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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 NX-OS ソフトウェアの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） Access Control List
（ACL） 機能の実装の脆弱性は SNMP トラフィックを拒否することを設定しても非認証が、リ
モート攻撃者影響を受けたデバイスの SNMP ポーリングを行うようにする可能性があります。

脆弱性は設定された ACL 名前が 32 の ASCII文字の最大長のとき不正確な長さ チェックが原因で
す。 攻撃者は影響を受けたデバイスの実行 SNMP ポーリング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否定する必要がある SNMP ポーリング
を行うことを可能にする可能性があります。 攻撃者に SNMP ACL 名前の設定の制御がありませ
ん。

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。 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-20190828-nxos-
snmp-bypass

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性は以下のシスコ製品に影響を及ぼしまあった場合 Cisco
NX-OS ソフトウェアの脆弱なリリース設定された仕様 SNMP ACL と動作します:

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N/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:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo17439
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1969
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1969
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1969
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-snmp-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-snmp-bypass


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●

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 スイッチング プラットフォーム●

情報に関してはどのについての Cisco NX-OS ソフトウェアがリリースするかパブリケーショ
ンの時に脆弱、見ますこのアドバイザリの修正済みソフトウェアのセクションをでした。 最も
完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して
下さい。

管理者は、show running-config | IPv4 のための設定された SNMP ACL を表示するために「
snmp-server」コマンドを含んで下さい:

nxos-switch# show running-config | include "snmp-server"
snmp-server user <USER> use-ipv4acl <ACL NAME>

このコマンドが実行コンフィギュレーションにあり、ACL 名前に 32 文字の最大長があれば、
デバイスは脆弱考慮する必要があります。 これは IPv6 SNMP ACL に同様に適用します。

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。

シスコは、この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●

Firepower 4100 シリーズ●

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 スイッチ●

VMware vSphere のための Nexus 1000 バーチャル エッジ●

Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V●

Nexus 1000V Switch for VMware vSphere●

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 6000 シリーズ スイッチ●

Nexus 7000 シリーズ スイッチ●

Nexus 7700 シリーズ スイッチ●

Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラ
ストラクチャ（ACI）モード）

●

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●



詳細

SNMP バージョン 2c 以前で本脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が該当システムの
SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリングを把握している必要があります。 コミュニティ ス
トリングとは、デバイスの SNMP データへの読み取り専用アクセスおよび読み取り/書き込みア
クセスの両方を制限するパスワードです。 コミュニティ ストリングには一般的なキーワードを使
用せず、他のパスワードと同様に慎重に選択してください。 また、定期的にネットワーク セキュ
リティのポリシーに合わせて変更する必要もあります。 たとえば、ネットワーク管理者がロール
を変更する場合や退職する際はコミュニティ ストリングを変更する必要があります。

SNMP バージョン 3 でこれらの脆弱性をエクスプロイトするには、該当システムのユーザ クレデ
ンシャルを攻撃者が入手している必要があります。

回避策

回避策として、管理者は 31 文字またはより少しに SNMP ACL 名前を再構成するかもしれません
。

修正済みソフトウェア

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。

修正済みリリース

パブリケーションの時に、次のテーブルのリリース情報は正確でした。 最も完全な、現在の情報
についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

左カラムは Ciscoソフトウェアリリースをリストし、リリースがこの アドバイザリに記載される
脆弱性から影響を受けしたこの脆弱性のための修正が含まれていたかどうかリリースし、右の列
は示します。

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 3000 シリーズ スイッチ、Nexus 3500 プラットフォーム
スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチ: CSCvo17439

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース この脆弱性に対する最初の修正リリース
先により 7.0(3) 脆弱性なし

https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo17439


7.0(3)I41 7.0(3)I7(6)1

7.0(3)I7 7.0(3)I7(6)
9.2 9.2(3)
9.3 脆弱性なし

1. 7.0(3)I4 コード列は Nexus 3500 プラットフォーム スイッチへ適用されないです。
Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフ
ォーム: CSCvo17439

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース この脆弱性に対する最初の修正リリース
7.0(3)F 9.2(3)
9.2 9.2(3)
9.3 脆弱性なし

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが
必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ ア
ドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従
うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ
VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ
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
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
ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合
は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照して
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

本脆弱性は、シスコ TAC のサポート案件の対応時に発見されました。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo17439
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
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


URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-
snmp-bypass

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-August-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-20190828-nxos-snmp-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-snmp-bypass
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