
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１９年８月２７日発行 第２４４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２４４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、８月６日～８月２６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）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性 (APSB19-41) に関する注意喚起 (公開)(JPCERT/CC)(08/14) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190031.html 

  

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(08/14) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019081402.html 

  

（２）Intel 社製品に関する脆弱性 

・Intel 製品に複数の脆弱性(JPCERT/CC、JVN)(08/14) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019081401.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99945432/index.html 

  

（３）マイクロソフト社製品に関する脆弱性 

・2019 年 8 月マイクロソフトセキュリティ更新プログラムに関する注意喚起(公開)(JPCERT/CC)(08/14) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190032.html 

  

（４）Apple 社製品に関する脆弱性 

・Apple SwiftNIO HTTP/2 における脆弱性に対するアップデート(JVN)(08/16) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93696206/index.html 
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（５）その他 

・WonderCMS におけるディレクトリトラバーサルの脆弱性(JVN)(08/07) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93628467/index.html 

  

・キヤノン製デジタルカメラにおける複数の脆弱性(JVN)(08/07) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97511331/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・EC-CUBE 用プラグイン「Amazon Pay プラグイン 2.12、2.13」におけるクロスサイトスクリプティングの

脆弱性(JVN)(08/07) 

 https://jvn.jp/jp/JVN29343839/index.html 

  

・HTTP/2 の実装に対するサービス運用妨害 (DoS) 攻撃手法(JVN)(08/14) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98433488/index.html 

  

・ApeosWare Management Suite および ApeosWare Management Suite 2 におけるオープンリダイレクト

の脆弱性(JVN)(08/15) 

 https://jvn.jp/jp/JVN07679150/index.html 

  

・Bluetooth BR/EDR での暗号鍵エントロピーのネゴシエーションにおける問題(JVN)(08/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90240762/index.html 

  

・Apache HTTP Web Server 2.4 における複数の脆弱性に対するアップデート(JVN)(08/16) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98790275/index.html 

  

・Smart TV Box におけるアクセス制限不備の脆弱性(JVN)(08/23) 

 https://jvn.jp/jp/JVN17127920/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.3」となっています。 

  

・サイボウズ Garoon における SQL インジェクションの脆弱性(JVN)(08/26) 

 https://jvn.jp/jp/JVN71877187/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.6」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）警察庁 

・Webmin の脆弱性（CVE-2019-15107）を標的としたアクセスの観測について(08/23) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201908231.html 

  

（２）金融庁、経済産業省 

・キャッシュレス決済機能を提供する事業者の皆様への注意喚起(08/06) 

 https://www.fsa.go.jp/policy/shikinkessai/01.pdf 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190806005/20190806005.html 

  

（３）経済産業省 
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・複数システムを連携させた決済サービスにおける不正利用対策に関する検討会を立ち上げます(08/06) 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190806004/20190806004.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・中小企業の情報セキュリティマネジメント指導業務(08/06) 

 https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/management.html 

  

・「情報セキュリティ 10 大脅威 2019」について、簡易説明資料の個人編（一般利用者向け）を公開しまし

た。(08/07) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2019.html 

  

・「情報セキュリティ白書 2019」を発行しました。(08/08) 

 https://www.ipa.go.jp/security/publications/hakusyo/2019.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2019-08-07 号(08/07) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193001.html 

  

・Weekly Report 2019-08-15 号(08/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193101.html 

  

・Weekly Report 2019-08-21 号(08/21) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193201.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・サイドチャネル脆弱性「Spectre」の亜種である「SWAPGS」。(08/06) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/06/swapgs-spectre-side-channel-vulnerability 

  

・Cisco 社が複数の製品についてのセキュリティアップデートをリリース。(08/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/08/cisco-releases-security-updates-multiple-

products 

  

・Google が Chrome についてのセキュリティアップデートをリリース。(08/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/08/google-releases-security-updates-chrome 

  

・オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）がパスワードスプレー攻撃に関する注意喚起をリリ

ース。(08/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/08/acsc-releases-advisory-password-spraying-

attacks 
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・Microsoft 社がリモートコード実行に係る２つの脆弱性についてのセキュリティアップデートをリリース。

(08/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/14/microsoft-releases-security-updates-

address-remote-code-execution 

  

・Microsoft 社が Windows における特権の昇格の脆弱性についてのセキュリティアップデートをリリース。

(08/15) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/15/microsoft-releases-security-update-

windows-elevation-privilege 

  

・米国国土安全保障省（ＤＨＳ）サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）がランサムウェア

流行を題材とした「CISA Insights」初号をリリース。(08/21) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/21/cisa-insights-ransomware-outbreak 

  

・Cisco 社が Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor 等についてのセキュリティアップデ

ートをリリース。(08/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/22/cisco-releases-security-updates 

  

・米国国土安全保障省（ＤＨＳ）サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）がラン「Defend 

Today, Secure Tomorrow」を副題とする戦略方針をリリース。(08/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/22/cisa-strategic-intent-defend-today-secure-

tomorrow 

  

・米国行政管理予算局（ＯＭＢ）が「２０１４連邦情報セキュリティ近代化法」（ＦＩＳＭＡ）に係る２０１

８会計年度年次報告を発行。(08/23) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/23/fisma-annual-report-congress 

  

・米国内国歳入庁（ＩＲＳ）が新たなＥメール詐欺に関する注意喚起を実施。(08/23) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/23/irs-warns-new-email-scam 

  

・８月５日の週の脆弱性概報。(08/12) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-224 

  

・８月１２日の週の脆弱性概報。(08/19) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-231 

  

・８月１９日の週の脆弱性概報。(08/26) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-238 

  

・三菱電機のイーサネット機器にコマンドインジェクション等の脆弱性。(08/13) 

 https://www.us-cert.gov/ics/alerts/ics-alert-19-225-01 

  

・Siemens 社のイーサネット機器に不十分なリソース確保の脆弱性。(08/13) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-225-03 

 ※CVSSv3 では基本値「8.6」となっています。 

  

・OSIsoft 社の API ソフトウェアに保護メカニズムの不具合等の脆弱性。(08/13) 
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 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-225-02 

 ※CVSSv3 では基本値「8.5」となっています。 

  

・Delta Electronics 社の産業オートメーションソフトウェアにメモリの解放後使用等の脆弱性。(08/13) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-225-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Siemens 社のドライブ機器に適切でないリソース消費制限の脆弱性。(08/15) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-227-04 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のセキュリティモジュールに不適切なコーディング基準の遵守の脆弱性。(08/15) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-227-03 

  

・富士電機のサーボシステムにスタックベースのバッファオーバーフローの脆弱性。(08/15) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-227-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Johnson Controls 社のビルオートメーションシステムに暗号化処理における Nonce、鍵ペアの再利用の脆弱

性。(08/15) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-227-01 

  

・Zebra 社の産業用プリンターに不十分な資格情報保護の脆弱性。(08/20) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-232-01 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃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、９月１０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 

  掲載しています。 

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