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はじめに 

1 

本資料は、KDDIクラウドプラットフォームサービス(以下、KCPS)ナレッジサイトにおいて
情報を発出している「KCPSに関するMeltdownおよびSpectre脆弱性への対応ついて」に
関する、お客さまのインスタンス(仮想サーバー)上のWindowsOSへの脆弱性対応手順です。 
 
第6報 
 https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/24186/ 
 
 
※過去のご案内内容につきましては、以下をご参照ください。 
 
 第１報 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/20780/ 
 

 第２報 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21944/ 
 

 第３報 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21986/ 
 

 第４報 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22424/ 
 

 第5報 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22649/ 
 
 

お客さまにはお手数をお掛けしますが、次ページ以降の内容をご一読の上、実施可否をご検討ください。 

ご利用中のお客さま限り 

https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/24186/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/24186/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/24186/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/24186/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/20780/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/20780/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/20780/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/20780/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/20780/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21944/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21944/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21944/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21944/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21944/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21986/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21986/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21986/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21986/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/21986/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22424/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22424/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22424/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22424/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22424/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22649/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22649/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22649/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22649/
https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/information/vulnerability/22649/


ご利用中のお客様限り 

© KDDI 

お客さまのインスタンスへの影響 
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弊社試験にてお客さまご利用のインスタンスのOSにCPU脆弱性に対するパッチを適用すること
でパフォーマンスに影響がある事を確認しております。  
 
お客さまのシステムで発生するパフォーマンスの影響を評価の上、ご適用頂きますよう宜しく 
お願い申し上げます。 
 
  
<ご参考> 
 
◇ADV180002 | 投機的実行のサイドチャネルの脆弱性を緩和するガイダンス 
  https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance/advisory/ADV180002 

  
◇Windows Server を投機的実行のサイドチャネルの脆弱性から保護するためのガイダンス 
  https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4072698/  

パッチ適用後に元(以前)の状態に戻すはできませんので、本ページの影響度をご参照 
の上、パッチ適用要否をお客さまにてご検討頂けますよう、宜しくお願いいたします。 
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脆弱性対応_手順①-② 
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①対象のインスタンスにリモートデスクトップで接続してください。 
 
②「スタート」メニューより、検索ワードの入力欄に「cmd」を入力し、コマンドプロンプ
トを開いてください。 

※ 画面はWindows Server 2008R2で実施した場合 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_手順③-⑥ 
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③コマンドプロンプト上で、以下のコマンドを入力しレジストリの追加を行います。 
 
【実行コマンド】 
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥ 
Session Manager¥Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 0 /f 

 
④「この操作を正しく終了しました。」というメッセージをご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
⑤次に、コマンドプロンプト上で、以下のコマンドを入力しレジストリの追加を行います。 
 
【実行コマンド】 
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥ 
Session Manager¥Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f 

 
⑥「この操作を正しく終了しました。」というメッセージをご確認ください。 
 
 

※ 画面はWindows Server 2008R2で実施した場合 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_手順⑦-⑧ 
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⑦スタートメニューより、「コントロールパネル」をクリックする 
⑧コントロールパネル画面が表示されるので、「システムとセキュリティ」 
 →「WindowsUpdate」をクリックする 

※ 画面はWindows Server 2008R2で実施した場合 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_手順⑨ 
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⑨WindowsUpdateの画面が表示されるので、WindowsUpdateを実施し、更新プログラ
ムのインストールを実行してください。 
※複数回、更新及び再起動する可能性があります。お手数をお掛けしますが、 
   「お使いのデバイスは最新の状態です。」というメッセージが表記されるまで、 
 実行をお願いいたします。 

※ 画面はWindows Server 2008R2で実施した場合 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_手順⑩ 
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⑩以下のメッセージになりましたら、Windows Updateは完了です。 
 
※Windows Update実施時にOSの再起動を求められますので、再起動をお願いいたします。 

※ 画面はWindows Server 2008R2で実施した場合 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_手順⑪ 
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⑪インスタンスの”停止/起動”を実施 
 

 ※アップデートを反映させるため、Admin Consoleからの”停止/起動”が必須となります。 
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①対象OSによって下記手順項番を実施ください。 

ご利用中のお客さま限り 

バージョン モデル bit 実行いただく手順 

2008 SP2 

Standard 
32 

 
脆弱性対応_確認手順② 
脆弱性対応_確認手順③ 

脆弱性対応_確認手順④-1 
脆弱性対応_確認手順⑤ 

脆弱性対応_確認手順⑥-1 
脆弱性対応_確認手順⑥-2 

 

Enterprise 

Standard 
64 

Enterprise 

2008 R2 
Standard 

64 

 
脆弱性対応_確認手順② 
脆弱性対応_確認手順③ 

脆弱性対応_確認手順④-2 
脆弱性対応_確認手順⑤ 

脆弱性対応_確認手順⑥-3 
脆弱性対応_確認手順⑥-4 

 

Enterprise 

2008 R2 SP1 
Standard 

64 
Enterprise 
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②AdminConsoleから脆弱性対応のスクリプトを入手する 
 
 １．対象インスタンスへのISOをアタッチ※する 

※ ISOのアタッチ方法は、以下URLをご参照ください。 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/virtual-server/storage/iso/attach-detach/ 

本手順は前述の脆弱性対応手順が正常に実行されたことを確認するための手順です。 

ご利用中のお客さま限り 



ご利用中のお客様限り 

© KDDI 

脆弱性対応_確認手順③ 
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③プルダウンメニューより、対象のISOを選択し、「OK」押下 
 
 ISO名：Spectre_Meltdown_CheckScript.iso 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_確認手順④-1 
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④対象の仮想サーバーOS上の画面にて、対象OSのフォルダよりスクリプトを入手する 

【Windows2008 SP2 テンプレートから作成されたインスタンスの場合】 
 １．アタッチしたISOファイルを開く 
 ２．下記フォルダが表示されるので、「03_Windows2008」フォルダを開く 
 ３． 
  - 64bitの場合：「01_x64」フォルダを開き、フォルダ内にある下記ファイルを 
          対象インスタンスにコピーして保存する。 
  - 32bitの場合：「02_x86」フォルダを開き、フォルダ内にある下記ファイルを 
          対象インスタンスにコピーして保存する。 
  
※保存先は任意の場所 
   ファイル名： SpeculationControl.exe、concrt140.dll、msvcp140.dll、vccorlib140.dll、  
         vcruntime140.dll 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_確認手順④-2 

13 

【Windows2008 SP2 テンプレート以外から作成されたWindowsインスタンスの場合】 
 
 １．アタッチしたISOファイルを開く 
 ２．下記フォルダが表示されるので、「02_Windows」フォルダを開く 
 ３．フォルダ内の下記ファイルを対象インスタンスにコピーして保存する。 
 
 ファイル名： SpeculationControl.psd1、 SpeculationControl.psm1 
 ※保存先は任意の場所 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_確認手順⑤ 
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⑤AdminConsoleより、以下ISOをデタッチ※する 
 
 ISO名：Spectre_Meltdown_CheckScript.iso 

※ ISOのデタッチ方法は、以下URLをご参照ください。 
  https://iaas.cloud-platform.kddi.ne.jp/virtual-server/storage/iso/attach-detach/ 

ご利用中のお客さま限り 
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⑥脆弱性確認スクリプトを実行する 
【Windows2008 SP2 テンプレートから作成されたインスタンスの場合】 
 
 １．対象インスタンスに保存した下記ファイルを同フォルダ（任意の場所）に保存し、 
   下記実行方法にて対象スクリプトを実行する 
 
  対象ファイル：SpeculationControl.exe、concrt140.dll、msvcp140.dll、vccorlib140.dll、  
         vcruntime140.dll 
  実行ファイル： SpeculationControl.exe 

 
 ＜実行方法＞ 
  １．コマンドプロンプトを起動 
  ２．上記、対象ファイル及び実行ファイルを保存した場所へ移動 
  ３．上記実行ファイルを、コマンドプロンプトで結果をファイルに出力する形で実行 
    例） C:¥> SpeculationControl.exe > Result.txt 
      ※実行結果をResult.txtファイルに出力し実行 
 

ご利用中のお客さま限り 
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脆弱性対応_確認手順⑥-2 
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2．実施結果が次ページ以降の「スクリプト実行結果例(VMware)」or  
「スクリプト実行結果例(KVM)」のように、 
 緑で表示された箇所が”True”であることを確認する 
  ※注意点 
   VMwareインスタンスとKVMインスタンスで表示結果が異なります。 
    ・VMwareインスタンス：「スクリプト実行結果例(VMware)」参照 
     ⇒緑で表示された5行が”True”であることを確認する 
    ・KVMインスタンス：「スクリプト実行結果例(KVM)」参照 
     ⇒緑で表示された3行が”True”であることを確認 
    （False箇所がありますが、記載している3行がTrueであれば問題ありません） 
 
「スクリプト実行結果例」はWindows PowerShellでの実行結果ですが、本スクリプトを実行した 
 場合は、コマンドプロンプトが起動され結果が出力される。出力内容は同じ。 

ご利用中のお客さま限り 
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【Windows2008 SP2 テンプレート以外から作成されたWindowsインスタンスの場合】 
 
１．脆弱性対応の確認のため、「脆弱性対応_確認手順④-2」で保存した2つのスクリプトを 
  インポートする 
  ・Windows PowerShellを起動する 
  ・下記のコマンドを実行する 

【実行コマンド】 
 

◆Windows2008R2系(SP1も含む)、の場合は実行ポリシーが必要 
 なため、下記コマンドを実施 
 

 PS C:¥> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 
 
実行ポリシー変更有無の確認を促されるため「Y」を入力する 
 
◆下記はWindows2008 SP2 OS以外のWindosOS共通 

 PS C:¥> Import-Module .¥SpeculationControl.psd1 
 

※SpeculationControl.psd1のみ実行で問題ありません 
※保存した先が、C:¥である場合の手順(別の場所へ保存した場合はその場所へ移動して実行) 
※上記コマンド実行してエラーが出ないことを確認 

ご利用中のお客さま限り 
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２．脆弱性確認コマンドを実行する 
  ・下記コマンドをWindows PowerShellで実行する 
  ・実施結果が次ページ以降の「スクリプト実行結果例」のように、 
   緑で表示された箇所が”True”であることを確認する 
  ※注意点 
   VMwareインスタンスとKVMインスタンスで表示結果が異なります。 
    ・VMwareインスタンス：「スクリプト実行結果例(VMware)」参照 
     ⇒緑で表示された5行が”True”であることを確認する 
    ・KVMインスタンス：「スクリプト実行結果例(KVM)」参照 
     ⇒緑で表示された3行が”True”であることを確認 
    （False箇所がありますが、記載している3行がTrueであれば問題ありません） 

【実行コマンド】 
 

PS C:¥> Get-SpeculationControlSettings 

ご利用中のお客さま限り 
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スクリプト実行結果例（VMware） 
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スクリプト実行結果例（KVM） 
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