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Microsoft InfoPath 2010: 概要 

Microsoft® InfoPath® 2010 は、組織がビジネス プロセスを合理化する場合に役立つ、フォー

ム作成およびデータ収集のためのツールです。InfoPath 2010 は、熟練したユーザーと IT 担当

者および開発者が使用することを目的とし、ユーザーまたは組織が利用するフォーム ベースの

ソリューションの種類に応じて設計されています。どのレベルのユーザーでもフォームに入力

することができます。  

熟練したビジネス ユーザー向け 

InfoPath 2010 を使用すれば、すばやく費用効果の高い方法でビジネス ニーズに応じた情報を

収集するための、洗練された電子フォームが設計できます。たとえば、計算フゖールド、既定

値の設定、条件付き書式設定、ヒントの各種機能を使用すれば、コードをまったく記述せずに

フォームをカスタマズできます。同じ組織内で Microsoft SharePoint® Server 2010 を併用し

ている場合は、SharePoint リストに保存された情報を取得するためのフォームが作成できます。

共有の場所 (SharePoint リストなど) に情報を保存すると、チーム メンバーがその情報を利用し

やすくなり、グループでの作業がはかどります。  

また、InfoPath Filler でフォームに入力する環境、ならびに Microsoft Outlook® や Microsoft 

SharePoint® Workspace (旧 Microsoft Office Groove®) を含む他の Microsoft Office 2010 ゕプ

リケーションとの相互運用性が改良されたことで、オンラン入力、オフラン入力、モバ

ル デバス入力など、フォームを入力するときのオプションが増えました。そのほか、

InfoPath 2010 を使用すれば、Microsoft Office Word、Microsoft PowerPoint®、Microsoft 

Excel® の各ゕプリケーションのドキュメント情報パネルをカスタマズして、ドキュメントの

メタデータを収集できます。 
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IT 担当者および開発者向け 

InfoPath 2010 は、電子フォームの設計、開発、ホスト (SharePoint Server との併用時) 、収集、

集計、統合を行う上で最適な環境を提供します。InfoPath は World Wide Web コンソーシゕム 

(W3C) XML 推奨事項に基づき一から構築され、既存のンフラストラクチャやプロセス管理環

境と連携するように設計されています。  

部門やエンタープラズのビジネス プロセス用の高度なフォームでは、InfoPath 2010 と 

SharePoint Server 2010 を併用すれば、コードをほとんどまたはまったく記述せずに複合的なゕ

プリケーションやワークフロー シーケンスを作成できます。InfoPath 2010 は SharePoint 

Server 2010 と完全に統合できます。InfoPath フォームは、SharePoint Server 2010 Business 

Connectivity Services、Web サービス、SOAP (Simple Object Access Protocol) および REST 

(representational state transfer) Web サービスを使用して、他のデータ ソースや Microsoft SQL 

Server®、Oracle、SAP のような基幹業務システムと接続できます。InfoPath ソリューションは、

SharePoint Foundation 2010 ソリューション フゔル (.wsp) および SharePoint サト テンプ

レート (.stp) 形式を使用すれば移植できるため、ゕプリケーション間やサト間の移動も簡単

です。さらに、InfoPath は移植性を確保するため、URL を (絶対値ではなく) 相対値として保存

します。 

以上のことは、強力なフォーム駆動型のビジネス プロセスの自動化ソリューションを構築する

上で役立つ、InfoPath 2010 および SharePoint Server 2010 の機能のほんの数例にすぎません。 

InfoPath の用例 

このガドの「InfoPath の用例」では、日常業務における InfoPath 2010 の使用例を架空のシナリオで説

明します。最初の「InfoPath の用例」で紹介するのは、あるマーケテゖング担当者がパートナー ベン

トのデータを収集するために、InfoPath 2010 を使用してプロがデザンしたようなフォームを作成する

シナリオです。2 つ目の「InfoPath の用例」では、従業員や IT サポート技術者が利用するためのヘルプ 

デスク ゕプリケーションを作成する開発者のシナリオを紹介します。 
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使いやすいツールでフォームをすばやく設計する 

InfoPath 2010 を使用すれば、洗練されたフォームをすばやく効率的に設計し、展開することが、

以前より簡単にできます。 

フォント、スタル、スペルチェック、テーブル デザン、クリップ ゕートなど、馴染みの

ある Microsoft Office system の機能を使用して、非公式なビジネス プロセスをサポートするこ

とに特化したフォームを作成できます。馴染みのあるツールと環境によって、トレーニングに

要する時間が最小限に抑えられ、フォーム作成が迅速化します。  

リボンを使用してフォームをすばやく作成する 

InfoPath 2010 には、多くの 2007 Microsoft Office system ゕプリケーションに導入されている

リボンが含まれます。リボンは、膨大な有用データと最近のハードウェゕおよびソフトウェゕ

の進歩に基づき、Office ゕプリケーションのあらゆる機能を簡単に見つけて使用できるように

デザンされており、必要な結果がすばやく得られます。従来のメニューやツール バーでは 1 

つの作業を完了するまでにいくつかの手順が必要でした。それに対して、リボンでは特定のゕ

クテゖビテゖに関連する作業ごとに整理されたタブ構造でコマンドが表示されます。  
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図 1 - リボンを使用してフォームを効率的に作成する 

 

また、InfoPath 2010 では、フォームの設計と入力をする場合の UI が以前よりすっきりとシン

プルになりました。そのため、たとえばフォーム作成者は、フォーム コントロール ギャラ

リーやテンプレートの適用を使用して作業を効率化できます。  

InfoPath Filler を使用すると、フォームに入力する場合の UI がシンプルで使いやすく、下書き

の保存、ローカル コピーの保存、PDF として保存のいずれかを選択すれば、フォームのローカ

ル レコードを保有できます。 

宣言型ロジックとレイアウトを使用してフォームを簡単にカスタマイズする 

そのほか、フォームをすばやく作成するための機能には、あらかじめ組み込まれたレゕウト 

セクション、すぐに使用できるルール、改良されたルール管理、多様なスタルがあります。

また、InfoPath Designer にはいくつものフォーム テンプレートが用意されているので、フォー

ムのあらゆるパーツを最初から定義せずに済みます。 
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InfoPath 2010 を使用すれば、フォームのレゕウトなどを簡単に魅力的なデザンにすること

ができます。ページ レゕウトを挿入し、フォームの構造を指定した後、いくつかのセクショ

ン レゕウトをページ レゕウトに挿入すれば、フォームの作成を開始できます。作成する

フォームの種類に合ったデザンを選択するオプションはいくつかあります。構造を指定した

後、[ページ デザン] タブで配色とレゕウト スタルが選択できます。 

すぐに使用できるルール (クック ルール) を使用すれば、コードを記述しなくても 2 ～ 3 回

クリックするだけで、入力規則、書式設定、ゕクションをフォームに追加できます。クック 

ルールは状況に依存し、ルールを割り当てるフゖールドの種類にとって意味のあるオプション

だけが表示されます。テキスト フゖールドで作業をしている場合は、必要なゕクションを選択

する前に、そのフゖールドの内容を特定のテキストや別のフゖールドの内容と比較できます。

データ フゖールドで作業をしている場合は、指定した範囲にない日付をユーザーが入力すると

警告が表示されるように設定できます。ゕクションの選択肢には、ビューの切り替え、値の計

算と割り当て、書式の適用、データの検証が含まれます。  

たとえば、自社事例の制作に使用する顧客またはパートナーを指定する同僚のためにフォーム

を作成する場合、いくつかのクック ルールが役立つことに気づきます。その同僚が事例制作

の開始日としては早すぎて現実的でない日付を選択すると、警告が表示されるように設定する

ことができます。その同僚が事例制作にパートナーと顧客のどちらを指定するかに応じて、特

定の詳細フゖールドだけを表示させたい場合があるでしょう。その場合、フォームのセクショ

ン全体の表示と非表示を切り替えることができます。  

クック ルールを追加した後、新しい [ルール マネージャー] 作業ウゖンドウを使用してルー

ルを変更すること、あるいはさらに複雑な新しいルールを追加することができます。InfoPath 

2010 では、ダゕログボックスを減らし、このプロセスの効率性と柔軟性を高めました。  

Microsoft Office Backstage ビューを使用して作業を早く仕上げる 

リボンの一番左には [フゔル] タブがあります。どの機能を利用するときも、このタブをク

リックするだけです。これによって、フォームの管理や InfoPath 2010 エクスペリエンスのカ

スタマズが以前より簡単にできます。 
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新しい Backstage ビューは従来の [フゔル] メニューに代わるもので、フォーム管理作業に単

独の場所を確保します。例:  

 フォーム テンプレートを選択して、フォームをすばやく作成する。 

 フォームの設計にエラーがないか調べる。 

 フォームの送信など、詳細オプションを構成する。 

 SharePoint ラブラリ、電子メールの受信者一覧などにフォームを発行するための発行オ

プションを見つける。  

 

図 2 - Backstage ビューを使用して作業を早く仕上げる 
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SharePoint リスト用のフォームを作成する 

InfoPath 2010 では、ボタンを 1 回クリックすれば、SharePoint の通常のリストまたは外部リス

トに基づいた魅力的なフォームを作成できます。それには、ブラウザーで SharePoint リストに

移動して、[リスト ツール] の下の SharePoint のリボンで InfoPath を選択し、これを使用して

フォームをカスタマズするだけです。SharePoint リストのすべてのフゖールドをもつフォー

ムを自動生成させ、それをカスタマズすることもできるので、フォームの作成時間を節約で

きます。1 回のクリックでフォームが発行されます。フォームは SharePoint リスト上でゕク

テゖブになり、すぐに使用できます。 

 

図 3 - SharePoint リスト用のフォームをカスタマズする 

Microsoft SharePoint Workspace 2010 をオフライン入力に使用する 

InfoPath 2010 と Microsoft SharePoint® Workspace 2010 を使用すれば、ビジネス プロセスの

参加者はオンランとオフランのどちらでも作業ができます。SharePoint Workspace 2010 

は InfoPath フォームと相互運用するので、オフランで InfoPath フォームを使用すれば 

SharePoint のリストまたはラブラリを簡単に取得できます。フォームに入力された情報は、

参加者がオンランに戻ると自動的に同期されるので、参加者が接続しているかどうかにかか

わらず生産性が向上します。 
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InfoPath 2010 の用例 

ビジネス チャレンジ: Litware でマーケテゖング部長を務める Britta Simon は、彼女が担当する製品の自

社事例を作成する必要があります。彼女は Litware のゕカウント マネージャーとパートナー マネー

ジャーに連絡し、事例作成の参加者候補の推薦を集めます。彼女が収集する情報は、顧客またはパート

ナーの名前、考えられるソリューションの説明、望ましい開始日、組織の種類 (パートナーまたは顧

客)、使用する製品などです。参加者候補に直接連絡するには、彼らの連絡先の名前、電子メール ゕドレ

ス、電話番号も必要です。 

ソリューション:  Britta は、ゕカウント マネージャーとパートナー マネージャーが SharePoint サトに

ゕクセスするための、プロがデザンしたような InfoPath フォームを設計します。彼女は、コードを記

述することも IT 部門の支援を受けることもなく、フォームをレゕウトして、顧客またはパートナーの

名前、考えられるソリューションの説明、望ましい開始日、組織の種類、パートナーまたは顧客が使用

する製品の名称の各フゖールドを作成します。それにはパートナーまたは顧客の連絡先の名前、電子

メール ゕドレス、電話番号のフゖールドも含めます。彼女は事例制作の開始日について、選択された日

付が現在の日付から 2 週間以内の場合、開始日を 2 週間より先の日付にするよう警告が表示されるよう

に、ルールを設定します。 

そして、サトの URL を Litware のゕカウント マネージャーとパートナー マネージャーに送信します。

マネージャーたちがフォームに入力したデータは SharePoint のリストに保存されます。このリストは、

彼女のマーケテゖング チームの他のメンバーも簡単に利用できます。 
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図 4 - 情報収集のための魅力的なフォームをすばやく作成する 

SharePoint ゕプリケーションを作成する 

InfoPath 2010、SharePoint Server 2010、SharePoint Designer 2010 を使用すれば、SharePoint 

ゕプリケーションを作成できます。InfoPath 2010 は SharePoint Server 2010 と統合すれば、

SharePoint Server の組み込みワークフロー機能を使用してフォーム駆動型のプロセスを作成で

きます。また、SharePoint Server 2010 を使用すれば、SharePoint Server ンフラストラク

チャと同じコンテキストで InfoPath 2010 フォームを管理できます。   

2 種類の SharePoint アプリケーションを作成する 

SharePoint ワークフロー ゕプリケーションは、ドキュメント ソリューションとフォーム ソ

リューションのどちらにも役立ちます。ドキュメント ソリューションを使用すると、以下のこ

とができます。  
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 ドキュメント ラブラリにある既存のドキュメントにワークフロー プロセスを追加する。  

 ワークフローの初期化と関連付け、およびワークフロー タスクに役立つ、独自の InfoPath 

フォームを作成する。 

フォーム ソリューションを使用すると、以下のことができます。  

 SharePoint のリスト用またはドキュメント ラブラリ用の 1 つ以上の InfoPath フォームの

作業を開始する。レゕウトの変更、データの入力規則の追加など、フォームをすばやく

カスタマズする (詳細は「InfoPath の用例」の最初のシナリオをご覧ください)。 

 ワークフローや他のコンポーネントをゕプリケーションに追加する。 

多くの場合、フォームは Web パーツに埋め込まれ、SharePoint Server が出力するポータル 

ページのセクションとして使用されます。これらのソリューションは、外部リストを使用して

基幹業務システムと統合できます。 

モジュール式で拡張と移植ができる SharePoint アプリケーションを構築する 

部門またはエンタープラズ レベルでは、SharePoint Designer と InfoPath を使用すれば、

コードをほとんどまたはまったく使用せずに SharePoint ゕプリケーションを構築できます。こ

れらのソリューションは、モジュール式で拡張と移植ができます。  

モジュール式—既存の SharePoint のリストまたはドキュメント ラブラリからソリューショ

ンを構築します。  

拡張できる—追加モジュールを作成するか、カスタム コードを使用して記述したコンポーネン

トを追加することで、簡単に機能を追加できます (たとえば、Web サービス、ベント ハンド

ラー、カスタム ワークフロー ゕクション)。  

移植できる—SharePoint Foundation ソリューション フゔル (.wsp) および SharePoint サト 

テンプレート (.stp) 形式を使用して InfoPath ソリューション ゕプリケーションをすばやくパッ

ケージ化し、ゕプリケーション間やサト間を簡単に移動できます。 
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図 5 - 移植できるフォーム ソリューションを使用してゕプリケーション ラフ サクルを

合理化する 

 

InfoPath フォームは、SharePoint Server および SharePoint Designer と組み合わせれば、

フォームの情報に基づくルーテゖングおよび通知機能などのワークフローを含む、自動化され

たビジネス プロセスの一部として展開できます。ドキュメントのレビュー、コンテンツの承認、

その他のプロセスに使用するワークフロー エンジンを InfoPath フォームにも使用できるので、

ビジネス プロセスの管理が非常に簡略化します。  
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強化されたサーバーを利用する  

強化された SharePoint Server 2010 を利用すれば、InfoPath フォームを作成、使用する上で、

これまで以上の恩恵が得られます。 

強力になった Web ブラウザー フォームを利用する  

SharePoint Server 2010 では、InfoPath 2010 クラゕント フォームと InfoPath フォームとのパ

リテゖが改善したことで、ユーザーがフォームに入力する場合の整合性が向上します。たとえ

ば、以下の機能はどちらの環境でも使用できます。  

 黒丸付きリスト、番号付きリスト、標準リスト 

 複数選択リスト ボックス 

 コンボ ボックス 

 ピクチャ ボタン 

 ハパーリンク機能 

 選択肢グループと選択肢セクション  

 フゖルター機能 

 日付と時刻のコントロール 

 ユーザー選択ウゖンドウ 
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サーバー上でフォームを簡単に管理する 

正常性と監視という視点から言えば、InfoPath フォームを SharePoint Server 2010 の正当なコ

ンポーネントとして監視できます。新しい SharePoint メンテナンス エンジンのルールを使用

すれば、InfoPath フォームは SharePoint Server フゔームの中で正しく構成されます。InfoPath 

フォームでは SharePoint Server 管理パックと相互運用することで、フォームのさらなる正常性

チェックや個別のフォーム テンプレートの問題に関するレポートを提供できます。 

また、SharePoint Server 2010 は、組織全体の電子フォームの集中管理に適したホステゖング環

境を提供します。これによって、フォーム ソリューションのコントロールが改善できます。

SharePoint Server 2010 の統合ポータル、フォーム、コンテンツ管理ソリューションを組織で使

用すれば、電子フォームを他の重要なビジネス機能と同じコンテキストで管理できます。その

ほか、フォームの機能と構成は同じフゔーム内の複数のテナントと共有できます。フォーム設

定の細かい制御は、フゔーム管理者が集中管理するか、テナント管理者に委任するか、どちら

かを選択できます。 

 

図 6 - SharePoint Server 2010 を使用してフォームを管理する 
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InfoPath フォームを管理する場合は、SharePoint Server 2010 に付属する Windows PowerShell

™ コマンド ラン シェルとスクリプト言語を使用することもできます。Windows PowerShell 

を使用すると、スクリプトで共通タスクを柔軟に実行できるほか、管理者ユーザー ンター

フェスによって非公開の構成設定にゕクセスできます。 

高度なフォームを作成し、フォームと基幹業務システムを 

接続する 

組織がフォーム機能を追加してビジネス プロセスのデータ管理を支援する場合、InfoPath 2010 

を使用して複合ゕプリケーションを作成できます。また、SAP、Oracle、その他の一般的な基

幹業務ゕプリケーションを使用している場合、InfoPath とその SharePoint Server 2010 Business 

Connectivity Services とのシームレスな相互運用は、基幹業務システムに重要な情報を保存した

組織のユーザーを集めるための有用なツールとなります。 

コードを使用してフォームを拡張する 

InfoPath フォームはコードを記述しなくても多くの面をカスタマズできますが、宣言型ロ

ジックがソリューション機能の実用ニーズに合わない場合は、コードを使用すれば InfoPath 

フォームを拡張できます。 

Visual Studio Tools for Applications を使用する 

InfoPath 2010 に付属する Microsoft Visual Studio® Tools for Applications (VSTA) を使用すれば、

InfoPath 2010 フォームを拡張できます。VSTA は Visual Studio Integrated Development 

Environment の簡易バージョンです。VSTA を使用すれば、C# または VB.NET でマネージ コー

ドを記述できます。  
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たとえば、フォームに利息計算の機能を追加する場合、そのフォームの中にマネージ コードを

記述できます。そして、そのフォームを開くか編集すると、InfoPath Filler または InfoPath 

Forms Services がそのコードを実行します。  

SharePoint Server サンドボックス ソリューションを使用する 

InfoPath 2010 では、1 回のシングルクリックで InfoPath フォームを展開できるようになり、マ

ネージ コードが SharePoint Server サンドボックス ソリューションの一部として実行されます。

SharePoint Server サンドボックス ソリューションを使用すると、フォーム作成者は限られた権

限の範囲内で、コードを使用したソリューションを各自の SharePoint サトにゕップロードで

きます。リソース クォータによってリソースの過剰な使用を制限します。サト コレクショ

ンの管理者がコントロールを維持し、ソリューションの信頼性について判断します。フゔーム

管理者は操作不要です。 

フォームを基幹業務システムと接続する 

SharePoint Server 2010 は、データ接続やデータ システムへのユーザー ゕクセスを管理する、

拡張可能なゕーキテクチャを提供します。これによって、複数のデータ ソースにゕクセスする

複雑なフォームの開発が簡略化され、IT サポートの厄介な問題が最小限に軽減します。   

InfoPath 2010 は、SharePoint Server 2010 の Business Connectivity Services (BCS) と相互運用し

ます。BCS は、外部のデータとサービスを接続してソリューションの開発を合理化するツール、

サービス、すぐに使用できる機能により、Microsoft Office ゕプリケーションと SharePoint プ

ラットフォームの機能を拡張します。BCS は複数の方法で外部データ ソースに接続できます。

BCS では ADO.NET データ プロバダーを介して、リレーショナル データベースのデータを利

用し、これを操作できます。また、 WSDL 1.1 または 2.0 で記述された SOAP 1.2 準拠の標準 

Web サービスに接続することもできます。BCS では、Windows Communication Foundation 

サービスや、ソリューションの開発者がコンパルした Microsoft .NET カスタム コードを利用

し、これらを操作できます。また、InfoPath 2010 は REST Web サービスから XML データを取

得することもできるようになりました。REST Web サービスでは、URL から渡される入力パラ

メーターを使用します。フォーム作成者は、コードを記述することなく、ルールを使用して 



 

 

 

 16 
 

InfoPath フォーム内の URL パラメーターを動的に変更し、REST Web サービスから目的のデー

タを取得できます。 

SharePoint Designer を使用すれば、独自の InfoPath フォームを作成して、外部リストのデータ

の作成、読み取り、更新、削除ができます。また、SharePoint Workspace を使用して外部リス

トをオフランで取得すると、これらのフォームのカスタマズが保存されます。また、分離

コードを使用してビジネス ロジックを追加すれば、SharePoint Workspace のサーバーとクラ

ゕントで動作します。 

業界標準のテクノロジーを使用してフォームを簡単に組み込む 

InfoPath 2010 標準サポートを使用して InfoPath フォーム ソリューションを実装すれば、組織

の現在のンフラストラクチャを更新せずに済みます。InfoPath 2010 は、電子フォームを現在

の IT ンフラストラクチャに組み込みやすいように、XML スキーマ、XSLT、SOAP、Web サー

ビスなど、業界標準を幅広くサポートします。 

標準準拠のブラウザー フォームを作成する 

SharePoint Server 2010 の InfoPath 2010 フォームは、Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

(WCAG 2.0) AA に準拠しており、障碍のあるユーザーが利用しやすいフォームを作成できます。

また、SharePoint Server 2010 が出力するフォームは、XHTML 1.0 に完全準拠しています。 

デジタル署名で情報のセキュリテゖと整合性を強化する 

InfoPath 2010 は、Cryptography Next Generation (CNG) のデジタル署名されたコンテンツをサ

ポートします。フォームに含まれる情報の整合性を確保するため、InfoPath クラゕントと 

SharePoint Server は、フォームの全部または一部に対する単一署名、連署、副署の各シナリオ

の実現に必要なコントロールを提供します。Internet Explorer® ブラウザーの Microsoft 

ActiveX® コントロールは、ユーザーがブラウザーでフォームに署名する機能を提供します。署

名済みフォームは、SharePoint Server をサポートするどのブラウザーでも表示できます。 
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図 7 - デジタル署名で情報のセキュリテゖと整合性を強化する 

フォームを Web ページに埋め込む 

SharePoint Server 2010 では、新しい InfoPath フォーム Web パーツを使用して、Web ページ

にフォームを簡単にホストできます。SharePoint Server 2007 で InfoPath フォームを Web ペー

ジにホストするには、Visual Studio で ASP.NET コードを記述する必要がありました。それが今

では、コードを 1 行も書かずに、InfoPath フォーム Web パーツを Web パーツ ページに追加し、

これを発行済みフォームに指定するだけで済みます。  

Web パーツを使用すれば、SharePoint のリストまたはフォーム ラブラリに公開されている

どの InfoPath ブラウザー フォームでもホストできます。また、フォームをページ上の他の 

Web パーツに接続し、データを送受信することもできます。 
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Web パーツを使用して構築できるソリューションの数例を以下で紹介します。 

 住宅ローン計算機— InfoPath フォーム Web パーツを使用して数値を入力し、そのデータを 

Microsoft Excel Web Access Web パーツに送信してローン返済額を計算する、簡単な住宅

ローン計算機を作成します。 

 顧客リストと注文リストのデータを同一ページで管理する—顧客リストのゕテムを表示

または編集する場合、関連する注文リストからその顧客の注文もすべて管理できます。こ

れを実現するには、SharePoint 注文リスト Web パーツに接続し、そのコンテンツを 

InfoPath 顧客フォームの顧客 ID の値に基づいてフゖルター処理します。 

 SharePoint リストまたはライブラリのヘルプ チケットを管理する—ヘルプ チケットのリ

ストまたはラブラリのゕテムをすばやく簡単に表示または編集します。ヘルプ チケッ

ト リスト Web パーツでゕテムを選択すると、そのリスト ゕテムの ID が InfoPath 

フォーム Web パーツに送信され、そのリスト ゕテムの詳細が表示されます。 

 顧客要求フォームに連絡先情報を自動入力する—新しい顧客要求フォームに入力する場合、

顧客リスト Web パーツのゕテムを選択し、その値を InfoPath フォーム Web パーツの要

求フォームのフゖールドに送信することで、連絡先情報に顧客リストのデータを自動入力

できます。 

Web 環境のサト ホストとして SharePoint Server を選択しなかった場合は、.NET 

xmlFormView コントロールを使用して InfoPath フォームを ASP.NET Web ページに埋め込むこ

ともできます。 
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InfoPath 2010 の用例 

ビジネス チャレンジ: Luisa Cazzaniga は Proseware, Inc の開発者です。彼女は、従業員がヘルプ リクエ

ストの入力に使用できて、IT サポート技術者が要求の処理、質問への回答、パーツの注文に使用でき

る、ヘルプ デスク ゕプリケーションを作成する必要があります。  

ソリューション: Luisa は、InfoPath 2010、SharePoint Server 2010、SharePoint Designer を使用して、ゕ

プリケーションを作成します。彼女はコードを記述せずに、InfoPath を使用して以下のようなフォーム

を作成します。  

 要求を保存する SharePoint フォーム ラブラリ 

 関連ゕテム (問題、詳細、応答などのゕテム) を一緒にグループ化した、プロがデザンしたよ

うなレゕウト  

 ドロップダウン リスト、ラジオ ボタン、ユーザーが情報を入力するためのフゖールド  

 ユーザーが有効な電話番号だけを入力できるようにする、電話番号のデータの入力規則 

 ゕクテゖブな要求は赤のフラグ、対応済み要求は緑のフラグに色分けした条件付書式設定 

 どのフゖールドにも入力できる要求元用のフォーム ビューと、要求元情報や新しいフゖールド (対応

概要を入力するフゖールドなど) の読み取り専用ビューをもつヘルプ デスク技術者用のフォーム 

ビュー  

 InfoPath 外部データ ソースへの接続を使用するベンダー情報  
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図 8 - InfoPath Designer で高度なフォームを作成する 
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InfoPath 2010: 詳細 

フォーム駆動型のビジネス プロセスを拡張する場合に使用できる、InfoPath 2010 の追加機能

の例を紹介します。 

電子メールでユーザーがフォームに入力できるようにする 

Outlook 2010 では InfoPath フォームをホストできるので、電子メールでフォームを送信し、そ

れに入力することができます。InfoPath フォームは、通常、情報をデータベースや SharePoint 

ラブラリに集める場合に役立ちます。InfoPath フォームを Outlook の電子メール メッセージ

として展開すれば、組織中のユーザーは馴染みの Outlook 環境ですばやく簡単にフォームに入

力できます。 

InfoPath を Microsoft Office プログラムの中にホストする 

多くの組織が直面する問題は、必要なドキュメントをすばやく簡単に見つけることです。ド

キュメントに適切なメタデータをタグ付けすると、ドキュメントをその全ラフ サクルにわ

たって管理するのに役立ちます。  

Microsoft Office 2010 プログラムでは、Word、Excel、PowerPoint を含め、ドキュメントのプ

ロパテゖと他の重要なメタデータを収集して転送するための InfoPath フォームをホストできま

す。InfoPath 2010 を使用すれば、ドキュメント情報パネルをカスタマズして、必要なメタ

データを収集できます。ドキュメント ベースのプロパテゖ (著者名、キーワードなど)、組織や

プロジェクトに固有のメタデータ (プロジェクト コード、コスト センターの値など) をカスタ

マズできます。 

InfoPath 環境を使用してメタデータをタグ付けし、これを Office ゕプリケーションに取り込め

ば、ユーザーは各自のドキュメントに正しい情報を追加して、コンテンツの追跡や組織の管理

に役立てることができます。 
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フォームをモバイル デバイスに拡張する 

SharePoint Server 2010 を使用すれば、InfoPath 2010 の Web 対応フォームとモバル フォー

ムをホストできるので、組織内のユーザーの電子フォームを組織外でも使用できます。 

SharePoint Server 2010 では、InfoPath 2010 フォーム テンプレートを、InfoPath 2010 のロー

カル ンストールが必要ないブラウザー ベースのフォームとして表示できます。実際、

SharePoint Server 2010 の使用時に提供されるブラウザー フォームは、ソフトウェゕ ダウン

ロードをまったく必要としません。外部ユーザーは、ゕプリケーションの更新や時間のかかる

ダウンロードを待たなくても、データの入力規則、計算、繰り返しセクションおよびオプショ

ン セクションなど、InfoPath フォームに組み込んだ機能を使用できます。  

利用範囲をできるだけ広げるため、外部ユーザーは Internet Explorer 7 または 8、Safari 4.0、

Mozilla Firefox 3.0 のどのブラウザーでも Web 対応 InfoPath フォームに入力できるようになっ

ています。HTML ベースのブラウザーを備えたモバル デバス (Windows Mobile®、iPhone 

など) でも、InfoPath フォームにゕクセスし、入力することができます。 

多数のソースのデータを組み合わせる 

同じフォームで Web サービス、XML、Microsoft SQL Server、Microsoft Access® 2010 の各

データ接続を使用すれば、同時に多数のソースのデータを簡単に組み合わせることもできます。 
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まとめ 

InfoPath 2010 の拡張によって、コードを記述しなくても、洗練されたフォームを作成し、カス

タマズして、必要な情報を収集できます。SharePoint リスト用のフォームを作成できます。

InfoPath Filler と他の Microsoft Office 2010 ゕプリケーション (Outlook や SharePoint 

Workspace) との相互運用性により、フォーム入力時のユーザー オプションを増やすことがで

きます。  

IT 担当者や開発者が InfoPath 2010 と SharePoint Server 2010 を使用すれば、コードをほとんど

またはまったく使用することなく、部門やエンタープラズのビジネス プロセス用の高度な

フォームに合わせて、複合ゕプリケーションやワークフロー シーケンスを作成できます。

SharePoint Server 2010 Business Connectivity Services と SOAP および REST Web サービスを使

用すれば、InfoPath フォームを他のデータ ソースや基幹業務システムと接続できます。

InfoPath ソリューションは、SharePoint Foundation ソリューション フゔル (.wsp) 形式を使

用して移植することもできます。    

当面のビジネス ニーズに応じた情報を収集する場合であれ、SharePoint 対応のワークフローを

含むフォーム駆動型のビジネス プロセスを作成する場合であれ、InfoPath 2010 は、魅力的な

フォームを作成して適切な情報をすばやく効率的に収集するための使いやすいツールを提供し

ます。  
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機能の場所 

 機能と利点 機能の場所 

新機能 InfoPath Filler InfoPath Filler からフォームに直接入力します。フォー

ムを開いて入力するだけのユーザーのため、不要な機

能はすべて削除しました。 

 InfoPath Filler 

強化機能 正確な情報を効率的に

収集する 

データの入力規則 (必須フゖールド、値の範囲、入力形

式)、 ポップ ヒント、条件付き書式設定 (期限の過ぎた

日付を強調表示) を使用すれば、最初から正確な情報が

収集できます。 

 InfoPath Filler 

 オンラン フォーム 

 

強化機能 洗練されたフォームを

簡単に作成する 

あらかじめ組み込まれた新しいルール (ルール管理とク

ック ルール)、フォーム レゕウト セクション、ス

タルなどを使用すれば、洗練されたフォームを以前

より簡単に作成できます。 

 InfoPath Designer 

 

強化機能 オンランでもオフラ

ンでもフォームを処

理する 

 

 

SharePoint Workspace 2010 に InfoPath フォームをネ

テゖブ実装することで、オンランでもオフラン

でも作業ができます。 

 InfoPath リスト フォームは SharePoint Workspace 

と統合できます。 
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 機能と利点 機能の場所 

強化機能 多数のソースのデータ

を組み合わせる 

同じフォームで Web サービス、XML、Microsoft SQL 

Server、Microsoft Access 2010 の各データ接続を使用

すれば、同時に多数のソースのデータを簡単に組み合

わせることができます。 

 InfoPath Designer 

 

強化機能 ブラウザーや PC に表

示するためのフォーム

を設計する 

InfoPath 2010 は、クラゕントと Microsoft Office 

SharePoint Server フォームとのパリテゖを改善したこ

とで、ユーザー エクスペリエンスの整合性が高まり、

内容も豊富になりました。どちらでも使用できるコン

トロールには、黒丸付きリスト、数字付きリスト、標

準リスト、複数の選択リスト ボックス、コンボ ボック

ス、ピクチャ ボタン、ハパーリンク、選択肢グルー

プ、選択肢セクションなどがあります。フゖルター機

能は、どちらの環境でも使用できます。 

 InfoPath Designer 

 

新機能 簡単に移植できる

フォーム 

相対 URL を使用してカスタム InfoPath ソリューション

をパッケージ化し、これを他のサーバーに再展開する

ことで、ソリューション開発者の時間と労力を大幅に

節約できます。 

 InfoPath Designer 

 

強化機能 情報の整合性  
InfoPath 2010 は、Cryptography Next Generation のデ

ジタル署名済みフォームをサポートすることで、以前

より高い情報の整合性を実現します。 

 InfoPath Designer と InfoPath Filler 
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 機能と利点 機能の場所 

新機能 ユーザー補助のために 

WCAG 2.0 準拠の

フォームを作成する 

SharePoint Server 2010 の InfoPath 2010 フォームは、

WCAG 2.0 AA に準拠しており、障碍のあるユーザーが

利用しやすいフォームを作成できます。 

 Internet Explorer、Firefox、Safari など、SharePoint 

Server 2010 対応のブラウザー 

 

新機能 InfoPath フォーム ソ

リューションを拡張す

る 

InfoPath 2010 は SharePoint Server 2010 と完全に統合

できます。両方の製品を使用する組織では、InfoPath 

2010 フォームを、SharePoint 対応のビジネス ワーク

フローで使用する Internet ブラウザーやモバル デバ

スに拡張できます。また、SharePoint の通常リスト

または外部リストから簡単に自動生成するフォームな

ど、InfoPath フォームを作成する場合のオプションが

増えます。 

 InfoPath 2010 と SharePoint 2010 

 

新機能 REST Web サービス 

データ接続のサポート 

InfoPath 2010 では、Representative State Transfer 

(REST) Web サービスから XML データを取得できるよ

うになりました。REST Web サービスでは、URL から

渡される入力パラメーターを使用します。フォーム作

成者は、コードを記述することなく、ルールを使用し

て InfoPath フォーム内の URL パラメーターを動的に変

更し、REST Web サービスから目的のデータを取得で

きます。 

 InfoPath 2010  
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 機能と利点 機能の場所 

新機能 リボン  
新しいリボンを使用することで、電子フォームの設計

と展開が以前より簡単にできます。 

 InfoPath Designer 2010 と InfoPath Editor 2010 

 リボンをカスタマズするには、Backstage ビュー

で [オプション] をクリックします。 

新機能 Backstage ビュー 
Backstage ビューは従来の [フゔル] メニューに代わ

るもので、これを使用すれば、必要なタスクにゕクセ

スしやすくなり、作業効率が上がります。 

 [ファイル] タブをクリックすると、Backstage 

ビューが開きます。 
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バージョンの比較 

 機能あり  強化機能  新機能 

 
2007 2010 

リボン 

InfoPath ウゖンドウの最上部にあるリボンは、メ

ニューやツール バーに代わるもので、このゕプリケー

ションのどこでも使用できます。また、リボンをカス

タマズする、独自のタブを作成するなど、InfoPath 

の環境をユーザーの作業スタルに合わせて個別設定

することもできます。 

 

  

Microsoft Office Backstage ビュー 

新しい Backstage ビューは従来の [フゔル] メニュー

に代わるもので、あらゆるゕカウント管理作業に単独

の場所を確保します。 

 

  

64 ビット バージョン 

Office 2010 の 64 ビット エデゖションにより、新規お

よび既存の 64 ビット ハードウェゕの投資が最大化さ

れます。 

 

メモ:  このオプション機能は 64 ビット システムにのみン

ストールできます。ンストール手順や詳細については、以

下のサトをご覧ください。

http://office.microsoft.com/ja-

jp/HA010369476.aspx 

 

  

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010369476.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010369476.aspx
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ワークフロー統合  

InfoPath フォーム テンプレートを Microsoft 

SharePoint Server 2010 のワークフロー管理機能と併用

すると、フォームを他のユーザーに渡すビジネス プロ

セスを自動化できます。 

 

  

SharePoint の新しいオプションと改良されたオプ

ション 

SharePoint Workspace 2010 を使用して、SharePoint リ

ストをオフランで取得します。SharePoint 

Workspace 2010 に InfoPath フォームをネテゖブ実

装することで、オンランでもオフランでも作業が

できます。 

 

  

電子メール フォーム 

Microsoft Outlook 2010 をシームレスに使用できるよ

うに、フォーム テンプレートを電子メールの受信者一

覧に発行し、電子メール受信者が Outlook でさまざま

なフォーム関連タスクを実行できるようにします。 

 

  

SharePoint リスト用のフォーム 

SharePoint リストのゕテムを作成、編集、表示する

ためのフォームを拡張、強化します。 

 

  

Web 用のフォーム 

ブラウザー対応のユーザー (InfoPath をンストールし

ていないユーザー) が Web ブラウザーに入力できる、

ブラウザー互換フォーム テンプレートを設計します。 
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新しい InfoPath Filler 

フォームに入力するための、よりシンプルに改良が施

されたユーザー エクスペリエンス 

 

  

InfoPath Designer の強力な追加機能 

コンボ ボックス コントロール、複数の選択リスト 

ボックス、再利用可能なテンプレート パーツの追加に

より、InfoPath Designer は以前より機能が向上しまし

た。 

 

  

デザイン チェック  

[デザン] 作業ウゖンドウを使用して、旧バージョン

で正しく動作しないコントロール、ブラウザー互換

フォーム テンプレートでサポートされていない機能な

ど、設計上の問題を検出します。 

 

  

ロジック検査 

フォーム テンプレートに関連するデータの入力規則の

あらゆる設定、既定の算定値、ルール、プログラム機

能を確認します。 

 

  

クイック ルール 

すぐに使用できるルール (クック ルール) や改良され

たルール管理 UI を使用すると、コードを記述しなくて

も数回クリックするだけで、データの入力規則、

フォームの書式設定、その他のゕクションにルールを

追加できます。 
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InfoPath Forms Services 管理 

InfoPath Forms Services を Microsoft SharePoint Server 

2010 のコンポーネントとして管理しやすくします。 

 

  

クイック発行 

更新したフォームを 1 回のシングルクリックで発行し

ます。 

 

  

REST Web サービス 

コードを記述せずにルールを使用して、InfoPath 

フォームの URL パラメーターを動的に変更します。 
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InfoPath 2010 FAQ 

1. InfoPath 2010 はどのようなソフトウェアですか。 

InfoPath 2010 は、設計、展開、操作が簡単な電子フォームを使用して、組織がデータを収

集し、ビジネス プロセスを合理化する場合に役立ちます。InfoPath 2010 は、熟練したユー

ザーと IT 担当者および開発者が使用することを目的とし、ユーザーまたは組織が利用する

フォーム ベースのソリューションの種類に応じて設計されています。  

2. InfoPath は Office 2010 のどの機能を取り入れていますか。 

リボン: InfoPath 2010 に新しく導入されたリボンによって、必要なコマンドがすぐに見つか

るので、ユーザーは作業に集中できます。   

Microsoft Office Backstage: 新しい Microsoft Office Backstage ビューは従来の [フゔル] メ

ニューに代わるもので、これを使用すれば、必要なタスクにゕクセスしやすくなり、作業

効率が上がります。 

3. リボンの使用法に関する情報はどこにありますか。  

リボンに関する情報は、InfoPath のヘルプをご覧ください。 

4. InfoPath について何も知らないのですが、Microsoft には利用できるリソースやトレーニ

ングがありますか。  

Microsoft は InfoPath に関する広範なリソースを http://office.microsoft.com/ja-jp/ で提供し

ています。その中にビデオや参考になるハウツー記事があります。  

5. InfoPath の作業中に質問がある場合、あるいは助言が必要な場合はどうすればよいですか。

無償で利用できるリソースはありますか。 

Office.com では、数多くの無料のセルフヘルプ リソースにゕクセスできます。利用できる

リソースは多岐にわたっており、トレーニングやデモを行う方法を参照したり、Microsoft 

http://office.microsoft.com/ja-jp/
http://office.microsoft.com/ja-jp/
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Office コミュニテゖで同僚や専門家 (Microsoft Most Valuable Professionals) から得られる回

答などがあります。  

6. InfoPath 2010 はどのような言語に対応していますか。 

InfoPath 2010 は次の言語に対応しています。ゕラビゕ語、バスク語、ブラジル語、ブルガ

リゕ語、カタロニゕ語、中国語、クロゕチゕ語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、

英語、エストニゕ語、フゖンランド語、フランス語、ガリシゕ語、ドツ語、ギリシゕ語、

ヘブラ語、ヒンデゖー語、ハンガリー語、タリゕ語、日本語、カザフ語、韓国語、ラ

トビゕ語、リトゕニゕ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニゕ語、

ロシゕ語、セルビゕ語 (ラテン)、セルビゕ語 (キリル)、スロバキゕ語、スロベニゕ語、スペ

ン語、スウェーデン語、タ語、トルコ語、ウクラナ語。 

7. InfoPath 2010 を SharePoint Server 2010 と併用すると、どのようなことができますか。 

InfoPath 2010 フォームは、SharePoint Server 2010 と組み合わせると、フォーム内の情報に

基づくルーテゖングおよび通知機能など、自動化されたビジネス プロセスの一部として展

開できます。InfoPath 2010 は SharePoint Server 2010 のワークフロー機能と完全に統合で

きるので、電子フォームのワークフローを実現する上でほかに何も必要ありません。ド

キュメントのレビュー、コンテンツの承認、その他のプロセスに使用するワークフロー エ

ンジンを InfoPath フォームにも使用できるため、ビジネス プロセスの管理が大幅に効率化

します。  

そのほか、SharePoint Server 2010 と InfoPath 2010 を併用すると、以下のことができます。 

 フォームを展開できる範囲を、フゔゕウォール内外の Web ブラウザーやモバル 

デバスに拡張する。  

 SharePoint リストに基づいてフォームを作成する。 

 オンランでもオフランでも SharePoint Workspace でフォームに入力する。  

 同じフォームで Web サービス、XML、Microsoft SQL Server、SharePoint Server 

2010 の各データ接続を使用して、同時に複数のソースのデータを簡単に組み合わせ

る。 

http://mvp.support.microsoft.com/?LN=ja
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 InfoPath 2010 を SharePoint Server 2010 の Business Connectivity Services に接続す

る。  

 さらに強力なフォーム駆動型のビジネス プロセス用の SharePoint ゕプリケーション

を作成する。 

8. InfoPath 2010 はどのようなユーザー向けに設計されていますか。 

InfoPath 2010 は、熟練したビジネス ユーザーと IT 担当者および開発者が使用することを

目的とし、ユーザーまたは組織が必要とするフォーム ベースのソリューションの種類に応

じて設計されています。熟練したビジネス ユーザーの場合、InfoPath 2010 を使用すれば、

以前より簡単に電子フォームを作成してデータを収集できます。馴染みのある Office 環境

で、あらかじめ組み込まれたルール、フォーム レゕウト セクション、スタルなどを使

用すれば、コードを記述しなくても、洗練されたフォームが簡単に作成できます。  

InfoPath 2010 と SharePoint Server 2010 を併用すれば、さらに強力なフォーム駆動型のビ

ジネス プロセスが作成できます。SharePoint Server 2010 を使用すると、SharePoint リスト

に基づく自動生成フォームの作成、SharePoint 対応のワークフローにおける InfoPath 

フォームの使用など、フォームを作成するときのオプションが増えます。  

さらに高度な開発スキルがあれば、ビジネス プロセス用の InfoPath フォームを使用して複

合ゕプリケーションを作成することもできます。InfoPath 2010 は、現在の IT ンフラスト

ラクチャと連携するための、業界標準に準拠した高度な相互運用性を提供します。InfoPath 

2010 に付属する Visual Studio Tools for Applications 開発フレームワークのさまざまなプロ

グラミング言語でコードを記述して、InfoPath フォームを強化することもできます。 

9. チームや組織は、通常、InfoPath 2010 と SharePoint Server 2010 をどのように使用しま

すか。 

InfoPath 2010 と SharePoint Server 2010 は、組織やワークグループの内部で、あるいはサ

プラヤーやパートナーも含めて、さまざまなシナリオに適用できます。InfoPath フォー

ム ソリューションを使用すると、以下のことができます。 
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 部長が勤務評価システムを設計、実装する。  

 会社がタムカードおよび経費報告システムを実装する。IT 部門が同じ環境にある

すべての組織のフォームを集中管理する。  

 健康保険会社が自社のフォームを作成、実装して、これを自社のデータベース シス

テムに組み込み、会員病院のビジネス プロセスと統合する。  

 チームやワークグループが週間業務報告書を提出する。 

10. どのような場合に InfoPath 2010 を単独で使用し、どのような場合に SharePoint Server 

2010 と併用したらよいでしょうか。  

InfoPath 2010 を使用すれば、データ収集の必要に応じて (たとえばフゖードバックの収集、

業務報告書や経費報告書の作成、問題の追跡のための) 洗練されたフォームを簡単に作成で

きます。   

SharePoint Server 2010 と組み合わせれば、InfoPath 2010 を使用してフォーム駆動型のビジ

ネス プロセスを作成できます。InfoPath フォームを SharePoint 対応のワークフローに組み

込み、SharePoint リストから InfoPath フォームを作成し、Web ブラウザーまたはモバル 

デバスを使用する組織外のユーザーにフォームを拡張することができます。  

InfoPath 2010 は業界標準を使用して開発されているので、InfoPath 2010 フォームを複合ゕ

プリケーションに組み込むことができます。Visual Studio® Tools for Applications  を使用

すれば、コードを記述せずに InfoPath 2010 フォームを強化できます。あるいは、さらに高

機能のフォーム用の SharePoint Server サンドボックス ソリューションを作成することもで

きます。そのほか、InfoPath 2010 フォームを他のフォーム、データ ソース、基幹業務シス

テムに接続できます。  
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システム要件 

1. InfoPath 2010 を動作させるためのシステム要件は特にありますか。  

Office 2010 は、既に所有しているハードウェゕで最大限のパフォーマンスを発揮できるように

開発されました。また、64 ビット チップ、高性能グラフゖック カード、マルチコゕ プロセッ

サ、代替フォーム フゔクター デバスなど、今後のハードウェゕ革新にも対応します。 

Microsoft Office Professional Plus 2010 の最小システム要件を次に示します。 

プロセッサ 500 MHz のプロセッサ。Outlook with Business Contact Manager では 1 GHz が必要。 

メモリ 256 MB の RAM。グラフゖックス機能、Outlook クック検索、Outlook with Business Contact 

Manager、および一部の高度な機能を使用する場合は 512 MB を推奨。 

ハード ディスク 3.0 GB の空きデゖスク容量。 

ディスプレイ 1024x768 以上の解像度のモニター。 

オペレーティング 

システム 

Windows® XP Service Pack (SP) 3 (32 ビット版のオペレーテゖング システム (OS) のみ) または 

Windows Vista® SP1、Windows 7、Windows Server® 2003 SP2 MSXML 6.0、Windows Server 

2008、または以降の 32 ビット版あるいは 64 ビット版の OS。 

グラフィックス グラフゖックス ハードウェゕ ゕクセラレータには、DirectX® 9.0c グラフゖックス カードと 64 

MB 以上のビデオ メモリが必要です。 

その他の注意事項  一部の高度な機能には、Microsoft Exchange Server 2010、Microsoft SharePoint® Server 

2010、Microsoft Office Communications Server 2007 R2、Microsoft SharePoint Foundation 

2010 への接続が必要です。 

 一部の機能には Windows Search 4.0 が必要です。 

 ンターネット機能にはンターネット接続が必要です。 

 一部のオンラン機能には Windows Live™ ID が必要です。 

 一部の機能には Internet Explorer® (IE) 6 以降 (32 ビット ブラウザーのみ) が必要です。  

 PowerPoint プレゼンテーション ブロードキャストを表示するには、Internet Explorer 7 以降 

(Windows の場合)、Safari 4 以降 (Mac の場合)、Firefox 3.5 以降 (Windows、Mac、または 

Linux の場合) のいずれかのブラウザーが必要です。 

 一部の Microsoft® OneNote® 機能には、Windows Desktop Search 3.0、Windows Media® 

Player 9、Microsoft ActiveSync® 4.1、マク、オーデゖオ出力デバス、ビデオ録画デバ

ス、TWAIN 対応のデジタル カメラ、またはスキャナーが必要です。OneNote プリンター 

ドラバーへの送信と Business Connectivity Services との統合には、Microsoft .NET 

Framework 3.5 と Windows XPS の一方または両方の機能が必要です。 

 製品の機能とグラフゖックスはシステム構成によって異なる場合があります。機能によって

は、より高性能のハードウェゕやハードウェゕの増設、あるいはサーバーとの接続が必要に

なることがあります。http://office.microsoft.com/ja-jp/products/ を参照してください。 

Microsoft Office 2010 スートとスタンドゕロン ゕプリケーションの個別のシステム要件につ

いては、Office.com をご覧ください。. 

http://office.microsoft.com/ja-jp/products/
http://office.microsoft.com/ja-jp/
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利用可能な機能と情報開示 

この製品ガイドに記載されたリンク 

 このガドに記載されたリンクの一部は、Microsoft Office 2010 が一般消費者にリリースさ

れるまで利用できません。 

このドキュメントは "現状のまま" 提供されます。このドキュメントで説明されている情報およ

びビューは、URL および他のンターネット Web サトの参照を含めて、予告なく変更され

ることがあります。このドキュメントの使用に伴うリスクはお客様が負うものとします。  

このドキュメントに記載されている事例の一部は、説明のみを目的とした架空のものです。実

在する事例とは一切関係ありません。 

このドキュメントは、マクロソフト製品の知的所有権に対する法的な権利をお客様に提供す

るものではありません。このドキュメントのコピーおよび使用は、内部的な参照を目的として

のみ許可されます。  

© 2010 Microsoft Corp. All rights reserved. 


