
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年６月２４日発行 第２６４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２６４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、６月９日～６月２２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）多くのデバイスが影響を受ける複数の脆弱性「Ripple20」 

・多くのデバイスが影響を受ける複数の脆弱性「Ripple20」に関する参考情報(NISC)(06/24) 

 https://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/Ripple2020200624.pdf 

※本脆弱性に対して、既に脆弱性パッチが一部公表されているものの、ほとんどの製品で修正されてい

ないのが現状です。「Ripple20」の影響を受けるライブラリは、Treck 社とエルミックシステムズ社(現

在は、図研エルミック社)が開発したものとしており、「Treck TCP/IP」や「KASAGO 製品」として、

種々のデバイスに組み込まれています。これらのライブラリは、基礎的なものであることから、サプラ

イチェーンの特性上、脆弱性を含む製品の特定は容易ではありません。 

・       ICS Advisory (ICSA-20-168-01) -Treck TCP/IP Stack-（ICS-CERT）(06/16) 

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-168-01 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・       Vulnerability Response Information（Treck） 

https://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/Ripple2020200624.pdf
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-168-01


https://treck.com/vulnerability-response-information/ 

  

・       KASAGO 製品における脆弱性に関するお知らせ（図研エルミック）（06/17） 

https://www.elwsc.co.jp/wp-content/uploads/2020/06/KASAGO202006-1.pdf 

  

（２）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・Adobe Flash Player の脆弱性対策について(APSB20-30)(CVE-2020-9633)(IPA、

JPCERT/CC)(06/10) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200610-adobeflashplayer.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200025.html 

  

・CyberNewsFlash 「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(JPCERT/CC)(06/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020061002.html 

  

（３）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 6 月)(IPA、JPCERT/CC)(06/10) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200610-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200026.html 

  

（４）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)(06/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020061001.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98979613/index.html 

  

（５）その他 

・CyberNewsFlash「QNAP 社製 NAS および Photo Station に影響を与えるランサムウエアに関する

情報について」(JPCERT/CC)(06/09) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020060901.html 

  

・CyberNewsFlash 「ISC BIND 9 における脆弱性 (CVE-2020-8618、CVE-2020-8619) について」

(JPCERT/CC、JVN、JPRS)(06/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020061801.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91012351/index.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-06-18-bind9-vuln-zone-transfer.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-06-18-bind9-vuln-asterisk.html 

  

・複数のソニー製 Bluetooth ヘッドホンにおける Bluetooth ペアリング処理の脆弱性(JVN)(06/09) 

 https://jvn.jp/jp/JVN67447798/index.html 

  

・UPnP プロトコルを実装した機器に対する攻撃手法について(CallStranger)(JVN)(06/09) 

 https://jvn.jp/ta/JVNTA95827565/index.html 
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・三菱電機製 MELSEC iQ-R シリーズの Ethernet ポートにおけるリソース枯渇の脆弱性

(JVN)(06/09) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97662844/index.html 

  

・Advantech 製 WebAccess Node にスタックベースのバッファーオーバーフローの脆弱性

(JVN)(06/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96784798/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Siemens 製品に複数の脆弱性(JVN)(06/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97501786/index.html 

  

・Zenphoto における複数の脆弱性(JVN)(06/11) 

 https://jvn.jp/jp/JVN32252648/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Rockwell Automation 製 FactoryTalk Linx Software に複数の脆弱性(JVN)(06/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91454414/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.6」となっています。 

  

・OSIsoft 製 PI Web API 2019 におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(06/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92610962/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.7」となっています。 

  

・Philips 製 IntelliBridge Enterprise (IBE) におけるログファイルからの情報漏えいに関する脆弱性

(JVN)(06/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95105247/index.html 

  

・EC-CUBE におけるディレクトリトラバーサルの脆弱性(JVN)(06/18) 

 https://jvn.jp/jp/JVN77458946/index.html 

  

・三菱電機製 MC Works64 および MC Works32 に複数の脆弱性(JVN)(06/18) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95379131/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Johnson Controls 製 exacqVision にデジタル署名の検証不備の脆弱性(JVN)(06/19) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93844395/index.html 

  

・BIOTRONIK 製 CardioMessenger II に複数の脆弱性(JVN)(06/19) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97042917/index.html 

  

・複数の Baxter 製品に脆弱性(JVN)(06/19) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91499991/index.html 
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 ※CVSSv3 では基本値「8.6」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＮＩＳＣ 

・テレワーク等への継続的な取組に際してセキュリティ上留意すべき点について(06/11) 

 https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/telework20200611.pdf 

  

（２）経済産業省 

・昨今の産業を巡るサイバーセキュリティに係る状況の認識と、今後の取組の方向性についての報告書

を取りまとめました(06/12) 

 https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200612004/20200612004.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2020-06-10 号(06/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202201.html 

  

・ビジネスメール詐欺の実態調査報告書 (英語版)(06/11) 

 https://www.jpcert.or.jp/research/BEC-survey.html 

  

・JPCERT/CC Eyes「マルウエア LODEINFO の進化」(06/11) 

 https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2020/06/LODEINFO-2.html 

  

・Weekly Report 2020-06-17 号(06/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202301.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

●米国 DHS 

・Vmware 社の Horizon Client の権限昇格の脆弱性。(06/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/10/vmware-releases-security-update-

horizon-client-windows 

  

・米国インターネット犯罪苦情センター（IC3）はモバイルバンキングアプリに関連するサイバーリス

クついて警告。(06/11) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/11/ic3-releases-alert-mobile-banking-

apps 
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・WordPress が WordPress 5.4.1 及びそれ以前についてのセキュリティ及びメンテナンスアップデート

をリリース。(06/11) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/11/wordpress-releases-security-and-

maintenance-update 

  

・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。(06/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/16/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・Adobe 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。(06/17) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/17/adobe-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・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。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/18/cisco-releases-multiple-security-

updates 

  

・Drupal 社が Drupal 7、8.8、8.9 及び 9.0 についてのセキュリティアップデートをリリース。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/18/drupal-releases-security-updates 

  

・ニュージーランド CERT がランサムウエアキャンペーンについてアドバイザリーをリリース。

(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/18/cert-nz-releases-advisory-

ransomware-campaign 

  

・Microsoft 社が Windows についてのセキュリティアップデートをリリース。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/19/microsoft-releases-security-updates-

windows 

  

・豪州サイバーセキュリティセンター(ACSC)がコピーアンドペーストの侵害を使用したサイバーキャ

ンペーンに関するアドバイザリーをリリース。(06/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/06/22/acsc-releases-advisory-cyber-

campaign-using-copy-paste-compromises 

  

・2020 年 6 月 8 日の週の脆弱性概報。(06/15) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-167 

  

・2020 年 6 月 15 日の週の脆弱性概報。(06/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb20-174 

  

・Philips 社の PageWriter の TC10、TC20、TC30、TC50 及び TC70 Cardiographs に複数の脆弱性

（更新）。(06/09) 
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 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSMA-18-228-01 

  

・Siemens 社のオートメーションシステムに領域外のメモリ参照の脆弱性（更新）。(06/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-19-099-06 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・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）。(06/09) 

 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。 

  

・OSIsoft 社の PI System に制御されていない検索パス問題等の脆弱性（更新）。(06/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-133-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・三菱電機のシーケンサ MELSEC iQ-R series にリソースの枯渇に関する脆弱性（更新）。(06/16) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-161-02 

  

・Iconics 社の GENESIS64 及び GENESIS32 にサービス拒否とリモートから任意のコードが実行される

脆弱性。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-03 

 ※CVSSv3 では基本値「9.4」となっています。 

  

・Rockwell Automation 社の FactoryTalk Services Platform に不適切な入力検証の脆弱性。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-04 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Rockwell Automation 社の FactoryTalk View SE に不適切な入力検証等の脆弱性。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-05 

 ※CVSSv3 では基本値「9.0」となっています。 

  

・Becton, Dickinson and Company (BD)社の Alaris PCU9.13、9.19、9.33 及び 12.1 に適切でないリソ

ース消費制限の脆弱性。(06/18) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-20-170-06 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃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、７月１４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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