
 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１９年９月２５日発行 第２４６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２４６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、９月１０日～９月２４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）Microsoft 社製品に関する脆弱性 

・2019 年 9 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(JPCERT/CC) (09/11) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190036.html 

  

・Microsoft 製品の脆弱性対策について(2019 年 9 月)(IPA)(09/12) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20190911-ms.html 

  

・Microsoft Internet Explorer の脆弱性対策について(CVE-2019-1367)(IPA、JPCERT/CC)(09/24) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20190924-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190037.html 

  

（２）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・Adobe Flash Player の脆弱性 (APSB19-46) に関する注意喚起(JPCERT/CC)(09/11) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190035.html 

  

・CyberNewsFlash「Adobe Application Manager のインストーラに関するセキュリティアップデート 

(APSB19-45) について」(JPCERT/CC) (09/11) 
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 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019091101.html 

  

（３）Intel 社製品に関する脆弱性 

・Intel 製品に複数の脆弱性(JVN、JPCERT/CC)(09/11) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93614443/index.html 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019091102.html 

  

（４）その他 

・ウイルスバスター コーポレートエディションの脆弱性 (CVE-2019-9489) に関する注意喚起(JPCERT/CC、

JVN)(09/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190034.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94051551/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・SHIRASAGI におけるオープンリダイレクトの脆弱性(JVN)(09/10) 

 https://jvn.jp/jp/JVN74699196/index.html 

  

・apng-drawable における整数オーバーフローの脆弱性(JVN)(09/12) 

 https://jvn.jp/jp/JVN39383894/index.html 

  

・OpenSSL に複数の脆弱性(JVN)(09/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94367039/index.html 

  

・複数のリコー製プリンタおよび複合機における複数のバッファオーバーフローの脆弱性(JVN)(09/13) 

 https://jvn.jp/jp/JVN11708203/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・「LINE (Android 版)」における複数の整数オーバーフローの脆弱性について（JVN#97845465）(IPA、

JVN)(09/19) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20190919-jvn.html 

 https://jvn.jp/jp/JVN97845465/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● ＮＩＳＣ 

・サイバーセキュリティ協議会構成員募集のお知らせ(9 月 27 日(金)18:00 まで) (09/13) 

 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/kyogikai/index.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・「不正ログイン対策特集ページ」に「多要素認証」設定手順書を追加しました。(09/17) 

 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/account_security.html 
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・スマートフォンで偽のセキュリティ警告からアプリのインストールへ誘導する手口に注意(09/18) 

 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20190918.html 

  

・「情報システムの障害状況 2019 年前半データ」を公開しました(09/20) 

 https://www.ipa.go.jp/sec/system/system_fault.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2019-09-17 号(09/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193502.html 

  

・Weekly Report 2019-09-19 号(09/19) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193601.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

・Adobe 社が Flash Player 及び Application Manager の脆弱性に対応したセキュリティアップデートをリリー

ス。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/10/adobe-releases-security-updates 

  

・Microsoft 社が２０１９年９月度のセキュリティアップデートをリリース。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/10/microsoft-releases-september-2019-

security-updates 

  

・米国全州情報共有・分析センター（MS-ISAC)がマルウェアに関するセキュリティ入門書を公開。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/10/ms-isac-releases-security-event-primer-

malware 

  

・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。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/10/google-releases-security-updates-chrome 

  

・Intel 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。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/10/intel-releases-security-updates 

  

・MITRE 社が最も危険なソフトウェアエラー２５選を公開。(09/17) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/17/2019-cwe-top-25-most-dangerous-software-

errors 

  

・Vmware 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。(09/17) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/17/vmware-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。(09/19) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/19/google-releases-security-updates-chrome 
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・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「ＤＮＳイ

ンフラ改ざんの低減」、「インターネット接続システムの脆弱性の是正」、「高価値資産のセキュリティ」、

「電子メール及びウェブセキュリティの向上」の４本の「CISA INSIGHTS」を公開。(09/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/20/cisa-releases-four-new-insights-products 

  

・Vmware 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。(09/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/20/vmware-releases-security-updates-multiple-

products 

  

・９月９日の週の脆弱性概報。(09/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-259 

  

・９月１６日の週の脆弱性概報。(09/23) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-266 

  

・三菱電機ヨーロッパ社のリモートターミナルユニットに任意のコードを実行される脆弱性。(09/10) 

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

  

・OSIsoft 社のＳＱＬクライアントツールに整数オーバーフローの脆弱性。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-06 

 ※CVSSv3 では基本値「8.1」となっています。 

  

・Siemens 社のＰＬＣに不適切な入力検証の脆弱性。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-05 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社の無線ネットワークゲートウェイにクロスサイトスクリプティングの脆弱性。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-04 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社の産業オートメーション機器に整数オーバーフロー等の脆弱性。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-03 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のネットワーク管理ソフトウェアに不適切な認証の脆弱性。(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-02 

 ※CVSSv3 では基本値「8.0」となっています。 

  

・Delta Electronics 社の産業オートメーション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。

(09/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・3S-Smart Software Solutions 社のＰＬＣソフトウェアに不適切な入力検証の脆弱性。(09/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-05 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/20/cisa-releases-four-new-insights-products
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/20/vmware-releases-security-updates-multiple-products
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/20/vmware-releases-security-updates-multiple-products
https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-259
https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-266
https://www.us-cert.gov/ics/alerts/ics-alert-19-225-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-06
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-05
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-04
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-03
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-02
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-05


・3S-Smart Software Solutions 社のＰＬＣソフトウェアに他のセッションへのデータ参照の脆弱性。(09/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-04 

  

・3S-Smart Software Solutions 社のＰＬＣソフトウェアに不適切なパーミッション割り当ての脆弱性。

(09/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-03 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・3S-Smart Software Solutions 社のＰＬＣソフトウェアにクロスサイトスクリプティングの脆弱性。(09/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-02 

 ※CVSSv3 では基本値「8.6」となっています。 

  

・3S-Smart Software Solutions 社のＰＬＣソフトウェア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。(09/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-01 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・Philips 社の医療用モニターにパスワードがハードコーディングされている問題等の脆弱性。(09/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-255-01 

  

・Honeywell 社のネットワークカメラに情報漏洩の脆弱性。(09/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-260-03 

  

・Siemens 社のリモートネットワーク管理機器に情報漏洩等の脆弱性。(09/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-260-02 

 ※CVSSv3 では基本値「8.1」となっています。 

  

・Advantech 社の HMI/SCADA ソフトウェアに不適切な入力等の脆弱性。(09/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-260-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Tridium 社のビルオートメーション用ソフトウェアに不適切な認証等の脆弱性。(09/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-262-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」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、１０月８日配信の予定です。 
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 ※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 

  

├─────────────────────────────────┤ 

 ◎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────┤ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
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