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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 Meraki MR、MS、MX、Z1、および Z3 製品ラインにおけるローカル ステータス ページの
機能の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がデバイスの設定ファイルを変更できる可能
性があります。

この脆弱性は、ローカル ステータス ページに対する要求を処理するときに発生します。 エクス
プロイトにより、攻撃者が昇格された権限を使用してデバイスへのインタラクティブなセッショ
ンを確立できる可能性があります。 その後攻撃者は、昇格された権限でさらにデバイスを侵害し
たり、エクスプロイトの対象となっているデバイスからその他の設定データを取得したりできま
す。

この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでにシスコからリリースされています。
この脆弱性に対処する回避策はありません。

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-20181107-meraki

該当製品

脆弱性のある製品

ローカル ステータス ページの機能が有効になっており、このアドバイザリの「修正済みソフ
トウェア」セクションに記載されている修正済みリリースより前のソフトウェア リリースがデ
バイスで実行されている場合、以下に示すすべての Cisco Meraki 製品がこの脆弱性の影響を受

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/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:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:X
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0284
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0284
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0284
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-meraki


けます。

MR デバイス●

MS デバイス●

MX デバイス（物理デバイスと vMX100 仮想アプライアンスを含む）●

Z1 および Z3 デバイス●

注: 上記の製品の Cisco Meraki ソフトウェア リリースではいずれも、ローカル ステータス ペ
ージの機能がデフォルトで有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この
脆弱性によって影響されるためにである。

シスコでは、「脆弱性が存在する製品」セクションに記載されている Cisco Meraki 製品を除く
、どのシスコ ワイヤレス製品にもこの脆弱性が影響しないことを確認済みです。

シスコにおいて、この脆弱性の影響を受けないことを確認した Cisco Meraki 製品は以下のとお
りです。

Cisco Meraki Insight（MI）●

Cisco Meraki MC VoIP 電話ファミリ●

Cisco Meraki MV セキュリティ カメラ ファミリ●

Cisco Meraki Systems Manager（SM）●

回避策

お客様がローカル ステータス ページの使用を継続するとともに、この脆弱性の攻撃ベクトルを排
除できる回避策はありませんが、ローカル ステータス ページを無効にすれば攻撃ベクトルが排除
され、脆弱性が悪用されることがなくなります。  お客様には、各自の環境のニーズについて考え
、パッチが適用されていないデバイスの悪用を防ぐうえで、ローカル ステータス ページを無効に
することが適切な措置であるかどうかを判断することをお勧めします。

Meraki ダッシュボードにアクセスできるお客様は、次のページに示す手順でローカル ステータス
ページを無効にすることが可能です。 「ローカル ステータス ページの無効化」。

注: ローカル ステータス ページを無効にすると、一部のシナリオの機能が制限される場合があり
ます。 ローカル ステータス ページを無効することによってもたらされる可能性がある悪影響に
ついては、前述のリンクの情報を参照してください。

修正済みソフトウェア

Cisco Meraki では、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェア アップデート

https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Tools_and_Troubleshooting/Using_the_Cisco_Meraki_Device_Local_Status_Page#Disabling_the_Local_Status_Page


を提供しています。 Cisco Meraki では、有効かつアクティブなライセンスがあるすべてのデバイ
スに関してソフトウェア アップデートを提供していますが、シスコのエンド カスタマー契約で示
されているように、このようなアップデートを利用するための要件を別途設けてはいません。 有
効かつアクティブなライセンスがないデバイスでは、どのソフトウェア アップグレードも利用で
きません。 新しいライセンスが必要な場合は、セールス チームまたはセールス担当者にご連絡く
ださい。 連絡先情報は、Meraki ダッシュボードの [ヘルプ（Help）] > [サポートを利用（Get
help）] に記載されています。

サポートを終了したデバイスのポリシーと手順については、「サポート ポリシー」ページに詳細
が記載されています。

修正済みリリース

Product 修正済みリリース

Cisco Meraki MR MR 24 ファームウェア - 24.13 以降
MR 25 ファームウェア - 25.11 以降

Cisco Meraki MS MS 9 ファームウェア - 9.37 以降
MS 10 ファームウェア - 10.20 以降

Meraki MX および Meraki Z1/Z3
MX 13 ファームウェア - 13.32 以降
MX 14 ファームウェア - 14.25 以降
MX 15 ファームウェア - 15.7 以降

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。

出典

この脆弱性は、外部の研究者によって発見され、Cisco Meraki セキュリティ脆弱性報奨プログラ
ムを通じて報告されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-meraki

改訂履歴

Version Description Section Status 日付
1.0 初回公開リリース Final 2018 年 11 月 7 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

https://meraki.cisco.com/support/#policies:eol
https://meraki.cisco.com/trust#srp
https://meraki.cisco.com/trust#srp
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-meraki


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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