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概説
概要
このセキュリティ更新プログラムは Microsoft Windows に存在する 1 件の一般に公開された脆弱性および 1 件の非公開で報告された脆弱性を解決します。これらの脆弱性のうち、より
深刻な脆弱性が悪用された場合、ユーザーが特別な細工がされた文書を開いたり、TrueType または OpenType フォント ファイルが埋め込まれた悪意のある Web ページを訪問する
と、リモートでコードが実行される可能性があります。通常、ユーザーに電子メール メッセージ内のリンクをクリックさせて攻撃者の Web サイトに誘導することにより、ユーザー
を攻撃者の Web サイトに訪問させることが攻撃者にとっての必要条件となります。

このセキュリティ更新プログラムはすべてのサポートされているリリースの Microsoft Windows について「緊急」と評価されました (「重要」と評価されている Server Core インストー
ルを除きます)。詳細情報については、このセクションの「影響を受けるソフトウェアおよび影響を受けないソフトウェア」のサブセクションを参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは、Windows カーネルモード ドライバーがメモリ内のオブジェクトを処理する方法を修正することによりこの脆弱性を解決します。これらの脆弱性
の詳細については、次の「脆弱性の情報」のセクションの特定の脆弱性に関するサブセクション「よく寄せられる質問 (FAQ)」を参照してください。

推奨する対応策: 自動更新を有効にしている場合、このセキュリティ更新プログラムが自動的にダウンロードおよびインストールされるため、特別な操作を行う必要はありません。自
動更新を有効にしていない場合、この更新プログラムを手動で確認し、インストールする必要があります。自動更新の具体的な構成オプションの詳細については、サポート技術情報
294871 を参照してください。

管理者およびエンタープライズ インストール、またはこのセキュリティ更新プログラムを手動でインストールしたいエンド ユーザーについては、マイクロソフトは更新プログラム管
理ソフトウェアまたは Microsoft Update サービスを使用して更新プログラムを確認してこの累積的な更新プログラムを直ちに適用することを推奨します。

このセキュリティ情報の後半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

既知の問題:マイクロソフト サポート技術情報 2783534 で、このセキュリティ更新プログラムをインストールする際に起こる可能性のある既知の問題に関して説明しています。また、
これらの問題に対する推奨される解決策についても説明しています。

セクションのトップ

影響を受けるソフトウェアおよび影響を受けないソフトウェア
ここに記載されているソフトウェアをテストし、影響を受けるバージョンまたはエディションを確認しました。その他のバージョンまたはエディションはサポート ライフサイクルが
終了したか、または影響を受けません。ご使用中のソフトウェアのバージョンまたはエディションのサポート ライフサイクルを確認するには、マイクロソフト サポート ライフサイ
クルの Web サイトを参照してください。

影響を受けるソフトウェア

オペレーティング システム 最も深刻な脆弱性の影響 総合的な深刻度 置き換えられる更新プログラム

Windows XP

Windows XP Service Pack 3
(KB2753842)

Windows XP Service Pack 3
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows XP Professional x64 Edition
Service Pack 2
(KB2753842)

Windows XP Professional x64 Edition
Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2003

Windows Server 2003 Service Pack 2
(KB2753842)

Windows Server 2003 Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2003 x64 Edition Service
Pack 2
(KB2753842)

Windows Server 2003 x64 Edition Service
Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる
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Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-
based Systems
(KB2753842)

Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-
based Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Vista

Windows Vista Service Pack 2
(KB2753842)

Windows Vista Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
(KB2753842)

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008

Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Service Pack 2
(KB2753842)

Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 for x64-based
Systems Service Pack 2
(KB2753842)

Windows Server 2008 for x64-based
Systems Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 for Itanium-based
Systems Service Pack 2
(KB2753842)

Windows Server 2008 for Itanium-based
Systems Service Pack 2
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows 7

Windows 7 for 32-bit Systems
(KB2753842)

Windows 7 for 32-bit Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack
1
(KB2753842)

Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack
1
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows 7 for x64-based Systems
(KB2753842)

Windows 7 for x64-based Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows 7 for x64-based Systems Service
Pack 1
(KB2753842)

Windows 7 for x64-based Systems Service
Pack 1
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems
(KB2753842)

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems Service Pack 1

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる
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(KB2753842)

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems Service Pack 1
(KB2779030)

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based
Systems
(KB2753842)

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based
Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based
Systems Service Pack 1
(KB2753842)

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based
Systems Service Pack 1
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows 8

Windows 8 for 32-bit Systems
(KB2753842)

Windows 8 for 32-bit Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 KB2753842 に置き換えられる更新プログラムは
ありません。

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows 8 for 64-bit Systems
(KB2753842)

Windows 8 for 64-bit Systems
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 KB2753842 に置き換えられる更新プログラムは
ありません。

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2012

Windows Server 2012
(KB2753842)

Windows Server 2012
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 KB2753842 に置き換えられる更新プログラムは
ありません。

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows RT
(KB2753842)

Windows RT
(KB2779030)

リモートでコードが実行される 緊急 KB2753842 に置き換えられる更新プログラムは
ありません。

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Server Core インストール オプション

Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Service Pack 2 (Server Core インストール)
(KB2753842)

Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Service Pack 2 (Server Core インストール)
(KB2779030)

特権の昇格 重要 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 for x64-based
Systems Service Pack 2 (Server Core イン
ストール) 
(KB2753842)

Windows Server 2008 for x64-based
Systems Service Pack 2 (Server Core イン
ストール) 
(KB2779030)

特権の昇格 重要 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems (Server Core インストール) 
(KB2753842)

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems (Server Core インストール) 
(KB2779030)

特権の昇格 重要 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems Service Pack 1 (Server Core イン
ストール) 
(KB2753842)

Windows Server 2008 R2 for x64-based
Systems Service Pack 1 (Server Core イン
ストール) 
(KB2779030)

特権の昇格 重要 MS11-032 の KB2507618 は KB2753842 に置き換
えられる

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

Windows Server 2012 (Server Core インス 特権の昇格 重要 KB2753842 に置き換えられる更新プログラムは

[1]

[1]
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トール) 
(KB2753842)

Windows Server 2012 (Server Core インス
トール) 
(KB2779030)

ありません。

MS12-075 の KB2761226 は KB2779030 に置き換
えられる

この更新プログラムは、Windows Update を介してのみ入手可能です。

セクションのトップ

このセキュリティ更新プログラムに関するよく寄せられる質問 (FAQ)
なぜこのセキュリティ情報は 2012 年 12 月 21 日に更新されたのですか?  
マイクロソフトは、元の更新プログラムが適用された後に OpenType フォント (OTF) が適切にレンダリングされないKB2753842 更新プログラムの既知の問題に対応するために、こ
のセキュリティ情報を再リリースしました。元の KB2753842 更新プログラムを正常にインストールされたお客様は、CVE-2012-2556 で説明されている脆弱性から保護されます。
ただし、OpenType フォントの不適切なレンダリングに関する問題を解決し、影響を受けるバイナリを最新に保つために、再リリースされた KB2753842 更新プログラムをインス
トールする必要があります。

注: Windows 8 Release Preview および Windows Server 2012 Release Candidate 用の再リリース パッケージは提供されません。Windows 8 Release Preview および Windows Server 2012
Release Candidate はサポート対象外です。

ファイル情報の詳細はどこにありますか? 
ファイル情報の詳細の場所については、「セキュリティ更新プログラムの展開」の参照表を参照してください。

セキュリティ 更新プログラムのハッシュはどこにありますか? 
セキュリティ更新プログラムの SHA1 および SHA2 ハッシュを使用して、ダウンロードされたセキュリティ更新プログラム パッケージの信頼性を確認することができます。この更
新プログラムに関するハッシュの情報については、マイクロソフト サポート技術情報 2783534 を参照してください。

Windows 8 Release Preview および Windows Server 2012 Release Preview Candidate は、このセキュリティ情報で説明している脆弱性の影響を受けますか?  
はい。Windows 8 Release Preview および Windows Server 2012 Release Candidate 用の更新プログラム KB2753842 および KB2779030 が利用可能です。Windows 8 Release Preview およ
び Windows Server 2012 RC 版をご使用のお客様は、システムにこの更新プログラムを適用することをお勧めします。この更新プログラムは Windows Update でのみ利用可能です。

このセキュリティ情報で説明しているソフトウェアの旧バージョンを使用しています。どうすればよいですか? 
このセキュリティ情報に記載されている影響を受けるソフトウェアのテストを行い、影響を受けるリリースを確認しました。その他のリリースは、サポート ライフサイクルが終
了しました。製品のライフサイクルに関する詳細については、マイクロソフト サポート ライフサイクルの Web サイトを参照してください。

今後、脆弱性の影響を受けないようにするため、旧リリースのソフトウェアを使用しているお客様は、サポート対象のリリースに移行することを強く推奨します。使用するソフト
ウェアのサポート ライフサイクルを確認するには、サービスパック ライフサイクル ポリシーを参照してください。これらのソフトウェアのリリースのサービス パックの詳細につ
いては、サービスパック ライフサイクル ポリシーを参照してください。

以前のソフトウェアに関するカスタム サポートが必要なお客様は、担当営業、またはマイクロソフト アカウント チームの担当者、担当テクニカル アカウント マネージャー
(TAM)、またはカスタム サポート オプションのマイクロソフト パートナー担当者までご連絡ください。プレミア契約をお持ちでないお客様は、マイクロソフト サポート契約セン
ター (営業時間 9:30-12:00 13:00-19:00 土日祝祭日を除く TEL:0120-17-0196 FAX:03-5388-8253) までお問い合わせください。連絡先の情報は、Microsoft Worldwide Information Web
サイトの Contact Information のプルダウン リストから国を選択し、[Go] ボタンをクリックすると、連絡先の電話番号が表示されます。お問い合わせの際、お住まいの地域のプレ
ミア サポート営業担当にご連絡ください。詳細については、マイクロソフト サポート ライフサイクル ポリシー FAQ を参照してください。

セクションのトップ

脆弱性の情報
深刻度および脆弱性識別番号
次の深刻度の評価は、脆弱性の影響が最も深刻な場合を想定しています。深刻度の評価およびセキュリティ上の影響に関連して、このセキュリティ情報の公開から 30 日間でこの
脆弱性が悪用される可能性に関する情報については、12 月のセキュリティ情報の概要の Exploitability Index (悪用可能性指標) を参照してください。詳細については、Microsoft
Exploitability Index (悪用可能性指標) を参照してください。

影響を受けるソフトウェアごとの脆弱性の深刻度および最大のセキュリティ上の影響

影響を受けるソフトウェア OpenType フォントの解析の脆弱性 - CVE-
2012-2556

TrueType フォントの解析の脆弱性 - CVE-
2012-4786

総合的な深刻度

Windows XP Service Pack 3 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows XP Professional x64 Edition
Service Pack 2

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2003 Service Pack 2 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2003 x64 Edition
Service Pack 2

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2003 with SP2 for
Itanium-based Systems

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Vista Service Pack 2 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Vista x64 Edition Service Pack
2

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2008 for 32-bit
Systems Service Pack 2

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2008 for x64-based
Systems Service Pack 2

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急
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Windows Server 2008 for Itanium-
based Systems Service Pack 2

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows 7 for 32-bit Systems 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows 7 for 32-bit Systems Service
Pack 1

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows 7 for x64-based Systems 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows 7 for x64-based Systems
Service Pack 1

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2008 R2 for x64-
based Systems

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2008 R2 for x64-
based Systems Service Pack 1

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2008 R2 for Itanium-
based Systems

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2008 R2 for Itanium-
based Systems Service Pack 1

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows 8 for 32-bit Systems 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows 8 for 64-bit Systems 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows Server 2012 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Windows RT 緊急 
リモートでコードが実行される

緊急 
リモートでコードが実行される

緊急

Server Core インストール オプション

Windows Server 2008 for 32-bit
Systems Service Pack 2 (Server Core イ
ンストール)

重要 
特権の昇格

重要 
特権の昇格

重要

Windows Server 2008 for x64-based
Systems Service Pack 2 (Server Core イ
ンストール)

重要 
特権の昇格

重要 
特権の昇格

重要

Windows Server 2008 R2 for x64-
based Systems (Server Core インス
トール)

重要 
特権の昇格

重要 
特権の昇格

重要

Windows Server 2008 R2 for x64-
based Systems Service Pack 1 (Server
Core インストール)

重要 
特権の昇格

重要 
特権の昇格

重要

Windows Server 2012 (Server Core イ
ンストール)

重要 
特権の昇格

重要 
特権の昇格

重要

セクションのトップ

OpenType フォントの解析の脆弱性 - CVE-2012-2556
影響を受けるコンポーネントが特別な細工された OpenType フォント ファイルを処理する方法にリモートでコードが実行される脆弱性が存在します。この脆弱性で、特別な細工
がされた OpenType フォント ファイルをユーザーが開いた場合にリモートでコードが実行される可能性があります。攻撃者がこの脆弱性の悪用に成功した場合、影響を受けるシ
ステムを完全に制御する可能性があります。その後、攻撃者はプログラムのインストール、データの表示、変更、削除、または完全な管理者権限を持つ新たなアカウントを作成す
る可能性があります

Common Vulnerabilities and Exposures のリストの標準のエントリとしてこの脆弱性を確認するには、CVE-2012-2556 を参照してください。

「OpenType フォントの解析の脆弱性」の問題を緩和する要素 - CVE-2012-2556
緩和する要素は、既定の状態における設定、一般的な構成または最善策を示し、脆弱性悪用の深刻度が下がる場合があります。お客様の状況で、次の「緩和する要素」が役立
つ場合があります。

Web 閲覧の攻撃のシナリオでは、攻撃者はこの脆弱性の悪用を意図した Web ページを含む Web サイトをホストする可能性があります。さらに、影響を受けた Web サイ
トおよびユーザー提供のコンテンツまたは広告を受け入れる、またはホストする Web サイトには、この脆弱性を悪用する可能性のある特別に細工されたコンテンツが含
まれる可能性があります。しかし、すべての場合、攻撃者がこのような Web サイトにユーザーを強制的に訪問させる方法はないと考えられます。そのかわり、通常、
ユーザーに攻撃者の Web サイトに接続させる電子メール メッセージまたはインスタント メッセンジャーのメッセージ内のリンクをクリックさせることにより、ユーザー
を攻撃者の Web サイトに訪問させることが攻撃者にとっての必要条件となります。
既定で、すべてのサポートされているバージョンの Microsoft Outlook、Microsoft Outlook Express および Windows メールは、HTML 形式の電子メール メッセージを制限付
きサイト ゾーンで開きます。このゾーンでは、既定でフォントのダウンロードが無効になっています。しかし、ユーザーが電子メール メッセージのリンクをクリックす
ると、Web ベースの攻撃のシナリオで悪用された脆弱性の影響を受ける可能性があります。ユーザーが電子メールで送信された添付ファイルを開いた場合も、この脆弱性
が悪用される可能性があります。
悪意のあるファイルが電子メールの添付ファイルとして送信される可能性がありますが、この脆弱性が悪用されるには、ユーザーにその添付ファイルを開かせることが攻
撃者にとっての必要条件となります。

http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-2556
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セクションのトップ

「OpenType フォントの解析の脆弱性」の回避策 - CVE-2012-2556
回避策は、根本的な脆弱性を正すものではありませんが、更新プログラムを適用するまでの間、既知の攻撃方法の阻止に役立つ設定または構成の変更を示します。マイクロソ
フトは次の回避策をテストし、回避策が機能性を低下させるかどうか「詳細」の欄で説明しています。

WebClient サービスを無効にする
WebClient サービスを無効にすると、WebDAV (Web 分散オーサリングとバージョン管理) クライアント サービスで行われる可能性が最も高いリモート攻撃の方法をブロッ
クし、影響を受けるシステムでこの脆弱性が悪用されることを防ぐのに役立ちます。この回避策を適用した後でも、リモートの攻撃者がこの脆弱性を悪用して、システム
に標的のユーザーのコンピューターまたはローカル エリア ネットワーク (LAN) のプログラムを実行させる可能性がありますが、ユーザーにはインターネットの任意のプ
ログラムを表示する前に確認ダイアログが表示されます。

Web Client サービスを無効にするためには、次のステップを行ってください。

1. [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] に "Services.msc" と入力し、[OK] をクリックします。
2. [WebClient]サービスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
3. スタートアップの種類を[無効]に変更します。サービスが実行されている場合、[停止] をクリックします。
4. [OK] をクリックし、管理アプリケーションを閉じます。

回避策の影響:WebClient サービスを無効にした場合、Web 分散オーサリングとバージョン管理 (WebDAV) の要求は送信されません。さらに、Web Client サービスに明示的
に依存するサービスは開始されず、システム ログにエラー メッセージが記録されます。たとえば、WebDAV 共有はクライアント コンピューターからアクセスできませ
ん。

回避策の解除方法:

Web Client サービスを再度無効にするためには、次のステップを行ってください。

1. [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] に "Services.msc" と入力し、[OK] をクリックします。
2. [WebClient]サービスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
3. スタートアップの種類を[自動]に変更します。サービスが実行されていない場合、[スタート] をクリックします。
4. [OK] をクリックし、管理アプリケーションを閉じます。

TCP ポート 139 および 445 をファイアウォールでブロックする
これらのポートは、影響を受けるコンポーネントでの接続を開始するために使用されます。ファイアウォールで TCP ポート 139 および 445 をブロックすると、ファイア
ウォールの背後のコンピューターを、この脆弱性を悪用した攻撃から保護することができます。その他のポートを悪用した攻撃を防ぐため、インターネットからの受信者
側が送信を要求していないすべての受信通信をブロックすることを推奨します。ポートの詳細については、TechNet の記事 TCP and UDP Port Assignments (英語情報) を参
照してください。

回避策の影響: 影響を受けるポートが Windows のいくつかのサービスで使用されています。ポートへの接続をブロックすることにより、さまざまなアプリケーションおよ
びサービスが機能しなくなる可能性があります。次の一覧は、影響を受ける可能性のあるアプリケーションまたはサービスの一部です。

SMB (CIFS) を使用するアプリケーション
メールスロットまたは名前付きパイプ (RPC over SMB) を使用するアプリケーション
サーバー (ファイルとプリンターの共有)

グループ ポリシー
Net Logon

分散ファイル システム (DFS)

ターミナル サーバー ライセンス
印刷スプーラー
コンピューター ブラウザー
リモート プロシージャー コール ロケーター
Fax サービス
インデックス サービス
パフォーマンス ログと警告
Systems Management Server

ライセンス ログ サービス

回避策の解除方法: ファイアウォールで、TCP ポート 139 および 445 のブロックを解除する。ポートの詳細については、TCP and UDP Port Assignments (英語情報) を参照し
てください。

Windows Explorer のプレビュー ウィンドウおよび詳細ウィンドウを無効にする
Windows Explorer のプレビュー ウィンドウおよび詳細ウィンドウを無効にすると、Windows Explorer で OTF フォントが閲覧できません。これは、Windows Explorer で悪質
なファイルが閲覧されることを防ぎますが、この脆弱性を悪用するために、ローカルの認証済みユーザーが特別に細工したプログラムを実行することは防止できません。

これらのウィンドウを Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 で無効にするには、次のステップに従ってください。

1. Windows Explorer を開き、[整理] をクリックして、[レイアウト] をクリックします。
2. [詳細ウィンドウ]および[プレビュー ウィンドウ]のメニュー オプションのチェックを両方はずします。
3. エクスプローラーを開き、[整理]をクリックしてから、[フォルダーと検索のオプション]をクリックします。
4. [表示]タブをクリックします。
5. [詳細設定]で、[常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない]のチェック ボックスをオンにします。
6. Windows エクスプローラーのすべての開いているインスタンスを閉じて、この変更を有効にします。

回避策の解除方法: Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 で、Windows Explorer のプレビュー ウィンドウおよび詳細ウィンドウ

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21312
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21312
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を再度有効にするには、次のステップに従ってください。

1. Windows Explorer を開き、[整理] をクリックして、[レイアウト] をクリックします。
2. [詳細ウィンドウ]および [プレビューウィンドウ]のメニュー オプションの両方を選択します。
3. エクスプローラーを開き、[整理]をクリックしてから、[フォルダーと検索のオプション]をクリックします。
4. [表示]タブをクリックします。
5. [詳細設定]で、[常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない]のチェック ボックスをオフにします。
6. Windows エクスプローラーのすべての開いているインスタンスを閉じて、この変更を有効にします。

セクションのトップ

「OpenType フォントの解析の脆弱性」のよく寄せられる質問 - CVE-2012-2556
この脆弱性により、どのようなことが起こる可能性がありますか? 
これはリモートでコードが実行される脆弱性です。

何が原因で起こりますか? 
この脆弱性は、OpenType フォント (OTF) ドライバーがメモリ内のオブジェクトを正しく処理しないことが原因で起こります。

OpenType フォント形式 とは何ですか?  
OpenType は、マイクロソフトと Adobe が共同で開発したフォント形式で、Apple の TrueType フォント形式を拡張させたものです。OpenType フォント ファイルには、データ
が含まれ、テーブルでは、TrueType あるいは PostScript のアウトライン フォントのいずれか一方で構成されています。ラスタライザーは、TrueType または PostScript のグリフ
のアウトラインを呼び出すために、フォントに含まれているテーブルのデータの組み合わせを使用します。詳細については、Microsoft Typography OpenType FAQ (英語情報) を
参照してください。

この脆弱性により、攻撃者は何を行う可能性がありますか? 
攻撃者によりこの脆弱性が悪用された場合、カーネルモード内の任意のコードが実行される可能性があります。攻撃者は、その後、プログラムのインストール、データの表
示、変更、削除などを行ったり、完全なユーザー権限を持つ新たなアカウントを作成したりする可能性があります。

攻撃者はこの 脆弱性をどのように悪用する可能性がありますか? 
攻撃者は複数の方法でこの脆弱性を悪用することが可能です。

Web ベースの攻撃のシナリオでは、攻撃者はこの脆弱性の悪用を意図して特別に細工した Web サイトをホストし、その Web サイトを表示するようにユーザーを誘導する可能
性があります。攻撃者は、制御するコンテンツを強制的にユーザーに表示させることはできません。その代わり、ユーザーに操作を行わせることが攻撃者にとっての必要条件
となります。一般的には、ユーザーに電子メール メッセージまたはインスタント メッセンジャーのメッセージのリンクをクリックさせ、攻撃者の Web サイトへユーザーを誘
導します。または、電子メールで送信した添付ファイルを開かせようとします。

ファイル共有の攻撃シナリオでは、攻撃者はこの脆弱性を悪用するため特別に細工した文書ファイルを作成し、ユーザーが文書ファイルを開くように仕向けます。

ローカル攻撃のシナリオでは、攻撃者は特別に細工したアプリケーションを実行して、影響を受けるシステムを完全に制御することで、この悪用性を実行することも可能で
す。ただし、この脆弱性を悪用するには、攻撃者は有効なログオン資格情報を持ち、ローカルでログオンできることが必要になります。

主にどのコンピューターがこの脆弱性による危険にさらされますか? 
主に、ワークステーションおよびターミナル サーバーが、この脆弱性による危険にさらされます。

この更新プログラムはどのように問題を修正しますか? 
この更新プログラムは、Windows カーネルモード ドライバーがメモリ内のオブジェクトを処理する方法を修正することによりこの脆弱性を解決します。

このセキュリティ情報の公開時に、この脆弱性は一般に知られていましたか? 
はい。この脆弱性は一般で公開されていました。これには Common Vulnerability and Exposure CVE-2012-2556 が割り当てられています。

このセキュリティ情報の公開時に、マイクロソフトはこの脆弱性が悪用されたという報告を受けていましたか? 
いいえ。マイクロソフトは、このセキュリティ情報が最初に公開された際に、この脆弱性が一般で悪用され、お客様が攻撃されていたことを示す情報を受けていませんでし
た。

セクションのトップ

セクションのトップ

TrueType フォントの解析の脆弱性 - CVE-2012-4786
影響を受けるコンポーネントが特別に細工された TrueType フォント ファイルを処理する方法にリモートでコードが実行される脆弱性が存在します。この脆弱性は、特別な細工が
された TrueType フォント ファイルをユーザーが開いた場合にリモートでコードが実行される可能性があります。攻撃者がこの脆弱性の悪用に成功した場合、影響を受けるシステ
ムを完全に制御する可能性があります。その後、攻撃者はプログラムのインストール、データの表示、変更、削除、または完全な管理者権限を持つ新たなアカウントを作成する可
能性があります

Common Vulnerabilities and Exposures のリストの標準のエントリとしてこの脆弱性を確認するには、CVE-2012-4786 を参照してください。

「TrueType フォントの解析の脆弱性」の問題を緩和する要素 - CVE-2012-4786
緩和する要素は、既定の状態における設定、一般的な構成または最善策を示し、脆弱性悪用の深刻度が下がる場合があります。お客様の状況で、次の「緩和する要素」が役立
つ場合があります。

Web 閲覧の攻撃のシナリオでは、攻撃者はこの脆弱性の悪用を意図した Web ページを含む Web サイトをホストする可能性があります。さらに、影響を受けた Web サイ
トおよびユーザー提供のコンテンツまたは広告を受け入れる、またはホストする Web サイトには、この脆弱性を悪用する可能性のある特別に細工されたコンテンツが含
まれる可能性があります。しかし、すべての場合、攻撃者がこのような Web サイトにユーザーを強制的に訪問させる方法はないと考えられます。そのかわり、通常、
ユーザーに攻撃者の Web サイトに接続させる電子メール メッセージまたはインスタント メッセンジャーのメッセージ内のリンクをクリックさせることにより、ユーザー
を攻撃者の Web サイトに訪問させることが攻撃者にとっての必要条件となります。
既定で、すべてのサポートされているバージョンの Microsoft Outlook、Microsoft Outlook Express および Windows メールは、HTML 形式の電子メール メッセージを制限付
きサイト ゾーンで開きます。このゾーンでは、既定でフォントのダウンロードが無効になっています。しかし、ユーザーが電子メール メッセージのリンクをクリックす
ると、Web ベースの攻撃のシナリオで悪用された脆弱性の影響を受ける可能性があります。ユーザーが電子メールで送信された添付ファイルを開いた場合も、この脆弱性
が悪用される可能性があります。
悪意のあるファイルが電子メールの添付ファイルとして送信される可能性がありますが、この脆弱性が悪用されるには、ユーザーにその添付ファイルを開かせることが攻

http://www.microsoft.com/typography/OpenTypeFAQ.mspx
http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-2556
http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-4786
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撃者にとっての必要条件となります。

セクションのトップ

「TrueType フォントの解析の脆弱性」の回避策 - CVE-2012-4786
回避策は、根本的な脆弱性を正すものではありませんが、更新プログラムを適用するまでの間、既知の攻撃方法の阻止に役立つ設定または構成の変更を示します。マイクロソ
フトは次の回避策をテストし、回避策が機能性を低下させるかどうか「詳細」の欄で説明しています。

WebClient サービスを無効にする
WebClient サービスを無効にすると、WebDAV (Web 分散オーサリングとバージョン管理) クライアント サービスで行われる可能性が最も高いリモート攻撃の方法をブロッ
クし、影響を受けるシステムでこの脆弱性が悪用されることを防ぐのに役立ちます。この回避策を適用した後でも、リモートの攻撃者がこの脆弱性を悪用して、システム
に標的のユーザーのコンピューターまたはローカル エリア ネットワーク (LAN) のプログラムを実行させる可能性がありますが、ユーザーにはインターネットの任意のプ
ログラムを表示する前に確認ダイアログが表示されます。

Web Client サービスを無効にするためには、次のステップを行ってください。

1. [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] に "Services.msc" と入力し、[OK] をクリックします。
2. [WebClient]サービスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
3. スタートアップの種類を[無効]に変更します。サービスが実行されている場合、[停止] をクリックします。
4. [OK] をクリックし、管理アプリケーションを閉じます。

回避策の影響:WebClient サービスを無効にした場合、Web 分散オーサリングとバージョン管理 (WebDAV) の要求は送信されません。さらに、Web Client サービスに明示的
に依存するサービスは開始されず、システム ログにエラー メッセージが記録されます。たとえば、WebDAV 共有はクライアント コンピューターからアクセスできませ
ん。

回避策の解除方法:

Web Client サービスを再度無効にするためには、次のステップを行ってください。

1. [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] に "Services.msc" と入力し、[OK] をクリックします。
2. [WebClient]サービスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
3. スタートアップの種類を[自動]に変更します。サービスが実行されていない場合、[スタート] をクリックします。
4. [OK] をクリックし、管理アプリケーションを閉じます。

TCP ポート 139 および 445 をファイアウォールでブロックする
これらのポートは、影響を受けるコンポーネントでの接続を開始するために使用されます。ファイアウォールで TCP ポート 139 および 445 をブロックすると、ファイア
ウォールの背後のコンピューターを、この脆弱性を悪用した攻撃から保護することができます。その他のポートを悪用した攻撃を防ぐため、インターネットからの受信者
側が送信を要求していないすべての受信通信をブロックすることを推奨します。ポートの詳細については、TechNet の記事 TCP and UDP Port Assignments (英語情報) を参
照してください。

回避策の影響: 影響を受けるポートが Windows のいくつかのサービスで使用されています。ポートへの接続をブロックすることにより、さまざまなアプリケーションおよ
びサービスが機能しなくなる可能性があります。次の一覧は、影響を受ける可能性のあるアプリケーションまたはサービスの一部です。

SMB (CIFS) を使用するアプリケーション
メールスロットまたは名前付きパイプ (RPC over SMB) を使用するアプリケーション
サーバー (ファイルとプリンターの共有)

グループ ポリシー
Net Logon

分散ファイル システム (DFS)

ターミナル サーバー ライセンス
印刷スプーラー
コンピューター ブラウザー
リモート プロシージャー コール ロケーター
Fax サービス
インデックス サービス
パフォーマンス ログと警告
Systems Management Server

ライセンス ログ サービス

回避策の解除方法: ファイアウォールで、TCP ポート 139 および 445 のブロックを解除する。ポートの詳細については、TCP and UDP Port Assignments (英語情報) を参照し
てください。

Windows Explorer のプレビュー ウィンドウおよび詳細ウィンドウを無効にする
Windows Explorer のプレビュー ウィンドウおよび詳細ウィンドウを無効にすると、Windows Explorer で TrueType フォントが閲覧できません。これは、Windows Explorer で
悪質なファイルが閲覧されることを防ぎますが、この脆弱性を悪用するために、ローカルの認証済みユーザーが特別に細工したプログラムを実行することは防止できませ
ん。

これらのウィンドウを Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 で無効にするには、次のステップに従ってください。

1. Windows Explorer を開き、[整理] をクリックして、[レイアウト] をクリックします。
2. [詳細ウィンドウ]および[プレビュー ウィンドウ]のメニュー オプションのチェックを両方はずします。
3. エクスプローラーを開き、[整理]をクリックしてから、[フォルダーと検索のオプション]をクリックします。
4. [表示]タブをクリックします。

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21312
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21312
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5. [詳細設定]で、[常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない]のチェック ボックスをオンにします。
6. Windows エクスプローラーのすべての開いているインスタンスを閉じて、この変更を有効にします。

回避策の解除方法: Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 で、Windows Explorer のプレビュー ウィンドウおよび詳細ウィンドウ
を再度有効にするには、次のステップに従ってください。

1. Windows Explorer を開き、[整理] をクリックして、[レイアウト] をクリックします。
2. [詳細ウィンドウ]および [プレビューウィンドウ]のメニュー オプションの両方を選択します。
3. エクスプローラーを開き、[整理]をクリックしてから、[フォルダーと検索のオプション]をクリックします。
4. [表示]タブをクリックします。
5. [詳細設定]で、[常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない]のチェック ボックスをオフにします。
6. Windows エクスプローラーのすべての開いているインスタンスを閉じて、この変更を有効にします。

セクションのトップ

「TrueType フォントの解析の脆弱性」のよく寄せられる質問 - CVE-2012-4786
この脆弱性により、どのようなことが起こる可能性がありますか? 
これはリモートでコードが実行される脆弱性です。

何が原因で起こりますか? 
この脆弱性は、Windows が特別に細工された TrueType フォント (TTF) ファイルを適切に処理できない場合に起こります。

TrueType とは何ですか? 
TrueType とは、Microsoft のオペレーティング システムで使用されるデジタル フォント技術です。

この脆弱性により、攻撃者は何を行う可能性がありますか? 
攻撃者によりこの脆弱性が悪用された場合、カーネルモード内の任意のコードが実行される可能性があります。その後、攻撃者はプログラムのインストール、データの表示、
変更、削除、または完全な管理者権限を持つ新たなアカウントを作成する可能性があります

攻撃者はこの脆弱性をどのように悪用する可能性がありますか? 
攻撃者は複数の方法でこの脆弱性を悪用することが可能です。

Web ベースの攻撃のシナリオでは、攻撃者はこの脆弱性の悪用を意図して特別に細工した Web サイトをホストし、その Web サイトを表示するようにユーザーを誘導する可能
性があります。攻撃者は、制御するコンテンツを強制的にユーザーに表示させることはできません。その代わり、ユーザーに操作を行わせることが攻撃者にとっての必要条件
となります。一般的には、ユーザーに電子メール メッセージまたはインスタント メッセンジャーのメッセージのリンクをクリックさせ、攻撃者の Web サイトへユーザーを誘
導します。または、電子メールで送信した添付ファイルを開かせようとします。

ファイル共有の攻撃シナリオでは、攻撃者はこの脆弱性を悪用するため特別に細工した文書ファイルを作成し、ユーザーが文書ファイルを開くように仕向けます。

ローカル攻撃のシナリオでは、攻撃者は特別に細工したアプリケーションを実行して、影響を受けるシステムを完全に制御することで、この悪用性を実行することも可能で
す。ただし、この脆弱性を悪用するには、攻撃者は有効なログオン資格情報を持ち、ローカルでログオンできることが必要になります。

主にどのコンピューターがこの脆弱性による危険にさらされますか? 
主に、ワークステーションおよびターミナル サーバーが、この脆弱性による危険にさらされます。

この更新プログラムはどのように問題を修正しますか? 
この更新プログラムは Windows が特別に細工された TrueType フォント (TTF) ファイルを処理する方法を修正して、この脆弱性を解決します。

このセキュリティ情報の公開時に、この脆弱性は一般に知られていましたか? 
いいえ。マイクロソフトは協調的な脆弱性の公開を通して、この脆弱性に関する情報を受けました。

このセキュリティ情報の公開時に、マイクロソフトはこの脆弱性が悪用されたという報告を受けていましたか? 
いいえ。マイクロソフトは、このセキュリティ情報が最初に公開された際に、この脆弱性が一般で悪用され、お客様が攻撃されていたことを示す情報を受けていませんでし
た。

セクションのトップ

セクションのトップ

更新プログラムに関する情報
検出および展開ツールとガイダンス
セキュリティ セントラル

組織のサーバー、デスクトップ、モバイル コンピューターに適用する必要があるソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムを管理してください。詳細については、TechNet
更新プログラム管理センターを参照してください。Microsoft TechNet セキュリティ センターでは、マイクロソフト製品に関するセキュリティ情報を提供しています。

セキュリティ更新プログラムは、Microsoft Update および Windows Update から入手できます。セキュリティ更新プログラムは、Microsoft ダウンロード センターからもダウンロー
ドできます。「セキュリティ更新プログラム」のキーワード探索で容易に見つけられます。

さらに、セキュリティ更新プログラムは、Microsoft Update カタログからダウンロードできます。Microsoft Update カタログは、セキュリティ更新プログラム、ドライバーおよび
Service Pack などが含まれるコンテンツを検索するカタログで、Windows Update および Microsoft Update でご利用になれます。セキュリティ情報番号 (たとえば「MS12-001」など)
を使用して検索することで、バスケットに適用可能な更新プログラムをすべて追加でき (異なる言語の更新プログラムを含む)、選択しているフォルダーにダウンロードできます。
「Microsoft Update カタログ」の詳細については、Microsoft Update Catalog FAQ (英語情報) を参照してください。

検出および展開のガイダンス

マイクロソフトは、セキュリティ更新プログラムの検出および展開に関して、ガイダンスを提供しています。このガイダンスには、IT プロフェッショナルがセキュリティ更新プロ
グラムの検出および展開のための多様なツールの使用方法を理解するのに役立つ推奨策および情報が含まれています。詳細については、サポート技術情報 961747 を参照してくだ
さい。

Microsoft Baseline Security Analyzer

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69903
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69903
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21132
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21132
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21132
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21132
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=40747
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21130
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21129
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21129
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21129
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21129
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=96155
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=96155
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=97900
http://support.microsoft.com/kb/961747/ja
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Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) を使用して、管理者はローカルおよびリモートで、一般的な誤ったセキュリティ構成と不足しているセキュリティ更新プログラムをス
キャンできます。詳細については、Microsoft Baseline Security Analyzer を参照してください。

次の表にこのセキュリティ更新プログラムについての MBSA の検出の概要を記載します。

ソフトウェア MBSA

Windows XP Service Pack 3 可

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 可

Windows Server 2003 Service Pack 2 可

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 可

Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems 可

Windows Vista Service Pack 2 可

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 可

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 可

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 可

Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2 可

Windows 7 for 32-bit Systems および Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 可

Windows 7 for x64-based Systems および Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 可

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems および Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 可

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems および Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1 可

Windows 8 for 32-bit Systems 不可

Windows 8 for 64-bit Systems 不可

Windows RT 不可

Windows Server 2012 不可

注: MBSA、Microsoft Update および Windows Server Update Services でサポートされていないレガシ製品をご使用のお客様は、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) をご覧のう
え、レガシ製品のサポート セクションのレガシ ツールで包括的にセキュリティ更新プログラムを検出する方法を参照してください。

Windows Server Update Services

Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) により、情報技術の管理者は最新のマイクロソフト製品の更新プログラムを Windows オペレーティング システムを実行している
コンピューターに適用できます。Windows Server Update Services を使用して、セキュリティ更新プログラムを展開する方法の詳細については、TechNet の記事 Windows Server
Update Services (WSUS) を参照してください。

Systems Management Server

次の表は、このセキュリティ更新プログラムに関する SMS の検出および展開についての概要です。

ソフトウェア SMS 2003 with ITMU System Center Configuration
Manager (すべてのサポートされ
ているバージョン)

Windows XP Service Pack 3 可 可

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 可 可

Windows Server 2003 Service Pack 2 可 可

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 可 可

Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems 可 可

Windows Vista Service Pack 2 可 可

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 可 可

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 可 可

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 可 可

Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2 可 可

Windows 7 for 32-bit Systems および Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1 可 可

Windows 7 for x64-based Systems および Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1 可 可

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems および Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems
Service Pack 1

可 可

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems および Windows Server 2008 R2 for Itanium-based
Systems Service Pack 1

可 可

Windows 8 for 32-bit Systems 可 可

Windows 8 for 64-bit Systems 可 可

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=20567
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=20567
http://technet.microsoft.com/ja-jp/wsus/default.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/wsus/default.aspx
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Windows RT 可 可

Windows Server 2012 可 可

注: マイクロソフトは 2011 年 4 月 12 日付で SMS 2.0 のサポートを終了しました。また SMS 2003 についても、マイクロソフトは 2011 年 4 月 12 日付で Security Update Inventory
Tool (SUIT) のサポートを終了しました。マイクロソフトはお客様に System Center Configuration Manager にアップグレードすることを推奨します。また、SMS 2003 Service Pack 3
を引き続きご使用のお客様は、Microsoft 更新プログラム用 SMS 2003 インベントリ ツール (ITMU) の使用もご検討ください。

SMS 2003 では、SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) を SMS で使用すると、Microsoft Update によって提供され Windows Server Update Service によってサポートさ
れるセキュリティ更新プログラムを検出できます。SMS 2003 ITMU の詳細については、Microsoft 更新プログラム用 SMS 2003 インベントリ ツールを参照してください。SMS のス
キャンニング ツールの詳細については、SMS 2003 Software Update Scanning Tools を参照してください。Systems Management Server 2003 ダウンロードも参照してください。

System Center Configuration Manager は WSUS 3.0 を使用して更新プログラムを検出します。詳細については、System Center を参照してください。

詳細については、サポート技術情報 910723 「毎月リリースされる検出と展開の手引きの一覧」を参照してください。

Update Compatibility Evaluator および Application Compatibility Toolkit

更新プログラムはアプリケーションを実行させるために、たびたび同じファイルやレジストリ構成に書き込みをすることがあります。これにより、非互換性が起こったり、セキュ
リティ更新プログラムの適用時間が長くなったりする可能性があります。Application Compatibility Toolkit (英語情報) に含まれている Update Compatibility Evaluator (英語情報) コン
ポーネントでインストールされているアプリケーションに対し、Windows の更新プログラムのテストおよび確認を効率化することができます。

Application Compatibility Toolkit (ACT) には、お客様の環境に Windows Vista、Windows Update、Microsoft Security Update または Windows Internet Explorer の新しいバージョンを適用
する前に、アプリケーションの互換性問題を評価し、緩和するために必要なツールやドキュメントが含まれています。

セクションのトップ

セキュリティ更新プログラムの展開
影響を受けるソフトウェア

影響を受けるソフトウェア用の特定のセキュリティ更新プログラムについては、該当リンクの情報を参照してください。

Windows XP (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス
パック

この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定です。

適用

ユーザーの操作なしでインストー
ルする

Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2753842-v2-x86-JPN.exe /quiet
WindowsXP-KB2779030-x86-JPN.exe /quiet

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-v2-x64-JPN.exe /quiet
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2779030-x64-JPN.exe /quiet

再起動しないでインストールする Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2753842-v2-x86-JPN.exe /norestart
WindowsXP-KB2779030-x86-JPN.exe /norestart

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-v2-x64-JPN.exe /norestart
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2779030-x64-JPN.exe /norestart

ログ ファイル KB2753842-v2.log
KB2779030.log

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外

削除に関する情報 [コントロール パネル] の [プログラムの追加と削除] または次のフォルダーにある Spuninst.exe を使用しま
す。%Windir%\$NTUninstallKB2753842-v2$\Spuninst
%Windir%\$NTUninstallKB2779030$\Spuninst

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2753842-v2\Filelist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2779030\Filelist

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows XP: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2753842-v2\Filelist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2779030\Filelist

注 Windows XP Professional x64 Edition のサポートされるバージョンの更新プログラムは、Windows Server 2003 x64 Edition のサポートされるバージョンにも適用されます。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール
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このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

過去に修正プログラムをインストールしていずれかのファイルをアップデートしている場合は、インストーラーは RTMQFE、SP1QFE または SP2QFE ファイルをコンピュー
ターにコピーします。それ以外の場合は、RTMGDR、SP1GDR または SP2GDR ファイルがコンピューターにコピーされます。セキュリティ更新プログラムにはこれらのファ
イルのすべてのバリエーションが含まれない場合があります。詳細については、マイクロソフト サポート技術情報 824994 を参照してください。

インストーラーの詳細については、サポート技術情報 832475 を参照してください。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/help インストール メッセージの一覧を表示します。

セットアップ モード

/passive 無人モード (進行状況バーのみ) です。ユーザーの操作は必要ありませんが、インストールの状態は表示されます。も
し、セットアップの終わりで再起動が必要な場合は、コンピューターが 30 秒で再起動するという、タイマーの警告
とともにダイアログ ボックスが表示されます。

/quiet QUIET モード (ユーザー入力を必要としません。表示もしません。) バックグラウンド モードと同じです。しかし、ス
テータスまたは、エラー メッセージは表示されません。

再起動オプション

/norestart インストールの完了後、再起動しません。

/forcerestart インストール後、コンピューターを再起動し、シャットダウン時に開いているファイルを保存せずに強制的にその他
のアプリケーションを閉じます。

/warnrestart[:<秒数>] 必要な場合に自動的に警告を表示し再起動します (既定のタイムアウト時間は x 秒)。(既定のタイムアウト時間は 30
秒)。/quiet または /passive スイッチと共に使用します。

/promptrestart 再起動が必要なときに確認メッセージを表示します。

特別なオプション

/overwriteoem 確認メッセージを表示せずに OEM ファイルを上書きします。

/nobackup アンインストールに必要なファイルのバックアップを作成しません。

/forceappsclose シャットダウン時に他のプログラムを強制終了します。

/log:<完全なパス> ログ ファイルを <完全なパス> に作成します。

/integrate:<完全なパス> このソフトウェア更新を <完全なパス> に統合します。これらのファイルはスイッチの指定されたパスにあります。

/extract<:完全なパス> セットアップを実行せずにファイルを抽出します。

/ER エラー レポートの延長を有効にします。

/verbose 詳細ログを有効にします。インストール中、%Windir%\CabBuild.log を作成します。このログはコピーされるファイル
を詳述します。このスイッチを使用すると、インストールがさらに遅くなる場合があります。

注 : これらのスイッチを 1 つのコマンドに組み込むことができます。旧バージョンとの互換性のため、このセキュリティ更新プログラムは、以前のバージョンのセット
アップ プログラムが使用しているセットアップ スイッチもサポートしています。サポートされるインストール スイッチに関する詳細は、マイクロソフト サポート技術情
報 262841 を参照してください。

更新プログラムの削除

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされている Spuninst.exe スイッチ

スイッチ 説明

/help インストール メッセージの一覧を表示します。

セットアップ モード

/passive 無人モード (進行状況バーのみ) です。ユーザーの操作は必要ありませんが、インストールの状態は表示されます。も
し、セットアップの終わりで再起動が必要な場合は、コンピューターが 30 秒で再起動するという、タイマーの警告とと
もにダイアログ ボックスが表示されます。

/quiet QUIET モード (ユーザー入力を必要としません。表示もしません。) バックグラウンド モードと同じです。しかし、ス
テータスまたは、エラー メッセージは表示されません。

再起動オプション

/norestart インストールの完了後、再起動しません

/forcerestart インストール後、コンピューターを再起動し、シャットダウン時に開いているファイルを保存せずに強制的にその他の
アプリケーションを閉じます。

/warnrestart[:<秒数>] 必要な場合に自動的に警告を表示し再起動します (既定のタイムアウト時間は x 秒)。(既定のタイムアウト時間は 30
秒)。/quiet または /passive スイッチと共に使用します。

/promptrestart 再起動が必要なときに確認メッセージを表示します。
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特別なオプション

/forceappsclose シャットダウン時に他のプログラムを強制終了します。

/log:<完全なパス> ログ ファイルを <完全なパス> に作成します。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

Microsoft Baseline Security Analyzer
影響を受けるコンピューターにセキュリティ更新プログラムが適用されていることを確認するために、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ツールが使用できま
す。詳細については、このセキュリティ情報の前半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、次に [検索] をクリックします。
2. [検索結果]のウィンドウの[検索コンパニオン]の下の [ファイルとフォルダーすべて]をクリックします。
3. [ファイル名のすべてまたは一部] のボックスで、適切なファイル情報の表からファイル名を入力し、次に [検索] をクリックします。
4. ファイルの一覧で、適切なファイル情報の表からファイル名を右クリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

注: オペレーティング システムのエディション、またはシステムにインストールしたプログラムのエディションにより、ファイル情報に記載されているファイル
のいずれかがインストールされない場合もあります。

5. [バージョン] タブで、適切なファイル情報テーブルに記載されているバージョンと比較し、コンピューターにインストールされているファイルのバージョンを
確認します。

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

レジストリ キーの確認
このセクションの「参照表」に記載されているレジストリ キーで、このセキュリティ更新プログラムがインストールしたファイルを確認することもできます。

これらのレジストリ キーには、インストールされるファイルの完全な一覧が含まれない場合があります。管理者または OEM メーカーがセキュリティ更新プログラム
を Windows インストール ソース ファイルに統合またはスリップストリーム化している場合、これらのレジストリ キーが適切に作成されない場合もあります。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows Server 2003 (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス
パック

この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定です。

適用

ユーザーの操作なしでインストー
ルする

すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2753842-v2-x86-JPN.exe /quiet
WindowsServer2003-KB2779030-x86-JPN.exe /quiet

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Server 2003:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-v2-x64-JPN.exe /quiet
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2779030-x64-JPN.exe /quiet

すべてのサポートされている Itanium-based エディションの Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2753842-v2-ia64-JPN.exe /quiet
WindowsServer2003-KB2779030-ia64-JPN.exe /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2753842-v2-x86-JPN.exe /norestart
WindowsServer2003-KB2779030-x86-JPN.exe /norestart

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Server 2003:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-v2-x64-JPN.exe /norestart
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2779030-x64-JPN.exe /norestart

すべてのサポートされている Itanium-based エディションの Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2753842-v2-ia64-JPN.exe /norestart
WindowsServer2003-KB2779030-ia64-JPN.exe /norestart

ログ ファイル KB2753842-v2.log
KB2779030.log

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性
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再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ このセキュリティ更新プログラムはホットパッチをサポートしません。ホットパッチの詳細については、マイクロソフト サポート技
術情報 897341 を参照してください。

削除に関する情報 [コントロール パネル] の [プログラムの追加と削除] または次のフォルダーにある Spuninst.exe を使用しま
す。%Windir%\$NTUninstallKB2753842-v2$\Spuninst
%Windir%\$NTUninstallKB2779030$\Spuninst

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2753842-v2\Filelist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2779030\Filelist

注 Windows Server 2003 x64 Edition のサポートされるバージョンの更新プログラムは、Windows XP Professional x64 Edition のサポートされるバージョンにも適用されます。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

過去に修正プログラムをインストールしていずれかのファイルをアップデートしている場合は、インストーラーは RTMQFE、SP1QFE または SP2QFE ファイルをコンピュー
ターにコピーします。それ以外の場合は、RTMGDR、SP1GDR または SP2GDR ファイルがコンピューターにコピーされます。セキュリティ更新プログラムにはこれらのファ
イルのすべてのバリエーションが含まれない場合があります。詳細については、マイクロソフト サポート技術情報 824994 を参照してください。

インストーラーの詳細については、サポート技術情報 832475 を参照してください。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/help インストール メッセージの一覧を表示します。

セットアップ モード

/passive 無人モード (進行状況バーのみ) です。ユーザーの操作は必要ありませんが、インストールの状態は表示されます。も
し、セットアップの終わりで再起動が必要な場合は、コンピューターが 30 秒で再起動するという、タイマーの警告とと
もにダイアログ ボックスが表示されます。

/quiet QUIET モード (ユーザー入力を必要としません。表示もしません。) バックグラウンド モードと同じです。しかし、ス
テータスまたは、エラー メッセージは表示されません。

再起動オプション

/norestart インストールの完了後、再起動しません。

/forcerestart インストール後、コンピューターを再起動し、シャットダウン時に開いているファイルを保存せずに強制的にその他の
アプリケーションを閉じます。

/warnrestart[:<秒数>] 必要な場合に自動的に警告を表示し再起動します (既定のタイムアウト時間は x 秒)。(既定のタイムアウト時間は 30
秒)。/quiet または /passive スイッチと共に使用します。

/promptrestart 再起動が必要なときに確認メッセージを表示します。

特別なオプション

/overwriteoem 確認メッセージを表示せずに OEM ファイルを上書きします。

/nobackup アンインストールに必要なファイルのバックアップを作成しません。

/forceappsclose シャットダウン時に他のプログラムを強制終了します。

/log:<完全なパス> ログ ファイルを <完全なパス> に作成します。

/integrate:<完全なパス> このソフトウェア更新を <完全なパス> に統合します。これらのファイルはスイッチの指定されたパスにあります。

/extract<:完全なパス> セットアップを実行せずにファイルを抽出します。

/ER エラー レポートの延長を有効にします。

/verbose 詳細ログを有効にします。インストール中、%Windir%\CabBuild.log を作成します。このログはコピーされるファイルを
詳述します。このスイッチを使用すると、インストールがさらに遅くなる場合があります。

注 : これらのスイッチを 1 つのコマンドに組み込むことができます。旧バージョンとの互換性のため、このセキュリティ更新プログラムは、以前のバージョンのセット
アップ プログラムが使用しているセットアップ スイッチもサポートしています。サポートされるインストール スイッチに関する詳細は、マイクロソフト サポート技術情
報 262841 を参照してください。

更新プログラムの削除

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされている Spuninst.exe スイッチ

スイッチ 説明

/help インストール メッセージの一覧を表示します。
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セットアップ モード

/passive 無人モード (進行状況バーのみ) です。ユーザーの操作は必要ありませんが、インストールの状態は表示されます。も
し、セットアップの終わりで再起動が必要な場合は、コンピューターが 30 秒で再起動するという、タイマーの警告とと
もにダイアログ ボックスが表示されます。

/quiet QUIET モード (ユーザー入力を必要としません。表示もしません。) バックグラウンド モードと同じです。しかし、ス
テータスまたは、エラー メッセージは表示されません。

再起動オプション

/norestart インストールの完了後、再起動しません。

/forcerestart インストール後、コンピューターを再起動し、シャットダウン時に開いているファイルを保存せずに強制的にその他の
アプリケーションを閉じます。

/warnrestart[:<秒数>] 必要な場合に自動的に警告を表示し再起動します (既定のタイムアウト時間は x 秒)。(既定のタイムアウト時間は 30
秒)。/quiet または /passive スイッチと共に使用します。

/promptrestart 再起動が必要なときに確認メッセージを表示します。

特別なオプション

/forceappsclose シャットダウン時に他のプログラムを強制終了します。

/log:<完全なパス> ログ ファイルを <完全なパス> に作成します。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

Microsoft Baseline Security Analyzer
影響を受けるコンピューターにセキュリティ更新プログラムが適用されていることを確認するために、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ツールが使用できま
す。詳細については、このセキュリティ情報の前半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、次に [検索] をクリックします。
2. [検索結果]のウィンドウの[検索コンパニオン]の下の [ファイルとフォルダーすべて]をクリックします。
3. [ファイル名のすべてまたは一部] のボックスで、適切なファイル情報の表からファイル名を入力し、次に [検索] をクリックします。
4. ファイルの一覧で、適切なファイル情報の表からファイル名を右クリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

注: オペレーティング システムのエディション、またはシステムにインストールしたプログラムのエディションにより、ファイル情報に記載されているファイル
のいずれかがインストールされない場合もあります。

5. [バージョン] タブで、適切なファイル情報テーブルに記載されているバージョンと比較し、コンピューターにインストールされているファイルのバージョンを
確認します。

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

レジストリ キーの確認
このセクションの「参照表」に記載されているレジストリ キーで、このセキュリティ更新プログラムがインストールしたファイルを確認することもできます。

これらのレジストリ キーには、インストールされるファイルの完全な一覧が含まれない場合があります。管理者または OEM メーカーがセキュリティ更新プログラム
を Windows インストール ソース ファイルに統合またはスリップストリーム化している場合、これらのレジストリ キーが適切に作成されない場合もあります。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows Vista (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定の サービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

適用

ユーザーの操作なしでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows Vista:
Windows6.0-KB2753842-v2-x86.msu /quiet
Windows6.0-KB2779030-x86.msu /quiet

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Vista:
Windows6.0-KB2753842-v2-x64.msu /quiet
Windows6.0-KB2779030-x64.msu /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows Vista:
Windows6.0-KB2753842-v2-x86.msu /quiet /norestart
Windows6.0-KB2779030-x86.msu /quiet /norestart
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すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Vista:
Windows6.0-KB2753842-v2-x64.msu /quiet /norestart
Windows6.0-KB2779030-x64.msu /quiet /norestart

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外です。

削除に関する情報 WUSA.exe は更新プログラムのアンインストールをサポートしていません。WUSA.exe によりインストールされた更新プログラ
ムをアンインストールするには、[コントロール パネル] をクリックし、次に [セキュリティ センター] をクリックしま
す。[Windows Update] の下の [インストールされた更新プログラム] をクリックして、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 注: この更新プログラムが存在しているかどうかを検証するためのレジストリ キーはありません。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/?、/h、 /help サポートされているスイッチでヘルプを表示します。

/quiet 状態またはエラー メッセージを表示しません。

/norestart /quiet と組み合わされた場合、コンピューターはインストールを完了するために再起動が必要であっても、インストール後に再起
動しません。

注 : wusa.exe インストーラーの詳細については、サポート技術情報 934307 を参照してください。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

Microsoft Baseline Security Analyzer
影響を受けるコンピューターにセキュリティ更新プログラムが適用されていることを確認するために、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ツールが使用できま
す。詳細については、このセキュリティ情報の前半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、[検索の開始] ボックスに更新ファイル名を入力します。
2. [プログラム] の下にファイルが表示されたら、ファイル名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表とファイルのサイズを比較します。 

注: オペレーティング システムのエディション、あるいはシステムにインストールしたプログラムのエディションによって、ファイル情報に記載されている、い
ずれかがインストールされない場合もあります。

4. [詳細] タブをクリックし、ファイル バージョンや変更された日付などの情報を、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表と
比較することもできます。 

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

5. 最後に、[以前のバージョン] タブをクリックし、ファイルの新しいまたは更新されたバージョンについて、ファイルの以前のバージョンをファイル情報と比較
することもできます。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows Server 2008 (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

適用

http://support.microsoft.com/kb/2553842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2553842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2553842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2553842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://support.microsoft.com/kb/934307/ja
http://support.microsoft.com/kb/934307/ja
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ユーザーの操作なしでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2753842-v2-x86.msu /quiet
Windows6.0-KB2779030-x86.msu /quiet

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2753842-v2-x64.msu /quiet
Windows6.0-KB2779030-x64.msu /quiet

すべてのサポートされている Itanium-based エディションの Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2753842-v2-ia64.msu /quiet
Windows6.0-KB2779030-ia64.msu /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2753842-v2-x86.msu /quiet /norestart
Windows6.0-KB2779030-x86.msu /quiet /norestart

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2753842-v2-x64.msu /quiet /norestart
Windows6.0-KB2779030-x64.msu /quiet /norestart

すべてのサポートされている Itanium-based エディションの Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2753842-v2-ia64.msu /quiet /norestart
Windows6.0-KB2779030-ia64.msu /quiet /norestart

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外です。

削除に関する情報 WUSA.exe は更新プログラムのアンインストールをサポートしていません。WUSA.exe によりインストールされた更新プログラ
ムをアンインストールするには、[コントロール パネル] をクリックし、次に [セキュリティ センター] をクリックしま
す。[Windows Update] の下の [インストールされた更新プログラム] をクリックして、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 注: この更新プログラムが存在しているかどうかを検証するためのレジストリ キーはありません。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/?、/h、 /help サポートされているスイッチでヘルプを表示します。

/quiet 状態またはエラー メッセージを表示しません。

/norestart /quiet と組み合わされた場合、コンピューターはインストールを完了するために再起動が必要であっても、インストール後に
再起動しません。

注 : wusa.exe インストーラーの詳細については、サポート技術情報 934307 を参照してください。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

Microsoft Baseline Security Analyzer
影響を受けるコンピューターにセキュリティ更新プログラムが適用されていることを確認するために、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ツールが使用できま
す。詳細については、このセキュリティ情報の前半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、[検索の開始] ボックスに更新ファイル名を入力します。
2. [プログラム] の下にファイルが表示されたら、ファイル名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表とファイルのサイズを比較します。

注: オペレーティング システムのエディション、あるいはシステムにインストールしたプログラムのエディションによって、ファイル情報に記載されている、い
ずれかがインストールされない場合もあります。

4. [詳細] タブをクリックし、ファイル バージョンや変更された日付などの情報を、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表と
比較することもできます。

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

5. 最後に、[以前のバージョン] タブをクリックし、ファイルの新しいまたは更新されたバージョンについて、ファイルの以前のバージョンをファイル情報と比較

http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://support.microsoft.com/kb/934307/ja
http://support.microsoft.com/kb/934307/ja
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することもできます。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows 7 (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

適用

ユーザーの操作なしでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows 7:
Windows6.1-KB2753842-v2-x86.msu /quiet
Windows6.1-KB2779030-x86.msu /quiet

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows 7:
Windows6.1-KB2753842-v2-x64.msu /quiet
Windows6.1-KB2779030-x64.msu /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows 7:
Windows6.1-KB2753842-v2-x86.msu /quiet /norestart
Windows6.1-KB2779030-x86.msu /quiet /norestart

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows 7:
Windows6.1-KB2753842-v2-x64.msu /quiet /norestart
Windows6.1-KB2779030-x64.msu /quiet /norestart

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外です。

削除に関する情報 WUSA によりインストールされた更新プログラムをアンインストールするためには、/Uninstall セットアップ スイッチを使用す
るあるいは、[コントロール パネル] をクリックし、[システムとセキュリティ] をクリックし、[Windows Update] の下の [インス
トールされた更新プログラムを表示] をクリックし、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 注: この更新プログラムが存在しているかどうかを検証するためのレジストリ キーはありません。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/?、/h、 /help サポートされているスイッチでヘルプを表示します。

/quiet 状態またはエラー メッセージを表示しません。

/norestart /quiet と組み合わされた場合、コンピューターはインストールを完了するために再起動が必要であっても、
インストール後に再起動しません。

/warnrestart:<秒> /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にユーザーに警告します。

/promptrestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にメッセージを表示します。

/forcerestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは強制的にアプリケーションを終了し、再起動を開
始します。

/log:<ファイル名> 指定されたファイルへのログを有効にします。

/extract:<インストール先> パッケージ コンポーネントをインストール先フォルダーに展開します。

/uninstall /kb:<KB 番号> セキュリティ更新プログラムをアンインストールします。

注: wusa.exe インストーラーの詳細については、TechNet の記事「Windows 7 でのその他の変更」の「Windows Update スタンドアロン インストーラー」を参照してくださ
い。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd871148.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd871148.aspx
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Microsoft Baseline Security Analyzer
影響を受けるコンピューターにセキュリティ更新プログラムが適用されていることを確認するために、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ツールが使用できま
す。詳細については、このセキュリティ情報の前半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、[検索] ボックスに更新ファイル名を入力します。
2. [プログラム] の下にファイルが表示されたら、ファイル名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表とファイルのサイズを比較します。 

注: オペレーティング システムのエディション、あるいはシステムにインストールしたプログラムのエディションによって、ファイル情報に記載されている、い
ずれかがインストールされない場合もあります。

4. [詳細] タブをクリックし、ファイル バージョンや変更された日付などの情報を、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表と
比較することもできます。 

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

5. 最後に、[以前のバージョン] タブをクリックし、ファイルの新しいまたは更新されたバージョンについて、ファイルの以前のバージョンをファイル情報と比較
することもできます。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows Server 2008 R2 (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

適用

ユーザーの操作なしでインストールする すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2753842-v2-x64.msu /quiet
Windows6.1-KB2779030-x64.msu /quiet

すべてのサポートされている Itanium-based エディションの Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2753842-v2-ia64.msu /quiet
Windows6.1-KB2779030-ia64.msu /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2753842-v2-x64.msu /quiet /norestart
Windows6.1-KB2779030-x64.msu /quiet /norestart

すべてのサポートされている Itanium-based エディションの Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2753842-v2-ia64.msu /quiet /norestart
Windows6.1-KB2779030-ia64.msu /quiet /norestart

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外です。

削除に関する情報 WUSA によりインストールされた更新プログラムをアンインストールするためには、/Uninstall セットアップ スイッチを使用す
るあるいは、[コントロール パネル] をクリックし、[システムとセキュリティ] をクリックし、[Windows Update] の下の [インス
トールされた更新プログラムを表示] をクリックし、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 注: この更新プログラムが存在しているかどうかを検証するためのレジストリ キーはありません。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/2779030/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
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/?、/h、 /help サポートされているスイッチでヘルプを表示します。

/quiet 状態またはエラー メッセージを表示しません。

/norestart /quiet と組み合わされた場合、コンピューターはインストールを完了するために再起動が必要であっても、
インストール後に再起動しません。

/warnrestart:<秒> /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にユーザーに警告します。

/promptrestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にメッセージを表示します。

/forcerestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは強制的にアプリケーションを終了し、再起動を開
始します。

/log:<ファイル名> 指定されたファイルへのログを有効にします。

/extract:<インストール先> パッケージ コンポーネントをインストール先フォルダーに展開します。

/uninstall /kb:<KB 番号> セキュリティ更新プログラムをアンインストールします。

注: wusa.exe インストーラーの詳細については、TechNet の記事「Windows 7 でのその他の変更」の「Windows Update スタンドアロン インストーラー」を参照してくださ
い。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

Microsoft Baseline Security Analyzer
影響を受けるコンピューターにセキュリティ更新プログラムが適用されていることを確認するために、Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ツールが使用できま
す。詳細については、このセキュリティ情報の前半の「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、[検索の開始] ボックスに更新ファイル名を入力します。
2. [プログラム] の下にファイルが表示されたら、ファイル名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表とファイルのサイズを比較します。 

注: オペレーティング システムのエディション、あるいはシステムにインストールしたプログラムのエディションによって、ファイル情報に記載されている、い
ずれかがインストールされない場合もあります。

4. [詳細] タブをクリックし、ファイル バージョンや変更された日付などの情報を、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表と
比較することもできます。 

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

5. 最後に、[以前のバージョン] タブをクリックし、ファイルの新しいまたは更新されたバージョンについて、ファイルの以前のバージョンをファイル情報と比較
することもできます。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows 8 (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

適用

ユーザーの操作なしでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows 8:
Windows8-RT-KB2753842-v2-x86.msu /quiet
Windows8-RT-KB2779030-x86.msu /quiet

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows 8:
Windows8-RT-KB2753842-v2-x64.msu /quiet
Windows8-RT-KB2779030-x64.msu /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされている 32 ビット版の Windows 8:
Windows8-RT-KB2753842-v2-x86.msu /quiet /norestart
Windows8-RT-KB2779030-x86.msu /quiet /norestart

すべてのサポートされている x64-based エディションの Windows 8:
Windows8-RT-KB2753842-v2-x64.msu /quiet /norestart
Windows8-RT-KB2779030-x64.msu /quiet /norestart

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd871148.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd871148.aspx
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再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外です。

削除に関する情報 WUSA によりインストールされた更新プログラムをアンインストールするためには、/Uninstall セットアップ スイッチを使用す
るか、[コントロール パネル]、[システムとセキュリティ]、[Windows Update]、[インストールされた更新プログラム]の順にク
リックし、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 注: この更新プログラムが存在しているかどうかを検証するためのレジストリ キーはありません。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/?、/h、 /help サポートされているスイッチでヘルプを表示します。

/quiet 状態またはエラー メッセージを表示しません。

/norestart /quiet と組み合わされた場合、コンピューターはインストールを完了するために再起動が必要であっても、
インストール後に再起動しません。

/warnrestart:<秒> /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にユーザーに警告します。

/promptrestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にメッセージを表示します。

/forcerestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは強制的にアプリケーションを終了し、再起動を開
始します。

/log:<ファイル名> 指定されたファイルへのログを有効にします。

/extract:<インストール先> パッケージ コンポーネントをインストール先フォルダーに展開します。

/uninstall /kb:<KB 番号> セキュリティ更新プログラムをアンインストールします。

注: wusa.exe インストーラーの詳細については、TechNet の記事「Windows 7 でのその他の変更」の「Windows Update スタンドアロン インストーラー」を参照してくださ
い。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、[検索] ボックスに更新ファイル名を入力します。
2. [プログラム] の下にファイルが表示されたら、ファイル名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表とファイルのサイズを比較します。 

注: オペレーティング システムのエディション、あるいはシステムにインストールしたプログラムのエディションによって、ファイル情報に記載されている、い
ずれかがインストールされない場合もあります。

4. [詳細] タブをクリックし、ファイル バージョンや変更された日付などの情報を、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表と
比較することもできます。 

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

5. 最後に、[以前のバージョン] タブをクリックし、ファイルの新しいまたは更新されたバージョンについて、ファイルの以前のバージョンをファイル情報と比較
することもできます。

セクションのトップ

セクションのトップ

Windows Server 2012 (すべてのエディション)
参照表

次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。追加情報については、このセクションのサブセクション「展開に関する情報」を参
照してください。

この修正を含む予定のサービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
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http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
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適用

ユーザーの操作なしでインストールする すべてのサポートされているエディションの Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2753842-v2-x64.msu /quiet
Windows8-RT-KB2779030-x64.msu /quiet

再起動しないでインストールする すべてのサポートされているエディションの Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2753842-v2-x64.msu /quiet /norestart
Windows8-RT-KB2779030-x64.msu /quiet /norestart

詳細情報 サブセクション「検出および展開ツールとガイダンス」を参照してください。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

ホットパッチ 対象外です。

削除に関する情報 WUSA によりインストールされた更新プログラムをアンインストールするためには、/Uninstall セットアップ スイッチを使用す
るか、[コントロール パネル]、[システムとセキュリティ]、[Windows Update]、[インストールされた更新プログラム]の順にク
リックし、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

レジストリ キーの確認 注: この更新プログラムが存在しているかどうかを検証するためのレジストリ キーはありません。

展開に関する情報
更新プログラムのインストール

このセキュリティ更新プログラムをインストールする際、インストーラーは Microsoft 修正プログラムがコンピューター上のアップデート対象ファイルのいずれかを、過去
にアップデートしているかどうか確認します。

このセキュリティ情報で使用されている用語 (修正プログラムなど)については、サポート技術情報 824684 を参照してください。

このセキュリティ更新プログラムは次のセットアップ スイッチをサポートします。

サポートされているセキュリティ更新プログラムのインストール スイッチ

スイッチ 説明

/?、/h、 /help サポートされているスイッチでヘルプを表示します。

/quiet 状態またはエラー メッセージを表示しません。

/norestart /quiet と組み合わされた場合、コンピューターはインストールを完了するために再起動が必要であっても、
インストール後に再起動しません。

/warnrestart:<秒> /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にユーザーに警告します。

/promptrestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは再起動の開始前にメッセージを表示します。

/forcerestart /quiet スイッチと組み合わされた場合、インストーラーは強制的にアプリケーションを終了し、再起動を開
始します。

/log:<ファイル名> 指定されたファイルへのログを有効にします。

/extract:<インストール先> パッケージ コンポーネントをインストール先フォルダーに展開します。

/uninstall /kb:<KB 番号> セキュリティ更新プログラムをアンインストールします。

注: wusa.exe インストーラーの詳細については、TechNet の記事「Windows 7 でのその他の変更」の「Windows Update スタンドアロン インストーラー」を参照してくださ
い。

更新プログラムが適用されたかどうかを確認する方法

ファイル バージョンの確認
Microsoft Windows にはいくつかのエディションがあるため、次のステップは使用中のシステムにより異なる場合があります。その場合、製品の説明書をご覧いただき
ステップを完了してください。

1. [スタート] をクリックし、[検索の開始] ボックスに更新ファイル名を入力します。
2. [プログラム] の下にファイルが表示されたら、ファイル名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表とファイルのサイズを比較します。 

注: オペレーティング システムのエディション、あるいはシステムにインストールしたプログラムのエディションによって、ファイル情報に記載されている、い
ずれかがインストールされない場合もあります。

4. [詳細] タブをクリックし、ファイル バージョンや変更された日付などの情報を、このセキュリティ情報のサポート技術情報で提供しているファイル情報の表と
比較することもできます。 

注: ファイルのバージョン以外の属性はインストール中に変更される場合があります。その他のファイルの属性とファイル情報の表の情報を比較することは、更
新プログラムの適用を確認する方法としてサポートされていません。また、インストール中にファイル名が変更される場合があります。ファイルまたはバー
ジョン情報が存在しない場合、その他の利用可能な方法のひとつを使用して、更新プログラムのインストールを確認してください。

5. 最後に、[以前のバージョン] タブをクリックし、ファイルの新しいまたは更新されたバージョンについて、ファイルの以前のバージョンをファイル情報と比較
することもできます。

セクションのトップ

http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
http://support.microsoft.com/kb/2753842/ja
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http://support.microsoft.com/kb/824684/ja
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セクションのトップ

Windows RT (すべてのエディション)
次の表では、このソフトウェア用のセキュリティ更新プログラムの情報を記載しています。

この修正を含む予定のサービス パック この問題に対する更新プログラムは今後リリースされるサービス パックまたは更新プログラムのロールアップに含まれる予定
です。

適用

この更新プログラムは、Windows Update を通じてのみ入手可能です。

再起動の必要性

再起動の必要性: はい。セキュリティ更新プログラムを適用してから、コンピューターを再起動する必要があります。

削除に関する情報 [コントロール パネル]をクリックし、[セキュリティ]をクリックし、[Windows Update] の下の [インストールされた更新プログ
ラムを表示]をクリックし、更新プログラムの一覧から選択します。

ファイルに関する情報: マイクロソフト サポート技術情報 2753842 およびマイクロソフト サポート技術情報 2779030 を参照してください。

セクションのトップ

セクションのトップ

関連情報
謝辞
この問題を連絡し、顧客の保護に協力してくださった下記の方に対し、マイクロソフトは深い謝意を表します。

Chromium Security Rewards Program と協力して Windows フォントの解析の脆弱性 (CVE-2012-2556) を報告してくださった Documill の Eetu Luodemaa 氏と Joni Vähämäki 氏

セクションのトップ

Microsoft Active Protections Program (MAPP)
お客様のセキュリティ保護をより向上させるために、マイクロソフトは、月例のセキュリティ更新プログラムの公開に先立ち、脆弱性情報を主要なセキュリティ ソフトウェア プロバ
イダーに提供しています。セキュリティ ソフトウェア プロバイダーは、この脆弱性の情報を使用し、ウイルス対策、ネットワーク ベースの侵入検出システムまたはホスト ベースの
侵入防止システムを介して、お客様に最新の保護環境を提供します。このような保護環境を提供するセキュリティ ソフトウェア ベンダーの情報については、Microsoft Active
Protections Program (MAPP) パートナーに記載されている各社の Web サイトを参照してください。
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サポート
このセキュリティ更新プログラムに関するヘルプとサポートを受ける方法

更新プログラムのインストールのヘルプ:Microsoft Update のサポート
IT プロフェッショナル向けのセキュリティ ソリューション:TechNet セキュリティに関するトラブルシューティングとサポート
Windows を実行しているコンピューターのウィルスおよびマルウェアからの保護のヘルプ:ウイルスとセキュリティ サポート ページ
国ごとのローカルサポート:Microsoft サポート
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免責
この文書に含まれている情報は、いかなる保証もない現状ベースで提供されるものです。Microsoft Corporation 及びその関連会社は、市場性および特定の目的への適合性を含めて、明
示的にも黙示的にも、一切の保証をいたしません。さらに、Microsoft Corporation 及びその関連会社は、本文書に含まれている情報の使用及び使用結果につき、正確性、真実性等、い
かなる表明・保証も行いません。Microsoft Corporation、その関連会社及びこれらの権限ある代理人による口頭または書面による一切の情報提供またはアドバイスは、保証を意味する
ものではなく、かつ上記免責条項の範囲を狭めるものではありません。Microsoft Corporation、その関連会社及びこれらの者の供給者は、直接的、間接的、偶発的、結果的損害、逸失
利益、懲罰的損害、または特別損害を含む全ての損害に対して、状況のいかんを問わず一切責任を負いません。結果的損害または偶発的損害に対する責任の免除または制限を認めて
いない地域においては、上記制限が適用されない場合があります。
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更新履歴

V1.0 (2012/12/12):このセキュリティ情報ページを公開しました。
V1.1 (2012/12/18):このセキュリティ情報ページを更新し、「概要」の「既知の問題」に、サポート技術情報 2783534 へのリンクを追加しました。
V2.0 (2012/12/21):更新プログラム KB2753842 を再リリースしました。これは、元の更新プログラムがインストールされた後に OpenType フォントが適切にレンダリングされない
問題を解決するものです。元の KB2753842 更新プログラムを正常にインストールされたお客様も、再リリースされた更新プログラムをインストールする必要があります。
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