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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

2019 年 6月 3 日で、SEC は、サイバーの領域のためのコンサルティング会社相談し、アプリケ
ーションセキュリティによっては、Cisco スモール ビジネス 250 シリーズ スイッチ用のファーム
ウェアイメージで見つけた次の問題を報告するために Cisco製品のセキュリティ上の問題に対す
る回答チーム（PSIRT）が接触しました:

Futurewei テクノロジーに発行される証明書およびキー●

空パスワードはハッシュします●

要らないソフトウエアパッケージ●

サード パーティソフトウェア（TPS）コンポーネントの多重 脆弱点●

Cisco PSIRT は各問題を調査し、以下は調査結果です:

Futurewei テクノロジーに発行される証明書およびキー

対応したパブリック/プライベートキー ペアおよび対応した ルートCA認証の X.509 証明書は
Cisco スモール ビジネス 250 シリーズ スイッチ ファームウェアで見つけられました。 SEC によ
っては参照しますコールがこれ「キーの家」。 証明書は両方ともエンティティ Futurewei サード
パーティ テクノロジーに、華為技術子会社発行されます。

疑わしい証明書およびキーは Cisco スモール ビジネス 250、350、350X および 550X シリーズ
スイッチ ファームウェアと組み込まれる Cisco FindIT ネットワーク プローブの一部です。 これ
らのファイルは OpenDaylight オープン ソース パッケージの一部です。 意図されていた使用は



OpenDaylight ルーチンを使用してソフトウェアの機能をテストすることです。 Cisco FindIT チー
ムは Cisco FindIT ネットワーク プローブの開発の間に意図されていたテストの目的でそれらの証
明書およびキーを使用しました; それらは製品のあらゆる出荷バージョンでライブ機能のために決
して使用されませんでした。 Cisco FindIT ネットワーク プローブ 使用のすべての出荷バージョ
ンは動的に証明書を代りに作成しました。 出荷ソフトウェアの OpenDaylight オープン ソース パ
ッケージからの証明書およびキーの包含は Cisco FindIT 開発チームによって手落ち行いました。

Cisco は FindIT ネットワーク プローブ ソフトウェアからそれらの証明書および関連キーおよび
このアドバイザリのリリースによってリストされている以降とスモール ビジネス 250、350、開
始する 350X および 550X シリーズ スイッチ ファームウェアを取除きました。

空パスワードはハッシュします

Cisco スモール ビジネス 250、350、350X および 550X シリーズ スイッチ ファームウェアに含
まれている /etc/passwd ファイルにユーザ ルートおよびユーザ向けに空パスワードがハッシュし
ますあります。

/etc/passwd ファイルはスモール ビジネス 250、350、350X および 550X シリーズ スイッチ ファ
ームウェアによってユーザ認証の間に参照しません。 その代り、専用代替ユーザデータベースが
スモール ビジネス 250、350、350X および 550X シリーズ スイッチの CLI またはウェブベース
の管理インターフェイスへのログイン ユーザを認証するのに使用されています。

影響を受けたデバイスの基礎オペレーティング システムへのアクセスの潜在的な攻撃者はルート
ユーザに特権を上げるのにこの問題を不正利用する可能性があります。 ただし、Cisco は現在こ
れらのスイッチの基礎オペレーティング システムにアクセスする方法に気づいていません。

Cisco は Cisco スモール ビジネス 250、350、このアドバイザリのリリースによってリストされ
ている以降から開始する 350X および 550X シリーズ スイッチ ファームウェアからの初期ブート
の間にハッシュされた、ランダムに生成されたパスワードで空をハッシュします取り替えました
。

要らないソフトウエアパッケージ

基礎オペレーティング システムの CLI へのアクセス権を得る攻撃者は Cisco スモール ビジネス
250、350、350X および基礎オペレーティング システムの一部として 550X シリーズ スイッチ
ファームウェアに含まれている gdbserver および tcpdump パッケージを誤用できるかもしれませ
ん。 Cisco は現在これらのスイッチのシステムのこの一部にアクセスする方法に気づいていませ
ん。

Cisco は Cisco スモール ビジネス 250、350、開始する 350X およびこのアドバイザリのリリー
スによってリストされている以降と 550X シリーズ スイッチ ファームウェアから gdbserver およ
び tcpdump パッケージを取除きました。



出典

Cisco はセキュリティ研究者に感謝することをステファン Viehböck 望み、これらの問題を報告す
るための SEC のトマス Weber/IoT インスペクターは相談します。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-sb-
switches-findit
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1.2 空パスワードのための更新済リリースはハッシュし、要らないソ
フトウエアパッケージ問題は現在利用できます。
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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://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-sb-switches-findit
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-sb-switches-findit


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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