
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年４月２８日発行 第２６０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２６０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、４月１４日～４月２７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）Oracle 社製品に関する脆弱性 

・Oracle Java の脆弱性対策について(CVE-2020-2803 等)(IPA、JPCERT/CC)(04/15) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200415-jre.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200017.html 

  

（２）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 4 月)(IPA、JPCERT/CC)(04/15) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200415-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200016.html 

・Microsoft 社が Autodesk FBX ライブラリを使用する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(Microsoft、米国 DHS)(04/22) 

 https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV200004 
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 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/22/microsoft-releases-security-updates-

multiple-products 

  

（３）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)(04/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020041501.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97303667/index.html 

  

（４）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(04/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020041502.html 

  

（５）その他 

・OpenSSL の脆弱性 (CVE-2020-1967) に関する注意喚起（公開）(JPCERT/CC、JVN、IPA、米国

DHS、Microsoft)(04/22) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200018.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97087254/index.html 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/alert20200423.html 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/22/openssl-releases-security-update 

 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200007 

  

・CyberNewsFlash「Pulse Connect Secure の脆弱性への対策や侵害有無などの確認を」

(JPCERT/CC)(04/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020041701.html 

  

・複数の Triangle MicroWorks 製品に脆弱性(JVN)(04/16) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93838113/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Eaton 製 HMiSoft VU3 に複数の脆弱性(JVN)(04/16) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94295606/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Siemens 製品に複数の脆弱性(JVN)(04/16) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95499848/index.html 

  

・Apple Xcode における脆弱性に対するアップデート(JVN)(04/17) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95670817/index.html 

  

・東芝デバイス＆ストレージ株式会社製品によって登録される Windows サービスの実行ファイルパス

が引用符で囲まれていない脆弱性(JVN)(04/20) 

 https://jvn.jp/jp/JVN13467854/index.html 
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 ※CVSSv3 では基本値「8.4」となっています。 

  

・Inductive Automation 製 Ignition 8 Gateway に不適切なアクセス制御の脆弱性(JVN)(04/22) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92492058/index.html 

  

・複数のシャープ製 Android 端末における情報漏えいの脆弱性(JVN)(04/23) 

 https://jvn.jp/jp/JVN93064451/index.html 

  

・サイボウズ Garoon における複数の脆弱性(JVN)(04/27) 

 https://jvn.jp/jp/JVN35649781/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 総務省 

・サイバーセキュリティタスクフォース（第 23 回）(4/16 開催)(04/20) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00111.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・インターネットを安全に使うための自己学習ツール集「#今こそ考えよう情報モラル・セキュリテ

ィ」を公開しました。(04/15) 

 https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/imakoso/ 

  

・「情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況［2020 年第 1 四半期（1 月～3 月）］」を公開しまし

た。(04/20) 

 https://www.ipa.go.jp/security/txt/2020/q1outline.html 

  

・プレス発表 IPA と NTT 東日本、新型コロナ感染防止のためテレワークシステムを緊急で試験構築

(04/21) 

 https://www.ipa.go.jp/about/press/20200421.html 

  

・ゴールデンウィークにおける情報セキュリティに関する注意喚起(04/21) 

 https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20200421.html 

  

・テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項(04/21) 

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

  

・【注意喚起】偽口座への送金を促す“ビジネスメール詐欺”の手口（第三報）(04/27) 

 https://www.ipa.go.jp/security/announce/2020-bec.html 

  

https://jvn.jp/vu/JVNVU92492058/index.html
https://jvn.jp/jp/JVN93064451/index.html
https://jvn.jp/jp/JVN35649781/index.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00111.html
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/imakoso/
https://www.ipa.go.jp/security/txt/2020/q1outline.html
https://www.ipa.go.jp/about/press/20200421.html
https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20200421.html
https://www.ipa.go.jp/security/announce/telework.html
https://www.ipa.go.jp/security/announce/2020-bec.html


（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・JPCERT/CC 活動概要 [2020 年 1 月 1 日～2020 年 3 月 31 日](04/14) 

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

  

・JPCERT/CC インシデント報告対応レポート [2020 年 1 月 1 日～2020 年 3 月 31 日](04/14) 

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

  

・Weekly Report 2020-04-15 号(04/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr201501.html 

  

・Weekly Report 2020-04-22 号(04/22) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr201601.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・Vmware 社が VMware vRealize Log Insight ついてのセキュリティアップデートをリリース。(04/14) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/14/vmware-releases-security-updates-

vrealize-log-insight 

  

・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。(04/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/16/google-releases-security-updates 

  

・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。(04/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/16/cisco-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・米国インターネット犯罪苦情センター（IC3）は恐喝メールに係る詐欺について警告。(04/21) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/21/ic3-releases-alert-extortion-email-

scams 

  

・Microsoft 社が Autodesk FBX ライブラリを使用する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。(04/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/22/microsoft-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。(04/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/22/google-releases-security-updates-

chrome 
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・米国国家安全保障局（NSA）とオーストラリア（ASD）が Web シェルマルウェアを緩和するガイダ

ンスをリリース。(04/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/04/22/nsa-asd-release-guidance-

mitigating-web-shell-malware 

  

・２０２０年４月１３日の週の脆弱性概報。(04/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-111 

  

・２０２０年４月２０日の週の脆弱性概報。(04/27) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-118 

  

・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）。(04/14) 

 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（更新）。(04/14) 

 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 社のエンジニアリングフレームワークにパストラバーサルの脆弱性（更新）。(04/14) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-05 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Siemens 社のオートメーションシステムにバッファサイズの計算の誤りに関する脆弱性（更新）。

(04/14) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-042-06 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のＰＬＣ機器に適切でないリソース消費制限の脆弱性（更新）。(04/14) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-042-05 

  

・Sierra Wireless 社のルーターに情報漏洩等の脆弱性（更新）。(04/23) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-19-122-03 

 ※CVSSv3 では基本値「9.1」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、５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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