
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年６月９日発行 第２６３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２６３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２６日～６月８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）Apple 社製品に関する脆弱性 

・iOS、iPadOS、tvOS、watchOS、macOS のカーネルに脆弱性(JVN)(05/27) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98960050/index.html 

  

・複数の Apple 製品における脆弱性に対するアップデート(JVN)(05/27) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98042162/index.html 

  

・複数の Apple 製品における脆弱性に対するアップデート(JVN)(06/02) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96200968/index.html 

  

（２）その他 

・緊急事態宣言解除後のセキュリティ・チェックリスト(JNSA)(05/20) 

 https://www.jnsa.org/telework_support/telework_security/index.html 
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・Johnson Controls 製 Kantech EntraPass におけるアクセス制限不備の脆弱性(JVN)(05/27) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98489402/index.html 

  

・Inductive Automation 製 Ignition に複数の脆弱性(JVN)(05/27) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91608150/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・複数のサイボウズ製品における脆弱性に対するアップデート(JVN)(05/29) 

 https://jvn.jp/jp/JVN78745667/index.html 

  

・IP-in-IP プロトコルによる IP トンネリングが悪用され任意の宛先にパケットが送信される問題

(JVN)(06/03) 

 https://jvn.jp/ta/JVNTA90492923/index.html 

  

・GE 製 Grid Solutions Reason RT Clocks に重要な機能に対する認証欠如に関する脆弱性

(JVN)(06/03) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99830150/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.6」となっています。 

  

・SWARCO TRAFFIC SYSTEMS 製 SWARCO CPU LS4000 に不適切なアクセス制御に関する脆弱性

(JVN)(06/03) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90630279/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・複数の ABB 製品における複数の脆弱性(JVN)(06/04) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94921886/index.html 

  

・XACK DNS におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(06/05) 

 https://jvn.jp/jp/JVN40208370/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.6」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）警察庁 

・Zyxel CNM SecuManager の脆弱性を標的としたアクセスの観測等について(06/05) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202006051.html 

  

・令和２年４月期観測資料(06/05) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202006052.html 

  

（２）総務省 
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・無線 LAN のセキュリティに関するガイドラインの改定(05/29) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00069.html 

  

・サイバーセキュリティタスクフォース（第 24 回）(5/28 開催)(06/05) 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cybersecurity_taskforce/02cyber01_04000001_00121

.html 

  

・「IoT・5G セキュリティ総合対策 2020（案）」に対する意見募集(06/05) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00072.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・更新：テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項(05/26) 

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

  

・「情報セキュリティ対策支援サイト」刷新版を公開(05/28) 

 https://www.ipa.go.jp/security/isec-portal/index.html 

  

・「情報セキュリティ対策ベンチマーク」刷新版を公開(05/28) 

 https://www.ipa.go.jp/security/benchmark/ 

  

・「サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver 2.0 実践のためのプラクティス集 第 2 版」を公開しま

した。(06/03) 

 https://www.ipa.go.jp/security/fy30/reports/ciso/index.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2020-05-27 号(05/27) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202001.html 

  

・Weekly Report 2020-06-03 号(06/03) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202101.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

●米国 DHS 

・米国国家安全保障局がメール転送ソフトウェア Exim の脆弱性を悪用する Sandworm Actors に関する

アドバイザリをリリース。(05/28) 
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 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/28/nsa-releases-advisory-sandworm-

actors-exploiting-exim 

  

・Cisco 社の CML and VIRL-PE についてのセキュリティアップデートをリリース。(05/29) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/29/cisco-releases-security-updates-cml-

and-virl-pe 

  

・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。(06/03) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/03/mozilla-releases-security-updates-

firefox-and-firefox-esr 

  

・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。(06/04) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/04/cisco-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。(06/04) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/04/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・Microsoft 社の SMBv3 Client/Server において、リモートでのコード実行の脆弱性（CVE-2020-

0796）についての警告をリリース。(06/05) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/05/unpatched-microsoft-systems-

vulnerable-cve-2020-0796 

  

・２０２０年５月２５日の週の脆弱性概報。(06/01) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-153 

  

・２０２０年６月１日の週の脆弱性概報。(06/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-160 

  

・ユニバーサル プラグ アンド プレイ (UPnP) の SUBSCRIBE 機能は、任意の宛先にトラフィックを

送信するために悪用される可能性。(06/08) 

 https://kb.cert.org/vuls/id/339275 

  

・Medtronic 社の医療用モニター等に不適切なアクセスコントロール等の脆弱性（更新）。(06/04) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSMA-19-080-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.3」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 
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 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２３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。 
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