XP000365- kernel の脆弱性 (CVE-2018-14634) の影響について.txt
対応 Version/ OS †
SMX Version 4.1.0 / Red Hat Enterprise Linux 6.5 / 6.6 / 6.8 (64bit)
SMX V10 / Red Hat Enterprise Linux 7.2 / 7.4 (64bit)
SMX V11 / Red Hat Enterprise Linux 7.4 (64bit)
↑
質問： †
Common Vulnerabilities and Exposures (以下、CVE) の脆弱性情報
"CVE-2018-14634" について、SECUREMATRIX は該当しますか。
↑
回答： †
kernel の脆弱性 ("CVE-2018-14634") に関して、
SECUREMATRIX の対象ディストリビューションに当該の脆弱性に該当する
kernel バージョンが、インストールされており、本脆弱性の影響を受ける可能性が
あるため対処が必要となります。
"CVE-2018-14634"
本脆弱性を利用した攻撃を受けた場合、SUID されているバイナリに対し、
アクセスできる非特権のローカルユーザは、この脆弱性を利用して
システムで権限を昇格することが可能です。
↑
対策： †
Kernel を本問題が修正されているバージョンへアップデートする事により
対処が可能です。
適用手順については後述の手順を参照してください。
※ バージョンアップ実施の際には、復旧に備えて事前にイメージバックアップ
または、仮想環境の場合はスナップショットを取得していただくことを
推奨させていただきます。
※ 当社では下記の RPM バージョンにて検証を実施しております。
※ 本手順は SECUREMATRIX がインストールされた環境にて実施してください。
※ 本手順は全ての SECUREMATRIX サーバーにて実施してください。
※ RPM パッケージ適用後、反映のため SECUREMATRIX 各サーバーの
再起動を実施する必要があるため、運用停止が伴います。
[ 手順 ]
1. 各 SECUREMATRIX サーバーで作業用ディレクトリを作成します。
[ コマンド : root ユーザー ]
# cd /home/smxd
# mkdir kernel_update kernel_install

2. 使用しているディストリビューションおよび、パッケージのバージョンを
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確認します。
[ コマンド : root ユーザー ]
# cat /etc/redhat-release
# uname -r

3. 使用しているディストリビューションに対応した RPM ファイルを
Red Hat 社の Web サイトから入手し、以下に指定するディレクトリへ
配置します。
【Red Hat Enterprise Linux 6.5 / 6.6 64bit】
kernel のバージョンが、kernel-2.6.32-754.6.3.el6.x86_64.rpm
上記より古い場合のみアップデートを行ないます。
a. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_update に配置します。
dracut-004-411.el6.noarch.rpm
dracut-kernel-004-411.el6.noarch.rpm
kernel-firmware-2.6.32-754.6.3.el6.noarch.rpm
kernel-headers-2.6.32-754.6.3.el6.x86_64.rpm
b. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_install に配置します。
kernel-2.6.32-754.6.3.el6.x86_64.rpm

【Red Hat Enterprise Linux 6.8 64bit】
kernel のバージョンが、kernel-2.6.32-754.3.5.el6.x86_64.rpm
上記より古い場合のみアップデートを行ないます。
a. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_update に配置します。
kernel-firmware-2.6.32-754.6.3.el6.noarch.rpm
kernel-headers-2.6.32-754.6.3.el6.x86_64.rpm
b. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_install に配置します。
kernel-2.6.32-754.6.3.el6.x86_64.rpm

【Red Hat Enterprise Linux 7.2 64bit】
kernel のバージョンが、kernel-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
上記より古い場合のみアップデートを行ないます。
a. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_update に配置します。
cryptsetup-libs-2.0.3-3.el7.x86_64.rpm
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dracut-033-554.el7.x86_64.rpm
dracut-config-rescue-033-554.el7.x86_64.rpm
dracut-network-033-554.el7.x86_64.rpm
kernel-tools-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
kernel-tools-libs-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
kexec-tools-2.0.15-21.el7.x86_64.rpm
kmod-20-23.el7.x86_64.rpm
libgudev1-219-62.el7.x86_64.rpm
libselinux-2.5-14.1.el7.x86_64.rpm
libselinux-python-2.5-14.1.el7.x86_64.rpm
libselinux-utils-2.5-14.1.el7.x86_64.rpm
libsemanage-2.5-14.el7.x86_64.rpm
libsepol-2.5-10.el7.x86_64.rpm
linux-firmware-20180911-69.git85c5d90.el7.noarch.rpm
lz4-1.7.5-2.el7.x86_64.rpm
pciutils-libs-3.5.1-3.el7.x86_64.rpm
policycoreutils-2.5-29.el7.x86_64.rpm
python-perf-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
selinux-policy-3.13.1-229.el7_6.6.noarch.rpm
selinux-policy-targeted-3.13.1-229.el7_6.6.noarch.rpm
systemd-219-62.el7.x86_64.rpm
systemd-libs-219-62.el7.x86_64.rpm
systemd-sysv-219-62.el7.x86_64.rpm
xfsprogs-4.5.0-18.el7.x86_64.rpm
b. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_install に配置します。
kernel-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm

【Red Hat Enterprise Linux 7.4 64bit】
kernel のバージョンが、kernel-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
上記より古い場合のみアップデートを行ないます。
a. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_update に配置します。
kernel-tools-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
kernel-tools-libs-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
libselinux-2.5-14.1.el7.x86_64.rpm
libselinux-python-2.5-14.1.el7.x86_64.rpm
libselinux-utils-2.5-14.1.el7.x86_64.rpm
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libsemanage-2.5-14.el7.x86_64.rpm
libsepol-2.5-10.el7.x86_64.rpm
linux-firmware-20180911-69.git85c5d90.el7.noarch.rpm
policycoreutils-2.5-29.el7.x86_64.rpm
python-perf-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm
selinux-policy-3.13.1-229.el7_6.6.noarch.rpm
selinux-policy-targeted-3.13.1-229.el7_6.6.noarch
b. 以下の RPM を /home/smxd/kernel_install に配置します。
kernel-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm

4. 以下のコマンドにより、パッケージのアップデートを行います。
[ コマンド : root ユーザー ]
# cd /home/smxd/kernel_update
# rpm -Uvh *.rpm
# cd /home/smxd/kernel_install
# rpm -ivh *.rpm
*)"既にインストールされているパッケージです。"と表示される場合、
以下のコマンドにより当該パッケージを削除して、再度、4 の手順を
実施してください。
# rm <当該パッケージ名>.rpm
※ 以下の例のような警告メッセージが表示される場合がありますが、
警告：kernel-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm:ヘッダ V3 RSA/SHA256 Signature, key ID fd431d51: NOKEY
本メッセージの出力によって rpm のインストールに失敗することはありません。

5. 各 SECUREMATRIX サーバーを再起動します。
# reboot

6. 再起動後、以下のコマンドにより、
パッケージがアップデートされたことを確認します。
[ コマンド : root ユーザー ]
# uname -r
<KERNEL-VERSION>
※ KERNEL-VERSION は、 /home/smxd/kernel_install に配置した
ページ(4)

XP000365- kernel の脆弱性 (CVE-2018-14634) の影響について.txt
RPM バージョンの kernel-[x.xx.x-xxx.x.x.xxx.xxx].rpm
[]内のバージョンが表示されます。
Copyright(C) CSE Co., Ltd. All rights reserved.
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