
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１８年１２月２６日発行 第２２８号) 

┃                  発行：NISC重要インフラグループ 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

  

┼─◎ はじめに ──────────────────────────┼ 

 重要インフラニュースレターは、重要インフラの関係者を中心に情報セキュ 

リティに関する情報を幅広く紹介するものです。 

 情報システム部門の担当者から管理職や経営層の方まで必要に応じて幅広く 

共有いただければ幸いです。 

┼─────────────────────────────────┼ 

  

┌◆ 第２２８号の目次 ◆─────────────────────┐ 

１．チェックが必要な情報 

２．政府機関の動き 

３．関係機関の動き 

４．海外の動き 

５．読者へのお願い 

６．次回予告 

├─────────────────────────────────┤ 

○今号は、１２月１１日～１２月２５日頃の記事を集めて編集しています。 

└─────────────────────────────────┘ 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃１．チェックが必要な情報 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）マイクロソフト社製品に関する脆弱性 

・Microsoft 製品の脆弱性対策について(2018年 12月)(IPA、JPCERT/CC)(12/12) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20181212ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2018/at180050.html 

  

・Internet Explorer の JScript スクリプトエンジン におけるメモリ破損の脆弱性(JVN、IPA、

JPCERT/CC)(12/20) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91880486/index.html 

https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20181212ms.html
https://www.jpcert.or.jp/at/2018/at180050.html
https://jvn.jp/vu/JVNVU91880486/index.html


 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20181220-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2018/at180051.html 

※CVSSv3では基本値「7.1」となっています。 

  

（２）Adobe社製品に関する脆弱性 

・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性対策について(APSB18-41)(CVE-2018-15998等)(IPA)(12/12) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20181212-adobereader.html 

  

・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性 (APSB18-41) に関する注意喚起(JPCERT/CC)(12/12) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2018/at180049.html 

  

（３）その他 

・Aterm WF1200CR および Aterm WG1200CR における複数の脆弱性(JVN)(12/14) 

 https://jvn.jp/jp/JVN87535892/index.html 

※CVSSv3では基本値「8.8」となっています。 

  

・Pixar Tractor におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(12/14) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90382644/index.html 

  

・東芝ライテック製ホームゲートウェイにおける複数の脆弱性(JVN)(12/19) 

 https://jvn.jp/jp/JVN99810718/index.html 

※CVSSv3では基本値「8.8」となっています。 

  

・横河電機製 Vnet/IP オープン通信ドライバにサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(12/21) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93652047/index.html 

※CVSSv3では基本値「7.5」となっています。 

  

・cordova-plugin-ionic-webview におけるパストラバーサルの脆弱性(JVN)(12/21) 

 https://jvn.jp/jp/JVN69812763/index.html 
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・PgpoolAdmin におけるアクセス制限不備の脆弱性(JVN)(12/21) 

 https://jvn.jp/jp/JVN13199224/index.html 

※CVSSv3では基本値「9.8」となっています。 

  

・MsiAdvertiseProduct における権限昇格の脆弱性(JVN)(12/21) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92357871/index.html 

  

・ファイルシステムドライバ Dokan におけるスタックバッファオーバーフローの脆弱性(JVN)(12/21) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97284298/index.html 

※CVSSv3では基本値「8.8」となっています。 

  

・WordPress 用プラグイン Google XML Sitemaps におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性

(JVN)(12/25) 

 https://jvn.jp/jp/JVN27052429/index.html 

  

・マッピングツールのインストーラにおける DLL 読み込みに関する脆弱性(JVN)(12/25) 

 https://jvn.jp/jp/JVN33677949/index.html 

※CVSSv3では基本値「7.8」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）NISC 

・APT10 といわれるグループによるサイバー攻撃について（注意喚起）(12/21) 

 http://www.nisc.go.jp/active/kokusai/pdf/press-1221.pdf 

  

・「サイバーセキュリティ意識・行動強化プログラム（案）」に関する意見募集について(12/21) 

 http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pubcom-awareness2018.html 
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・安全なウェブサイトの運用管理に向けての 20 ヶ条 ～セキュリティ対策のチェックポイント～(IPA)(12/12) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.html 

  

・安心相談窓口で初確認：ヤマト運輸の不在通知をかたる手口(IPA)(12/12) 

 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20181129.html 

  

・年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起(IPA)(12/20) 

 https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20181220.html 

  

・内閣サイバーセキュリティセンターによる注意喚起について(IPA)(12/21) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20181221.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2018-12-12号(JPCERT/CC)(12/12) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2018/wr184801.html 

  

・CSIRT構築および運用における実態調査(JPCERT/CC)(12/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/research/CSIRT-survey.html 

  

・長期休暇に備えて 2018/12(JPCERT/CC)(12/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/pr/2018/pr180002.html 

  

・CyberNewsFlash「Web Diary Professional を使用している Web サイトの改ざんについて」を公開

(JPCERT/CC)(12/19) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2018121901.html 
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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

●US-CERT 

・Google社が Chromeについてのセキュリティアップデートをリリース。(12/12) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/12/12/Google-Releases-Security-

UIpdates-Chrome 

  

・WordPress が WordPress 5.0 についてのセキュリティアップデートをリリース。(12/13) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/12/13/WordPress-Releases-Security-

Update 

  

・爆破するという脅迫メールが世界で流行。(12/13) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/12/13/Bomb-Threats-Emailed-Around-

World 

  

・Cisco Systems社が適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアについてのセキュリティアップ

デートをリリース。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/12/19/Cisco-Releases-Security-Updates 

  

・中国による悪意のあるサイバー活動(12/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/12/20/Chinese-Malicious-Cyber-Activity 

  

・１２月１７日の週の脆弱性概報(12/24) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/SB18-358 

  

●米 ICS-CERT 

・GE社のプラント管理機器にパストラバーサルの脆弱性(12/13) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-04 
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※CVSSv3では基本値「7.4」となっています。 

  

・Geutebrück GmbH社のカメラシステムに OS コマンドインジェクションの脆弱性(12/13) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-03 

※CVSSv3では基本値「7.2」となっています。 

  

・Siemens社の通信機器に不適切な入力検証の脆弱性(12/13) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-02 

※CVSSv3では基本値「7.5」となっています。 

  

・Schneider Electric社の解析機器にスタックベースのバッファオーバーフロー等の脆弱性(12/13) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-01 

※CVSSv3では基本値「7.8」となっています。 

  

・Medtronic社の医療用機器に機微データの非暗号化の脆弱性(12/13) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSMA-18-347-01 

  

・ABB社のイーサネットに不適切な認証の脆弱性(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-07 

  

・ABB社の回路監視システムに不適切な認証の脆弱性(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-06 

※CVSSv3では基本値「8.8」となっています。 

  

・Siemens社のオートメーションシステムに重要な機能に対する認証の欠如の脆弱性(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-05 

※CVSSv3では基本値「10.0」となっています。 

  

・3S-Smart Software Solutions GmbH社の統合開発環境に不十分なランダム値の使用等の脆弱性

(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-04 
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※CVSSv3では基本値「9.4」となっています。 

  

・3S-Smart Software Solutions GmbH社の統合開発環境に不適切なアクセス制御の脆弱性(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-03 

※CVSSv3では基本値「9.8」となっています。 

  

・Advantech社の監視制御システムに不適切な入力検証の脆弱性(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-02 

※CVSSv3では基本値「7.3」となっています。 

  

・ABB社のイーサネットにクロスサイトスクリプティング等の脆弱性(12/18) 

 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-01 

※CVSSv3では基本値「9.8」となっています。 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃５．読者へのお願い 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 ニュースレターについてのご意見、ご感想、掲載を希望する記事等ござい 

 ましたら以下の連絡先にご連絡下さい。 

 mailto:nisc-infra-letter@cyber.go.jp 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃６．次回予告 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 次回は、１月１５日配信の予定です。 

 ※本ニュースレターは、原則として、毎月第２・第４火曜日頃に発行します 

  が、都合により変則的な配信日となることがあります。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 ◎官民で連携した重要インフラ防護に係る取組をご紹介しています。 

  https://www.nisc.go.jp/active/infra/index.html 

  

 ◎NISCや関係機関が作成した情報セキュリティに係る意識啓発動画を 

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-03
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-02
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  掲載しています。 

  https://www.youtube.com/user/NISCchannel/videos 

  

├─────────────────────────────────┤ 

 ◎本ニュースレターは、主にセプターや重要インフラ事業者等に対して、 

  情報セキュリティに関する取組等を幅広く紹介することを目的としてい 

  ます。このため、掲載内容の利活用の方法や本ニュースレターの転送等 

  について、特に制限はしておりませんが、利活用や転送等に際しては、 

  リンク先の情報を参照の上、ご自身の責任でお願いいたします。 

  また、掲載情報が一部重複する場合もございますが、ご容赦願います。 

├───────────────────────- ni( ^s^)c────┤ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

 

https://www.youtube.com/user/NISCchannel/videos

