
  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃   ◆◆ NISC 重要インフラニュースレター ◆◆ 

┃      (２０１９年１２月２４日発行 第２５２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２５２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、１２月１０日～１２月２３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）Adobe 社製品に関する脆弱性 

・Adobe Acrobat および Reader の脆弱性対策について(APSB19-55)(CVE-2019-16450 等)(IPA、

JPCERT/CC)(12/11) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20191211-adobereader.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190045.html 

  

・CyberNewsFlash「複数の Adobe 製品のアップデートについて」(JPCERT/CC)(12/11) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019121101.html 

  

（２）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 12 月)(IPA、JPCERT/CC)(12/11) 

 https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20191211-ms.html 

 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190046.html 

  

（３）Intel 社製品に関する脆弱性 

・Intel 製品に複数の脆弱性(JVN、JPCERT/CC)(12/11) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU93632155/index.html 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019121102.html 
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（４）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)(12/11) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU99404393/index.html 

  

・複数の Apple 製品に解放済みメモリ使用 (use-after-free) の脆弱性(JVN)(12/20) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU95417700/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.7」となっています。 

  

（５）その他 

・年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起＜Emotet に関する相談事例を掲載＞

(JPCERT/CC)(12/19) 

 https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20191219.html 

  

・2020 年 1 月 1 日に IOS 自己署名証明書満了(Cisco)(12/19) 

 https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/215118-ios-

self-signed-certificate-expiration-o.html 

  

・Kinza におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVN)(12/10) 

 https://jvn.jp/jp/JVN63047298/index.html 

  

・Athenz におけるオープンリダイレクトの脆弱性(JVN)(12/12) 

 https://jvn.jp/jp/JVN57070811/index.html 

  

・WordPress 用プラグイン Custom Body Class における複数の脆弱性(JVN)(12/12) 

 https://jvn.jp/jp/JVN26847507/index.html 

  

・オムロン製 PLC CS, CJ および NJ シリーズにおける総当たり攻撃に対する脆弱性(JVN)(12/13) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU94348866/index.html 

  

・オムロン製 PLC CJ および PLC CS における複数の脆弱性(JVN)(12/13) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU91952379/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「8.6」となっています。 

  

・サイボウズ Office における複数の脆弱性(JVN)(12/17) 

 https://jvn.jp/jp/JVN79854355/index.html 

 ※CVSSv3 では基本値「7.7」となっています。 

  

・Android アプリ「日テレニュース 24」における SSL サーバ証明書の検証不備の脆弱性(JVN)(12/19) 

 https://jvn.jp/jp/JVN01236065/index.html 

  

・Apache Tomcat の複数の脆弱性に対するアップデート(JVN)(12/19) 

 https://jvn.jp/vu/JVNVU98104709/index.html 

  

・a-blog cms における複数の脆弱性(JVN)(12/20) 

 https://jvn.jp/jp/JVN10377257/index.html 

  

・Telos 製 Automated Message Handling System に複数の脆弱性(JVN)(12/20) 
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 https://jvn.jp/vu/JVNVU92353788/index.html 

  

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃２．政府機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）警察庁・総務省・経済産業省 

・アクセス制御機能に関する技術の研究開発情報の募集(12/09) 

 https://www.npa.go.jp/cyber/pdf/R01_access_koubo.pdf 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00051.html 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209005/20191209005.html 

  

（２）総務省・経済産業省 

・「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会 とりまとめ(案)」に対する意見募集(12/11) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02cyber01_04000001_00083.html 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191211001/20191211001.html 

  

（３）警察庁 

・フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングに係る不正送金被害の急増について（全銀協

等と連携した注意喚起）【令和元年 10 月 24 日作成、同年 12 月 19 日更新】(12/19) 

 https://www.npa.go.jp/cyber/policy/caution1910.html 

  

（４）経済産業省 

・株式会社イーシーキューブが提供するサイト構築パッケージ「EC-CUBE」の脆弱性等について（注意喚起）

(12/20) 

 https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191220013/20191220013.html 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃３．関係機関の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

（１）ＩＰＡ 

・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(12/11) 

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

  

（２）ＪＰＣＥＲＴ コーディネーションセンター 

・制御システムセキュリティカンファレンス 2020 参加登録開始(12/10) 

 https://www.jpcert.or.jp/event/ics-conference2020.html 

  

・Weekly Report 2019-12-11 号(12/11) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr194801.html 

  

・CyberNewsFlash「Wi-Fi ルータを安全に使う上での注意」(12/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2019121801.html 

  

・Weekly Report 2019-12-18 号(12/18) 

 https://www.jpcert.or.jp/wr/2019/wr194901.html 
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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

┃４．海外の動き 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

● 米国 DHS 

・Samba がセキュリティアップデートをリリース。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/12/10/samba-releases-security-updates 

  

・WordPress が WordPress 5.3 及びそれ以前についてのセキュリティ及びメンテナンスアップデートをリリー

ス。(12/13) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/12/13/wordpress-releases-security-and-

maintenance-updates 

  

・Microsoft 社が SharePoint Server における脆弱性に対応した臨時セキュリティアップデートをリリース。

(12/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/12/18/microsoft-releases-out-band-security-

updates 

  

・Google が Chrome version 79.0.3945.88 についてのセキュリティアップデートをリリース。(12/18) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/12/18/google-releases-security-updates-chrome-

windows-mac-and-linux 

  

・Drupal が Drupal 7.x、8.7.x 及び 8.8.x についてのセキュリティアップデートをリリース。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/12/19/drupal-releases-security-updates 

  

・２０１９年１２月９日の週の脆弱性概報。(12/16) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-350 

  

・２０１９年１２月１６日の週の脆弱性概報。(12/23) 

 https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins/sb19-357 

  

・Siemens 社のオートメーションコントローラーに十分ではないデータ真正性の確認等の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-16-327-02 

  

・Siemens 社のパラメータ化ソフトウェアに不適切な入力検証の脆弱性。(12/10) 

 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 社のドライブに適切でないリソース消費制限の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-227-04 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens 社の産業製品に適切でないリソース消費制限等の脆弱性。(12/10) 

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

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・VxWorks のリアルタイムＯＳ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。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-274-01 
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 ※CVSSv3 では基本値「9.8」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。(12/10) 

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

  

・Siemens 社のイーサネット機器にメモリバッファ境界での適切でない操作制限等の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-07 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Siemens オートメーションコントローラーに不完全または危険な暗号アルゴリズムの使用等の脆弱性。

(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-06 

  

・Siemens 社のオペレーションインテリジェンスソフトウェアにクロスサイトリクエストフォージェリ問題等

の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-05 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Siemens 社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。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-04 

  

・Siemens 社の産業スイッチにメモリバッファ境界での適切でない操作制限等の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-03 

 ※CVSSv3 では基本値「7.8」となっています。 

  

・Siemens 社の SiNVR 3 に不適切な認証等の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-02 

 ※CVSSv3 では基本値「9.9」となっています。 

  

・Siemens 社の産業用イーサネット機器に適切でないメッセージ完全性の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-344-01 

  

・ＡＢＢ社等のＰＬＣに適切でないリソース消費制限の脆弱性。(12/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-19-106-03 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Philips 社の生体情報モニタに強度を持った暗号化方式で保護していない問題の脆弱性。(12/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-318-01 

  

・Advantech 社のＳＣＡＤＡ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。(12/12) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-346-01 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Siemens 社の監視用制御装置に不適切な認証等の脆弱性。(12/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-351-02 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 
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・GE 社のイーサネットスイッチにクロスサイトスクリプティングの脆弱性。(12/17) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-351-01 

  

・Siemens 社の産業用イーサネット機器に不適切な認証等の脆弱性。(12/10) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-13-149-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.6」となっています。 

  

・AVEVA 社及び Schneider Electric 社のＳＣＡＤＡ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。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-290-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Omron 社の制御システム用ソフトウェアに陳腐化した機能の使用の脆弱性。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-318-04 

 ※CVSSv3 では基本値「8.8」となっています。 

  

・Reliable Controls 社のウェブコントローラーにクロスサイトスクリプティングの脆弱性。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-04 

 ※CVSSv3 では基本値「8.2」となっています。 

  

・WECON 社のＰＬＣソフトウェアにスタックベースのバッファオーバーフローの脆弱性。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-03 

  

・Equinox 社の HMI/SCADA 製品に SQL インジェクション問題の脆弱性。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-02 

 ※CVSSv3 では基本値「9.8」となっています。 

  

・Moxa 社のイーサネットスイッチに適切でないリソース消費制限の脆弱性。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-01 

 ※CVSSv3 では基本値「7.5」となっています。 

  

・Philips 社の WAN ルーター等に強度を持った暗号化方式で保護していない問題の脆弱性。(12/19) 

 https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-353-01 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃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、１月１５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 

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-351-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA-13-149-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-290-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-318-04
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-04
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-03
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-02
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-353-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-353-01
mailto:nisc-infra-letter@cyber.go.jp


  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────┤ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

 

https://www.nisc.go.jp/active/infra/index.html
https://www.youtube.com/user/NISCchannel/videos

