
セキュリティ対策
Office のセットアップ後に Office をより安全にご利用いただく

ためには、セキュリティ対策を行うことが必要です。

不正侵入やウイルスの攻撃などからお使いのコンピュータや大切
なデータを守るために、必ずお読みください。

セキュリティ対策とは

ウイルスに対処する

マクロ ウイルスに対処する

Outlook 電子メール セキュリティ

機密情報を保護する

セキュリティ問題の対策を行う

セキュリティ対策の最新情報を得る
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今日のコンピュータ環境では、インターネットや電子メールなどを利用することによって、
いろいろなネットワークに頻繁に接続することが普通になっています｡このようなネット
ワークを通じて、悪意のある第三者からコンピュータやコンピュータ内のデータに対して
攻撃を受けたり、メール アドレスなどの個人情報を盗まれたりする危険性があります。
セキュリティ対策とは、この種の攻撃に対して弱点となる部分を補強することによって、
お使いのコンピュータや大切なデータが被害を受ける可能性をできるだけ小さくする対策
のことです。

セキュリティ対策はなぜ必要か
一般の社会と同様に、ネットワークには悪意のある者も存在します。家のドアや窓に鍵をかけなければ泥
棒に入られて、大切な財産を簡単に盗まれてしまいます。これと同じように、コンピュータのセキュリ
ティ対策を怠ると、部外者がコンピュータに侵入して大切なデータを破壊したり、個人情報が盗まれて不
正利用される危険が増すことになります。

セキュリティ対策の主な分野
お使いのコンピュータや大切なデータを守るためには、次の 3 つの分野でセキュリティ対策が必要です。

・ウイルス対策
ウイルスとは、ユーザーに無断でコンピュータに侵入して、他のファイルにも次々と自分自身をコピー
する性質を持ったプログラムのことです (この現象を "ウイルスの感染" と呼びます)。
ウイルスに感染したコンピュータは、システムが破壊されて起動できなくなる、ファイルが消去される
などのトラブルが起きます｡ウイルスの侵入や感染を未然に防ぐため、適切なセキュリティ対策を講じる
ことが必要です。

・機密情報の保護
ドキュメントや電子メールに含まれている機密情報の保護は、ドキュメントや電子メールを受け取った
人のモラルに頼ってきました。
Microsoft が提供する Information Rights Management (IRM) 機能を活用することによって、不用
意な情報漏洩を防ぐことができます。

セキュリティ対策とは

ウイルス対策の詳細については、「ウイルスに対処する」、「マクロ ウイルスに対処する」、および
「Outlook 電子メール セキュリティ」を参照してください。

機密情報の保護の詳細については、「機密情報を保護する」を参照してください。
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・セキュリティ問題の対策
ソフトウェアに存在するセキュリティ上の問題のことを、"脆弱性 (ぜいじゃくせい)" と呼びます。悪意
のある第三者は、ネットワークを介して、Windows やアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃を行
うことがあります。
Microsoft の Web サイトでは、Microsoft 製品の既知の脆弱性に対する修正プログラムを無償で提供
しています。これらを活用して、脆弱性を修復することが必要です。

セキュリティ問題の対策の詳細については、「セキュリティ問題の対策を行う」を参照してくだ
さい。
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ここでは、ウイルスの種類とウイルス全般に共通する予防方法について説明します。

ウイルスの種類について
ウイルスには、感染の仕方によって主に次の 4 種類があります。
・ファイルを開くと感染するタイプ
メールに添付されているファイルや、ダウンロードしたファイルを開く (ダブルクリックする) ことに
よって、コンピュータに感染します。

・メールをプレビューするだけで感染するタイプ
メールに添付されているファイルを開かなくても、メールをプレビューするだけで感染します。ほとん
どは、特定のバージョンの Outlook などでメールをプレビューした場合だけ感染します。

・Web ページを閲覧するだけで感染するタイプ
Web ページを閲覧するだけで感染します。セキュリティ問題の対策を行っていない特定のブラウザ、
バージョンで閲覧した場合だけ感染します。

・マクロ ウイルス
Office のマクロ機能を利用して感染するウイルスです。アイコンや拡張子が Office アプリケーション
のファイルと同じ場合が多く、注意が必要です。

この他にも、他の製品や機能を悪用して感染する場合もあります。

ウイルスの感染を予防する
ウイルスの多くは、インターネットで配布されているファイルや、電子メールに添付されているファイル
などを通じて感染します。ウイルスに感染しないためには、インターネットや電子メールなど、ネット
ワークを利用する際に十分な注意が必要です。
ウイルスの感染を予防するため、次の対策を講じてください。

●ウイルス対策ソフトウェアをコンピュータに導入する
ウイルス対策ソフトウェアは、ウイルスを発見、駆除するためのソフトウェアです。ウイルス対策ソフ
トウェアを導入しておけば、ダウンロードしたファイルや電子メールで送られてきたファイルが、ウイ
ルスに感染していないかどうかを調べることができます。
ウイルスは次々に新しいものが出現しています。ウイルス対策ソフトウェアの提供会社はこれらを検出
するための "ウイルス定義ファイル" を提供しています。ウイルス対策ソフトウェアを導入した後も、常
に最新のウイルス定義ファイルに更新することが肝心です。

ウイルスに対処する

マクロ ウイルスの詳細については、「マクロ ウイルスに対処する」を参照してください。

ウイルス対策ソフトウェアを提供している会社の詳細については、「セキュリティ対策の最新情報を
得る」を参照してください。

X0999066C09.qxp  03.8.4  2:38 PM  ページ122



5

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

●信用できないファイルの取り扱いに注意する
次のようなファイルは、開く前にウイルス検査を行います。
・インターネットからダウンロードしたファイル
・電子メールの添付ファイル
・出所不明のディスクに入っているファイル

疑わしいメールの添付ファイルは開かないようにします。知人からのメールであっても、心当たりのな
い添付ファイルは開かないようにします。また、信頼できないサイトからはファイルをダウンロードし
ないように注意します。

●Office アプリケーションのセキュリティ機能を活用する
Office アプリケーションには、ウイルスの感染を予防するセキュリティ機能が搭載されています。セ
キュリティ機能を正しく設定することによってウイルスを予防できます。

●Windows Update などで修正プログラムを導入する
メールのプレビューや Web ページの閲覧だけで感染するタイプのウイルスは、ソフトウェアの脆弱性
を標的にしています。このようなウイルスは、Windows Update や Office Update などで修正プロ
グラムを導入することによって予防できます。

●ウイルスに感染したときに復旧できるようデータのバックアップを定期的に行う
ウイルスに破壊されたデータは、ウイルス対策ソフトウェアを使っても修復することができません。ウ
イルスの被害にあっても直ちに復旧できるように、日ごろからデータのバックアップを行う習慣を付け
てください。また、アプリケーション プログラムのオリジナル CD-ROM などは大切に保管しておきま
す。万一、ウイルスによりハード ディスクの内容が破壊された場合でも、オリジナルから再インストー
ルすることで復旧することができます。その際には、バックアップしたデータがウイルスに感染してい
ないかどうかを検査してから復旧させると、より安全です。

Office アプリケーションのセキュリティ設定については、「マクロ ウイルスに対処する」を参照して
ください。

修正プログラムの導入の詳細については、「セキュリティ問題の対策を行う」を参照してください。
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ウイルスに感染した場合の対処
次のような方法でウイルスを駆除します。

●ウイルス対策ソフトウェアを導入している状態で一般のウイルスに感染した場合
ウイルス対策ソフトウェアの提供会社から最新のウイルス定義ファイルを入手して、ウイルス保護ス
キャンを実行します。ウイルスに感染したファイルが自動的に検出されるので、ソフトの指示に従って
対処します。

●ウイルス対策ソフトウェアを導入していない状態で一般のウイルスに感染した場合
ウイルス対策ソフトウェアを導入してウイルス保護スキャンを実行します。ウイルスに感染したファイ
ルが自動的に検出されるので、ソフトの指示に従って対処します。ウイルスによっては、ウイルス対策
ソフトウェアの提供会社から配布される駆除ツールを使って駆除できるものもあります。
あらかじめウイルス対策ソフトウェアをコンピュータに導入しておけば、ウイルスに感染する前に発見、
駆除することができます。予防のため、ウイルス対策ソフトウェアを導入しておくことをお勧めします。

●Office アプリケーションを狙ったマクロ ウイルスに感染した場合
ウイルス対策ソフトウェアを導入してウイルス保護スキャンを実行します。ウイルスに感染したファイ
ルが自動的に検出されるので、ソフトの指示に従って対処します。マイクロソフトで用意したウイルス
対策ツールを使って駆除できることもあります。しかし、このウイルス対策ツールは、あくまでもマク
ロ ウイルスへの感染を防ぐ予防的なものです。

ウイルス対策ソフトウェアを提供している会社の詳細については、「セキュリティ対策の最新情報を
得る」を参照してください。
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ここでは、Office アプリケーションに特有のマクロ ウイルスを予防する方法について説明
します。

マクロ ウイルスとは
マクロ ウイルスとは、Word や Excel に搭載されているマクロ機能を悪用して感染する、Office アプリ
ケーションに特有のウイルスです。
Word や Excel のマクロ機能は、各 Office アプリケーションで共通に使える Microsoft Visual Basic
for Applications (以下、VBA) や WordBasic という言語で作成されたプログラムです。マクロ ウイル
スもこれらのプログラムで作成されています。
マクロ ウイルスは、マクロ ウイルスが含まれた Word や Excel のドキュメントを開くことによって感染
します。マクロ ウイルスに感染すると、 "文書が保存できない"、"あるメニューが実行できない" などの症
状が起こります。ドキュメントの動作が不自然な場合は、マクロ ウイルスに感染している可能性がありま
す。

Word のマクロ ウイルスの感染を予防する
Word の文書ファイルに感染するマクロ ウイルスは、ほとんどが標準テンプレート (Normal.dot) に感染
します。マクロ ウイルスの入ったファイルを開いただけで、他のシステムにも感染していきます。
Word のマクロ ウイルスに感染した場合には、この標準テンプレートを削除しなければなりません。感染
への対策として、あらかじめ標準テンプレートのバックアップを作成しておくことをお勧めします。

Excel のマクロ ウイルスの感染を予防する
Excel のブック ファイルに感染するマクロ ウイルスは、Excel の個人用マクロ ブックを利用して、他の
ブックに対して自己複製を行います。
Excel のマクロ ウイルスに感染した場合には、この個人用マクロ ブックを削除しなければなりません。感
染への対策として、個人用マクロ ブックをご使用の方は、万一のために個人用マクロ ブックのバックアッ
プを作成しておくことをお勧めします。

マクロ ウイルスに対処する
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知らないマクロを実行しないようにする
マクロ ウイルスが含まれているドキュメントを開かない限り、マクロ ウイルスに感染することはありませ
ん。しかし、電子メールやインターネット、社内の LAN などを通じて、マクロ ウイルスの含まれている
ドキュメントが、知らないうちに自分のコンピュータに入ってくる可能性があります。出所不明のドキュ
メントや、知らない人から受け取った電子メールの添付ファイルなどは、マクロ ウイルスに感染している
こともあります。普段から添付ファイルの取り扱いには十分に注意しましょう。

・マクロを無効にしてファイルを開く
Word、Excel、Outlook、Access、PowerPoint、Publisher には、ファイルを開く際にあらかじめ
マクロを検出し、警告を出す機能が標準装備されています。

この画面が表示された場合、マクロの安全性を確認してからファイルを開いてください。確認できない
場合は、マクロを無効にしてファイルを開いてください。

・VBA をインストールしないように設定する
VBA で作成されたマクロ ウイルスを予防するために、VBA 自体をコンピュータにインストールしない
ように設定することができます。この設定では、VBA で作成されたマクロを完全に実行することができ
ない、Access がインストールできないなどのいくつかの制限事項があります。
詳細については、Microsoft Office の Web サイトを参照してください。
http://www.microsoft.com/japan/office/

VBAの設定方法
VBA をインストールしないように設定するには、Office のセットアップ時に、次のようにインストー
ル オプションを指定します。

1. [Office 共有機能] の [Visual Basic for Applications] をクリックします。
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2. [インストールしない] をクリックします。

・セキュリティ レベルを変更する
Word、Excel、Outlook、Access、PowerPoint、Publisher には、マクロ ウイルスからドキュメン
トやテンプレート、アドインへの感染を防ぐために、複数のセキュリティ レベルがあります。
セキュリティ レベルによって、"信頼できるマクロだけを実行する" など、実行できるマクロが異なりま
す。また、マクロを検出した場合、実行前に警告メッセージなどを表示します｡

セキュリティ レベルの設定方法
セキュリティ レベルの設定は、[セキュリティ] ダイアログ ボックスで行います。
[ツール] メニューの [マクロ] をポイントし、[セキュリティ] をクリックして [セキュリティ] ダイアロ
グ ボックスを表示します｡

セキュリティ レベルの詳細については、メニュー バーに表示される [質問入力] ボックスに「セキュリ
ティ レベル」と入力して、表示される内容をご確認ください。

なお、システムと同時にセットアップされたテンプレートやアドインを使用する場合は、それに含まれ
るマクロは自動的に有効になります。
ただし、これらのテンプレートやアドインについても、セキュリティ レベルを変更して警告を出すよう
に設定することができます。
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デジタル署名を使用する
Internet Explorer 4.0 以降がコンピュータにセットアップされている場合は、マクロの安全性を確認す
るためにデジタル署名を使用することができます。デジタル署名を使用すると、マクロの作成者を特定し
て、マクロが変更されていないことを確認できます。

デジタル署名付きのマクロが含まれているファイルやアドインを使おうとすると、デジタル署名の証明と
して次のような [セキュリティの警告] ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで
は、マクロの発行元とその身元、安全性について確認することができます。

マクロを有効にする前に、マクロの発行元について十分調査してください。マクロの安全性を確信できな
い場合は、すべてのマクロを無効にしてからファイルやアドインを使用します。知人や著名な会社のデジ
タル署名があり、マクロが信頼できる場合は、マクロを有効にしてファイルやアドインを使用します。
マクロの発行元が常に信頼できる場合は、[この作成者のマクロを常に信頼する] チェック ボックスをオン
にすると、[セキュリティ] ダイアログ ボックスの [信頼できる発行元] タブに追加されます。それ以降、そ
の発行元のデジタル署名が付いたファイルやアドインは自動的に有効になり、警告なしに使用できます。

デジタル署名では、発行元の身元と安全性については確認できますが、マクロ自体の安全性を確認す
ることはできません。デジタル署名付きのマクロを信頼して使用するかどうかは、お客様ご自身で判
断してください。
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[セキュリティ] ダイアログ ボックスは、[ツール] メニューの [マクロ] をポイントし、[セキュリティ] を
クリックして表示します。
[Visual Basic プロジェクトへのアクセスを信頼する] チェック ボックスがオフの状態では、マクロを含
むファイルを開いても、マクロの実行や編集ができません。状況に合わせてオン/オフを選択してください。

マクロ開発者の方は、Microsoft Visual Basic Editor 内から、マクロにデジタル署名を付けることがで
きます。デジタル署名の詳細については、メニュー バーに表示される [質問入力] ボックスに「デジタル署
名」と入力して、表示される内容をご確認ください。
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Outlook 電子メール セキュリティは、電子メールの添付ファイルを介して感染する、多く
のウイルスに対応するセキュリティ機能を提供しています。この機能は、電子メールを介
して感染する ILOVEYOU ウイルスや Melissa ウイルスのほか、Outlook を介して複製
するワーム型のウイルスなど、各種のウイルスに効果があります。
また、電子メール アドレスの漏洩を防ぐプライバシー保護機能や、迷惑メールを検出して
防止する機能など、高度なセキュリティ機能も提供しています。各種の悪質な攻撃からコ
ンピュータを防御する手段として、有効にご活用ください。

電子メールの添付ファイルに関する制限
Outlook では、コンピュータにウイルスを感染させるおそれがあるファイルが電子メールに添付されてい
る場合、電子メールを受信したユーザーがこの添付ファイルにアクセスすることを禁止します。

・アクセスが禁止される添付ファイル
Outlook では、以下の種類の添付ファイルへのアクセスを禁止します。
・実行コードそのものを含む可能性があるファイル
プログラムファイル (.EXE、.COM)、スクリプト モジュールとスクリプト ファイル (.BAS、.VBS、
.JS) など

・コンピュータにウイルスを感染させるおそれがある実行コードを含むファイルへのリンクが指定され
ている可能性があるファイル
インターネット リンク (URL、.ISN)、ファイルのショートカット (.LNK、.PIF) など

・添付ファイルの受信時の警告
アクセスを禁止されているファイルがメールに添付されている場合、メールの受信時に、添付ファイル
があることを示すクリップが受信トレイの添付の列に表示されます。メールを開くと、メッセージの上
部に次のような警告が表示され、添付ファイルの表示や保存ができなくなります。

添付ファイルが複数ある場合、問題を起こす可能性のある添付ファイルがあれば同じ警告が表示されま
す。この場合、安全な添付ファイルは保存や表示ができます。

Outlook 電子メール セキュリティ
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アドレス帳への自動アクセスに関する制限
ウイルスの多くは、アドレス帳や連絡先リストに勝手にアクセスし、ウイルスが含まれたメールを自動的
に送信して感染を広げます。
Outlook 電子メール セキュリティでは、外部プログラムが Outlook のアドレス帳や連絡先リストにアク
セスしようとすると、次の例のような確認メッセージを表示します｡ユーザーはアクセスを許可するかどう
かを選び、許可する場合は時間を指定することができます。

セキュリティ ゾーンの設定の強化
セキュリティ ゾーンの設定は、既定で "インターネット" ではなく "制限付きサイト" に設定されます。ま
た、制限付きサイト内でのアクティブ スクリプトの設定が、既定で無効になります。
制限付きサイトのセキュリティ設定では、大部分の自動スクリプトが無効になり、ユーザーの許可なしに
は ActiveX コントロールを開くことができません。このセキュリティ機能は、スクリプトを実行すること
によって感染する多くのウイルスからユーザーを保護します。
なお、Outlook のセキュリティ設定は手動でも変更できます。[ツール] メニューの [オプション] をクリッ
クし、[セキュリティ] タブをクリックします。

・添付ファイルの送信時の警告
アクセスを禁止されているファイルがメールに添付されている場合、メールの送信時に、"受信側の
Outlook ユーザーが添付ファイルを開けない可能性がある" という警告が表示されます。
[はい] ボタンをクリックすると、添付ファイル付きでメールが送信されます。この場合、電子メール セ
キュリティの機能を持った Outlook を使用しているユーザーは、その添付ファイルにアクセスできません。
[いいえ] ボタンをクリックすると、メールの送信を中止して、メールの編集に戻ります。必要に応じて
添付ファイルを削除した後、送信することができます。
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プライバシー保護機能の強化
Outlook には、電子メール アドレスが漏洩することによって迷惑メールの標的となることを防止する、プ
ライバシー保護機能が用意されています。
迷惑メールの送信者は、メッセージの本文に、写真や音楽などの外部コンテンツへの参照を含んだ電子
メール メッセージを無作為に送信します。ユーザーがメッセージを開くと、コンピュータは外部コンテン
ツを検索し、その電子メール アドレスが有効なアドレスであることを送信者に通知します｡その結果、ユー
ザーはいっそう迷惑メールの標的になります。この技術は "Web ビーコン" と呼ばれ、多くの迷惑メール
で使われています。
Outlook には、HTML 形式の電子メール メッセージに含まれる外部コンテンツをブロックする機能が用
意されています。ブロックされた外部コンテンツは、ユーザーの許可なしには表示されないので、電子
メール アドレスの漏洩を防止することができます。

電子メール メッセージに外部コンテンツへの参照が含まれていると、メッセージの上部に外部コンテンツ
がブロックされたことを通知する警告が表示されます。警告メッセージをクリックするとメニューが表示
され、外部コンテンツを表示するかどうかを選択することができます｡
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迷惑メールの防止機能の強化
Outlook には、メッセージの種類や差出人などに基づいて、迷惑メールの受け取りを拒否できる機能が用
意されています。
既定では、明らかな迷惑メールだけを検出し、[迷惑メール] フォルダに振り分けるように設定されていま
す。ユーザーは、[迷惑メール] フォルダを確認し、必要なメールを回復することもできます。

迷惑メールの処理レベルの設定方法
迷惑メールの処理レベルは、[迷惑メールのオプション] ダイアログ ボックスで設定します。[ツール] メ
ニューの [オプション] をクリックし、[初期設定] の [迷惑メール] ボタンをクリックして、[迷惑メールの
オプション] ダイアログ ボックスを表示します｡

[オプション]
オプション 説明

保護なし 迷惑メールの自動処理機能をオフにします。[受信拒否リスト] にあるアドレスからの
メールは [迷惑メール] フォルダに移動します｡

低 明らかな迷惑メールだけを検出し、[迷惑メール] フォルダに移動します｡
高 ほとんどの迷惑メールを検出します。ただし、問題のないメールも迷惑メールとして処理

される可能性があるので、定期的に [迷惑メール] フォルダを確認する必要があります｡
[セーフ リスト]のみ [差出人セーフ リスト] または [宛先セーフ リスト] に登録されているユーザーやドメイ

ンが差出人や宛先になっているメールだけを受信トレイに表示します｡
迷惑メールを [迷惑メール] 迷惑メールを検出すると、[迷惑メール] フォルダに移動せずにそのまま削除します｡
フォルダに移動しないで削除する

Outlook 2003 の迷惑メール機能は英語のみに対応しており、日本語のメールには対応しておりま
せん。しかし、現状の迷惑メールの多くは英語のメールです。英語の迷惑メールがフィルタによって
振り分けられることで、迷惑メールの処理にかかっていた多くの時間を節約することができます。ま
た、マイクロソフトでは、英語以外の言語の対応を順次進めております。
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[差出人セーフ リスト]
問題のないメールが迷惑メールとして処理される場合は、そのメールの差出人を [差出人セーフ リスト] に
追加することができます。[差出人セーフ リスト] に登録された電子メール アドレスやドメイン名から送ら
れてくる電子メールは、迷惑メールとして処理されません。

[宛先セーフ リスト]
特定の宛先へのメールが迷惑メールとして処理されないようにする場合は、[宛先セーフ リスト] に追加し
ます。[宛先セーフ リスト] に登録された電子メール アドレスやドメイン名に送信された電子メールは、迷
惑メールとして処理されません。

[受信拒否リスト]
特定の差出人からのメールを迷惑メールとして処理する場合は、[受信拒否リスト] に追加します。[受信拒
否リスト] に登録された電子メール アドレスやドメイン名から送られてくる電子メールは、常に迷惑メー
ルとして処理されます。

[差出人セーフ リスト]、[宛先セーフ リスト]、または [受信拒否リスト] に電子メール アドレスやドメイ
ン名を追加するには、メッセージを右クリックして [迷惑メール] をクリックするか、または [アクション]
メニューの [迷惑メール] をクリックします。
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ドキュメントや電子メールに含まれている機密情報の保護は、ドキュメントや電子メール
を受け取った人のモラルに頼ってきました。
Microsoft が提供する Information Rights Management (IRM) 機能を活用することに
よって、不用意な情報漏洩を防ぐことができます。

●メール メッセージに対する制限
メールの転送や印刷、メッセージのコピーや貼り付けを禁止することができます。また、閲覧の有効期
限を設定することができます。

●Office のドキュメントに対する制限
ドキュメントの閲覧、変更、印刷、コピー、プログラミング アクセスを制限することができます。また、
閲覧の有効期限を設定することができます。

機密情報を保護する

Information Rights Management (IRM) をご利用いただく場合の詳細については、Microsoft
Office のWeb サイトを参照してください。
http://www.microsoft.com/japan/office/
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コンピュータや個人データを保護するには、ご利用のソフトウェアに存在する既知の脆弱
性を修復して、ウイルスなどの悪質な攻撃に耐える最新の環境を構築しておくことが大切
です｡

信頼できるソフトウェア製作者は、ソフトウェアに脆弱性が見つかった場合、それを修復
するプログラムを作成、公開しています。修正プログラムを適用してソフトウェアを常に
最新の状態に更新することによって、セキュリティは大幅に向上します。
ソフトウェア製作者の多くは、修正プログラムの自動更新と通知サービスを提供していま
す。これを利用すると、最新の修正プログラムをいち早く入手することができます。

Windows の最新の修正プログラムを入手する
Microsoft の Web サイトでは、Windows とアプリケーションの修正プログラムとサービス パックを無
償で提供しています。これらを活用して Windows とアプリケーションを最新の状態に更新してください。

●Windows XP をご利用の場合
Windows 自動更新機能を有効にしておきます。これによって、インターネットに接続したときに、
Microsoft の Windows Update サイトで Windows、Internet Explorer などの最新のセキュリティ
修正プログラムを自動的に調べて、ダウンロードします。ダウンロードが完了すると、Windows XP
からインストールの許可が求められるので、直ちにインストールしてください。

●Windows 2000 をご利用の場合
Microsoft の Windows Update サイトから Windows Critical Update Notification 3.0 をインス
トールしておきます。これによって、インターネットに接続したときに、重要な修正プログラムが使用
可能であれば自動的に通知されます。通知された場合は、直ちに Windows Update サイトから最新の
修正プログラムを入手してください。

Office アプリケーションの修正プログラムを入手する
Microsoft の Windows Update サイトで [Office のアップデート] をクリックして、Office 製品のアッ
プデート サイトを表示します。ここではお使いのコンピュータに対する Office 製品の修正プログラムを
自動検出することができます。
また、Office 製品のアップデート サイトのダウンロード センターから、修正プログラムを個別に選択し
てダウンロードすることもできます。

セキュリティ問題の対策を行う
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すべてのソフトウェアを更新する
ソフトウェアの相互作用は複雑です。ソフトウェアを更新または追加する場合は、他のソフトウェアに予
期しない結果を生じることがあります。セキュリティを維持するために、使用している他のソフトウェア
の修正プログラムがないかどうかを調べてください。Microsoft 製品の場合、すべて Microsoft ダウン
ロード センターで調べることができます。

http://www.microsoft.com/japan/download.htm

また、ソフトウェアの登録時は、ソフトウェア自動更新と通知サービスを利用できるようにしてください。
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セキュリティ対策の最新情報を得る

マイクロソフトでは、マイクロソフト製品のセキュリティに関する最新情報をホームペー
ジで公開しています。定期的に参照し、最新のセキュリティ対策を講じてください。

http://www.microsoft.com/japan/security/

Microsoft Office Onlineでは、Office アプリケーション向けの最新のアップデートを提
供しています。定期的に参照し、最新のアップデート情報を確認してください。
Microsoft Office Online で最新のアップデート情報を確認するには、次の操作を行います。
1. [ヘルプ] メニューの [Microsoft Office Online] をクリックします。または、
http://office.microsoft.com/home/ を表示します。

2. Web ページの左側にある [ダウンロード] をクリックします。
3. 必要な Office のアップデートを検出します。

次の会社 (五十音順) では、ウイルス対策ソフトウェアを提供すると共に、ウイルスに関す
る最新情報を提供しています。

● 株式会社シマンテック
http://www.symantec.co.jp/
・サービス ＆ サポート

http://www.symantec.co.jp/region/jp/techsupp/index.html 
・セキュリティ・レスポンス

http://www.symantec.co.jp/region/jp/sarcj/index.html

● トレンドマイクロ株式会社
http://www.trendmicro.com/jp/home/
・ウイルスバスターサイト

http://www.trendmicro.com/jp/products/desktop/vb/
evaluate/overview.htm 

・セキュリティ情報
http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/
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● 日本ネットワークアソシエイツ株式会社
http://www.nai.com/japan/
・法人エンドユーザーお問い合わせ先

TEL  03 - 5428 - 1104
・VirusScanプレインストール版ユーザーお問い合わせ先

TEL  03 - 3379 - 7770
・ウイルス情報

http://www.nai.com/japan/virusinfo/vinfo.asp

● 日本エフ・セキュア株式会社
http://www.f-secure.co.jp/
・日本エフ・セキュアに関するお問い合わせ

TEL  044 - 230 - 2223
E-mail  Japan@F-secure.com

・製品、ソリューションに関するお問い合わせ
E-mail  Japan@F-secure.com

・最新ウイルス情報
http://www.f-secure.co.jp/vir-info.html
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