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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

2017 年 12月 12 日で、 Bleichenbacher の Oracle 脅威のタイトル 戻りの研究 報告は共用利用可
能になされました。 この用紙はいくつかの Transport Layer Security （TLS）スタックが RSA キ
ー交換の Bleichenbacher 標準的な不正侵入のバリエーションに脆弱どのようにであるか記述しま
す。 複数の脆弱性はこのリサーチに基づいていました識別されました。

攻撃者は脆弱 な TLS スタック 実装繰り返して以前にキャプチャされる TLS セッションの復号化
を可能にするかもしれない cryptanalytic オペレーションを行うためにサーバーで実行を問い合わ
せる可能性があります。

これらの脆弱性を不正利用するために、攻撃者は次の操作の両方を行えます必要があります:
クライアントと影響を受けた TLS サーバ間のトラフィックをキャプチャして下さい。●

アクティブに 脆弱 な サーバへの TLS 接続のかなり数を確立して下さい。 必要なインプリメ
ンテーションごとの脆弱性と接続の実際の数が異なり、数十万から数百万の接続まで及ぶ可
能性があります。

●

複数のシスコ製品はこれらの脆弱性から影響を受けます。

Cisco はいくつかのこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:X/RL:X/RC:X
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指定製品のために利用可能な回避策があるかもしれません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171212-
bleichenbacher

該当製品

シスコでは、本脆弱性の影響を受ける製品と影響の範囲を特定するために、製品ラインを調査し
ました。 製品が影響を受けているかについて情報に関してはこのアドバイザリの「脆弱性が存在
する製品」および「脆弱性が存在しない製品」セクションを参照して下さい。

「脆弱性が存在する製品」セクションは各々の影響を受けた製品のための Cisco バグ ID が含ま
れています。 Cisco Bug は Cisco Bug Search Tool で検索可能であり、回避策（使用可能な場合
）と修正されたソフトウェア リリースなど、プラットフォーム固有の追加情報が記載されます。

脆弱性のある製品

次の表はこのアドバイザリに説明がある脆弱性の何れか一つ以上から影響を受けるシスコ製品
をリストしたものです:

Product Cisco Bug ID Fixed Release Availability
シスコ クラウド ホステッド サービス
Cisco WebEx ビジネス スイート（を含む会議
センター、トレーニング センター、イベント
センター、サポートセンター）

CSCvh10981 治療は完了しました。 （15-Jan-2018）

Cisco WebEx Meetings CSCvh10981 治療は完了しました。 （15-Jan-2018）
Cisco WebEx Messenger CSCvh25064 治療は完了しました。 （15-Jan-2018）
Network Application, Service, and Acceleration
Cisco ACE 4710 アプリケーション コントロー
ル エンジン アプライアンス CSCvg74693 この製品には修正プログラムの提供予定がありません。1

Cisco ACE30 アプリケーション コントロール
エンジン モジュール CSCvg74693 この製品には修正プログラムの提供予定がありません。2

Network and Content Security Devices
Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス
（ASA）ソフトウェア（ASA） - ASA 5505、
5510、5520、5540、および 5550

CSCvg97652 9.1.7.21 （5-Jan-2018）
9.2.4.25 （8-Jan-2018）

Cisco SSL アプライアンス CSCvh00296 3.12.2.1 （18-May-2018）

1 つの Cisco ACE 4710 アプリケーション コントロール エンジン アプライアンスは廃止サイク
ルを 2013 年 7月 26 日入力しました。 参照に関しては、終りの 販売を参照し、 -の-ライフ発
表を終了して下さい。
2 Cisco ACE30 アプリケーション コントロール エンジン モジュールは廃止サイクルを 2013
年 7月 26 日入力しました。 参照に関しては、終りの 販売を参照し、 -の-ライフ発表を終了し
て下さい。
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/application-networking-services/ace-4700-series-application-control-engine-appliances/eol_C51-728944.html
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/services-modules/eol_C51-728979.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/services-modules/eol_C51-728979.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/services-modules/eol_C51-728979.html


脆弱性を含んでいないことが確認された製品

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。

シスコは、これらの脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

シスコ クラウド ホステッド サービス
Cisco クラウド Web セキュリティ（CWS）●

Cisco Spark●

Cisco Umbrella●

ネットワーク アプリケーション、サービス、およびアクセラレーション
Cisco Wide Area Application Services（WAAS）●

ネットワークおよびコンテンツ セキュリティ デバイス
Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア（ASA） -脆弱性が存在
する製品 セクションにリストされていないすべてのモデル

●

Cisco ASA Next-Generation Firewall Services●

Cisco Content Security Management Appliance (SMA)●

Cisco Email Security Appliance (ESA)●

Cisco Firepower 2100 シリーズ●

Cisco Firepower 4100 シリーズ●

Cisco Firepower 7000 シリーズ●

Cisco Firepower 8000 シリーズ●

Cisco Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス●

Cisco Identity Services Engine（ISE）●

Cisco Web Security Appliance (WSA)●

ルーティングおよびスイッチング - エンタープライズおよびサービス プロバイダー
ISR （VPN ISM）のための Cisco VPN 内部 サービスモジュール●

詳細

Bleichenbacher の不正侵入は RSA PKCS#1 v1.5 暗号化ブロック フォーマッティングに対して適
応性がある選択暗号文不正侵入です。 ダニエル Bleichenbacher は RSA キー交換に対して最初に
Secure Sockets Layer （SSL） バージョン 3.0 のこの不正侵入を実行された。

不正侵入はあらゆる選択された暗号文のために、示す側面チャネルの存在に対応した プレーンテ
キストに RSA PKCS#1 v1.5 規格に従って正しい形式があるかどうか頼ります。 攻撃者は繰り返
して巧妙に細工された TLS メッセージを組み立てる神託としてこの側面チャネルを、不正利用す



る可能性があります。 最終的にある特定の TLS セッションのためのプレーンテキストを回復攻
撃者はできるかもしれません。

Bleichenbacher 標準的な不正侵入から影響を受ける現在の TLS 実装または新規に導入されすバリ
エーションから影響を受ける実装の識別に焦点を当てられる新しいリサーチ。 これらの新しいバ
リエーションは全面的な TCP 接続状態をように可能性のある側面チャネル使用し、標準外の、短
縮された TLS メッセージ フローを使用する。

次の脆弱性はこのリサーチに基づいていました識別されました:

Cavium SSL SDK Bleichenbacher 不正侵入情報の漏えい脆弱性

Cavium SSL ソフトウェア開発キット（SDKs）の TLS プロトコル 実装の脆弱性はリモート攻撃
者非認証が機密情報にアクセスするようにする可能性があります。

脆弱性はキー交換のための RSA に頼る暗号スイートのための Bleichenbacher 不正侵入に対して
対策の不適当な実装が原因です。 攻撃者は神託として機能し、攻撃者が選択暗号文不正侵入を遂
行することを可能にするデバイスへ巧妙に細工された TLS メッセージを送信 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。

この脆弱性には次の CVE ID が割り当てられています。 CVE-2017-17428.

レガシー Cisco ASA 5500 シリーズ Bleichenbacher 不正侵入情報発表脆弱性

レガシー Cisco ASA 5500 シリーズの TLS プロトコル 実装の脆弱性（ASA 5505、5510、5520、
5540、およびリモート攻撃者 5550） デバイスは非認証が機密情報にアクセスするようにする可
能性があります。

脆弱性はキー交換のための RSA に頼る暗号スイートのための Bleichenbacher 不正侵入に対して
対策の不適当な実装が原因です。 攻撃者は神託として機能し、攻撃者が選択暗号文不正侵入を遂
行することを可能にするデバイスへ巧妙に細工された TLS メッセージを送信 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。

この脆弱性は 2048 ビット RSA キーを使用しているときリストされた ASA モデルに影響を与え
ます。

この脆弱性には次の CVE ID が割り当てられています。 CVE-2017-12373.

SSL 表示 Bleichenbacher 不正侵入情報の漏えい脆弱性

Cisco SSL アプライアンス（Bluecoat SSL 表示 OEM アプライアンス）の TLS プロトコル 実装
の脆弱性はリモート攻撃者非認証が機密情報にアクセスするようにする可能性があります。



脆弱性はキー交換のための RSA に頼る暗号スイートのための Bleichenbacher 不正侵入に対して
対策の不適当な実装が原因です。 攻撃者は神託として機能し、攻撃者が選択暗号文不正侵入を遂
行することを可能にするデバイスへ巧妙に細工された TLS メッセージを送信 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。

この脆弱性には次の CVE ID が割り当てられています。 CVE-2017-15533.

回避策

キー交換のための RSA に頼る TLS 暗号の使用を無効に することはこれらの脆弱性のための可能
性のある軽減です。 それは暗号の他の型をサポートする Diffie-Hellman（DH）基づいてそれらの
ような製品にだけ適当キー交換にです。 この軽減はこれらの暗号をサポートしないレガシー クラ
イアントとの相互運用性の影響があるかもしれません。 この軽減は Ciscoアプリケーション コン
トロール エンジン（ACE）へ適用されないです。

特定の Cisco製品の潜在的な回避策に関しては、Ciscoバグ 検索ツールから利用可能である関連し
た Ciscoバグを参照して下さい。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照
ください。 WebEx 環境に関する質問は Cisco Technical Assistance Center （TAC）に指示する
ことができます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで
入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける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。

いずれの場合も、アップグレードするデバイス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規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に
確認してください。 不明な点については、Cisco TAC もしくは契約しているメンテナンス プロ
バイダーまでお問い合わせください。

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を確認していません。

出典

Cisco は Hanno Böck、ルール川Universität ボーフム/Hackmanit の Juraj、トリップワイヤー
VERT のクレイグ testssl.sh/Dr のよりぬれている若者 Gmbh、Somorovsky およびダークに感謝
することを望みます。 これらの脆弱性を報告するためのよりぬれたそれ相談。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/BUGID
https://www.cisco.com/go/psirt


URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171212-
bleichenbacher

改訂履歴

Ver
sio
n

Description Section Sta
tus 日付

1.6

脆弱性のある製品の情報を更
新。 追加された CVE-2017-
15533。 修正された CVE-
2017-17428 説明。 最終への
変更された文書ステータス。

脆弱性が存在する製品、詳細 Fin
al

2018-May-
18

1.5

Cisco WebEx 製品のための固
定リリース アベイラビリティ
についての更新された情報。
nonvulnerable 製品のための
更新された情報。

脆弱性が存在する製品、脆弱性が存在し
ない製品

Int
eri
m

2018 年 1
月 16 日

1.4

Cisco ASA デバイスのための
固定リリース アベイラビリテ
ィについての更新された情報
。

脆弱性のある製品
Int
eri
m

2018 年 １
月 8 日

1.3

脆弱 な、nonvulnerable 製品
および調査中の製品のための
更新された情報。 修正された
CVE-2017-12373 説明。

該当製品、脆弱性が存在する製品、脆弱
性が存在しない製品、詳細

Int
eri
m

2017-
December
-21

1.2 nonvulnerable 製品のための
更新された情報。

脆弱性を含んでいないことが確認された
製品

Int
eri
m

2017-
December
-15

1.1

脆弱 な、nonvulnerable 製品
および調査中の製品のための
更新された情報。 追加された
CVE-2017-12373。

脆弱性が存在する製品、脆弱性が存在し
ない製品、調査中の製品、詳細

Int
eri
m

2017-
December
-13

1.0 初回公開リリース â
Int
eri
m

2017 年
12 月 12
日

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

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171212-bleichenbacher
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171212-bleichenbacher


ユーザを対象としています。
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