
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年５月２６日発行 第２６２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２６２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、５月１２日～５月２５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）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性対策について(APSB20-24)(CVE-2020-9612 等)(IPA、

JPCERT/CC)(05/13) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200513-adobereader.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200021.html 

  

・Adobe DNG Software Development Kit (SDK) に関するアップデート (APSB20-26) について

(JPCERT/CC)(05/13) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020051301.html 

  

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(JPCERT/CC)(05/21) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020052101.html 

https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200513-adobereader.html
https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200021.html
https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020051301.html
https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020052101.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 5 月)(IPA、JPCERT/CC)(05/13) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200513-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200022.html 

  

（３）BIND に関する脆弱性 

・DNS サーバ BIND の脆弱性対策について(CVE-2020-8616)(CVE-2020-8617)(IPA、JPCERT/CC、

JVN、JPRS)(05/20) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/alert20200520.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200023.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92065932/index.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-05-20-bind9-vuln-processing-referrals.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-05-20-bind9-vuln-tsig.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.0」となっています。 

  

（４）その他 

・Apache Tomcat の脆弱性 (CVE-2020-9484) に関する注意喚起 (公開)(JPCERT/CC)(05/21) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200024.html 

  

・Movable Type における複数の脆弱性(JVN)(05/13) 

 https://jvn.jp/jp/JVN28806943/index.html 

  

・BookStack におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(05/13) 

 https://jvn.jp/jp/JVN41035278/index.html 

  

・Siemens 製 Power Meters Series に複数の脆弱性(JVN)(05/13) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92467308/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Eaton 製 Intelligent Power Manager に複数の脆弱性(JVN)(05/13) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91250818/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・PI System における複数の脆弱性(JVN)(05/13) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94872807/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Emerson WirelessHART Gateway に不適切なアクセス制御の脆弱性(JVN)(05/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94025006/index.html 
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 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・Samsung Qmage codec for Android Skia library にメモリ破壊の脆弱性(JVN)(05/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95200006/index.html 

  

・Opto 22 製 SoftPAC Project に複数の脆弱性(JVN)(05/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98824176/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・パナソニック Video Insight VMS において任意のコードが実行可能な脆弱性(JVN)(05/19) 

 https://jvn.jp/jp/JVN96646182/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・WordPress 用プラグイン Paid Memberships Pro における SQL インジェクションの脆弱性

(JVN)(05/19) 

 https://jvn.jp/jp/JVN20248858/index.html 

  

・Bluetooth BR/EDR 対応機器に対するなりすまし攻撃手法 (BIAS)(JVN)(05/19) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99179288/index.html 

  

・BLE および Bluetooth BR/EDR 対応機器においてペアリング時のアソシエーションモデルが強制さ

れる問題(JVN)(05/19) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94649369/index.html 

  

・Rockwell Automation 製 EDS Subsystem に複数の脆弱性(JVN)(05/20) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92757733/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.2」となっています。 

  

・Emerson 製 OpenEnterprise に複数の脆弱性(JVN)(05/20) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92838573/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・Apple Xcode における脆弱性に対するアップデート(JVN)(05/21) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94926165/index.html 

  

・Apache Tomcat に安全でないデシリアライゼーションの問題(JVN)(05/21) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98086086/index.html 

  

・複数の Johnson Controls 製品に重要な情報の平文保存に関する脆弱性(JVN)(05/22) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91294008/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.9」となっています。 
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・Schneider Electric 製 EcoStruxure Operator Terminal Expert に複数の脆弱性(JVN)(05/22) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92478269/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.6」となっています。 

  

・Cybozu Desktop Windows 版において任意のコードが実行可能な脆弱性(JVN)(05/25) 

 https://jvn.jp/jp/JVN59552136/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.3」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 総務省 

・脆弱な IoT 機器及びマルウェアに感染している IoT 機器の利用者への注意喚起の実施状況（2019 年

度）(05/15) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00067.html 

  

・「IoT・5G セキュリティ総合対策 プログレスレポート 2020」の公表(05/22) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00068.html 

  

・「自治体情報セキュリティ対策の見直しについて」の公表(05/22) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei07_02000098.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ・ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2020 年第 1 四半期（1 月～3 月）](05/14) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/vuln2020q1.html 

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

  

（２）ＩＰＡ 

・脆弱性対策情報データベース JVN iPedia の登録状況 [2020 年第 1 四半期（1 月～3 月）] (05/13) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/JVNiPedia2020q1.html 

  

（３）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・JPCERT/CC インターネット定点観測レポート [2020 年 1 月 1 日～2020 年 3 月 31 日](05/12) 

 https://www.jpcert.or.jp/tsubame/report/report202001-03.html 

  

・Weekly Report 2020-05-13 号(05/13) 
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 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr201801.html 

  

・Weekly Report 2020-05-20 号(05/20) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr201901.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・北朝鮮による悪意のあるサイバー活動。(05/12) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/12/north-korean-malicious-cyber-

activity 

  

・中国による COVID-19 研究機関へのターゲティングに関する CISA 及び FBI 合同発表。(05/13) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/13/cisa-fbi-joint-announcement-prc-

targeting-covid-19-research 

  

・Microsoft が Windows DNS Servers に関するセキュリティアドバイザリーをリリース。(05/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/20/microsoft-releases-security-advisory-

windows-dns-servers 

  

・Vmware 社が Cloud Director についてのセキュリティアップデートをリリース。(05/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/20/vmware-releases-security-update-

cloud-director 

  

・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。(05/20) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/20/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・コロナウイルスの経済的影響の支払いに関連する詐欺に関し CISA、IRS、USSS、財務省合同注意喚

起をリリース。(05/21) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/21/cisa-irs-usss-and-treasury-release-

joint-alert-scams-related 

  

・Drupal 社が Drupal Core についてのセキュリティアップデートをリリース。(05/21) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/21/drupal-releases-security-updates 

  

・産業用制御システムの保護に関するガイダンスについて CISA、DOE 及び英国 NCSC が発表。

(05/22) 
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 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/22/cisa-doe-and-uks-ncsc-issue-

guidance-protecting-industrial-control 

  

・豪州サイバーセキュリティセンター(ACSC)がサイバー犯罪、APT の動向（2019-2020 年）をリリー

ス。(05/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/22/acsc-releases-cyber-criminal-and-

apt-tradecraft-trends-2019-2020 

  

・Cisco 社が Unified CCX のソフトウェア等についてのセキュリティアップデートをリリース。(05/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/22/cisco-releases-security-updates 

  

・Microsoft が Edge (Chromium-based)に関するセキュリティアップデートをリリース。(05/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/22/microsoft-releases-security-update-

edge 

  

・２０２０年５月１１日の週の脆弱性概報。(05/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-139 

  

・２０２０年５月１８日の週の脆弱性概報。(05/25) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-146 

  

・Siemens 社のパラメータ化ソフトウェアに不適切な入力検証の脆弱性（更新）。(05/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-190-05 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のドライブに適切でないリソース消費制限の脆弱性（更新）。(05/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-227-04 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」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）。

(05/12) 

 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 RUGGEDCOM、SCALANCE、SIMATIC 及び SINEMA に適切でないリソース消費制限

等の脆弱性（更新）。(05/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-05 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 
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・Siemens 社の KTK、SIDOOR、SIMATIC 及び SINAMICS に適切でないリソース消費制限の脆弱性

（更新）。(05/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-08 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」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）。

(05/12) 

 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。 

  

・3S-Smart Software Solutions GmbH 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（更新）。(05/12) 

 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 GmbH 社のＰＬＣソフトウェアに十分でない資格情報保護等の脆弱性

（更新）。(05/14) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-213-04 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」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、６月９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 

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-08
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-274-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-02
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-213-04
mailto:nisc-infra-letter@cyber.go.jp
https://www.nisc.go.jp/active/infra/index.html
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────┤ ■━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

 


