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Office v. X for Mac の新機能 
ここでは、Office v. X 各アプリケーションの新機能と更新された機能のうち、管理者、情報

技術 (IT) 専門家、サポート スタッフに関連する機能について説明します。 

Office 共通の機能 
Macintosh 標準機能のサポートの向上   Office v. X は Mac OS X の標準機能に対応しています。 

• Office v. X は、Mac OS X の複数ユーザー アカウントに対応しています。 

• Office v. X のファイル ダイアログ ボックスでは、ナビゲーション サービス ダイア

ログ ボックスを使用しています。そのため、Office の各アプリケーションから、シ

ステムの [ 近使ったフォルダ]、[よく使う項目] のリストなどのナビゲーション 
サービス ダイアログ ボックスの機能を直接利用できます。 

• Office v. X では、各アプリケーションで Mac OS X の新しいショートカット キーを

使用して特定の作業をすばやく実行できるようになりました。たとえば、 +M 
キーを押すと、アクティブ ウィンドウをすばやく Dock に 小化できます。 

• Office v. X アプリケーションには、Mac OS X のテーマと外観の設定が完全に反映

されます。 

• Office v. X アプリケーションには、画像に透過率を設定するなど、Quartz による描

画技術を利用した新しい画像操作機能が追加されました。 

近使った書類   Office v. X プロジェクト ギャラリーに、[ 近使った書類] という分類項目

が追加されました。作成済みの書類を基に新しい書類を作成する場合、この項目を使って新

しい書類を簡単に開くことができます。プレビュー ウィンドウには、インストールした各 
Office アプリケーションで 近使った書類が 大 27 個まで表示されます。[プロジェクト 
ギャラリー] の [ 近使った書類] から書類を選択すると、以前の書類と同じ内容の新しい書

類が作成されます。 

REALbasic の統合   REALbasic は Visual Basic アプリケーションを作成するツールで、完全

に統合された視覚的な開発環境およびデバッグ環境を備えています。開発者は、Microsoft 
Visual Basic® for Applications Editor から BASIC コードをコピーして、REALbasic Editor に
ペーストすることで、コードを簡単に移行できます。REALbasic の試用版は、Value Pack 
フォルダにあります。ただし、 Entourage は REALbasic エディタに対応していません。 
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ヘルプの全文検索   各プログラムのヘルプ トピックを全文検索できます。ヘルプ トピック

の全文検索で目的の項目をうまく見つけるには、Office アシスタントのバルーンまたは ヘ
ルプ ビューワの検索画面上で調べたい語句を入力します。完全な文章や質問ではなく、単

語や語句で検索できます。たとえば、リストの使用法に関するヘルプを見つけるには、「リ

ストを作成するにはどうすればよいですか」ではなく「リスト」と入力します。 

Office クリップボード  Office クリップボードは、すべての Office v. X プログラムのオブ

ジェクトを 1 か所に集めて保存し、必要なときにそこから書類上にペーストさせることがで

きます。選択した項目だけをペーストすることも、ボタンをクリックしてすべてを一括して

ペーストすることもできます。Office クリップボードには、 大 60 個、あるいは 大 
16 MB のデータを格納できます。ただし、Entourage は Office クリップボードに対応してい

ません。 

バージョンの異なる製品との互換性  別のバージョンの Office を使用しているユーザーとも

ファイルを共通して使用できるように、Office v. X では次の点が強化されています。 

• Office v. X アプリケーションのファイル形式は、Office 98 Macintosh Edition、
Office 2001 for Mac、Office 97、2000、XP for Microsoft Windows® と同じです。 

• Office v. X の書類は、Office 98 または Office 2001 で表示できます。表示するだけで

あれば、Office v. X に特有の書式やデータが消えることはありません。Office の以

前のバージョンでサポートされていない書式などは画面上には表示されませんが、

書類を Office v. X アプリケーションで開けば再び表示されます。以前のバージョン

の Office アプリケーションで Office v. X の書類を修正してから保存すると、

Office v. X 固有の機能で作成した書式やデータは保存されません。 

• Microsoft Word、Excel、PowerPoint® X の書類に 3 文字のファイル拡張子を付けて保

存すると、Windows アプリケーションとの互換性が高まります。 

• Office v. X には、日本語 TrueType フォントとして「MS 明朝」、「MS ゴシック」

を標準で装備しています。 

Microsoft Word X 
複数範囲の選択   Microsoft Word X for Mac では、隣接していない段落、リスト、表のセルを

複数選択できます。 初の項目を選択した後、  キーを押しながら追加の項目を選択しま

す。テキストや書式を検索したり置換するときにも、複数範囲を指定できます。 

書式の消去   書式の消去機能を使用して、特定の文字や段落の書式をすばやく削除して書式

をリセットできます。書式の消去機能を使用すると、ユーザーが指定した文字と段落の書式

が削除され、標準の書式に戻ります。 
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差し込みマネージャ   差し込みマネージャを使用すると、定型書簡やラベル、封筒、カタロ

グなどを、1 つのウィンドウで同じ書類を複数部数作成できます。Office アドレス帳のデー

タを使用する場合は、Word X で差し込みに使用する連絡先だけを選択できます。差し込み

マネージャを使用して、Office アドレス帳から特定の連絡先を選択し、定型書簡をメールと

して送信することもできます。 

Office アドレス帳   Word X では、Microsoft Entourage™ との統合がより強化されています。

Office アドレス帳のデータと Word の差し込みマネージャを使用して、指定した連絡先だけ

に情報をメールで送信することもできます。 

プリント   Word X では、日本やヨーロッパの主要な封筒や郵送ラベルのサイズに対応して

います。また、Unicode プリンタ ドライバの数が増えており、PDF (Portable Document 
Format) ファイルとしての出力も可能になっています。 

AppleWorks   Office に含まれる AppleWorks コンバータを使用して、AppleWorks 5 (英語版)、
AppleWorks 6 (英語版)、AppleWorks 6 日本語版で作成されたテキスト書類を Word X で開く

ことができます。 

Microsoft Excel X 
自動バックアップ  Microsoft Excel X では、プログラムが反応を停止した場合や停電が発生

した場合に、保存されていない変更内容を回復できます。自動バックアップを有効にすると、

あらかじめ設定してある間隔で変更内容が別のテンポラリ バックアップ ファイルに保存さ

れ、作業内容を保存しないで Excel またはコンピュータを再起動した場合は、自動的にこの

バックアップ ファイルが開かれます。このバックアップ ファイルには、自動バックアップ

によって 後に保存された書類の内容が含まれています。たとえば、自動バックアップ間隔

を 5 分に設定すると、失われる作業は 大でも 5 分間分だけになります。 

ショートカット キーの変更  ショートカット キーが割り当てられていないコマンドに独自に

ショートカット キーを割り当てたり、不要なショートカット キーを削除したりして、Excel 
の各コマンドに対するショートカット キーを変更できます。コマンドに割り当てることが

できないショートカット キーは、Mac OS X で予約されている +M や +H といったキー

だけです。変更したショートカット キーは、いつでも標準のショートカット キーに戻すこ

とができます。 

 11 



 

Microsoft Entourage X 
パフォーマンスの向上   Microsoft Entourage X では、全体的なパフォーマンスが向上しまし

た。特に大量のメッセージや連絡先などの管理にその力を発揮します。 

インターネット標準プロトコルへの対応  Entourage は、POP、IMAP、NNTP、LDAP、vCard、
iCalendar など、インターネット標準のメール、ニュース、ディレクトリ、カレンダープロ

トコルに対応しています。HTML 形式のメールを使用して情報をやりとりしたり、vCard で
連絡先情報を共有したり、iCalendar の出席依頼を使用して Microsoft Outlook ユーザーなど

をイベントに招待したりできます。 

リッチ コンテンツの挿入   Entourage のメッセージ、署名、メモにリッチ コンテンツが使用

できるようになりました。元の書類で選択したフォント、文字の色とサイズ、箇条書き、段

落番号、文字の配置などの書式をそのまま Entourage のメッセージにペーストできます。図

や表なども画像として Entourage にペーストすることができます。 

Mac OS キーチェーンに対応   Entourage は Mac OS キーチェーンにアカウントのパスワード

を保存できます。 

各国語対応の連絡先形式   多数の国や地域に対応した形式で連絡先を保存できます。また、

特定の連絡先に対してだけ作成時に別の形式を指定することもできます。アドレス帳に必要

な形式がない場合は、ユーザー独自の形式を作成できます。 

予定表のタイム ゾーン対応   タイム ゾーンを変更すると、それに応じて予定表内のイベン

トが自動的に調整されます。 

Entourage X Exchange サーバーのサポートについて 
Microsoft Exchange Update for Entourage X は Exchange サーバーに対応しています。グループ

内で、電子メール メッセージ、連絡先、予定表項目などの情報の保存に Exchange サーバー

を利用している場合は、Macintosh コンピュータからこれらの情報にアクセスできます。以

下の各項目の詳細については、Entourage のヘルプを参照してください。 

Exchange サーバーへ簡単に接続   グループで利用している Exchange サーバーに接続するに

は、アカウント設定アシスタントを使用します。アカウント ID、パスワード、およびドメ

インを入力するだけで、後は自動的にアカウントが設定されます。Exchange のメール、連

絡先、および予定表項目は、Entourage に自動的に表示されます。 

Exchange ベースの電子メール メッセージを Macintosh コンピュータから送受信   Exchange
の受信トレイとすべてのメール サブフォルダが Entourage に表示されます。  
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グローバル アドレス リストによるメッセージのアドレス指定   Exchange のグローバル アド

レス リストには、グループ内のすべてのユーザーと配布リストの電子メール アドレスが含

まれています。 



 

Exchange の連絡先情報の同期   Exchange サーバーに保存された連絡先情報に Macintosh コ
ンピュータからアクセスできます。Exchange サーバーに保存された連絡先情報は、

Entourage のアドレス帳と同期され、Windows コンピュータの Microsoft Outlook と同様の形

式で表示されます。同期する連絡先はユーザーが指定できるので、プライバシーに関する心

配はありません。    

Exchange の予定表の同期   Exchange サーバーに保存された予定表項目に Macintosh コン

ピュータからアクセスできます。Exchange サーバーに保存された予定表項目は、Entourage 
の予定表と同期されます。同期する予定表項目はユーザーが指定できるので、プライバシー

に関する心配はありません。   

空き時間情報の表示   Entourage で会議出席依頼を作成する際に、グループ内の他の 
Exchange ユーザーの空き時間情報を参照できます。  

Microsoft PowerPoint X 
PowerPoint パッケージ  Microsoft PowerPoint X では、PowerPoint パッケージ オプションを

使用してプレゼンテーションとリンクされたすべてのファイルを 1 つのフォルダにまとめて、

ネットワーク共有フォルダに移動したり、ディスクに保存したり、CD に書き込んだりする

ことが可能です。リンクされている画像、サウンド、ムービー、ハイパーリンク、またはそ

の他のファイルは失われません。 

PowerPoint ムービー  PowerPoint X では、PowerPoint ムービーを QuickTime ムービーとして

保存できます。たとえば、アニメーションやスライドの画面切り替え、アクション ボタン

やハイパーリンクのような対話型の機能を自由に組み合わせたプレゼンテーションを作成し、

PowerPoint ムービーで元のプレゼンテーションを忠実に再現できるようになりました。 

QuickTime の画面切り替え  Apple QuickTime に完全対応し、QuickTime の画面切り替え効果

を使用して、プレゼンテーションでスライドを切り替えることができます。 

複数スライド マスタ   PowerPoint 2001 と同様に、PowerPoint X でもプレゼンテーションで

複数のスライド マスタとタイトル マスタを使用できます。ユーザーはスライド マスタとタ

イトル マスタを 1 つのスライドに適用することも複数のスライドに一度に適用することも

できます。あるプレゼンテーションから別のプレゼンテーションにスライドをコピーする必

要がある場合は、スライドと一緒にスライド マスタとタイトル マスタもコピーするように

設定できます。 

スライド ナビゲータ   スライド ショーの途中で、スライド ナビゲータのスクロール バーを

使用して特定のスライドを見つけたり、サムネイルを表示させたりできます。スライド ナ
ビゲータを有効にするには、[PowerPoint] メニューの [環境設定] をクリックし、表示される 
[環境設定] ダイアログ ボックスの [表示] タブをクリックして、[スライド ショー] のポップ

アップ メニューで [スライド ナビゲータ] をクリックします。 
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Office v. X for Mac のライセンス 
Microsoft Office 使用許諾契約書で示されているとおり、ユーザーは 1 台のコンピュータに 
Microsoft Office v. X を 1 部インストールして使用することができます。ユーザーがそのコン

ピュータのプライマリ ユーザーである場合、そのユーザー専用のポータブル コンピュータ

にもインストールして使用することができます。ただし、 初に Office をインストールし

たコンピュータと同じネットワークにそのポータブル コンピュータが接続されていない場

合に限ります。 

注   複数のコンピュータに同じ Office v. X のコピーをインストールし、それが使用許諾契約

書で許可されているインストールの数を超えた場合、Office アプリケーションは起動後すぐ

に終了します。開いた書類に加えた変更内容は、自動終了前に保存できます。 

使用するコンピュータごとに Office v. X のパッケージを購入せず、複数のコンピュータに 
Office をインストールするには、使用する数に応じてマイクロソフト ボリューム ライセン

ス プログラムを使用していただくのが便利です。 

• ボリューム ライセンス  マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを利用

すると、5 部以上の Office のボリューム ライセンスを購入できます。このプログラ

ムの詳細については、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラム 
(http://www.microsoft.com/japan/info/license/) を参照してください。 

目的にあったライセンス オプションを選択したり、ボリューム ライセンスを購入するには、

Microsoft 製品販売店にお問い合わせください。Microsoft 製品販売店をご存知でない場合は、

マイクロソフトインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

Word X の設定 
Microsoft® Word X for Mac の設定を行うときには、Word がアプリケーション本体、テンプ

レート、文書の 3 層構造になっていることを知っていると便利です。アプリケーション層と

テンプレート層は Word 文書にさまざまな形で影響を及ぼします。アプリケーションには標

準のメニュー、コマンド、ツール バーがあります。テンプレートは、新しい文書を作成する

ときのモデルにする場合と、スタイル、マクロ、定型句、ユーザーが設定したコマンドおよ

びツール バーの設定を保存する場合の 2 つの目的で使用できます。文書ファイルには、テキ

スト、画像、書式、余白やページ レイアウトなどその文書に固有の設定が保存されます。 

ネットワーク インストール ポイントから Word X をグループ全体にインストールさせる場

合は、Word X で使用する環境設定をあらかじめ設定して、各ユーザーが同じオプションと

設定を使用するようにしておくと便利です。たとえば、グループ共通のテンプレートを使用

する場合、テンプレートを共有ネットワーク フォルダに置いて、その場所を Word で指定し

ます。 

http://www.microsoft.com/japan/info/license/default.asp
http://www.microsoft.com/japan/customer/info/default.aspx


 

ユーザーが Word X を 初に起動すると、ファイル形式や保存場所など、既定の設定を保存

する環境設定ファイルが複数作成されます。この環境設定は、Users/username/Library 
/Preferences/Microsoft フォルダにある Word Settings (10) ファイルと Microsoft Office Settings 
(10) ファイルに保存されます。 

Word で設定可能な環境設定の例を以下に示します。Word で必要な設定を指定した後、

Word Settings (10) ファイルと Microsoft Office Settings (10) ファイルを各ユーザーの 
Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダにコピーします。 

Office v. X をネットワークからインストールさせる際の詳細については、47 ページの「ネッ

トワーク インストールの基本」を参照してください。 

 

Word 文書の標準ファイル保存形式を設定する 
Word が文書の保存時に使用する標準のファイル形式を設定できます。標準のファイル形式

を指定すると、ワークグループのメンバー全員が自動的にそのファイル形式で文書を保存す

るようになります。 

Word 文書の標準ファイル保存形式を設定する 

1. [Word] メニューの [環境設定] をクリックし、[保存] をクリックします。 

2. [標準のファイル保存形式] ポップアップ メニューで、使用するファイル形式をク

リックします。 

これで、ユーザーが文書を保存するときに、[ファイル] メニューの [別名で保存] を
クリックして保存ダイアログ ボックスで別のファイル形式を選択しない限り、ここ

で指定したファイル形式ですべての文書が保存されます。 

起動フォルダの場所を設定する 
Word は起動時に、起動フォルダに格納されているテンプレートをすべて開きます。特に指

定しない場合、Word の起動フォルダは Microsoft Office X/Office/Startup/Word フォルダです。

Word の起動フォルダの場所は変更できます。たとえば、ネットワーク ドライブに格納され

ている全文書対象のテンプレートを Word に読み込む場合、そのネットワーク ドライブを参

照するように起動フォルダの場所を変更できます。 

起動フォルダの場所を設定する 

1. [Word] メニューの [環境設定] をクリックし、[既定のフォルダ] をクリックします。 

2. [ファイルの種類] ボックスの [スタートアップ] をクリックして、[変更] をクリック

します。 
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3. 起動フォルダとして使用するフォルダを指定して、[選択] をクリックします。 



 

Word テンプレートの既定の保存場所を設定する 
Microsoft Word 文書はすべて、テンプレートを基に作成されます。テンプレートによって文

書の基本構造が決定します。テンプレートには、定型句、キー割り当て、マクロ、メニュー、

ページ レイアウト、特別な書式、スタイルといった文書の設定が保存されます。テンプ

レートには、大別して全文書対象のテンプレートと文書テンプレートの 2 種類があります。

標準テンプレート (Normal.dot) も含めて、全文書対象のテンプレートには、すべての文書で

使用できる設定が保存されています。プロジェクト ギャラリーの FAX 送付状などの文書テ

ンプレートには、そのテンプレートを基に作成される文書だけで使用できる設定が保存され

ています。たとえば、FAX 送付状テンプレートを使用して FAX 送付状を作成した場合、そ

の送付状には、全文書対象のテンプレートの設定に加えて、FAX 送付状テンプレート固有

の設定も含まれています。 

Word では、ユーザー テンプレートとワークグループ テンプレートという 2 種類のテンプ

レートに対して既定の場所を設定できます。 

ユーザー テンプレートとは、数人のユーザーだけが使用するテンプレート、または、ユー

ザーが変更する可能性があり、通常はユーザーのハード ディスクに保存されるテンプレー

トです。標準テンプレートは常に全文書に読み込まれるため、ユーザー テンプレートにな

ります。特に指定しない場合、Word のユーザー テンプレートはユーザーのコンピュータの 
Microsoft Office X/テンプレート フォルダに格納されます。 

ワークグループ テンプレートとは、ワークグループ全体が必要とするテンプレート、また

は、ユーザーが変更する必要がなく、通常は共有ネットワーク ドライブに格納されるテン

プレートです。特に指定しない場合、ワークグループ テンプレートの場所は設定されてい

ません。 

2 種類のテンプレートの場所を指定すると、ユーザーが新しい文書を作成するときに [ファ

イル] メニューの [プロジェクト ギャラリー] をクリックすると、プロジェクト ギャラリー

にユーザー テンプレート フォルダとワークグループ テンプレート フォルダの両方のテンプ

レートがまとめて表示されるようになります。 

Word テンプレートの既定の保存場所を設定する 

1. [Word] メニューの [環境設定] をクリックし、[既定のフォルダ] をクリックします。 

2. [ファイルの種類] ボックスの [ユーザー テンプレート] または [ワークグループ テン

プレート] をクリックして、[変更] をクリックします。 

3. テンプレートがあるフォルダを指定して、[選択] をクリックします。 

ヒント  テンプレート フォルダに新しいサブフォルダを作成し、そのサブフォルダにテンプ

レートを保存すると、プロジェクト ギャラリーにそのサブフォルダの名前が新しい分類と

して表示されます。 
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複数のユーザーが使用するコンピュータで Word を設定する場合は、18 ページの「複数ユー

ザーが使用するコンピュータに Word を設定する」で説明されている具体的な設定手順を参

照してください。 



 

Word コンポーネントの保存場所 
Word の各種コンポーネント (スタイル、マクロ、既定のページ設定、定型句、オートコレ

クト項目、ユーザー設定のコマンドなど) は文書本体または添付テンプレートに保存されま

す。コンポーネントによって、文書にしか保存されないもの、テンプレートに保存されるも

の、さらに、文書またはテンプレートのどちらにも保存できるものがあります。 

テンプレートに保存されるコンポーネントにも、標準テンプレートや添付テンプレートに常

に保存されるものと、全文書対象のテンプレートに保存できるものがあります。ユーザーは、

[ツール] メニューの [テンプレートとアドイン] をクリックし、[構成内容変更] ボタンをクリッ

クして、定型句、スタイル、ユーザー設定のツール バー、メニュー、ショートカット キー、

マクロの保存場所を指定できます。次の表にコンポーネントを保存できる場所を示します。 
 

コンポーネント 文書 
標準テンプレート、 
または別のテンプレート 

全文書対象の

テンプレート

定型句 × ○ ○ 

書式 ○ ○ × 

ユーザー設定のツール バー、 
メニュー、ショートカット キー 

○ ○ ○ 

マクロ ○ ○ ○ 

頻繁に使う文章や画像 ○ ○ × 

既定のページ設定 ○ ○ × 

文書のテキストと画像 ○ × × 

ツール バー、メニュー、ショートカット キーを変更する 
ワークグループで使いやすいように、Word のツール バー、メニュー、ショートカット キー

を変更できます。たとえば、よく使用するコマンドやダイアログ ボックス オプションを

ツール バーやメニューに追加したり、めったに使用しない項目を削除したりできます。ま

た、ショートカット キーの割り当てを変更して、組織に も適したショートカット キーに

することもできます。 

ユーザーが設定したツール バー、メニュー、ショートカット キーの設定はテンプレートま

たは文書に保存できます。 

テンプレートに保存する 
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ユーザー設定をテンプレートに保存する場合は、標準テンプレート、開いているテンプレー

ト、作業中の文書に添付されたテンプレートのいずれかに保存できます。ユーザー設定をど

の文書でも使用できるようにするには、設定を標準テンプレートか、全文書対象にする予定

のテンプレートに保存します。 



 

文書に保存する 

ユーザー設定を文書に保存した場合、ワークグループ全体に文書とユーザー設定を (メール

などで) 簡単に配布できます 。この場合、文書とそのユーザー設定は分離できません。 

Word X 用アドインを使用する 
アドインは、ユーザー設定のコマンドや特別な機能を追加して Word の機能を拡張する補助

プログラムです。アドインは、ソフトウェア会社から入手することも、自分で独自に作成す

ることもできます。 

アドインは、全文書対象のテンプレートと同じ方法で、Word に読み込む必要があります。

テンプレートと同様に、アドインも Word の実行中は常に利用できます。Word を起動する

たびにアドインを自動的に読み込むには、アドインを起動フォルダに格納しておく必要があ

ります。起動フォルダの場所は、[Word] メニューの [環境設定] コマンドをクリックして、

[環境設定] ダイアログ ボックスの [既定のフォルダ] タブで指定します。特に指定しない場

合、起動フォルダの場所は Microsoft Office X/Office/Startup/Word です。アドインの読み込み

と解除の詳細については、Microsoft Word のヘルプを参照してください。 

複数ユーザーが使用するコンピュータに Word を設定する 
以前のバージョンの Office をインストールしていないコンピュータに Microsoft Office v. X 
を新規にインストールすると、Word を 初に起動したときに標準テンプレートが作成され

ます。現在のユーザーが Microsoft Office X フォルダとテンプレート サブフォルダへの書き

込み権限を持っている場合、標準テンプレートは Microsoft Office X/テンプレート フォルダ

に作成されます。1 台のコンピュータで複数ユーザーが Word を使用する場合は、ユーザー

がそれぞれ独自の標準テンプレートを使用するか、それとも同じ標準テンプレートを共用す

るかを決める必要があります。 

同じ標準テンプレートを共用する場合は、すべてのユーザーに Microsoft Office X/テンプ

レート フォルダの読み書き権限を持たせます。こうすると各ユーザーが Microsoft Office X/
テンプレート フォルダの標準テンプレートを読み込んで変更できるようになります。 

各ユーザーが独自の標準テンプレートを使用する場合は、ユーザー権限を変更して、管理者

以外のユーザーには Microsoft Office X/テンプレート フォルダの書き込み権限を持たせない

ようにします。 

ユーザー権限を変更する 

1. Finder で Applications フォルダを開いて、Microsoft Office X フォルダを開き、テン

プレート フォルダを選択して、[ファイル] メニューの [情報を見る] をクリックし

ます。 
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2. ポップアップ メニューの [アクセス権] をクリックして、Microsoft Office X フォル

ダの権限を [すべてのユーザー : 読み出しのみ] に変更します。 



 

ユーザー権限を変更すると、自動ログインが無効の場合は、Word を使用するユーザーごと

に独自の標準テンプレートが /Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダに自動的

に保存されるようになります。自動ログインが有効な場合は、管理者以外のユーザーに対し

て、標準テンプレートの新しい保存場所について問い合わせる画面が表示され、次回、ユー

ザーがログインして Word X を起動すると自動的に新しい標準テンプレートが開かれます。 

コンピュータに対して管理権限を持つユーザーが複数いる場合、管理権限を持つユーザーが

独自の標準テンプレートを使用するには、[環境設定] の [ユーザー情報] で [ユーザー テンプ

レート] のパスを手作業で別の場所に変更した後、標準テンプレートをその場所にコピーす

る必要があります。そうしなければ、全管理者が、Microsoft Office X/テンプレート フォル

ダの標準テンプレートを共用することになります。 

AppleScript を使用する 
AppleScript スクリプト言語は Macintosh コンピュータ上で特定の作業を自動化するために使

用できます。Word の機能を拡張したり、繰り返し行う作業を自動化するために、独自の 
AppleScript スクリプトやアプレットを作成できます。作成したスクリプトはユーザーに直

接配布するか、グループ内の Office v. X に自動配布するスクリプトを利用して配布します。 

Excel X の設定 
企業やワークグループでの用途に応じて Microsoft Excel X for Mac を設定する場合は、アプ

リケーションの基本構造を理解しておくと便利です。Excel X の文書はブックと呼ばれてい

ます。ブックは、ワークシート、グラフ シート、Microsoft Visual Basic® for Applications 
(VBA) モジュールで構成されます。データは主にワークシートに保存され、各ワークシート

には、データや数式を格納するセルと、データを視覚的に表現するグラフを含めることがで

きます。各セルとグラフには、フォントや色、レイアウトといった書式を設定できます。 

ネットワーク インストール ポイントから Excel X をグループ全体にインストールさせる場

合は、Excel X で使用する環境設定をあらかじめ設定して、各ユーザーが同じオプションと

設定を使用するようにしておくと便利です。たとえば、企業やグループ内でブックを共有す

る場合、ブックを保存する既定の場所を指定できます。 

ユーザーが Excel X を 初に起動すると、ファイル形式や保存場所など、既定の設定を保存

する環境設定ファイルが複数作成されます。この環境設定は、

Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダにある Excel Settings (10) ファイルと 
Microsoft Office Settings (10) ファイルに保存されます。 

Excel で設定可能な環境設定の例を以下に示します。Excel で必要な設定を指定した後、

Excel Settings (10) ファイルと Microsoft Office Settings (10) ファイルを各ユーザーの 
Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダにコピーします。 
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Office v. X をネットワークからインストールさせる際の詳細については、47 ページの「ネッ

トワーク インストールの基本」を参照してください。 



 

Excel ブックの標準ファイル保存形式を設定する 
ブックを保存するときの標準ファイル保存形式を指定すると、グループ内でバージョンが異

なる Excel を併用している場合などに役立ちます。標準のファイル形式を指定すると、ワー

クグループのメンバ全員が自動的にワークグループで共有するのに も適したファイル形式

で書類を保存できるようになります。 

Excel ブックの標準ファイル保存形式を設定する 

1. [Excel] メニューの [環境設定] をクリックし、[移行] をクリックします。 

2. [ファイルの保存形式] ポップアップ メニューで、使用するファイル形式をクリック

します。 

これで、ユーザーがブックを保存するときに、[ファイル] メニューの [別名で保存] 
をクリックして、保存ダイアログ ボックスで別のファイル形式を選択しない限り、

選択したファイル形式ですべてのブックが保存されるようになります。 

ファイル形式および別バージョンの Excel とのファイル共有の詳細については、61 ページの

「以前のバージョンの Excel から Excel X にブックを変換する」を参照してください。 

Excel ブックの既定の保存場所を設定する 
Excel ブックの既定の保存場所を設定すると、ワークグループ内でブックを共有したり、共

同作業を行うときに役立ちます。 

Excel ブックの既定のファイル フォルダを設定する 

1. [Excel] メニューの [環境設定] をクリックし、[全般] をクリックします。 

2. [既定の保存場所] ボックスに、既定の保存場所として使用するフォルダのパスを入

力します。 

代替の起動フォルダを設定する 
Microsoft Office X/Office/Startup/Excel フォルダに加えて、代替の起動フォルダを使用するこ

ともできます。代替の起動フォルダには、Microsoft Excel を起動したときに自動的に開く

ブックやファイルを置くことができます。代替の起動フォルダは共有ネットワーク ドライ

ブ上にあってもかまいません。 

まず起動フォルダにあるファイルが開かれ、次に代替の起動フォルダにあるファイルが開か

れます。起動フォルダにあるファイルと同名のファイルが代替の起動フォルダにある場合、

代替の起動フォルダ内のファイルは無視されます。 
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代替の起動フォルダを設定する 

1. [Excel] メニューの [環境設定] をクリックし、[全般] をクリックします。 

2. [Startup 代替フォルダ名] ボックスに、代替の起動フォルダとして使用するフォルダ

のパスを入力します。 

重要   Microsoft Excel は指定した起動フォルダにあるファイルをすべて開こうとするため、

空のフォルダか、Excel で開けるファイルだけを含めたフォルダを指定してください。起動

フォルダに Excel で開けないファイルがあると、Excel が応答しなくなることがあります。 

メニューやツール バーを変更する 
Excel のメニューやツール バーは変更可能です。コマンドやボタンを追加したり削除したり

して独自のツール バーを作成したり、ツール バーの表示/非表示を切り替えたり、ツール 
バーの場所を移動したりできます。メニュー バーも、組み込みのツール バーと同じ方法で

変更できます (たとえばメニューの追加や削除が可能です)。ただし、メニュー バーを非表

示にすることはできません。 

Excel を終了すると、メニュー バーと組み込みのツール バーに加えた変更、作成したユー

ザー設定ツール バー、現在表示されているツール バーは、

Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダにある設定ファイル、Excel 
Toolbars (10) に保存されます。このファイルに保存されたツール バー設定が、Excel を起動

するたびに自動的に使用されます。 

作成または変更したツール バーは、同じユーザー アカウントを使用して作成したすべての

ブックで利用できます。ユーザー設定ツール バーを、どのユーザー アカウントでも使用で

きるようにするには、[ツール] メニューの [ユーザー設定] をクリックして、表示される 
[ユーザー設定] ダイアログ ボックスの [ツールバー] タブで [添付] をクリックして、ブック

にそのツール バーを登録します。 

メニューとツール バーの変更の詳細については、Microsoft Excel のヘルプを参照してください。 

Excel X 用テンプレートを作成する 
テンプレートは、新しいブックを作成するときのひな形として使用する特別なブックです。

Excel X では、ファイル タイプが "sLS8" のファイル、またはファイル拡張子が .XLT のファ

イルが Excel テンプレートと認識されます。 
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ワークグループ用のテンプレートを作成して、ブックに統一性を持たせることができます。

たとえば、営業報告書のブックを作成して、それをテンプレートとして保存し、ワークグ

ループに配布します。ワークグループ内のユーザーがその Excel テンプレートに基づいて営

業報告週報を作成すると、統一されたメニュー、マクロ、ツール バーに加えて、統一され

た書式が使用できます。 

ブックをテンプレートとして保存するには、[ファイル] メニューの [別名で保存] をクリッ

クして、[フォーマット] ポップアップ メニューの [テンプレート] をクリックします。 



 

ブック テンプレートを起動フォルダや代替の起動フォルダに保存すると、ユーザーが [ファ

イル] メニューの [新規作成] をクリックしたときに、そのテンプレートが自動的に使用でき

るようになります。ただし、こうすると Excel の起動にかかる時間が長くなります。あるい

は、Microsoft Office X/テンプレート フォルダ内の適切なフォルダにテンプレートを保存し

て、[ファイル] メニューの [プロジェクト ギャラリー] から利用可能にする方法もあります。

Microsoft Office X/テンプレート フォルダに作成した新規フォルダは、次回、ユーザーがプ

ロジェクト ギャラリーを開いたときに新しい分類として表示されます。 

テンプレートから新規ブックを作成する場合、以下の設定は、テンプレートに保存されたも

のを使用します。 

• セルの書式 

• ユーザー設定メニュー、マクロ、ツール バー 

• ブック内のシート数と種類 

• ページ書式 

• 行と列のスタイル 

• 文字列、日付、数値、数式、会社名やロゴなどの画像 

テンプレートを開くと、テンプレートのコピーが名称未設定で未保存の状態で開きます。こ

のコピーには、データ、書式、数式、マクロ、スタイル、シナリオなど、テンプレートに含

まれているものがすべて含まれています。元のテンプレート ファイルは変更されません。 

ヒント   外部データにリンクしているテンプレートを作成すると、テンプレートを閉じる前

に、リンクしている現在のデータを削除して、テンプレートを開いたときに自動的に更新す

るように変更するかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。自動更新にすると、テンプ

レートのファイル サイズが小さくなります。また、外部データに再接続するときにパス

ワードの入力が必要になるように設定しておくと、データの安全性を高めることができます。 

Excel テンプレートは Word テンプレートとは動作が異なります。Word 文書にはテンプレー

トを複数添付できますが、Excel ブックは 1 つのテンプレートに基づいて作成されます。

Excel ブックにはテンプレートが添付されません。Word の場合、テンプレートを変更すると 
(たとえばスタイルを再定義した場合など)、そのテンプレートが添付されたすべての文書に

影響が及びます。それに対して、Excel の場合、ブックを作成したテンプレートとブックの

間には恒常的なつながりは存在せず、テンプレートを変更してもブックに影響は及びません。 
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Excel X 用アドインを使用する 
アドインとは、Excel にコマンドと機能を追加するプログラムのことです。たとえば、

Analysis ToolPak アドインは、複雑な統計的分析や工学的分析を行うときに作業を簡単にす

るデータ分析ツールです。Excel X では標準でいくつかのアドインがインストールされます。

また、Office v. X CD-ROM の Value Pack/Add-Ins フォルダには、追加のアドインが用意され

ています。 

アドインは、使用する前にインストールが必要です。特に指定しない限り、アドインはユー

ザーのコンピュータの Microsoft Office X/Office/Add-ins フォルダにインストールされます。

ネットワーク ドライブのような別の場所にインストールすることも可能です。その場合は、

[ツール] メニューの [アドイン] をクリックし、[選択] ボタンをクリックして、読み込むアド

インを指定します。アドインをインストールすると、 [アドイン] ダイアログで ([ツール] メ
ニューの [アドイン] をクリック) の [アドイン] ボックスにそのアドインが表示されます。 

次に、アドインを Excel に読み込む必要があります。アドインを読み込むと、その機能が 
Excel で利用可能になり、関連するコマンドがあればメニューに追加されます。アドインを

読み込むには、[アドイン] ボックスに表示されているアドインの横にあるチェック ボック

スをオンにします。[ファイル] メニューの [開く] からアドインを開いて、現在作業中の 
Excel だけにアドインを読み込むこともできます。 

メモリを節約してパフォーマンスを向上させるため、あまり使用しないアドインは、登録を

解除することをお勧めします。アドインの登録を解除すると、Excel からその機能とコマン

ドは削除されますが、元の場所にあるアドイン ファイル自体は削除されず、[アドイン] 
ボックスのアドイン名も削除されません。アドインの登録を解除するには、[アドイン] ボッ

クスで、アドインの横にあるチェック ボックスをオフにします。アドインは、登録を解除

しても Excel を再起動するまでメモリ内に残ります。 

ブックをアドインとして保存することもできます。アドインは編集できないため、作成した

アドインは保護されます。独自の機能をまとめたアドインを作成して配布することもできま

す。これは、ユーザーからは Excel 組み込みの機能のように見えます。ブックからアドイン

を作成するには、[ファイル] メニューの [別名で保存] をクリックして、[フォーマット] ポッ

プアップ メニューの [Microsoft Excel アドイン] をクリックします。 

Excel X では、ファイル タイプが "XLA8" のファイル、またはファイル拡張子が .XLA の
ファイルが Excel ブックから作成されたアドインと認識されます。アドインは C 言語で作成

することもできます。C 言語でコンパイルした場合、そのアドインのファイル タイプを 
"XLL8" にするか、ファイル拡張子を .XLL にする必要があります。 
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Excel にはアドインがいくつか付属しています。自動的にインストールされて読み込まれる

アドインと、インストールだけされて、手作業で Excel に読み込まなくてはならないアドイ

ンとがあります。Office v. X CD-ROM には、次のアドインが含まれています。 

アドイン ファイル 説明 

Analysis 
ToolPak 

Analysis ToolPak
FuncRes 
ProcDBRes 

金融、統計、工学の分析ツールと関数を追加します。こ

のアドインは Value Pack からインストールできます。 

Analysis 
ToolPak VBA 

Analysis  
ToolPak - VBA 

Analysis ToolPak 用の VBA 関数を含みます。このアドイ

ンは Value Pack からインストールできます。 

条件付合計式

ウィザード 
Conditional Sum 
Wizard 

ユーザーが指定した条件に合致したデータの合計を計算

する数式を作成します。このアドインは Excel X によっ

てインストールされます。 

ユーロ通貨対応

ツール 
Eurotool.xla 
EuroConvert 
Library 

ユーロ通貨と ISO 加盟国の通貨を換算します。このアド

インは Excel X によってインストールされます。 

HTML  
アドイン 

HTML.XLA 以前の HTMLConvert 関数を使用するマクロを実行します。

このアドインは Value Pack からインストールできます。 

Lookup  
ウィザード 

Lookup Wizard リスト内の既存の値を使用してリスト内のデータを検索

する数式を作成します。このアドインは Value Pack から

インストールできます。 

レポート  
マネージャ 

Report Manager 一連のビューやシナリオと共にレポートを印刷します。

このアドインは Value Pack からインストールできます。

ソルバー Solver.xla 
Solver Library 

数式に関連するセルを調整して、what-if シナリオの解を

計算します。このアドインは Value Pack からインストー

ルできます。 
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注 

• Add-Ins フォルダには、ここに挙げたアドイン用のファイルの他にも、ファイルが

格納されています。これらのファイルは、Excel がインストールされていると自動

的に読み込まれるため、ユーザーが読み込む必要はありません。 

• アドインのソースとなるブックが別のアドインを参照している場合は、アドインを

配布するときに、参照されるアドインが呼び出し元のアドインからアクセスできる

場所であるかどうか確認が必要です。できれば、参照されるアドインは、常に呼び

出し元のアドインと同じフォルダに置くことをお勧めします。ソースとなるブック

をアドインとしてコンパイルすると、参照されるアドインのパスが呼び出し元アド

インに保存されます。 

AppleScript を使用する 
AppleScript スクリプト言語は Macintosh コンピュータ上で特定の作業を自動化するために使

用できます。Excel の機能を拡張したり、繰り返し行う作業を自動化するために、独自の 
AppleScript スクリプトやアプレットを作成できます。作成したスクリプトはユーザーに直

接配布するか、グループ内の Office v. X に自動配布するスクリプトを利用して配布します。 

PowerPoint X の設定 
企業やワークグループでの用途に応じて Microsoft PowerPoint® X for Mac の設定をする場合

は、アプリケーションの基本構造を理解しておくと便利です。PowerPoint X で作成する書類

は、プレゼンテーションと呼ばれています。プレゼンテーションはスライドの集まりで、各

スライドにはタイトル テキスト、箇条書き、画像、図、グラフなど、通常、複数のオブ

ジェクトが含まれます。スライドの各オブジェクトには、フォント設定や色、アニメーショ

ン効果といった書式を設定できます。さらに、デザイン テンプレート、マスタ、カラー ス
キーム、スライド レイアウトを適用して、プレゼンテーションの外観を統一することがで

きます。 

独自のテンプレートを作成してユーザーに配布すると、ロゴなどの企業やワークグループ固

有のデザイン要素を PowerPoint プレゼンテーションに含めることができます。ネットワー

ク インストールする Microsoft Office v. X for Mac にユーザー設定テンプレートを追加する方

法については、54 ページの「独自の書類、テンプレート、スクリプト、およびサウンド 
セットを追加する」を参照してください。 

ネットワーク インストール ポイントから PowerPoint X をグループ全体にインストールさせ

る場合は、PowerPoint X で使用する環境設定をあらかじめ設定して、各ユーザーが同じオプ

ションと設定を使用するようにしておくと便利です。たとえば、企業やグループ内でプレゼ

ンテーションを共有する場合、プレゼンテーションを保存する既定の場所を指定できます。 
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ユーザーが PowerPoint X を 初に起動すると、ファイル形式や保存場所など、既定の設定

を保存する環境設定ファイルが複数作成されます。この環境設定は、

Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダにある PowerPoint Settings (10) ファイル

と Microsoft Office Settings (10) ファイルに保存されます。 

PowerPoint で必要な設定を指定した後、PowerPoint Settings (10) ファイルと Microsoft Office 
Settings (10) ファイルを各ユーザーの Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダに

コピーします。 

Office v. X をネットワークからインストールさせる際の詳細については、47 ページの「ネッ

トワーク インストールの基本」を参照してください。 

Entourage X の設定 
ここでは、メール アカウントの設定やユーザーの切り替え、ユーザー データの保護など、

Microsoft Entourage™ X for Mac の設定方法について説明します。 

設定のサポート 
管理者は、各ユーザーが行う Entourage の設定を次のいずれかの方法でサポートできます。 

• ユーザーが独自に Entourage を設定するのに必要な情報を提供します。 

• どのユーザーも同じ設定で Entourage を使用できるように、標準の設定を用意します。 

情報を基に各ユーザーが設定する方法 
初めて Entourage を起動すると、Entourage 設定アシスタントが表示され、ユーザーはその指

示に従って、個人情報の入力とメール アカウントの設定を行います。企業やワークグルー

プで管理しているメール アカウントを使用してメッセージの送受信を行う場合は、各ユー

ザーに次の必要情報を伝えます。 

• メール アドレス 

• メール サーバーのプロトコル (POP または IMAP) 

• メッセージ受信用の POP サーバーまたは IMAP サーバーのアドレス 

• メッセージ送信用の SMTP サーバーのアドレス 

• アカウント ID (メール アドレスの @ 記号より前の部分) 
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個人のメールアカウントなど、企業やワークグループで管理していないメール アカウント

を設定する場合は、上記の情報はユーザーのインターネット サービス プロバイダ (ISP) か
ら入手する必要があります。 



 

次の情報が必要になる場合もあります。 

• TCP/IP の設定  インターネットに接続するために、アップル メニューの [システム環

境設定] にある [ネットワーク] パネルで、設定の調整が必要になる場合があります。 

• プロキシ サーバーの設定  メッセージの送受信にプロキシ サーバーを使用している

場合は、[Entourage] メニューの [メールとニュースの環境設定] をクリックし、[プ
ロキシ] タブをクリックして設定を入力します。Web プロキシ設定は、アップル メ
ニューの [システム環境設定] にある [ネットワーク] パネルで行います。 

• セキュリティの設定  メール サーバーの設定に応じて、次に説明するメール送受信

の詳細設定を行い、既定のセキュリティ レベルよりも高いセキュリティを指定でき

ます。 

サーバーが以下に挙げる機能を使用している場合、ユーザーは [ツール] メニューの [アカウ

ント] をクリックして、アカウント名をダブルクリックし、[アカウントの設定] タブの [こ
こをクリックして詳細な受信オプションを指定] パネルか [ここをクリックして詳細な送信

オプションを指定] パネルをクリックして、以下の機能を有効にできます。セキュリティ レ
ベルが高いメール アカウントの詳細については、Microsoft Entourage のヘルプを参照してく

ださい。以下に挙げる機能は、Entourage の詳細な送受信オプションで有効にできます。 

• SSL (Secure Sockets Layer)   SSL を使用すると、本文も含めメッセージのすべて

の情報が暗号化されます。メール サーバーがこの種の保護された接続を必要として

いる場合、ユーザーは SMTP、POP、IMAP メール サーバーに対して SSL を有効に

できます。 

• 既定ポートの変更  Entourage で指定するポートはサーバー側で指定されたポートと

一致している必要があります。サーバーが SSL を使用している場合、Entourage の
既定ポートの変更が必要となる場合があります。[次の <アカウントの種類> ポート

を使用する] ボックスと [次の SMTP ポートを使用する] ボックスに新しいポート番

号を入力します。 

• パスワードの暗号化   メール サーバーでパスワードの暗号化が可能な場合は、 
[常に保護されたパスワードを使用する] チェック ボックスをオンにします。 

• SMTP 認証  メッセージ送信時にサーバー側で SMTP 認証が必要な場合は、そのた

めの特別なログオン情報を設定できます。Entourage X では、標準アカウント ID と
パスワード、ドメイン名を含むユーザー名 (<domain\username> という形式)、また

は有効なメール アドレスという形式の SMTP ログオン情報を使用できます。 

• 不確定アドレス用のドメイン  この設定を使用すると、メッセージを送信する際の

アドレス入力で、ドメイン名を入力しなくてもよくなります。たとえば、不確定ア

ドレス用のドメインに microsoft.com を指定した場合、メッセージを 
someone@microsoft.com に送信するときには「someone」だけ入力すれば、メール 
アドレスに @microsoft.com が自動的に付加されます。 
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そのほかに環境設定 ([Entourage] メニューの [全般の環境設定] および [メールとニュースの

環境設定]) で行える設定や、署名の作成 ([ツール] メニューの [署名])、ルールの作成 ([ツー

ル] メニューの [ルール]) などを行って、Entourage の設定が終了します。 

標準の設定情報を用意する方法 
必要な設定情報を収めたフォルダをあらかじめ作成することにより、新しいユーザーが 
Entourage を設定する作業を自動化することができます。この場合、ユーザーが初めて 
Entourage を起動する際に Entourage 設定アシスタントは起動せず、あらかじめ用意してある

設定情報が使用されます。 

必要な設定情報を収めたフォルダを用意するには、まず、51 ページの「標準インストール

を作成する」または52 ページの「カスタム インストールを作成する」から始めます。次に、

Entourage を起動すると、Users/username/Documents フォルダに [Microsoft ユーザー データ] 
フォルダが自動的に作成されます ([Microsoft ユーザー データ] フォルダについては、29 
ページの「Entourage データベース」を参照してください)。[Microsoft ユーザー データ] 
フォルダには、現在 Entourage を使用しているユーザーのデータを格納したフォルダが作成

されます (Entourage のユーザー切り替えについては、29 ページの 「ユーザー切り替え」を

参照してください)。アカウント設定アシスタントを使用して、どのユーザーに対しても同

じ情報 (サーバー アドレス、詳細な送受信オプション、会社の LDAP サーバーのアドレスな

ど) を設定します。アカウント設定アシスタントはメール アドレスを入力しないと設定を完

了できないため、仮のメール アドレスを入力しておき、ユーザーが後で変更するようにし

ます。 

ヒント  このとき、他の設定も行っておくことができます。たとえば、既定の署名の作成 
([ツール] メニューの [署名])、環境設定ダイアログ ボックスのオプションの設定 
([Entourage] メニューの [全般の環境設定] および [メールとニュースの環境設定])、既定の

ルールの作成 ([ツール] メニューの [ルール]) などです。 

Entourage の設定が完了したら、現在のユーザーの [Documents] フォルダに作成された 
[Microsoft ユーザー データ] フォルダをコピーして、新しいユーザーに配布します。この

フォルダは、新しいユーザーが Entourage を 初に起動する前に、そのユーザーのコン

ピュータ上の Users/username/Documents フォルダにコピーしておく必要があります。

[Microsoft ユーザー データ] フォルダをコピーする前にユーザーが Entourage を起動すると、

管理者が入力した情報を含まない [Microsoft ユーザー データ] フォルダが作成されます。 

ユーザーは、Entourage を 初に起動した後、自分の情報を追加してアカウントの設定作業

を完了します。たとえば、管理者によって仮のアカウントが作成されている場合は、ユー

ザーは [ツール] メニューの [アカウント] をクリックし、[アカウント] ウィンドウに表示さ

れるアカウントをダブルクリックして、自分のアカウント情報 (名前、メール アドレス、ア

カウント ID、パスワード) を入力します。ここでユーザーが自分の情報を入力しないと、

Word で作成した手紙や封筒に自動的に差出人住所を表示するといった Office v. X アプリ

ケーションの機能の一部を利用できなくなります。 
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ユーザー切り替え 
複数のユーザーが 1 台のコンピュータで Entourage を共用する場合、各ユーザーに別個のア

カウントを設定して、Entourage で各ユーザーの環境設定が反映されるようにできます。こ

の機能によって、各ユーザーは自分のアカウント設定、スケジュール、アドレス帳、予定表、

メッセージ、仕事だけを表示できるようになります。 

それぞれのアカウントはパスワードで保護されていません。複数のユーザーが 1 台のコン

ピュータを共用する場合は、アップル メニューの [システム環境設定] の [ユーザ] パネルを

使用して、各ユーザーに別個のユーザー アカウントを作成してパスワードを設定します。 

ユーザーは [Entourage] メニューの [ユーザーの切り替え] をクリックして、いつでもアカウ

ントを切り替えることができます。[ユーザーの切り替え] をクリックすると [Entourage] 
ウィンドウが閉じ、表示されるダイアログ ボックスで別のユーザーを選択できます。この

ダイアログ ボックスは、Entourage 起動時に毎回自動的に表示され、Entourage の使用を開始

する前にユーザーを選択できます。あるユーザーが Entourage を使用しているとき、その

ユーザーは「アクティブ ユーザー」と呼ばれます。 

ユーザーによって、他の Office v. X アプリケーションの設定も変わります。Microsoft Word、
Excel、PowerPoint で書類を作成すると、アクティブ ユーザーの名前が作成者としてプロパ

ティに記録されます。Word で作成した手紙など、テンプレートを使用して作成した書類で

は、アクティブ ユーザーの連絡先が差出人住所に表示されます。Office お知らせ機能を

使って Office 書類にフラグやアラームを設定すると、該当するユーザーにだけ自分の書類

に関するアラームが表示されます。Word では、その時のユーザーに応じて、封筒などの文

書作成時に使用できるアドレス帳が決まります。Excel では、ブックを自動的に Web ページ

として保存するか、Web の自動発行スケジュールをブックに適用するかが決まります。あ

るユーザーが作成したスケジュールは、そのユーザーがアクティブ ユーザーとして Office 
を使用しているときにしか実行できません。 

Entourage データベース 
Entourage では、ユーザー データ (環境設定、ルール、スケジュール、署名、メッセージ、

連絡先など、すべての Entourage のアイテム) が Users/username/Documents フォルダのデータ

ベースに保存されます。Entourage を 初に起動したときに、[Microsoft ユーザー データ] 
フォルダという新しいフォルダが [Documents] フォルダに作成されます。[Microsoft ユー

ザー データ] フォルダには、[Office X ユーザー情報] というフォルダが作成されます。この

フォルダには、 初に作成されたユーザーのデータを格納する [メイン ユーザー] フォルダ

が作成されます。新しいユーザーを作成するたびに、[Office X ユーザー情報] フォルダにそ

のユーザー用のフォルダが追加されます。 
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ユーザーは [Microsoft ユーザー データ] フォルダ全体または特定のユーザー用フォルダだけ

を、別のハード ディスクやネットワーク共有フォルダなど、別の場所に移動できます。そ

の場合、Users/username/Documents フォルダに、フォルダのオリジナルの場所を示すエイリ

アスを置く必要があります。[Microsoft ユーザー データ] フォルダを Entourage プログラムと

同じ場所に置くことはお勧めできません。プログラム フォルダを削除するときに、誤って

データも一緒に削除してしまう可能性があるからです。 

データベースをバックアップする 
データを定期的にバックアップして、ハード ディスクが損傷したり、データが読み取り不

能になったりした場合に回復できるようにしておくことを強くお勧めします。データをバッ

クアップするには、バックアップするユーザー フォルダをドラッグして、別のハード ディ

スクやネットワーク ドライブ、記憶媒体にコピーします。ユーザーのデータを元に戻すに

は、ユーザー フォルダのバックアップを [Office X ユーザー情報] フォルダにコピーします。 

データベース キャッシュを空にする 
特定の IMAP フォルダのメッセージ数が IMAP サーバー上のメッセージ数と一致しない場合、

そのフォルダのメッセージの一覧を更新する必要があります。更新するには、IMAP フォル

ダを開いて、 +option+L キーを押します。これで問題が解決しない場合は、キャッシュを

空にします。 

Entourage X では、元のメッセージをサーバーから削除するまで、IMAP、Hotmail、ニュー

スのメッセージのコピーがデータベースに保存されています。サーバー上の対応するメッ

セージを削除しないでキャッシュされたコピーを削除する場合は、control キーを押しなが

らメール サーバーまたはニュース サーバーのアイコンをクリックするか、フォルダ一覧の 
IMAP フォルダをクリックします。表示されるショートカット メニューから [キャッシュを

空にする] をクリックします。キャッシュを空にした後、次の項で説明しているように、

データベースを圧縮して、ディスクの空き容量を増やすことができます。 

データベースを圧縮する 
アイテムを削除しても、Entourage データベースのサイズが自動的に小さくなることはあり

ません。ただし、削除したアイテムが占めていた領域は、新しいアイテムをデータベースに

追加するときに再利用されます。Entourage アイテムを大量に削除した場合など、データ

ベースを圧縮して、ディスクの空き容量を増やすには、データベースの再構築を行ってデー

タベースを圧縮します。再構築の詳細については、次の項と Microsoft Entourage のヘルプを

参照してください。 
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データベースを再構築する 
Microsoft Entourage では、署名、メッセージ、連絡先などのアイテムはデータベースに格納さ

れます。Entourage を起動するときや、アイテムを開いたり表示したりするときに問題が発生

した場合、または Entourage の実行速度が大きく低下した場合は、データベースが損傷して

いる可能性があります。その場合は、データベースの再構築が必要になることがあります。 

データベースが損傷しているか判断する 
データベースが損傷している場合、次のような症状、または類似の症状が発生することがあ

ります。 

• アイテムをダブルクリックすると、ダブルクリックしたものではない別のアイテム

が開きます。 

• メッセージの一覧に空白行が表示されます。 

• イベントや連絡先など、確実に追加した情報が見つからなくなります。 

• 検索を実行すると、検索結果が検索条件と一致しません。 

データベースの損傷が疑われる場合は、修復する前に、まず問題の原因を特定するようにし

てください。データベースを修復するとデータが消失することもあるため、たとえばメッ

セージを間違ったフォルダに移動するなど、ユーザーのミスによって症状が発生しているの

ではないこと確認する必要があります。また、ハード ディスクの損傷や断片化など、一般

的なコンピュータの問題によって症状が発生しているのではないことを、Apple Disk Utility 
などのディスク診断修復プログラムを実行して確認するようにします。ハード ディスクの

問題特定と修復の詳細については、ディスク ユーティリティ プログラムのマニュアルを参

照してください。 

使用する再構築オプションを決定する 
データベースが損傷していると判断された場合は、データベースを再構築する必要がありま

す。再構築には次の 2 つのオプションがあります。 

標準  データの格納方法を 適化し、データベースのサイズを小さくします。これは、デー

タベースに発生した問題を解決する 初の手段でもあります。 

高度な再構築  損傷したデータを修復して、データベースのサイズを小さくします。このオ

プションはデータを修復する過程でデータの消失を招く可能性があるため、標準の再構築を

実行しても問題が引き続き発生する場合のみ実行します。 
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また、高度な再構築を実行した後は、ユーザーは必ず次の作業を行う必要があります。 

• アイテム間にリンクを作成していた場合、アイテム間のリンクを再作成します。 

• ユーザーの IMAP、Hotmail、ニュース アカウントからメッセージをダウンロードし

直します。 

• IMAP、Hotmail、ニュース アカウントのメッセージ フォルダの列を再設定します。 

• IMAP、Hotmail、ニュース アカウントのメッセージ送受信スケジュールを再入力し

ます。 

• IMAP サーバーまたは Hotmail サーバー上のフォルダにメッセージをコピーまたは

移動するルールを再入力します。 

データベースの再構築は、ユーザーが Entourage を起動するとき、またはアイテムを開いた

り表示/保存したりするときに問題が発生した場合にのみ実行します。 

Entourage データベースを再構築するには 
 

1. Entourage も含め、すべての Microsoft Office アプリケーションを終了します。 

2. caps lock をオフにして、option キーを押しながら Entourage を起動します。 

3. ダイアログ ボックスで、次のどちらかを選択します。 

• データの格納方法を 適化し、Entourage データベースのサイズを小さくす

るには、[標準] をクリックします。 

• 損傷したデータを修復し、Entourage データベースのサイズを小さくするに

は、[高度な再構築] をクリックします。 

注意  [高度な再構築] オプションを選択した場合、一部のデータが失われる

ことがあります。このオプションは、標準の再構築を実行しても、

Entourage の起動時やデータの保存時に問題が引き続き発生する場合にのみ

選択してください。 

4. [再構築] をクリックします。 

注   データベースを再構築すると、Documents/Microsoft ユーザー データ/Office X ユーザー

情報 フォルダ内のユーザーのフォルダに "古いデータベース" と "古いキャッシュ" という 2 
つのファイルが追加されます。データベースの再構築によって問題が解消された場合、この 
2 つのファイルはゴミ箱に捨ててかまいませんが、バックアップとして残しておくこともで

きます。 
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Entourage と Microsoft Exchange Server 
Microsoft Exchange Update for Entourage X は、電子メールのやり取りやグループ作業に 
Microsoft Exchange サーバーを利用している企業やワークグループで、Mac OS X を使用して

いるユーザー向けの機能を追加するアップデータです。Entourage X は、電子メール、予定

表、アドレス帳、仕事やメモなどの個人情報を統合管理できるツールで、すべてが Mac OS 
X に特化した設計になっています。 

注  : Macintosh コンピュータから Exchange サーバーに保存された情報にアクセスする際のオ

プションは、他にもいくつかあります。詳細については、mactopia にある『Mac ユーザー向

けの Exchange Server 利用オプション』を参照してください。この文献には、すべてのソ

リューションの機能比較と、各ソリューションの短所が記載されています。   

サーバー側の要件 

• Microsoft Exchange Server 2000 (Service Pack 2) 以降 

• Outlook Web Access がインストールされ、アクティブな状態であること。 

• IMAP、SMTP、WebDAV (Outlook Web Access による接続)、LDAP が有効である

こと。 

機能 
企業やワークグループで Microsoft Exchange Server を使用しており、IMAP4 (Internet Mail 
Access Protocol version 4) などのインターネット標準プロトコルをサポートしている場合、

Exchange クライアントとして Entourage X を利用することができます。LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) を使用して、Entourage X からグローバル アドレス リストにアクセ

スすることができます。WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) を使用して、

Entourage X で空き時間データの共有、連絡先情報の取得を行うことができます。ここから

は、Entourage X をサポートするために Exchange で使用されるプロトコルについて説明しま

す。 

LDAP の概要 
LDAP は、分散ディレクトリにアクセスするためのオープンなネットワーク標準プロトコル

です。LDAP には、ディレクトリ情報ツリー (以下 DIT) 内の情報にクエリを実行したり、情

報を変更するためのメカニズムが備わっています。DIT には、各種のオブジェクト (ユー

ザー、プリンタ、アプリケーション、およびその他のネットワーク リソース) に関する幅広

い情報を格納できます。Exchange 2000 および 2003 サーバーは、"Active Directory" と呼ばれ

る、Windows に 2000 から実装されたディレクトリサービスの上に構築されます。 
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WebDAV の概要 
WebDAV は RFC 2518 により規定されたリモート ファイル設定プロトコルで、転送用プロ

トコルとして HTTP を使用します。WebDAV クライアントは、インターネットを介して 

http://kikaku02.uz.ascii.co.jp/japan/mac/library/library_main.asp
http://kikaku02.uz.ascii.co.jp/japan/mac/library/library_main.asp


 

WebDAV サーバー上のファイルを表示、編集、移動、コピー、削除することができます。

Entourage X は、Exchange サーバーを WebDAV を使用して呼び出し、空き時間データなど

の情報を得ることができます。また、連絡先情報の同期や一部のスケジュール情報の処理を

行います。 

IMAP4 の概要 
IMAP4 は、メールボックス情報にアクセスするための、インターネット標準プロトコルで

す。既定では、IMAP4 は TCP/IP ポート 143 を使用してクライアント/サーバー間のアクセス

を行います。IMAP4 は、基本的なオンライン機能と受信トレイ以外のフォルダへのアクセ

スをサポートしているため、POP3 よりも高度なプロトコルとされています。IMAP4 を使用

すれば、クライアントはサーバー上のプライベート フォルダやパブリック フォルダに保存

されたメッセージにアクセスできるようになります。IMAP4 クライアントを使用している

ユーザーは、Microsoft Exchange メールボックス全体を特定のコンピュータにダウンロード

しなくても、メールボックス内のメールにアクセスできます。1 つのクライアントから複数

のメールボックスにアクセスして、特定のメッセージや添付ファイルなどメッセージの一部

を取得できます。また、メールボックスの検索や、開封済みメッセージを識別するフラグを

設定することも可能です。なお、IMAP4 はメールを送信する機能を提供するものではあり

ません。SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用してメールの送信を行います。  

IMAP4 を管理する 
ここでは、IMAP4 仮想サーバーで実行する一般的な管理作業について説明します。  

IMAP 仮想サーバーを有効にする 
Entourage X をサポートするには、Exchange サーバー上で、IMAP4 仮想サーバーを有効にす

る必要があります。既定では、Exchange Server 2000 および 2003 のインストール時には 
IMAP4 仮想サーバーが有効になります。 

IMAP4 仮想サーバーを有効にする必要がある場合は、サービス コントロール パネルから、

Microsoft Exchange IMAP4 サービスが自動的に開始するように設定します。この設定が済む

と、Exchange システム マネージャを使用して仮想サーバーを開始できるようになります。 

仮想サーバーを管理する際には、Exchange システム マネージャを使用して、仮想サーバー

の開始、一時停止、停止を行うことができます。IMAP4 または SMTP 仮想サーバーを右ク

リックして、必要なオプションを選択してください。  

開始   仮想サーバーを開始します。  

一時停止   サーバーを一時停止状態にします。コンソール ツリーのサーバー名の横にはアイ

コンが表示されます。サーバーを再開するには、[一時停止] を再度選択します。 
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停止   サーバーを停止状態にします。コンソール ツリーのサーバー名の横にはアイコンが表

示されます。 



 

仮想サーバーにポートと IP アドレスを割り当てる 
既定の仮想サーバーは、IP アドレスが [(未使用の IP アドレスすべて)] の状態で作成されま

す。たとえば、IMAP4 サーバーをすぐに操作する場合は、Exchange コンピュータの IP アド

レスによってこのサーバーがネットワーク上で識別されます。これにより、サーバーは 
TCP ポート 143 で着信接続を受け、Secure Sockets Layer (SSL) ポート 993 を使用するように

なります。すぐに操作を行う場合は、既定の IP アドレス、TCP ポート、SSL ポートを使用

するか、有効なネットワーク カードから別の IP アドレスを割り当てることができます。た

だし、複数の仮想サーバーを作成する場合は、IP アドレス、TCP ポート、SSL ポートから

なる一意の組み合わせをサーバーごとに作成する必要があります。  

重要   仮想サーバーで既定の SSL ポートが 995 に設定されている状態でも、仮想サーバーで 

SSL を完全に有効にするには、証明書を要求してインストールする必要があります。 

仮想サーバーに対して複数のアカウントを設定するには、[詳細設定] オプションを使用しま

す。1 つの仮想サーバーを共有する複数のホスト/ドメイン名を関連付けるには、複数のアカ

ウントを使用します。また、TCP ポートを指定するほかに、多くの場合 SSL ポートの指定

を行います。   

Microsoft が推奨する既定のポート割り当てを以下の表に示します。   

 

既定のポート割り当て 

プロトコル TCP ポート SSL ポート 

SMTP 25  25 

IMAP  143  993  

POP  110  995  

DAV 80 443 
 

重要   推奨のポート割り当てを使用しない場合は、一部のクライアントが接続できなくなる可能性が

あります。また場合によっては、クライアント ソフトウェアを手動で再設定する必要があります。 

接続制限の設定 
仮想サーバーの [プロパティ] ダイアログ ボックスの [全般] タブでは、接続制限を設定でき

ます。コンピュータのリソースによる制限を受けない限り、仮想サーバーは数に制限なく着

信接続を受け入れることができます。コンピュータが過負荷状態になるのを防ぐには、仮想

サーバーに一度に接続できる数を制限します。既定では、着信接続の数は制限されていませ

ん。また、ユーザーが接続した後、サーバーにログオンしたままになっているアイドル状態

の接続に対し、制限時間を設けることも可能です。既定では、アイドル セッションは 30 分
後に切断されます。 
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Exchange フロントエンド サーバーとバックエンド サーバーを持つような環境では、サー

バーの役割によって接続のタイムアウト設定の実現方法が異なります。バックエンド サー



 

バーでは、接続のタイムアウト設定によって、クライアントがアクティビティなしでサー

バーに接続していられる時間が制限されます。一方、フロントエンド サーバーでは、クラ

イアントのアクティビティに関係なく、クライアント セッション全体の接続時間が制限さ

れます。このため、フロントエンド/バックエンド環境では、フロントエンド サーバーのタ

イムアウト値を高めに設定して、許容 低接続速度以上であればユーザーが 大サイズの

メッセージをダウンロードできるようにしてください。こうすることで、メッセージのダウ

ンロード中にクライアントが切断されなくなります。 

警告   タイムアウト値が低すぎると、クライアント接続がサーバー側から突然切断され、エラー メッ

セージが返される可能性があります。推奨の最小タイムアウト値は 30 分です。 

ユーザー接続を終了する 
仮想サーバーへの不正アクセスが発生した場合は、特定のユーザーまたはすべてのユーザー

の接続を直ちに切断できます。このためには、Exchange システム マネージャから SMTP ま
たは IMAP4 を展開して、必要な仮想サーバーをダブルクリックします。仮想サーバーの 
[現在のセッション] ノードから、ユーザーの接続を終了できます。  

パブリック フォルダを表示する 
IMAP4 を使用している Entourage X クライアントがパブリック フォルダを表示できるよう

にするには、Exchange システム マネージャを使用します。[パブリック フォルダを表示] オ
プションを有効にするには、既定の IMAP4 仮想サーバーの [プロパティ] ダイアログ ボック

スで [全般] タブをクリックします。 

メッセージの高速取得 
Exchange では、IMAP4 クライアントのメッセージを高速で受信することができます。メッ

セージの高速取得機能を使用すると、メッセージ サイズを概算することによってパフォー

マンスが向上します。[メッセージの高速取得] オプションを有効にするには、既定の 
IMAP4 仮想サーバーの [プロパティ] ダイアログ ボックスで [全般] タブをクリックします。 

Entourage X で Exchange へのクライアント アクセスを管理する 
Entourage X を使用するには、以下の情報を指定して、Exchange のユーザー アカウントを作

成する必要があります。 

Exchange のユーザー アカウントを作成するには 

1. Entourage X を起動します。 

2. [ツール] メニューの [アカウント] をクリックします。 
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3. [新規] の横の下向き矢印をクリックして、[Exchange] をクリックするか、

[Exchange] タブの [新規] をクリックします。 



 

4. [ユーザーの基本情報] 画面で、以下の情報を入力します。 

a. [アカウント ID] にユーザー名を入力します。 

b. [パスワード] に会社のパスワードを入力します。 

c. [ドメイン] に Windows のドメインを入力します。 

Entourage X の認証設定 
Exchange へのユーザー接続を許可する前に、Entourage X クライアントに対して NTLM 
Version 2 の認証を有効にするようにしてください。Entourage X は、NTLM よりもセキュリ

ティ レベルの高い NTLM Version 2 の認証をサポートしています。 

注  フロントエンドの Exchange サーバーを使用している場合は、この設定をオフのままにし、

セキュリティには SSL を使用してください。 

NTLM Version 2 の暗号化を使用するように Entourage X を設定するには 

1. [ツール] メニューの [アカウント] をクリックします。 

2. Microsoft Exchange アカウントをダブルクリックします。 

3. [メール] タブで、[ここをクリックして詳細な受信オプションを指定] をクリックし

ます。 

4. [常に保護されたパスワードを使用する] チェック ボックスをオンにします。 

AppleScript 
Macintosh コンピュータでの作業を自動化するには、AppleScript スクリプト言語を使用しま

す。Entourage の機能を拡張したり、繰り返し行う作業を自動化したりするために、独自の 
AppleScript スクリプトやアプレットを作成できます。作成したスクリプトはユーザーに直

接配布するか、グループ内の Office v. X に自動配布するスクリプトを利用して配布します。 

 

Word X の既知の問題 
Microsoft® Word X for Mac の既知の問題に関する 新情報については、サポート技術情報検

索 (http://www.microsoft.com/japan/mac/support/) を参照してください。 
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カスタマイズ ツール  Toolbar Button Editor で、ユーザーが用意した画像を新しいボタン画像と

してダイアログ ボックスに貼り付けることはできなくなりました。Word X にアップグレード

する際、以前のバージョンの Word で使用していたツールバーのボタン画像は保持されません。

また、Word X では、ツールバーの [簡易カスタマイズ] ボタンは削除されています。 

http://www.microsoft.com/japan/mac/support/
http://www.microsoft.com/japan/mac/support/


 

EPS 形式の画像と PostScript プリンタ   EPS (Encapsulated PostScript) 形式の画像が、PostScript 
プリンタ上で低解像度のプレビュー画像としてプリントされる場合があります。この問題を

修正するアップデートは、Apple 社からソフトウェア アップデート (Apple メニューの [システ

ム環境設定] で [ソフトウェア アップデート] を選択) を通じて提供される予定です。このアッ

プデートの詳細については、Apple 社の Web サイト (http://www.apple.co.jp/) をご覧ください。 

Canon 社製プリンタでのプリント  Canon 社製プリンタでプリントするには、[ファイル] メ
ニューの [プリント] をクリックするか、 +P を押す必要があります。ツール バーの [プリ

ント] ボタンをクリックしてプリントすることはできません。 

プリント速度の低下   Office v. X では、テクスチャの塗り、画像の塗り、ワードアート、線、

および波状の枠線を含む書類のプリント速度が遅くなることがあります。 

透過オブジェクトおよび透過画像のプリント   コンピュータの画面上で透明に表示される描

画オブジェクトや画像には、透明にプリントされないものがあります。無地の色などで単純

に塗られている描画オブジェクトの透明な部分は、正しくプリントされます。グラデーショ

ン、パターン、テクスチャ、画像などで複雑に塗られているオブジェクトの透明な部分は、

正しくプリントされません。GIF ファイルや JPEG ファイルなどの画像の透明な部分も、正

しくプリントされません。この問題を修正するアップデートは、Apple 社からソフトウェア 
アップデート (Apple メニューの [システム環境設定] で [ソフトウェア アップデート] を選

択) を通じて提供される可能性があります。このアップデートの詳細については、Apple 社
の Web サイト (http://www.apple.co.jp/) をご覧ください。 

次の手順で、透明の描画オブジェクトをプリントできる場合があります。 

1. 透明の描画オブジェクトや通常のオブジェクトを選択し、[編集] メニューの [コ
ピー] をクリックします。 

複数のオブジェクトを選択するには、 初のオブジェクトを選択してから、shift 
キーを押したまま、他のオブジェクトを選択します。 

2. [編集] メニューで、[形式を選択してペースト] をクリックします。 

3. [形式を選択してペースト] ダイアログ ボックスで [図] をクリックし、[OK] をク

リックします。 

4. この処理によって、描画オブジェクトが複製され、その複製を薄い色の塗りつぶし

パターンの画像に変換します。これによって、プリント時に画像が透明に見えるよ

うになります。 

5. 新しい画像をページに配置して、元の描画オブジェクトを削除します。 

6. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックすると、新しい透明の画像がプリント

されます。 
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注   新しい画像をプリントすると透明に見えますが、画面の表示より画質は劣りま

す。描画オブジェクトから画像への変換処理中に、画像の劣化が避けられないため

です。 

http://www.apple.co.jp/
http://www.apple.co.jp/
http://www.apple.co.jp/


 

図と HTML フォーム オブジェクト   HTML フォーム オブジェクトの隣に図を挿入した場合、

図のアンカーがフォーム オブジェクトの隠し文字内に配置されることがあります。図のア

ンカーがオブジェクトの隠し文字にある場合、文書を HTML として保存したときに図が保

存されない可能性があります。 

ファイル名とフォント名の長さ   Word では、新規ファイルの保存時に、31 文字を超える長

さのファイル名を使用できません。ただし、既存ファイルの場合は、ファイル名が 31 文字

を超えていても、ファイルを開いて保存することができます。 

長さが 31 文字を超えるフォント名はフォントの一覧に表示されません。 

ファイル名の Unicode 文字  Word ではファイル名に Unicode 文字を含むファイルを開くこ

とができません。Word で開く前に、ファイルの名前を変更する必要があります。 

Word 6.0/95 ファイル形式  Word X では、Word 6.0/95 ファイル形式での保存ができません。 

Word の TextEdit ファイル   Word では図を含む TextEdit ファイルを開けません。図を含む

ファイルの場合、TextEdit では、Word がサポートしていないリッチテキスト形式 (RTF) を
使用しています。 

F12 キー  特に指定しない場合、Word X の [別名で保存] コマンドのキーボード ショート

カットは F12 キーです。F12 キーを押しても [別名で保存] ダイアログ ボックスが表示され

ない場合、[ツール] メニューの [ユーザー設定] をクリックし、ダイアログ ボックスの 
[ショートカット キー] をクリックして、キーボード ショートカットの再割り当てを行うこ

とができます。キーボード ショートカットの割り当ての詳細については、Word X の [ヘル

プ] メニューの [検索 Word ヘルプ] をクリックして、「コマンドやその他の項目にショート

カット キーを割り当てる」を検索してください。 

スキャナとデジタル カメラ  Office v. X では、TWAIN をサポートしているスキャナやデジ

タル カメラから、Office 書類に画像を直接挿入することができます ([挿入] メニューの [図] 
で [スキャナまたはカメラから] を選択)。Adobe Photoshop プラグインが必要なスキャナやデ

ジタル カメラから、Office 書類に画像を直接挿入することはできません。TWAIN ではなく

Adobe Photoshop プラグイン、または PTP (Picture Transfer Protocol) をサポートしているデバ

イスから画像を使用するには、一度ハード ディスクに画像を保存してから、Office 書類に

挿入する必要があります ([挿入] メニューの [図] で [ファイルから] を選択)。 

Office アシスタント   Office アシスタントを 初に表示するときに、ウィンドウに何も表示

されないことがあります。この場合は、一度デスクトップをクリックしてからプログラムに

戻ると、Office アシスタントが表示されます。 
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Excel X の既知の問題 
Microsoft Excel X for Mac の既知の問題に関する 新情報については、サポート技術情報検

索 (http://www.microsoft.com/japan/mac/support/) を参照してください。 

ワークシートのサイズ制限  Excel X では、インポートした FileMaker データベースが 256 
フィールド (列) か 65,535 レコード (行) を超える場合、またはレコード内の文字数が半角で

も全角でも 32,767 文字を超える場合、一部が切り捨てられます。この制限を超える 
FileMaker データベースをインポートするとメッセージが表示されますが、場合によっては

表示されないこともあります。 

カスタマイズ ツール  Toolbar Button Editor で、ユーザーが用意した画像を新しいボタン画像と

してダイアログ ボックスに貼り付けることはできなくなりました。Excel X にアップグレード

する際、以前のバージョンの Excel で使用していたツールバーのボタン画像は保持されません。

また、Excel X では、ツールバーの [簡易カスタマイズ] ボタンは削除されています。 

EPS 形式の画像と PostScript プリンタ   EPS (Encapsulated PostScript) 形式の画像が、

PostScript プリンタ上で低解像度のプレビュー画像としてプリントされる場合があります。

この問題を修正するアップデートは、Apple 社からソフトウェア アップデート (Apple メ
ニューの [システム環境設定] で [ソフトウェア アップデート] を選択) を通じて提供される

予定です。詳細については、Apple 社の Web サイト (http://www.apple.co.jp/) をご覧ください。 

Canon 社製プリンタでのプリント  Canon 社製プリンタでプリントするには、[ファイル] メ
ニューの [プリント] をクリックするか、 +P を押す必要があります。ツール バーの [プリ

ント] ボタンをクリックしてプリントすることはできません。 

プリント速度の低下   Office v. X では、テクスチャの塗り、画像の塗り、ワードアート、線、

および波状の枠線を含む書類のプリント速度が遅くなることがあります。 

透過オブジェクトおよび透過画像のプリント   コンピュータの画面上で透明に表示される描

画オブジェクトや画像には、透明にプリントされないものがあります。無地の色などで単純

に塗られている描画オブジェクトの透明な部分は、正しくプリントされます。グラデーショ

ン、パターン、テクスチャ、画像などで複雑に塗られているオブジェクトの透明な部分は、

正しくプリントされません。GIF ファイルや JPEG ファイルなどの画像の透明な部分も、正

しくプリントされません。この問題を修正するアップデートは、 Apple 社からソフトウェア 
アップデート (Apple メニューの [システム環境設定] で [ソフトウェア アップデート] を選

択) を通じて提供される可能性があります。このアップデートの詳細については、Apple 社
の Web サイト (http://www.apple.co.jp/) をご覧ください。 
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次の手順で、透明の描画オブジェクトをプリントできる場合があります。 

1. 透明の描画オブジェクトや通常のオブジェクトを選択し、[編集] メニューの [コ
ピー] をクリックします。 

複数のオブジェクトを選択するには、 初のオブジェクトを選択してから、shift 
キーを押したまま、ほかのオブジェクトを選択します。 

2. [編集] メニューで、[形式を選択してペースト] をクリックします。 

3. [形式を選択してペースト] ダイアログ ボックスで [図] をクリックし、[OK] をク

リックします。 

4. この処理によって、描画オブジェクトが複製され、その複製を薄い色の塗りつぶし

パターンの画像に変換します。これによって、プリント時に画像が透明に見えるよ

うになります。 

5. 新しい画像をページに配置して、元の描画オブジェクトを削除します。 

6. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックすると、新しい透明の画像がプリント

されます。 

注   新しい画像をプリントすると透明に見えますが、画面の表示より画質は劣りま

す。描画オブジェクトから画像への変換処理中に、画像の劣化が避けられないため

です。 

スキャナとデジタル カメラ   Office v. X では、TWAIN をサポートしているスキャナやデジ

タル カメラから、Office 書類に画像を直接挿入することができます ([挿入] メニューの [図] 
で [スキャナまたはカメラから] を選択)。Adobe Photoshop プラグインが必要なスキャナやデ

ジタル カメラから、Office 書類に画像を直接挿入することはできません。TWAIN ではなく

Adobe Photoshop プラグイン、または PTP (Picture Transfer Protocol) をサポートしているデバ

イスから画像を使用するには、一度ハード ディスクに画像を保存してから、Office 書類に

挿入する必要があります ([挿入] メニューの [図] で [ファイルから] を選択)。 

Office アシスタント   Office アシスタントを 初に表示するときに、ウィンドウに何も表示

されないことがあります。この場合は、一度デスクトップをクリックしてからプログラムに

戻ると、Office アシスタントが表示されます。 
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PowerPoint X の既知の問題 
Microsoft PowerPoint® X の既知の問題に関する 新情報については、サポート技術情報検索 
(http://www.microsoft.com/japan/mac/support/) を参照してください。 

Unicode および 31 文字を超えるファイル名  PowerPoint では、31 文字を超えるファイル名

で新しいファイルを保存することはできません。また、Web プレゼンテーションの場合は、

ファイル名は 25 文字までとなります。ただし、ファイル名が 31 文字を超えるファイルを開

くことはできます。このようなファイルを元のファイル名で保存することはできますが、

[ファイル] メニューの [別名で保存] を使用する場合は、ファイル名を短くする必要があり

ます。また、PowerPoint では、ファイル名に Unicode 文字を含むファイルを開くこともでき

ません。このようなファイルは、Finder でファイル名を変更してからファイルを開く必要が

あります。 

カスタマイズ ツール  Toolbar Button Editor で、ユーザーが用意した画像を新しいボタン画像

としてダイアログ ボックスに貼り付けることはできなくなりました。PowerPoint X にアッ

プグレードする際、以前のバージョンの PowerPoint で使用していたツールバーのボタン画

像は保持されません。また、PowerPoint X では、ツールバーの [簡易カスタマイズ] ボタン

は削除されています。 

プリント プレビュー内の白い線  プリント時のプレゼンテーションの表示を確認するために、

[ファイル] メニューの [プリント] をクリックしてから [プリント] ダイアログ ボックスの 
[プレビュー] をクリックすると、画像に白い線が表示される場合があります。この白い線は、

プリントされたプレゼンテーションには表示されませんが、[表示] メニューの [アンチエイ

リアス処理] チェックボックスをオフにするとプレビューから削除できます。[アンチエイリ

アス処理] をオフにすると画面上で画像がギザギザに表示される場合がありますが、プレゼ

ンテーションをプリントすると、滑らかにプリントされます。 

Epson 社製プリンタでのプリント   Epson 社製のインクジェット プリンタでは、スライドの

右枠がプリントされない場合があります。スライド全体をプリントするには、用紙に合わせ

てスライドのサイズを変更します。 

用紙に合わせてスライドのサイズを変更する 

1. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックします。 

2. [印刷部数と印刷ページ] と表示されているポップアップ メニューで、

[Microsoft PowerPoint] をクリックします。 

3. [用紙サイズに合わせてプリントする] チェック ボックスをオンにします。 

Hewlett-Packard 社製プリンタでのプリント   Hewlett-Packard 社製の PostScript プリンタでは、

画像の塗りが上下逆にプリントされる場合があります。 
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プリント速度の低下   Office v. X では、テクスチャや画像による塗りつぶし、テクスチャの

塗り、画像の塗り、ワードアート、線、および波状の枠線を含む書類のプリント速度が遅く

なることがあります。 

http://www.microsoft.com/japan/mac/support/


 

透過オブジェクトおよび透過画像のプリント   コンピュータの画面上で透明に表示される描

画オブジェクトや画像には、透明にプリントされないものがあります。無地の色などで単純

に塗られている描画オブジェクトの透明な部分は、正しくプリントされます。グラデーショ

ン、パターン、テクスチャ、画像などで複雑に塗られているオブジェクトの透明な部分は、

正しくプリントされません。GIF ファイルや JPEG ファイルなどの画像の透明な部分も、正

しくプリントされません。この問題を修正するアップデートは、Apple 社からソフトウェア 
アップデート (Apple メニューの [システム環境設定] で[ソフトウェア アップデート]を選択) 
を通じて提供される可能性があります。詳細については、Apple 社の Web サイト 
(http://www.apple.co.jp/) をご覧ください。 

次の手順で、透明の描画オブジェクトをプリントできる場合があります。 

1. 透明の描画オブジェクトや通常のオブジェクトを選択し、[編集] メニューの [コ
ピー] をクリックします。 

複数のオブジェクトを選択するには、 初のオブジェクトを選択してから、shift 
キーを押したまま、ほかのオブジェクトを選択します。 

2. [編集] メニューで、[形式を選択してペースト] をクリックします。 

3. [形式を選択してペースト] ダイアログ ボックスで [図] をクリックし、[OK] をク

リックします。 

4. この処理によって、描画オブジェクトが複製され、その複製を薄い色の塗りつぶし

パターンの画像に変換します。これによって、プリント時に画像が透明に見えるよ

うになります。 

5. 新しい画像をページに配置して、元の描画オブジェクトを削除します。 

6. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックすると、新しい透明の画像がプリント

されます。 

注   新しい画像をプリントすると透明に見えますが、画面の表示より画質は劣りま

す。描画オブジェクトから画像への変換処理中に、画像の劣化が避けられないため

です。 

EPS 形式の画像と PostScript プリンタ   EPS (Encapsulated PostScript) 形式の画像が、

PostScript プリンタ上で低解像度のプレビュー画像としてプリントされる場合があります。

この問題を修正するアップデートは、Apple 社からソフトウェア アップデート (Apple メ
ニューの [システム環境設定] で [ソフトウェア アップデート] を選択) を通じて提供される

予定です。詳細については、Apple 社の Web サイト (http://www.apple.co.jp/) をご覧ください。 

Canon 社製プリンタでのプリント   Canon 社製プリンタでプリントするには、[ファイル] メ
ニューの [プリント] をクリックするか、 +P を押す必要があります。ツール バーの [プリ

ント] ボタンをクリックしてプリントすることはできません。 
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スキャナとデジタル カメラ   Office v. X では、TWAIN をサポートしているスキャナやデジ

タル カメラから、Office 書類に画像を直接挿入することができます ([挿入] メニューの [図] 
で [スキャナまたはカメラから] を選択)。Adobe Photoshop プラグインが必要なスキャナやデ

ジタル カメラから、Office 書類に画像を直接挿入することはできません。TWAIN ではなく、

Adobe Photoshop プラグイン、または PTP (Picture Transfer Protocol) をサポートしているデバ

イスから画像を使用するには、一度ハード ディスクに画像を保存してから、Office 書類に

挿入する必要があります ([挿入] メニューの [図] で [ファイルから] を選択)。 

OLE オブジェクトとツール バー   Excel のグラフや Word の表などの OLE オブジェクトを

プレゼンテーションに挿入すると、PowerPoint ウィンドウのツール バーが表示されなくな

る場合があります。ツール バーを表示するには、Finder に切り替えてから PowerPoint に戻

ります。 

Office アシスタント   Office アシスタントを 初に表示するときに、ウィンドウに何も表示

されないことがあります。この場合は、一度デスクトップをクリックしてからプログラムに

戻ると、Office アシスタントが表示されます。 

Entourage X の既知の問題 
Microsoft Entourage X for Mac の既知の問題に関する 新情報については、サポート技術情報

検索 (http://www.microsoft.com/japan/mac/support/) を参照してください。 

静的 IP アドレスが設定されている場合のユーザー アカウント設定    コンピュータに静的 IP 
アドレスが設定されている場合は、Entourage 設定アシスタントを使用して Exchange アカウ

ントを自動的に設定することができません。Entourage 設定アシスタントでは、DHCP およ

び DNS を通して自動的に Exchange アカウント設定が行われます。システム環境設定の 
[ネットワーク] で [検索ドメイン] に正しいドメインを入力することも、この問題の解決方

法の 1 つですが、ネットワークによってはうまくいかない場合があります。 

Entourage データベースのファイル サイズ制限   Entourage データベース ファイルのサイズ

が 2 GB を超えると、データが欠落する場合があります。この制限に対処するには、不要に

なったメッセージを削除するか、メッセージを MBOX ファイルにエクスポートします。

メッセージを MBOX ファイルにエクスポートする方法については、Entourage X のヘルプを

参照してください。 

Outlook 2000 ユーザーにマルチメディア要素を直接入力したメッセージを送信する    受信

者が Microsoft Outlook® 2000 を使用している場合、マルチメディア要素を直接入力した電子

メール メッセージを Entourage から送信しても表示できません。マルチメディア要素は、添

付ファイルとして表示されます。この問題は、Outlook 2002 のユーザーにメールを送信する

場合や、メッセージにマルチメディア要素を添付する場合には発生しません。 
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Canon 社製プリンタでのプリント   Canon 社製プリンタでプリントするには、[ファイル] メ
ニューの [プリント] をクリックするか、 +P を押す必要があります。ツール バーの [プリ

ント] ボタンをクリックしてプリントすることはできません。 

Office アシスタント   Office アシスタントを 初に表示するときに、ウィンドウに何も表示

されないことがあります。この場合は、一度デスクトップをクリックしてから Entourage に
戻ると、Office アシスタントが表示されます。 

Exchange サーバーとの 初の同期   連絡先や予定表項目が多い場合は特に、Entourage X と 
Exchange サーバーの 初の同期に時間がかかることがあります。同期が行われていても、

Entourage には同期中の進行状況が表示されません。同期が完了する前に Entourage を終了し

ようとすると、同期がまだ完了していないことを知らせるメッセージが表示され、同期を完

了させるか、完了させずに終了するかを選択するよう求められます。 

Entourage 2001 からインポートした祝日情報を Exchange サーバーと同期する   祝日ファ

イルを含む Entourage 2001 ユーザー情報をインポートした場合、Exchange サーバーとの同

期を行うと、祝日が終日イベントではなく時間指定イベントとして表示される場合がありま

す。これを解決するには、祝日を個々に編集するか、すべての祝日を削除してから新しい祝

日ファイルを Exchange Update for Entourage X にインポートします。祝日の検索および削除

については、Entourage のヘルプで「トラブルシューティング : 予定表」を参照してくださ

い。 

Exchange サーバーと同期される内容 
Macintosh コンピュータが Exchange サーバーに接続している場合は、電子メール メッセー

ジ、連絡先、および予定表項目が連続して同期されます。ただし、Entourage は、Windows 
上で動作する Microsoft Outlook などの Exchange クライアント製品とは、情報の表示方法や

使用方法が異なる場合があります。これらの違いの例を以下に示します。 

電子メール メッセージ 
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メッセージ     サブフォルダを含むすべての Exchange メール フォルダに Entourage からアク

セスできます。受信トレイにあるメッセージは連続して Exchange サーバーと自動的に同期

されます。受信トレイやサブフォルダ以外のメール フォルダに入っているメッセージをダ

ウンロードするには、ユーザーがそのフォルダを選択する必要があります。また、送受信ス

ケジュールを使用して、これらのフォルダに送信されたメッセージを自動的にダウンロード

することも可能です。このためには、[ツール] メニューで [スケジュール]、[すべて送受信]、
[編集] の順にクリックします。[日時] エリアで、このスケジュールを手動で実行するかどう

か ([ツール] メニューからスケジュールを選択して実行するか、ここで選択した設定に基づ

いて自動的に実行するか) を選択します。[アクションの追加] をクリックし、メニューから 
[メール受信] を選択して、[差出人] メニューで正しいメール アカウントを選択しているこ

とを確認します。[アカウントのオプション] をクリックし、必要なフォルダとオプションを

選択します。スケジュールの詳細については、Entourage のヘルプを参照してください。 



 

ルール   Exchange サーバーに保存されたルールは実行されますが、Entourage を使用して 
Exchange サーバー ベースのルールを変更したり、新しいルールを作成したりすることはで

きません。ただし、Entourage 自身の機能を使って、クライアントベースのルールを作成す

ることは可能です。 

連絡先 
電子メール アドレスの表示   Entourage では、1 つの連絡先に 大 13 件の電子メール アドレ

スを保存できます。これに対し、Windows コンピュータの Outlook で保存できる電子メール 
アドレスは 大 3 件です。連絡先を同期するときには、既定の電子メール アドレスと 
Outlook の [電子メール] フィールドが同期されます。Entourage の連絡先で 2 番目、3 番目に

表示されるアドレスは、それぞれ Outlook の [電子メール 2] フィールド、[電子メール 3] 
フィールドと同期されます。 

サブフォルダに保存された Outlook の連絡先   同期されるのは、Outlook の一番上の階層に

表示される [連絡先] フォルダに保存された連絡先のみです。サブフォルダやそれ以外の場

所に保存された連絡先は同期されません。すべての連絡先を同期するには、Outlook の連絡

先が一番上の階層の [連絡先] フォルダに入っていることを確認してください。 

住所の表示   Outlook で作成した連絡先には、"その他" というラベルの住所を設定できます。

ただし、このラベルは Entourage にはありません。連絡先を同期すると、"その他" というラ

ベルの住所が Entourage では "勤務先" というラベルの住所として表示されます。Entourage 
でこの住所を編集すると、次に連絡先を同期したときに、Outlook での住所ラベルが "勤務

先" に変わります。 

子供の名前   Entourage で保存できる子供の名前は 大 10 人です。Outlook の連絡先に一覧

されている子供の数が 10 人を超える場合は、この連絡先を Entourage で編集しないでくだ

さい。編集を行うと、 初の 10 人以外の名前がすべて削除されてしまいます。 

予定表 
サブフォルダに保存された Outlook の予定表項目   同期されるのは、Outlook の一番上の階

層の [予定表] フォルダに保存された予定表項目のみです。サブフォルダやそれ以外の場所

に保存された予定表項目は同期されません。すべての予定表項目を同期するには、Outlook 
の予定表項目が一番上の階層の [予定表] フォルダに入っていることを確認してください。 

移動時間   Entourage で作成した予定表項目に移動時間を指定しても、Outlook にはこの情報

が表示されません。たとえば、1:00 PM ～ 2:00 PM の予定表項目に 15 分の移動時間のスケ

ジュールを設定しても、Outlook の予定表でスケジュールに設定されるのは 1 時間の予定表

項目のみで、移動時間は含まれません。 

全般 
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メモ   Entourage のメモ情報は、Exchange サーバーと同期されません。 



 

仕事   Entourage の仕事情報は、Exchange サーバーと同期されません。 

フラグ   Entourage のフラグ情報は、Exchange サーバーと同期されません。他の Exchange 製
品 (Windows コンピュータの Outlook など) で設定したフラグは、Entourage に表示されませ

ん。 

分類   Entourage で設定した分類情報は、Exchange サーバーと同期されません。 

パブリック フォルダ   Exchange サーバーに保存されたパブリック フォルダ (メッセージ、

連絡先、予定表) のいずれも、Entourage と同期されません。メッセージが保存されたパブ

リック フォルダを表示するには、Exchange アカウント管理者が、パブリックフォルダの表

示に IMAP を使用するように Exchange サーバーを設定しておく必要があります。詳細につ

いては、Exchange アカウント管理者に問い合わせてください。 

 

ネットワーク インストールの基本 
この章では、Microsoft® Office v. X for Mac 用にネットワーク インストール ポイントを設定

するための必要事項、Office v. X インストーラ アプリケーションの機能、および Office v. X 
for Mac の必要システム構成について説明します。 

市販されているバージョンの Office v. X は、企業やグループ内でネットワーク インストー

ルによって複数のコンピュータにインストールさせることはできません。Office v. X を複数

のコンピュータにネットワーク インストールさせるには、Office v. X を使用する企業やグ

ループでボリューム ライセンスを購入する必要があります。ボリューム ライセンスの詳細

については、14 ページの「Office v. X for Mac のライセンス」を参照してください。 

組織内で Office v. X を展開する方法については、50 ページの「ネットワーク インストール

方法」を参照してください。標準インストールまたはカスタム インストールのオプション、

およびネットワーク インストール用の Microsoft Office v. X フォルダを作成する方法につい

ては、51 ページの「ネットワーク インストール オプション」を参照してください。 

ネットワーク インストール ポイントの必要システム構成 
Office v. X のネットワーク インストール ポイントを設定するには、次のシステム構成が必

要です。 

• Macintosh のファイルを処理できるサーバー オペレーティング システム (例 : 
AppleShare IP、Mac OS X Server、または Services for Macintosh をインストールした 
Microsoft Windows® 2000 Server 以降のシステム) 
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• ネットワーク インストールさせる Microsoft Office v. X フォルダをコピーするのに

十分なサーバー上のハード ディスク容量 



 

• サーバーに共有フォルダを作成し、そのフォルダに権限レベルを割り当てられる管

理者権限 

• ユーザー グループを作成し、ユーザーをグループに割り当てられる管理者権限 

インストーラについて 
Office v. X のネットワーク インストール オプションには、ドラッグ アンド ドロップによる

インストールと Microsoft Office インストーラ アプリケーションによるインストールがあり

ます。Value Pack には、独自のインストーラ アプリケーションが含まれています。

Office v. X では、Office 2001 で使用されていた First Run Installation 処理を使用しません。し

たがって、Office アプリケーションを起動するたびに、欠落したファイルが自動的に検出さ

れ、復元されることはありません。ただし、Office アプリケーションを 初に起動するとき

は、必要に応じて追加フォントがインストールされます。Office フォントのインストールを

制限する方法については、53 ページの「フォントのインストールを制限する」を参照して

ください。 

ドラッグ アンド ドロップによるインストール 
Microsoft Office X フォルダを、Office v. X の CD-ROM またはネットワーク フォルダから、

ローカルまたはネットワーク ボリュームに直接ドラッグすることで Office v. X をインス

トールします。この方法は Microsoft Office インストーラ アプリケーションで [簡易インス

トール] を指定してインストールした場合と同じ結果になります。インストールは、Office 
アプリケーションのいずれかを起動するまで完了しません。Office アプリケーションを 初

に起動したときに、必要に応じて追加フォントがインストールされ、ユーザー情報が収集さ

れます。 

Microsoft Office インストーラ 
Microsoft Office インストーラ アプリケーションは、Office v. X CD-ROM にあります。イン

ストーラを使用すると、インストール時に Microsoft Office X フォルダを作成する場所を指

定できます。Microsoft Office インストーラには、2 種類のオプションがあります。[簡易イ

ンストール] では、Office v. X コンポーネントをすべてインストールします。[カスタム イン

ストール] では、インストールするコンポーネントを選択できます。 

Value Pack インストーラ 
Value Pack インストーラは、Office v. X CD-ROM の Value Pack フォルダにあります。Value 
Pack インストーラを使用すると、すでにインストールされている Microsoft Office v. X に対

して、Value Pack コンポーネントをインストールできます。 
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各 Value Pack コンポーネントの詳細については、Office v. X CD-ROM の Value Pack フォル

ダにある『Value Pack について.pdf』を参照してください。 



 

Office v. X の必要システム構成 
Office v. X を実行するには、次のシステム環境が必要です。 

コンポーネント 小システム構成 

コンピュータ 
本体 

Power Mac G3 または G4、iMac、PowerBook G3 または G4、または 
iBook 

オペレーティング 
システム 

日本語版 Mac OS X 10.1 以上 

メモリ 128 MB の実装メモリ 

ハード ディスク

の空き容量 
280 MB 以上。Value Pack のインストールには、さらにハード ディスク

容量が必要になります。 

ハード ディスクは Mac OS X の既定のフォーマットである Mac OS 拡張

フォーマット (HFS+) に対応している必要があります。Office v. X は、

別のフォーマットのハード ディスクからドラッグ アンド ドロップでイ

ンストールしても起動できますが、現在弊社では、このような構成に対

するサポートは行っておりません。ハード ディスクのフォーマットを確

認するには、Apple System Profiler の [装置とボリューム] タブを参照し

てください。 

ディスク装置 CD-ROM ドライブ。ネットワーク ボリュームから Office をインストー

ルする場合は、ネットワーク接続 

ディスプレイ 800 x 600 以上の解像度かつ 32000 色以上が表示できるディスプレイ 

 

Office v. X のすべての機能を使用するには、次の追加アイテムおよびサービスのご利用を推

奨します。 

• モデム : 14.4 Kbps 以上。 

• インターネット アクセス : インターネット サービス プロバイダ (ISP) 経由または

ネットワーク経由によるインターネット接続。インターネット アクセスには、ISP 
の使用料や、市内電話または長距離電話の料金がかかる場合があります。 
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ネットワーク インストール方法 
Microsoft Office v. X for Mac は、ネットワーク インストール ポイントから企業やグループ内

にインストールさせることができます。1 つまたは複数のネットワーク インストール ポイ

ントから Office v. X をインストールできるようにしておくのが、 も簡単なインストール方

法です。 

市販されているバージョンの Office v. X は、企業やグループ内でネットワーク インストー

ルによって複数のコンピュータにインストールさせることはできません。Office v. X を複数

のコンピュータにネットワーク インストールさせるには、Office v. X を使用する企業やグ

ループでボリューム ライセンスを購入する必要があります。ボリューム ライセンスの詳細

については、14 ページの「Office v. X for Mac のライセンス」を参照してください。 

ネットワーク インストール ポイントからの Office v. X インストール 
Office v. X のネットワーク インストール ポイントを設定するには、次のシステム構成が必

要です。 

• Macintosh のファイルを処理できるサーバー オペレーティング システム (例 : 
AppleShare IP、Mac OS X Server、または Services for Macintosh をインストールした 
Microsoft Windows 2000 Server 以降のシステム) 

• ネットワーク インストールさせる Microsoft Office X フォルダをコピーするのに十

分なサーバー上のハード ディスク容量 

• サーバーに共有フォルダを作成し、そのフォルダに権限レベルを割り当てられる管

理者権限 

• ユーザー グループを作成し、ユーザーをグループに割り当てられる管理者権限 

共有フォルダの詳細については、サーバー オペレーティング システムのマニュアルを参照

してください。 

ネットワーク インストール ポイントを準備する 

1. サーバーにフォルダを作成し、ネットワークからアクセスできるようにします。こ

のフォルダをネットワーク インストール ポイントと呼びます。 

2. ネットワーク インストール用の Microsoft Office v. X フォルダをネットワーク イン

ストール ポイントにコピーします。 

ユーザーが Microsoft Office X フォルダを正しくインストールできるように、ネット

ワーク インストール ポイントに Microsoft Office X フォルダをコピーします。

Microsoft Office X フォルダ自体をネットワーク インストール ポイントにはしない

でください。 
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3. ネットワーク インストール ポイントのアクセス権を設定します。 



 

これで、ネットワーク インストール ポイントから各自のコンピュータに Microsoft 
Office v. X フォルダをコピーして、Microsoft Office X のインストールを開始できます。 

ネットワーク インストール オプション 
ドラッグ アンド ドロップ インストールや、インストーラによる[簡易インストール] などの 
Microsoft Office v. X for Mac の標準インストールは、企業や学校で Office を使用する際に、

も一般的に必要とされる機能をインストールするように設計されています。企業やグルー

プ内で Office v. X を独自の構成で利用する場合は、必要に応じて Office をカスタマイズし

ます。たとえば、Office v. X のネットワーク インストール フォルダに企業やグループ内で

使用する文書やテンプレート、Value Pack コンポーネントなどをあらかじめ追加しておくこ

とができます。 

ここでは、ネットワーク インストール フォルダを作成する手順について説明します。ネッ

トワーク インストール フォルダを使用することで、ネットワーク経由でドラッグ アンド ド
ロップによるインストールが可能です。50 ページの「ネットワーク インストール方法」で

は、このフォルダの作成後にフォルダを使用してネットワーク インストールする方法につ

いて説明しています。 

市販されているバージョンの Office v. X を、企業やグループ内でネットワーク インストー

ルによって複数のコンピュータにインストールすることはできません。Office v. X を複数の

コンピュータにネットワーク インストールするには、Office v. X を使用する企業やグループ

でボリューム ライセンスを購入する必要があります。ボリューム ライセンスの詳細につい

ては、14 ページの「Office v. for Mac のライセンス」を参照してください。 

標準インストールを作成する 
Microsoft Office v. X の標準インストールでは、すべての Office アプリケーションと、それを

サポートするファイルがインストールされます。ただし、Value Pack のコンポーネントはイ

ンストールされません。 

ネットワーク インストール用に標準の Microsoft Office v. X フォルダを作成する 

1. Office v. X CD-ROM をローカル コンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。 

2. Microsoft Office インストーラ アプリケーションをダブルクリックします。 

3. 左上のポップアップ メニューで、[簡易インストール] をクリックします。 

4. [インストールの場所] ポップアップ メニューで、ローカル ボリュームを指定します。 

5. [インストール] をクリックします。 
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6. ユーザー名と会社名を入力します。ここで入力する名称は、今後、このネットワー

ク インストール用のフォルダからインストールするすべての Office v. X コンポー

ネントに適用されます。 



 

これで、標準の Microsoft Office v. X フォルダの用意ができました。Office v. X をカスタマイ

ズするには、55 ページの「Value Pack コンポーネントを追加する」、53 ページの「フォン

トのインストールを制限する」、53 ページの「環境設定を構成する」、および 54 ページの

「独自の書類、テンプレート、スクリプト、およびサウンド セットを追加する」を参照し

てください。 

カスタム インストールを作成する 
Microsoft Office インストーラの [カスタム インストール] オプションを使用すると、必要な

アプリケーションやオプションを指定して、ネットワーク インストール用にカスタマイズ

した Microsoft Office v. X フォルダを作成できます。 

ネットワーク インストール用にカスタマイズした Microsoft Office v. X フォルダを作成する 

1. Office v. X CD-ROM をローカル コンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。 

2. Microsoft Office インストーラ アプリケーションをダブルクリックします。 

3. 左上のポップアップ メニューで、[カスタム インストール] をクリックします。 

4. インストールに含めないコンポーネントの横にあるチェック ボックスをオフにします。 

5. [インストールの場所] ポップアップ メニューで、ローカル ボリュームを指定します。 

6. [インストール] をクリックします。 

7. ユーザー名と会社名を入力します。ここで入力する名称は、今後、このネットワー

ク インストール用のフォルダからインストールするすべての Office v. X コンポー

ネントに適用されます。 

これで、ネットワーク インストール用にカスタマイズした Microsoft Office v. X フォルダの

用意ができました。Office v. X をカスタマイズするには、55 ページの「Value Pack コンポー

ネントを追加する」、53 ページの「フォントのインストールを制限する」、53 ページの

「環境設定を構成する」、および 54 ページの「独自の書類、テンプレート、スクリプト、

およびサウンド セットを追加する」を参照してください。 
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フォントのインストールを制限する 
それまで Office v. X アプリケーションを実行していなかったユーザー アカウントで Office 
アプリケーションを 初に起動すると、/Library/Fonts フォルダに Office で使用するフォン

トがインストールされます。この処理は、ランタイム インストール と呼ばれています。 

企業やグループでフォント管理ユーティリティを一元管理していて、Office v. X のフォント

と独自のフォント構成の競合を避けたい場合は、ランタイム インストール中にフォントが

インストールされないようにします。Office によるフォントのインストールを回避するには、

ネットワーク インストールを行う前に、Microsoft Office X/Office フォルダの Do Fonts ファ

イルを削除します。あるいは、Microsoft Office インストーラを使用して、フォントを含まな

いようにカスタム インストールを作成することもできます。その場合、インストールを行

う前に、[カスタム インストール] 一覧に表示される [Office ツール] の [Microsoft TrueType 
フォント] の横にあるチェック ボックスをオフにします。 

環境設定を構成する 
ネットワーク インストールする内容に、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、および 
Entourage の環境設定を含めることができます。たとえば、Word 文書を保存する既定の形式

を指定できます。独自の環境設定をインストールに含めることで、企業やグループ内の各

ユーザーが同じ設定や環境でアプリケーションを使用できるようになります。 

Office v. X アプリケーションを 初に起動すると、そのアプリケーションの設定ファイルが 
Users/username/Library/Preferences/Microsoft フォルダに保存されているかどうか確認されま

す。Microsoft フォルダや設定ファイルが見つからなかった場合は、起動したアプリケー

ションによって新規に設定ファイルが作成されます。Microsoft フォルダと設定ファイルが

見つかった場合は、設定ファイルに保存されている環境設定が適用されます。このため、

ネットワーク インストール用の Microsoft Office v. X フォルダと一緒に Microsoft フォルダと

環境設定ファイルをネットワーク インストールさせると、各ユーザーの環境に同じ設定の

環境設定をインストールすることができます。 

ヒント   ネットワーク インストールした Microsoft フォルダを各ユーザーの Preferences フォ

ルダにコピーする AppleScript のスクリプト ファイルを作成すると、環境設定のネットワー

ク インストール処理を自動化できます。 

Office v. X アプリケーションのネットワーク インストールできる環境設定については、14 
ページの「Word X の設定」、19 ページの「Excel X の設定」、25 ページの「Power Point X 
の設定」、および 26 ページの「Entourage X の設定」を参照してください。 
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独自の書類、テンプレート、スクリプト、およびサウンド セットを

追加する 
独自の書類、テンプレート、アドイン、スクリプトなどをネットワーク インストール用の 
Office v. X フォルダに追加し、Office v. X のインストールをカスタマイズできます。 

追加する内容 作業 

Office アプリケーションの起動時

に開く書類 
Microsoft Word、Excel、または PowerPoint の起動時に開

く書類を Microsoft Office X/Office/Startup 内のフォルダに

適宜コピーします。 

カスタム テンプレート Word、Excel、または PowerPoint のカスタム テンプレー

トを Microsoft Office X/テンプレート フォルダ内のフォ

ルダに適宜コピーします。 

Excel のカスタム アドイン Microsoft Office X/Office/Add-ins フォルダにカスタム ア
ドインをコピーします。 

Entourage のカスタム AppleScript 
スクリプト 

Microsoft Office X/Office/Entourage First Run/Entourage 
Script Menu Items フォルダにカスタム スクリプトをコ

ピーします。 

Entourage のカスタム サウンド 
セット 

Microsoft Office X/Office/Entourage First Run/Entourage サ
ウンド セット フォルダに、カスタムのサウンド セット 
ファイルをコピーします。 
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Value Pack コンポーネントを追加する 
Value Pack コンポーネントの大半は、Office をネットワーク インストールする前にネット

ワーク インストール用フォルダにインストールすることができます。Value Pack インス

トーラは、ローカル ボリューム上の既存の Microsoft Office X フォルダにのみコンポーネン

トをインストールすることができます。Value Pack インストーラからネットワーク上のフォ

ルダにコンポーネントをインストールすることはできません。しかし、ネットワーク イン

ストール用の Microsoft Office v. X フォルダに Value Pack フォルダ全体をインストールして

おくと、ユーザーが Value Pack インストーラを使って、必要なコンポーネントを自由にイ

ンストールできます。 

Value Pack コンポーネントをネットワーク インストール用のフォルダに追加する 

1. Office v. X CD-ROM を、ネットワーク インストール用フォルダをインストールし

たコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。 

2. Value Pack フォルダにある、Value Pack インストーラ アプリケーションをダブルク

リックします。 

3. インストールに追加するコンポーネントの横にあるチェック ボックスをオンにして、

[続ける] をクリックします。 

注   Value Pack の追加フォントは、/Users/username/Library/Fonts フォルダにインストールさ

れます。Office 2001 とは異なり、これらのフォントをインストールする前に Office v. X を
インストールしておく必要はありません。 

各 Value Pack コンポーネントの詳細については、Office v. X CD-ROM の Value Pack フォル

ダにある『Value Pack について.pdf』を参照してください。 

 55 



 

Word X のファイル形式 
Word ではさまざまな形式のファイルを扱えますが、扱える情報はファイル形式によって異

なります。Microsoft® Word X for Mac では、Word 2001 for Mac、Word 98 Macintosh Edition、
Windows 版 Word 2002、Windows 版 Word 2000、および Windows 版 Word 97 と同じファイ

ル形式を使用しています。これらのバージョンの Word では、特別なコンバータをインス

トールしなくても文書を共有できます。ここでは、Word をコンピュータにインストールし

ていないユーザーも含めて、企業やグループ内のユーザー間で文書を共有する方法について

説明します。 

以前のバージョンの Word から Word X に文書を変換する 
以前のバージョンの Word で作成した文書は、Word X で直接開くことができます。以前の

バージョンの Word で作成したデータや書式はすべて Word X で完全にサポートされています。 

マクロ 
Word X は、Word 98 で作成された Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) のマクロを

サポートしています。 

Word X では、WordBasic のコードは自動的に対応する VBA コードに変換されます。変換は、

次の時点で行われます。 

1. WordBasic のマクロを含む Word 5.x か 6.x の文書、またはテンプレートを開いたとき 

2. WordBasic のマクロを含む Word 5.x か Word 6.x のテンプレートで新しい文書を作成

したとき 

3. [ツール] メニューの [テンプレートとアドイン] を使用して、Word X 文書に 
Word 5.x または Word 6.x のテンプレートを添付したとき 

マクロを変換している間は、ステータス バーにメッセージが表示されます。 

注意   Word X では、WordBasic から VBA への変換は自動的に行われます。一度 VBA に変

換したマクロは、元に戻すことはできません。Word 5.x または Word 6.x の WordBasic マク

ロを再利用する場合は、Word X でファイルを開く前にファイルのバックアップ コピーを作

成する必要があります。 

互換性オプション 
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以前のバージョンの Word やほかのアプリケーションで作成された文書を Word X で開くと、

一部のアイテムの配置やレイアウトが変わってしまう場合があります。たとえば、Word 98 
や Word 5.1 での改行や改ページは、Word X での表示とは異なる場合があります。 



 

以前のバージョンの Word やほかのアプリケーションで作成した文書を Word X で表示する

方法をカスタマイズするには、[Word] メニューの [環境設定] をクリックし、[環境設定] ダ
イアログ ボックスの [互換性] を使用します。このオプションの変更は、Word X で現在の文

書を表示する方法にのみ影響します。文書の書式が変更されることはありません。 

ほかのアプリケーションで作成した文書を Word X の形式に変換する 
Word X では、ほかのアプリケーションで作成したファイルを開き、Word X 形式に変換する

ことができます。Word でファイル形式が認識されると、適切なコンバータが使用されて文

書が開きます。Word では、次の表に示すプログラムやテキスト形式に対応するコンバータ

を用意しています。 

ファイル形式 説明 

Microsoft Excel 3.x-5.x ワーク

シート 

表示のみ 

バージョン 3.x 以前の Excel で作成したワークシートを開

くには、バージョン 3.x ワークシートを使用します。

Excel 5.x for the Macintosh または Excel 95 for Windows で
作成したワークシートを開くには、バージョン 5.x ワー

クシートを使用します。このファイル形式を使用して、

ワークシートを保存することはできません。 

Microsoft Excel 97-2002、 
X ワークシート 

表示のみ 

Excel 98 Macintosh Edition、Excel 2001 for Mac、および Excel 
X for Mac、または Excel 97 for Windows、Excel 2000 for 
Windows、および Excel 2002 for Windows で作成したワーク

シートを開くために使用します。このファイル形式を使用

して、ワークシートを保存することはできません。 

Word 97-X インポート 

表示と保存 

Word ファイルを読み取るために、Microsoft PowerPoint® 
で使用します。 

ファイル修復コンバータ 

表示のみ 

破損した文書からテキストを修復します。 

AppleWorks 5 & 6 

表示のみ 

AppleWorks 5 (英語版)、6 (英語版)、および 6 日本語版の

ワード プロセッサ ファイルを Word 形式に変換します。

このコンバータをインストールすると、AppleWorks の
ファイルを Word X で開いて編集することができます。

ただし、このコンバータは、AppleWorks ファイルを開く

ことはできますが、AppleWorks 形式でファイルを保存す

ることはできません。 
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Word が対応しているテキストのファイル形式 

ファイル形式 説明 

テキストのみ 書式なしでテキストを保存します。セクション区切りや

改ページ、改行は、すべて段落記号に変換され、文字に

は ANSI 文字セットが使用されます。ほかのファイル形

式をまったく使用できないプログラムでファイルを利用

する場合は、この形式を選択します。 

MS-DOS テキスト テキストのみと同じ形式でファイルを変換しますが、文

字には拡張 ASCII 文字セットが使用されます。この文字

セットは、MS-DOS ベースのプログラムの標準です。こ

の形式は、Word と Windows ベースのプログラム間で文

書を共有する場合に使用します。 

テキスト + 改行、MS-DOS テキ

スト + 改行 
書式なしでテキストを保存します。改行、セクション区

切り、および改ページは、すべて段落記号に変換されま

す。電子メールによる文書の転送など、改行を保持する

場合にこの形式を使用します。 

リッチ テキスト形式 (RTF) すべての書式が保存されます。この形式に対応している 
Microsoft のプログラムなど、ほかのプログラムで読み

取って解析できる形に書式を変換します。 

Web ページ 文書を HTML 形式で保存したり、開いたりします。

HTML 3.x までのバージョンと、Microsoft Internet Explorer 
や Netscape Navigator 固有のタグの一部、CSS 1.0 に対応

しています。 

Unicode テキスト Unicode 2.0、Mac OS、Windows、EUC、および ISO-8859 
シリーズなど、一般的な文字エンコードの標準にテキス

トを変換します。 
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さまざまなバージョンの Word 間で文書を共有する 
企業やグループ内でバージョンの異なる Word を使用している場合は、次の方法で文書を共

有できます。 

Word for Windows と文書を共有する 
Word X は、Windows 版を含む Word の全バージョンと互換性があります。Word X では、

Word for Windows で開くことができるように、ファイル名に拡張子を付けて文書を保存でき

ます。また、Word X で Windows 版で作成した Word 文書を開くこともできます。Windows 
のコンピュータと Macintosh コンピュータの両方がネットワークに接続されている場合は、

ネットワーク上の共有スペースにファイルを保存して、どちらのコンピュータからでも開く

ことができます。 

Windows 上で使用する文書を保存する 

1. Word X でファイルを開き、[ファイル] メニューの [別名で保存] をクリックします。 

2. 保存ダイアログ ボックスで、[拡張子を追加する] チェック ボックスをオンにします。 

注   [拡張子を追加する] チェック ボックスをオンにすると、ファイル名に含まれる Windows 
のコンピュータで読めない文字は、アンダースコア (_) に変更されます。Windows のコン

ピュータで読めない文字は、バックスラッシュ(\)、円記号(¥)、スラッシュ(/)、アスタリス

ク (*)、山かっこ (<>)、およびパイプ記号 (|) です。 

Word for Windows で作成した文書を開く 

1. Word X で、[ファイル] メニューの [開く] をクリックします。 

2. [表示] ポップアップ メニューで、[すべての読み込み可能なファイル] をクリックし

ます。 

3. 開くファイルをダブルクリックします。 

以前のバージョンの Word と文書を共有する 
Word X では、以前のバージョンの Word で作成された文書を直接開くことができます。以

前のバージョンの Word で作成したデータや書式は、Word X で完全にサポートされていま

す。また、Word X では、以前のバージョンの Word とテンプレートを共有することもでき

ます。ただし、Word X のテンプレートには、以前のバージョンでは使用できない新機能や

拡張機能が含まれます。 
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Word X では、Macintosh 版 Word 4.0、Word 5.0、または Word 5.1 の形式で文書を保存するこ

ともできます。Word X 文書を以前のバージョンの Word 形式で保存した場合、Word X での

み使用できる機能や書式を使用することはできません。以前のバージョンでサポートされて

いない書式が入っていた場合は、文書の保存時にそのバージョンでサポートされている書式

に置き換えられます。その場合、変更される書式を示すダイアログ ボックスが表示されま

す。Microsoft Word X では、Word 98 および Word 2001 と同じファイル形式で文書が保存さ

れるため、これらのファイルを開いたり、保存するのにコンバータは不要です。 

注   Word 5.x 文書を 16 MB 以上のサイズにすることはできません (10 MB までを推奨)。この

ため、Word X から、サイズの大きな文書 (画像を多く使用している文書など) を以前のバー

ジョンの形式で保存すると、エラー メッセージが表示される場合があります。その場合、

Word X の文書をサイズの小さなファイルに分割してから、以前のバージョンの形式で保存

してください。 

ほかのプログラムやあらゆるバージョンの Word で文書を共有する 
リッチ テキスト形式 (RTF) は、Word X で標準的に使用できるファイル形式です。Word X 
文書をリッチ テキスト形式で保存すると、以前のバージョンの Word だけでなく、ほかの

ワード プロセッサ プログラムでも読み取ることができる形式に変換されます。 

リッチ テキスト形式で文書を保存することの利点は、次のとおりです。 

• テキストと書式の両方が保存されます。 

• Word の全バージョン、およびほかの多くのプログラムで、リッチ テキスト形式の

文書を読み取ることができます。 

リッチ テキスト形式で文書を保存することの欠点は、次のとおりです。 

• リッチ テキスト形式の文書は、Word 文書とは種類が異なるため、そのままでは 
[ファイル] メニューの [開く] ダイアログ ボックスにファイル名が表示されません。

ファイルを表示するには、[表示] ポップアップ メニューの [すべての読み込み可能

なファイル] をクリックする必要があります。 

• リッチ テキスト形式の文書は、変換するとサイズが大きくなります。 

• パスワードによる保護を使用できなくなります。 
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Excel X のファイル形式 
Excel ではさまざまな形式のファイルを扱えますが、扱える情報はファイル形式によって異

なります。Microsoft Excel X for Mac では、Excel 2001 for Mac、Excel 98 Macintosh Edition、
Windows 版 Excel 2002、Windows 版 Excel 2000、および Windows 版 Excel 97 と同じファイ

ル形式を使用しています。これらのバージョンの Excel では、特別なコンバータをインス

トールしなくても、ブックを共有できます。ここでは、Excel をコンピュータにインストー

ルしていないユーザーも含めて、企業やグループ内のユーザー間でブックを共有する方法に

ついて説明します。 

Excel  X のリスト オブジェクト 
リストは、Macintosh 版でのみ利用できる Excel X と Excel 2001 の機能です。Excel X のリス

トが管理するリスト オブジェクトは、行と列 (レコードとフィールド) で構成されるシンプル

なデータベースで、リスト枠の中に表示されます。リストを使用すると、リストの内容を独

立して維持したり、データの整合性を管理したり、データを検索することが容易になります。 

リスト オブジェクトは、Microsoft Excel ブックのデータや外部のデータ ソースからイン

ポートしたデータを元に作成することができます。リスト オブジェクトを作成すると、ピ

ボットテーブルの基礎として使用することもできます。 

リスト オブジェクトを含むブックは、Excel 97 以上で、データを欠落させることなく開くこ

とができます。ただし、以前のバージョンの Excel または Windos 版の Excel にはリスト機

能がないため、リスト オブジェクトは通常のデータ テーブルに変換され、リスト管理機能

は使用できません。リスト オブジェクトに含まれるデータは、以前のバージョンの Excel で
も編集してブックに保存できます。Excel X または Excel 2001 でブックを開くと、リスト機

能を再び使用できます。 

以前のバージョンの Excel から Excel X にブックを変換する 
以前のバージョンの Excel で作成したファイルは、Excel X で直接開くことができます。

Excel X では、以前のバージョンで作成したデータや数式、書式をサポートしています。た

だし、セルに追加したサウンド コメントは例外です。また、一部のマクロは Excel X では動

かない可能性があります。この問題の影響については、以下を参照してください。 

Excel 98 または Excel 2001 からのアップグレード 
Excel 98 や Excel 2001 で作成した Microsoft Visual Basic for Applications のマクロは、Excel X 
で実行できます。 
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Excel 4.0 または Excel 5.0 からのアップグレード 
Excel 4.0 や Excel 5.0 からアップグレードした場合、Excel 5.0 の Visual Basic for Applications 
マクロや Excel 4.0 XLM マクロの大半は、そのまま Excel X で実行できます。マクロの実行

や作成で問題が発生した場合は、次の内容を確認してください。 

マクロの実行 
カスタムの 16 ビット DLL を呼び出すマクロ   DLL のソース コードを PowerPC 版に再コン

パイルしてから、Excel X でマクロを実行してください。 

日本語版 Excel 5.0 で作成したマクロ   ブックは読み取り専用として開かれ、マクロは実行

されません。このようなブックを Excel X で開くには、VBA コンバータをインストールす

る必要があります。日本語版 Excel X を使用しているか、Mac OS X の言語に日本語を設定

している場合は、コンバータをインストールすると、Excel 5.0 で作成したマクロを保存する

こともできます。言語に日本語を設定するには、[システム環境設定] の [地域情報] ペイン

にある [言語] タブを使用します。 

Excel X 用の VBA コンバータは、現在のところご利用いただけませんが、今後、Mactopia 
Japan Web サイト (http://www.microsoft.com/japan/mac/) を通じて情報を提供していく予定です。 

Excel 5.0 の英語版以外で作成したマクロ   このようなマクロを Excel X で変換して開くには、

言語に応じたタイプ ライブラリをインストールする必要があります。Excel タイプ ライブラ

リには、デンマーク語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ノル

ウェー語、ポルトガル語、スペイン語、およびスウェーデン語があり、Value Pack からイン

ストールできます。Value Pack からコンポーネントをインストールする方法については、

Office v. X CD-ROM の Value Pack フォルダにある『Value Pack について.pdf』を参照してく

ださい。 

マクロの作成 
Excel X で新しく VBA マクロを作成するには、マクロを記録するか、Visual Basic Editor ま
たは REALbasic Editor でマクロを記述します。マクロの記録に関する詳細は、Microsoft 
Excel のヘルプを参照してください。 

Excel X で新しく XLM マクロを記録することはできません。ただし、XLM マクロを実行し

たり、変更することはできます。 

Excel X には、Excel 4.0 のダイアログ エディタや、Excel 5.0 のダイアログ シートのような、

カスタム ダイアログ ボックス用のツールに代わるツールが用意されています。Visual Basic 
Editor の [挿入] メニューにある [ユーザー フォーム] を使用すると、カスタム ダイアログ 
ボックスを作成できます。ユーザー フォームによるカスタム ダイアログ ボックス作成の詳

細については、Visual Basic Editor の Visual Basic ヘルプを参照してください。 
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ほかのアプリケーションのファイルを Excel X で使用する 
Excel X では、ほかのアプリケーションで作成したファイルを開き、Excel X 形式に変換する

ことができます。ほかのアプリケーションで作成されたファイルを変換するには、Excel X 
でそのファイルを開き、Microsoft Excel X ブック形式で保存します。Excel X をインストー

ルすると、数種類のファイル形式に対応したコンバータがインストールされます。 

ファイルメーカーPro ファイル 
ファイルメーカーPro データベースを Excel X に変換するには、コンピュータにファイル

メーカーPro をインストールしている必要があります。データベースを開くには、[開く] ダ
イアログ ボックスの [表示] ポップアップメニューで [ファイルメーカーPro ファイル] を指

定します。ファイルメーカーPro が起動したら、Excel のファイルメーカー インポート ウィ

ザードが表示されます。ウィザードを使用して、インポートするフィールドを指定し、レ

コード数を絞り込むための条件を記述できます。Excel にファイルを変換すると、元のファ

イルメーカーPro ファイルへのリンクは維持されません。Excel X で開いたファイルメー

カーPro ファイルは、Excel X ファイル形式で保存されます。 

Excel X では、インポートしたファイルメーカー データベースが 256 フィールド (列)、
65,535 レコード (行) を超える場合、またはレコード内の文字数が半角でも全角でも 32,767 
文字を超える場合、一部が切り捨てられます。この制限を超えるファイルメーカー データ

ベースをインポートすると、通常は警告が表示されますが、場合によっては警告が表示され

ない場合もあります。 

また、ファイルメーカーPro データベースへのリンクを維持した Excel ブックを作成すること

もできます。この場合、ファイルメーカーPro データベースへのリンクは維持され、データ

ベースに対して行った変更は、Excel ブックでも更新されます。詳細については、90 ページ

の「ファイルメーカー Pro データベースからデータをインポートする」を参照してください。 
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ほかのスプレッドシート アプリケーションやデータベースのファイル 
Excel には、ほかのアプリケーションで作成されたファイルのデータを変換するコンバータ

も含まれています。これらの形式のファイルを Excel X で開くと、元の形式で保存されます。

これらのファイルを Excel X ファイル形式で保存するには、[ファイル] メニューの [別名で

保存] をクリックして、[フォーマット] ポップアップ メニューで [Microsoft Excel ブック] を
指定します。 

形式 アプリケーション 注 

DBF 2、DBF 3、
DBF 4 

dBASE II、III、 
および IV 

アクティブなワークシートだけを開いて、保存

することができます。 

WKS Microsoft Works 
Version 2.0 for 
Windows および 
Microsoft Works 
for MS-DOS 

Microsoft Works Version 2.0 for Windows または 
Microsoft Works for MS-DOS のスプレッドシート

のみ開くことができます。これ以降のバージョ

ンの Works で作成されたファイルを開くには、

Works でファイルを開き、Excel ファイルまたは 
dBase ファイルとして保存してから、Excel X で
ファイルを開きます。 

WK1、WK3、
FMT、FM3、
ALL 

Lotus 1-2-3 Excel X で開いた WK1 または WK3 ファイルに関

連する FMT、FM3、または ALL ファイルの形式

に適用されます。Lotus 1-2-3 ファイルを Excel 形
式で保存すると、スプレッドシートのデータと

書式は単独のブック ファイルに保存されます。

Excel X で開いた Lotus 1-2-3 ファイルは、Lotus 
1-2-3 ファイル形式で保存されます。 
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さまざまなバージョンの Excel 間でブックを共有する 
企業やグループ内でさまざまなバージョンの Excel を使用している場合は、次の方法でブッ

クを共有できます。 

以前のバージョンでファイルを保存する 
Excel X、Excel 2001、および Excel 98 では、以前のバージョンの Excel で開いて編集できる

形式でブックを保存できます。以前のバージョンの Excel 形式でブックを保存しても、その

ファイルを以前のバージョンで開いたときは、Excel X のみで使用できる機能や書式を使用

することはできません。ただし、Excel X でブックを開くと、Excel X 固有の機能や書式を再

度使用できるようになります。 

Excel X でブックを保存する際に指定できる過去のファイル形式は、[ファイル] メニューの 
[別名で保存] で [フォーマット] ポップアップ メニューをクリックすると表示されます。 

ブックを共有することが少ない場合は、必要に応じて個々のファイルを互換性のある形式で

保存します。ブックの保存時に、[フォーマット] ポップアップ メニューから適当な形式を

選択します。ブックを頻繁に共有する場合は、ブック保存時の既定のファイル形式を変更し

て、自動的にすべてのブックを互換性のあるファイル形式で保存するように設定します。既

定のファイル形式を変更する方法については、20 ページの「Excel ブックの標準ファイル保

存形式を設定する」を参照してください。 

デュアル ファイル形式 
Excel 5.0 または Excel 95 を企業やグループ内で広く使用している場合、Excel X ブックを特

殊なデュアル ファイル形式で保存できます。"Microsoft Excel 97-2002、X および 5.0/95 ブッ

ク" 形式でブックを保存すると、ブックは単独のファイルとして保存されますが、"Microsoft 
Excel 97-2002、X" のファイル形式と "Excel 5.0/95" のファイル形式の両方が含まれます。

Excel X ではデュアル形式で保存したブックで作業を継続することができます。Excel X 固有

の機能や書式が失われることはありません。Excel 5.0 または Excel 95 でブックを開くと、

ファイルを読み取り専用モードで使用するよう推奨するメッセージが表示されます。この

メッセージを無視して、以前のバージョンの Excel でブックを保存すると、Excel X でのみ

使用できる機能や書式は失われます。デュアル ファイル形式で保存したブックは、単独の

形式で保存するよりもサイズが大きくなります。 
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PowerPoint X のファイル形式 
PowerPoint ではさまざまな形式のファイルを扱えますが、扱える情報はファイル形式によっ

て異なります。Microsoft PowerPoint® X for Mac では、PowerPoint 2001 for Mac、
PowerPoint 98 Macintosh Edition、Windows 版 PowerPoint 2002、Windows 版 PowerPoint 2000、
および Windows 版 PowerPoint 97 と同じファイル形式を使用しています。これらのバージョ

ンの PowerPoint では、特別なコンバータをインストールしなくても、プレゼンテーション

を共有できます。ここでは、PowerPoint をコンピュータにインストールしていないユーザー

も含めて、企業やグループ内のユーザー間でプレゼンテーションを共有する方法について説

明します。 

以前のバージョンの PowerPoint から PowerPoint X にプレゼンテー

ションを変換する 
以前のバージョンの PowerPoint で作成したプレゼンテーションは、PowerPoint X で直接開

くことができます。PowerPoint X は、以前のバージョンの PowerPoint で作成されたデータ

や書式をサポートしていますが、PowerPoint X で、PowerPoint 3.0 および 4.0 で作成された

ファイルを開くことはできません。PowerPoint X を使って PowerPoint 3.0 または 4.0 のファ

イルを編集するには、PowerPoint 4.0 より新しく、PowerPoint X より古いバージョンの 
PowerPoint で一度ファイルを開き、PowerPoint X で扱えるファイル形式で保存した後に、

PowerPoint X でそのファイルを開きます。 

以前のバージョンの PowerPoint でプレゼンテーションを保存する 
PowerPoint 2001、PowerPoint 98、PowerPoint 2002、PowerPoint 2000、および PowerPoint 97 
では、特別なコンバータを使用せずに PowerPoint X のプレゼンテーションを開くことがで

きます。PowerPoint X では、PowerPoint 3.0 形式または 4.0 形式のファイルを保存できませ

ん。PowerPoint X を使って PowerPoint 3.0 または 4.0 のファイルを編集するには、

PowerPoint 4.0 より新しく、PowerPoint X より古いバージョンの PowerPoint で一度ファイル

を開き、PowerPoint X で扱えるファイル形式で保存した後に、PowerPoint X でそのファイル

を開きます。 

PowerPoint for Windows とプレゼンテーションを共有する 
Macintosh コンピュータと、Microsoft Windows コンピュータでは、使用しているフォントが

異なる場合があります。Windows ユーザーとプレゼンテーションを共有する場合、「MS 明
朝」「MS ゴシック」といった Windows と共通のフォントを使用することをお勧めします。 
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PowerPoint X では、Windows 版 PowerPoint 2002 の新しいアニメーション効果や同時アニ

メーション、タイムラインなどのアニメーション機能はサポートしていません。Windows 
版 PowerPoint 2002 で作成したプレゼンテーションが PowerPoint X でうまく表示されない場

合は、アニメーションをオフにします。アニメーションをオフにするには、[スライド 
ショー] メニューの [スライド ショーの設定] をクリックし、[スライド ショーの設定] ダイ

アログで [アニメーションを表示しない] チェック ボックスをオンにします。 

PowerPoint パッケージ 
新しく追加された [PowerPoint パッケージ] オプションを使うと、プレゼンテーションとリ

ンクしているファイルを 1 つのフォルダにまとめることができます。そのフォルダごとネッ

トワーク上の共有フォルダに移動したり、ディスクに保存したり、CD-ROM に書き込んだ

りできるので、リンクしている画像やサウンド、ムービー、ハイパーリンクなどが欠けるこ

とがありません。PowerPoint パッケージとしてプレゼンテーションを保存するには、保存ダ

イアログ ボックスの [フォーマット] ポップアップ メニューで [PowerPoint パッケージ] をク

リックします。 

PowerPoint ムービーを作成する 
PowerPoint ムービー形式を使用すると、プレゼンテーションを QuickTime ムービーとして保

存して、QuickTime と互換性のあるムービー プレイヤーで表示できます。プレゼンテー

ションを QuickTime ムービーとして保存するには、[ファイル] メニューの [PowerPoint ムー

ビーとして保存] をクリックします。 

PowerPoint の環境設定で、PowerPoint ムービーの保存時にプレゼンテーションのテキスト、

画像、およびオブジェクトを PowerPoint ムービーに含めることができます。この方法では、

通常のプレゼンテーション ファイルと同じように、PowerPoint X でムービー ファイルを開

き、その中に含まれるプレゼンテーション情報を編集することができます。PowerPoint ムー

ビーの環境設定を変更するには、[PowerPoint] メニューの [環境設定] をクリックし、[環境

設定] ダイアログ ボックスの [全般] タブで [ムービー オプション] をクリックします。 

PowerPoint ムービーは、PowerPoint X で使用できる機能を多くサポートしていますが、次の

制限事項があります。 

• PowerPoint ムービーを開いて編集できるのは、PowerPoint 2001 for Mac と 
PowerPoint X for Mac のみです。 

• PowerPoint ムービーをネットワーク ボリュームに保存すると、すべてのスライドが

黒くなる場合があります。この問題を回避するには、ムービーを一度ローカルの

ハード ディスクに保存してから、ネットワーク ボリュームにそのファイルをコ

ピーします。 
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• 透過 GIF (Graphic Interchange Format) および JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
の画像やオブジェクトのアニメーションは、スライド上で透明に表示されません。 



 

• アンチエイリアス処理されたテキストのアニメーションでは、アンチエイリアス処

理が失われます。 

• アニメーション GIF ファイルはサポートされていません。 

• 一部のアニメーション効果はサポートされていません。 

• グラフのアニメーションはサポートされていません。 

• サウンドを挿入した場合、複数のスライドにわたっては再生されません。プレゼン

テーション全体でサウンドを再生する必要がある場合は、[ファイル] メニューの 
[PowerPoint ムービーとして保存] の [設定の調整] で表示される [ムービー オプショ

ン] ダイアログ ボックスでバックグラウンド サウンドトラックを追加します。 

プレゼンテーションを Web ページとして保存する 
PowerPoint X では、プレゼンテーションを Web ページとして保存し、インターネットや企

業のイントラネットで公開できます。詳細については、73 ページの「プレゼンテーション

を Web ページとして保存する」を参照してください。 

PowerPoint ビューアを使用する 
Microsoft PowerPoint Viewer 98 for Macintosh を使用すると、PowerPoint がインストールされていな

いコンピュータ上で、スライド ショーを実行できます。このビューアは、Mactopia Japan のフ

リースタッフ PowerPoint 98 Viewer (http://www.microsoft.com/japan/mac/Office/FreeStuff/PPViewer/) 
からダウンロードできます。Microsoft PowerPoint Viewer 98 for Macintosh は、無料で再頒布でき

ます。Mac OS X では、このビューアは Classic 環境で実行されます。 

注   PowerPoint Viewer 98 では PowerPoint X で作成されたプレゼンテーションを表示できま

すが、終了時のアニメーション、画像を使った行頭文字、QuickTime の画面切り替え効果、

アニメーション GIF など、一部の PowerPoint X の機能の再生はサポートされていません。 

Word X の Web サポート 
Microsoft® Word X for Mac では、ハイパーリンクや [Web] ツール バーなど、Office 共通の 
Web 機能をサポートしています。また、Word には Web ページを作成する機能が含まれて

いますので、HTML コードを覚えたり、直接 HTML コードを記述しなくても、Word 上の操

作で Web ページを作成できます。Word X の Web ページ作成機能の詳細については、

Microsoft Word のヘルプを参照してください。 
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文書を Web ページとして保存する 
Word 文書を Web ページとして保存するには、[ファイル] メニューの [Web ページとして保

存] をクリックします。Word には、HTML 形式でファイルを保存する際に 2 つのオプショ

ンがあります。 

すべてのファイルを HTML に保存する   文書のプロパティをすべて HTML ファイルに保存

します。コメント、ヘッダーおよびフッター情報、文書のプロパティなど、Word 固有の要

素が文書に含まれていて、その要素を維持する場合はこのオプションを選択します。ただし、

Web ブラウザで文書を表示しても、Word 固有の要素は表示されません。 

表示情報のみを HTML に保存する   Web ブラウザで表示できる Word 文書の要素や属性のみ

を保存します。行間、余白、文字の間隔、カーニング、文字方向の設定、段落の前後の間隔

など、HTML でサポートされていない文書のプロパティは失われます。Word 固有のプロパ

ティを文書に維持する必要がなく、HTML ファイルのサイズを減らす場合に、このオプ

ションを選択します。 

文書を Web ページとして保存すると、メインとなる filename.htm ファイルとそれに付随す

る filename_files フォルダが作成されます。filename_files フォルダには、Web ページで使用

する画像などのファイルが保存されます。Web ページをブラウザで表示するには、メイン

の filename.htm ファイルを開きます。Web ページを別の場所に移動するには、メインのファ

イルだけでなく、付随するフォルダも一緒に移動する必要があります。 

Web ページ テンプレートを使用する 
Word X には、Web ページ テンプレートが用意されています。これらのテンプレートを使用

して、複数段組みのページや、個人用ホーム ページなどを簡単に作成できます。また、

Web ページ テンプレートには、いろいろな文字書式や画像といった、Web ページのデザイ

ンに欠かせない要素が含まれています。作成した Web ページは、Word を使って変更できま

す。Web ページ テンプレートを使用するには、[ファイル] メニューの [プロジェクト ギャ

ラリー] をクリックし、[プロジェクト ギャラリー] の [WEB ページ] カテゴリをクリックし

ます。何も設定されていない新規の Web ページを作成するには、[プロジェクト ギャラ

リー] で [新しい書類] カテゴリをクリックし、[Web ページ] テンプレートを選択します。 

Web ページ テンプレートを使って作成した文書は、特に何もしない限り自動的に Web ペー

ジとして保存されます。 
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Excel X の Web サポート 
Microsoft Excel X for Mac では、ハイパーリンクや [Web] ツール バーなど、Office v. X 共通

の Web 機能がサポートされています。また、Excel では、HTML 文書や Web クエリのイン

ポートやエクスポート機能もサポートされています。 

Excel のデータを Web ページとして保存する 
Excel のブックやブックの一部 (ワークシートの単独のアイテムなど) は HTML 形式で保存で

き、インターネットやイントラネットの Web ページとして使用できます。Excel データを 
Web ページとして保存する処理は、設定したスケジュールに合わせて行うことも、Excel 
ファイルの保存時に毎回自動的に行うこともできます。この処理を自動化するには、[ファ

イル] メニューの [Web ページとして保存] をクリックし、表示されるダイアログで [自動化] 
をクリックします。日時を指定してデータを保存するには、Microsoft Entourage を実行して

いる必要があります。スケジュールは、Entourage に設定されている現在のユーザー名に基

づいて実行されます。ユーザー切り替えの詳細については、29 ページの「ユーザー切り替

え」を参照してください。 

Excel X を使用して Web ページを作成すると、データは HTML 形式に変換されます。Excel 
で作成した Web ページは Excel X で再度開くことができますが、ブックとしての特性は失

われています。ブックを Web ページとして保存した後でデータの変更が必要になった場合

は、元の Excel ファイルを変更して、ファイルを Web ページとして保存し直す必要があり

ます。 

Excel X では、FTP などの方法でブックやほかのデータを直接 Web サーバーに保存すること

はできません。Excel X の Web ページを共有するには、Web サーバーにページを手動で保存

する必要があります。 

Excel データを Web ページとして保存する際の制限については、Microsoft Excel のヘルプを

参照してください。 
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Web ではサポートされない Excel の機能 
Microsoft Excel データの種類と書式によっては、Web ページとして保存すると、一部の機能

を利用できなかったり、一部の書式がうまく表示されなかったりする場合があります。 

スプレッドシートの機能 
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機能 Web ページでの利用 

共有ブックの情報 維持されません。 

パターンによる塗りつぶし 維持されません。 

セル名または範囲名 維持されません。 

定数値名 値に変換されます。 

セル内の折り返しテキスト 正しく表示されますが、設定は HTML に維持

されません。 

条件付き書式 現在のセルの書式は維持されます。書式の条

件は使用できなくなります。 

アウトライン 折りたたまれている行は、隠れた状態のまま 
Web ページに変換されます。展開されている

行は、表示されたまま変換されます。 

パスワードによる保護 パスワードで保護されているワークシートや

ブック内のデータは、Web ページとして保存

できます。ただし、パスワードは HTML に維

持されません。 

データの入力規制とメッセージ 維持されません。 

表示桁数で計算 表示桁数で計算された値は保存されます。た

だし、設定は HTML に維持されません。 

配列数式 値に変換されます。 

均等割り付け 維持されません。 

ワークシート分析のトレース矢印 維持されません。 

テキストのインデント 維持されません。 

プリントおよびページ設定機能 維持されません。 



 

機能 Web ページでの利用 

数式のラベル 値に変換されます。 

回転テキストまたは縦書きテキスト 横書きテキストに変換されます。 

他のワークシートのデータ参照 参照内容は値に変換されます。 

1904 年からの日付計算 表示される日付は同じですが、日付のシリア

ル値は維持されません。 

R1C1 参照形式 値に変換されます。 

外部データ範囲 値に変換されます。元のデータから更新する

機能は維持されません。 

Web クエリ 値に変換されます。 

集計 値に変換されます。数式は維持されません。

ピボットテーブル 
Excel X PivotTable® のレポートを Web で使用する場合、レポートを HTML 形式で保存して、

対話型でないテーブルとして Web ページを作成できます。ピボットテーブルの値とセルの

書式は、Web ページに変換されて表示されます。ピボットテーブルのレポートは対話型の

テーブルでなくなったため、Web でピボットテーブルの機能を使用することはできません。 

グラフ 
グラフを Web ファイル上で正しく表示するには、ブック内の他のデータとは別のシートで

グラフを保存します。グラフを Web ページとして保存すると、画像に変換されます。 
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PowerPoint X の Web サポート 
Microsoft PowerPoint® X for Mac には、プレゼンテーションを Web ページとして保存してイ

ンターネットやイントラネットで公開したり、プレゼンテーションにハイパーリンクを追加

できる機能があります。ここでは、PowerPoint の Web 作成機能について説明します。 

プレゼンテーションを Web ページとして保存する 
プレゼンテーションを Web ページとして保存し、インターネットや企業のイントラネット

で公開することができます。プレゼンテーションを Web ページとして保存するには、[ファ

イル] メニューの [Web ページとして保存] をクリックします。 

プレゼンテーションを Web ページとして保存すると、メインの filename.htm ファイルと、

それに付随する filename_files フォルダが作成されます。filename_files フォルダにスライド、

画像、ナビゲーションなどの Web で使用するファイルが保存されます。Web プレゼンテー

ションをブラウザで表示するには、メインの filename.htm ファイルを開く必要があります。

Web プレゼンテーションを別の場所に移動する場合は、メインのファイルだけでなく、付

随するフォルダも一緒に移動する必要があります。 

プレゼンテーションを Web ページとして保存すると、PowerPoint プレゼンテーションとし

て編集することはできません。元の PowerPoint プレゼンテーションを常に編集できるよう

に、既定では、付随するフォルダにプレゼンテーションのコピーが保存されます。このオプ

ションを無効にするには、[ファイル] メニューの [Web ページとして保存] をクリックし、

さらに [Web オプション] ボタンをクリックして表示される [Web オプション] ダイアログの 
[ファイル] タブで、[オリジナルのファイルを含める (サイズが増加)。Web ページ形式で保

存したファイルを再編集できます] チェック ボックスをオフにします。 

プレゼンテーションを Web ページとして保存する際に、Web ブラウザに合わせて Web ペー

ジを 適化するオプションを指定できます。指定できるブラウザは、Microsoft Internet 
Explorer または Netscape Navigator です。企業やグループ内で、この Web ブラウザだけを使

用している場合は、ブラウザに応じたオプションを設定すると、作成されるファイルのサイ

ズを減らすことができます。このオプションを指定するには、[PowerPoint] メニューの [環
境設定] をクリックし、 [環境設定] ダイアログの [全般] タブで [Web オプション] をクリッ

クします。次に、[ファイル] タブの [ページの表示に使用するブラウザ] で、ブラウザ オプ

ションの横にあるチェック ボックスをオン、またはオフにします。たとえば [Internet 
Explorer] 以外のチェック ボックスをすべてオフにすると、Web ページは Internet Explorer 5 
に 適化されます。プレゼンテーションをより多くの人が表示できるようにするには、[以
前のバージョンのブラウザ (サイズが増加)] チェック ボックスをオンにします。特に指定し

ない場合、Web プレゼンテーションは、すべてのブラウザをサポートする設定で保存され

ます。この設定では、ファイルのサイズが 大になります。 
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Web ページとして保存したプレゼンテーションには、次の制限事項があります。 

• 画像の画質が低下する場合があります。 

• スライドのアニメーションと画面切り替え機能が表示されません。 

• Web ページのファイル名には、25 文字を超える名前を付けることはできません。 

• 行頭記号や一部の文字は、Netscape Navigator では正しく表示されない可能性があり

ます。 

この問題を修正するには、Netscape Navigator の [表示] メニューで [文字コード セッ

ト] をクリックし、[Unicode (UTF-8)] を選択します。 

注 

• 特定の Web ブラウザに合わせて Web ページを 適化すると、他のブラウザでは表

示できなくなる可能性があります。他のブラウザで Web ページを開かないことが

確実な場合にのみ、特定のブラウザにページを 適化するようにしてください。 

• プレゼンテーションを Web ページとして保存すると、元の PowerPoint プレゼン

テーションの要素の一部が失われる場合があります。たとえば、動作設定ボタンの

類は正しく機能しないものがあります。Web ページを配布する前に、表示に使用す

る可能性のあるすべてのブラウザで、ページを総合的にテストするようにしてくだ

さい。 

PowerPoint プレゼンテーションにハイパーリンクを追加する 
PowerPoint でプレゼンテーションにハイパーリンクを追加するには、[挿入] メニューの [ハ
イパーリンク] を使用するか、[オブジェクトの動作設定] ダイアログ ([スライド ショー] メ
ニューの [オブジェクトの動作設定])で [ハイパーリンク] を使用します。この操作によって、

スライド上のオブジェクトにハイパーリンクを設定できます。設定したハイパーリンクをク

リックすると、現在使用中のプレゼンテーションから別のプレゼンテーションや別のファイ

ル、Web ページへとリンクしていきます。 

動作設定ボタンを追加して、プレゼンテーションにハイパーリンクを含めることもできます。

動作設定ボタンは、ボタンのように見える画像です。動作設定ボタンをスライドに追加する

と、[オブジェクトの動作設定] ダイアログが自動的に表示され、動作設定ボタンの動作を指

定できます。 
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オートシェイプやテキスト ボックスなどのオブジェクトや文字列にもハイパーリンクを設

定できます。PowerPoint では、テキスト オブジェクト内で文字列を使用するため、文字列

と、その文字列を含むテキスト オブジェクトへのハイパーリンクは区別して維持されます。

たとえば、テキスト ボックスに動作設定を割り当て、そのテキスト ボックス内の文字列に

さらにハイパーリンクを追加することができます。プレゼンテーションにハイパーリンクを

追加する方法については、Microsoft PowerPoint のヘルプを参照してください。 



 

Word X のワークグループ機能 
Microsoft® Word X for Mac には、ワークグループで文書を共有して校閲する機能が用意され

ています。電子メールを使用できる場合は、Word から各作業者に文書を送信することもで

きます。 

複数の作成者で文書を作成する 
Word には、ワークグループ内の複数のメンバが共同で長い文書を作成するときに役立つ機

能が用意されています。こうした機能には、次のようなものがあります。 

• グループ文書の表示を使用して、サブ文書のグループを 1 つの長い文書にまとめる

ことができます。グループ文書の表示を有効にするには、[表示] メニューの [グ
ループ文書] をクリックします。 

文書をプリントすると、すべてのサブ文書がまとめられ、順番に従ってページ、行、

および脚注の番号を自動的に設定します。グループ文書では、目次、図版の一覧、

索引、およびクロス リファレンスを生成できます。フィールドを使用して、図版の

キャプションを作成したり、表や図などのアイテムに順番に番号を付けることもで

きます。 

• テンプレートを使用すると、同じレイアウトや定型句、画像をすべての文書で共通

して利用できます。文書にテンプレートを添付するには、[ツール] メニューの [テ
ンプレートとアドイン] をクリックします。 

テンプレートを使用して、ツール バーとメニューの追加、特殊なキー割り当て、お

よびマクロなどのカスタマイズされた機能を提供することもできます。 

• スタイルを使用すると、書式の統一や文書への変更が容易になります。組み込みの

見出しスタイルを使用すると、目次や文書のアウトラインを簡単に作成することが

できます。スタイルを定義したり適用したりするには、[書式] メニューの [スタイ

ル] をクリックします。 

• ブックマークを使用すると、文書の他の部分へのクロス リファレンスを作成できま

す。ブックマークを挿入するには、[挿入] メニューの [ブックマーク] をクリックし

ます。 

• 定型句を利用すると、よく使用するテキストや画像を簡単に文書に挿入できます。

入力し直したり、コピーとペーストを行う必要はありません。定型句を作成したり

入力したりするには、[挿入] メニューの [定型句] をポイントし、語句を選びます。 
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• 見出しマップの表示を使用すると、文書のアウトライン構造や内容を文書の横に表

示できるので、長い文書の構成を把握するのに役立ちます。見出しマップを表示す

るには、[表示メニュー] の [見出しマップ] をクリックします。 



 

これらの機能を使用する方法については、Microsoft Word のヘルプを参照してください。 

ここから先は、ワークグループの複数のメンバが共同で Word 文書を作成または校閲すると

きに使用する機能について説明します。 

変更履歴を作成する 
[ツール] メニューの [変更履歴の作成] を使用すると、校閲者は文書に改訂を加えることが

できます。文書の作成者は、この改訂を反映することも、反映せずに元に戻すこともできま

す。作成者も校閲者も、改訂した部分をどのように表示するかを指定できます。たとえば、

削除したテキストに取り消し線や隠し文字の書式を指定できます。この設定は、[Word] メ
ニューの [環境設定] をクリックし、[環境設定] ダイアログの [変更履歴] で行います。 

コメントを追加する 
Word 文書内のコメントは、プリントされた文書の余白に書き込まれた校閲者の注意書きの

ように表示されます。コメントを挿入するには、[挿入] メニューの [コメント] をクリック

し、文書の下に表示されるコメント ペインにコメントを入力します。コメント マークと指

定した語 (選択したテキストの範囲) は、背景色が黄色になり、コメントとコメント対象の

テキストがはっきりとわかります。 

作成者と校閲者は、黄色で強調されたテキストかコメント マークにポインタを合わせて、

コメントを参照できます。 

ヒント   コメントは変更履歴の作成と併用すると、特に便利です。文書を変更したときに、

変更が必要な理由について説明したコメントを挿入できます。 

異なる版の文書を扱う 
Word には、異なる版の文書を扱う方法として、文書の複数の版を 1 つのファイルにまとめ

て保存する方法と、版が異なる文書の差異を比較する方法の 2 つがあります。 

文書の版を保存する 
版の管理機能を使用すると、1 つの文書の複数の版を 1 つのファイルに保存できます。たと

えば、文書の 初の下書きを保存して、後からその文書を編集した版を保存し、さらに文書

を推敲した後、 終版を保存できます。この 3 つの版は同じ文書ファイルに保存されますが、

一度に利用できるのは 1 つの版のみです。版の管理は、[ファイル] メニューの [版の管理] 
で表示されるダイアログ ボックスで行います。 

 76 



 

それぞれの版で記録されるのは、文書の版を 後に保存した作成者名、保存した日時、およ

び作成者が追加したコメントです。このダイアログ ボックスでは、文書の版を切り替えた

り、版を削除したりできます。 

この方法で文書の版を保存するのは、時間ごとにファイル名を変えて文書を保存するのと似

ています。たとえば、Mydocument1 という下書きを作成し、編集後は Mydocument2 という

名前で保存して、推敲後の文書は Mydocument3 として再度保存するような方法です。しか

し、同じファイルに複数の版がある方が、より効果的です。版の間で異なる部分のみ保存す

るため、ディスク容量は少なくなり、別の版への切り替えも簡単です。また、版の管理は、

契約書などの文書で改訂記録を明確に残しておくのにも役立ちます。 

文書を比較する 
[ツール] メニューの [変更履歴の作成] で使用できる [文書の比較] は、2 つの文書の相違を表

示します。[文書の比較] をクリックするとダイアログ ボックスが表示されるので、現在の

文書と比較する文書を指定します。次に、現在の文書に変更箇所のマークを付けた版が作成

され、両者の相違点が表示されます。その版を参照して、変更を反映するかしないかを決め

ることができます。 

版の管理とは異なり、文書の比較には、2 つの文書が必要です。版の管理を使用している場

合、文書の 2 つの版を比較するには、一方の版を別の文書として保存しておく必要がありま

す。これには、[ファイル] メニューの [版の管理] をクリックし、文書の別の版に切り替え

てから、[ファイル] メニューの [別名で保存] をクリックして、その版を別のファイル名で

保存します。これで、[文書の比較] を使用して、2 つの文書を比較できます。 

変更内容を組み込む 
[ツール] メニューの [変更内容の組み込み] を使用すると、複数の文書の変更履歴を 1 つの

文書にまとめることができます。[ツール] メニューの [変更履歴の作成] で使用できる [文書

の比較] とは異なり、変更内容を組み込むには、変更履歴の作成をオンにして、変更履歴以

外のところは文書が同一である必要があります。 
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電子メールで文書を送信する 
電子メールを利用できるワークグループのメンバが文書を校閲する場合、[ファイル] メ
ニューの [送信] で [添付文書として送信] をクリックして、電子メールの添付文書として文

書を送信できます。 

電子メールを使用して文書を送信するには、次のいずれかの電子メール アプリケーション

がコンピュータにインストールされている必要があります。 

• Microsoft Entourage™ X 

• Mail 

注 

• 既定の電子メール プログラムが Classic 環境で動作している場合、Word からブック

を送信できません。 

• 異なる電子メール ゲートウェイ間では電子メールによる文書の送信が正しく行われ

ない場合があります。 

• Microsoft Office for Windows のユーザーに文書を送信する場合、ファイル名の終わ

りにファイル拡張子を追加する必要があります。拡張子を追加するには、文書の保

存時に [別名で保存] で表示されるダイアログ ボックスで [拡張子を追加する] 
チェック ボックスをオンにします。 
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Word X のセキュリティ機能 
Word X のセキュリティ機能を使用すると、ネットワークやインターネットを介してグルー

プ内で共有される情報を保護できます。 

Word 文書を保護する 
Microsoft Word の文書の保護には 3 つのレベルがあります。文書の作成者は、文書に対して

読み取り/書き込みのアクセス権を持ち、保護レベルを管理します。各保護レベルのパス

ワードは、[Word] メニューの [環境設定] で表示される [環境設定] ダイアログ ボックスの 
[保存] を使用して設定するか、保存ダイアログ ボックスの [オプション] をクリックして設

定します。文書の保護レベルには次の 3 つがあります。 

• ファイルを開く際の保護   文書を開くときにパスワードの入力が必要です。 

• ファイルを修正する際の保護   読み取り/書き込みのアクセス権が必要なブックを開

く場合、パスワードの入力が必要です。パスワードの入力を促すメッセージ上で 
[読み取り専用] をクリックすると、文書が読み取り専用で開きます。 

• 読み取り専用を推奨する保護   ブックを開く際に、読み取り専用で開くことを勧め

るメッセージが表示されます。メッセージに対して [いいえ] をクリックすると、そ

のブックが他のパスワードで保護されていない場合はブックが開き、読み取り/書き

込みが可能になります。 

文書全体を保護するだけでなく、特定の要素のみを無許可の変更から保護することもできま

す。保護する要素は、[ツール] メニューの [文書の保護] で指定します。特定の要素のみを

保護する場合には暗号化が使用されないため、この方法はパスワードを使用して文書全体を

保護する場合よりも安全性は劣ります。たとえば、文書内のフォームやセクションを保護し

ていても、フィールド コードはテキスト エディタで表示することができます。 

文書で保護可能な要素は、次の通りです。 

• 変更履歴  文書に対して行った変更を反映することも、元に戻すこともできないよ

うにします。また、変更履歴の作成をオフにすることもできなくなります。 

• コメント  文書にコメントを挿入することはできますが、コメントを変更すること

はできません。 

• フォームまたはセクション  フォーム フィールド内、または文書の保護されていな

いセクションのみ変更できます。 
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注意   ユーザーが文書にパスワード保護を設定した後でそのパスワードを忘れた場合、管理

者がその文書を開いたり、リンクを介して別の文書からそのデータにアクセスしたり、文書

の保護を解除したり、文書からデータを復元したりすることはできません。パスワードと文

書名の対応表を作成し、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。 



 

デジタル署名されたマクロを含む文書を使用する 
Microsoft Word X ではデジタル署名が認識されないため、署名が付いた Microsoft Visual 
Basic for Applications マクロを修正した場合、署名は更新されません。したがって、署名の

更新を伴わない修正を防止するため、Word 2000 または Word 2002 でデジタル署名が付けら

れたマクロのコードを Word X で表示することはできません。 

Excel X のワークグループ機能 
Microsoft Excel X for Mac では、ワークブックを共有してグループで共同作業ができます。

ここでは、Excel の各種ワークグループ機能とそれを管理する方法を紹介し、ワークグルー

プのユーザー間でブックを共有する方法ついて説明します。 

共有ブック 
Excel では、複数のユーザーが同じブックを同時に編集したり、同じブックの複数コピーを

異なる時間に編集したりできます。どちらの場合も、そのブックに対する編集アクセス権を

持つユーザーが [ツール] メニューの [ブックの共有] をクリックすることでブックを共有で

きます。ここでは、共有ブック (複数のユーザーによる同一ブックの同時編集) について説

明します。ブックの結合 (ブックのコピーを異なる時間に編集して統合) については、83 
ページの「ブックの結合とデータの統合」を参照してください。 

ブックを共有する場合、Excel X ではブックの変更履歴が作成されます。変更履歴には、セ

ルの変更者、変更時間、編集前のセルの値が記録されます。 

共有ブックには次の特徴があります。 

• Excel の一部のコマンドと機能は使用できません。たとえば、共有ブックではシー

トを削除できません。共有ブック使用時の制限事項の詳細については、Microsoft 
Excel のヘルプを参照してください。 

• 共有ブック使用時に使用可能なコマンドと機能の一部は、変更履歴に記録されませ

ん。たとえば、共有ブックでは書式変更を行えますが、書式変更は変更履歴に記録

されません。変更履歴の制限については、Microsoft Excel のヘルプを参照してくだ

さい。 
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• 共有ブックでは、セルの変更履歴を保存する期間を指定できます。変更履歴を保存

する期間は、[ツール] メニューから[ブックの共有] をクリックし、[ブックの共有] 
ダイアログ ボックス の [詳細設定] タブにある [変更履歴] で指定します。指定した

日数を経過した変更履歴は、ブックを閉じるときに削除されます。 

• 共有ブックの変更履歴を保護するには、[ツール] メニューの [保護] から [ブックの

保護と共有] をクリックします。ブックの保護については、85 ページの「Excel X 
のセキュリティ機能」を参照してください。 

注   ブックの共有をオフにすると、すべての変更履歴が消去されます。変更履歴は、一度消

去されると復元できません。 

ヒント  変更履歴がオンになっていると、変更履歴が増えるに従ってブックのサイズが増大

します。ディスク領域を節約するには、変更履歴を保存する期間を短くするか、変更履歴を

オンにしないでブックを共有します。それには、[ツール] メニューの [ブックの共有] をク

リックして、[ブックの共有] ダイアログ ボックスの [詳細設定] タブにある [変更履歴] で、

[変更履歴を保存しない] をオンにします。 

共有ブックの一般的な使い方は次の通りです。 

• 複数のユーザー間でスケジュールを共有する場合。たとえば、従業員のマスタ スケ

ジュールを管理して各従業員の労働時間を記録します。この場合、複数のユーザー

がブックのすべての部分にいつでもアクセスできる必要があります。 

• 異なるワークシートに保存されているデータを 1 つのブックに統合する場合。たと

えば、各部門担当者がそれぞれの部門シートで担当部門の予算を管理し、事業部長

が [データ] メニューの [統合] を使用して、予算データをブックの別のシートに統

合します。 

• 複数の行に保存されているデータを 1 つのワークシートに要約する場合。たとえば、

各部門担当者がワークシート内の特定の行で人件費を管理し、事業部長が小計や平

均を算出してデータを要約します。 

共有ブックで複数のユーザーが同じセルに異なる値を入力するなどの矛盾する変更を行った

場合、ユーザーはブックの保存時に矛盾点を見直すか、自分の変更が自動的に保存されるよ

うにするかを指定できます。このオプションは、[ツール] メニューの [ブックの共有] をク

リックし、[ブックの共有] ダイアログ ボックス にある [詳細設定] タブの [変更のコンフリ

クト]でユーザーが個別に指定します。 

 81 



 

ブックのワークグループ レビュー 
Excel には、ブックにコメントを追加したり、ブックの変更履歴を作成する機能があります。

電子メールを使用している場合、ユーザーはグループ内のメンバーに Excel から直接ブック

を送信できます。 

変更とコメントの履歴を作成する 
Microsoft Word 文書や Microsoft PowerPoint® プレゼンテーションと同様に、ワークグループ

のメンバーが Excel ブックを改訂したり、ブックにコメントを付けることがあります。 

[ツール] メニューの [変更履歴の作成] を使用すると、ユーザーはセルの値に対する変更の

記録を見直して、承認したり、拒否したりできます。[ツール] メニューの [変更履歴の作成] 
から [変更箇所の表示] をクリックして、[変更箇所の表示] ダイアログ ボックスの [編集中に

変更箇所を記録する (ブックを共有する)] チェック ボックスをオンにすると、変更履歴と

ブックの共有の両方がオンになります。セルの値に対する変更がすべて記録され、変更され

たセルの左上隅に小さい三角形のマークが表示されます。この三角形はユーザー別に色分け

されています。このセルをポイントすると、変更履歴ボックスが開き、そのセルに対して

後に行われた変更が表示されます。 

すべての変更履歴を表示する 
セルの変更履歴ボックスには、そのセルに対して 後に行われた変更のみが表示されます。

変更履歴のすべての変更を表示するには、[ツール] メニューの [変更履歴の作成] で [変更箇

所の表示] をクリックし、[新しいシートに変更箇所一覧を作成する] チェック ボックスをオ

ンにします。このオプションをオンにすると、共有ブックに履歴のシートが追加され、変更

履歴に記録されたすべての変更が表示されます。この一覧にはフィルタをかけることができ

るので、ユーザーはどのセルに対する変更も簡単に確認できます。 

記録された変更を確認するには、[ツール] メニューの [変更履歴の作成] から [変更箇所の確

認] をクリックします。これにより、Word で変更履歴を確認するときと同様のプロセスが

開始されます。ユーザーはワークシートに対する変更を 1 つずつ承認または拒否することが

できます。 

ブック内のセルにコメントを付けることもできます。コメントを作成するには、[挿入] メ
ニューの [コメント] をクリックします。コメントを含むセルの右上隅には赤い三角形が表示

されます。このようなセルをポイントすると、ボックス内にセルのコメントが表示されます。 
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ブックの結合とデータの統合 
ブックの結合とデータの統合には同じような目的があり、いずれも複数の場所にあるデータ

が 1 つのブックに要約されます。 

ブックを結合する 
ブックの結合は共有ブックを使用した作業と似ていますが、複数のユーザーが同じブックを

同時に編集するのではなく、1 つのブックの複数のコピーで行われた編集が元のブックに反

映されます。共有ブックと同様に、結合を行う場合も、[ツール] メニューの [ブックの共有] 
で変更履歴をオンにしてから、ブックのコピーを作成して配布する必要があります。複数の

ユーザーがデータを不特定の時間に編集する場合や、1 人のユーザーが同じブックの複製を

異なるコンピュータ上で編集する場合などは、ブックの結合が適しています。たとえば、モ

バイル ユーザーが共有ブックをラップトップ コンピュータにコピーし、モバイル ユーザー

が外出している間に別のユーザーが共有ブックの編集を続け、モバイル ユーザーが戻った

らモバイル ユーザーが加えた変更を元のブックに結合する場合です。 

ただし、ブックのコピーが作成されてから変更が元のブックに結合されるまでの間、ブック

の変更履歴を常にオンにしておく必要があります。変更履歴の保存期間は、[ブックの共有] 
ダイアログ ボックス の [詳細設定] タブで指定できます ([ツール] メニューから [ブックの共

有] をクリック)。ブックの変更履歴が保護されていない場合、ユーザーは変更履歴をオフに

できます。変更履歴をオフにした場合、そのユーザーが加えた変更は自動的に結合されませ

ん。変更履歴を保護するには、[ツール] メニューの [保護] から [共有ブックの保護] をク

リックします。ブックを結合するには、[ツール] メニューの [ブックの統合] をクリックし

ます。 

ブックの保護については、85 ページの「Excel X のセキュリティ機能」を参照してください。 

データを統合する 
データの統合とは、複数のブックに保存されているデータを結合することです。データの統

合は、部門別の予算を事業部の予算一覧にまとめる場合など、構造化されたデータを要約す

るときに使用します。 

データの統合はブックの結合と似ていますが、変更履歴をオンにする必要がありません。

データの統合は、複数のブックやワークシートから複雑な構造のデータを収集し、1 つの

ブックに要約するときに使用します。 
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データを複数のシートから 1 つのブックに統合する場合、3-D 参照による統合を行ってブッ

クを共有します。3-D 参照ではワークシート名の範囲に続けてセル参照または範囲参照が行

われるため、ブック内の複数のワークシートで同一セルまたは同一セル範囲のデータを分析

できます。詳細なデータを含むワークシート上のデータ ソースを参照するには、統合され

たワークシートに対して 3-D 式を使用します。 

3-D 参照を使用しない場合、ワークシート上の特定の位置またはデータのカテゴリを基準に

データを統合します。3-D 参照、位置参照、カテゴリ参照のいずれを使用する場合でも、

データの統合を開始するには [データ] メニューの [統合] をクリックします。 

電子メールでブックを送信する 
電子メールを使用している場合は、[ファイル] メニューの [送信] から [添付ファイルとして

送信] をクリックしてブックを電子メールの添付ファイルとして送信し、グループ内でブッ

クを回覧できます。 

電子メールを使用してブックを送信するには、次のいずれかの電子メール アプリケーショ

ンがコンピュータにインストールされている必要があります。 

• Microsoft Entourage X 

• Mail 

注 

• 既定の電子メール プログラムが Classic 環境で動作している場合、Excel からブック

を送信できません。 

• 異なる電子メール ゲートウェイ間では電子メールによるブックの送信が正しく行わ

れない場合があります。 

• Microsoft Office for Windows のユーザーにブックを送信する場合、ファイル名の終

わりにファイル拡張子を追加する必要があります。拡張子を追加するには、ブック

の保存時に [別名で保存] ダイアログ ボックスで [拡張子を追加する] チェック ボッ

クスをオンにします。 

• Excel X にアップグレードしていない人にブックを送信する場合、Excel 5.0 形式な

ど先方でファイルを開ける形式でまずブックを保存する必要があります。異なる

バージョンの Excel でブックを共有する方法については、65 ページの「さまざまな

バージョンの Excel 間でブックを共有する」を参照してください。 
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Excel X のセキュリティ機能 
Excel X のセキュリティ機能を使うと、ネットワークやインターネットを介してグループ内

で共有されるワークブック上の情報を保護できます。 

Excel ワークシートを保護する 
Microsoft Excel のブックの保護には 3 つのレベルがあります。ブックの作成者は、ブックに

対して読み取り/書き込みのアクセス権を持ち、保護レベルを管理します。保存ダイアログ 
ボックスの [オプション] をクリックすると、各保護レベルに対するパスワードを設定でき

ます。ブックの保護レベルには次の 3 つがあります。 

• ファイルを開く際の保護  ブックを開くときにパスワードの入力が必要です。 

• ファイルを修正する際の保護  読み取り/書き込みのアクセス権が必要なブックを開

く場合、パスワードの入力が必要です。パスワードの入力を促すメッセージ上で 
[読み取り専用] をクリックすると、ブックが読み取り専用で開きます。 

• 読み取り専用を推奨する保護  ブックを開く際に、読み取り専用で開くことを勧め

るメッセージが表示されます。メッセージに対して [いいえ] をクリックすると、そ

のブックが他のパスワードで保護されていない場合はブックが開き、読み取り/書き

込みが可能になります。 

Excel では、40 ビット RC4 と呼ばれる対称暗号化ルーチンを使用して、パスワード保護さ

れたブックが暗号化されます。Excel での暗号化とセキュリティの詳細については、

Microsoft Excel のヘルプを参照してください。 

注   ブックの保護および暗号化機能は、ブックが作成されたオペレーティング システムの言

語によって一部が異なります。保護されたブックを開くには、ブックが作成されたオペレー

ティング システムと言語を使用して保護を解除する必要があります。 

ブック全体を保護するだけでなく、特定の要素のみを無許可の変更から保護することもでき

ます。保護する要素は、[ツール] メニューの [保護] から [シートの保護] または [ブックの保

護] で指定します。特定の要素のみを保護する場合は暗号化が行われないため、この方法は

パスワードを使用してブック全体を保護する場合よりも安全性は劣ります。たとえば、保護

されたワークシートで非表示になっているセルでも、保護されたワークシートの非表示セル

を含む範囲をコピーし、新しいブックを開いてペーストし、[再表示] を使用することで非表

示のセルを表示できます。 

ヒント  ブックに 大限のセキュリティを適用するには、パスワードを使用してブック全体

を保護します。 
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ブックで保護可能な要素は次の通りです。 

• ブックの構造  保護されたブックでは、ワークシートやグラフ シートの移動、削除、

表示/非表示の切り替え、名前の変更、新しいシートの挿入ができません。 

• ブック内のウィンドウ  保護されたブック内のウィンドウは、移動やサイズ変更、

表示/非表示の切り替えを行ったり、閉じることができません。保護されたブック内

のウィンドウは、ブックが開くたびに同じサイズで同じ位置に表示されます。 

• ワークシート上のセルおよびグラフ シート上のアイテム   ワークシート上の保護さ

れたセルの内容は編集できません。グラフ シート上の保護されたアイテムは修正で

きません。 

• ワークシートおよびグラフ シート上の図形オブジェクト  保護された図形オブジェ

クトを移動したり、編集したりすることはできません。 

• ワークシート上の式   保護された式は編集できません。 

• ワークシート上のシナリオ  保護されたシナリオの定義は変更できません。 

• 共有ブックの変更履歴  共有ブックのユーザーや、結合されるブックのコピーを使

用するユーザーが保護された変更履歴を消去することはできません。 

注意  ユーザーがブックにパスワード保護を設定した後でそのパスワードを忘れた場合、管

理者がそのブックを開いたり、リンクを介して別のブックからそのデータにアクセスしたり、

ブックの保護を解除したり、ブックからデータを復元したりすることはできません。パス

ワードとブック、ワークシート、グラフ シート名の対応表を作成し、安全な場所に保管し

ておくことをお勧めします。 

デジタル署名が付いたマクロを含むワークシートを使用する 
Microsoft Excel X ではデジタル署名が認識されないため、署名が付いた Microsoft Visual 
Basic for Applications マクロを修正した場合、署名は更新されません。したがって、署名の

更新を伴わない修正を防止するため、Excel 2002 または Excel 2000 でデジタル署名が付けら

れたマクロのコードを Excel X で表示することはできません。 
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PowerPoint X のワークグループ機能 
Microsoft PowerPoint® X for Mac のユーザーは、PowerPoint から直接グループのメンバーにプ

レゼンテーションを送信して共同作業を行うことができます。プレゼンテーションが回覧さ

れている間、個々のユーザーはプレゼンテーションにコメントを追加することができます。 

電子メールでプレゼンテーションを送信する 
電子メールを使用している場合は、プレゼンテーションを電子メール メッセージの添付

ファイルとして別のユーザーに送信し、回覧させることができます。 

電子メールを使用してプレゼンテーションを送信するには、次のいずれかの電子メール ア
プリケーションがコンピュータにインストールされている必要があります。 

• Microsoft Entourage X 

• Mail 

注 

• 既定の電子メール プログラムが Classic 環境で動作している場合、PowerPoint から

プレゼンテーションを送信できません。 

• 異なる電子メール ゲートウェイ間では電子メールによるプレゼンテーションの送信

が正しく行われない場合があります。 

• Microsoft Office for Windows のユーザーにプレゼンテーションを送信する場合、

ファイル名の終わりにファイル拡張子を追加する必要があります。拡張子を追加す

るには、プレゼンテーションの保存時に [別名で保存] ダイアログ ボックスで [拡張

子を追加する] チェック ボックスをオンにします。 

• PowerPoint  X を使用していない人にプレゼンテーションを送信する場合、受信者が

表示可能な形式でプレゼンテーションを保存する必要があります。プレゼンテー

ションを別の形式で保存する方法については、66 ページの「PowerPoint X のファイ

ル形式」を参照してください。 

プレゼンテーションを送信するには、[ファイル] メニューの [送信] から [添付ファイルとし

て送信] をクリックします。電子メール アプリケーションが起動し、プレゼンテーションが

添付された新規メッセージが表示されるので、プレゼンテーションを送信する受信者のアド

レスを指定し、送信します。 
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プレゼンテーションにコメントを追加する 
ワークグループの各メンバーは、プレゼンテーションを閲覧し、必要に応じてスライドに直

接コメントを追加できます。スライドにコメントを追加するには、[挿入] メニューの [コメ

ント] をクリックし、表示されるテキスト ボックスにコメントを入力します。 

コメントは特別な書式のテキスト オブジェクトです。コメントを区別するため、ワークグ

ループ内の各メンバーは異なる書式と図形を使用できます。オブジェクトの既定の形式を変

更するには、[書式] メニューの [コメント] をクリックします。オブジェクトの図形を変更

するには、[図形描画] ツールバーの [オートシェイプ] をクリックします。 

[表示] メニューの [コメント] をクリックすることで、プレゼンテーション内のコメントの

表示/非表示を切り替えることができます。 

Word と他の Office アプリケーションとの情報共有 
Microsoft® Word X for Mac は、Microsoft Excel と Microsoft PowerPoint® との間で情報を共有

できます。ここでは、Office アプリケーションで情報を共有する際に使用する機能について

説明します。 

Microsoft Excel からブックをインポートする 
Excel のデータを Word 文書に挿入する方法はいくつかあります。たとえば、ワークシート

やグラフを簡単にコピーして文書にペーストしたり、ワークシートやグラフをリンク オブ

ジェクトや埋め込みオブジェクトとして挿入することができます。 

リンクされたブック   リンクされたワークシートやグラフは文書に表示されますが、その情

報は元の Excel ブックに保存されています。Excel でそのデータが編集された場合、Word 文
書のリンクされたワークシートまたはグラフが自動的に更新されます。別の部門が集めた

データのような個別に管理される情報を追加する場合や、Word の情報を 新の状態に維持

する場合は、リンクを使用すると便利です。リンクされたデータは別の場所に保存されるた

め、Word 文書のファイル サイズも 小限になります。 

埋め込まれたブック   埋め込まれたワークシートやグラフの情報は、Word 文書に直接保存

されます。既存の Microsoft Excel のワークシートやグラフを埋め込みオブジェクトとして使

用することも、Microsoft Excel のワークシートやグラフを新しく作成して埋め込むこともで

きます。埋め込みオブジェクトを編集するには、その埋め込みオブジェクトをダブルクリッ

クして Excel を起動し、変更を行ってから Word に戻ります。すべての情報が 1 つの Word 
文書に保存されるため、別に管理されているワークシートやグラフにアクセスできない人に

オンライン版の文書として配布する場合は、埋め込みを使用すると便利です。 
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PowerPoint プレゼンテーションとデータを共有する 
Microsoft PowerPoint のデータを Word 文書に挿入する方法はいくつかあります。たとえば、

プレゼンテーション上のテキストや図形、スライド全体を簡単にコピーして文書にペースト

することができます。 

また、新しいプレゼンテーションを作成する際に、Word でまずアウトラインを作成し、そ

れを元に PowerPoint で作業を続けることもできます。この場合、Word で作成したアウトラ

インを [ファイル] メニューの [送信] から [Microsoft PowerPoint] をクリックして PowerPoint 
に送信し、プレゼンテーションを作成します。そうすると、PowerPoint には見出しレベルの

段落がエクスポートされ、PowerPoint の標準表示で Word 文書が新規プレゼンテーションと

して開きます。アウトラインがエクスポートされた後、PowerPoint でほかのテキストをプレ

ゼンテーションに追加できますが、元の Word 文書には反映されません。 

Word で段落が見出しスタイルとして書式設定されている場合、PowerPoint ではプレゼン

テーション アウトラインが見出しスタイルに従って構築されます。[見出し 1] の段落は新規

スライドのタイトルに、[見出し 2] の段落は本文の第 1 レベルになります。見出しスタイル

以外の書式のテキストは、プレゼンテーションにインポートされません。段落が見出しスタ

イルでない場合、PowerPoint では段落がインデントされている方法に従ってプレゼンテー

ションのアウトラインが構築されます。 

Entourage と連絡先情報を共有する 
Office アドレス帳には、電子メール アドレス、自宅と会社の住所、電話番号、FAX 番号な

どを保存できます。Office アドレス帳の各エントリ (個人情報の集まり) を連絡先と呼びます。

ユーザーは、Microsoft Word で作業しながら Office アドレス帳で各連絡先を表示させ、内容

を修正したり追加したりできます。文書内で連絡先情報を直接更新すると、Office アドレス

帳でも情報が同時に更新されます。Word で Office アドレス帳の情報を変更した場合、その

変更は Microsoft Entourage™ のアドレス帳にも反映されます。 

Microsoft Office v. X (または Microsoft Word X) インストール時、あるいは初回起動時にユー

ザーが入力した情報は、ユーザー個人の連絡先情報として Office アドレス帳にも記録され

ます。Word では、封筒やラベル、手紙などの文書作成を支援するウィザードで、この情報

を元に差出人住所が設定されます。ユーザー個人の連絡先情報は、作成した Word 文書の

ファイル プロパティの他、プロジェクト ギャラリーでビジネス テンプレートを開いたり、

文書にコメントを挿入したときにも表示されます。 
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ユーザー個人の連絡先情報は次の方法で更新できます。 

• [ツール] メニューの [アドレス帳] を開いて変更します。 

• [Word] メニューの [環境設定] をクリックし、[環境設定] ダイアログ ボックスで

[ユーザー情報] に変更を入力します。 

• Microsoft Entourage がコンピュータにインストールされている場合、Entourage で 
[アドレス帳] ボタンをクリックして変更します。 

複数のユーザーが 1 台のコンピュータを共有している場合、Word で各ユーザーが自分の連

絡先情報を使用するには、各自のログオン情報を使用してコンピュータにログオンするか、

Entourage でユーザーを切り替えます。ユーザー切り替えの詳細については、Microsoft 
Entourage のヘルプを参照してください。 

Excel X への情報のインポート 
Microsoft Excel X for Mac には、各種データ ソースに接続してデータをインポートする機能

があります。ここでは、そうした機能について説明します。 

ODBC (Open Database Connectivity) を使用してデータをインポート

する 
Excel X では ODBC がサポートされていません。 

ファイルメーカーPro データベースからデータをインポートする 
ファイルメーカー インポート ウィザードを使用して、ファイルメーカーPro データベース

を Excel にインポートしたり、Excel で扱える形式に変換したりできます。ファイルメー

カー インポート ウィザードは、ファイルメーカーPro をインストールしているユーザーだ

けが使用できます。 

Excel で [ファイル] メニューの [開く] をクリックしてファイルメーカーPro データベースに

アクセスすると、ファイルメーカー インポート ウィザードが起動し、Excel で管理できるよ

うにデータを変換します。ファイルメーカー データベースから Excel ブックにデータをイン

ポートする場合、いくつかの制限があります。詳細については、63 ページの「ほかのアプ

リケーションのファイルを Excel X で使用する」を参照してください。 
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ファイルメーカー インポート ウィザードを使用して、ファイルメーカーPro データベース

に対するクエリも設定できます。[データ] メニューの [外部データの取り込み] の [ファイル

メーカーPro からインポート] をクリックすると、データベースを変換せずにデータベース

のデータを Excel に移動することができます。ファイルメーカーPro でデータを管理し、

[データ] メニューの [データの更新] をクリックして Excel ブックでそのデータを更新するこ

ともできます。 



 

テキスト ファイルからデータをインポートしたり、更新する 
データベース クエリを作成するときと同じ方法で、テキスト ファイルのデータを Excel に
移動することができます。ファイルを更新可能なファイルとして開いた場合、書式と式が保

持されます。[データ] メニューの [外部データの取り込み] から [テキスト ファイルのイン

ポート] をクリックすると、テキスト ファイル ウィザードが起動し、外部データ範囲を作

成できます。このクエリは正規のデータベース クエリと同様に、元のテキスト ファイルの

データの検索や更新に使用できます。外部データの更新については、Microsoft Excel のヘル

プを参照してください。 

Excel X で Web クエリを使用する 
Web クエリを使用して、インターネットやイントラネット上に格納されているデータを取

り出すことができます。たとえば、イントラネット上のデータベースから現在の製品価格を

取り出す Web クエリを作成できます。Excel X にはサンプル Web クエリが用意されており、

クエリのテキストを任意のテキスト エディタで変更できます。Web クエリのサンプルは 
Microsoft Office X/Office/Queries に格納されています。Web ソースから外部データを取り出

すには、データ ソースの格納場所に応じて、インターネットまたはイントラネットにアク

セスできる必要があります。Web クエリを実行するには、[データ] メニューの [外部データ

の取り込み] の [既存のクエリの実行] をクリックし、[クエリの選択] ダイアログ ボックスで

実行するクエリを選択し、[インポート] をクリックします。 

PowerPoint と他の Office アプリケーションとの情報共有 
Microsoft PowerPoint X for Mac は、Microsoft Excel X for Mac と Microsoft Word X for Mac の両

方と情報を共有できます。ここでは、Microsoft Office v. X for Mac の他のアプリケーション

と情報を共有するときに使用する機能について説明します。 

Word からのアウトラインをインポートする 
Word で作成された文書をインポートして PowerPoint プレゼンテーションのアウトラインと

して使用できます。PowerPoint では、インポートされた書類の段落書式に従って、次のよう

にプレゼンテーションのアウトライン構造が決定されます。 

見出しスタイル  Word で段落が見出しスタイルとして書式設定されている場合、見出しに

従ってプレゼンテーション アウトラインが構築されます。[見出し 1] の段落は新規スライド

のタイトルに、[見出し 2] の段落は本文の第 1 レベルになります。見出しスタイル以外の書

式のテキストは、プレゼンテーションにインポートされません。 
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インデントされた段落  段落が見出しスタイルでない場合、PowerPoint では段落がインデン

トされている方法に従ってプレゼンテーションのアウトラインが構築されます。左揃えの段

落は新規スライドのタイトルに、1 回インデントされている段落は本文テキストの第 1 レベ

ルになります。 



 

先頭のタブ   段落の先頭がタブでインデントされている場合、PowerPoint では、書式なしの

ときと同様に、先頭のタブの数に従ってアウトライン構造が決定します。先頭にタブがない

段落は新規スライドのタイトルに、先頭にタブが 1 つある段落は本文テキストの第 1 レベル

になります。 

注  PowerPoint ではテキストのアウトラインは 5 つのレベルで管理されます。アウトライン 
レベルが 6 以上のものは、PowerPoint では本文テキストの第 5 レベルとしてインポートされ

ます。 

ヒント  ほかのワードプロセッサ アプリケーションや HTML 文書からもアウトラインをイ

ンポートできます。 

アウトラインをインポートしてプレゼンテーションを作成する方法については、Microsoft 
PowerPoint のヘルプを参照してください。 

Word にプレゼンテーションをエクスポートする 
PowerPoint の情報を Word 文書に挿入する方法はいくつかあります。たとえば、プレゼン

テーション上のテキストや図形を簡単にコピーして文書にペーストすることができます。

PowerPoint プレゼンテーションの議事録、アクション アイテムおよびアウトラインは、

Word にエクスポートして、Word 上で修正したり、プリントしたり、Word 文書として配布

したりできます。 

会議メモから Word に情報をエクスポートする 
会議メモを使用して、スライド ショーの上映中に議事録をとったり、アクション アイテム

を記録したりできます。議事録やアクション アイテムの書式設定や編集、プリントは、

Word 文書にエクスポートして行います。Word では、プレゼンテーションのすべての議事

録とアクション アイテムが 1 つの文書に配置されます。議事録やアクション アイテムをエ

クスポートするには、[ツール] メニューの [会議メモ] をクリックし、[会議メモ] ダイアログ 
ボックスで [Word へエクスポート] をクリックします。PowerPoint から Word が起動し、標

準テンプレートを元に新規文書が作成され、議事録とアクション アイテムが新規文書にエ

クスポートされます。 

Word にプレゼンテーション アウトラインをエクスポートする 
[ファイル] メニューの [送信] をポイントして [Microsoft Word] をクリックすると、

PowerPoint プレゼンテーションのアウトラインをエクスポートして Word で編集できるよう

になります。 
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PowerPoint プレゼンテーションに埋め込みオブジェクトを追加する 
別の Office アプリケーションで作成された情報をオブジェクトとして埋め込んで、プレゼ

ンテーションに追加できます。たとえば、Word で作成した表や、 Excel で作成したグラフ

をスライドに埋め込んで追加できます。オブジェクトは埋め込まれた後も、作成元のアプリ

ケーションで編集できます。PowerPoint 上で埋め込みオブジェクトをダブルクリックすると、

そのオブジェクトを作成したアプリケーションが開き、ユーザーは埋め込まれたオブジェク

トを編集できます。埋め込みオブジェクトを使用して Office アプリケーション間で情報を

共有する方法については、Microsoft PowerPoint のヘルプを参照してください。 

Entourage X にデータをインポートする 
企業やグループで別の電子メール アプリケーションや個人情報管理ツールから Microsoft 
Entourage X for Mac に移行する場合、ユーザーは、他のアプリケーションで作成した連絡先、

予定表のイベント、メモ、タスク、メッセージ、ルール、署名、アカウント情報などの情報

を Entourage にインポートできます。 

他のアプリケーションからデータをインポートする 
次のアプリケーションから、メッセージ、連絡先、予定表のイベント、仕事、ルールなどの

情報を直接インポートできます。 

• Microsoft Entourage 2001  

• Microsoft Outlook® Express (5.0 以降)  

• Eudora (4.0 または 4.2) 

• Netscape Communicator (4.5 または 4.7) 

Entourage X にデータをインポートするには、[ファイル] メニューの [インポート] をクリッ

クし、表示されるダイアログボックスの指示に従います。 
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Entourage にデータをインポートした後も、これまでの電子メール アプリケーションや個人

情報管理ツールを使用できます。電子メールの送受信や個人情報の管理に Entourage のみを

使用する場合、これまで使用していたアプリケーションをコンピュータから削除できます。

ただし、削除する前に、自分のデータがすべて正しく Entourage にインポートされたことを

確認する必要があります。 

特定のアプリケーションからデータをインポートする場合の個々の注意事項については、以

降の各項を参照してください。 

Microsoft Entourage 2001 からデータをインポートする 
複数の領域に対してフィルタを設定しているユーザー設定のビューは、Entourage X の新し

いユーザー設定のビュー機能にインポートされます。1 つの領域のみ ([メール]、[アドレス

帳]、[カレンダー] など) に対してフィルタを設定しているユーザー設定のビューは、その機

能のユーザー設定のビュー セクションにインポートされます。また、IMAP および Hotmail 
アカウントからのメッセージを受信するスケジュールに対するフォルダの同期設定は、イン

ポートされません。これらのスケジュールに対しては、フォルダの同期設定を入力し直す必

要があります。 

Microsoft Outlook Express 5 からデータをインポートする 
Outlook Express でアイテムの表示、作成、またはプリント用に使用する既定のフォント 
(HTML 形式のメッセージの既定フォントなど) を選択してある場合は、インポート処理の完

了後に Entourage を再起動してこれらの設定を更新する必要があります。 

Outlook Express のルール、スケジュール、または迷惑メール チェックから AppleScript を実

行するように設定していた場合は、Entourage で動作するようにスクリプトをアップデート

する必要があります。アップデートの方法は、スクリプト エディタでスクリプトを開いて、

スクリプト内のすべての "tell application" ステートメントで "Outlook Express" を "Microsoft 
Entourage" に置換するだけで、簡単に行うことができます。スクリプトをアップデートした

後に、Entourage でルール、スケジュール、または迷惑メールのフィルタを開いて、アップ

デートしたスクリプトを選択する必要があります。 

Microsoft Outlook Express 4.5 からデータをインポートする 
Entourage X では、Outlook Express 4.5 以前のバージョンから直接データをインポートする機

能はサポートされていません。データをインポートするには、まず Outlook Express 5 にアッ

プグレードしてから、Outlook Express 5 のデータを Entourage にインポートします。 
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Apple Mail からデータをインポートする 
Entourage X では、Apple Mail から直接データをインポートする機能はサポートされていま

せん。ただし、CD-ROM または Entourage のインストール元のネットワークにある Value 
Pack に含まれている AppleScript スクリプトを利用して、Apple Mail の個人用メールボック

スから Entourage にメッセージをインポートすることができます。このスクリプトの詳細に

ついては、Office v. X CD の Value Pack フォルダにある『Value Pack について.pdf』を参照し

てください。 

Eudora (4.0 または 4.2) からデータをインポートする 
Entourage X ではメッセージの状態 (開封済みか未読か) はインポートされないため、

Entourage にインポートされるメッセージの状態はすべて “未読” になります。メッセージの

インポートが完了した後、すべてのメッセージの状態を “開封済み” に変更するには、フォ

ルダ一覧でインポートしたフォルダをクリックしてから、[メッセージ] メニューの [すべて

開封済みにする] をクリックします。インポート後、メッセージと添付ファイルとの間のリ

ンクは失われますが、添付ファイルは Users/username/Documents/Microsoft ユーザー データ/
保存済み添付ファイル フォルダに残ります。 

Netscape Communicator 4.5 または 4.7 からデータをインポートする 
インポート中に、どの Netscape Users フォルダをインポートするか選択を求められたら、プ

ロファイル フォルダ (Netscape Users フォルダ) ではなく、そのプロファイル フォルダの 1 
つ上の階層のフォルダを選択します。たとえば、プロファイル フォルダを [書類] フォルダ

に保存している場合は、[書類] フォルダを選択します。 

 

Microsoft Outlook からデータをインポートする 
Outlook でメッセージ、予定、連絡先、仕事、メモを作成するときには、これらの項目を 
Exchange サーバーではなく個人用フォルダ ファイル (.pst) にローカルに保存できます。これ

らの項目を Entourage にインポートするには、以下の手順に従います。 

注   Entourage X では新たに Exchange サーバーに対応したため、Exchange サーバーに保存さ

れたメッセージ、予定表項目、連絡先はすべて Entourage X で表示できます。Outlook で作

成してコンピュータにローカルに保存した項目のみ、インポートする必要があります。 

 

作業の前に 
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• Entourage から Exchange サーバーにアクセスできるように、Exchange サーバー アカ

ウントを設定します (まだ未設定の場合)。詳細については、Entourage のヘルプを参

照してください。  



 

• Exchange のアカウント管理者に問い合わせて、データ移動時に個人用フォルダの項

目を保存できるだけの十分な記憶領域がユーザーの Exchange アカウントにあるこ

とを確認します。個人用フォルダに保存されたすべての項目に Entourage からアク

セスするには、これらすべての項目を Exchange サーバーに移動する必要がありま

す。移動が完了したら、Exchange サーバーからこれらの項目を削除してかまいませ

ん。  

• Outlook の個人用フォルダと Exchange のサーバー フォルダの場所を確認しておきま

す。Outlook の場合は、フォルダ一覧で調べることができます。フォルダ一覧が表

示されていない場合は、[表示] メニューの [フォルダ一覧] をクリックします。フォ

ルダの場所が分からない場合は、Outlook のヘルプを参照するか、Exchange のアカ

ウント管理者に問い合わせてください。  

個人用フォルダの内容を Exchange サーバーに移動する 

1. Outlook のフォルダ一覧で、個人用フォルダを開きます。フォルダ一覧が表示され

ていない場合は、[表示] メニューの [フォルダ一覧] をクリックします。  

2. コンピュータに保存された個人用フォルダから、Exchange サーバーに保存された 
Exchange サーバー フォルダに、すべての項目を移動します。  

• メール    個々のメール メッセージまたはメール フォルダ全体を [受信トレ

イ] フォルダにドラッグします。必要に応じて、[受信トレイ] フォルダの

中にサブフォルダを作成して、そのフォルダにこれらのメッセージを保存

できます。  

• アドレス帳    個々の連絡先項目を [連絡先] フォルダにドラッグします。す

べての連絡先を移動するには、[編集] メニューで [すべて選択] をクリック

してからドラッグします。  

• 予定表    個々の予定表項目を [予定表] フォルダにドラッグします。この操

作を行うには、予定表項目を一覧に表示する必要があります。予定表項目

を一覧に表示する方法については、Outlook のヘルプを参照してください。  

• メモ/仕事    [メモ] フォルダと [仕事] フォルダ全体を [受信トレイ] フォル

ダにドラッグします。Outlook のメモや仕事情報は、Entourage では電子

メール メッセージとして表示されます。個人用フォルダに入っているメモ

や仕事情報を、Exchange サーバー フォルダ内の [メモ] フォルダや [仕事] 
フォルダにドラッグしないでください。Exchange サーバーに保存されたメ

モや仕事情報は、Entourage には表示されません。  

Exchange サーバーに保存された個人用フォルダ内の項目へは、Entourage から

アクセスできます。 
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Macintosh コンピュータから Exchange サーバー内の項目にアクセスする 

1. Entourage のフォルダ一覧で、[Exchange アカウント] フォルダをクリックして選択

します。フォルダ一覧が表示されていない場合は、[表示] メニューの [フォルダ一

覧] をクリックします。  

2. [表示] メニューで、[すべてのフォルダ一覧の受信] をクリックします。  

3. 以下を実行します。 

• メール   メール メッセージは Exchange サーバーに保存され、任意の 
Exchange クライアント プログラム (Outlook、Entourage、Outlook Web 
Access など) からアクセスできます。Macintosh コンピュータにメッセージ

を保存するには、[このコンピュータ上] フォルダ内の [受信トレイ] フォル

ダに必要なメッセージをドラッグします。[このコンピュータ上] フォルダ

に保存されたメッセージはユーザーの Macintosh コンピュータ上に存在す

るだけで、Exchange サーバーとは同期されません。  

• 連絡先/予定表項目    連絡先および予定表項目はすべて Exchange サーバー

に保存され、Entourage から表示できます。必要に応じて、特定の連絡先や

予定表項目を Exchange サーバーと同期せずに、Macintosh コンピュータ上

の Entourage でのみ表示するように設定できます。詳細については、

Entourage のヘルプを参照してください。  

• メモ/仕事    メモや仕事情報は、電子メール メッセージとして Exchange 
サーバーに保存されます。これらの情報を Entourage のメモまたは仕事情

報に変換するには、必要なメモや仕事を含むメッセージを選択し、[スクリ

プト] メニューで [メッセージからメモを作成] または [メッセージから仕事

を作成] をクリックします。そのメモまたは仕事の情報は Entourage に保存

され、Exchange と同期されなくなります。仕事に関しては、期限やアラー

ムを再度割り当てる必要があります。  

すべての項目が正しくコピーされたことを確認します。Exchange サーバーに保存する必要

のないメッセージ、仕事、メモをすべて選択し、削除します。 

その他のプログラムからデータをインポートする 
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上述のアプリケーションからのみ Entourage にデータを直接インポートできます。ただし、

その他のアプリケーションの連絡先やメッセージも、先に Entourage が認識できる形式の別

のアプリケーションにエクスポートしてから Entourage にインポートすることによって、イ

ンポートが可能です。たとえば、Microsoft Outlook 2000 の連絡先をタブ区切り形式のテキス

ト ファイルにエクスポートしてから、そのファイルを Entourage にインポートできます。特

定のアプリケーションからのデータのエクスポートについては、各アプリケーションのマ

ニュアルを参照してください。 



 

テキスト ファイルからデータをインポートする 
企業またはグループで上述以外のアプリケーションから Entourage に移行する場合、次の種

類のデータもテキスト ファイルからインポートできます。 

• 連絡先  スプレッドシート プログラムやデータベース プログラムなど、任意のアプ

リケーションからエクスポートされたテキスト ファイルから連絡先情報をインポー

トできます。テキスト ファイルはタブ区切り形式またはコンマ区切り形式でエクス

ポートする必要があります。連絡先をテキスト ファイルにエクスポートする方法に

ついては、エクスポート元のアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

連絡先情報をインポートする前に、元のアプリケーションのデータ フィールドと 
Entourage のフィールドの対応関係を指定できます。たとえば、元のアプリケー

ションに「会社の電話番号」というフィールドがある場合、このフィールドのデー

タを Entourage の [勤務先電話] フィールドにインポートするように指定できます。

テキスト ファイルから連絡先をインポートする方法については、Microsoft 
Entourage のヘルプを参照してください。 

• メッセージ  MBOX 形式のテキスト ファイル (UNIX ベースのシステムで一般に使

用されている形式) として保存されているメッセージをインポートできます。

MBOX 形式のテキスト ファイルは、1 つのファイルに複数のメッセージが含まれて

います。MBOX 形式のテキスト ファイルを Entourage にインポートすると、イン

ポートされたメッセージがフォルダ一覧の新規フォルダに表示されます。MBOX 形
式のテキスト ファイルは、Finder から Entourage フォルダ一覧にファイルをドラッ

グすることによって、簡単にインポートできます。 

管理者が Entourage のテキスト インポート機能を使用して、すべてのユーザーにデータを提

供することもできます。たとえば、管理者は、企業やグループのメンバの連絡先情報が含ま

れているタブ区切りテキスト ファイルかコンマ区切りテキスト ファイルを作成し、Office 
v. X のネットワーク インストール時にこのファイルを配布できます。 

注  管理者は、企業やグループのアドレス帳を集中管理するために、サーバーの LDAP ディ

レクトリに連絡先データベースを保存することができます。LDAP ディレクトリにアクセス

するために、各ユーザーは Entourage にディレクトリ サービス アカウントを作成できます。

ディレクトリ サービスの詳細と Entourage でのアカウントの設定方法については、Microsoft 
Entourage のヘルプを参照してください。 
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Office v. X の各国語対応機能 
日本語版の Microsoft Office v. X for Mac の各アプリケーションには、日本語以外に、英語や

ヨーロッパ言語で書類を作成、表示、編集する機能が備わっています。ただし、文章校正

ツールは日本語と英語にのみ対応しています。 

Office v. X 共通の各言語対応機能 
混合文字サポート  Office v. X のアプリケーションは、テキストの同一セクション内で複数

の言語の文字セットを使用できます。たとえば、1 つの Word X 文書で英語、フランス語、

および日本語の文字を使用できます。 

校正ツール  日本語版の Office v. X には、日本語と英語に対応した文章校正ツールが含まれ

ています。 

多言語の Web ページ  Word、Excel、PowerPoint® のユーザーは、書類を Web ページとして

保存するときに、既定の文字セット エンコードを設定できます ([ファイル] メニューの 
[Web ページとして保存] で表示される [Web オプション] ダイアログ ボックスの [エンコー

ド] タブ)。 

多言語の並べ替えルール  Office v. X のアプリケーションでは、Mac OS X で現在選択されて

いる言語の規則に従って、テーブルとリストのデータが並べ替えられます。言語の選択は 
[Apple] メニューの [システム環境設定] の [地域情報] パネルで行います。 

日付、時刻、数値の正しいスタイル   Office v. X アプリケーションで日付、時刻、数値を入

力すると、各言語のスタイルに合わせて書式設定されます。Office v. X では各国語の日付と

時刻の書式がサポートされています。 

ユーロ サポート   Office v. X のすべてのアプリケーションで、ユーロ通貨の値の入力、表示、

プリントが完全にサポートされています。Excel X では、ユーロを使用する財務計算機能が

サポートされています。 

Entourage X の各言語対応機能 
連絡先の書式  日本語版 Entourage では、日本の住所や郵便番号の書式を用いて連絡先を保

存できます。同時に、一部連絡先に対し、日本以外の住所の書式を設定することもできます。 

民間暦  Entourage の予定表には民間暦を表示できます。ユーザーは、大安や友引など、指定

した民間暦のみを表示するか、すべての民間暦を表示するかを選択できます。 
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Word X の日本語固有の機能 
書式設定オプション  [書式] メニューのコマンドから、ふりがなや囲い文字を設定したり、

文字を組み合わせて 1 行に横書き文字と縦書き文字を混在させたりすることができます。さ



 

らに、日本語テキストの [一括オートフォーマット] オプションを使用することで、メモや

その他の文書に結語を自動的に挿入できます。[書式] メニューの [フォント] で表示される 
[フォント] ダイアログ ボックスのオプションを使用して、日本語の文字と英数字の文字に

異なるフォントを指定したり、傍点を設定したりすることができます。 

あいまい検索  文字の検索や置換を行う場合、あいまい検索オプション ([Word] メニューの 
[環境設定] で表示される [あいまい検索]) を使用して、いろいろなオプションを設定できます。 

表示オプションの設定  [Word] メニューの [環境設定] をクリックし、[体裁] タブで、カーニ

ングや文字間隔、禁則文字の設定ができます。 

レイアウト オプションの設定  [書式] メニューの [文書のレイアウト] をクリックし、[文字

数と行数] タブで、文字数と行数を指定したり、固定間隔で文字を入力できるようにグリッ

ドの幅を設定したりすることができます (原稿用紙など)。文書の左または上部 (既定は左) 
にとじしろを付け、1 枚の用紙に 2 ページ分プリントして袋とじにするようにも設定できま

す。[書式] メニューの [段落] をクリックし、[インデントと行間隔] タブで、指定した 1 行の

文字数に応じて右のインデント幅を自動調整したり、指定した 1 ページの行数に応じて段落

を行グリッド線に合わせたり、文字が均等割り付けになるように段落の配置を設定したりす

ることができます。 

Excel X の各言語対応機能 
ふりがなを振る  セルに入力された日本語データにふりがなを振ることができます。日本語

データの入力に使用されたかな文字列を基にふりがなが振られます。画面にふりがなを表示

するには、[書式] メニューの [ふりがな] をポイントし、[表示/非表示] をクリックします。 

ふりがなの修正  表示されているふりがなが誤っている場合、訂正できます。ふりがなに誤

りがあるセルを選択し、[書式] メニューの [ふりがな] から [編集] をクリックします。文字

列を入力するときと同じ方法でふりがなを変更できます。 

ふりがなの書式の変更   ふりがなの種類、配置、フォントを変更できます。ふりがなには、

ひらがな、全角カタカナ、半角カタカナの 3 種類を使用できます。既定の配置は左揃えで、

ふりがなを振る漢字の左端から配置されます。ユーザーは配置を [コントロールなし] (すべ

てのふりがなを詰めてセルの左端から配置)、[中央揃え] (ふりがなを漢字の中央に配置)、
[均等割り付け] (ふりがなを漢字の端から端まで均等な間隔で配置) に変更できます。ふりが

なの種類、配置、フォントを変更するには、[書式] メニューの [ふりがな] をポイントし、

[設定] をクリックします。 

ふりがなを基準にデータを並べ替え  ワークシートのデータを並べ替える場合、既定では日

本語データはふりがなを基準に並べ替えられます。文字のふりがなが正しい場合、日本語は

あいうえお順で並べ替えられます。ふりがなが正しく入力されていない場合は、必要な修正

を行ってください。 
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言語固有のユーザー設定リスト   Excel には、対応する各言語に適したユーザー設定リスト

が用意されています。たとえば、曜日名と月名のリストは Mac OS X のシステム環境設定の

言語設定によって決まります。特定の地域のユーザー設定リストを選択するには、[Apple] 



 

メニューの [システム環境設定] をクリックし、[地域情報] 環境設定パネルで対応する日付

と数値の書式を選択する必要があります。 

Excel X でのユーロの換算   Office v. X のすべてのアプリケーションと同様に、Excel では

ユーロ記号の入力、表示、プリントが可能です。Excel X は、ユーロ通貨対応ツール アドイ

ン ([ツール] メニューの [アドイン]) の提供によって、ユーロの値を使用した財務計算に対し

ても幅広く対応しています。Excel X の [書式設定] ツールバーには、セルの書式をユーロ通

貨スタイルに設定する [ユーロ通貨スタイル] ボタンも用意されています。 

ユーロ通貨対応ツール アドインの EUROCONVERT 関数を使用して、数値からユーロに換

算したり、ユーロからユーロ加盟国の通貨に換算したり、ユーロを仲介してユーロ加盟国間

のそれぞれの通貨に換算したりすることができます。換算可能な通貨は、ユーロを採用した 
EU 加盟国の通貨です。EUROCONVERT 関数では、EU が定める固定換算率が使用されます。 

EUROCONVERT 関数では、次のユーロ加盟国と通貨がサポートされています。 

国 通貨 

ベルギー フラン 

ルクセンブルク フラン 

ドイツ ドイツ マルク 

スペイン ペセタ 

フランス フラン 

アイルランド ポンド 

イタリア リラ 

オランダ ギルダー 

オーストリア シリング 

ポルトガル エスクード 

フィンランド マルッカ 

 

Excel でのユーロ通貨換算の詳細については、Microsoft Excel のヘルプを参照してください。 
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ツールボックス 
ツールボックスには、Microsoft® Office v. X for Mac のネットワーク インストール、設定、

サポートを目的としたツールとマニュアルの一式が用意されています。これらのツールを使

用するには、該当するリンクをクリックし、コンピュータ上に対応するファイルをダウン

ロードして開きます。 

ネットワーク インストール用フォルダ容量計算ツール 

  Calculator_X.xls   ファイル サイズ : 80 KB 
http://www.microsoft.com/japan/mac/officex/ork/toolbox/Calculator_X.xls 

Office v. X のネットワーク インストール用フォルダに必要な総ディスク容量を計算

するときに使用する Microsoft Excel ブックです。インストールするコンポーネント

を指定すると、必要なディスク容量が計算されます。 

 

Office v. X でインストールされるファイル 

  FileList_X.xls   ファイル サイズ : 192 KB 
http://www.microsoft.com/japan/mac/officex/ork/toolbox/FileList_X.xls 

Office v. X でインストールされるファイルの一覧が表示される Microsoft Excel ブッ

クです。このブックには、各ファイルのインストール先フォルダと、Microsoft 
Office v. X CD-ROM 内の各ソース ファイルの位置も示されます。 

 

Value Pack で提供されるファイル 

  VPFileList_X.xls   ファイル サイズ : 900 KB 
http://www.microsoft.com/japan/mac/officex/ork/toolbox/VPFileList_X.xls 

Value Pack で提供されるファイルの一覧が表示される Microsoft Excel ブックです。

このブックには、各ファイルのインストール先フォルダと、Microsoft Office v. X 
CD-ROM 内の各ソース ファイルの位置も示されます。 
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用語集 
 

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  
T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  あ  |  か  | さ  |  た  |  な  |  は  |  ま  |  や  |  ら  |  わ 

 

E 

EUC  (Extended UNIX Code) 

2 バイトを使用して各文字を表す文字エンコード体系。EUC を使用して拡張文字

セットを表すことができます。 

  

I 

iCalendar 

インターネット カレンダーの略称。インターネットを介して招待状を送信するため

の規格。 

 

IMAP (Internet Message Access Protocol) 

サーバーとのメッセージの送受信に使用するプロトコル。メッセージはローカルで

はなくサーバーに保存されるため、ユーザーはメッセージを読む場合、メール サー

バーに接続する必要があります。「POP (Post Ofice Protocol)」も参照。 

 

L 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

連絡先一覧などの情報を格納するためのプロトコル。LDAP のディレクトリは検索

が可能で、数千人分のデータを格納できます。 

   

M 

MBOX 
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複数の電子メール メッセージを 1 つのテキスト ファイルに保存するための標準形

式。MBOX 形式の 1 つのテキスト ファイルに複数のメッセージを保存できます。

MBOX 形式は、UNIX システムで も一般的に使用されています。 



 

  

N 

NNTP (Network News Transfer Protocol) 

インターネットを介してニュース メッセージを送受信するためのプロトコル。 

   

P 

POP (Post Office Protocol) 

サーバーからメッセージを受信してクライアント コンピュータにダウンロードする

ためのプロトコル。メッセージはクライアント コンピュータに保存されるため、

ユーザーはサーバーに接続していない状態でメッセージを読むことができます。

「IMAP (Internet Message Access Protocol)」も参照。 

  

S 

Services for Macintosh 

Microsoft® Windows® 2000 Server 以降で提供されるソフトウェア コンポーネント。

このコンポーネントを使用すると、Windows 2000 Server 以降が動作するコンピュー

タに Macintosh ユーザーがアクセスできるようになります。このコンポーネントか

ら提供されるサービスにより、Macintosh および Windows のユーザーは、AppleTalk 
ネットワーク上のプリンタや Windows 2000 Server 以降が動作するコンピュータに

接続されているプリンタなどのリソースやファイルを共有できます。 

  

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

電子メール メッセージをコンピュータからサーバーに送信したりサーバー間で送信

するための TCP/IP プロトコル。 

 

SSL (Secure Sockets Layer) 

インターネット通信における安全性とプライバシーを確保するためのプロトコル。

SSL は、クライアント、サーバー、またはその両方の認証や、通信セッション中の

暗号化をサポートしています。 
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V 

vCard 

電子名刺を作成し、インターネットを介して連絡先情報を共有するための規格。

vCard 形式の連絡先情報のファイル名には、拡張子 .vcf が付きます。 

  

W 

WordBasic 

Microsoft® Word 95 以前のバージョンでマクロを作成するときに使用するプログラ

ミング言語。それ以降のバージョンの Word では、WordBasic ではなく Microsoft 
Visual Basic® for Applications を使用します。 

あ 

アドイン 

メインのアプリケーションにない機能を追加してアプリケーションの機能を拡張す

るソフトウェア。 

  

埋め込み 

文書やワークシートなどのオブジェクトを対象のファイルに挿入する方法。埋め込

まれたオブジェクトは、対象ファイルの一部になりますが、ユーザーが埋め込みオ

ブジェクトをダブルクリックすると、そのオブジェクトはそれが元々作成されたア

プリケーションで開きます。埋め込みオブジェクトに対する変更は、対象のファイ

ルだけに反映されます。「リンク」も参照。 

 

か 

カーニング 

隣接する 2 つの文字の間隔を少し広げたり狭めたりして文字を調整する方法。 

 

仮想メモリ 
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コンピュータが使用可能なメモリを上回るメモリを必要とするプログラムを実行す

るときに使用する一時領域。たとえば、32 MB の RAM しかない場合でも、コン

ピュータは 4 GB の仮想メモリにアクセスできます。 



 

クライアント コンピュータ 

サーバー コンピュータから提供される共有ネットワーク リソースにアクセスする

コンピュータ。「サーバー」も参照。 

  

権限レベル 

ファイルやフォルダなどのオブジェクトに関連付けられている規則。そのオブジェ

クトにアクセスできるユーザー、およびユーザーに与えられるアクセス レベル (読
み取り専用や読み書きなど) を規定します。 

  

 

コピー モード 

コピーしたセルを貼り付けることができる Microsoft® Excel のモード。コピー モー

ドでは、クリップボードにコピーされたセルの枠が動く破線で表示されます。 

 

さ 

サーバー 

ファイルの保存、ファイル転送、メッセージ転送、データベース クエリなどの共有

サービスをクライアント コンピュータ上のネットワーク ユーザーに提供するコン

ピュータ。「クライアント コンピュータ」も参照。 

  

[自分の情報] 

ユーザーの個人情報を含むアドレス帳の情報。[アドレス帳] リストで、[自分の情

報] は  の隣にあります。 

 

た 

ドラッグ アンド ドロップによるインストール 

Microsoft® Office v. X for Mac アプリケーションのインストール方法の一つ。アプリ

ケーション フォルダをインストール先コンピュータのハード ディスクにドラッグ

することでインストールします。 
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な 

ナビゲーション サービス ダイアログ ボックス 

Macintosh オペレーティング システムのファイル システム ダイアログ ボックス。

ここから [ 近使ったフォルダ] および [よく使う項目] ファイル リストにアクセス

できます。 

  

ナレーション 

Microsoft® PowerPoint® でプレゼンテーションと共に実行されるサウンド ファイル。

ナレーションをプレゼンテーションに埋め込んだり、リンクさせたりすることがで

きます。「埋め込み」、「リンク」も参照。 

  

ネットワーク インストール ポイント 

Microsoft® Office v. X for Mac のインストール元ネットワーク フォルダ。ネットワー

ク インストール ポイントを作成するには、Office v. X ネットワーク インストール

用フォルダをネットワーク フォルダ内に配置し、そのネットワーク フォルダを

ユーザーが使用できるようにします。「ネットワーク インストール用フォルダ」も

参照。 

  

ネットワーク インストール用フォルダ 

後で別のコンピュータに配布する目的で、 初のコンピュータにインストールされ

た Microsoft® Office v. X for Mac フォルダ。 

  

は 

標準テンプレート 

すべての Word 文書の元になる Microsoft® Word テンプレート。 

 

や 

ユーザー切り替え 
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Microsoft® Entourage X for Mac および Microsoft Office v. X for Mac の機能。複数の

ユーザーが個人の電子メール、カレンダー、タスクなどの情報を個別に保存するこ

とで 1 台のコンピュータを共有できます。 

  



 

ユニコード 

標準の文字エンコード体系。2 バイトを使用して文字を表すことで、65,000 種類以

上の文字を表すことができます。 

 

ら 

ランタイム インストール 

Microsoft® Office v. X for Mac アプリケーションの起動時に、追加の Office フォント

を必要に応じてインストールしてプロダクト ID が有効であるかどうかを確認する

プロセス。 

 

リンク 

オブジェクトのソース ファイルと対象のファイルとのリンクを維持しながら、文書

やワークシートなどのオブジェクトを対象のファイルに挿入する方法。ソース ファ

イルが更新されると、対象のファイル内のリンクされたオブジェクトも自動的に更

新されます。「埋め込み」も参照。 
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Entourage データベース   29 
圧縮   30 
高度な再構築   31 
再構築   31 
損傷の徴候   31 
バックアップ   30 
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Web 機能   70 
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コメント   82 
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ツール バー   21 
データの統合   83 
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テンプレート   21 



 

標準ファイル保存形式   20 
ファイル保存形式   61 
ブックの共有   80 
ブックの結合   83 
ブックのレビュー   82 
他のアプリケーションからの変換   63 
メニュー   21 
メニューとツールバーのカスタマイ

ズ   21 
リスト   61 
ワークグループ機能   80 

Excel Settings (10)   19 

Exchange Server   33 

F 

First Run Installation   48 

H 

HTML 
Excel データからの変換   70 
PowerPoint の機能   73 
Word の機能   68 
Word 文書からの変換   69 
Word への変換   57 

I 

iCalendar   103 

Internet Explorer   73 

L 

Lotus 1-2-3   63 

M 

Mac OS キーチェーン   12 

MBOX テキスト ファイル   98 

Microsoft Entourage、「Entourage」を参

照   109 

Microsoft Excel、「Excel」を参照   109 

Microsoft Office Settings (10) 
Excel の環境設定   19 
PowerPoint の環境設定   25 
Word の環境設定   14 

Microsoft PowerPoint、「PowerPoint」を参

照   111 

Microsoft Word、「Word」を参照   111 

Microsoft Works、「Works」を参照   112 

Microsoft ユーザー データ フォルダ   26 

N 

Netscape Communicator   93 

Netscape Navigator   73 

O 

ODBC   90 

Office アシスタント   9 

Office クリップボード   9 

Outlook Express   93 
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P 

PowerPoint 
Web 機能   73 
Word でのアウトライン   89 
Word へのエクスポート   92 
埋め込みオブジェクト   93 
オブジェクトの動作設定   74 
環境設定   25 
既知の問題   42 
コメント   88 
新機能と更新された機能   13 
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