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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 Nexus 9000 シリーズ ACI モード スイッチ ソフトウェアのコントローラ 許可 機能の脆弱
性は影響を受けたデバイスのルート 特権の標準ユーザを増やす認証された、ローカル攻撃者を可
能にする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたデバイスの bashroot コンポーネントのためのある特定の sudoers ファイル
のミスコンフィギュレーションが原因です。 攻撃者は一時管理アクセスを特権を増やす許可する
かもしれない巧妙に細工された ユーザ ID の影響を受けたデバイスに認証によってこの脆弱性を
不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が影響を受けたデバイスの特権
を増やすことを可能にする可能性があります。

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。 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-20190306-aci-
controller-privsec

該当製品

脆弱性のある製品

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/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:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn09838
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1585
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1585
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1585
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-controller-privsec
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-controller-privsec


この脆弱性は Cisco NX-OS ソフトウェアの影響を受けたバージョンを実行する ACI モードの
Cisco Nexus 9000 シリーズ ファブリックスイッチに影響を与えます。

該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バ
グ ID を参照して下さい。

Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用して、デバイスで実行されている
Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを確認できます。 次の例は 11.2(2) リリースを示してい
ます。

nxos-n9k-aci# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-

2.1.php

Software

BIOS:      version N/A

kickstart: version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

system:    version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]
. . .

Application Policy Infrastructure Controller ソフトウェア リリースの確認

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のソフトウェアと、ACI モードの Cisco
Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチは、1 対 1 でマッピングされています。 Cisco ど
の APIC ソフトウェア リリースがデバイスで動作しているか判別するために、管理者は Cisco
NX-OS ソフトウェア バージョン番号の左端のディジットを無視できます。 前述の例では、出
力は Cisco APIC にソフトウェア リリース 1.2(2)をマッピング する Cisco NX-OS ソフトウェ
ア バージョン 11.2(2)を示したものです。

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。

シスコは、本脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール●

FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品●

Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス●

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ ディレクタ スイッチ●

Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V●

Nexus 1000V Switch for VMware vSphere●

Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ●



Nexus 3000 シリーズ スイッチ●

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ●

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ●

Nexus 5000 シリーズ スイッチ●

Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ●

Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ●

Nexus 7000 シリーズ スイッチ●

Nexus 7700 シリーズ スイッチ●

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ●

Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール●

UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト●

UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト●

UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト●

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

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。

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は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確
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。

関連情報

最もよい Cisco NX-OS ソフトウェアを判別するヘルプに関しては Cisco Nexus スイッチのため
に、管理者次の推奨されるリリース 文書を参照できますリリースして下さい。 Security Advisory
が以降のリリースを推奨する場合、Cisco は諮問指導に続くことを推奨します。

Cisco MDS シリーズ スイッチ
VMware スイッチのための Cisco Nexus 1000V
Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ
Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes
https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes
https://www.cisco.com/go/psirt
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/b_MDS_NX-OS_Recommended_Releases.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/recommended_releases/b_Cisco_N1KV_VMware_MinRecommendedReleases.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html


Cisco Nexus 6000 Series Switches
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ
Cisco Nexus 9000 シリーズ ACI モード スイッチ

最もよい Cisco NX-OS ソフトウェアを判別するヘルプに関しては Cisco UCS のために、参照し
ますデバイスに関するリリース ノートの推奨されるリリース 文書をリリースして下さい。

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やその公表を確認していません。

出典

Cisco はこの脆弱性を報告するために Gmbh ディタックを用いる Octav Opaschi に感謝すること
を望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-
controller-privsec

改訂履歴

バージョン 説明 セクション ステータス Date
1.0 初回公開リリース 最終版 2019-March-06

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/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/recommended-release/b_Recommended_Cisco_ACI_Releases.html
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-controller-privsec
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-controller-privsec
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