
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
┃   ◆◆ NISC重要インフラニュースレター ◆◆ 
┃      (２０２０年３月１０日発行 第２５７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２５７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、２月２６日～３月９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 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
・GRANDIT におけるセッション管理不備の脆弱性(JVN)(03/02) 
 https://jvn.jp/jp/JVN73472345/index.html 
  
・OpenBlocks IoT VX2 における複数の脆弱性(JVN)(03/03) 
 https://jvn.jp/jp/JVN19666251/index.html 
 ※CVSSv3では基本値「8.8」となっています。 
  
・オムロン製 PLC CJ シリーズにおけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(03/04) 
 https://jvn.jp/vu/JVNVU91000130/index.html 
 ※CVSSv3では基本値「7.5」となっています。 
  
・pppd におけるバッファオーバーフローの脆弱性(JVN)(03/05) 
 https://jvn.jp/vu/JVNVU99700555/index.html 
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 ※CVSSv3では基本値「9.8」となっています。 
  
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
┃２．政府機関の動き 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
（１）ＮＩＳＣ 
・「サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック」作成・公開のお知らせ(03/02) 
 https://www.nisc.go.jp/security-site/law_handbook/index.html 
 多くの方々からご好評いただいている内容ですのでご覧頂けますと幸いです。 
  
（２）警察庁 
・宛先ポート 4567/TCP に対するMirai ボットの特徴を有するアクセスの増加等について(02/26) 
 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202002261.html 
  
・令和２年１月期観測資料(02/26) 
 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202002262.html 
  
・不正アクセス行為対策等の実態調査及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する
調査結果について【令和２年３月５日】(03/05) 
 https://www.npa.go.jp/cyber/research/index.html 
  
・不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況【令和２年３月５
日】(03/05) 
 https://www.npa.go.jp/cyber/pdf/R020305_access.pdf 
  
・インターネット観測結果等（令和元年）(03/06) 
 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202003061.html 
  
・令和元年観測資料(03/06) 
 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202003062.html 
  
（３）総務省 
・「サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞」の受賞者の公表(02/28) 
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00062.html 
  
・不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況(03/05) 
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00061.html 
  
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
┃３．関係機関の動き 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
（１）ＩＰＡ 
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・「情報セキュリティ 10大脅威 2020」各脅威の詳細解説資料を公開しました。(02/27) 
 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2020.html 
  
・「2019年度情報セキュリティに対する意識調査」報告書を公開しました(03/09) 
 https://www.ipa.go.jp/security/economics/ishikichousa2019.html 
  
・ 「【ほぼ 15秒アニメ】子ブタと学ぼう！情報セキュリティ対策のキホン」を公開しました。
(03/09) 
 https://www.ipa.go.jp/security/measures/start.html 
  
（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 
・JPCERT/CC Eyes「攻撃グループ BlackTech が使用する Linux用マルウエア (ELF_TSCookie)」
(02/26) 
 https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2020/02/elf_tscookie.html 
  
・Weekly Report 2020-02-27号(02/27) 
 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr200801.html 
  
・制御システムセキュリティカンファレンス 2020講演資料(03/04) 
 https://www.jpcert.or.jp/present/#year2020 
  
・制御システムセキュリティカンファレンス 2020開催レポート～前編～(03/04) 
 https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2020/03/ics-conference2020-1.html 
  
・制御システムセキュリティカンファレンス 2020開催レポート～後編～(03/04) 
 https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2020/03/ics-conference2020-2.html 
  
・Weekly Report 2020-03-04号(03/04) 
 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr200901.html 
  
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
┃４．海外の動き 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
● 米国 DHS 
・OpenSMTPD が version 6.6.4p1をリリース。(02/25) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/02/25/opensmtpd-releases-version-664p1-
address-critical-vulnerability 
  
・MITRE がソフトウェアに加えハードウェアのセキュリティの弱点も盛り込んだ CWE list version 4.0
をリリース。(02/26) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/02/26/new-cwe-list-common-security-
weaknesses-0 
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・Cisco社が FXOS等についてのセキュリティアップデートをリリース。(02/27) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/02/27/cisco-releases-security-updates 
  
・豪州サイバーセキュリティセンター(ACSC)がＣＭＳセキュリティガイドをリリース。(03/04) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/04/acsc-releases-securing-content-
management-systems-guide 
  
・Googleが Chrome version 80.0.3987.132をリリース。(03/04) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/04/google-releases-security-updates-
chrome 
  
・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。(03/05) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/05/cisco-releases-security-updates 
  
・英国サイバーセキュリティセンター(NCSC)がネットカメラのセキュリティに関するアドバイザリー
をリリース。(03/05) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/05/ncsc-releases-advisory-securing-
internet-connected-cameras 
  
・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）が新型
コロナウィルスに係る詐欺について警告。(03/06) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/defending-against-covid-19-cyber-
scams 
  
・Zoho社がＩＴ運用管理ソフトウェアManageEngine Desktop Central 10.0.473及びそれ以前の脆弱
性に対応したセキュリティアップデートをリリース。(03/06) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/zoho-releases-security-update-
manageengine-desktop-central 
  
・２０２０年２月２４日の週の脆弱性概報。(03/02) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-062 
  
・２０２０年３月２日の週の脆弱性概報。(03/09) 
 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-069 
  
・Bluetoothにおける深刻な１２の脆弱性「SweynTooth」。(03/03) 
 https://www.us-cert.gov/ics/alerts/ics-alert-20-063-01 
  
・Honeywell社の監視用ソフトウェアにクロスサイトリクエストフォージェリ問題等の脆弱性。
(02/25) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-056-05 
 ※CVSSv3では基本値「8.1」となっています。 
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・Moxa社の産業用イーサネットスイッチ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。
(02/25) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-056-04 
 ※CVSSv3では基本値「9.8」となっています。 
  
・Moxa社のイーサネットスイッチ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。(02/25) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-056-03 
 ※CVSSv3では基本値「10.0」となっています。 
  
・Moxa社のワイヤレス LAN リモート I/O機器に重要な情報が平文のまま格納されている問題等の脆弱
性。(02/25) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-056-02 
 ※CVSSv3では基本値「7.5」となっています。 
  
・Moxa社のイーサネットゲートウェイ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。
(02/25) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-056-01 
 ※CVSSv3では基本値「9.8」となっています。 
  
・Moxa社の産業用無線ＬＡＮ機器に不適切なアクセスコントロール等の脆弱性。(03/03) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-063-04 
 ※CVSSv3では基本値「9.9」となっています。 
  
・オムロン社のＰＬＣ機器に適切でないリソース消費制限の脆弱性。(03/03) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-063-03 
 ※CVSSv3では基本値「7.5」となっています。 
  
・Phoenix Contact社のビルインフラ用コントローラーに重要なリソースにおいての不適切な権限割当
ての脆弱性。(03/03) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-063-02 
 ※CVSSv3では基本値「9.4」となっています。 
  
・Emerson社のバルブ制御用ソフトウェアに不適切なアクセスコントロールの脆弱性。(03/03) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-063-01 
 ※CVSSv3では基本値「7.8」となっています。 
  
・WAGO社のリモート I/O機器にバッファオーバーフロー等の脆弱性。(03/05) 
 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-065-01 
 ※CVSSv3では基本値「10.0」となっています。 
  
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
┃５．読者へのお願い 
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
 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、３月２４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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