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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エアロネットシリーズ アクセス ポイント（AP）の内部 パケット処理の脆弱性は AP が接続
されるスイッチ インターフェイスに設定されるポート セキュリティがある場合非認証、隣接した
攻撃者により影響を受けた AP のサービス拒否 （DoS）条件を引き起こすことを可能にする可能
性があります。

AP が転送するのでコントロールの外のいくつかの不正 な 無線クライアント パケットを存在 す
る脆弱性およびワイヤレスアクセスポイント（CAPWAP）のプロビジョニングはトンネル伝送し
ます。 攻撃者は影響を受けた AP へ巧妙に細工されたワイヤレス パケットを送信 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。 正常なエクスプロイトは攻撃者が DoS 状態
という結果に終る可能性がある隣接 スイッチ ポートのセキュリティ違反を誘発することを可能に
する可能性があります。

注: よくある脆弱性採点法（CVSS）スコアが高いセキュリティ への影響 定格（）に対応するけ
れども、この脆弱性は回避策が利用でき、不正利用が特定のスイッチ設定を必要とするので中間
と考慮されます。

本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

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-20190417-air-ap-
dos

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:A/AC:L/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:A/AC:L/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/CSCvj96316
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq46817
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm97169
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1834
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1834
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1834
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-dos


該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの該当リリースを実行する次のシスコ製品に影響を与
えます。

Aironet 1540 シリーズ AP●

Aironet 1560 シリーズ AP●

Aironet 1800 シリーズ AP●

Aironet 2800 シリーズの AP●

Aironet 3800 シリーズの AP●

Aironet 4800 AP●

Catalyst 9100 AP●

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。

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のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の
影響を受けることが知られています。

詳細

この脆弱性は違反が検出されるとき AP に隣接するスイッチポートがポート セキュリティおよび
セットでシャットダウンするために設定されるときだけ開発可能です。 そのケースでは、クライ
アント トラフィックは CAPWAP トンネルでカプセル化されません、従ってスイッチは AP が接
続されるスイッチ インターフェイスの追加 MAC アドレスを学習します。 MAC アドレスのため
の制限が達すれば、セキュリティ違反は誘発されます。

デフォルトで、ポート セキュリティは無効に なります。 それが有効に なるとき、シャットダウ
ンは既定のセキュリティ違反 モードです。

回避策

管理者は 1 ただ MAC アドレスを（スイッチは AP ブートアップの間に AP MAC アドレスを学習
します）学習し、セキュリティ違反の場合には、新しい学習される MAC アドレスを廃棄するた
めにポート セキュリティのスイッチ インターフェイスを設定できます。 CLI を使用する、セキ
ュリティ違反 モードをに保護するか、または制限します、次次の例設定して下さい:



# configuration terminal
# interface interface_id # switchport port-security violation {protect | restrict}

注: CLI コマンドはスイッチ モデルによってわずかに異なるかもしれません。

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。

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、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-
dos

改訂履歴

バージ
ョン 説明 セクション ステー

タス Date

1.1

より完全な修正との追加されたバグ
ID。 追加された Aironet 4800 AP お
よび影響を与えられたソフトウェア
バージョンで変更すること当然の該
当製品への Catalyst 9100 AP。

ヘッダ、脆弱性が存在す
る製品 最終版 2020-

MAY-11

1.0 初回公開リリース 最終版 2019-
APR-17

https://www.cisco.com/go/psirt
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-dos


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。
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