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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 Adaptive Security Device Manager(ASDM)イメージのパッケージングにおける脆弱性と、
Cisco Adaptive Security Appliance(ASA)ソフトウェアによるこれらのイメージの検証により、管
理権限を持つ認証されたリモート攻撃者が、Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスに
悪意のあるコードを含むASDMイメージをアップロードできる危険性があります。

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスへのインストール時に、
ASDMイメージの信頼性を十分に検証できないことに起因します。攻撃者は、Cisco ASAソフト
ウェアを実行しているデバイスに巧妙に細工されたASDMイメージをインストールし、ASDMを
使用してターゲットユーザがそのデバイスにアクセスするのを待つことによって、この脆弱性を
不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はターゲットユーザのマ
シンで、そのマシン上のユーザの権限を使用して任意のコードを実行できる可能性があります。

注：

この脆弱性を不正利用するには、Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスの管理者
権限が必要です。

●

潜在的なターゲットは、ASDMを使用してCisco ASAソフトウェアを実行している同じデバイ
スを管理するユーザに限定されます。

●

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/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:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb05291
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb05264
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20829
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20829
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20829


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。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-asa-asdm-sig-
NPKvwDjm

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、次の条件がすべて満たされると、この脆弱性の影響を受けます。

デバイスは、リリース9.8.4.45より前、リリース9.12.4.50より前、リリース9.14.4.14より
前、リリース9.16.3.19より前、リリース9.17.1.13より前、またはリリース9.18.2より前の
Cisco ASAソフトウェアリリースを実行していました。

●

デバイスは、リリース7.18.1.152より前のCisco ASDMリリースで設定されていました。●

Cisco ASDMイメージでは、リリース1.9(5)よりも前のCisco ASDM-IDM Launcherリリー
スを使用していました。

●

デバイスはHTTPS管理アクセス用に設定されました。●

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアの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バグ ID の詳細セクションを参照してください。

HTTPS 管理アクセス設定の確認

HTTPS管理アクセスのステータスを確認するには、show running-config http CLIコマンドを使
用します。次の例は、内部インターフェイスでHTTPS管理アクセスが有効になっているデバイ
スでのshow running-config httpコマンドの出力を示しています。

asa# show running-config http          
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

HTTPS管理アクセスは、次のいずれかが該当する場合は無効になります。

http server enableで始まる行がありません。●

show running-config httpコマンドの出力には、インターフェイスに関連付けられた
HTTPアクセスコントロールリスト(ACL)が含まれていません。

●

出力にHTTP ACLが含まれている場合、ACLの正確な値はデバイスの脆弱性ステータスには影
響しません。ただし、潜在的なターゲットは、HTTP ACLで許可されているIPアドレスからデ
バイスのHTTPS管理サーバに接続するユーザに限定されます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm


上記の例のように、http server enableで始まる行にポートが含まれていない場合は、デフォル
トポート443が使用されます。ポート値そのものは、デバイスの脆弱性ステータスに影響を与
えません。

ASDMイメージ設定の確認

設定されているASDMイメージを確認するには、show running-config asdm | include image
CLIコマンドを使用します。次に、show running-config asdm | include imageコマンドを、
asdm-7181.binという名前のASDMイメージを使用するように設定されたデバイス上で実行し
ます。ファイルシステム：

asa# show running-config asdm | include image
asdm image disk0:/asdm-7181.bin

このコマンドの出力が空の場合は、ASDMイメージが設定されてい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。

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 Management Center（FMC）ソフトウェア●

Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア●

次世代侵入防御システム（NGIPS）ソフトウェア●

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。

修正済みリリース

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


発行時点では、次の表に示すリリース情報は正確でした。最新情報については、このアドバイザ
リの冒頭に記載されているバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースが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るかどうか、およびこの脆弱性の修正を含むリリースを示します。

注：

この脆弱性を完全に修正するには、Cisco ASAソフトウェアとCisco ASDMソフトウェアの両
方をアップデートする必要があります。

●

Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイス上でASDMイメージが更新された後、Cisco
ASDMソフトウェアを実行しているユーザマシンが初めてデバイスに接続したときに、新し
いASDMリリースで自動的に更新されます。

●

ユーザマシンが正常に更新されると、Cisco ASDM-IDM Launcher Release 1.9(5)以降が実行
されます。

●

Cisco ASAソフトウェア(CSCwb05291)

Cisco ASAリリース この脆弱性に対する最初の修正リリース
9.7 以前1 修正済みリリースに移行。
9.8 9.8.4.45（2022年9月）
9.91 修正済みリリースに移行。
9.101 修正済みリリースに移行。
9.12 9.12.4.50
9.131 修正済みリリースに移行。
9.14 9.14.4.14
9.151 修正済みリリースに移行。
9.16 9.16.3.19
9.17 9.17.1.13
9.18 9.18.2

1. Cisco ASAソフトウェアリリース9.7以前、およびリリース9.9、9.10、9.13、9.15は、 ソフト
ウェア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 ASDMソフトウェア(CSCwb05264)

Cisco ASDMリリース この脆弱性に対する最初の修正リリース
7.17 以前 修正済みリリースに移行。
7.18 7.18.1.152

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、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリ
ース情報のみを検証します。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb05291
https://www.cisco.com/c/en/us/products/eos-eol-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/eos-eol-listing.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb05264


不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認し
ておりません。

出典

この脆弱性を報告していただいたRapid7のJake Baines氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-
NPKvwDjm

改訂履歴

バー
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ン

説明 セクション
ステ
ータ
ス

日付

1.2 該当するリリースを更新し、修正
済みリリースを追加。

「該当製品」、「修正済みソフト
ウェア」

最終
版

2022年
8月17日

1.1 該当するリリースを更新し、修正
済みリリースを追加。

要約、脆弱性が存在する製品、修
正済みソフトウェア

最終
版

2022年
8月10日

1.0 初回公開リリース - 最終
版

2022年
6月22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-asa-asdm-sig-NPKvwDjm
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm
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