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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

  

┼─◎ 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２６７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２８日～８月１１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）夏期休暇関連 

・夏季休暇等に伴うセキュリティ上の留意点について【注意喚起】(NISC)(07/30) 

 https://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/summer20200730.pdf 

  

・夏休みにおける情報セキュリティに関する注意喚起(IPA)(08/03) 

 https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20200803.html 

  

（２）GRUB2 ブートローダーに関する脆弱性 

・GNU プロジェクトの GRUB2 ブートローダーにバッファオーバーフローのセキュリティ脆弱性。(米

国 DHS、JVN)(07/29) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/30/gnu-grub2-vulnerability 

 https://kb.cert.org/vuls/id/174059 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98487886/ 
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（３）多くのデバイスが影響を受ける複数の脆弱性「Ripple20」 

・Treck の IP stacks に含まれる複数の脆弱性（更新）。(米国 DHS)(08/04) 

 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。 

 ※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 

  

（４）Sky 製品に関する脆弱性 

・SKYSEA Client View の脆弱性 (CVE-2020-5617) に関する注意喚起 (公開)(JPCERT/CC、

JVN)(08/03) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200031.html 

 https://jvn.jp/jp/JVN25422698/ 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

（５）Microsoft 製品の脆弱性 

・Microsoft 製品の脆弱性対策について(2020 年 8 月) (IPA、JPCERT/CC)（08/12） 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200812-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200033.html 

  

（６）Adobe 製品に関する脆弱性 

・CyberNewsFlash「Magento に関するアップデート (APSB20-47) について」(JPCERT/CC)(07/29) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020072901.html 

  

・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性対策について(APSB20-48)(CVE-2020-9693 等) (IPA、

JPCERT/CC)（08/12） 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20200812-adobereader.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200032.html 

  

（７）その他 

・JavaFX の WebEngine コンポーネントに任意の Java メソッド実行が可能になる脆弱性

(JVN)(07/28) 

 https://jvn.jp/jp/JVN62161191/ 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・KonaWiki2 および KonaWiki3 における複数の脆弱性(JVN)(07/28) 

 https://jvn.jp/jp/JVN48194211/ 

  

・トヨタ自動車製 Global TechStream (GTS) におけるバッファオーバーフローの脆弱性(JVN)(07/29) 

 https://jvn.jp/jp/JVN40400577/ 
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・HMS Industrial Networks AB 製 eCatcher 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)(07/29) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97217531/ 

 ※CVSSv3 では基本値「9.6」となっています。 

  

・Softing Industrial Automation 製 OPC に複数の脆弱性(JVN)(07/29) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90595512/ 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Secomea 製 GateManager に複数の脆弱性(JVN)(07/29) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96640421/ 

 ※CVSSv3 では基本値「10.0」となっています。 

  

・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不適切なファイルアクセス制御の

脆弱性(JVN)(07/30) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93893801/ 

 ※CVSSv3 では基本値「8.3」となっています。 

  

・複数の三菱電機製 FA 製品における複数の脆弱性(JVN)(07/30) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90224831/ 

 ※CVSSv3 では基本値「8.3」となっています。 

  

・Fanuc i Series CNC におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(07/31) 

 https://jvn.jp/jp/JVN84959128/ 

  

・横河電機製 CAMS for HIS に複数の脆弱性(JVN)(07/31) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97997181/ 

 ※CVSSv3 では基本値「8.1」となっています。 

  

・複数の PHP 工房製品における複数の脆弱性(JVN)(07/31) 

 https://jvn.jp/jp/JVN73169744/ 

  

・Inductive Automation 製 Ignition 8 に認可処理の欠如に関する脆弱性(JVN)(07/31) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU97481128/ 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Philips 製 DreamMapper にログファイルからの情報漏えいの脆弱性(JVN)(07/31) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90407983/ 

  

・Web Rehosting サービスにおいて複数ウェブサイトに跨ったコンテンツの改ざん・盗聴等が行われ

る問題(JVN)(08/03) 

 https://jvn.jp/ta/JVNTA96129397/ 
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・Delta Electronics Industrial Automation CNCSoft ScreenEditor に複数の脆弱性(JVN)(08/05) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96993482/ 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・トレンドマイクロ社のルートキット対策ドライバに入力値検証不備の脆弱性(JVN)(08/05) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99160193/ 

  

・トレンドマイクロ株式会社製のウイルスバスター クラウドのインストーラにおける DLL 読み込み

に関する脆弱性(JVN)(08/06) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98423028/ 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・トレンドマイクロ株式会社製のウイルスバスター クラウドのドライバに境界外読み込みの脆弱性

(JVN)(08/11) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94105662/ 

  

・Advantech 製 WebAccess HMI Designer に複数の脆弱性(JVN)(08/07) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90924965/ 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Geutebrück 製 G-Cam および G-Code に OS コマンドインジェクションの脆弱性(JVN)(08/07) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99172970/ 

 ※CVSSv3 では基本値「7.2」となっています。 

  

・Delta Industrial Automation TPEditor における複数の脆弱性(JVN)(08/07) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90331695/ 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

・CyberMail における複数の脆弱性(JVN)(08/11) 

 https://jvn.jp/jp/JVN46258789/ 

  

・複数の Apple 製品における脆弱性に対するアップデート(JVN)(08/11) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95491800/ 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＮＩＳＣ 

・普及啓発・人材育成専門調査会第 13 回会合を開催(08/04) 

 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/jinzai/index.html#jinzai13 

  

（２）警察庁 

・ZeroShell の脆弱性を標的としたアクセスの観測について(08/11) 
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 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202008111.html 

  

・令和２年７月期観測資料(08/11) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2020/202008112.html 

  

（３）経済産業省 

・「DX 企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.0（案）」の意見公募手続き（パブリックコ

メント）を開始しました(07/29) 

 https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200729001/20200729001.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 2 四半期（4 月～6 月）](07/28) 

 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/vuln2020q2.html 

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

  

・更新：「Emotet」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについて(07/28) 

 https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html 

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

  

（２）ＩＰＡ 

・更新：vBulletin における任意のコード実行の脆弱性(CVE-2019-16759)について(08/11) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/alert20190927.html 

  

・「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP） 運用状況 [2020 年 4 月～6 月]」を公開しました。

(07/30) 

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

  

・「コンピュータウイルス・不正アクセスの届出事例［2020 年上半期（1 月～6 月）］」を公開しまし

た。(08/06) 

 https://www.ipa.go.jp/security/outline/todokede-j.html 

  

（３）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・JPCERT/CC Eyes「ログ分析トレーニング用コンテンツの公開」(07/28) 

 https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2020/07/log_analysis_training.html 

  

・Weekly Report 2020-07-29 号(07/29) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr202901.html 

  

・JPCERT/CC インターネット定点観測レポート [2020 年 4 月 1 日～2020 年 6 月 30 日](07/30) 
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 https://www.jpcert.or.jp/tsubame/report/report202004-06.html 

  

・Weekly Report 2020-08-05 号(08/05) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr203001.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・米国国土安全保障省（DHS）サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）と英国国家サ

イバーセキュリティセンター（NCSC）は QNAP Systems 製のネットワーク接続ストレージ（NAS）を

標的としたマルウェア「QSnatch」のレガシーリスクの可能性について共同アラートの発表。(07/27) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-209a 

  

・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。(07/28) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/28/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・Mozilla が Firefox、Firefox ESR 及び Thunderbird についてのセキュリティアップデートをリリー

ス。(07/29) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/29/mozilla-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・Cisco 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。(07/30) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/30/cisco-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・Cisco 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。(08/06) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/06/cisco-releases-security-updates-

multiple-produ 

  

・中国の悪意のあるサイバー活動。(08/03) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/03/chinese-malicious-cyber-activity 

  

・米国 FBI インターネット犯罪苦情センター（IC3）がオンラインショッピング詐欺の増加を報告。

(08/05) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/05/fbi-reports-increase-online-shopping-

scams 

  

・国家安全保障局（NSA)が位置情報の公開制限に関するガイダンスをリリース。(08/06) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/06/nsa-releases-guidance-limiting-

location-data-exposure 
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・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。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・Adobe が Adobe、Adobe Reader 等についてのセキュリティアップデートをリリース。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/adobe-releases-security-updates 

  

・米国インターネットセキュリティセンター（ＣＩＳ）が２０１９年年次報告を公表。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/cis-releases-2019-year-review-0 

  

・Microsoft が２０２０年８月度のセキュリティアップデートをリリース。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/microsoft-releases-august-2020-

security-updates 

  

・Microsoft が積極的な悪用による RCE 及びなりすましの脆弱性に対処。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/microsoft-addresses-rce-and-

spoofing-vulnerabilities-under-active 

  

・SAP が２０２０年８月度のセキュリティアップデートをリリース。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/sap-releases-august-2020-security-

updates 

  

・2020 年 7 月 27 日の週の脆弱性概報。(08/03) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-216 

  

・2020 年 8 月 3 日の週の脆弱性概報。(08/10) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-223 

  

・Delta Electronics の Delta Industrial Automation DOPSoft に複数の脆弱性（更新）。(07/28) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-182-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・トレーラー電源ライン通信の送信データによる機密情報の漏えいの脆弱性。(08/06) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-219-01 

 ※CVSSv3 では基本値「4.3」となっています。 

  

・Advantech の WebAccess HMI Designer 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。

(08/06) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-219-02 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Schneider Electric の APC Easy UPS On-Line にパストラバーサル等の脆弱性。(08/11) 
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 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-02 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Tridium の Niagara にタイムアウトなしのリモートリソースの同期アクセスの脆弱性。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-03 

 ※CVSSv3 では基本値「4.3」となっています。 

  

・Siemens の SCALANCE 及び RUGGEDCOM に古典的バッファオーバーフローの脆弱性。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-04 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Siemens の SIMATIC 及び SIMOTICS に TOCTOU 競合状態の脆弱性。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-05 

 ※CVSSv3 では基本値「3.1」となっています。 

  

・Siemens の Desigo CC にコードインジェクションの脆弱性。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-06 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Siemens の Automation License Manager(ALM)に不適切な認証の脆弱性。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-07 

 ※CVSSv3 では基本値「7.3」となっています。 

  

・Siemens の SICAM A8000 RTUs にクロスサイトスクリプティングの脆弱性。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-08 

 ※CVSSv3 では基本値「8.3」となっています。 

  

・Siemens の UMC Stack 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）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-196-05 

 ※CVSSv3 では基本値「8.3」となっています。 

  

・Siemens の Opcenter Execution Core にクロスサイトスクリプティングの脆弱性（更新）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-196-07 

 ※CVSSv3 では基本値「8.5」となっています。 

  

・Siemens 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）。(08/11) 

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

 ※CVSSv3 では基本値「6.7」となっています。 

  

・Siemens の SCALANCE 及び SIMATIC にリソース枯渇の脆弱性(更新）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-105-07 
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 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 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）。(08/11) 

 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 の産業用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）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-042-04 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens の産業セキュリティ機器に適切でないリソース消費制限等の脆弱性（更新）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-042-10 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens の産業用リアルタイム機器に不適切な入力検証の脆弱性（更新）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-19-283-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 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）。(08/11) 

 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 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）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-19-253-03 

 ※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システムに領域外のメモリ参照の脆弱性（更新）。(08/11) 

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

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 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）。(08/11) 

 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 の OPC 基盤による OPC UA プロトコールスタックのディスカバリーサービスを使用してい

る製品に XML 外部実体参照に関する脆弱性（更新）。(08/11) 

 https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/ICSA-17-243-01-0 

 ※CVSSv3 では基本値「8.2」となっています。 

  

・Siemens 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）。(08/11) 

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

 ※CVSSv3 では基本値「6.5」となっています。 
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃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、８月２５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────┤ ■━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

 

mailto:nisc-infra-letter@cyber.go.jp
https://www.nisc.go.jp/active/infra/index.html
https://www.youtube.com/user/NISCchannel/videos

