
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年７月１４日発行 第２６５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２６５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２３日～７月１３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）テレワーク関連 

・IPsec 仮想プライベートネットワークの保護(米国 NSA)(07/01) 

 https://media.defense.gov/2020/Jul/02/2002355625/-1/-

1/0/SECURING_IPSEC_VIRTUAL_PRIVATE_NETWORKS_EXECUTIVE_SUMMARYA2020_07_01_FIN

AL_RELEASE.PDF 

  

・Web 会議サービスを使用する際のセキュリティ上の注意事項(IPA)(07/14) 

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

  

（２）Microsoft 社製品に関する脆弱性 

・Microsoft Windows Codecs Library の脆弱性 (CVE-2020-1425, CVE-2020-1457) に関する注意喚

起 (公開)(JPCERT/CC)(07/01) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200027.html 
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（３）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・CyberNewsFlash「Magento に関するアップデート (APSB20-41) について」(JPCERT/CC) 

(06/23) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020062301.html 

  

（４）BIG-IP 製品に関する脆弱性 

・複数の BIG-IP 製品の脆弱性 (CVE-2020-5902) に関する注意喚起（公開）(JPCERT/CC)(07/06) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200028.html 

  

・F5 Networks 製 BIG-IP 製品に複数の脆弱性(JVN)(07/09) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90376702/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

（５）その他 

・CyberNewsFlash「Palo Alto Networks 製品の脆弱性 (CVE-2020-2021) について」

(JPCERT/CC)(06/30) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020063001.html 

  

・三菱電機製 MELSEC iQ-R、iQ-F、Q、L、FX シリーズの CPU ユニットと GX Works3 および GX 

Works2 間の通信が平文で行われている脆弱性(JVN)(06/23) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91424496/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・Chrome 拡張機能 e-Tax 受付システム AP において任意のコマンドが実行可能な脆弱性(JVN)(06/24) 

 https://jvn.jp/jp/JVN40039627/index.html 

  

・ABB 製 Device Library Wizard に重要な情報が安全に格納されていない脆弱性(JVN)(06/24) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96076974/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Honeywell 製品 ControlEdge PLC および ControlEdge RTU に複数の脆弱性(JVN)(06/24) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95216163/index.html 

  

・複数の Rockwell Automation 製品に脆弱性(JVN)(06/26) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96210668/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・ENTTEC 製 Lighting Controllers における複数の脆弱性(JVN)(06/26) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92653659/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Philips 製 Ultrasound Systems に認証回避の脆弱性(JVN)(06/26) 
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・Apache Tomcat におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(06/26) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99474519/index.html 

  

・サイボウズ Garoon に複数の脆弱性(JVN)(06/29) 

 https://jvn.jp/jp/JVN55497111/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.5」となっています。 

  

・NETGEAR 製の複数製品にバッファオーバーフローの脆弱性(JVN)(06/29) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96632139/index.html 

  

・複数の三菱電機製 FA エンジニアリングソフトウェア製品における複数の脆弱性(JVN)(06/30) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90307594/index.html 

  

・Delta Industrial Automation DOPSoft に複数の脆弱性(JVN)(07/01) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96193599/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・三菱電機製 GOT2000 シリーズの TCP/IP 機能における複数の脆弱性(JVN)(07/03) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95413676/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・ABB 製 System 800xA Information Manager にクロスサイトスクリプティングの脆弱性

(JVN)(07/03) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96482880/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Nortek 製 Linear eMerge に複数の脆弱性(JVN)(07/03) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97089813/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・OpenClinic GA に複数の脆弱性(JVN)(07/03) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96290700/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Android アプリ「メルカリ」 (日本版) において Java オブジェクトの任意のメソッドが実行可能な

脆弱性(JVN)(07/08) 

 https://jvn.jp/jp/JVN93167107/index.html 

  

・Grundfos 製 CIM 500 に複数の脆弱性(JVN)(07/08) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91070438/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 
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・SHIRASAGI におけるオープンリダイレクトの脆弱性(JVN)(07/09) 

 https://jvn.jp/jp/JVN55657988/index.html 

  

・Rockwell Automation 製 Logix Designer Studio 5000 に XML 外部エンティティ参照の不適切な制

限の脆弱性(JVN)(07/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96476381/index.html 

  

・Phoenix Contact 製 Automation Worx Software Suite に複数の脆弱性(JVN)(07/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97113078/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」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戦略本部第 24 回会合を開催(07/09) 

 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/index.html#cs24 

  

（２）警察庁 

・令和２年５月期観測資料(06/23) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202006232.html 

  

（３）金融庁 

・「IT・サイバーセキュリティの取組みに関するレポート」について公表しました。(06/30) 

 https://www.fsa.go.jp/news/r1/20200630.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）活動状況 2019 年度下半期」を公開しました(06/24) 

 https://www.ipa.go.jp/security/J-CRAT/index.html 

  

・ニューヨークだより 2020 年 6 月号「アメリカにおけるテレワーク（リモートワーク）の現状」

(06/30) 

 https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/rs_00.html#from_ny 

  

・「TLS 暗号設定ガイドライン」第 3.0 版を公開しました。(07/07) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 
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・Weekly Report 2020-06-24 号(06/24) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202401.html 

  

・Weekly Report 2020-07-01 号(07/01) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202501.html 

  

・Weekly Report 2020-07-08 号(07/08) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202601.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

●米国 DHS 

・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。(06/23) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/06/23/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・VMware 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。(06/24) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/06/24/vmware-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・Cisco 社が IOS XE ソフトウェアの Telnet の脆弱性に関するセキュリティアドバイザリをリリース。

(06/25) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/06/25/cisco-releases-security-advisory-

telnet-vulnerability-ios-xe 

  

・Mozilla 社が 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。(07/02) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/02/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。(07/02) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/02/cisco-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・Samba チームが複数のバージョンの Samba についてのセキュリティアップデートをリリース。

(07/03) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/03/samba-releases-security-updates 

  

・CISA が産業用制御システム（ICS）の保護をリリース。(07/07) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/07/cisa-releases-securing-industrial-

control-systems-unified 
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・Citrix 社の複数の製品に関するセキュリティアップデートをリリース。(07/08) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/08/citrix-releases-security-updates 

  

・VMware 社が VeloCloud についてのセキュリティアップデートをリリース。(07/08) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/08/vmware-releases-security-update-

velocloud 

  

・Juniper Networks 社の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。(07/09) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/09/juniper-networks-releases-security-

updates-multiple-products 

  

・VMware 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。(07/10) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/10/vmware-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・米国連邦取引委員会（ＦＴＣ）が中小企業のサイバー脅威からの保護に関する記事をリリース。

(07/13) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/13/ftc-releases-article-protecting-small-

businesses-cyber-threats 

  

・2020 年 6 月 22 日の週の脆弱性概報。(06/29) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-181 

  

・2020 年 6 月 29 日の週の脆弱性概報。(07/06) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-188 

  

・2020 年 7 月 6 日の週の脆弱性概報。(07/13) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-195 

  

・三菱電機のシーケンサ MELSEC  iQ-R、iQ-F、Q、L 及び FX Series CPU Modules に重要な情報を

平文のまま転送している問題の脆弱性(更新)。(07/07) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-175-01 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」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、７月２８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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