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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

Linux のための Cisco Security Agent （CSA）はポート スキャンを含む脆弱性サービス差し控え
が含まれています。 CSA の脆弱なバージョンを稼動するシステムに対するポート スキャンの実
行によってシステムを無理解になるために引き起こすことは可能性のあるです。 Cisco Unified
CallManager （CUCM）および Cisco Unified Presence Server （CUPS）は脆弱 な CSA バージ
ョンと出荷します。

この脆弱性のための回避策があります。 Cisco は影響を受けた顧客向けのこの脆弱性に対処する
ためにフリー ソフトを使用できるようにしました。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-
20061025-csa で掲示されます。

該当製品

脆弱性のある製品

次の CSA バージョンはポート スキャン問題に脆弱です:

ホットフィックス 4.5.1.657 前の Linux のための CSA バージョン 4.5 （スタンドアロンお
よび管理される）

●

ホットフィックス 5.0.0.193 前の Linux のための CSA バージョン 5.0 （スタンドアロンお
よび管理される）

●

この問題にまた脆弱である以下のシスコ製品は Linux バージョンのためのスタンドアロン CSA

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=1.0&vector=CVSS:1.0/AV:R/AC:L/Au:NR/C:N/I:N/A:P/B:N/E:U/RL:O/RC:C
http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=1.0&vector=CVSS:1.0/AV:R/AC:L/Au:NR/C:N/I:N/A:P/B:N/E:U/RL:O/RC:C
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-5553
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-5553
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-5553
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20061025-csa
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20061025-csa


が含まれています:

Cisco Unified CallManager （CUCM） 5.0(4) および 5.0(4a) を含む 5.0 バージョン●

Cisco Unified Presence Server （CUPS） 1.0 バージョンを含む 1.0(2)●

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の CSA エージェント バージョンはポート スキャン問題に脆弱ではないです:

Linux のための CSA バージョン 5.1 （スタンドアロンおよび管理される）●

Windows のためのすべての CSA バージョン（スタンドアロンおよび管理される）●

Solaris 用のすべての CSA バージョン（スタンドアロンおよび管理される）●

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Security Agent （CSA）はサーバおよびデスクトップ計算機システムに脅威 保護を提供し
ます。 Linux のための CSA はネットワーク ポート スキャンの識別の間に誘発されるかもしれな
いサービス拒否攻撃の否定に脆弱です。 特定のオプションとポート スキャンをすることによって
、サービス差し控えに終って余分なシステム リソース 消費を引き起こすことは可能性のあるです
。 信頼できるネットワークに脆弱 なシステムへの制限ネットワーク アクセスによってこの脆弱
性を軽減することは可能性のあるです。 この問題は Linux オペレーティング システム問題ではな
いです。 他のオペレーティング システム（Windows、Solaris）のための CSA バージョンはこの
脆弱性から影響を受けません。 この問題は Cisco バグ ID CSCse98684 （登録ユーザのみ）で文
書化されています。

Cisco Unified CallManager 5.0 バージョンは、5.0(4) および 5.0(4a) を含んで CSA の脆弱なバー
ジョンと、出荷します。 新しい CallManager オプション パッケージ（COPS）ファイルは
CallManager 5.0(4) の CSA バージョンをアップデートして利用できます。 CallManager の将来
のバージョンは更新済 CSA バージョンが含まれています。 この問題は Cisco バグ ID
CSCse97601 （登録ユーザのみ）で文書化されています。

Cisco Unified Presence Server 1.0 バージョンは、1.0(2) を含んで CSA の脆弱なバージョンと、
出荷します。 新しい COPS ファイルは CUPS の CSA バージョンをアップデートして利用でき
ます 1.0(2)。 CUPS の将来のバージョンは更新済 CSA バージョンが含まれています。 この問題
は Cisco バグ ID CSCsg40052 （登録ユーザのみ）で文書化されています。

回避策

それは CSA 管理 センター（CSAMC）コンソールによって管理されたエージェントの Netshield
ルールを無効に することによって回避策に可能性のある Linux ポート スキャン脆弱性です（可能
な限りスタンドアロンおよび CUCM/CUPS エージェントのために）。 管理者はサービス拒否攻
撃の追加ネットワーク否定にシステムを開くかもしれないのでこの回避策を用いた場合注意する

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCse98684
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCse97601
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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必要があります。 無効に されて Netshield ルールが CSA はまだバッファオーバーフローおよび
他の悪意のあるアクティビティに対して保護を提供します。

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。

Linux のための CSA

該当するソフトウェア バー
ジョン

修正済みソフトウェア バー
ジョン

4.5.1.657 前の CSA ホット
フィックス

CSA ホットフィックス
4.5.1.657

5.0.0.193 前の CSA ホット
フィックス

CSA ホットフィックス
5.0.0.194 *

* CSA ホットフィックス 5.0.0.194 は CSA ホットフィックス 5.0.0.193 を非難します。

固定 CSA ソフトウェアは http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/csahf-crypto?psrtdcat20e2
でダウンロードすることができます。

CUCM/CUPS

該当するソフトウェア バ
ージョン

修正済みソフトウェア バージ
ョン

5.0(4) および 5.0(4a) を
含む CUCM 5.0 バージョ
ン

CSA COPS アップグレード
の CUCM 5.0(4) および
5.0(4a)

CUPS 1.0 バージョンを
含む 1.0(2)

CUPS CSA COPS アップグ
レードとの 1.0(2)

CUCM COPS ファイル（platform-csa-4.5.1-657.1.cop.sgn）およびインストール手順は
http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/cmva-3des?psrtdcat20e2 でダウンロードすることがで
きます。

CUPS COPS ファイル（CUPS-1.0.2-CSA-4.5.1-657.1.i386.cop.sgn）およびインストール手順は
http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/cups-10?psrtdcat20e2 でダウンロードすることができ

http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/csahf-crypto?psrtdcat20e2
http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/cmva-3des?psrtdcat20e2
http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/cups-10?psrtdcat20e2


ます。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せら
れていません。

この脆弱性は Cisco によって内部で検出されました。

URL

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20061025-csa

改訂履歴

リビジョン
1.0 2006-October-25 初回公開リリース

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、
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。

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20061025-csa
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