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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Cisco Firepower Threat
Defense(FTD)ソフトウェアを実行しているデバイスでのRSAキーの処理における脆弱性により、
認証されていないリモートの攻撃者がRSA秘密キーを取得する可能性があります。

この脆弱性は、ハードウェアベースの暗号化を実行するハードウェアプラットフォーム上のメモ
リにRSAキーが格納されている場合のロジックエラーに起因します。攻撃者は、ターゲットデバ
イスに対してLenstraサイドチャネル攻撃を使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性が
あります。不正利用に成功すると、攻撃者はRSA秘密キーを取得できる可能性があります。 

該当するデバイスでは、次の状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアまたはCisco FTDソフトウェアの脆弱性のあるリリー
スを実行しているデバイス上のRSAキーの約5 %に適用されます。rsaキーに適用される数学
的計算により、すべてのRSAキーが影響を受けるとは限りません。

●

RSAキーは有効である可能性がありますが、RSA秘密キーの潜在的なリークに対して脆弱な
特定の特性があります。攻撃者がRSA秘密キーを取得すると、そのキーを使用して、Cisco
ASAソフトウェアまたはCisco FTDソフトウェアを実行しているデバイスになりすますか、
デバイストラフィックを復号化できます。このタイプのRSAキーの検出の詳細については、
「セキュリティ侵害のインジケータ」セクションを参照してください。

●

RSAキーの形式が正しくなく、無効である可能性があります。不正なRSAキーは機能せず、
不正なRSAキーを使用するCisco ASAソフトウェアまたはCisco FTDソフトウェアを実行して

●

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:X/RL:X/RC:X
http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x?version=3.1&vector=CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:X/RL:X/RC:X
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb88651
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwc28334
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20866
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20866
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20866


いるデバイスへのTLSクライアント接続では、TLS署名が失敗します。これは、脆弱なソフト
ウェアリリースによって作成された無効なRSA署名が検証に失敗したことを意味します。攻
撃者がRSA秘密キーを取得すると、そのキーを使用して、Cisco ASAソフトウェアまたは
Cisco FTDソフトウェアを実行しているデバイスになりすますか、デバイストラフィックを
復号化できます。

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-asaftd-rsa-key-leak-
Ms7UEfZz

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、ハードウェアベースの暗号化機能を実行する次のシスコ製品で、Cisco ASAソ
フトウェアまたはCisco FTDソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している場合に影響
を与えます。

ASA 5506-X with FirePOWER サービス●

ASA 5506H-X with FirePOWER サービス●

ASA 5506W-X with FirePOWER サービス●

ASA 5508-X with FirePOWER サービス●

ASA 5516-X with FirePOWER サービス●

Firepower 1000 シリーズ次世代ファイアウォール●

FirePOWER 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンス●

FirePOWER 4100 シリーズ セキュリティ アプライアンス●

FirePOWER 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス●

Secure Firewall 3100●

Additional Information:

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアリリース9.16.1以降およびCisco FTDソフトウェア
リリース7.0.0以降にのみ影響します。以前のすべてのソフトウェアリリースは影響を受け
ません。お客様がCisco ASAソフトウェアリリース9.15以前またはCisco FTDソフトウェ
アリリース6.7以前を実行している場合、デバイス上に存在するRSAキーが脆弱性のある
ソフトウェアリリースによって生成されていない限り、そのデバイスは脆弱性を持つとは
見なされません。

●

この脆弱性は、RSAキーにのみ適用されます。Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm(ECDSA)キーおよびEdwards-curve Digital Signature Algorithm(EdDSA)キーには
脆弱性はありません。

●

この脆弱性は、脆弱性のあるソフトウェアリリースのメモリまたはフラッシュに保存され●

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-rsa-key-leak-Ms7UEfZz
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-rsa-key-leak-Ms7UEfZz


ているすべてのRSAキーに適用されます。つまり、次のアクションの際に、RSAキーが不
正な形式になったり、RSA秘密キーのリークの影響を受けたりする可能性があります。

脆弱性のあるソフトウェアリリースで新しいRSAキーを生成する場合適切なRSAキーを、
脆弱性のない以前のソフトウェアリリースから脆弱性のあるソフトウェアリリースにアッ
プグレードする場合脆弱性のあるソフトウェアリリースでRSAキーをインポートする場合

●

したがって、脆弱なソフトウェアリリース上の任意のRSAキーは、その生成元に関係なく、不
正な形式（機能しないがRSA秘密キーのリークに対して脆弱）、または脆弱（有効であるが
RSA秘密キーのリークに対して脆弱）である可能性があります。 RSAキーがいつでも使用で
きるように設定されている場合は、RSA秘密キーが悪意のある攻撃者に漏洩している可能性が
あります。

脆弱性のある設定

RSAキーにCiscoオフボックス検出スクリプト、またはこのアドバイザリの「侵害の痕跡」セ
クションに記載された条件のいずれかに該当する場合、RSAキーを置き換え、このRSAキーペ
アを使用する証明書を失効させて置き換えることを推奨します。次のCisco ASAおよびFTDソ
フトウェアの機能は、設定済みのRSAキーと一緒に使用されることが確認されています。ただ
し、フラグが設定されたRSAキーはデバイス上で置き換える必要があります。

ASA ソフトウェア

次の表では、左側の列に、不正なRSAキーまたは脆弱なRSAキーが機能の設定に関連付けられ
ている場合に脆弱になる可能性があるCisco ASAソフトウェアの機能を示します。また右の列
には、show running-config CLI コマンドで判断可能な、この機能の基本設定を示します。

Cisco ASA ソフトウェアの機能 脆弱性の可能性がある設定

Adaptive Security Device Manager（ASDM）1
http server enable <port>

http <remote_ip_address>

<remote_subnet_mask>

<interface_name>

AnyConnect SSL VPN webvpn

 enable <interface_name>

Cisco Security Manager(CSM)1
http server enable <port>

http <remote_ip_address>

<remote_subnet_mask>

<interface_name>

クライアントレス SSL VPN（WebVPN）2 webvpn

 enable <interface_name>

証明書ベースの認証を使用するインターネットキーエクスチェンジバージョン1(IKEv1)VPN（リモートアクセスおよびLAN-to-LAN）

crypto ikev1 enable

<interface_name>

crypto ikev1 policy

<priority>

 authentication rsa-sig

tunnel-group



<tunnel_group_name> ipsec-

attributes

 trust-point

<trustpoint_name>

証明書ベースの認証を使用するインターネットキーエクスチェンジバージョン2(IKEv2)VPN（リモートアクセスおよびLAN-to-LAN）

crypto ikev2 enable

<interface_name>

tunnel-group

<tunnel_group_name> ipsec-

attributes

 ikev2 remote-

authentication certificate

 ikev2 local-

authentication certificate

<trustpoint_name>

Proxy Bypass webvpn

 proxy-bypass

TLSプロキシ
tls-proxy <name>

REST API1 rest-api image

disk0:/<image name>

rest-api agent

SSHアクセス3 ssh <remote_ip_address>

<remote_subnet_mask>

<interface_name>

1. ASDM、CSM、およびREST APIサービスには、設定された httpコマンドの範囲内のIPアド
レスからのみアクセスできます。
2.クライアントレスSSL VPNは、Cisco ASAソフトウェアリリース9.17(1)以降ではサポートさ
れていません。
3. SSHサービスには、設定された sshコマンドの範囲内のIPアドレスからのみアクセスできま
す。

FTD ソフトウェア

次の表では、左側の列に、不正なRSAキーまたは影響を受けやすいRSAキーが機能の設定に関
連付けられている場合に影響を受ける可能性があるCisco FTDソフトウェアの機能を示します
。また右の列には、show running-config CLI コマンドで判断可能な、この機能の基本設定を示
します。

Cisco FTD 機能 脆弱性の可能性がある設定

AnyConnect SSL VPN1、2 webvpn

 enable <interface_name

クライアントレス SSL
VPN（WebVPN）2 webvpn

 enable <interface_name>

証明書ベースの認証を使用したIKEv1
VPN(リモートアクセスおよびLAN-to-
LAN)、1、2

crypto ikev1 enable <interface_name>

crypto ikev1 policy <priority>

 authentication rsa-sig

tunnel-group <tunnel_group_name> ipsec-

attributes



trust-point <trustpoint_name>

証明書ベースの認証を使用したIKEv2
VPN(リモートアクセスおよびLAN-to-
LAN)、1、2

crypto ikev2 enable <interface_name>

tunnel-group <tunnel_group_name> ipsec-

attributes

 ikev2 remote-authentication certificate

 ikev2 local-authentication certificate

<trustpoint_name>

1.リモートアクセスVPN機能は、Cisco Firepower Management Center(FMC)ソフトウェアの
[デバイス(Devices)] > [VPN] > [リモートアクセス(Remote Access)] 、またはCisco Firepower
Device Manager(FDM)の[デバイス(Device)] > [リモートアクセスVPN] で有効にできます。
2.クライアントレスSSL VPN機能は、Cisco FTDソフトウェアリリース7.1.0ではサポートされ
ていません。ただし、以前のCisco FTDソフトウェアリリースでは、FlexConfigを使用して有
効にできます。

RSAキーが不正な形式か脆弱かを判別する

RSAキーが不正な形式か脆弱かを判別するには、Ciscoオフボックス検出スクリプトを使用し
ます。このスクリプトは、RSA秘密キーが漏洩した可能性のある不正なRSAキーまたは脆弱な
RSAキーを検出します。お客様は、機密のキー情報が環境から離れることなく、このスクリプ
トを（Cisco ASAまたはFTDデバイスではなく）ローカルマシンで実行できます。

このスクリプトは、デバイスでCisco ASAまたはFTD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、直ちに修正済みソフトウェアリリースにアップグレードできない場合に使
用することを推奨します。

スクリプトを使用するには、次の手順を実行します。

影響を受ける可能性のあるデバイスから、テストが必要なRSAキーをエクスポートしま
す。

1.

スクリプトを実行して、RSA秘密鍵のいずれかが不正な形式であるか、RSA秘密鍵の漏
洩の影響を受けやすいかを特定します。

2.

スクリプトおよび関連ドキュメントについては、https://github.com/CiscoPSIRT/CVE-2022-
20866を参照してください。

注：RSAキーが現在設定されていないが、脆弱性のあるソフトウェアリリースで以前に設定さ
れている場合、RSA秘密キーがリークしている可能性があります。RSAキーを削除し、この
RSAキーペアを使用する証明書をすべて取り消すことを推奨します。

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 Cisco FMC ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

https://github.com/CiscoPSIRT/CVE-2022-20866
https://github.com/CiscoPSIRT/CVE-2022-20866


詳細

Lenstraサイドチャネル攻撃

1996年、Arjen Lenstraは中国の剰余定理最適化(RSA-CRT)に対する攻撃について説明した。 この
攻撃は、RSA-CRT最適化を使用しているときに暗号署名の計算中に障害が発生した場合に発生す
る可能性があります。攻撃者は、シグニチャから秘密キーを回復する可能性があります。この攻
撃は、RSA-CRTキーリークとも呼ばれます。Lenstra攻撃は、よく知られたサイドチャネル攻撃
です。RSAアルゴリズムを直接攻撃することはありませんが、実装の欠陥を悪用する可能性があ
ります。

攻撃の詳細については、「障害が存在する場合のRSAシグニチャ生成に関するメモ」を参照して
ください。

このアドバイザリで説明されている脆弱性により、Lenstraサイドチャネル攻撃が成功するRSAキ
ーが生成され、攻撃者がRSA秘密キーを取得できる可能性があります。

セキュリティ侵害の痕跡

これらの侵害のインジケータは、Cisco ASAまたはFTDソフトウェアの修正済みリリースでのみ
使用できます。以前のソフトウェアリリースでは使用できません。

該当デバイスを修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすると、これらのインジケータ
の一部またはすべてが表示され、デバイスにRSA秘密キーが漏洩した可能性のあるRSAキーが設
定されていることを管理者に警告する場合があります。

修正済みソフトウェアリリースにアップグレードする際に不正なRSAキーまたは脆
弱なRSAキーを検出する方法

重大なsyslogメッセージ

該当デバイスを修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすると、不正なRSAキーや潜在
的に脆弱なRSAキーが検出された場合に、2つの新しいsyslogメッセージが管理者に警告します。
これらのメッセージは、フラグが付けられたRSAキーによってRSA秘密キーがリークされた可能
性があることを意味します。新しいsyslogメッセージはCRITICALレベルで記録され、管理者は
show logging CLIコマンドを使用して表示できます。ASAまたはFTDプレフィックスは、syslogが
表示されているデバイスのタイプに固有です。新しいsyslogメッセージは次のように表示されま
す。

%ASA-1-717065:Keypair <name>は、Cisco RSA秘密キー漏洩の脆弱性(CVE-2022-20866)により
無効であり、メモリ内でクリアされます。この鍵を取り除いてください。

https://infoscience.epfl.ch/record/164524


%FTD-1-717065:Keypair <name>は、Cisco RSA秘密キー漏洩の脆弱性(CVE-2022-20866)により
無効であり、メモリ内でクリアされます。この鍵を取り除いてください。

syslogメッセージASA-1-717065 およびFTD-1-717065 は、このセキュリティアドバイザリに記載
されているRSA秘密キーの漏えいに対して脆弱な、不正なRSAキーが検出されたことを示してい
ます。不正なRSAキーは無効になっているため、使用できません。このRSAキーは以前は機能し
ていなかったため、置き換える必要があります。このRSAキーペアを使用する証明書も、失効し
て置き換える必要があります。 

%ASA-1-717066:Keypair <name>は有効ですが、Cisco RSA秘密キー漏えいの脆弱性(CVE-2022-
20866)により、以前のバージョンでの脆弱性の影響を受けた可能性があります。 この鍵を取り除
いてください。

%FTD-1-717066:Keypair <name>は有効ですが、Cisco RSA秘密キー漏えいの脆弱性(CVE-2022-
20866)により、以前のバージョンでの脆弱性の影響を受けた可能性があります。 この鍵を取り除
いてください。

syslogメッセージASA-1-717066 およびFTD-1-717066 は、RSAキーの形式が不正ではないものの
、このセキュリティアドバイザリに記載されているRSA秘密キーの漏洩の影響を受けやすいこと
を示しています。このRSAキーを置き換え、このRSAキーペアを使用するすべての証明書を失効
させて置き換えることを強く推奨します。 

エラーカウンタ

該当するデバイスを修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすると、いくつかの新しい
エラーカウンタに、不正なRSAキーまたは脆弱なRSAキーが検出されたことが示されます。これ
らのカウンタを表示するには、show counters | grep PKI CLIコマンドです。新しいエラーカウン
タは次のように表示されます。

asaftd# show counters | grep PKI
...

PKI          RSAKEY_INVAL_VULN                        1   Summary

PKI          RSAKEY_INVAL_SCRUB                       1   Summary

PKI          RSAKEY_INVAL_NOT_VULN                    1   Summary

PKI          RSAKEY_VALID_SHORT                       1   Summary

PKI          RSAKEY_ANALYSIS_ERROR                    1   Summary

PKI          RSAKEY_SCRUB_ERROR                       1   Summary

新しい各エラーカウンタの意味は次のとおりです。

RSAKEY_INVAL_VULN:無効な脆弱なキーが検出されました●

RSAKEY_INVAL_SCRUB:無効な脆弱なキーがメモリでクリアされました●

RSAKEY_INVAL_NOT_VULN:無効なキーです。脆弱ではありません●

RSAKEY_VALID_SHORT:影響を受ける以前のバージョンで脆弱性のある有効なキー●

RSAKEY_ANALYSIS_ERROR:分析中にエラーが発生しました●

RSAKEY_SCRUB_ERROR:キーのスクラブ中にエラーが発生しました●



これらのカウンタは、対応するsyslogメッセージがログに記録されると増加し、影響を受ける
RSAキーを置き換え、RSAキーペアを使用している証明書を失効させて置き換える必要がありま
す。

デバイスブート警告

該当デバイスを修正済みソフトウェアリリースにアップグレードした後、不正なRSAキーまたは
脆弱なRSAキーが検出されると、ブートシーケンス中に次のコンソールログメッセージが1つ以
上表示される場合があります。

CRITICAL:  RSA<name>
  Cisco RSA(CVE-2022-20866)
 
   
CRITICAL: RSA<name>
 
  Cisco RSA(CVE-2022-20866)
 

これらのブート時警告にはそれぞれ対応するsyslogメッセージが記録され、RSAキーを置き換え
、RSAキーペアを使用している証明書を失効して置き換える必要があります。

Debugメニューコマンド

該当するCisco ASAまたはFTDデバイスを修正済みソフトウェアリリースにアップグレードした
後、新しいデバッグコマンドdebug menu pki 60を使用して、デバイス上のすべてのRSAキーを解
析します。このコマンド出力には、各RSAキーの状態が表示され、これらのキーのいずれかが侵
害された可能性があるかどうかが示されます。[Validity] 列には、各RSAキーの現在のステータス
が表示されます。このカラムの値INVALIDは、RSA秘密キーが漏洩した可能性があることを示し
ます。debugコマンドの出力例を次に示します。

asa# debug menu pki 60

Key Name                 : Validity  : Cisco RSA Malformed Key Vulnerability 

                        :           : (CVE-2022-20866) exposure status

------------------------ : --------- : -------------------------------------

<Default-RSA-Key>        : Valid     : No exposure characteristics

test1                    : Valid     : ** Possible exposure in earlier software versions

test3                    : INVALID   : No exposure characteristics

test8                    : INVALID   : ** Key generated by affected version, cleared in memory

tets2                    : ERROR     : ** Error during analysis

test4                    : INVALID   : ** Has exposure characteristics

test5                    : unknown   : Key pair not analyzed 

検出できない不正なRSAキー

過去に使用され、その後削除された不正なRSAキーや脆弱なRSAキーは検出できません。一部の
RSAキーは不正な形式であるため機能していない可能性があります。そのため、通常の動作中に
削除され、再生成された可能性があります。過去に不正なRSAキーまたは脆弱なRSAキーがデバ
イスで使用されていたという懸念がある場合は、このRSAキーペアを使用している証明書が失効
していることを確認します。



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

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リ
リースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様
は、通常のアップデートチャネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

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、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。

Cisco.com の Cisco Support and Downloads ページには、ライセンスとダウンロードに関する情
報が記載されています。このページには、[マイデバイス（My Devices）] ツールを使用するお客
様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

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。

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 Cisco Service Contract 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 POS 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/products/end-user-license-agreement.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#fixes
https://www.cisco.com/go/psirt


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

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。右側の列は、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ているかどうか、およびこの脆弱性に
対する修正を含む最初のリリースを示しています。 

ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース First Fixed Release（修正された最初のリリース）
9.15 以前1 脆弱性なし
9.16 9.16.3.19
9.17 9.17.1.13
9.18 9.18.2

1. Cisco ASAデバイスを脆弱性のあるリリースにアップグレードした後、脆弱性のないリリース
にダウングレードした場合（たとえば、リリース9.16.1にアップグレードした後、リリース
9.14.3.18にダウングレードした場合）、脆弱性のないリリースのRSAキーは、脆弱性のあるリリ
ースに保存されているため、不正な形式になっている可能性があります。Cisco ASAデバイスが
この方法でアップグレードおよびダウングレードされた場合は、RSAキーが有効であることを確
認してください。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD
ソフトウェ
ア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

6.7.0以前1 脆弱性なし
7.0.0 7.0.4

7.1.0

Cisco_FTD_Hotfix_P-7.1.0.2-2.sh.RE L.tar
Cisco_FTD_SSP_FP1K_Hotfix_P-7.1.0.2-2.sh.RE L.tar
Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_P-7.1.0.2-2.sh.RE L.tar
Cisco_FTD_SSP_Hotfix_P-7.1.0.2-2.sh.RE L.tar
Cisco_FTD_SSP_FP3K_Hotfix_Q-7.1.0.3-2.sh.RE L.tar

7.2.0 7.2.0.1

1. Cisco FTDデバイスを脆弱性のあるリリースにアップグレードした後、脆弱性のないリリース
にダウングレードした場合（たとえば、リリース7.0.0にアップグレードした後、リリース
6.4.0.15にダウングレードした場合）、脆弱性のないリリースのRSAキーは、脆弱性のあるリリ
ースに保存されているため、不正な形式になっている可能性があります。この方法でCisco
FTDデバイスをアップグレードおよびダウングレードした場合は、RSAキーが有効であることを
確認してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html


Cisco FTDデバイスのアップグレード手順については、『Cisco Firepower Management Centerア
ップグレードガイド』を参照してください。

注：修正済みソフトウェアリリースへのアップグレード時に侵害された可能性のあるRSAキーの
検出の詳細については、「侵害のインジケータ」セクションを参照してください。

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。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRTは、このアドバイザリに記載されている脆弱性の公表を認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていま
せん。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたカリフォルニア大学サンディエゴ校のNadia
Heninger氏とGeorge Sullivan氏、コロラド大学ボールダー校のJackson Sippe氏とEric Wustrow氏
に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-rsa-key-leak-
Ms7UEfZz

改訂履歴

バージョン 説明 セクション ステータス 日付
1.0 初回公開リリース - 最終版 2022年8月10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

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/upgrade/fpmc-upgrade-guide/getting_started.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/upgrade/fpmc-upgrade-guide/getting_started.html
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-rsa-key-leak-Ms7UEfZz
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-rsa-key-leak-Ms7UEfZz


ユーザを対象としています。
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