
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１９年９月１０日発行 第２４５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２４５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２７日～９月９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）Apple 社製品に関する脆弱性 

・複数の Apple 製品における脆弱性に対するアップデート(JVN)(08/27) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU90057210/index.html 

  

（２）その他 

・複数の SSL VPN 製品の脆弱性に関する注意喚起(JPCERT/CC)(09/02) 

複数の SSL VPN 製品の脆弱性に関する注意喚起(更新)(JPCERT/CC)(09/06) 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190033.html 

  

・ISC Kea DHCP サーバにおける複数の脆弱性(JVN)(09/02) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93863470/index.html 

  

・パナソニック Video Insight VMS における SQL インジェクションの脆弱性(JVN)(09/02) 

 https://jvn.jp/jp/JVN93833849/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Exim に TLS ハンドシェイク中の DN および SNI の処理が適切に行われない問題(JVN)(09/09) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98867516/index.html 
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 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 警察庁 

・令和元年度 不正アクセス行為対策等の実態調査及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に

関する調査の実施について(09/04) 

 https://www.npa.go.jp/cyber/pdf/R010904_access.pdf 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・「コンピュータウイルス・不正アクセスの届出事例［2019 年上半期（1 月～6 月）］」を公開しました。

(08/28) 

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

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・Weekly Report 2019-08-28 号(08/28) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193301.html 

  

・JPCERT/CC Eyes「攻撃グループ BlackTech が侵入後に使用するマルウエア」(09/03) 

 https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2019/09/tscookie_loader.html 

  

・Weekly Report 2019-09-04 号(09/04) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr193401.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・Google が Chrome version 76.0.3809.132 をリリース。(08/27) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/27/google-releases-security-updates-chrome 

  

・米国連邦取引委員会（ＦＴＣ）がロマンス詐欺に対する動画をリリース。(08/27) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/27/protect-against-romance-scams 

  

・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。(08/29) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/08/29/cisco-releases-security-updates-multiple-

products 

  

・Mozilla 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。(09/04) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/04/mozilla-releases-security-updates-firefox-

and-firefox-esr 
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・Supermicro 社が Supermicro X9、X10 及び X11 プラットフォームについてのセキュリティアップデートをリ

リース。(09/04) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/04/supermicro-releases-security-updates 

  

・英国サイバーセキュリティセンター（NCSC）が２０１８年１０月から２０１９年４月にかけてのインシデン

トトレンドリポートを公表。(09/04) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/04/ncsc-releases-uk-cyber-incident-trends-

report 

  

・Samba が Samba 4.9.0 以降についてのセキュリティアップデートをリリース。(09/04) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/04/samba-releases-security-updates 

  

・Cisco 社がセキュリティアップデートをリリース。(09/05) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/05/cisco-releases-security-updates 

  

・米国連邦捜査局（ＦＢＩ）が「Think Before You Post」キャンペーンに関する記事をリリース。(09/05) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/05/fbi-releases-article-think-you-post-

campaign 

  

・米国全州情報共有・分析センター（MS-ISAC)複数のハイパーテキスト・プリプロセッサー（ＰＨＰ）の脆弱

性に関する注意喚起を実施。(09/05) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/05/ms-isac-releases-advisory-php-

vulnerabilities 

  

・WordPress 社が WordPress 5.2.2 及びそれ以前の脆弱性に対応したセキュリティアップデートをリリース。

(09/06) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/06/wordpress-releases-security-update 

  

・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）によるランサ

ムウェアからの保護に関する記事。(09/06) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/06/ransomware-protection-strategies 

  

・米国サイバー軍が１１種のマルウェアのサンプルを公開。(09/08) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/08/us-cyber-command-shares-11-new-

malware-samples 

  

・米国連邦捜査局（ＦＢＩ）が「Safe Online Surfing (SOS) Challenge」キャンペーンを開始。(09/09) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/09/fbi-safe-online-surfing-challenge 

  

・北朝鮮による悪意のあるサイバー活動。(09/09) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/09/09/north-korean-malicious-cyber-activity 

  

・８月２６日の週の脆弱性概報。(09/02) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-245 

  

・９月２日の週の脆弱性概報。(09/07) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-252 
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・Datalogic 社のバーコードスキャナーに代替経路やチャネルによる認証機構の迂回の脆弱性。(08/27) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-239-02 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Delta Controls 社の制御システムにバッファオーバーフローの脆弱性。(08/27) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-239-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Philips 社の超音波診断装置に使われなくなった機能の使用の脆弱性。(08/29) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-241-02 

  

・Change Healthcare 社の医療用機器に適切でないデフォルトアクセス許可の脆弱性。(08/29) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-241-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・EZAutomation 社のＰＬＣエディターにメモリバッファ境界での適切でない操作制限の脆弱性。(09/03) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-246-02 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・EZAutomation 社のＨＭＩ製品にスタックベースのバッファオーバーフローの脆弱性。(09/03) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-246-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Red Lion Controls 社のＨＭＩ用ソフトウェアにメモリの解放後使用等の脆弱性。(09/05) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-248-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Becton, Dickinson and Company (BD)社の投薬用モニターにセッションの固定化の脆弱性。(09/05) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-248-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.6」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 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃６．次回予告 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 次回は、９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。 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
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 ◎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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