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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 AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアのプロセス間通信(IPC)チャネル
における脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、ターゲットのAnyConnectユーザに悪意
のあるスクリプトを実行させる可能性があります。

この脆弱性は、IPCリスナーに対する認証の欠如に起因します。攻撃者は、巧妙に細工された
IPCメッセージをAnyConnectクライアントのIPCリスナーに送信することにより、この脆弱性を
不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はターゲットの
AnyConnectユーザにスクリプトを実行させる可能性があります。このスクリプトは、対象の
AnyConnectユーザの権限で実行されます。

注：この脆弱性の不正利用に成功するには、攻撃者は次のすべてを必要とします。

AnyConnectクライアントがターゲットユーザによって実行されているシステム上の有効なユ
ーザクレデンシャル。

●

対象ユーザがアクティブなAnyConnectセッションを確立している間、または新しい
AnyConnectセッションを確立している間に、そのシステムにログインできるようにする。

●

そのシステム上でコードを実行できるようにする。●

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ています。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://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:X
http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv30103
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3556
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3556
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3556
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-ipc-KfQO9QhK


anyconnect-ipc-KfQO9QhK

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次のプラットフォームのCisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソ
フトウェアのリリース4.10.00093より前のすべてのリリースに影響を与えます（脆弱性のある
設定の場合）。

Windows 用 AnyConnect セキュア モビリティ クライアント●

MacOS 用 AnyConnect セキュア モビリティ クライアント●

Linux 用 AnyConnect セキュア モビリティ クライアント●

次のサブセクションでは、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアの
特定のリリースの脆弱性を判別する方法について説明します。エンドマシンで実行されている
Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアのリリースによって、ユーザ
が確認する必要がある設定が決まります。

次のサブセクションで説明する設定は、AnyConnectLocalPolicy.xmlファイルにあります。この
ファイルは次の場所にあります。

Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\●

macOS:/opt/cisco/anyconnect/●

Linux:/opt/cisco/anyconnect/●

Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリー
040534.9.05042、4.9.06037

RestrictScriptWebDeployがデフォルト値のfalseに設定されている場合、このアドバイザリに記
載されている脆弱性は、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリ
ース4.9.04053、4.9.05042、および4.9.06037に影響を与えます。

VPNクライアントシステムのRestrictScriptWebDeploy構成設定を確認するには、
AnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを開き、次の行を探します。

<RestrictScriptWebDeploy>false</RestrictScriptWebDeploy>

RestrictScriptWebDeployがfalseに設定されている場合、RestrictScriptWebDeployは無効になり
、デバイスはこの脆弱性の影響を受けます。RestrictScriptWebDeployがtrueに設定されている
場合、RestrictScriptWebDeployは有効になっており、デバイスはこの脆弱性の影響を受けませ
ん。

オプションの推奨設定については、「回避策」セクションを参照してください。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-ipc-KfQO9QhK


Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリース
4.9.04053より前

BypassDownloaderがデフォルト値のfalseに設定されている場合、このアドバイザリで説明さ
れている脆弱性は、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアのリリー
ス4.9.04053より前のすべてのリリースに影響を与えます。

VPNクライアントシステムのBypassDownloader設定を確認するには、
AnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを開き、次の行を探します。

<BypassDownloader>false</BypassDownloader>

BypassDownloaderがfalseに設定されている場合、BypassDownloaderは無効になり、デバイ
スはこの脆弱性の影響を受けます。BypassDownloaderがtrueに設定されている場合、
BypassDownloaderは有効になっており、デバイスはこの脆弱性の影響を受けません。

注：BypassDownloaderをtrueに設定することは推奨されない設定です。詳細については、「
回避策」セクションを参照してください。

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記載されている製品のみが、この脆弱性の
影響を受けることが分かっています。

この脆弱性は、Apple iOSまたはAndroidプラットフォーム向け、またはユニバーサル
Windowsプラットフォーム向けのCisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントには影響
しません。

詳細

この脆弱性の詳細は次のとおりです。

この脆弱性は単一のユーザが使用するラップトップではエクスプロイトされませんが、複数
のユーザが使用するエンドユーザデバイスでは、それらのユーザに有効なログインが必要に
なります。

●

この脆弱性は、攻撃者がローカルシステムでアクションを実行するためにエンドユーザデバ
イスのローカルログイン情報を必要とするため、リモートでエクスプロイトされることはあ
りません。

●

この脆弱性のエクスプロイトでは、権限は昇格されません。スクリプトは、デフォルトでは
ユーザレベルで実行されます。AnyConnect のローカルユーザがユーザ インターフェイス プ
ロセスの権限を手動で昇格させると、スクリプトは昇格された権限で実行されます。

●

この脆弱性が悪用される設定では、あるユーザが別のユーザのデータと実行スペースにアク
セスできるため、この脆弱性のCVSSスコアは高くなります。

●



回避策

この脆弱性に対処する回避策は、新しい設定によってCisco Bug ID CSCvw48062に導入されまし
た。新しい設定は、リリース4.9.04053以降で使用できます。4.9.00093で導入された設定を使用
する代わりに、リリース4.10.04053で導入された追加の設定を使用することをお勧めします。

4.10.1で導入された設定では、機能を損00093することなく、信頼できるヘッドエンドへの接続だ
けが許可されます。新しい設定の詳細については、このアドバイザリの「推奨事項」セクション
を参照してください。

Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリース
4.10.00093

リリース4.10.00093以降には、Cisco Bug ID CSCvv30103に対する修正が含まれており、追加の
設定は必要ありません。オプションではあるが推奨されるその他の設定については、「推奨事項
」のセクションを参照してください。

以前に回避策が適用されていたシステムのアップグレード手順

このセクションは、リリース4.9.04053、4.9.05042、または4.9.06037の回避策の設定か、リリー
ス4.9.04053より前のリリースの緩和策の設定を以前に適用したことのあるお客様にのみ該当しま
す。このアドバイザリに記載されている回避策または緩和策を以前に使用していない場合は、通
常のアップグレードプロセスを使用します。通常のアップグレードプロセスの詳細については、
『リリースノート』または『コンフィギュレーションガイド』を参照してください。

次の手順では、リリース4.10.00093にアップグレードし、AnyConnectLocalPolicy.xmlファイルで
以前に適用した設定を削除する方法について説明します。このファイルは次の場所にあります。

Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\●

macOS:/opt/cisco/anyconnect/●

Linux:/opt/cisco/anyconnect/●

 
AnyConnectセ
キュアモビリテ
ィクライアント
ソフトウェアリ
リース

AnyConnectLocalPolicy.xmlの設定 手順

4.9.04053 より
前

以前に展開された
AnyConnectLocalPolicy.xmlの設定：

BypassDownloader= true●

新しいAnyConnectLocalPolicy.xml 設
定：

BypassDownloader=false●

 

事前展開方式を使用して4.10にアッ
プグレードします。

1.

アウトオブバンドの導入方法を使用
して、
AnyConnectLocalPolicy.xmlファイ
ルを新しい設定で再配布します。

2.

「推奨事項」セクションに示されて3.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw48062
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv30103
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect410/release/notes/release-notes-anyconnect-4-10.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect410/administration/guide/b-anyconnect-admin-guide-4-10/deploy-anyconnect.html?bookSearch=true


いる新しい4.10設定を適用します。
 

4.9.04053,
4.9.05042,
4.9.06037

以前に展開された
AnyConnectLocalPolicy.xmlの設定：

RestrictScriptWebDeploy=true●

RestrictHelpWebDeploy=true●

RestrictResourceWebDeploy=true●

RestrictLocalizationWebDeploy=tr
ue

●

BypassDownloader=false●

新しいAnyConnectLocalPolicy.xml設
定：

RestrictScriptWebDeploy=false●

RestrictHelpWebDeploy=false●

RestrictResourceWebDeploy=fals
e

●

RestrictLocalizationWebDeploy=f
alse

●

BypassDownloader=false●

 

predeployまたはwebdeployのいず
れかの方法を使用して4.10にアップ
グレードします。

1.

アウトオブバンド(OOB)配置方式を
使用して、新しい設定で
AnyConnectLocalPolicy.xmlファイ
ルを1再配布します。

2.

「推奨事項」セクションに示されて
いる新しい4.10設定を適用します。

3.

 

1.制限された機能が必要ない場合は、RestrictScriptWebDeploy、RestrictHelpWebDeploy、
RestrictResourceWebDeploy、およびRestrictLocalizationWebDeployの設定をそのまま残すこと
ができます。これらの設定が trueのままである場合は、アウトオブバンドの導入方法を使用して
ファイルを配布する必要があります。
 

Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリー
040534.9.05042、4.9.06037

すでにRestrictScriptWebDeployの回避策を適用しているお客様向け

リリース4.9.04053、4.9.05042、または4.9.06037を使用しており、すでに
RestrictScriptWebDeploy、RestrictHelpWebDeploy、RestrictResourceWebDeploy、
RestrictLocalizationWebDeployの回避策を適用している場合、この脆弱性の不正利用に対する保
護を確実に行うために必要な作業はありません。

すべての機能を製品に復元するには、リリース4.10.00093にアップグレードし、「推奨事項」セ
クションに示されている推奨設定を適用する必要があります。完全な機能が復元された後は、ア
ウトオブバンド方式の導入方法を使用する代わりに、ヘッドエンドからファイルを再び導入でき
ます。

リリース4.10.00093以降にアップグレードできないお客様向け

リリース4.9.04053、4.9.05042、または4.9.06037を使用していて、リリース4.10.00093以降にア
ップグレードできないお客様には、これらのリリースの推奨回避策として、



AnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを編集してRestrictScriptWebDeployをtrueに設定し、
BypassDownloaderをfalseに設定することをお勧めします。新しいAnyConnectLocalPolicy.xmlフ
ァイルは、アウトオブバンド方式でエンドマシンに導入されます。 

保護を強化するために強く推奨されるリリース4.9.04053、4.9.05042、および4.9.06037の追加の
構成設定があります。カスタムWeb配置の制限の完全なセットを次に示します。新しい設定とそ
れらの使用に伴う影響の詳細については、リリースノートまたはCisco Bug ID CSCvw48062を参
照してください。これらの設定を使用すると、プロファイルの更新や将来のソフトウェアアップ
グレードが可能になり、この脆弱性の不正利用から保護することができます。

RestrictScriptWebDeploy●

RestrictHelpWebDeploy●

RestrictResourceWebDeploy●

RestrictLocalizationWebDeploy●

ローカルマシンでポリシーを編集する手順は、次のとおりです。ほとんどの導入シナリオでは、
変更はAnyConnectLocalPolicy.xmlファイルに対して行われ、その後、エンタープライズソフトウ
ェア管理システムなどのアウトオブバンド方式の導入方法を使用して、すべてのクライアントマ
シンに導入されます。AnyConnectLocalPolicy.xml ファイルに対する変更は、sudo または管理者
権限で行う必要があります。

クライアントマシンでAnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを検索します。このファイルは
次の場所にあります。 Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect
Secure Mobility Client\macOS:/opt/cisco/anyconnect/Linux:/opt/cisco/anyconnect/

1.

テキストエディタでAnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを開き、次の行を探します。
<RestrictScriptWebDeploy>false</RestrictScriptWebDeploy>
<RestrictHelpWebDeploy>false</RestrictHelpWebDeploy>
<RestrictResourceWebDeploy>false</RestrictResourceWebDeploy>
<RestrictLocalizationWebDeploy>false</RestrictLocalizationWebDeploy>

2.

次の例に示すように、この設定をtrueに変更します。
<RestrictScriptWebDeploy>true</RestrictScriptWebDeploy>
<RestrictHelpWebDeploy>true</RestrictHelpWebDeploy>
<RestrictResourceWebDeploy>true</RestrictResourceWebDeploy>
<RestrictLocalizationWebDeploy>true</RestrictLocalizationWebDeploy>

3.

次の行を探して、BypassDownloaderの設定が正しいことを確認します。
<BypassDownloader>false</BypassDownloader>

4.

BypassDownloaderの設定がtrueの場合は、次の例に示すようにfalseに変更します。
<BypassDownloader>false</BypassDownloader>

5.

ファイルを元の場所に保存します。ネットワークパスは上記のとおりです。6.
VPN Agentサービスを再起動するか、クライアントマシンをリブートします。7.

 

Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリース
4.9.04053より前

すでにBypassDownloaderの軽減措置を適用しているお客様の場合

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect49/release/notes/release-notes-anyconnect-4-9.html#Cisco_Reference.dita_79c2fd57-db64-4449-9072-26e62e46630b
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw48062


リリース4.9.04053より前のリリースを使用しており、すでにBypassDownloaderの緩和策を適用
している場合は、この脆弱性の不正利用に対する保護を有効にするために行う必要はありません
。この緩和策は推奨されないため、リリース4.10.00093にアップグレードし、「推奨」セクショ
ンに示されている推奨設定を適用できます。

リリース4.10.00093以降にアップグレードできないお客様向け

リリース4.9.04053より前のリリースを使用している場合では、リリース4.10.00093以降にアップ
グレードできないか、VPNヘッドエンドデバイス上の更新されたコンテンツをクライアントにダ
ウンロードする必要がない場合、BypassDownloader設定を有効にすることは緩和策となる可能
性があります。

警告： BypassDownloader設定の変更は、ほとんどのお客様の環境では推奨されません。
BypassDownloader が true に設定されていると、ローカル VPN XML プロファイルが VPN ヘッ
ドエンドで設定されている期限を過ぎたものである場合、VPN ユーザは VPN ヘッドエンドから
の接続を拒否される可能性があります。

注：[BypassDownloader]設定を有効にできるのは、クライアントデバイス上のアウトオブバンド
だけで、次のような影響があります。

Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアまたはAnyConnectプロファ
イルに対する今後のすべてのアップデートは、アウトオブバンドで行う必要があります。
AnyConnectは、ヘッドエンドデバイスから更新されたコンテンツをダウンロードしなくなり
ます。

●

AnyConnectプロファイルは、引き続きヘッドエンドデバイスとクライアントの間で同期する
必要があります。プロファイルが同期していない場合、VPN 接続は、ヘッドエンドまたはク
ライアントの設定ではなくデフォルト設定で確立される可能性があります。VPN ヘッドエン
ドが接続を拒否する可能性もあります。

●

次の手順により、ローカルマシンでポリシーを編集できます。ほとんどの導入シナリオでは、変
更はAnyConnectLocalPolicy.xmlファイルに対して行われ、その後、エンタープライズソフトウェ
ア管理システムなどのアウトオブバンド方式の導入方法を使用して、すべてのクライアントマシ
ンに導入されます。AnyConnectLocalPolicy.xml ファイルに対する変更は、sudo または管理者権
限で行う必要があります。

クライアントマシンでAnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを検索します。このファイルは
次の場所にあります。 Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect
Secure Mobility Client\macOS:/opt/cisco/anyconnect/Linux:/opt/cisco/anyconnect/

1.

テキストエディタでAnyConnectLocalPolicy.xmlファイルを開き、次の行を探します。
<BypassDownloader>false</BypassDownloader>

2.

次の例に示すように、この設定をtrueに変更します。
<BypassDownloader>true</BypassDownloader>

3.

ファイルを元の場所に保存します。ネットワークパスは上記のとおりです。4.
VPN Agentサービスを再起動するか、クライアントマシンをリブートします。5.



修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリ
リースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスを
ご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのよ
うなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法
で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に
従うことに同意したことになります。
https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシ
スコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通
常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ
ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェ
ア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されるこ
とはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ 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アップグレー
ド ソリューション一式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が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に
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。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サード
パーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、
Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連
絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、
本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

シスコは、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントソフトウェアリリース
4.10.00093以降でこの脆弱性を修正しました。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes
https://www.cisco.com/go/psirt
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html


不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、アドバイザリで説明されている脆
弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていま
せん。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたSecure Mobile Networking Lab(TU Darmstadt)の
Gerbert Roitburd氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-
anyconnect-ipc-KfQO9QhK

改訂履歴

バ
ー
ジ
ョ
ン

説明 セクション

ス
テ
ー
タ
ス

日付

4.1
BypassDownloaderタグの例を更新
し、3つのインスタンスに閉じる「
/」を含めました。

回避策、推奨事項 Fin
al

2021
年
5月
21日

4.0
修正済みリリース情報を追加。ユニ
バーサルWindowsプラットフォー
ムの情報を追加。

概要、脆弱性が存在する製品、脆弱性が存
在しないことを確認した製品、回避策、修
正済みリリース、推奨事項

Fin
al

2021
年
5月
12日

3.0 機能拡張CSCvw48062に関する情
報を追加。

要約、脆弱性が存在する製品、回避策、修
正済みリリース

Fin
al

2020
年
12月
4日

2.2 脆弱性に関する詳細情報を追加。緩
和に関する情報を明確化。 詳細、回避策 Fin

al

2020
年
11
月
10
日

2.1 緩和に関する情報を明確化。 回避策 Fin
al

2020
年
11

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-ipc-KfQO9QhK
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-ipc-KfQO9QhK


月 9
日

2.0
攻撃を成功させるための要件を明確
にした。脆弱性のある設定と緩和策
に関する情報を修正。

概要、脆弱性のある製品、回避策 Fin
al

2020
年
11月
5日

1.0 初回公開リリース - Fin
al

2020
年
11
月 4
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
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。



翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に
よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ
ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ
いて法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照する
ことを推奨します。


