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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

多重 脆弱点は Cisco Application Networking Manager （ANM）および Ciscoアプリケーション コ
ントロール エンジン（ACE）デバイスマネージャ アプリケーションにあります。 これらの脆弱
性は相互に関連していません。 これらの脆弱性の不正利用の成功は不正 な システムという結果
に終るか、またはオペレーティング システム アクセスをホストするかもしれません。

この Security Advisory は次の脆弱性を識別します:

ACE デバイスマネージャおよび ANM 無効 な ディレクトリ許可脆弱性●

ANM デフォルトユーザ 資格情報脆弱性●

ANM MySQL 既定の資格情報脆弱性●

ANM Java エージェント 特権 拡大●

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。 問題の 1 つ
を軽減する回避策は利用できます。

このアドバイザリは http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-
20090225-anm で掲示されます。
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http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0615
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0615
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090225-anm
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090225-anm


注: このアドバイザリは掲示されるモジュールソフトウェア影響を与える多重 脆弱点 アドバイザ
リと同時にリリースされていますおよび ACE アプライアンスに

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090225-ace。

該当製品

修正済みソフトウェア

以下はこのアドバイザリの内で記述されている各脆弱性から影響を受ける製品およびバージョ
ンです。

脆弱性 該当製品 該当バージョン
無効 な ディ
レクトリ許可

ACE デバイスマ
ネージャ

A3(2.1) 以前のすべて
のバージョン

無効 な ディ
レクトリ許可 ANM ANM 2.0 以前のすべ

てのバージョン
デフォルトユ
ーザ 資格情報 ANM ANM 2.0 以前のすべ

てのバージョン
MySQL 既定
の資格情報 ANM ANM 2.0 以前のすべ

てのバージョン
Java エージェ
ント 特権 拡
大

ANM
ANM 2.0 アップデー
ト A 以前のすべての
バージョン

ACE デバイスマネージャ ソフトウェア バージョンの判別

ACE デバイスマネージャは ACE アプライアンス ソフトウェアと組み込まれます。

デバイスで現在動作しているシステム ソフトウェアのバージョンを表示するために、show
version コマンドを使用して下さい。 次の例はソフトウェア バージョン A3(2.1) を実行する
Cisco ACE アプライアンスの show version コマンドの出力が含まれています:

ACE-4710/Admin# show version

Cisco Application Control Software (ACSW)

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1985-2008 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

  loader:    Version 0.95

  system:    Version A3(2.1) [build 3.0(0)A3(2.1) adbuild_14:33:29-2008/11/19_/auto/adbu-

rel4/rel_a3_2_1_throttle_build/REL_3_0_0_A3_2_1]

  system image file: (nd)/192.168.65.32/scimitar.bin

  Device Manager version 1.1 (0) 20081113:2052

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090225-ace


---

ANM ソフトウェア バージョンの判別

現在インストールされている ANM ソフトウェアのバージョンを表示するために、ANM サーバ
にログインし、甲革権利の About キーワードを選択して下さい。 情報はウィンドウを表示す
るぽんと鳴らします。 ANM バージョン 2.0 アップデート A は下記の出力例で示されます。

ACE-4710/Admin# show version

Cisco Application Control Software (ACSW)

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1985-2008 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

  loader:    Version 0.95

  system:    Version A3(2.1) [build 3.0(0)A3(2.1) adbuild_14:33:29-2008/11/19_/auto/adbu-

rel4/rel_a3_2_1_throttle_build/REL_3_0_0_A3_2_1]

  system image file: (nd)/192.168.65.32/scimitar.bin

  Device Manager version 1.1 (0) 20081113:2052

---

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Cisco ACE XML Gateway、ACE GSS （グローバルサイトセレクタ） 4400 シリーズお
よび Cisco ACE Web Application Firewall はこれらの脆弱性の何れかから影響を受けません。

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。

改訂履歴

リビジョン
1.0 2009-February-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、
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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