
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年１月１５日発行 第２５３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２５３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２４日～１月１４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(2020 年 1 月)(IPA)(01/15) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200115-ms.html 

  

・2020 年 1 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(01/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200001.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-2020-2604 等)(IPA)(01/15) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200115-jre.html 

  

・2020 年 1 月 Oracle 製品のクリティカルパッチアップデートに関する注意喚起(01/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200002.html 

  

（３）その他 

・F-RevoCRM におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(01/08) 

 https://jvn.jp/jp/JVN97325754/index.html 
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・Citrix Application Delivery Controller および Citrix Gateway web server における任意のコード実行が可能

な脆弱性(JVN)(01/09) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92281641/index.html 

  

・Junos OS におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(01/10) 

 https://jvn.jp/jp/JVN21753370/index.html 

  

・Junos OS におけるディレクトリトラバーサルの脆弱性(JVN)(01/10) 

 https://jvn.jp/jp/JVN07375820/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）内閣府 

・SIP「重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保」シンポジウム 2019 開催(12/26) 

 https://www8.cao.go.jp/cstp/idou/20191226cyber_seni.html 

  

（２）警察庁 

・DockerAPI を標的とした探索行為の増加等について(12/25) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201912251.html 

  

・令和元年 11 月期観測資料(12/25) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201912252.html 

  

（３）総務省 

・サイバーセキュリティタスクフォース（第 17 回）（11/22 開催）(12/24) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00084.html 

  

・サイバーセキュリティタスクフォース（第 18 回）（12/5 開催）(12/27) 

 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cybersecurity_taskforce/02cyber01_04000001_00085.html 

  

（４）経済産業省 

・「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン」を改

定しました(12/27) 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227004/20191227004.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」を公開(12/24) 

 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20191224.html 

  

・EC サイト構築で多く利用されている「EC-CUBE」を用いたウェブサイトでの情報漏えい被害の増加につい

て(12/25) 

 https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert20191225.html 

  

https://jvn.jp/vu/JVNVU92281641/index.html
https://jvn.jp/jp/JVN21753370/index.html
https://jvn.jp/jp/JVN07375820/index.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/idou/20191226cyber_seni.html
https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201912251.html
https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201912252.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00084.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cybersecurity_taskforce/02cyber01_04000001_00085.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227004/20191227004.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20191224.html
https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert20191225.html


・独 BSI 発行の「産業用制御システムのセキュリティ 10 大脅威と対策 2019」の日本語訳を公開(01/14) 

 https://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/bsi2019.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2019-12-25 号(12/25) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr195001.html 

  

・Weekly Report 2020-01-08 号(01/08) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr200101.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・スマートカメラ等のＩｏＴ機器のセキュリティ(12/31) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/12/31/secure-new-internet-connected-devices 

  

・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ＣＩＳＡイ

ンサイト「増大する地政学的緊張・脅威」を発行。(01/06) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/06/release-new-cisa-insights-increased-

geopolitical-tensions-and 

  

・Cisco 社がデータセンターネットワークマネージャー（ＤＣＮＭ）における複数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。(01/07) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/07/cisco-releases-security-updates 

  

・Google が Chrome 79.0.3945.117 についてのセキュリティアップデートをリリース。(01/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/08/google-releases-security-updates-chrome 

  

・Mozilla が Firefox 及び Firefox ESR についてのセキュリティアップデートをリリース。(01/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/08/mozilla-releases-security-updates-firefox-

and-firefox-esr 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/08/mozilla-patches-critical-vulnerability 

  

・米国 CERT/CC が Citrix 社の製品に影響を与える脆弱性に関する情報をリリース。(01/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/08/citrix-application-delivery-controller-and-

citrix-gateway 

  

・Cisco 社が Cisco Webex Video Mesh 等についてのセキュリティアップデートをリリース。(01/09) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/09/cisco-releases-security-updates-multiple-

products 

  

・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。(01/09) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/09/juniper-networks-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 Citrix 社製

品の脆弱性に関するテストツールをリリース。(01/13) 
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 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/13/cisa-releases-test-citrix-adc-and-gateway-

vulnerability 

  

・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）がマイクロソ

フト社の Windows CryptoAPI、Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway)及び Windows Remote 

Desktop Client に影響を与える脆弱性に関する緊急指示及び警告をリリース。(01/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/14/cisa-releases-emergency-directive-and-

activity-alert-critical 

  

・マイクロソフト社が２０２０年１月度の定例アップデートをリリース。(01/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/14/microsoft-releases-january-2020-security-

updates 

  

・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。(01/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/14/intel-releases-security-updates 

  

・Vmware 社が VMware Tools についてのセキュリティアップデートをリリース。(01/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/14/vmware-releases-security-update 

  

・Adobe 社が Illustrator CC 及び Experience Manager についてのセキュリティアップデートをリリース。

(01/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/14/adobe-releases-security-updates 

  

・Oracle 社が複数の製品にまたがる３３４の新たなセキュリティパッチを含む２０２０年１月度の緊急パッチ

アップデートをリリース。(01/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/01/14/oracle-releases-january-2020-security-

bulletin 

  

・２０１９年１２月２３日の週の脆弱性概報。(12/30) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-364 

  

・２０１９年１２月３０日の週の脆弱性概報。(01/06) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-006 

  

・２０２０年１月６日の週の脆弱性概報。(01/13) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-013 

  

・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］。(01/07) 

 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。 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃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 
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃６．次回予告 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 次回は、１月２８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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