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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 Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェアが管理接続のためのセッション タイムア
ウトをどのようにの処理するか脆弱性は非認証により、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状
態という結果に終る可能性がある影響を受けたデバイスへの遠隔管理接続の集結を引き起こすよ
うにする可能性があります。

特定のにボックス 遠隔管理接続のデフォルト セッション タイムアウト期間が余りに長いので存
在 する脆弱性。 攻撃者はそれらの接続の集結に終って影響を受けたデバイスへの巧妙に細工され
た 遠隔管理接続の大きく、支えられた数を、一定時間にわたり送信 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により遠隔管理インターフェ
イスか Cisco Firepower デバイス マネージャ（FDM）は応答することを止め、他の管理関数を
DoS 状態に終って、オフラインにならせますことを可能にする可能性があります。 デバイスをフ
ローしているユーザトラフィックは遠隔管理だけに影響を受け、DoS 状態隔離されますではない
です。

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-ftd-mgmt-interface-
dos-FkG4MuTU

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.0&vector=CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/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:U/C:N/I:N/A:L/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo31790
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3188
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3188
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3188
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-interface-dos-FkG4MuTU
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-interface-dos-FkG4MuTU


該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーション、この脆弱性の時 Cisco 影響を受けされた FTD ソフトウェア リリース リリ
ース 6.4.0.9 およびリリース 6.5.0.5 より先に。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソ
フトウェア」セクションを参照してください。 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。

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。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアお
よび CiscoFirepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響しないことを確認して
います。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用される場合、管理者はコンソールのまたはロギング ファイルの次のシステ
ムエラー ロギング メッセージを見るかもしれません:

HTTP: [mpm_worker:error] server reached MaxRequestWorkers setting, consider raising the
MaxRequestWorkers setting

管理者はこの脆弱性が不正利用されたかどうか確認するためにデバイス ログを見るように Cisco
Technical Assistance Center （TAC）に連絡するために助言されます。

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

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

https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes


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、次の表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。

左の列は 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。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD
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
6.1.01 修正済みリリースに移行します。

6.1.0 修正済みリリースに移行します。
6.2.0 修正済みリリースに移行します。
6.2.1 修正済みリリースに移行します。
6.2.2 修正済みリリースに移行します。
6.2.3 修正済みリリースに移行します。
6.3.0 修正済みリリースに移行します。
6.4.0 6.4.0.9

6.5.0

6.5.0.5（リリース予定）
Cisco_FTD_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降
Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降
Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降
Cisco_FTD_SSP_Hotfix_H-6.5.0.5-2.sh.REL.tar 以降

6.6.0 脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェア リリース 6.0.1 以前については、メンテナンスが終了し
ています。 この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を
行います。

Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては
、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストール
が完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

●

Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、
FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。 インストールが
完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

●



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、シスコ内部でセキュリティテストを実施中に、Santosh Krishnamurthy によって
発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-interface-
dos-FkG4MuTU

改訂履歴

バージョ
ン 説明 セクション ステータ

ス Date

1.1 FTD リリース 6.4.0 および 6.5.0 の Hot
Fix を更新。

修正済みリリ
ース 最終版 2020 年 5 月

15 日

1.2 updated FTD リリース 6.4.0 のためのリリ
ース情報を固定しました。

修正済みリリ
ース 最終版 2020 年 5 月

6 日

1.0 初回公開リリース 最終版 2020 年 5 月
6 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。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-interface-dos-FkG4MuTU
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-interface-dos-FkG4MuTU
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