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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 IOSソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアのセッション開始プロトコル（SIP）
実装の脆弱性はリモート攻撃者非認証により影響を受けたデバイスのリロードを引き起こすよう
にする可能性があります。 この脆弱性を不正利用するために、影響を受けたデバイスは SIP メッ
セージを処理するために設定する必要があります。

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。

SIP を実行する必要があるデバイスのための回避策がありません; ただし、軽減はこの脆弱性への
公開を制限して利用できます。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140924-sip

注: 2014 年 9月 24 日、Cisco IOSソフトウェア Security Advisory によって組み込まれる書は 6
Cisco Security Advisory が含まれています。 すべてのアドバイザリは Cisco IOSソフトウェアの
脆弱性に対処します。 個々の公表資料へのリンクは、次のリンクにある「シスコのイベント対応
： 半年ごと Cisco IOSソフトウェア Security Advisory は次のリンクでパブリケーションを組み込
みました:
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep14.html

該当製品

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/CSCul46586
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3360
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3360
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3360
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140924-sip
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep14.html


脆弱性のある製品

Ciscoデバイスは影響を受けた Cisco IOSソフトウェアを実行するとき影響を受けていますまた
は Cisco IOS XE ソフトウェアはリリースし、SIP メッセージを処理するために設定しました
。 Cisco IOSソフトウェアか Cisco IOS XE ソフトウェアを実行する SIP メッセージを処理さ
せ始めるデバイスがことができる複数の方法があるのでコマンド show udp を使用することを
推奨します | 5060 および show tcp 要約をすべて含んで下さい | SIP ポートが開いているかど
うか判別するために 5060|5061 を含んで下さい。 デフォルトで、SIP は UDP か TCPポート
5060 で Transport Layer Security （TLS）が使用されるとき動作し、TCPポート 5061 で動作
します。 コマンドの出力が空ではない場合、ポートは開いて、デバイスは次の例が説明するの
で、脆弱です:
Router# show udp | include 5060

 17     0.0.0.0             0 --any--          5060   0   0    11   0 

Router# show tcp brief all | include 5060|5061

7F1277405E20  0.0.0.0.5061               *.*                         LISTEN

7F127BBE20D8  0.0.0.0.5060               *.*                         LISTEN

注: SIP またはセキュア SIP のためのポートが デフォルトから変更される場合、前例は使用中
の新しいポートを参照する必要があります。

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログ
インして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。 "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。 他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別
の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.2(4)M5、インストールされたイメージ名が
C3900-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE

(fc2)

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

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 13-Sep-13 16:44 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOS ソフトウェア リリースの命名規則については、以下を参照してください。ホワイト
ペーパー： Cisco IOS および NX-OS ソフトウェア リファレンス ガイド

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Unified Communications Manager はこの脆弱性から影響を受けません。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/voice/cube/configuration/guide/15_0/vb_15_0_Book/vb-gw-sipsip.html#wp1389955
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html


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

SIP はインターネットのような IP ネットワークを渡る音声およびビデオ コールを管理するのに
使用する普及したシグナリング プロトコルです。 SIP はコールセットアップおよび終了のすべて
の側面を処理する役割があります。 音声およびビデオは SIP が処理するが、プロトコルにコール
セットアップおよび終了を必要とする他のアプリケーションを取り扱う柔軟性があるセッション
のほとんどの一般的なタイプです。 SIP 呼出し シグナリングは根本的な転送 プロトコルとして
UDP ポート 5060、TCPポート 5060、または TCPポート 5061 の TLS を使用できます。

Cisco IOSソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアのセッション開始プロトコル（SIP）
実装の脆弱性はリモート攻撃者非認証により影響を受けたデバイスのリロードを引き起こすよう
にする可能性があります。

脆弱性は特定の SIP メッセージの不正確な処理が原因です。 攻撃者は確立された コールの巧妙
に細工された SIP メッセージを送信 するか、またはデバイスのリロードを引き起こす、巧妙に細
工された SIP メッセージを含むコールを開始することによってこの脆弱性を不正利用する可能性
があります。 デバイスに向かうトラフィックだけ脆弱性を引き起こすことができます; 中継 SIP
トラフィックはエクスプロイト ベクトルではないです。 この脆弱性は IPバージョン 4
（IPv4）または IP バージョン 6(IPv6) 上の SIP と通信プロトコル不正利用することができます。
この脆弱性は UDP トラフィック上の SIP か TCPトラフィック上の SIP と不正利用することがで
きます。

この脆弱性は Cisco バグ ID CSCul46586 （ 登録ユーザのみ）で文書化されています。 この脆弱
性よくある脆弱性および公開（CVE） ID CVE-2014-3360 は割り当てられました。

回避策

Cisco IOSソフトウェアか Cisco IOS XE ソフトウェアを実行する影響を受けた Ciscoデバイスが
VOIPサービスのために SIP を必要とする場合、SIP は無効に することができないし対応策は見
つかりません。 ユーザは脆弱性への公開の制限を助ける緩和技術を適用するように助言されます
。 軽減は正当 な デバイスだけ影響を受けたデバイスに接続するようにすることで構成されてい
ます。 効果を高めるために、軽減はネットワークエッジの antispoofing 手段とつなぐ必要があり
ます。 SIP が転送 プロトコルとして UDP を使用できるのでこの操作が必要となります。

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で利用可能の
Cisco IOSソフトウェア Session Initiation Protocol（SIP）識別する応用軽減情報ドキュメントガ
イドで利用でき サービス拒否の脆弱性の軽減不正利用、:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=35259

SIP リスニングポートを無効に すること

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul46586
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=35259


SIP が有効に なるように要求しないデバイスに関しては最も簡単のおよびほとんどの有効な回避
策はデバイスで処理する SIP を無効に することです。 Cisco IOSソフトウェアのリリースおよび
Cisco IOS XE ソフトウェアは管理者が次のコマンドで SIP を無効に することを可能にします:
sip-ua

 no transport udp

 no transport tcp

 no transport tcp tls

警告： この回避策をメディア ゲートウェイ コントロール プロトコル（MGCP）または H.323 コ
ールを処理しているデバイスに適用するとき、デバイスはアクティブ コールが処理されている間
処理する SIP を停止しません。 このような状況では、この対応策はアクティブ コールが簡潔に
停止することができるとき Maintenance ウィンドウの間に設定されるはずです。

show udp および show tcp はすべてのコマンドを SIP UDP および TCP ポートがこの回避策をこ
とを適用した後閉じることを確認するのに使用することができます 報告します。

使用中の show ip sockets コマンドからの Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては SIP が無
効に なるときまだ開いた SIP ポートを示すそれらへトラフィックを送信 するにより SIP プロセ
スは次のメッセージを表示する:
*Nov 2 11:36:47.691: sip_udp_sock_process_read: SIP UDP Listener is DISABLED

コントロール プレーン ポリシング

SIP サービスを提供する必要があるデバイスに関しては信頼できないソースからのデバイスに
SIP トラフィックをブロックするのにコントロール プレーン ポリシング（CoPP）を使用するこ
とは可能性のあるです。 CoPP が特色にする Cisco IOSソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフ
トウェア リリース 12.0S、12.2SX、12.2S、12.3T、12.4、12.4T およびより新しいサポート。
デバイスに CoPP を設定して、管理プレーンとコントロール プレーンを保護し、既存のセキュリ
ティ ポリシーおよび設定に従って、インフラストラクチャのデバイスに送信される承認されたト
ラフィックだけ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効果
を最小限に抑えることができます。 次の例は特定のネットワークコンフィギュレーションに適応
させることができます:
!– The 192.168.1.0/24 network and the 172.16.1.1 host are trusted. !– Everything else is not

trusted. The following access list is used !– to determine which traffic needs to be dropped by

a control plane !– policy (the CoPP feature): if the access list matches (permit), !– traffic

will be dropped and if the access list does not !– match (deny), traffic will be processed by

the router.

 access-list 100 deny udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 5060 access-list 100 deny tcp 192.168.1.0

0.0.0.255 any eq 5060 access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 5061 access-list 100

deny udp host 172.16.1.1 any eq 5060 access-list 100 deny tcp host 172.16.1.1 any eq 5060

access-list 100 deny tcp host 172.16.1.1 any eq 5061 access-list 100 permit udp any any eq 5060

access-list 100 permit tcp any any eq 5060 access-list 100 permit tcp any any eq 5061

!– Create a class map for traffic to be policed by !– the CoPP feature.

 class-map match-all drop-sip-class   match access-group 100

!– Create a policy map that will be applied to the !– control plane of the device.

 policy-map control-plane-policy  class drop-sip-class   drop

!– Apply the policy map to the control plane of the !– device. control-plane  service-policy

input control-plane-policy

注: SIP は転送 プロトコルとして UDP を使用できるので信頼された IP アドレスからのこれらの
ポートにアクセスコントロール アクセス・コントロール・リストをその割り当て通信バイパスす



るかもしれない IPパケットの送信元アドレスをスプーフィングすることは可能性のあるです。 ス
プーフィングすることを防ぐのを助けるべき Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）につい
ての情報は Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）理解で利用できます。

CoPP 先行する例では、一致する アクセス制御エントリは 割り当て操作を用いる潜在的なエクス
プロイト パケット 拒否操作を一致するパケットはポリシーマップ ドロップする 機能から影響を
受けないがこれらのパケットをポリシーマップ ドロップする 機能によって廃棄します。 CoPP
機能の設定および使用についてのその他の情報は QoS ポリシングおよびシェーピングコンフュギ
ュレーション ガイドの 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 コントロール
プレーン ポリシング章で利用できます。

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場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキ
ュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害
の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテ
ナンス プロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco は顧客が Cisco IOSソフトウェアの脆弱性への公開を判別するのを助けるようにツールを提
供しました。 Cisco IOS Software Checker により、次のタスクを実行できます。

ドロップダウン メニューからリリースを選択するか、ローカル システムからファイルをアッ
プロードすることによって、検索を開始する

●

show version コマンドの出力をツールで解析する●

2015 年 9 月組み込まれた書にすべての以前に公開された Cisco Security Advisory、特定のパ
ブリケーション、またはすべてのアドバイザリを含めることによってカスタマイズされた検
索を作成して下さい

●

ツールは各 Cisco Security Advisory のすべての脆弱性を解決する以前のリリースおよび問い合わ
せられたソフトウェア リリースに影響を与える Cisco Security Advisory を識別します（「最初に
」固定される）。  該当する場合、ツールはまた最も早い可能性のある リリースを戻しますすべ
ての表示する アドバイザリのすべての脆弱性を解決する（「結合される最初に」固定される）。 
Cisco IOSソフトウェア チェッカーを単に参照するか、または次のフィールドでこの組み込まれ
たパブリケーションのアドバイザリの何れかから影響を受けるかどうか判別するために Cisco
IOS ソフトウェア リリースを入力して下さい。

（入力例： 15.1(4)M2）

Cisco IOS XE ソフトウェア

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/unicast-rpf.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/coppwp_gs.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_plcshp/configuration/15-mt/qos-plcshp-15-mt-book/qos-plcshp-ctrl-pln-plc.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_plcshp/configuration/15-mt/qos-plcshp-15-mt-book/qos-plcshp-ctrl-pln-plc.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://tools.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.x
http://tools.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.x


Cisco IOS XE ソフトウェアはこの アドバイザリに記載される 脆弱性から影響を受けます。

Cisc
o
IOS
XE
ソフ
トウ
ェア
リリ
ース

First Fixed
Release（修正
された最初のリ
リース）

2014 年 9 月 Cisco IOSソフトウ
ェア Security Advisory によって
組み込まれる書のすべてのアド
バイザリのための最初修正済み
リリース

2.1.x 脆弱性なし Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

2.2.x 脆弱性なし Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

2.3.x 脆弱性なし Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

2.4.x 脆弱性なし Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

2.5.x 脆弱性なし Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

2.6.x 脆弱性なし Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.1.x
S

Vulnerable;
3.7.6S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.1.x
SG 脆弱性なし 脆弱性なし

3.2.x
S

Vulnerable;
3.7.6S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.2.x
SE 脆弱性なし Vulnerable; 3.3.2SE への移行す

る
3.2.x
SG 脆弱性なし 脆弱性なし

3.2.x
XO 脆弱性なし 脆弱性なし

3.2.x
SQ 脆弱性なし 脆弱性なし

3.3.x
S

Vulnerable;
3.7.6S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.3.x
SE 脆弱性なし 3.3.2SE



3.3.x
SG 脆弱性なし Vulnerable; 3.4.4SG またはそれ

以降への移行する。
3.3.x
XO 脆弱性なし 3.3.1XO

3.3.x
SQ 脆弱性なし 脆弱性なし

3.4.x
S

Vulnerable;
3.7.6S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.4.x
SG 脆弱性なし 3.4.4SG

3.4.x
SQ 脆弱性なし 脆弱性なし

3.5.x
S

Vulnerable;
3.7.6S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.5.x
E 脆弱性なし 3.5.2E

3.6.x
S

Vulnerable;
3.7.6S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以
降への移行する。

3.6.x
E 脆弱性なし 脆弱性なし

3.7.x
S 3.7.6S Vulnerable; 3.7.6S またはそれ以

降への移行する。
3.7.x
E 脆弱性なし 脆弱性なし

3.8.x
S

Vulnerable;
3.10.4S または
それ以降への移
行する。

Vulnerable; 3.10.4S またはそれ
以降への移行する。

3.9.x
S

Vulnerable;
3.10.4S または
それ以降への移
行する。

Vulnerable; 3.10.4S またはそれ
以降への移行する。

3.10.
xS 3.10.4S 3.10.4S

3.11.
xS

Vulnerable;
3.12S またはそ
れ以降への移行
する。

Vulnerable; 3.12S またはそれ以
降への移行する。

3.12.
xS 脆弱性なし 脆弱性なし

3.13.
xS 脆弱性なし 脆弱性なし



Cisco IOS ソフトウェア リリースへの Cisco IOS XE ソフトウェア リリースのマッピングについ
ては、「 Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「 Cisco IOS XE 3S Release Notes」、および「
Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XR ソフトウェアは 2014 年 9 月 Cisco IOSソフトウェア Security Advisory によって組
み込まれる書で表われる脆弱性の何れかから影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されてい
る脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部 保全テストの間に検出されました。

URL

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140924-sip

改訂履歴

リビジョン
1.0 2014-September-24 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://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html#wp2310700
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/3/release/notes/asr1k_rn_3s_sys_req.html#wp2999052
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_24726.html#wp2570252
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140924-sip
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