
 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０２０年８月２５日発行 第２６８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２６８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、８月１２日～８月２４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）Microsoft 社製品に関する脆弱性 

・更新：Microsoft 製品の脆弱性対策について(2020 年 8 月)(IPA)(08/20) 

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

  

（２）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)(08/13) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020081301.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99606488/index.html 

  

（３）Apache 製品に関する脆弱性 

・Apache Struts 2 の脆弱性 (S2-059、S2-060) に関する注意喚起（公開）(JPCERT/CC)(08/14) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200034.html 
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・Apache HTTP Web Server 2.4 における複数の脆弱性に対するアップデート(JVN)(08/13) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92184689/index.html 

  

（４）ISC BIND に関する脆弱性 

・ISC BIND 9 に対する複数の脆弱性に関する注意喚起(JPCERT/CC、JVN、JPRS)(08/21) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200035.html 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98069467/index.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-08-21-bind9-vuln-libuv.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-08-21-bind9-vuln-forwarding.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-08-21-bind9-vuln-tsig.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-08-21-bind9-vuln-pkcs11.html 

 https://jprs.jp/tech/security/2020-08-21-bind9-vuln-updatepolicy.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

（５）その他 

・【注意喚起】事業継続を脅かす新たなランサムウェア攻撃について(IPA)(08/20) 

 https://www.ipa.go.jp/security/announce/2020-ransom.html 

  

・悪意のあるサイバーアクターのフィッシングメールを介した偽装 COVID-19 ローン救済ウェブページ

について。(米国 DHS)(08/12) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-225a 

  

・悪意のあるサイバーアクターが、フィッシングメールを使用した KONNI マルウェアへの展開につい

て。(米国 DHS)(08/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-227a 

  

・国家安全保障局(NSA)と連邦捜査局(FBI)が共同でロシアのマルウェア Drovorub に関するサイバーセ

キュリティアドバイザリーを公開。(米国 DHS)(08/13) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/13/joint-nsa-and-fbi-cybersecurity-

advisory-discloses-russian-malware 

  

・CyberNewsFlash「Adobe Lightroom に関するアップデート (APSB20-51) について」

(JPCERT/CC)(08/12) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020081201.html 

  

・CyberNewsFlash「Citrix Endpoint Management のセキュリティアップデートについて」

(JPCERT/CC)(08/12) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020081202.html 

  

・Schneider Electric 製 APC Easy UPS On-Line Software にパストラバーサルの脆弱性(JVN)(08/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90099158/index.html 
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 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Tridium 製 Niagara に遠隔接続端末がタイムアウトしない脆弱性(JVN)(08/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99362875/index.html 

  

・Siemens 製品に複数の脆弱性(JVN)(08/12) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96514651/index.html 

  

・産業用ロボット制御用のソフトウェアシステムにおける問題(JVN)(08/20) 

 https://jvn.jp/ta/JVNTA98870234/index.html 

  

・トレーラーとトラクターヘッド間の電力線通信ネットワークにおける情報漏えいの脆弱性

(JVN)(08/20) 

 https://jvn.jp/ta/JVNTA95473801/index.html 

  

・Exment における複数のクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(08/21) 

 https://jvn.jp/jp/JVN88315581/index.html 

  

・Philips 製 SureSigns VS4 における複数の脆弱性(JVN)(08/21) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96372881/index.html 

  

・NCR SelfServ ATM における複数の脆弱性(JVN)(08/24) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93330893/index.html 

  

・NCR SelfServ ATM BNA における複数の脆弱性(JVN)(08/24) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99081767/index.html 

  

・Diebold Nixdorf ProCash 2100xe USB ATM における暗号化の欠如に関する脆弱性(JVN)(08/24) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU92773731/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 今期間は特にございませんでした。 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・Facebook のメッセンジャーに届く動画に注意！(08/19) 

 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20200819.html 

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 
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・Weekly Report 2020-08-13 号(08/13) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr203101.html 

  

・TRAFFIC LIGHT PROTOCOL (TLP) FIRST Standards Definitions and Usage Guidance - Version 

1.0 日本語版(08/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/research/FIRST-TLP.html 

  

・Weekly Report 2020-08-19 号(08/19) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr203201.html 

  

・CyberNewsFlash「2020 年 4 月から 8 月を振り返って」(08/24) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020082401.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・悪意のあるサイバーアクターは、詐欺的なスキームで米国中小企業庁（SBA）をターゲット。

(08/14) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/14/malicious-cyber-actors-continue-

target-sba-fraudulent-schemes 

  

・北朝鮮の悪意のあるサイバー活動。(08/19) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/19/north-korean-malicious-cyber-activity 

  

・Google が Chrome  84.0.4147.135 をリリース。(08/19) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/19/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。(08/20) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/20/cisco-releases-security-updates 

  

・2020 年 8 月 10 日の週の脆弱性概報。(08/17) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-230 

  

・2020 年 8 月 17 日の週の脆弱性概報。(08/24) 

 https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-237 

  

・Treck 社の IP stacks に含まれる複数の脆弱性（更新）。(08/20) 

 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。 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr203101.html
https://www.jpcert.or.jp/research/FIRST-TLP.html
https://www.jpcert.or.jp/wr/2020/wr203201.html
https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020082401.html
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/14/malicious-cyber-actors-continue-target-sba-fraudulent-schemes
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/14/malicious-cyber-actors-continue-target-sba-fraudulent-schemes
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/19/north-korean-malicious-cyber-activity
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/19/google-releases-security-updates-chrome
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/19/google-releases-security-updates-chrome
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/20/cisco-releases-security-updates
https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-230
https://us-cert.cisa.gov/ncas/bulletins/sb20-237
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-168-01


┃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、９月８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

