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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 IOS XRソフトウェアのDistance Vector Multicast Routing Protocol(DVMRP)機能の複数の脆
弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がInternet Group Management
Protocol(IGMP)プロセスを即座にクラッシュさせるか、使用可能なメモリを消費し、最終的にク
ラッシュします。メモリ消費は、デバイスで実行されている他のプロセスに悪影響を及ぼす可能
性があります。 

これらの脆弱性は、IGMPパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、細工された IGMP
トラフィックを該当デバイスに送信することで、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性が
あります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はIGMPプロセスを即座にクラッシュさせたり、
メモリの枯渇を引き起こし、他のプロセスが不安定になる可能性があります。それらのプロセス
には、内部および外部ルーティングプロトコルが含まれますが、これらに限定されません。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。これらの脆弱
性に対処する回避策はありません。お客様のニーズに応じて、複数の緩和策を利用できます。

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-iosxr-dvmrp-
memexh-dSmpdvfz

該当製品

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:N/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=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:N/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/CSCvr86414
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv54838
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3566
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3566
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3566
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3569
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3569
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3569
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz


脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、アクティブインターフェイスがマルチキャストルーティングで設定されて
おり、DVMRP トラフィックを受信している場合、Cisco IOS XR ソフトウェアのリリースを実
行している シスコデバイスに影響を及ぼします。 

マルチキャストルーティングが有効かどうかの確認

管理者は、show igmp interface コマンドを発行して、デバイスでマルチキャストルーティング
が有効になっているかどうかを確認できます。次の出力は、マルチキャストルーティングが有
効になっているデバイスを示しています。

RP/0/0/CPU0:router# show igmp interface

Loopback0 is up, line protocol is up

 Internet address is 10.144.144.144/32

 IGMP is enabled on interface

 Current IGMP version is 3

 IGMP query interval is 60 seconds

 IGMP querier timeout is 125 seconds

 IGMP max query response time is 10 seconds

 Last member query response interval is 1 seconds

 IGMP activity: 3 joins, 0 leaves

 IGMP querying router is 10.144.144.144 (this system)

TenGigE0/4/0/0 is up, line protocol is up

 Internet address is 10.114.8.44/24

 IGMP is enabled on interface

 Current IGMP version is 3

 IGMP query interval is 60 seconds

 IGMP querier timeout is 125 seconds

 IGMP max query response time is 10 seconds

 Last member query response interval is 1 seconds

 IGMP activity: 9 joins, 4 leaves

 IGMP querying router is 10.114.8.11

show igmp interface コマンドの出力が空の場合、マルチキャストルーティングは有効になって
いないため、デバイスはこれらの脆弱性の影響を受けません。

デバイスが DVMRP トラフィックを受信しているかどうかの確認

管理者は、show igmp traffic コマンドを発行して、デバイスが DVMRP トラフィックを受信し
ているかどうかを確認できます。次の出力は、DVMRP トラフィックを受信しているデバイス
を示しています。

RP/0/0/CPU0:router#show igmp traffic
Fri Feb 13 12:00:00.000 UTC

IGMP Traffic Counters

Elapsed time since counters cleared: 01:09:27

                                  Received       Sent



Valid IGMP Packets                   380220        301

Queries                                   0        143

Reports                                   0        158

Leaves                                    0          0

Mtrace packets                            0          0

DVMRP packets                        380220          0

DVMRP パケットエントリの最初の列にゼロの値が含まれていて、その後のコマンドの実行時
にカウンタがゼロのままの場合、デバイスは DVMRP トラフィックを受信していません。

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、これらの脆弱
性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性によりメモリが枯渇し、デバイス上の他のプロセスに影響を与える可能性があり
ます。次のように process restart igmp コマンドを使用して IGMP プロセスを再起動すると、
IGMP プロセスによって消費されたメモリを回復できます。

RP/0/0/CPU0:router# process restart igmp

即時に IGMP プロセスがクラッシュした場合は、システムがすでに再起動のアクションを実行し
ているため、IGMP プロセスを手動で再起動する必要はありません。この自動再起動により、消
費されたメモリが回復されます。

緩和策を検討する際には、メモリが枯渇している場合、レートリミッタとアクセス制御方式が有
効であることを理解しておく必要があります。即時に IGMP プロセスがクラッシュした場合は、
アクセスコントロール方式のみが有効です。

セキュリティ侵害の痕跡

これらの脆弱性のエクスプロイトに基づいてデバイスでメモリの枯渇が発生している場合、シス
テムログに次のメッセージが表示されることがあります。

RP/0/RSP1/CPU0:Aug 28 03:46:10.375 UTC: raw_ip[399]: %PKT_INFRA-PQMON-6-QUEUE_DROP : Taildrop on XIPC queue

1 owned by igmp (jid=1175)

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:46:10.380 UTC: raw_ip[399]: %PKT_INFRA-PQMON-6-QUEUE_DROP : Taildrop on XIPC queue

1 owned by igmp (jid=1175)

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:49:22.850 UTC: dumper[61]: %OS-DUMPER-7-DUMP_REQUEST : Dump request for process

pkg/bin/igmp

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:49:22.851 UTC: dumper[61]: %OS-DUMPER-7-DUMP_ATTRIBUTE : Dump request with

attribute 7 for process pkg/bin/igmp

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:49:22.851 UTC: dumper[61]: %OS-DUMPER-4-SIGSEGV : Thread 9 received SIGSEGV -

Segmentation Fault

デバイスで IGMP プロセスのクラッシュが発生すると、システムログに次のメッセージが表示さ
れることがあります。



RP/0/RSP0/CPU0:Aug 30 17:21:47.653 UTC: igmp[1169]: %HA-HA_WD_LIB-4-RLIMIT : wd_handle_sigxfsz: Reached 90%

of RLIMIT_DATA

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 30 17:21:47.653 UTC: igmp[1169]: %ROUTING-IPV4_IGMP-4-OOM_STATE_THROTTLE : Received

Critical memory depletion warning, stop creating new igmp state

RP/0/RSP1/CPU0:Aug 30 17:23:50.442 UTC: sysmgr[94]: igmp(1) (jid 1169) (pid 121667828) (fail_count 2)

abnormally terminated, restart scheduled

回避策

これらの脆弱性に対する回避策はありませんが、お客様のニーズに応じて複数の緩和策を利用で
きます。

メモリ枯渇の場合の緩和策として、レートリミッタを実装することを推奨します。そのためには
、お客様が IGMP トラフィックの現在のレートを把握し、現在の平均レートよりも低いレートを
設定する必要があります。デフォルトのリミッタが設定されていることに注意してください。コ
ンフィギュレーション モードでは、次のように lpts pifib hardware police flow igmp rate コマンド
を入力できます。

RP/0/0/CPU0:router(config)# lpts pifib hardware police flow igmp rate 

このコマンドを実行しても、エクスプロイトベクトルは削除されません。ただし、トラフィック
レートが低下し、エクスプロイトの成功に必要な時間が長くなります。お客様はこの時間を利用
してリカバリアクションを実行できます。

メモリ枯渇の場合と IGMP プロセスの即時クラッシュの場合の両方の緩和策として、お客様は既
存のインターフェイスアクセス制御リスト（ACL）に対してアクセス制御エントリ（ACE）を実
装できます。 または、特定のインターフェイスに着信する DVMRP トラフィックを拒否する新し
い ACL を作成できます。次の例では、ACL を作成し、DVMRP トラフィックを拒否します。

RP/0/0/CPU0:router(config)# ipv4 access-list deny igmp any any dvmrp

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 アップデートを提
供しています。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、シスコから直接、あるいはシスコ認定
リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを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

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html


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。

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 に連絡してアップグレードを入手してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

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、これらの脆弱性に対処するためにソフトウェア メンテナンス アップグレード
（SMU）をリリースしました。次の表に、Cisco IOS XR ソフトウェアリリースに基づいて必要
な修正を示します。

Cisco
IOS XR
ソフト
ウェア
リリー
ス

CSCvv5
4838 に
必要な
修正

CSCvr8
6414 に
必要な
修正

注意事項

6.6.3 よ
り前 あり あり

修正は、CSCvv54838 と CSCvr86414 の両方の修正を結合するため
に作成されたバグ CSCvv60110 によって提供されます。

SMU 名には CSCvv60110 が含まれます。

6.6.3 以
降 あり なし

修正はCSCv54838だけに必要です。リリース6.6.3以降では、
CSCvr86414の修正がすでに含まれています。

SMU 名には CSCvv54838 が含まれます。

次の表に、プラットフォームに基づく各リリースの SMU 名を示します。

ASR9K-PX

https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html


Cisco IOS XR ソフトウェア リリース SMU 名
6.1.4 asr9k-px-6.1.4.CSCvv60110.pie
6.2.3 asr9k-px-6.2.3.CSCvv60110.pie
6.3.3 asr9k-px-6.3.3.CSCvv60110.pie
6.4.2 asr9k-px-6.4.2.CSCvv60110.pie
6.5.3 asr9k-px-6.5.3.CSCvv60110.pie
6.6.2 asr9k-px-6.6.2.CSCvv60110.pie
6.6.3 asr9k-px-6.6.3.CSCvv54838.pie

ASR9K-X64

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース SMU 名
6.1.4 asr9k-x64-6.1.4.CSCvv60110
6.2.3 asr9k-x64-6.2.3.CSCvv60110
6.4.2 asr9k-x64-6.4.2.CSCvv60110
6.6.2 asr9k-x64-6.6.2.CSCvv60110
6.6.3 asr9k-x64-6.6.3.CSCvv54838
7.0.2 asr9k-x64-7.0.2.CSCvv54838
7.1.15 asr9k-x64-7.1.15.CSCvv54838
7.1.2 asr9k-x64-7.1.2.CSCvv54838

CRS

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース SMU 名
6.1.4 hfr-px-6.1.4.CSCvv60110.pie
6.4.2 hfr-px-6.4.2.CSCvv60110.pie
6.4.3 hfr-px-6.4.3.CSCvv60110.pie

NCS5500

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース SMU 名
6.5.2 ncs5500-6.5.2.CSCvv60110

不正利用事例と公式発表

2020 年 8 月 28 日、Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュ
リティ インシデント レスポンス チーム）は、これらの脆弱性のエクスプロイトが試みられたこ
とを認識しました。影響を受ける製品については、お客様の環境に適した緩和策を実装すること
を推奨します。 

出典

これらの脆弱性は、Cisco TAC のサポート案件の対応時に発見されました。

URL



https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dvmrp-
memexh-dSmpdvfz
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Date

2.2 修正されたソフトウェアの詳細を追加しました
。

修正済みソフトウェアの概
要

最
終
版

2020
-
SEP-
28

2.1

IGMP プロセスがクラッシュする可能性を明確に
しました。DVMRP トラフィック要件が追加され
ました。特定のエクスプロイトの結果に応じて
緩和策を更新しました。

概要、脆弱性のある製品、
詳細、侵害の兆候、および
回避策。

Inte
rim

2020
-
SEP-
01

2.0

別のCisco Bug IDとCVE IDを追加。複数の脆弱
性を反映して、すべての用語を更新。「デバイ
スが DVMRP トラフィックを受信しているかど
うかの確認」の説明の誤字を修正しました。無
効な緩和策を削除しました。

ヘッダー、脆弱性のある製
品、回避策

Inte
rim

2020
年 8
月
31
日

1.0 初回公開リリース — Inte
rim

2020
年 8
月
29
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-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz
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