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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ソフトウェアのログイン 拡張（ログイン ブロック）機能の多重 脆弱点は引き起こすよ
うに非認証が、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状態に終って影響を受けたシステムのリロ
ードをする、可能性があります。

これらの脆弱性に関する詳細については、この Security Advisory の詳細 セクションを参照して下
さい。

両方の脆弱性に対処する回避策がありません。

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-20180328-slogin

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.4(2)T を実行している Ciscoデバイス
、15.4(3)M、または 15.4(2)CG およびそれ以降に影響を与えます。

Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログイ

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:X/RL:X/RC:X
http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy32360
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz60599
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0180
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0180
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0180
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0179
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0179
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0179
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-slogin


ンして、CLI で show version コマンドを使用し、表示されるシステム バナーを参照すること
により確認できます。 デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、システム バ
ナーに「Cisco Internetwork Operating System Software」や「Cisco IOS Software」などのテ
キストが表示されます。 バナーにはインストールされたイメージ名もカッコ内に表示されます
。その後ろには Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名も表示されます。 一部の
シスコ デバイスでは、show version コマンドをサポートしていなかったり、別の出力が表示
されたりすることがあります。

次に、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.5(2)T1 が実行されていて、インストールされてい
るイメージ名が C2951-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンド出力例を示します。

Router> show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE

(fc1)

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

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team
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Cisco IOS ソフトウェア リリースのための指名および番号付与規則についての情報に関しては
、Cisco IOS および NX-OS ソフトウェア レファレンスガイドを参照して下さい。

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。

Cisco はこれらの脆弱性が IOS XE ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、または Cisco
NX-OS ソフトウェアに影響を与えないことを確認しました。

詳細

Cisco IOS ログイン 拡張（ログイン ブロック）機能

自動的にそれ以上のログイン試行をブロックするオプションの設定によってルータのセキュリテ
ィを強化する Cisco IOS ログイン 拡張（ログイン ブロック）機能割り当てユーザ 可能性のある
DoS攻撃が検出する場合の。

この機能によってもたらされるログオン ブロックおよびログオン遅延オプションは Telnet か
SSH 仮想接続のために設定することができます。 この機能を有効に することによって、それに
より DoS攻撃の型からルーティングデバイスを保護する「待機 時間」の、実施によって「辞書攻
撃」を減速できます複数の接続の失敗試みが検出する。

ログイン 拡張（ログイン ブロック）機能のより詳しい 情報は Cisco IOS セキュリティ コンフィ

https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/ios-nx-os-reference-guide.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/12_4/sec_securing_user_services_12-4_book/sec_login_enhance.html


ギュレーション ガイドで利用できます。

脆弱性詳細

Cisco IOSソフトウェアのログイン 拡張（ログイン ブロック）機能の 2 脆弱性は引き起こすよう
に非認証が、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状態に終って影響を受けたデバイスのリロー
ドをする、可能性があります。

脆弱性は互いに依存していません; 脆弱性の 1 の不正利用が他の脆弱性を不正利用するために必
要となりません。 さらに、脆弱性の 1 から影響を受けするソフトウェア リリースは他の脆弱性
から影響を受けしないかもしれません。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco IOSソフトウェア ログイン ブロック サービス拒否の脆弱性

Cisco IOSソフトウェアのログイン 拡張（ログイン ブロック）機能の脆弱性は引き起こすように
非認証が、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状態に終って影響を受けたシステムのリロード
をする、可能性があります。

脆弱性は以前に割り当てられなかったメモリ領域を解放する試みが原因です。 攻撃者はセキュア
シェル（SSH）によって影響を受けたデバイスにログインに試みによってこの脆弱性を不正利用
しか、または無効 な 資格情報複数回と Telnet で接続する可能性があります。

この脆弱性は次の条件の両方が満たされるときだけ開発可能です:

ログオン非表示モード access-class はログオンをブロックのための設定する前に設定されま
した。 これらの機能はデフォルトで有効に なりません。

●

設定によってが発生したデバイスはその後リロードされていませんでした。●

この脆弱性のための Common Vulnerabilities and Exposures（CVE）ID は次のとおりです：
CVE-2018-0179

この脆弱性のための Security Impact Rating（SIR）は次のとおりです： 中間

この脆弱性のための Cisco バグ ID は次のとおりです: CSCuy32360

Cisco IOSソフトウェア ログイン ブロック サービス拒否の脆弱性

Cisco IOSソフトウェアのログイン 拡張（ログイン ブロック）機能の脆弱性は引き起こすように
非認証が、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状態に終って影響を受けたシステムのリロード
をする、可能性があります。

脆弱性は以前に割り当てられなかったメモリ領域を解放する試みが原因です。 攻撃者は SSH に
よって影響を受けたデバイスにログインに試みによって管理者が設定ブロックのためのログオン

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/12_4/sec_securing_user_services_12-4_book/sec_login_enhance.html


を修正する間、この脆弱性を不正利用しか、または無効 な 資格情報複数回と Telnet で接続する
可能性があります。

この脆弱性はログオンがブロックのための影響を受けたデバイスで設定されたときだけ開発可能
です。 この機能はデフォルトで有効に なりません。

この脆弱性のための CVE ID は次のとおりです: CVE-2018-0180

この脆弱性のための次のとおりです: 中間

この脆弱性のための Cisco バグ ID は次のとおりです: CSCuz60599

セキュリティ侵害の痕跡

次の条件は侵害が発生したことを示すことができます。

Cisco IOSソフトウェア ログイン ブロック サービス拒否の脆弱性- CSCuy32360

デバイスがおよび読み込みクラッシュする直前に、デバイスは二度次の例と同じようなログメッ
セージ少なくとも:

Router> show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE

(fc1)

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

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team
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この脆弱性の不正利用により影響を受けたデバイスは crashinfo ファイルを生成します。 デバイ
スがこの脆弱性の不正利用によって妥協されたかどうか判別する show tech-support コマンドお
よび crashinfo ファイルの出力を調べるために Cisco Technical Assistance Center （TAC）に連
絡して下さい。

Cisco IOSソフトウェア ログイン ブロック サービス拒否の脆弱性- CSCuz60599

この脆弱性が影響を受けたシステムで不正利用された後、デバイスは次の例と同じようなプロセ
ス セキュア ログインの悪いチャンク参照カウントについてのエラーメッセージを記録 します:

Router> show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE

(fc1)

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

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.



Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team
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この脆弱性の不正利用により影響を受けたデバイスは crashinfo ファイルを生成します。 デバイ
スがこの脆弱性の不正利用によって妥協されたかどうか判別する show tech-support コマンドお
よび crashinfo ファイルの出力を調べるために Cisco Technical Assistance Center （TAC）に連
絡して下さい。

回避策

CSCuy32360 に説明がある脆弱性のための回避策として管理者は次のいずれかの処置をとること
ができます:

ログオン非表示モード access-class を設定する前のブロックのための設定ログオン●

デバイスがログオンの後でブロックのためのリロードされ、ログオンが非表示モード
access-class 設定されるようにして下さい

●

CSCuz60599 に説明がある脆弱性に対処する回避策がありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースについての詳細な情報に関しては、このアドバイザリの上で
Cisco バグ ID を参照して下さい。

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 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。

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
る脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

これらの脆弱性は Cisco TACサポート ケースの解決の間に発見されました。

URL

https://www.cisco.com/go/psirt


https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-slogin

改訂履歴

Version Description Section Status 日付
1.0 初回公開リリース Final 2018-March-28

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。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-slogin
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