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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 ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアの Session Initiation
Protocol（SIP）ライブラリの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、影響を受け
るデバイスのリロードをトリガーし、その結果、サービス妨害（DoS）状態が生じる可能性があ
ります。

この脆弱性は、受信した SIP メッセージの健全性チェックが不十分であることに起因します。 攻
撃者は、該当デバイスに細工された SIP メッセージを送信することにより、この脆弱性をエクス
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、攻撃者は影響を受けるデバイス
をリロードし、その結果、サービス妨害（DoS）状態が発生する可能性があります。

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。 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-sip-Cv28sQw2

このアドバイザリは、2020 年 6 月 3 日に公開された 25 件の脆弱性に関する 23 件のシスコ セキ
ュリティ アドバイザリを含む Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアリリースのセ
キュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。 これらのアドバイザリとリンクの一覧について
は、以下を参照してください。シスコのイベント対応： Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア
に関するセキュリティアドバイザリ公開資料（半年刊、2020 年 6 月）

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:N/A:H/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:N/A:H/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq26057
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3226
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3226
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3226
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sip-Cv28sQw2
 http://tools.cisco.com/security/center/viewErp.x?alertId=ERP-73388
 http://tools.cisco.com/security/center/viewErp.x?alertId=ERP-73388


該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し
ていて、次のいずれかの機能が設定されているシスコデバイスに影響を及ぼします。

Cisco Unified Border Element（CUBE）●

Cisco Unified Communications Manager Express（CME）●

Cisco IOS Gateways with Session Initiation Protocol（SIP）●

Cisco TDM ゲートウェイ●

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony（SRST）●

Cisco Business Edition 4000（BE4K）●

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

デバイスが脆弱かどうかの評価

デバイスに脆弱性があるかどうかを確認するには、管理者が show processes | CLI で include
CCSIP_SPI コマンドを実行して、CCSIP_SPI_CONTRO プロセスの存在を確認します。 以下
は、対象機能の少なくとも 1 つが有効になっているデバイスで show processes | 少なくとも 1
つの影響を受ける機能が有効になっているデバイスに対する include CCSIP_SPI コマンド。こ
のデバイスは脆弱です。

Router#show processes | include CCSIP_SPI
 671 Mwe 561F108FE8BA            10         11     909234584/240000  0 CCSIP_SPI_CONTRO

このコマンドの出力が空の場合、影響を受ける機能がいずれも有効になっておらず、デバイス
に脆弱性が存在しないことを示しています。

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。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影
響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。



ただし、SIP 機能は使用していないが、他の音声関連機能を有効にしているお客様の場合、リリ
ース 16.11 より前の Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアリリースでは SIP プロセスが自動的
に有効になるため、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを発行することで
、SIP ポートをシャットダウンできます。
Router(config)#sip-ua
Router(config-sip-ua)#no transport udp
Router(config-sip-ua)#no transport tcp
Router(config-sip-ua)#no transport tcp tls

また、インフラストラクチャ アクセス コントロールリスト （iACLs）を使用して、指定された
SIP ポートを対象とするトラフィックをブロックすることもできます。 iACL の使用はネットワ
ーク セキュリティのベスト プラクティスと考えられており、ここでの特定の問題の緩和策として
だけでなく、優れたネットワーク セキュリティへの長期的な付加機能として考慮する必要があり
ます。 インフラストラクチャ IP アドレス範囲内の IP アドレスを持つすべてのデバイスを保護す
るには、展開された iACL の一部に次の iACL の例を含めることをお勧めします。

!---

!--- Feature: SIP

!---

!--- Permit trusted SIP sources.

!---

!--- Permit additional Layer 3 and Layer 4 traffic destined for infrastructure

!--- address space as dictated by existing security policies and configurations.

!--- Permit/deny to infrastructure IP addresses in accordance with security policy.

!---

!--- Deny SIP traffic from all other sources destined

!--- to infrastructure addresses

!---

access-list 150 deny udp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 5060 access-list 150 deny tcp

any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 5060 access-list 150 deny tcp any

INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 5061

!--- !--- Permit/deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in !--- accordance with existing

security policies and !--- configurations. Permit all other traffic to transit the !--- device.

!---

access-list 150 permit ip any any

!--- !--- Apply access-list to all interfaces (only one example !--- shown) !---

interface GigabitEthernet 2/0 ip access-group 150 in

iACLs の導入手法のガイドラインと推奨事項については、次のホワイトペーパーの『Protecting
Your Core』 をご参照ください。 インフラストラクチャ保護アクセス コントロール リストおよ
び Cisco IOS デバイスを強化するためのシスコガイド。

注: デフォルトでは、SIP は SIP 用の UDP および TCP ポート 5060 を使用し、TLS 上の SIP に
は TCP ポート 5061 を使用します。 ただし、これらのポートは、voice service voip > sip コンフ
ィギュレーション モードの listen ポートの非セキュア<port_number> コマンドおよび listen ポー
トのセキュア<port_number> コマンドを使用してユーザが設定できます。 カスタム SIP ポートが
設定されている場合、前出の iACL の例の UDP ポートと TCP ポートは、それに応じて調整する
必要があります。

修正済みソフトウェア

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html


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、ダウンロードする、または、アクセスしたり、
その他の方法で使用する場合、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、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。

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。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性に対するリスクをお客様が判断で
きるように、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の
ソフトウェアリリースに影響を及ぼすシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリ
で説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また
該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリー
ス（「Combined First Fixed」）を特定できます。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html
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
https://tools.cisco.com/security/center/softwarechecker.x


お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。●

特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする●

show version コマンドの出力を入力する●

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または
最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズで
きます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や
3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受
けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大
」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、
Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の
評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックス
をオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについて
は、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「
Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」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

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、シスコの Puspalatha S によって発
見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sip-Cv28sQw2

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 2020 年 6 月 3 日

https://tools.cisco.com/security/center/softwarechecker.x
https://tools.cisco.com/security/center/softwarechecker.x
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21/rnasr21_gen.html#wp3000032
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ios_xe/3/release/notes/asr1k_rn_3s_rel_notes/asr1k_rn_3s_sys_req.html#wp3069754
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_24726.html#pgfId-2570252
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sip-Cv28sQw2


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。
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