
 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１９年７月２３日発行 第２４２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２４２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９日～７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）Microsoft 社製品に関する脆弱性 

・Microsoft 製品の脆弱性対策について(2019 年 7 月)(IPA、JPCERT/CC)(07/10) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20190710-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190029.html 

  

（２）Oracle 社製品に関する脆弱性 

・Oracle Java の脆弱性対策について(CVE-2019-7317 等)(IPA)(07/17) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20190717-jre.html 

  

・Oracle Solaris における任意のコード実行の脆弱性(JVN)(07/18) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99222951/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 
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・2019 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)(07/17) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190030.html 

  

（３）Intel 社製品に関する脆弱性 

・Intel 製品に複数の脆弱性(JVN)(07/10) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90203478/index.html 

  

・Intel Dual Band Wireless-AC 8260 におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性(JVN)(07/10) 

 https://jvn.jp/jp/JVN75617741/index.html 

  

（４）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」(07/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019071001.html 

  

（５）その他 

・サイボウズ Garoon における複数の脆弱性(JVN)(07/16) 

 https://jvn.jp/jp/JVN62618482/index.html 

  

・WordPress 用プラグイン WordPress Ultra Simple Paypal Shopping Cart 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)(07/16) 

 https://jvn.jp/jp/JVN48981892/index.html 

  

・LLVM の Arm バックエンドにおいてスタック保護機構が機能しなくなる問題(JVN)(07/17) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU96954584/index.html 

  

・WordPress 用プラグイン Category Specific RSS feed Subscription 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)(07/18) 

 https://jvn.jp/jp/JVN92510087/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 警察庁 

・令和元年６月期観測資料(07/19) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201907192.html 

  

・宛先ポート 5500/TCP、5555/TCP 及び 60001/TCP に対する Mirai ボットの特徴を有するアクセス

の増加について(07/19) 

 https://www.npa.go.jp/cyberpolice/important/2019/201907191.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 
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┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

●ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2019-07-10 号(07/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr192601.html 

  

・JPCERT/CC 活動概要 [2019 年 4 月 1 日～2019 年 6 月 30 日](07/11) 

 https://www.jpcert.or.jp/pr/index.html 

  

・JPCERT/CC インシデント報告対応レポート [2019 年 4 月 1 日～2019 年 6 月 30 日](07/11) 

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

  

・JPCERT/CC インターネット定点観測レポート [2019 年 4 月 1 日～2019 年 6 月 30 日](07/16) 

 https://www.jpcert.or.jp/tsubame/report/report201904-06.html 

  

・Weekly Report 2019-07-18 号(07/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr192701.html 

  

・CyberNewsFlash「攻撃を目的としたスキャンに備えて 2019 年 7 月」(07/22) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019072201.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・Adobe 社が Bridge CC 等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://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/09/adobe-releases-security-updates 

  

・Mozilla が Firefox 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://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/09/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。(07/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/10/cisco-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・Juniper Networks 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://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/10/juniper-networks-releases-multiple-

security-updates 

  

・Atlassian 社が Jira についてのセキュリティアップデートをリリース。(07/11) 
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 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/11/atlassian-releases-security-updates-

jira 

  

・英国サイバーセキュリティセンター（NCSC）がＤＮＳハイジャックキャンペーンに係る注意喚起を

実施。(07/12) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/12/ncsc-releases-advisory-ongoing-dns-

hijacking-campaign 

  

・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。(07/15) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/15/google-releases-security-updates-

chrome 

  

・米国内国歳入庁（ＩＲＳ）が６分野のサイバーセキュリティ防御策を公表。(07/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/16/irs-releases-six-cybersecurity-

safeguards 

  

・Microsoft 社が PowerShell Core についてのセキュリティアップデートをリリース。(07/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/16/microsoft-releases-security-updates-

powershell-core 

  

・英国サイバーセキュリティセンター（NCSC）が２０１９年能動的サイバーディフェンスレポートを

公表。(07/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/16/ncsc-releases-2019-active-cyber-

defence-report 

  

・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。(07/17) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/17/cisco-releases-security-updates-

multiple-products 

  

・Drupal 社が Drupal Core 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://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/17/drupal-releases-security-update 

  

・米国 WaterISAC がサイバーセキュリティ基礎ガイドの改定版をリリース。(07/17) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/17/waterisac-releases-cybersecurity-

fundamentals 

  

・カナダサイバーセキュリティセンターがファイルレスマルウェア「Astaroth」に関する注意喚起を実

施。(07/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/18/canadian-centre-cyber-security-

releases-advisory-fileless-malware 

  

・Apple 社が iOS 等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。(07/22) 
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 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/22/apple-releases-multiple-security-

updates 

  

・ＣＩＳＡが５Ｇワイヤレスネットワークにおけるリスク要因に関するパンフレットをリリース。

(07/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/22/5g-wireless-network-risk-factors 

  

・７月８日の週の脆弱性概報(07/15) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-196 

  

・７月１５日の週の脆弱性概報(07/22) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-203 

  

・Siemens 社の制御ソフトウェアに不適切な入力検証の脆弱性。(07/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-190-05 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社のエネルギー総合管理システムにクロスサイトスクリプティングの脆弱性。(07/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-190-04 

  

・Schneider Electric 社のロジックモジュールリレーにメモリの解放後使用の脆弱性。(07/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-190-03 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Rockwell Automation 社のグラフィックターミナルに不適切なアクセス制御等の脆弱性。(07/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-190-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Emerson 社の分散制御システムに資格情報がハードコーディングされている問題の脆弱性。(07/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-190-01 

  

・GE 社の全身麻酔システムに不適切な認証の脆弱性。(07/09) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-190-01 

  

・Schneider Electric 社のライセンス管理用ソフトウェアに不適切な入力検証等の脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-07 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Schneider Electric 社のＳＣＡＤＡシステムに領域外メモリへの書き出しの脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-06 

 ※CVSSv3 では基本値「7.0」となっています。 

  

・AVEVA 社のＳＣＡＤＡライセンス管理用ソフトウェアに不適切な入力検証等の脆弱性。(07/11) 
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 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-05 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Siemens 社のオートメーションシステムに不適切な入力検証等の脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-04 

  

・Siemens 社のＰＬＣコントローラーに不適切なアクセス制御の脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-03 

 ※CVSSv3 では基本値「8.0」となっています。 

  

・Siemens 社のオートメーションシステムに識別不能な混在したアクセスの脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.2」となっています。 

  

・Delta Electronics 社のコンピュータ数値制御ソフトウェアにヒープベースのバッファオーバーフロー

の脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-192-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Philips 社の心電図解析装置に廃止された関数の使用の脆弱性。(07/11) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-192-01 

  

・Exacq Technologies 社のサーバに「引用符で囲まれていないプログラムパスの脆弱性。(07/16) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-199-01 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃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、８月６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 
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 ◎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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