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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 UCS Managerソフトウェアのローカル管理（ローカル管理）CLIの脆弱性により、認証さ
れたローカル攻撃者が該当デバイスでサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、CLIコマンドパラメータの不適切な処理に起因します。攻撃者は、該当デバイスの
ローカル管理CLIで特定のコマンドを実行することにより、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、攻撃者は内部システムプロセスを正しく終了させず、ス
タックしたプロセスの蓄積を引き起こし、UCS ManagerのCLIおよびWeb UIへのアクセスが遅く
なる可能性があります。攻撃が続くと、内部UCS Managerプロセスが再起動し、UCS Manager
CLIおよびWeb UIへのアクセスが一時的に失われ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-ucs-cli-dos-
GQUxCnTe

該当製品

脆弱性のある製品

発行時点では、この脆弱性は、Cisco UCS Managerソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実
行しているCisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクトに影響を与えました。

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/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=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr91760
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3504
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3504
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3504
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-cli-dos-GQUxCnTe
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-cli-dos-GQUxCnTe


公開時点で脆弱性が存在していたシスコ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。最も完全で最新の情報について
は、このアドバイザリの上部にあるBug IDの「詳細」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 1000 シリーズ●

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 向け Nexus 1000 Virtual Edge●

Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V●

Nexus 1000V Switch for VMware vSphere●

Nexus 3000 シリーズ スイッチ●

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 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）

●

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ●

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●

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、ucsshプロセスのスタックが正常に終了しない可能性がありま
す。ucsshプロセスのリストを表示するには、show processes | include ucssh コマンドをローカ
ル管理CLIで使用します（次の例を参照）。

UCS-FI-A(local-mgmt)#  show processes | include ucssh
18795 root      20   0  160232  39056   7412 R  3.7  0.1 0:17.98 /isan/bin/ucssh --ucs-local-

mgmt -t 30 -p admin

19390 root      20   0 160228 39600   7960 R  3.7  0.1 0:14.82 /isan/bin/ucssh --ucs-local-mgmt

-t 30 -p admin

20838 root      20   0  160232 39600   7412 R  3.7  0.1 0:12.21 /isan/bin/ucssh --ucs-local-mgmt

-t 30 -p admin

21923 root      20   0 160228 39600   7960 R  3.7  0.1 0:10.33 /isan/bin/ucssh --ucs-local-mgmt

-t 30 -p admin

13744 root      20   0  160232  39056   7412 R  3.5  0.1 0:25.62 /isan/bin/ucssh --ucs-local-



mgmt -t 30 -p admin

14990 root      20   0 160228 39600   7960 R  3.5  0.1 0:23.49 /isan/bin/ucssh --ucs-local-mgmt

-t 30 -p admin

16234 root      20   0 160232 39600   7412 R  3.5  0.1 0:21.73 /isan/bin/ucssh --ucs-local-mgmt

-t 30 -p admin

17436 root      20   0 160232 39056   7960 R  3.5  0.1 0:19.03 /isan/bin/ucssh --ucs-local-mgmt

-t 30 -p admin
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.

.

 

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、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。

Cisco UCS ソフトウェア

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最も完全で最新の情報については、このア
ドバイザリの上部にあるBug IDの「詳細」セクションを参照してください。

左側の列にはCiscoソフトウェアリリースがリストされ、右側の列には、このアドバイザリに記載
されている脆弱性の影響を受けたリリースと、この脆弱性に対する修正が含まれているリリース
が示されています。

UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

Cisco UCS 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
4.0 4.0(4i)
4.1 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判別については、次の推奨リ

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


リースの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スイッチ向けCisco Nexus 1000V
Cisco Nexus 3000 Series Switches
Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ
Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ
Cisco Nexus 6000 Series Switches
Cisco Nexus 7000 Series Switches
Cisco Nexus 9000 Series Switches
ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCSソフトウェアの最適なリリースを確認するには、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の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

この脆弱性は、シスコのArt Kalmykovが社内セキュリティテストで発見したものです。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-cli-dos-
GQUxCnTe

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8月26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、

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/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_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
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-cli-dos-GQUxCnTe
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-cli-dos-GQUxCnTe


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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