可能な日付への
取除かれた参照。

リビジ
ョン
1.1

2009-
June-26

March/09 によって結合される修正済
みソフトウェア 表への取除かれた参
照。

リビジ
ョン
1.0

2009-
March-25 初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものでは
ありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者に
あるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したり
する権利を有します。
本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090325-tcp


当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な
情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンド
ユーザを対象としています。
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