
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年７月２８日発行 第２６６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２６６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、７月１４日～７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）Emotet 関連 

・CyberNewsFlash「マルウエア Emotet の感染に繋がるメールの配布活動の再開について」

(JPCERT/CC)(07/20) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020072001.html 

  

（２）BIG-IP 製品の脆弱性 

・複数の BIG-IP 製品の脆弱性 (CVE-2020-5902) に関する注意喚起 (更新)(JPCERT/CC)(07/14) 

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

・F5 BIG-IP の脆弱性(CVE-2020-5902)の悪用に関するアラート。(米国 DHS)(07/24) 

https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-206a 

  

（３）Oracle 社製品に関する脆弱性 

・Oracle Java の脆弱性対策について(CVE-2020-14664 等)(IPA)(07/15) 

https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020072001.html
https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200028.html
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-206a


 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200715-jre.html 

  

・2020 年 7 月 Oracle 製品のクリティカルパッチアップデートに関する注意喚起（公開）

(JPCERT/CC)(07/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200030.html 

  

（４）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 7 月)(IPA、JPCERT/CC)(07/15) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200715-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200029.html 

  

（５）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」(JPCERT/CC)(07/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020071501.html 

  

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(JPCERT/CC) (07/22) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020072201.html 

  

（６）その他 

・CyberNewsFlash「SAP NetWeaver Application Server Java の脆弱性 (CVE-2020-6287) につい

て」(JPCERT/CC)(07/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020071401.html 

  

・Siemens 製品に複数の脆弱性(JVN)(07/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97872642/index.html 

  

・複数の Moxa 製セキュア・ルータにスタックベースのバッファオーバーフローの脆弱性

(JVN)(07/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98553449/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Advantech 製 iView に複数の脆弱性(JVN)(07/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95694616/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・SmartLinx Neuron 2 に保護メカニズムを回避可能な脆弱性(JVN)(07/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99576329/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.6」となっています。 

  

・Apache Tomcat における複数のサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(07/15) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96390265/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)(07/16) 
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 https://jvn.jp/vu/JVNVU94090210/index.html 

  

・WordPress 用プラグイン Social Sharing Plugin におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆

弱性(JVN)(07/22) 

 https://jvn.jp/jp/JVN05502028/index.html 

  

・複数の Schneider Electric 製品に脆弱性(JVN)(07/27) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97253681/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＮＩＳＣ 

・重要インフラ専門調査会第 22 回会合を開催(7/13 開催)(07/17) 

 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/ciip/index.html#ciip22 

  

・サイバーセキュリティ戦略本部第 25 回会合を開催(07/21) 

 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/index.html#cs25 

  

（２）警察庁 

・Microsoft SMBv3 の脆弱性に関するアクセスの観測等について(07/16) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202007161.html 

  

・令和２年６月期観測資料(07/16) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202007162.html 

  

（３）総務省 

・テレワークのセキュリティに関する相談対応体制の強化(07/14) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00076.html 

  

・サイバーセキュリティタスクフォース（第 25 回）(07/17) 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cybersecurity_taskforce/02cyber01_04000001_00127

.html 

  

・「IoT・5G セキュリティ総合対策 2020（案）」に対する意見募集の結果及び「IoT・5G セキュリテ

ィ総合対策 2020」の公表(07/17) 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cybersecurity_taskforce/02cyber01_04000001_00126

.html 
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・「情報セキュリティ 10 大脅威 2020」について、簡易説明資料の組織編（英語版）を公開しました。

(07/21) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2020.html 

  

・「情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況［2020 年第 2 四半期（4 月～6 月）］」を公開しまし

た。(07/21) 

 https://www.ipa.go.jp/security/txt/2020/q2outline.html 

  

・「安全なウェブサイトの作り方」の HTML 版として「ウェブアプリケーションのセキュリティ実装

（第 1 章の抜粋）」を公開(07/22) 

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

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・JPCERT/CC 活動概要 [2020 年 4 月 1 日～2020 年 6 月 30 日](07/14) 

 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 4 月 1 日～2020 年 6 月 30 日](07/14) 

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

  

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(07/22) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020072201.html 

  

・Weekly Report 2020-07-15 号(07/15) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202701.html 

  

・Weekly Report 2020-07-22 号(07/22) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202801.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。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/14/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・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。(07/15) 
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 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/15/cisco-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・COVID-19 の研究、ワクチン開発を標的とした悪意のある活動。(07/16) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/16/malicious-activity-targeting-covid-19-

research-vaccine-development 

  

・CISA が Microsoft 社の重大な脆弱性に関する緊急指令を発表(07/16) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-195a 

  

・Mozilla が Thunderbird についてのセキュリティアップデートをリリース。(07/17) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/17/mozilla-releases-security-update-

thunderbird 

  

・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。(07/17) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/17/microsoft-releases-security-update-

edge 

  

・Citrix 社の Workspace App に関するセキュリティアップデートをリリース。(07/23) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/23/citrix-releases-security-updates-

workspace-app-windows 

  

・Cisco 社の ASA 及び FTD Software に関するセキュリティアップデートをリリース。(07/23) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/23/cisco-releases-security-updates-asa-

and-ftd-software 

  

・2020 年 7 月 13 日の週の脆弱性概報。(07/20) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-202 

  

・2020 年 7 月 22 日の週の脆弱性概報。(07/28) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-209 

  

・Baxter 社の PrismaFlex 及び PrisMax に不適切な認証等の脆弱性（更新）(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-20-170-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.6」となっています。 

  

・Siemens 社の SIMATIC、SINAMICS、SINEC、SINEMA 及び SINUMERIK に引用符で囲まれていな

いプログラムパスの脆弱性（更新）。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-161-04 

  

・Siemens 社の SIMATIC 及び SINAMICS に制御されていない検索パス問題等の脆弱性（更新）。

(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-161-05 
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 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Siemens 社のＰＬＣユニットに適切でないリソース消費制限の脆弱性（更新）。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-070-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のイーサネットスイッチ等に NULL ポインタ参照等の脆弱性（更新）。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-042-02 

 ※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）。

(07/14) 

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

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens のオートメーションコントローラーに危険なメソッドや機能の公開の脆弱性（更新）。

(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-19-318-02 

  

・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）。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-19-283-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のセキュリティモジュールに不適切なコーディング基準の遵守の脆弱性（更新）。

(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-19-227-03 

  

・Siemens 社の産業オートメーション機器に不適切な入力検証の脆弱性（更新）。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/ICSA-17-339-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社の PROFINET DCP を実装した機器に不適切な入力検証の脆弱性（更新）。(07/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/ICSA-17-129-02 

  

・Treck 社の IP stacks に含まれる複数の脆弱性（更新）。(07/21) 

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

 ※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 
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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、８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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