
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１９年１０月２３日発行 第２４８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２４８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、１０月８日～１０月２２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 

・Microsoft 製品の脆弱性対策について(2019 年 10 月)(IPA、JPCERT/CC)(10/09) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20191009-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190038.html 

  

・再告知：複数の Microsoft 社製品のサポート終了に伴う注意喚起(IPA) (10/10) 

 https://www.ipa.go.jp/security/announce/win7_eos.html 

  

・CyberNewsFlash「Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の延長サポート終了について」

(JPCERT/CC) (10/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019101801.html 

  

（２）Oracle 社製品に関する脆弱性 

・Oracle Java の脆弱性対策について(CVE-2019-2949 等)(IPA、JPCERT/CC)(10/16) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20191016-jre.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190040.html 

  

（３）Adobe 社製品に関する脆弱性 
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・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性対策について(APSB19-49)(CVE-2019-8171 等)(IPA、

JPCERT/CC)(10/16) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20191016-adobereader.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190039.html 

  

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(JPCERT/CC)(10/16) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019101602.html 

  

（４）Intel 社製品に関する脆弱性 

・CyberNewsFlash「Intel 製品に関する複数の脆弱性について」(JPCERT/CC、JVN)(10/09) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019100901.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90055983/index.html 

  

（５）Apple 社製品に関する脆弱性 

・複数の Apple 製品における脆弱性に対するアップデート(JVN)(10/09) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90484857/index.html 

  

・Apple Swift における脆弱性に対するアップデート(JVN)(10/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91825432/index.html 

  

（６）その他 

・CyberNewsFlash「sudo コマンドの脆弱性 (CVE-2019-14287) について」(JPCERT/CC)(10/16) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019101601.html 

  

・CyberNewsFlash「ISC BIND 9 における脆弱性 (CVE-2019-6475、CVE-2019-6476) について」

(JPCERT/CC、JVN)(10/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019101701.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98919979/index.html 

  

・iTerm2 における任意のコマンド実行が可能な脆弱性(JVN)(10/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98580651/index.html 

  

・衛星通信端末 Cobham EXPLORER 710 における複数の脆弱性(JVN)(10/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98031944/index.html 

  

・WordPress 用プラグイン wpDataTables Lite における複数の脆弱性(JVN)(10/11) 

 https://jvn.jp/jp/JVN14776551/index.html 

  

・NetCommons3 におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(10/15) 

 https://jvn.jp/jp/JVN74530672/index.html 

  

・Pulse Secure VPN における複数の脆弱性(JVN)(10/17) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93621261/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
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（１）総務省 

・「サイバーセキュリティ国際シンポジウム」の開催(10/08) 

 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00064.html 

  

（２）経済産業省 

・「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(10/15) 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015002/20191015002.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・米国発のセキュリティマネジメント成熟度の評価モデル「ES-C2M2」の解説書およびチェックシートを公開

しました。(10/21) 

 https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/usenergy.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2019-10-09 号(10/09) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193901.html 

  

・Weekly Report 2019-10-17 号(10/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr194001.html 

  

・JPCERT/CC 活動概要 [2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日](10/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/pr/index.html 

  

・JPCERT/CC インシデント報告対応レポート [2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日](10/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/ir/report.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・Juniper Networks 社が様々な同社製品についてのセキュリティアップデートをリリース。(10/10) 

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

  

・オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）がスモールビジネスに関するサイバーセキュリティ

ガイドをリリース。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/10/10/acsc-releases-small-business-cybersecurity-

guide 

  

・米国連邦捜査局（ＦＢＩ）がフィッシング・スピアフィッシング攻撃に対する防御に関する記事をリリー

ス。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/10/10/fbi-releases-article-defending-against-

phishing-and-spearphishing 
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・Google が Chrome 77.0.3865.120 をリリース。(10/11) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/10/11/google-releases-security-updates-chrome 

  

・WordPress がセキュリティアップデートをリリース。(10/15) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/10/15/wordpress-releases-security-update 

  

・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。(10/17) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/10/17/cisco-releases-security-updates 

  

・米国国家安全保障会議（ＮＳＣ）及び英国サイバーセキュリティセンター（ＮＣＳＣ）がＡＰＴの一つであ

る「Turla」についての合同注意喚起をリリース。(10/21) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/10/21/nsa-and-ncsc-release-joint-advisory-turla-

group-activity 

  

・１０月７日の週の脆弱性概報。(10/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-287 

  

・１０月１４日の週の脆弱性概報。(10/21) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-294 

  

・Siemens 社のオートメーションシステムに暗号化に使用する鍵がハードコーディングされている問題の脆弱

性。(10/08) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-281-04 

  

・Siemens 社のオートメーションシステムに適切でないリソース消費制限の脆弱性。(10/08) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-281-03 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・GE 社の分散形制御システムに不適切な認証等の脆弱性。(10/15) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-281-02 

  

・SMA Solar Technology 社の太陽光発電遠隔監視システムにクロスサイトリクエストフォージェリ問題の脆弱

性。(10/08) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-281-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」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（更新）。(10/08) 

 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 社の産業オートメーション機器に適切でない権限の管理の脆弱性（更新）。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-16-313-02 

  

・Philips 社のＣＴスキャナーに必要以上に高い権限でのプログラム実行等の脆弱性。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSMA-18-123-01 

 ※CVSSv3 では基本値「8.4」となっています。 
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・Siemens 社の産業オートメーション機器にＳＱＬインジェクション等の脆弱性（更新）。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-19-134-08 

 ※CVSSv3 では基本値「9.1」となっています。 

  

・Siemens 社の産業オートメーション機器に適切でないアップロートファイル制限の脆弱性（更新）。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.2」となっています。 

  

・VxWorks のリアルタイムＯＳ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（更新）。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-274-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・VxWorks のリアルタイムＯＳ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（更新）。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-274-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Siemens 社のイーサネット機器に適切でないリソース消費制限の脆弱性。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-283-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社の産業用リアルタイム機器に不適切な入力検証の脆弱性。(10/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-283-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Horner Automation 社のＰＬＣソフトウェアに不適切な入力検証等の脆弱性。(10/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-290-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・AVEVA 社のＳＣＡＤＡ製品にスタックベースのバッファオーバーフローの脆弱性。(10/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-290-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Schneider Electric 社の産業用オートメーションソフトウェアにコードインジェクション等の脆弱性。

(10/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-295-01 

 ※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 
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 次回は、１１月１２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 

  

├─────────────────────────────────┤ 

 ◎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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