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概要 

このドキュメントでは、Office 2013 を展開する方法について説明します。このドキュメントは、Office 

2013 の展開を準備しているアプリケーション スペシャリスト、基幹業務アプリケーション スペシ

ャリスト、および IT 管理者を対象にしています。 

このドキュメントは、このドキュメントの発行日時点における Office 2013 テクニカル ライブラリ

のコンテンツに基づいて構成されています。最新のコンテンツについては、Web 上のテクニカル ラ

イブラリを参照してください。 

 
 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc326108(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc326108(office.15).aspx


 

ii 

 

 

このドキュメントは “現状のまま” で提供されます。このドキュメントに記載されている情報や見解 

(URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む) は、将来予告なしに変更されることが

あります。お客様は、このドキュメントの使用に関するリスクを負うものとします。 

このドキュメントに記載された例は、説明のみを目的とした架空のものです。実在物との関連性は

一切ありません。 

このドキュメントは、Microsoft 製品の知的所有権に関する法的な権利をお客様に許諾するものでは

ありません。このドキュメントの複製および利用は、内部での参照目的に限り許可します。 

© 2012 Microsoft Corporation.All rights reserved. 

Microsoft、Access、Active Directory、Backstage、Bing、Excel、Groove、Hotmail、Hyper-V、InfoPath、

Internet Explorer、Office 365、OneNote、Outlook、PerformancePoint、PowerPoint、SharePoint、Silverlight、

SkyDrive、Visio、Visio Studio、Windows、Windows Live、Windows Mobile、Windows PowerShell、

Windows Server、および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における

登録商標または商標です。 

このドキュメントに記載されている情報は、このドキュメントの発行時点におけるマイクロソフト

の見解を反映したものです。マイクロソフトは市場の変化に対応する必要があるため、このドキュ

メントの内容に関する責任を問われないものとします。また、発行日以降に発表される情報の正確

性を保証できません。 

 



 

iii 

 

 

目次 

ヘルプに関する情報 ............................................................................................................................................................. xvi 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証 .................................................................................................................... 1 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証に関する記事 ............................................................................... 1 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する ........................................................................................... 2 

展開を計画する .................................................................................................................................................................... 2 

ライセンス認証の方法を確認する ............................................................................................................................... 3 

キー管理サービス (KMS) .............................................................................................................................................. 4 

Office 2013 KMS クライアントのライセンス状態 .............................................................................................. 4 

KMS サービスの公開 ..................................................................................................................................................... 5 

KMS のクライアント探索 ............................................................................................................................................ 5 

KMS ライセンス認証のしきい値 .............................................................................................................................. 6 

KMS ライセンス認証の更新 ....................................................................................................................................... 6 

Windows および Office 2013 クライアント製品を実行するコンピューターで KMS を使用する

 ............................................................................................................................................................................................ 6 

マルチ ライセンス認証キー (MAK) ........................................................................................................................ 7 

MAK のアーキテクチャ ................................................................................................................................................ 8 

Active Directory によるライセンス認証 ................................................................................................................. 8 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 ............................................................................................ 8 

KMS ライセンス認証を計画する .................................................................................................................................. 9 

DNS サーバー構成を計画する .................................................................................................................................10 

KMS ホストをライセンス認証する ........................................................................................................................10 

KMS クライアントを準備する .................................................................................................................................10 

標準ユーザーとしてライセンス認証する ............................................................................................................ 11 

Active Directory によるライセンス認証を計画する ............................................................................................. 11 

MAK ライセンス認証を計画する ................................................................................................................................ 11 

認証されたプロキシ サーバーはサポートされない ....................................................................................... 11 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 ......................................................................................13 

KMS と MAK のライセンス認証 .................................................................................................................................13 

Office 2013 のライセンス認証に使用できる KMS ホスト プラットフォーム ................................... 14 

Office 2013 の汎用ボリューム ライセンス キー (GVLK) ..............................................................................15 

Active Directory によるライセンス認証 ....................................................................................................................16 

Office 2013 ボリューム ライセンス パックによる Office 2013 のライセンス認証 ..............................16 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 ........................................................................................... 17 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する ..........................................................................................18 

Office 2013 プレビュー版クライアントを準備および構成する ......................................................................18 

KMS クライアントをライセンス認証する ..........................................................................................................19 

Active Directory によるライセンス認証クライアントをライセンス認証する ......................................19 

MAK クライアントをライセンス認証する ..........................................................................................................19 



 

iv 

 

Office カスタマイズ ツール (OCT) ....................................................................................................................... 20 

Config.xml ファイル ..................................................................................................................................................... 20 

ボリューム ライセンス認証管理ツール ..............................................................................................................21 

Backstage ビュー ............................................................................................................................................................21 

ospp.vbs スクリプト .................................................................................................................................................... 22 

Office インストールをリセットする .................................................................................................................... 22 

Office KMS ホストを準備および構成する ............................................................................................................... 23 

Office KMS ホストをセットアップしてライセンス認証する ..................................................................... 23 

Sppsvc 状態停止エラー .............................................................................................................................................. 25 

Office 2013 プレビュー版 KMS ホスト キーを手動でインストールしてライセンス認証する ... 25 

Office 2013 プレビュー版 KMS ホストを構成する ........................................................................................ 26 

Slmgr.vbs のコマンド オプション - 標準 ......................................................................................................... 26 

Slmgr.vbs のコマンド オプション – Active Directory ベースのライセンス認証 ............................... 28 

Office KMS ホストが正常にライセンス認証されたことを確認する ....................................................... 28 

DNS を構成する ................................................................................................................................................................ 30 

ツールを使用して Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する ..............................................31 

KMS のクライアントとホストを構成するためのヒント ...................................................................................31 

ospp.vbs スクリプト ........................................................................................................................................................ 32 

ospp.vbs のグローバル オプション ...................................................................................................................... 32 

ospp.vbs の KMS クライアント オプション .................................................................................................... 33 

ospp.vbs を使用するシナリオ ................................................................................................................................. 34 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) ................................................................................................. 35 

Office 2013 のインストールをカスタマイズする ..................................................................................................... 37 

Office 2013 をカスタマイズする方法に関する記事 ........................................................................................ 37 

Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする ....................................................... 39 

OCT を使用してインストールをカスタマイズする ........................................................................................... 39 

ネットワーク インストール ポイントを作成する ............................................................................................. 40 

セットアップをカスタマイズする ............................................................................................................................. 40 

Office をサイレント インストールする .................................................................................................................. 43 

Office 2013 のサイレント インストールを構成する .............................................................................................. 45 

Config.xml ファイルを変更してサイレント インストールを構成する ...................................................... 46 

OCT を使用してサイレント インストールと自動ライセンス認証を構成する ...................................... 48 

Office 2013 のカスタム構成を作成する ....................................................................................................................... 50 

Office カスタマイズ ツールのバージョン ............................................................................................................. 50 

カスタム構成を作成する .................................................................................................................................................51 

展開方法を選択する ......................................................................................................................................................... 59 

Config.xml の例 .................................................................................................................................................................. 60 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) ................................................................................................. 62 

Office カスタマイズ ツールの概要 ........................................................................................................................... 62 

Updates フォルダー ..................................................................................................................................................... 63 



 

v 

 

既存のインストールを変更する ............................................................................................................................. 64 

OCT オプションを選択する ..................................................................................................................................... 65 

Office カスタマイズ ツールのオプション ......................................................................................................... 65 

Office カスタマイズ ツールのアーキテクチャ固有のバージョン ............................................................... 66 

Office カスタマイズ ツールの .msp カスタマイズ ファイルのインポート .......................................... 67 

セットアップ、機能、追加内容、および Outlook の設定の構成 ............................................................... 68 

セットアップ .................................................................................................................................................................. 69 

インストール場所と組織名 ....................................................................................................................................... 69 

追加のネットワーク ソース .................................................................................................................................... 70 

[ネットワーク サーバー エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス ............................................... 70 

使用許諾契約とユーザー インターフェイス .................................................................................................... 70 

Config.xml の設定および対応する OCT オプション..................................................................................... 73 

以前のインストール環境の削除 ............................................................................................................................. 73 

インストール環境の追加とプログラムの実行 .................................................................................................. 73 

[プログラム エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス ........................................................................ 75 

Windows フォルダー ................................................................................................................................................... 75 

Office セキュリティ設定 ........................................................................................................................................... 75 

セキュリティ設定 ......................................................................................................................................................... 76 

セットアップのプロパティの変更 ......................................................................................................................... 79 

[プロパティ値の追加/変更] ダイアログ ボックス ......................................................................................... 79 

プロパティ値の追加/変更の設定 ............................................................................................................................ 79 

機能 ..................................................................................................................................................................................... 79 

ユーザー設定の変更..................................................................................................................................................... 79 

OCT ユーザーとコンピューターの設定状態 .................................................................................................... 80 

機能のインストール状況の設定 ..............................................................................................................................81 

機能のインストール状況 ............................................................................................................................................81 

機能のオプション ......................................................................................................................................................... 82 

追加内容 ............................................................................................................................................................................ 85 

ファイルの追加 .............................................................................................................................................................. 85 

[ファイルの保存先] ダイアログ ボックス ........................................................................................................ 85 

特殊フォルダー .............................................................................................................................................................. 85 

ファイルの削除 .............................................................................................................................................................. 86 

[ファイルのパス] ダイアログ ボックス ............................................................................................................. 86 

特殊フォルダー (ファイルのパス) ........................................................................................................................ 86 

レジストリ エントリの追加 .................................................................................................................................... 87 

[レジストリ エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス ........................................................................ 88 

[レジストリ エントリの追加/変更] ダイアログ ボックスのオプション ............................................. 88 

レジストリ エントリの削除 .................................................................................................................................... 88 

[レジストリ エントリの削除/変更] ダイアログ ボックス ........................................................................ 89 

[レジストリ エントリの削除/変更] ダイアログ ボックスのオプション ............................................. 89 

ショートカットの構成 ................................................................................................................................................ 89 

[ショートカット エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス ............................................................... 89 

[ショートカット エントリの追加/変更] ダイアログ ボックスのオプション ................................... 90 



 

vi 

 

仮想キーの名前と 16 進キー コード ...................................................................................................................91 

Outlook ............................................................................................................................................................................... 92 

Outlook プロファイル................................................................................................................................................. 92 

Outlook プロファイルのカスタマイズ オプション ....................................................................................... 93 

アカウントの追加 ......................................................................................................................................................... 93 

[アカウントの追加] および [アカウント設定] ダイアログ ボックス ................................................... 94 

アカウントの追加 ......................................................................................................................................................... 94 

Exchange の設定 ........................................................................................................................................................... 95 

Exchange のオプション .............................................................................................................................................. 95 

Exchange Server のその他の設定 ............................................................................................................................ 95 

Exchange ............................................................................................................................................................................ 95 

Outlook Anywhere のオプション ............................................................................................................................ 95 

キャッシュ モード ....................................................................................................................................................... 96 

キャッシュ モードのオプション ........................................................................................................................... 97 

設定のエクスポート..................................................................................................................................................... 98 

送受信グループの指定 ................................................................................................................................................ 98 

送受信グループのオプション .................................................................................................................................. 98 

[新しい Exchange グループ名] ダイアログ ボックス ................................................................................. 99 

[グループの変更] ダイアログ ボックス ............................................................................................................. 99 

選択したグループの設定を送信/削除する ......................................................................................................... 99 

この送受信グループのフォルダー オプション ............................................................................................... 99 

[Exchange グループ名の変更] ダイアログ ボックス ................................................................................. 100 

選択したグループの設定を送信/削除する ....................................................................................................... 100 

[アドレス帳の設定の変更] ダイアログ ボックス ......................................................................................... 101 

更新された OCT ファイルのダウンロード ...................................................................................................... 101 

Office 2013 の Config.xml ファイル ............................................................................................................................. 102 

Config.xml 要素のクイック リファレンス ........................................................................................................... 103 

Config.xml のクイック リファレンス ................................................................................................................ 103 

セットアップが Config.xml を使用する方法 ....................................................................................................... 104 

Config.xml ファイル形式 .............................................................................................................................................. 104 

Config.xml 要素のリファレンス ................................................................................................................................ 106 

書式設定の規則 ............................................................................................................................................................ 106 

Configuration 要素 ...................................................................................................................................................... 106 

属性 ................................................................................................................................................................................... 106 

Configuration 要素の属性 ........................................................................................................................................ 106 

例 ........................................................................................................................................................................................ 107 

AddLanguage 要素 ..................................................................................................................................................... 107 

属性 ................................................................................................................................................................................... 107 

AddLanguage の属性 ................................................................................................................................................. 107 

例 ........................................................................................................................................................................................ 109 

ARP 要素 ......................................................................................................................................................................... 109 

属性 ................................................................................................................................................................................... 109 

ARP の属性 .................................................................................................................................................................... 109 



 

vii 

 

Command 要素 ............................................................................................................................................................. 110 

属性 .................................................................................................................................................................................... 110 

Command の属性......................................................................................................................................................... 110 

例 ......................................................................................................................................................................................... 112 

COMPANYNAME 要素 ................................................................................................................................................ 112 

属性 .................................................................................................................................................................................... 113 

COMPANYNAME の属性 ........................................................................................................................................... 113 

例 ......................................................................................................................................................................................... 113 

Display 要素 .................................................................................................................................................................... 113 

属性 .................................................................................................................................................................................... 113 

Display の属性 ............................................................................................................................................................... 113 

例 ......................................................................................................................................................................................... 115 

DistributionPoint 要素.................................................................................................................................................. 115 

属性 .................................................................................................................................................................................... 115 

DistributionPoint の属性 ............................................................................................................................................. 115 

例 ......................................................................................................................................................................................... 116 

INSTALLLOCATION 要素 ............................................................................................................................................ 116 

属性 .................................................................................................................................................................................... 116 

INSTALLLOCATION の属性 ....................................................................................................................................... 116 

例 ......................................................................................................................................................................................... 116 

LIS 要素 ............................................................................................................................................................................ 117 

属性 .................................................................................................................................................................................... 117 

LIS の属性........................................................................................................................................................................ 117 

例 ......................................................................................................................................................................................... 118 

Logging 要素 .................................................................................................................................................................. 118 

属性 .................................................................................................................................................................................... 118 

Logging の属性 ............................................................................................................................................................. 118 

例 ......................................................................................................................................................................................... 119 

OptionState 要素 .......................................................................................................................................................... 119 

属性 ................................................................................................................................................................................... 120 

OptionState の属性 ..................................................................................................................................................... 120 

例 ........................................................................................................................................................................................ 120 

PIDKEY 要素 .................................................................................................................................................................... 121 

属性 ................................................................................................................................................................................... 122 

PIDKEY の属性 .............................................................................................................................................................. 122 

例 ........................................................................................................................................................................................ 122 

RemoveLanguage 要素 .............................................................................................................................................. 122 

属性 ................................................................................................................................................................................... 122 

RemoveLanguage の属性 ......................................................................................................................................... 122 

例 ........................................................................................................................................................................................ 123 

Setting 要素 ................................................................................................................................................................... 123 

属性 ................................................................................................................................................................................... 123 

Setting の属性 ............................................................................................................................................................... 123 



 

viii 

 

例 ........................................................................................................................................................................................ 125 

SetupUpdates 要素...................................................................................................................................................... 125 

属性 ................................................................................................................................................................................... 125 

SetupUpdates の属性 ................................................................................................................................................. 125 

例 ........................................................................................................................................................................................ 126 

USERINITIALS 要素 ...................................................................................................................................................... 126 

属性 ................................................................................................................................................................................... 126 

USERINITIALS の属性 .................................................................................................................................................. 126 

例 ........................................................................................................................................................................................ 127 

USERNAME 要素 .......................................................................................................................................................... 127 

属性 ................................................................................................................................................................................... 127 

USERNAME の属性 ..................................................................................................................................................... 127 

例 ........................................................................................................................................................................................ 127 

Config.xml のサンプル ファイル ......................................................................................................................... 128 

Office 2013 のコマンド ライン オプションを設定する ..................................................................................... 129 

admin .................................................................................................................................................................................... 129 
例 ........................................................................................................................................................................................ 129 

adminfile [パス] .................................................................................................................................................................. 130 

例 ........................................................................................................................................................................................ 130 

config [パス] ....................................................................................................................................................................... 130 

例 ........................................................................................................................................................................................ 130 

modify [製品 ID] ................................................................................................................................................................. 131 

例 ......................................................................................................................................................................................... 131 

repair [製品 ID] ................................................................................................................................................................... 131 

例 ......................................................................................................................................................................................... 131 

uninstall [製品 ID] ............................................................................................................................................................. 132 

例 ........................................................................................................................................................................................ 132 

Office 2013 のセットアップ プロパティ ................................................................................................................... 134 

プロパティのクイック リファレンス .................................................................................................................... 134 

Windows インストーラーのプロパティおよび Office 2013 での使用方法 ........................................ 134 

使用できるプロパティ .................................................................................................................................................. 136 

移行されたプロパティ .................................................................................................................................................. 136 

移行された Windows インストーラーのプロパティ................................................................................... 137 

ブロックされたプロパティ ......................................................................................................................................... 138 

Office のライセンス認証 .............................................................................................................................................. 138 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概要 ............................................................................................ 140 

セットアップ プロセス ................................................................................................................................................. 141 

セットアップの流れ.................................................................................................................................................... 141 

セットアップを実行する ......................................................................................................................................... 142 

前提条件を確認する................................................................................................................................................... 142 

XML データを読み取る ............................................................................................................................................ 143 

機能ツリーを構築する .............................................................................................................................................. 145 



 

ix 

 

ユーザーのコンピューターにローカル インストール ソースを作成する ........................................ 145 

Office をインストールする ..................................................................................................................................... 146 

カスタマイズ ファイルを適用する .................................................................................................................... 146 

ソフトウェア更新プログラムを適用する ......................................................................................................... 147 

インストール ポイントに複数の製品を含める ............................................................................................. 147 

セットアップを対話的に実行する ....................................................................................................................... 148 

言語に依存しない設計 .................................................................................................................................................. 148 

Office の言語バージョン ......................................................................................................................................... 149 

Office の言語パック ................................................................................................................................................... 150 

カスタマイズ モデルの合理化 .................................................................................................................................. 150 

Office カスタマイズ ツールの使用 ..................................................................................................................... 150 

新規インストールのカスタマイズ ........................................................................................................................ 151 

既存の Office インストールの変更 ..................................................................................................................... 152 

Config.xml ファイルを使用して Office をカスタマイズする .................................................................. 152 

セットアップのコマンド ライン オプションの使用 .................................................................................. 153 

グループ ポリシーの使用 ....................................................................................................................................... 153 

必要となるローカル インストール ソース .................................................................................................... 154 

ユーザーのコンピューターへのローカル インストール ソースの作成 ............................................. 154 

ローカル インストール ソース自体の展開 .................................................................................................... 155 

更新処理の統合 ............................................................................................................................................................ 156 

新規インストール中の Office 更新プログラムの適用................................................................................ 156 

既存の Office インストールの更新 ..................................................................................................................... 157 

Office 2013 のアクセシビリティ チェックをカスタマイズする ..................................................................... 158 

違反を強調表示する ....................................................................................................................................................... 158 

チェッカーがレポートする内容を制御する ......................................................................................................... 159 

Excel 2013 用のグループ ポリシー設定 ............................................................................................................ 159 

PowerPoint 2013 用のグループ ポリシー設定 ................................................................................................ 160 

Word 2013 用のグループ ポリシー設定 ........................................................................................................... 162 

Outlook 2013 ........................................................................................................................................................................... 166 

Outlook 2013 の展開に関する TechNet の記事 ............................................................................................. 166 

Outlook 2013 の計画の概要 ............................................................................................................................................. 167 

組織のニーズの特定 ....................................................................................................................................................... 167 

MSI とクイック実行の展開方法 ........................................................................................................................... 167 

Outlook のアップグレード インストールまたは初回インストール .................................................... 168 

データの移行 ................................................................................................................................................................ 168 

リモート ユーザーと移動ユーザー .................................................................................................................... 169 

複数言語の要件 ............................................................................................................................................................ 169 

クライアントとメッセージング サーバーのプラットフォーム ............................................................. 169 

Outlook をインストールする時期と方法の選択 ................................................................................................ 170 

Outlook の設定とプロファイルのカスタマイズ ............................................................................................. 171 

Outlook のサブスクリプションおよびその他の共有機能の構成 ............................................................ 171 

Outlook をリモート デスクトップ サービス (旧称ターミナル サービス) と共に使用する .... 171 



 

x 

 

Outlook 用のメール アプリケーション ............................................................................................................ 172 

Outlook の古いアイテムの整理 ............................................................................................................................ 172 

Outlook データ ファイル (.pst) ............................................................................................................................ 173 

Outlook のアイテム保持ポリシー ....................................................................................................................... 173 

Outlook のセキュリティとプライバシーの考慮事項 ....................................................................................... 173 

ユーザーのためにウイルスと迷惑メール メッセージを制限する ........................................................ 174 

Outlook の暗号機能の構成 ..................................................................................................................................... 174 

電子メール メッセージに対するアクセス許可の制限 ............................................................................... 175 

Outlook 2013 で使用できる電子メールのプロトコルとサーバー .......................................................... 175 

Outlook の以前のバージョンからのアップグレード ....................................................................................... 175 

Exchange キャッシュ モードを有効にして Office 2013 にアップグレードする ............................ 176 

Outlook のアップグレードを計画する際のその他の考慮事項 .................................................................... 177 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードまたはオンライン モードを選択する ......................... 179 

Exchange キャッシュ モードとオンライン モードの概要 .......................................................................... 179 

Exchange キャッシュ モードとオンライン モードの選択 .......................................................................... 180 

Exchange キャッシュ モードを使用する状況 ................................................................................................ 180 

オンライン モードを使用する状況 .................................................................................................................... 180 

Exchange キャッシュ モードの特別な考慮事項 ............................................................................................ 181 

Exchange キャッシュ モードによる Outlook のユーザー エクスペリエンスの向上 ...................... 182 

Exchange キャッシュ モードの有効性を損なう恐れがある Outlook の機能 ...................................... 183 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する ................................................................. 185 

Exchange キャッシュ モードにおける同期、ディスク容量、およびパフォーマンスの考慮事項

 ............................................................................................................................................................................................ 185 
Outlook 2013 における同期の変更 ....................................................................................................................... 185 

Outlook データ ファイル (.ost) の推奨事項 .................................................................................................. 186 

Outlook のパフォーマンスに関する問題の管理 ............................................................................................ 187 

Outlook フォルダー共有の管理 ............................................................................................................................ 187 

パブリック フォルダーのお気に入りの考慮事項 ......................................................................................... 188 

体感的に低速な接続に対する Outlook の動作の管理 .................................................................................... 188 

Exchange キャッシュ モードの展開をステージングするためのオプション ........................................ 189 

Exchange キャッシュ モードの現行ユーザーの Outlook 2013 へのアップグレード ........................ 191 

Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定 .................................................................................... 192 

Exchange キャッシュ モードの設定 .................................................................................................................. 193 

Exchange 接続の設定 ................................................................................................................................................ 195 

Outlook 2013 の機能のカスタマイズを計画する ................................................................................................... 197 

概要 ....................................................................................................................................................................................... 197 

アドイン .............................................................................................................................................................................. 198 

アドインの設定 ............................................................................................................................................................ 198 

添付ファイル通知 ........................................................................................................................................................... 199 

添付ファイル通知の設定 ......................................................................................................................................... 199 

連絡先カード ..................................................................................................................................................................... 199 

連絡先カード ............................................................................................................................................................... 200 



 

xi 

 

連絡先カードの設定.................................................................................................................................................. 200 

[連絡先] タブ ............................................................................................................................................................... 202 

[連絡先] タブの設定 ................................................................................................................................................. 202 

スレッドの並べ替えビュー ........................................................................................................................................ 205 

スレッドの並べ替えビューの設定 ...................................................................................................................... 205 

データ損失の防止とポリシーのヒント ................................................................................................................. 206 

Exchange ActiveSync ........................................................................................................................................................207 
Exchange ActiveSync の設定 ....................................................................................................................................207 

Exchange ファスト アクセスと同期スライダー ...............................................................................................207 

Exchange ファスト アクセスの設定 ................................................................................................................. 208 

グローバル アドレス一覧の同期 ............................................................................................................................ 209 

GAL 同期のレジストリ設定 .................................................................................................................................. 209 

MailTips ................................................................................................................................................................................. 210 

メール ヒントの設定 ................................................................................................................................................ 210 

Outlook 用のメール アプリケーション ................................................................................................................ 210 

Outlook Social Connector ................................................................................................................................................ 211 

MySiteHost レジストリ設定 ..................................................................................................................................... 211 

Outlook Social Connector の設定 .......................................................................................................................... 212 

サイト メールボックス ................................................................................................................................................ 214 

天気予報バー ..................................................................................................................................................................... 214 

天気予報バーの設定................................................................................................................................................... 215 

Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を選択する ...................................................................................... 217 

概要 ....................................................................................................................................................................................... 218 

Outlook でセキュリティの設定を適用する方法を指定する ......................................................................... 218 

Outlook セキュリティ ポリシーのオプション .............................................................................................. 218 

グループ ポリシーを使用してセキュリティの設定をカスタマイズする .......................................... 219 

特別な環境 ..................................................................................................................................................................... 219 

特別な環境のシナリオ ............................................................................................................................................. 220 

Outlook 2013 における管理者設定とユーザー設定の関係 ............................................................................. 221 

Outlook COM アドインの使用 ................................................................................................................................... 221 

Outlook 2013 で ActiveX とカスタム フォームのセキュリティをカスタマイズする ...................... 222 

1 回限りのフォームにおける ActiveX コントロールの動作をカスタマイズする ......................... 222 

[ActiveX の 1 回限りのフォームを許可する] 設定のオプション ......................................................... 223 

カスタム フォームのセキュリティ設定をカスタマイズする................................................................. 223 

スクリプト、カスタム コントロール、およびカスタム アクションの設定 .................................. 224 

Outlook 2013 でプログラムによる設定をカスタマイズする ....................................................................... 225 

プログラムによるセキュリティ設定 ................................................................................................................. 225 

簡易 MAPI の設定をカスタマイズする .................................................................................................................227 

簡易 MAPI の設定 ......................................................................................................................................................227 

その他の設定 .....................................................................................................................................................................227 

セキュリティに関するその他の記事 ................................................................................................................. 228 

Outlook 2013 に複数の Exchange アカウントを構成する ................................................................................ 229 

概要 ...................................................................................................................................................................................... 229 



 

xii 

 

始める前に ........................................................................................................................................................................ 230 

プロファイルに複数の Exchange アカウントを追加する ............................................................................ 230 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する .............................................................................. 232 

概要 ...................................................................................................................................................................................... 232 

始める前に ........................................................................................................................................................................ 233 

Exchange キャッシュ モードを構成する ............................................................................................................ 233 

Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構成する ................................................................................................... 238 

概要 ...................................................................................................................................................................................... 238 

始める前に ........................................................................................................................................................................ 239 

OCT を使用して Outlook Anywhere を構成する ............................................................................................. 239 

グループ ポリシーを使用して Outlook Anywhere の設定をロックする ............................................... 240 

検証 ....................................................................................................................................................................................... 241 

Outlook 2013 で迷惑メールの設定を構成する ....................................................................................................... 242 

概要 ...................................................................................................................................................................................... 242 

始める前に ........................................................................................................................................................................ 243 

迷惑メール フィルター リストを作成して展開する ..................................................................................... 243 

迷惑メール フィルター構成する ............................................................................................................................ 245 

画像の自動ダウンロードを構成する ..................................................................................................................... 246 

Office 2013 をロールアウトする .................................................................................................................................. 248 

Office 2013 のロールアウトに関する記事 ....................................................................................................... 248 

ローカル インストール ソースから Office 2013 をインストールする ...................................................... 249 

ネットワーク インストール ポイントを作成する .......................................................................................... 250 

ローカル インストール ソースを展開する ........................................................................................................ 250 

MSOCache フォルダー ............................................................................................................................................. 251 

セットアップをローカル インストール ソースから実行する ................................................................... 252 

ネットワーク インストール ポイントから Office 2013 を展開する ........................................................... 254 

ネットワーク インストール ポイントを使用して Office を展開する計画の考慮事項 .................. 255 

ネットワーク インストール ポイントを使用して Office の Windows インストーラーベース 

(MSI) バージョンを展開する ................................................................................................................................. 256 

ネットワーク インストール ポイントを使用して Office のクイック実行バージョンを展開する

 ............................................................................................................................................................................................257 

グループ ポリシーのコンピューター スタートアップ スクリプトを使用して Office 2013 を展開す

る ........................................................................................................................................................................................... 258 

Office 製品と言語ファイルをネットワーク共有にコピーする ................................................................... 259 

ネットワーク共有から Office のサイレント (無人) インストールを実行するスクリプトを作成す

る ....................................................................................................................................................................................... 259 

グループ ポリシーを使用して、インストール スクリプトをコンピューター スタートアップ ス

クリプトとして構成する ........................................................................................................................................ 260 

グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を作成する .............................................................................. 260 

GPO の Startup フォルダーにスクリプトをコピーする ........................................................................... 261 



 

xiii 

 

スクリプトをコンピューター スタートアップ スクリプトとして使用するように GPO を構成

する ............................................................................................................................................................................... 261 

Office 2013 の言語 .............................................................................................................................................................. 262 

他の言語の Office 2013 を展開する方法に関する記事 .............................................................................. 262 

Office 2013 の多言語の展開を計画する .................................................................................................................... 263 

セットアップを計画する ............................................................................................................................................. 263 

シェル UI 言語のセットアップ ロジックの理解 ........................................................................................ 265 

カスタマイズを計画する ............................................................................................................................................. 265 

言語設定をカスタマイズする方法 ...................................................................................................................... 266 

ユーザーが最初に開いたときに新しい言語設定で表示されるようにする ........................................267 

ユーザー ロケールに関連する言語固有の設定をカスタマイズする ....................................................267 

校正ツールを計画する ................................................................................................................................................. 268 

校正ツールの展開方法の決定 ............................................................................................................................... 268 

Office 2013 校正ツール キットのセットアップのカスタマイズ ........................................................... 269 

OptionState の属性 .................................................................................................................................................... 269 

OptionState の属性と値........................................................................................................................................... 269 

例: Office 2013 校正ツール キットの Config.xml ファイル ......................................................................270 

Office 2013 校正ツール キットのローカル インストール ソースのプリキャッシュ ................... 271 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする .......................................................................273 

概要 .......................................................................................................................................................................................273 

始める前に ........................................................................................................................................................................ 274 

Office の既定の言語バージョンを展開する ........................................................................................................ 274 

インストールする言語を指定する ...........................................................................................................................275 

ユーザー グループごとに異なる言語を展開する .............................................................................................276 

インストールされている言語を識別する ............................................................................................................. 277 

言語の設定をカスタマイズする ................................................................................................................................278 

グループ ポリシーを使用して言語の設定を適用する ...............................................................................278 

セットアップ カスタマイズ ファイルを使用して既定の言語の設定を指定する ..........................278 

言語設定ツールを使用して言語の設定を変更する ......................................................................................279 

Office 2013 校正ツール キットをカスタマイズしてインストールする .................................................. 280 

Office 2013 校正ツール キットをカスタマイズする .................................................................................. 280 

Office 2013 校正ツール キットを単一のコンピューターにインストールする ................................ 281 

Office 2013 の展開後に言語パックを追加または削除する ............................................................................... 282 

概要 ...................................................................................................................................................................................... 282 

始める前に ........................................................................................................................................................................ 283 

既存のインストールを変更する ............................................................................................................................... 284 

言語パックを展開する ................................................................................................................................................. 285 

言語パックを削除する ................................................................................................................................................. 286 

インストールされている言語を識別する .............................................................................................................287 

Office 2013 の複数の言語バージョンの混在 ........................................................................................................... 289 



 

xiv 

 

使用できるアプリケーションと言語 ..................................................................................................................... 289 

Project、Visio、および SharePoint Designer の 2013 バージョンで使用できる言語 ................... 290 

言語インターフェイス パック .................................................................................................................................. 291 

言語インターフェイス パックで使用できる基本言語 ............................................................................... 291 

Office 2013 の副校正言語 ................................................................................................................................................ 294 

副校正言語の特定 .......................................................................................................................................................... 294 

Office 2013 の副校正言語 ........................................................................................................................................ 295 

ダウンロード可能な校正ツール パッケージ ..................................................................................................... 296 

Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値 ...................................................................................................... 299 

言語識別子 ........................................................................................................................................................................ 299 

Office 2013 で使用できる言語タグ (言語 ID) と LCID .............................................................................. 300 

校正ツールの Config.xml の OptionState Id 値 .................................................................................................. 301 

Office 2013 の各校正ツール言語の OptionState ID ....................................................................................... 301 

Office 2013 のセキュリティ ............................................................................................................................................ 304 

Office 2013 のセキュリティに関する TechNet の記事 .............................................................................. 304 

Office 2013 のセキュリティの概要 .............................................................................................................................. 305 

Office 2013 プレビュー版の認証と ID ................................................................................................................... 305 

Office 2013 プレビュー版 - 最初からセキュリティを最重視した設計 .................................................... 311 

Office 2013 における認証 ................................................................................................................................................. 313 

Office の認証プロトコル .............................................................................................................................................. 313 

Office の認証プロトコル ......................................................................................................................................... 314 

Office 2013 のログオンの種類 ............................................................................................................................... 315 

レジストリ設定を使用して、ログオン時にユーザーに提供する ID の種類を決定する ................. 316 

Office 2013 SignInOptions の値 ............................................................................................................................... 317 

レジストリ設定を使用して、ユーザーから Office 2013 リソースへのインターネット接続を禁止す

る ........................................................................................................................................................................................ 317 

Office 2013 UseOnlineContent の値 ...................................................................................................................... 317 

削除されたログオン ID に関連付けられている Office プロファイルと資格情報を削除する ...... 318 

Office 2013 の Information Rights Management を計画する .............................................................................. 319 

IRM の概要 ......................................................................................................................................................................... 319 

Office 2013 における IRM の動作 ........................................................................................................................... 320 

IRM を RMS サーバーと共に使用する ............................................................................................................ 320 

IRM をローカル RMS サーバーなしで使用する ........................................................................................... 321 

Office 2013 に IRM をセットアップする ............................................................................................................. 322 

RMS サーバー アクセスをセットアップする ............................................................................................... 322 

Rights Management クライアント ソフトウェアのインストール ........................................................ 322 

Office 2013 用のアクセス許可ポリシーの定義と展開 ................................................................................ 322 

アクセス許可権限 ...................................................................................................................................................... 323 

IRM のアクセス許可権限 ........................................................................................................................................ 323 

定義済みのアクセス許可グループ ...................................................................................................................... 324 



 

xv 

 

定義済みの読み取り/変更アクセス許可グループ ........................................................................................ 324 

定義済みの “転送不可” グループ ...................................................................................................................... 324 

高度なアクセス許可.................................................................................................................................................. 324 

権利ポリシー テンプレートの展開 ................................................................................................................... 325 

Office 2013 の IRM 設定の構成 ................................................................................................................................ 325 

Office 2013 IRM の設定 ............................................................................................................................................. 325 

グループ ポリシーまたは OCT のための IRM の設定 ............................................................................ 325 

Office 2013 IRM のレジストリ キー オプション .......................................................................................... 326 

IRM のレジストリ キー オプション ................................................................................................................. 326 

ライセンス サーバーのための IRM のレジストリ設定 .............................................................................327 

セキュリティのための IRM のレジストリ設定 .............................................................................................327 

Outlook 2013 の IRM 設定の構成 ............................................................................................................................ 328 

Outlook 2013 IRM の設定 ......................................................................................................................................... 328 

Outlook IRM のオプション ..................................................................................................................................... 328 

Outlook 2013 IRM のレジストリ キー オプション ...................................................................................... 329 

Outlook IRM のレジストリ キー オプション ................................................................................................ 329 

Office 2013 のグループ ポリシー ................................................................................................................................ 330 

Office 2013 でグループ ポリシーを使用する方法に関する記事 ........................................................... 330 

Office 2013 のグループ ポリシーの計画 ................................................................................................................... 331 

グループ ポリシーの計画 ........................................................................................................................................... 331 

ビジネス目標とセキュリティ要件の定義 ............................................................................................................. 331 

現在の環境の評価 .......................................................................................................................................................... 332 

ビジネスとセキュリティの要件に基づく管理された構成の設計 .............................................................. 333 

適用範囲の決定 ............................................................................................................................................................... 334 

グループ ポリシーの展開のテストとステージング ....................................................................................... 334 

主要な関係者の参加 ...................................................................................................................................................... 335 

 



 

xvi 

 

ヘルプに関する情報 

このドキュメントに対しては、正確を期するためのあらゆる努力を行っています。このドキュメン

トの内容は、Office System TechNet ライブラリからオンラインで入手することもできます。問題に

当たった場合は、以下のサイトで最新バージョンを確認してください。 

http://technet.microsoft.com/office 

マイクロソフトのオンライン コンテンツを確認しても解答が得られない場合は、Microsoft Office シ

ステムおよびサーバー コンテンツ チームに電子メール メッセージをお送りください。 

itspdocs@microsoft.com 

Microsoft Office 製品に関する質問で、このドキュメントの内容に関する質問ではない場合は、マイ

クロソフト ヘルプとサポート センターまたはマイクロソフト サポート技術情報を検索してくだ

さい。 

http://support.microsoft.com 

 



 

1 

 

 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画および展開する方法に関する記事を探します。 

対象者: IT プロフェッショナル 

マイクロソフトの方針により、ボリューム ライセンス エディションを含む Office 2013 クライアン

ト ソフトウェアのすべてのエディションにはライセンス認証が必要です。Office 2013 のボリューム 

ライセンス認証は、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8、および Windows Server 2012 で

使用されている Software Protection Platform (SPP) に基づく Office ライセンス認証テクノロジを介

して実行されます。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。 

 次の表に、Office 2013 のボリューム ライセンス認証に関する記事をリストして説明しま

す。 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証に関する記事 

記事 説明 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計

画する 

Office 2013 のボリューム ライセンス (VL) エディ

ションをライセンス認証する方法の計画について

説明します。 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認

証の方法 

Office 2013 のボリューム ライセンス エディショ

ンをライセンス認証する方法について学習します。 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展

開する 

ボリューム ライセンス認証のために Office 2013 

クライアントと Office KMS ホストを準備および

構成する方法について説明します。 

ツールを使用して Office 2013 のクライアント 

コンピューターを構成する 

Office ソフトウェア保護プラットフォーム スクリ

プト (ospp.vbs) について詳しく説明し、Office 2013 

の Windows インストーラーベース (MSI ベース) 

バージョン用のボリューム ライセンス認証管理ツ

ール (VAMT) について説明します。 

 
 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034


 

2 

 

 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画

する 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Office 2013 のボリューム ライセンス (VL) エディションをライセンス認証する方法の計画に

ついて説明します。 

対象者: IT プロフェッショナル 

以下に、Office 2013 のボリューム ライセンス認証のために Office ライセンス認証テクノロジの展

開を計画する手順を示します。この記事を読む前に、「Office 2010 のボリューム ライセンス認証の

概要」を読むことをお勧めします。「Windows ボリューム ライセンス認証計画ガイド (英語)」を

読むことも強くお勧めします。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。 

この記事の内容: 

 展開を計画する 

 ライセンス認証の方法を確認する 

 ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 

 KMS ライセンス認証を計画する 

 Active Directory によるライセンス認証を計画する 

 MAK ライセンス認証を計画する 

展開を計画する 

Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8、または Windows Server 2012 の Windows 展開を

計画している場合は、Windows に対しても Office 2013 と同様の事項を考慮する必要があります。

Windows に使用するライセンス認証の方法を決定するには、「Windows ボリューム ライセンス認

証計画ガイド (英語)」を参照してください。通常は、Office 2013 でも同じ方法を使用します。 

ボリューム ライセンス認証の展開の手順は、次のとおりです。 

1. 製品のライセンス認証について学習します。 

2. 使用できるライセンス認証モデルを確認します。 

3. クライアントの接続性を評価します。 

4. 物理コンピューターまたは仮想マシンをライセンス認証の方法に関連付けます。 

5. プロダクト キーのニーズを判断します。 

http://technet.microsoft.com/library/0735c1f5-f874-41f1-b9a9-dbea158524b2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0735c1f5-f874-41f1-b9a9-dbea158524b2(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183040
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183040
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183040
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6. 監視とレポートのニーズを判断します。 

これらの手順に関するほとんどの情報は、「Windows ボリューム ライセンス認証計画ガイド (英

語)」で説明されています。この記事では、テクノロジの概要について説明します。 

Office ライセンス認証テクノロジの展開を計画する場合は、以下の点について考慮してください。 

 Office 2013 の KMS ライセンス認証のしきい値はコンピューター 5 台です。つまり、5 台以上

の Office 2013 クライアント コンピューターがライセンス認証を要求した後に、クライアント 

コンピューターがライセンス認証されます。 

 Office 2013 KMS クライアントに対してプロダクト キーを入力する必要はありません。KMS ホ

スト コンピューターに KMS ホスト キーを入力するだけです。 

 MAK を使用する場合は、Office カスタマイズ ツール (OCT) または Config.xml ファイルを使用

してプロダクト キーを入力します。Office 2013 をインストールした後は、ボリューム ライセ

ンス認証管理ツール (VAMT) または Office ソフトウェア保護プラットフォーム スクリプト 

(ospp.vbs) を使用して、プロダクト キーを変更できます。ospp.vbs の詳細については、「ツー

ルを使用して Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する」を参照してください。 

 メモ: 

VAMT の最新バージョンは 3.0 です。VAMT 3.0 については、「ボリューム ライセンス認

証管理ツール (VAMT) 3.0」を参照してください。 

ライセンス認証の方法を確認する 

Office ライセンス認証テクノロジには、Office 2013 用に 3 つのライセンス認証方法 (KMS、MAK、

および Active Directory によるライセンス認証) が用意されています。 

 キー管理サービス (KMS): KMS ホストとして動作するコンピューターが存在するサーバー クラ

イアント モデルです。KMS ホスト キーをインストールしてライセンス認証する必要がありま

す。これにより、現在の環境にローカル ライセンス認証サービスが確立されます。Office 2013 ク

ライアント コンピューターは、ローカルの Office 2013 KMS ホストに接続してライセンス認証

を行います。 

 マルチ ライセンス認証キー (MAK): MAK キーを使用する場合、Office 2013 クライアント コン

ピューターは、マイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーを使用してオンラインで

ライセンス認証を行うか、電話を使用してライセンス認証を行います。 

 Active Directory によるライセンス認証 : Windows 8 および  Windows Server 2012 上の 

Office 2013 でのみ使用できます。Active Directory によるライセンス認証は、ドメイン全体のす

べての Office 2013 ボリューム ライセンス クライアントをライセンス認証できます。Active 

Directory によるライセンス認証は、Windows 8 ボリューム ライセンス エディションのコンピ

ューターか、Windows Server 2012 コンピューターから Active Directory ドメイン サービス (AD 

DS) を介してセットアップします。 

ライセンス認証方法は、インストールされるキーの種類によって決まります。Office 2013 のすべて

のボリューム ライセンス エディションには、KMS クライアント キーがプレインストールされて

います。KMS クライアントを展開している場合、プロダクト キーを入力する必要はありません。

MAK ライセンス認証を使用する場合は、正しい MAK キーを入力する必要があります。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183040
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183040
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KMS と MAK を組み合わせて使用することもできます。たとえば、デスクトップで使用する Office 

2013 には KMS クライアント キーをインストールし、ポータブル コンピューターで使用する 

Office 2013 には MAK キーをインストールできます。 

どのモデルを選択するかは、サイズ、ネットワーク インフラストラクチャ、接続性、およびセキュ

リティの要件次第です。これらのライセンス認証モデルは、単独で使用することも組み合わせて使

用することもできます。通常は、各コンピューターの Windows のライセンス認証方法と同じ方法

を Office に対しても使用します。どのライセンス認証方法を使用するかを決定する詳細については、

「Windows ボリューム ライセンス認証計画ガイド (英語)」を参照してください。 

キー管理サービス (KMS) 

KMS は、KMS ホストとして動作するコンピューターが存在するサーバー クライアント モデルで

す。KMS ライセンス認証には、TCP/IP 接続が必要です。既定では、KMS ホストは DNS を使用し

て KMS サービスを公開します。クライアント コンピューターは、TCP 通信ポート (1688) から匿

名のリモート プロシージャ コール (RPC) を使用して KMS ホストに接続し、ライセンス認証を行

います。このポートは、KMS ホストでファイアウォールを有効にする場合の既定のポート番号です。

既定の設定を使用する場合、管理操作はほとんど必要ありませんが、ネットワーク構成とセキュリ

ティの要件に基づいて KMS ホストとクライアントを手動で構成することもできます。 

ライセンスを取得するには、KMS クライアントをライセンス認証する必要があります。次の表に、

Office 2013 KMS クライアントのライセンス認証に関するライセンス状態を示します。 

Office 2013 KMS クライアントのライセンス状態 

  

ライセンス状態 説明 

ライセンス有効 既定では、KMS クライアントは 7 日ごとに KMS ホ

ストを使用してライセンス認証を試みます。(この日

数は構成可能です。) これは、クライアントを最大限

ライセンスされた状態にしておくための設計です。 

KMS クライアントが正常にライセンス認証される

と、180 日間はライセンスされた状態になります。こ

の状態では、クライアントをライセンス認証するよう

に求める通知ダイアログ ボックスは表示されませ

ん。ライセンス認証の試行プロセスは 180 日後に再

開します。ライセンス認証が引き続き成功すれば、ラ

イセンス認証プロセス全体が、エンド ユーザーに特

に意識されることなく行われます。 

猶予期間 この 180 日間にライセンス認証が実行されない場

合、Office 2013 は 30 日間許容範囲外の状態になりま

す。ユーザーには、ライセンス認証を求める通知が表

示されます。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183040
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ライセンス状態 説明 

ライセンス未認証通知 許容範囲外の状態中にライセンス認証が実行されな

い場合、Office 2013 はライセンスなしの通知状態に入

ります。ユーザーにはライセンス認証を求める通知が

表示され、タイトル バーは赤色になります。 

 

KMS ホストが KMS クライアントからライセンス認証要求を受け取るには、事前に KMS ホスト キ

ーを使用して KMS ホストをインストールし、ホストをライセンス認証する必要があります。KMS 

ホストをセットアップする方法の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展

開する」の「Office KMS ホストを準備および構成する」を参照してください。 

 重要: 

Office 2013 の KMS ホスト キーは、オペレーティング システムに依存しません。KMS ホ

スト キーは、Office 2013 の KMS ホストとしてサポートされる次のどのオペレーティング 

システムでも使用できます。32 ビット版か 64 ビット版かは問いません。 

 Windows 7 のボリューム ライセンス エディション 

 Windows 8 のボリューム ライセンス エディション 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2008 R2 

KMS サービスの公開 

KMS サービスは、DNS のサービス (SRV) リソース レコード (RR) を使用して、KMS ホストの場所

を保存および伝達します。KMS ホストは、動的更新を使用できる場合は動的更新を使用して KMS 

の SRV RR を発行します。動的更新を使用できない場合、または KMS ホストに RR を発行するア

クセス許可がない場合は、DNS レコードを手動で発行するか、特定の KMS ホストに接続するよう

にクライアント コンピューターを構成する必要があります。そのため、複数の KMS ホストが SRV 

レコードを発行できるように、DNS でアクセス許可を変更する必要があります。 

 メモ: 

ネットワークの複雑さやトポロジによっては、DNS の変更内容がすべての DNS ホストに

伝達されるまで時間がかかる場合があります。 

KMS のクライアント探索 

KMS クライアントは、KMS の情報を DNS に初めて照会するときに、DNS から返された SRV RR の

リストから KMS ホストをランダムに選択します。SRV RR を保持する DNS サーバーのアドレスは、

サフィックス付きのエントリとして KMS クライアント上にリストできます。これで、1 つの DNS 

サーバーで KMS の SRV RR を公開した上、他のプライマリ DNS サーバーを持つ KMS クライアン

トからも、その DNS サーバーにアクセスできます。 

Windows 7 または Windows Server 2008 R2 のボリューム ライセンス エディション上の KMS ホ

ストには、DnsDomainPublishList レジストリ値に priority および weight パラメーターを追加できま

す。これらのパラメーターを使用して、KMS ホストの優先度グループを作成し、各グループ内で重
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みを付けることができます。これで、KMS ホストを使用する順序を指定し、複数の KMS ホスト間

でトラフィックのバランスを取ります。優先度と重みのパラメーターを使用する場合は、クライア

ントで KMS キャッシュを無効にすることをお勧めします。これで、クライアントは、前回正常に

実行されたライセンス認証の結果としてキャッシュされた KMS ホストに接続するのではなく、ラ

イセンス認証を実行するたびに優先度と重みのパラメーターを考慮して DNS を照会できます。 

クライアントが選択した KMS ホストが応答しない場合、KMS クライアントは SRV RR のリストか

らその KMS ホストを削除し、リストから別の KMS ホストをランダムに選択します。優先度と重

みのパラメーターが設定されている場合、KMS クライアントはそれらを使用して別の KMS ホスト

を検索します。設定されていない場合、KMS ホストはランダムに選択されます。キャッシュが有効

になっている場合、KMS クライアントは、KMS ホストが応答するとその KMS ホストの名前をキャ

ッシュし、その後のライセンス認証や更新にその情報を使用します。キャッシュされた KMS ホス

トがその後の更新で応答しなかった場合、KMS クライアントは、DNS で KMS SRV RR を照会して

新しい KMS ホストを探します。 

KMS ライセンス認証のしきい値 

Office 2013 KMS ライセンス認証の最小要件として、ネットワーク環境に 1 つの KMS ホストと 5 

つ以上の KMS クライアントが必要です。また、Office 2013 ボリューム エディションを実行してい

る 5 台以上のコンピューターが 30 日以内に KMS ホストに接続して、ライセンス認証要求を正常

に実行する必要があります。5 つのクライアントが KMS ホストに接続すると、その後 KMS ホス

トに接続するクライアントは、ライセンス認証を許可する応答を受け取ります。ライセンス認証の

再実行のスケジュールに基づき、最初の 5 つのクライアントが KMS ホストにライセンス認証を再

度要求すると、これらのクライアントもライセンス認証されます。 

KMS を初期化した後の KMS ライセンス認証インフラストラクチャは自立的に維持されます。KMS 

サービスは、他のサービスと共同ホストできます。1 つの KMS ホストが数十万の KMS クライアン

トをサポートできるのです。ほとんどの組織では、組織のインフラストラクチャ全体に 2 つの KMS 

ホストを展開するだけで十分です (1 つのメイン KMS ホストと冗長性のための 1 つのバックアッ

プ ホスト)。 

KMS ライセンス認証の更新 

KMS ライセンス認証は 180 日間有効です。これを "ライセンス認証有効期間" と言います。ライセ

ンス認証を維持するために、KMS クライアントは 180 日間に少なくとも 1 回 KMS ホストに接続

して、ライセンス認証を更新する必要があります。既定では、KMS クライアント コンピューター

は 7 日ごとにライセンス認証を更新します。クライアントのライセンス認証が更新されると、そこ

からライセンス認証有効期間が再度始まります。 

Windows および Office 2013 クライアント製品を実行するコンピュー

ターで KMS を使用する 

KMS を使用して、Windows と Office 2013 の両方を実行するコンピューターをライセンス認証する

場合は、Office 2013 に対して以下のオプションがあります。 
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 Windows Server 2003 (Standard、Enterprise、Datacenter の各エディション [32 ビットと 64 ビ

ット] のみ)、Windows 7 または Windows Server 2008 R2 のボリューム ライセンス エディショ

ンを実行するコンピューター上の同じ KMS ホストを使用します。このオプションをお勧めしま

す。 

 Windows および Office 2013 を実行するコンピューターで別々の KMS ホストを使用します。 

 重要: 

Windows 製品をライセンス認証するためにセットアップされた KMS ホストが既に存在す

る場合でも、Office 2013 KMS ホスト ライセンス ファイルをインストールし、Office 2013 

KMS ホスト キーを入力して、キーのライセンス認証を実行する必要があります。それには、

Microsoft Office 2013 KMS ホ ス ト  ラ イ セ ン ス  パ ッ ク の  Web サ イ ト か ら 

KeyManagementServiceHost.exe をダウンロードして実行します。 

以下のオペレーティング システムが Office 2013 KMS ホストとしてサポートされます。 

 Windows 7 のボリューム ライセンス エディション 

 Windows 8 のボリューム ライセンス エディション 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2008 R2 

Windows KMS ホストとして実行されているコンピューターが既にあり、これを使用して Office 2013 

KMS ホストを共同ホストする場合は、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」の

「Office KMS ホストを準備および構成する」の手順に従ってください。 

マルチ ライセンス認証キー (MAK) 

MAK キーは、マイクロソフトがホストするライセンス認証サービスと共に 1 回限りのライセンス

認証に使用されます。各 MAK キーには、許可されるライセンス認証の回数が事前に設定されてい

ます。この回数はボリューム ライセンス契約に基づいているため、組織のライセンス カウント自

体とは異なる場合があります。マイクロソフトがホストするライセンス認証サービスで MAK キー

を使用してライセンス認証を行うと、そのたびにライセンス認証ができる制限された回数になるま

でカウントされます。Office 2013 がライセンス認証されると、ハードウェアが大きく変更されない

限り、ライセンス認証の再実行は必要ありません。 

MAK キーを使用してコンピューターをライセンス認証するには、以下の 2 つの方法があります。 

 MAK 個別ライセンス認証: MAK 個別ライセンス認証では、各コンピューターがインターネット

または電話を使用して個別にマイクロソフトに接続し、ライセンス認証を受ける必要がありま

す。MAK 個別ライセンス認証は、企業ネットワーク接続がない組織のコンピューターのライセ

ンス認証に最適です。 

 VAMT による MAK プロキシ ライセンス認証: マイクロソフトとの単一の接続環境を持つ複数

のコンピューターを代表して、一元化されたライセンス認証要求を行うことができます。MAK 

プロキシ ライセンス認証は、VAMT を使用して構成されます。MAK プロキシ ライセンス認証

は、セキュリティ上の問題によってインターネットまたは企業ネットワークへの直接アクセス

が制限された環境に適しています。このような接続がない開発ラボやテスト ラボにも適してい

ます。 
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 メモ: 

VAMT の最新バージョンは 3.0 です。VAMT 3.0 については、「ボリューム ライセン

ス認証管理ツール (VAMT) 3.0」を参照してください。 

MAK のアーキテクチャ 

MAK ライセンス認証では、MAK キーをクライアント コンピューターにインストールし、インター

ネット経由でマイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーにアクセスしてライセンス認証

するよう、コンピューターに指示する必要があります。MAK プロキシ ライセンス認証では、以前

に説明した方法によってクライアント コンピューターに MAK キーをインストールする必要があ

ります。VAMT は、ターゲット コンピューターからインストール ID (IID) を取得し、クライアント

に代わってマイクロソフトに IID を送信して確認 ID (CID) を取得します。次に、このツールは CID 

をインストールしてクライアントをライセンス認証します。CID は保存しておいて、後で 90 日後

にイメージを再作成したテスト コンピューターをライセンス認証する場合などに、使用することも

できます。 

Active Directory によるライセンス認証 

Windows 8 プラットフォームでは、Active Directory によるライセンス認証という第 3 のボリュー

ム ライセンス認証方法が Office 2013 から利用できるようになりました。 

KMS を使用すると、Active Directory によるライセンス認証によってドメイン内のすべての Office 

2013 VL クライアントをライセンス認証できます。Active Directory によるライセンス認証を使用す

るには、Windows 8 VL エディションのコンピューターまたは Windows Server 2012 コンピューター

からドメイン内のすべての Office 2013 VL クライアントのライセンス認証をサポートするように 

Active Directory ドメイン サービス (AD DS) をセットアップします。Office 2013 VL クライアントは、

Windows 8 または Windows Server 2012 の任意のクライアント コンピューターで動作します。 

Active Directory によるライセンス認証は、KMS ライセンス認証と同じ GVLK/KMS ホスト キー ペ

アを使用します。Active Directory によるライセンス認証を使用する場合、ソフトウェア保護プラッ

トフォーム サービス (SPPSvc) は、AD DS のライセンス認証オブジェクト (AO) または検出可能な 

KMS ホスト (Active Directory によるライセンス認証が失敗した場合) に基づいて GVLK の定期的

なライセンス認証を試みます。Active Directory によるライセンス認証に成功すると、Office 2013 ク

ライアントに 180 日間のライセンスが付与されます。 

Active Directory によるライセンス認証の詳細については、「Active Directory によるライセンス認証

の概要」を参照してください。 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) の最新バージョンは 3.0 です。VAMT 3.0 は、

Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows 

Server 2012、Office 2010、および Office 2013 のボリューム ライセンス認証を管理するように設計さ

れています。さらに、VAMT 3.0 は、Active Directory によるライセンス認証をサポートします。 

以下に、VAMT 3.0 の新しい機能と更新された機能を示します。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
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 ユーザー インターフェイス: ユーザー インターフェイスが更新され、ボリューム ライセンス

認証とライセンス管理が簡単な単一コンソールのプロセスになりました。 

 データ ストレージ: SQL Server データベースのデータ ストレージは、拡張性と速度が向上して

います。 

 ライセンス レポート: 5 つの新しいボリューム ライセンス レポートに、データベースのすべ

てのコンピューターのライセンスの状態が即座に表示されます。 

 リスク製品レポート 

 重複コンピューター管理 ID (CMID) レポート 

 MAK 使用状況レポート 

 ライセンス未認証製品レポート 

 機関別ボリューム ライセンス認証レポート 

 PowerShell コマンドレット (cmdlet): vamt.exe コマンド ライン インターフェイスは、VAMT 用

の PowerShell モジュールに移行されました。 

 プロキシ認証のサポート: ユーザー名とパスワードがないとインターネットにアクセスできな

いネットワーク内から、VAMT を使用してログオンし、プロキシ ライセンス認証を実行できま

す。 

 Active Directory によるライセンス認証: VAMT は、Active Directory によるライセンス認証オブジ

ェクトをオンライン認証またはプロキシ認証できます。Active Directory によるライセンス認証

を展開すると、ドメインに新しく追加されるすべての適格なコンピューターが自動的にライセ

ンス認証されます。 

これまでにリリースされたバージョンの VAMT にあった以下の機能は、VAMT 3.0 では非推奨また

は削除されています。 

 Computer Information File (CIL) へのデータ保存: データは、Computer Information File (CIL) の代

わりに SQL Server データベースに保存されます。現在 CIL ファイルに保存されているデータは、

VAMT にインポートできます。VAMT からエクスポートされるデータは、CILX ファイルに保存

されます。 

 vamt.exe コマンド ライン インターフェイス: vamt.exe コマンド ライン インターフェイスは

使用できなくなりました。これは、Windows PowerShell モジュールに移行されました。 

VAMT 3.0 の詳細については、「ボリューム ライセンス認証管理ツールのテクニカル リファレンス」

を参照してください。 

KMS ライセンス認証を計画する 

KMS サービスに専用サーバーは必要ありません。KMS サービスは、Windows 用の KMS をホスト

するサーバーで共同ホストできます。具体的には、Windows 7 VL エディション、Windows Server 2008 

R2、Windows 8 VL エディション、または  Windows Server 2012 を実行するコンピューターを 

Windows と Office 2013 の両方の KMS クライアント ライセンス認証の要求に応答する単一の 

KMS ホストとして動作するように構成できます。この構成は、適切な Office 2013 KMS ホスト ライ

センスと有効な KMS ホスト キーがインストールされていて、マイクロソフトがホストするライセ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
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ンス認証サーバーに対してキーがライセンス認証されている場合に機能します。Office 2013 KMS ホ

スト ライセンスをインストールするには、Microsoft Office 2013 KMS ホスト ライセンス パックを

実行します。 

 重要: 

Office 2013 ベータ リリース版を使用してセットアップした KMS ホストを Office 2013 の

最終リリース版を実行するクライアント コンピューターのライセンス認証に使用すること

はできません。これらのクライアント コンピューターをライセンス認証するには、Microsoft 

Office 2013 KMS ホスト ライセンス パックのリリース版を実行し、同じ KMS ホストに 

KMS ホスト キーを入力します。または、Office 2013 の最終リリース版のみをライセンス認

証するための新しい KMS サーバーをセットアップします。 

DNS サーバー構成を計画する 

既定の KMS 自動発行機能には、SRV RR と動的更新のサポートが必要です。SRV RR は IETF (Internet 

Engineering Task Force: インターネット エンジニアリング タスク フォース) の RFC (Request for 

Comments) 2782 に、動的更新は RFC 2136 に記載されています。これらをサポートする Microsoft 

DNS またはその他の DNS サーバーは、KMS クライアントの既定の動作と KMS SRV RR の発行を

サポートできます。たとえば、BIND (Berkeley Internet Domain Name) のバージョン 8.x と 9.x は、

SRV レコードと動的更新の両方をサポートします。 

KMS ホストには、動的更新サーバーに SRV A (IPv4) および AAAA (IPv6) RR を作成して更新するた

めに必要な資格情報を構成する必要があります。それ以外の場合は、レコードを手動で作成する必

要があります。KMS ホストに必要な資格情報を提供するために、AD DS にセキュリティ グループ

を作成し、そのグループにすべての KMS ホストを追加することをお勧めします。Microsoft DNS の

場合は、このセキュリティ グループに KMS SRV RR を保持する各 DNS ドメインの _VLMCS._TCP 

レコードに対するフル コントロールを付与してください。 

KMS ホストをライセンス認証する 

インターネットまたは電話を使用して、マイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーに対

して、KMS ホストをライセンス認証する必要があります。ライセンス認証を受けた KMS ホストが、

その後マイクロソフトにその他の情報を送信することはありません。詳細については、「Office 2013 

のボリューム ライセンス認証を展開する」の「Office KMS ホストを準備および構成する」を参照し

てください。 

KMS クライアントを準備する 

Office 2013 のボリューム ライセンス エディションには、既定で KMS クライアント キーがプレイ

ンストールされます。これで KMS クライアントになります。追加の構成は必要ありません。KMS ク

ライアントは、KMS サービスを公開する SRV RR を DNS に照会することにより、KMS ホストの場

所を自動的に特定できます。SRV RR を使用しないネットワーク環境では、以下のレジストリ キー

を構成して、KMS クライアントが特定の KMS ホストを使用するように手動で指定できます。 

HKLM\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform 
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KMS ホスト名は KeyManagementServiceName (REG_SZ) に、ポートは KeyManagementServicePort 

(REG_SZ) によって指定されます。これらのレジストリ キーは、ospp.vbs スクリプトを使用して設

定することもできます。ospp.vbs の詳細については、「ツールを使用して Office 2013 のクライア

ント コンピューターを構成する」を参照してください。 

標準ユーザーとしてライセンス認証する 

Office 2013 は、KMS ライセンス認証の際に管理者アクセス許可を必要としません。ただし、ボリュ

ーム エディションでは、MAK ライセンス認証のために管理者アクセス許可が必要です。管理者が

個々の展開またはマスター イメージに次のレジストリ キーを設定すれば、管理者アクセス許可が

ないユーザーが MAK を使用してライセンス認証できるようになります。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations = 1 

このレジストリ キーは、ospp.vbs スクリプトを使用して設定することもできます。ospp.vbs の詳

細については、「ツールを使用して Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する」を参

照してください。 

Active Directory によるライセンス認証を計画する 

KMS ライセンス認証が KMS ホストに接続されているすべての Office VL クライアントをライセン

ス認証するのと同様に、Active Directory によるライセンス認証は Active Directory ドメイン内のす

べての Office VL クライアントをライセンス認証します。Active Directory によるライセンス認証の

詳細については、「Active Directory によるライセンス認証の概要」を参照してください。 

MAK ライセンス認証を計画する 

コンピューターが企業ネットワークにほとんどまたはまったく接続しない場合、またはライセンス

認証を必要とするコンピューターが環境内に 5 台もない場合には MAK をお勧めします。Office 

2013 KMS ライセンス認証のコンピューター台数のしきい値は 5 台です。MAK は、個別のコンピュ

ーターに対して、また、マイクロソフトやサードパーティの展開ソリューションを使用してインス

トールできるイメージに対して使用できます。既に KMS ライセンス認証を使用するように構成さ

れているコンピューターでも MAK を使用できます。これは、コンピューターをコア ネットワーク

から切断された環境に移動する場合に便利です。 

MAK キーをインストールする方法の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証

を展開する」を参照してください。 

認証されたプロキシ サーバーはサポートされない 

プロキシ サーバーがユーザー認証を必要とする場合、インターネット経由のライセンス認証はブロ

ックされます。Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server では、この設定を基本認証と

言います。ライセンス認証要求はプロキシ サーバーにユーザーの資格情報を提示しないので、ISA 

Server またはその他のプロキシ サーバーでは基本認証を使用しないことをお勧めします。詳細につ

いては、マイクロソフト サポート技術情報の記事「921471: インターネット経由で Windows Vista ま

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183044
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たは Windows Server 2008 をライセンス認証しようとすると、ライセンス認証が失敗します」を参

照してください。 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 

ツールを使用して Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する 

Office 2010 のボリューム ライセンス認証のトラブルシューティング 

KMS ライセンス認証 

MAK 個別ライセンス認証 

MAK プロキシ ライセンス認証 

Active Directory によるライセンス認証の概要 

ボリューム ライセンス認証管理ツールのテクニカル リファレンス 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183044
http://technet.microsoft.com/library/976fc06b-faed-4682-b41f-4a19d8eb3302(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/22fefb4f-4317-4f3c-8122-f86bde77f3f0(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/61bb4ce1-1d5f-4596-bd7d-21f2b867b376(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/9194ac1f-7285-4db3-b801-0d0166d6f998(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
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Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証

の方法 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Office 2013 のボリューム ライセンス エディションをライセンス認証する方法について学習

します。 

適用対象: Office 2013 | Visio 2013 | Project 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 には、以下の 3 つのボリューム ライセンス認証 (VA) 方法があります。 

 キー管理サービス (KMS) 

 マルチ ライセンス認証キー (MAK) 

 Active Directory によるライセンス認証 

KMS と MAK は、Windows 7 と Windows 8 でサポートされます。Active Directory によるライセン

ス認証は、Windows 8 と Windows Server 2012 でのみサポートされます。 

 メモ: 

この記事で説明されているライセンス認証コンポーネントとライセンス認証プロセスは、

Project 2013 と Visio 2013 にも適用されます。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。 

KMS と MAK のライセンス認証 

Office 2013 の KMS と MAK によるライセンス認証プロセスは、Office 2013 の KMS ホストが 

Windows Server 2003 でサポートされないことを除いて、基本的に Office 2010 と同じです。Office 

2013 の KMS ホストは、Windows Server 2008 R2、Windows 7 VL エディション、Windows 8 VL エデ

ィション、および Windows Server 2012 でサポートされます。 

Office 2013 は、以下のプラットフォームで KMS を使用してライセンス認証できます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
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Office 2013 のライセンス認証に使用できる KMS ホスト プラットフォ

ーム 

  

Office 2013 の実行環境… ライセンス認証に使用できる KMS ホストの実行環境… 

Windows 7 または Windows 8 Windows 7 VL エディション (下の重要事項を参照)、

Windows Server 2008 R2 (下の重要事項を参照 )、

Windows 8 VL エディション、Windows Server 2012 

 重要: 

Windows 7 VL エ デ ィ シ ョ ン ま た は 

Windows Server 2008 R2 に KMS ホストをセ

ットアップする場合は、マイクロソフト サ

ポート技術情報の記事「2757817: Windows 

Vista、Windows Server 2008、Windows 7、お

よび Windows Server 2008 R2 の KMS ホス

トに Windows 8 と Windows Server 2012 の

サポートを追加するための更新プログラム

が用意されています。」で説明されているよ

うに、最初にパッチをインストールする必要

があります。このパッチを使用すると、KMS 

ホストは  Windows 8 で実行されている 

Office 2013 クライアントをライセンス認証

できるようになります。 

 

 

Office 2013 用の KMS ホスト ライセンス パックを Office 2013 ボリューム ライセンス パックと

言います。このライセンス パックを使用すると、サポートされているすべてのプラットフォームで 

KMS ホストをセットアップできます。 

 Office 2013 ボリューム ライセンス パックを Windows 7 にインストールする場合: KMS ホス

トのインストーラーは、KMS ホスト キーをインストールしてライセンス認証するように求めま

す。詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」を参照してくだ

さい。 

 Office 2013 ボリューム ライセンス パックを Windows Server 2012 にインストールする場合: 

Office 2013 ボリューム ライセンス パックをインストールすると、Microsoft Office 2013 ボリュ

ーム ライセンス認証ツール ウィザードが起動します。詳細については、この記事の「Office 2013 

ボリューム ライセンス パックによる Office 2013 のライセンス認証」を参照してください。 

 Office 2013 ボリューム ライセンス パックを Windows 8 にインストールする場合: [はい] をク

リックすると、RSAT ダウンロード ページが開きます。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254800
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254800
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254800
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254800
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254800
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254800
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624357.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254802
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 アプリケーションが開くと、次の図のようなダイアログ ボックスが表示されます。Windows 

用のリモート サーバー管理ツール (RSAT) をインストールする場合は、[はい] をクリック

します。slmgr.vbs を実行し、KMS ホストまたは Active Directory によるライセンス認証を

セットアップする場合は、[いいえ] をクリックします。RSAT をインストールすることをお

勧めします。 

図: Office 2013 ボリューム ライセンス パックのダイアログ ボックス 

 

 重要: 

Office 2013 KMS を Windows 8 にセットアップする場合: Office 2013 ボリューム ラ

イセンス パックのダイアログ ボックスは、ボリューム ライセンス認証 (VA) サー

バー役割を使用するか、slmgr.vbs を実行できることを示していますが、VA サーバ

ー役割の場合は、サーバー役割を読み込むネットワークに Windows Server 2012 を

インストールしておく必要があります。代わりに、サーバー マネージャーの [ツー

ル] メニューからボリューム ライセンス認証ツールウィザードを実行することも

できます。このウィザードは、RSAT の一部としてダウンロードできます。 

VA サーバー役割の詳細については、この記事で後述する「Office 2013 ボリューム 

ライセンス パックによる Office 2013 のライセンス認証」を参照してください。 

slmgr.vbs を使用する場合は、以下のコマンドを記載されている順序で実行し、KMS 

ホスト キーをインストールしてライセンス認証する必要があります。 

 cscript slmgr.vbs /ipk [HostProductKey] 

 cscript slmgr.vbs /ato 6026312b-6da9-45c2-aad1-650108de14eb 

Office 2013 VL エディションでは、既定で汎用ボリューム ライセンス キー (GVLK) がインストール

されます。GVLK を使用すると、Office 2013 が KMS ホストまたは Active Directory インフラストラ

クチャを自動的に探索してライセンス認証を行うことができます。インストールされる GVLK は以

下のとおりです。 

Office 2013 の汎用ボリューム ライセンス キー (GVLK) 

  

製品 GVLK 

Office 2013 Professional Plus PGD67-JN23K-JGVWV-KTHP4-GXR9G 
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製品 GVLK 

Project  2013 Professional NFKVM-DVG7F-TYWYR-3RPHY-F872K 

Visio 2013 Professional B3C7Q-D6NH2-2VRFW-HHWDG-FVQB6 

 

KMS と MAK の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」と「Office 

2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」を参照してください。 

Active Directory によるライセンス認証 

Windows 8 と Windows Server 2012 のプラットフォームでは、第 3 のボリューム ライセンス認証

方法として、Active Directory によるライセンス認証を使用できます。 

Active Directory によるライセンス認証では、既存の Active Directory インフラストラクチャを使用

して、ドメインへの接続を介してすべての Office 2013 VL クライアントをライセンス認証します。

Office 2013 の Active Directory によるライセンス認証をセットアップするには、Windows 8 VL エデ

ィションのコンピューターまたは Windows Server 2012 のコンピューターから Active Directory ド

メイン サービス (AD DS) を構成します。Windows 8 または Windows Server 2012 のクライアント 

コンピューターで実行されている Office 2013 VL クライアントは、ドメインに基づいて自動的にラ

イセンス認証できます。 

Active Directory によるライセンス認証は、KMS ライセンス認証と同じ GVLK/KMS ホスト キー ペ

アを使用します。Active Directory によるライセンス認証を使用することで、ソフトウェア保護プラ

ットフォーム サービス (SPPSvc) は、AD DS のライセンス認証オブジェクト (AO) または検出可能

な KMS ホスト (Active Directory によるライセンス認証が失敗した場合) に基づいて GVLK の定期

的なライセンス認証を試みます。Active Directory によるライセンス認証に成功すると、Office 2013 

クライアントに 180 日間のライセンスが付与されます。 

Active Directory によるライセンス認証の詳細については、「Active Directory によるライセンス認証

の概要」を参照してください。 

Office 2013 ボリューム ライセンス パックによる 

Office 2013 のライセンス認証 

KMS ライセンス認証 : ボリューム  ライセンス認証  (VA) サーバー役割を使用して、Windows 

Server 2012 に Office 2013 KMS ホストをセットアップできます。Windows Server 2012 で Office 2013 

ボリューム ライセンス パックを実行すると、VA サーバー役割が自動的に読み込まれ、ボリュー

ム ライセンス認証ツール  ウィザードが起動します。このウィザードを実行すると、Windows 

Server 2012 に Office 2013 KMS ホストをセットアップできます。 

Active Directory によるライセンス認証: Office 2013 VL パックを使用すると、Active Directory による

ライセンス認証をセットアップできます。フォレストをライセンス認証すると、その後ドメインに

追加される Office 2013 VL クライアントは自動的にライセンス認証されます。Active Directory によ

るライセンス認証は 180 日間有効です。その期間に Office 2013 VL クライアントは再度 180 日間

有効なライセンス認証を受ける必要があります。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624358.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624357.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624357.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
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ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 が最新バージョンです。VAMT 3.0 は、Windows 

Vista、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、

Office 2010、および Office 2013 のボリューム ライセンス認証を管理するように設計されています。

さらに、VAMT 3.0 は、Active Directory によるライセンス認証をサポートします。 

VAMT 3.0 の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」を参照して

ください。 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 

Active Directory によるライセンス認証の概要 

ボリューム ライセンス認証管理ツールのテクニカル リファレンス 

Office 2010 の KMS ライセンス認証を計画する 

Office 2010 の MAK 個別ライセンス認証を計画する 

Office 2010 の MAK プロキシ ライセンス認証を計画する 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する 

Office 2013 のクライアント コンピューターを構成するツール 

Office 2010 のボリューム ライセンス認証のトラブルシューティング 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff603508(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff603511(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff603512(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624357.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624350.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624355.aspx
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Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開

する 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: ボリューム ライセンス認証のために Office 2013 プレビュー版クライアントと Office KMS 

ホストを準備および構成する方法について説明します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

さまざまな方法で、組織の要件に応じた Office ライセンス認証テクノロジを展開できます。この記

事を読む前に、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」と「Office 2013 における

ボリューム ライセンス認証の方法」を読むことをお勧めします。計画に関するその他の資料につい

ては、「ボリューム ライセンス認証計画ガイド (英語)」の「Evaluate Client Connectivity (クライアン

トの接続の評価)」を参照してください。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。 

この記事の内容: 

 Office 2013 プレビュー版クライアントを準備および構成する 

 Office KMS ホストを準備および構成する 

 DNS を構成する 

Office 2013 プレビュー版クライアントを準備および構

成する 

Office 2013 を展開する前に、組織内の各コンピューターのライセンス認証方法を決定する必要があ

ります。以下の方法があります。 

 キー管理サービス (KMS) 

 Active Directory によるライセンス認証 

 マルチ ライセンス認証キー (MAK) 

それぞれのライセンス認証方法に適したプロダクト キーがコンピューターにインストールされて

いることを確認する必要があります。このセクションでは、正しいプロダクト キーがインストール

されているかどうかを確認する方法、および必要な場合に別のプロダクト キーをインストールする

方法について説明します。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183041
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
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 重要: 

イメージを展開する場合、または仮想マシンを作成する場合は、Office 2013 のインストー

ルをリセットしてから、イメージを取得したり仮想マシンを作成したりする必要があります。

イメージを取得する方法については、「イメージを取得するために Office 2010 を構成する」

を参照してください。Office 2013 のインストールをリセットする方法については、この記

事で後述する「Office インストールをリセットする」を参照してください。 

KMS クライアントをライセンス認証する 

Office 2013 のどのボリューム ライセンス エディションにも、KMS クライアント キーがプレイン

ストールされています。 

Office 2013 KMS ホストを使用する場合は、キーを 1 つだけインストールおよび有効化して、Office 

2013 KMS クライアントのすべてのボリューム ライセンス エディションをライセンス認証します。

Office 2013 KMS ホストがインストールおよび構成されている場合は、Office 2013 クライアントが最

初にインストールされるときに、KMS ライセンス認証がユーザーに意識されることなく実行されま

す。 

KMS クライアントで KMS ホスト名を指定する方法など、構成オプションの詳細については、「ツ

ールを使用して Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する」を参照してください。 

Active Directory によるライセンス認証クライアントをライセンス認証

する 

Office の Active Directory によるライセンス認証は、Windows 8 または Windows Server 2012 で実行

されている Office 2013 クライアントにのみ適用されます。Active Directory によるライセンス認証

では、KMS で使用されているクライアント プロダクト キーおよびホスト キーと同じキーが使用

されます。Active Directory によるライセンス認証を使用することで、ソフトウェア保護プラットフ

ォーム サービス (SPPSvc) は、AD DS のライセンス認証オブジェクト (AO) または検出可能な KMS 

ホスト (Active Directory によるライセンス認証が失敗した場合) に基づいてプロダクト キーの定期

的なライセンス認証を試みます。 

Active Directory によるライセンス認証の詳細については、「Active Directory によるライセンス認証

の概要」を参照してください。 

MAK クライアントをライセンス認証する 

マルチ ライセンス認証キー (MAK) を使用する場合は、サポートされている以下のいずれかの方法

で MAK キーを入力する必要があります。 

 Office 2013 の展開前 

 Office カスタマイズ ツール (OCT) 

 Config.xml ファイル 

 Office 2013 の展開後 

 ボリューム ライセンス認証管理ツール 

http://technet.microsoft.com/library/146a77e1-75b9-4795-8feb-d94d0f528ecc(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
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 Backstage ビュー 

 ospp.vbs スクリプト 

 重要: 

製品ごとに異なる MAK キーが必要なため、最初に製品の MAK キーが正しいことを確認す

る必要があります。 

Office カスタマイズ ツール (OCT) 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

OCT を使用して MAK を入力するには、以下の手順に従います。 

1. [25 文字の有効なボリューム ライセンス キーを入力してください (スペースは含めないでく

ださい)] フィールドに、MAK キー (5 桁の数字または文字を 5 セット) を入力し、Enter キー

を押します。 

2. OCT に必要な変更を加えたら、.msp ファイルを保存します。 

 メモ: 

OCT で MAK キーを使用する場合は、AUTO_ACTIVATE プロパティ値を 1 に設定すること

で、MAK キーをインストールする際に Office 2013 のライセンス認証を行うことができま

す。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「使用許諾契

約とユーザー インターフェイス」を参照してください。 

KMS ライセンス認証を使用している場合、OCT にプロダクト キーを入力する必要はありません。

OCT の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

Config.xml ファイル 

Config.xml ファイルを使用して MAK を入力するには、以下の手順に従います。 

1. Config.xml ファイルに次の行を追加します。 

<PIDKEY Value="AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE" /> 

"AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE" は、25 文字のプロダクト キーです。 

2. Config.xml の設定を適用するには、コマンド プロンプトに以下のコマンドを入力し、Enter キ

ーを押します。 

Setup.exe /config <Config.xml ファイルのパス> 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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 メモ: 

AUTO_ACTIVATE プロパティ値を 1 に設定することで、MAK キーをインストールする際に 

Office 2013 のライセンス認証を行うことができます。詳細については、「Office 2013 の 

Config.xml ファイル」の「Setting 要素」を参照してください。 

KMS ライセンス認証を使用している場合、Config.xml ファイルに MAK キーを入力する必要はあり

ません。Config.xml ファイルの使用方法については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照

してください。 

ボリューム ライセンス認証管理ツール 

インストール後に Office 2013 クライアントのプロダクト キーを変更する必要がある場合は、ボリ

ューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 を使用することをお勧めします。VAMT 3.0 の詳細

については、「ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0」と「ボリューム ライセンス認

証管理ツールのテクニカル リファレンス」を参照してください。 

Backstage ビュー 

この方法では、一度に 1 台のコンピューターでプロダクト キーを変更できます。複数のコンピュ

ーターのプロダクト キーを変更する場合は、以下の手順に従います。 

1. Office 2013 アプリケーションを開きます。 

2. [ファイル] タブをクリックします。 

3. [ヘルプ] をクリックします。 

4. [プロダクト キーの変更] をクリックし、プロダクト キーを入力します。 

 メモ: 

管理者は、標準ユーザー (管理者以外のユーザー) が MAK キーを適用して Office 2013 ア

プリケーションのライセンス認証を行うことを許可するレジストリ キーを作成できます。

これは、標準ユーザーが KMS クライアントを MAK ライセンス認証に切り替えたり、コン

ピューターのライセンス認証を手動で行ったりすことができるということです。また、必要

であれば、既存の MAK を新しい MAK キーで上書きすることもできます。既定では、Office 

2013 のすべてのボリューム ライセンス エディションで、この動作は無効になっています。

この動作を有効にするには、以下の行を Config.xml ファイルに追加します。 

<Setting Id="USEROPERATIONS" Value="1" /> 

または、以下のレジストリ キーを設定して、標準ユーザー (管理者以外のユーザー) による

ライセンス認証を有効または無効にすることができます。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform 

標準ユーザーによるライセンス認証を有効にする場合: "UserOperations"=dword:00000001 

標準ユーザーによるライセンス認証を無効にする場合 : "UserOperations"=dword:00000000 

(Office 2013 ボリューム ライセンス製品の既定の設定) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
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ospp.vbs スクリプト 

ospp.vbs スクリプトを使用してプロダクト キーを入力する方法については、「ツールを使用して 

Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する」を参照してください。 

Office インストールをリセットする 

KMS クライアントをインストールしてから、ライセンス認証を求める通知がユーザーに表示される

までの猶予期間は 25 日間です。イメージを展開する場合は、Office 2013 のインストールをリセッ

トしてからイメージを取得する必要があります。リセットしなかった場合は、イメージの展開の 25 

日後ではなく、イメージの展開時に通知ダイアログ ボックスがユーザーに表示されます。25 日の

猶予期間に、KMS ホストを検出して正しくライセンス認証を行うことができます。ライセンス認証

が正常に実行された場合、ライセンス認証を求める通知は表示されません。 

リセットには以下の目的があるため、重要です。 

 猶予タイマーを 30 日にリセットします。 

 猶予タイマーを停止します。 

 クライアント マシン ID (CMID) をリセットします。 

 KMS ホストは、CMID を使用して、固有のクライアントの数を特定します。 

 CMID を確認するには、コマンド ospp.vbs /dcmid を使用します。 

また、MAK の展開時にもリセットを行うことをお勧めします。MAK ライセンス認証を構成した 

Office 2013 を展開している場合に、VAMT または ospp.vbs を使用してエンド ユーザーのためにリ

モートでライセンス認証を行わないと、Office 2013 アプリケーションが初めて起動したときに、ユ

ーザーにライセンス認証のダイアログ ボックスが表示されます。このライセンス認証のダイアログ 

ボックスは、インストール後 25 日が経過すると少し変化します。また、イメージの取得前に Office 

2013 をリセットしなかった場合は、赤いタイトル バーがすぐに表示されます。 

Office のインストールをリセットするには 

1. Office 2013 のすべてのアプリケーションが閉じられていることを確認します。 

2. 管理者特権でのコマンド プロンプトを開きます。 

3. %installdir%\%Program Files%\Microsoft Office\Office15 に移動します。64 ビット版オペレーティ

ング システムに 32 ビット版の Office 2013 をインストールしている場合、%Program Files% は 

Program Files (x86) フォルダーになります。 

4. コマンド プロンプトで「ospprearm.exe」と入力します。リセットが成功した場合は、"Microsoft 

Office rearm successful" (Microsoft Office の猶予期限をリセットしました) というメッセージが表

示されます。 

 メモ: 

KMS ホストを使用して Office のライセンス認証を行わない限り、5 回までリセットで

きます。リセットの回数が 5 回に達した場合は、KMS ホストを使用してライセンス認

証を行うことで、もう 1 回リセットできます。 

5. イメージを取得するか、仮想マシンを保存します。イメージの取得方法については、「イメー

ジを取得するために Office 2010 を構成する」を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/library/146a77e1-75b9-4795-8feb-d94d0f528ecc%20.aspx
http://technet.microsoft.com/library/146a77e1-75b9-4795-8feb-d94d0f528ecc%20.aspx
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 重要: 

イメージの取得中に、Office アプリケーションを開いたり、ospp.vbs などの Office 2013 

に関連するプログラムを実行したりしないでください。猶予タイマーが起動してしまい

ます。 

Office KMS ホストを準備および構成する 

このセクションでは、Office 2013 クライアントが KMS を使用してライセンス認証を行うことがで

きるように Office 2013 KMS ホストを準備および構成する方法について説明します。 

 重要: 

KMS ホストを準備および構成するには、少なくとも  KMS ホスト  サーバーの 

Administrators グループのメンバーシップが必要です。 

Office KMS ホストをセットアップしてライセンス認証する 

Office 2013 の KMS ホストとして機能するオペレーティング システムは以下のとおりです。 

 Windows Server 2012 

 Windows 8 

 Windows 7 のボリューム ライセンス エディション 

 Windows Server 2008 R2 

 重要: 

Office 2013 の KMS ホスト キーは、オペレーティング システムに依存しません。KMS ホ

スト キーは、前述のどのオペレーティング システムでも使用することができます。これに

は、32 ビット版と 64 ビット版の両方が含まれます。 

以下のオペレーティング システムは Office 2013 KMS ホストとしてサポートされません。 

 Windows Vista (任意のサービス パックを含む) 

 Windows Server 2008 (任意のサービス パックを含む) 

詳細については、「Windows Vista および Windows Server 2008 対応のボリューム アクティベーシ

ョン 2.0」を参照してください。 

Windows KMS ホストとの共同ホスト 

Office KMS ホストがサポートされるオペレーティング システムで現在 Windows KMS ホストが実

行されている場合は、Office KMS ホストに使用しているコンピューターと同じコンピューターを使

用することをお勧めします。その場合でも、以下のセクションの手順を実行して、Office 2013 KMS ホ

スト キーをインストールし、ライセンス認証を行う必要があります。詳細については、「Office 2013 

のボリューム ライセンス認証を計画する」を参照してください。 

Office KMS ホストのライセンス認証を行うには 

1. Microsoft Office 2013 プレビュー版 KMS ホスト ライセンス パックの Web サイトから、以下

のいずれかの実行可能ファイルをダウンロードして実行します。ダウンロードするファイルは、

Office 2013 の 32 ビット版と 64 ビット版のどちらを実行しているかによって異なります。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb892849.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb892849.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=30342
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 office15prereleasevolumjelicensepack_en-us_x86.exe 

 office15prereleasevolumjelicensepack_en-us_x64.exe 

ファイルを実行したら、この Web サイトの「注意事項」に従ってください。 

2. KMS ホストでインターネットに接続できない場合は、この記事で後述する「電話で Office KMS 

ホストのライセンス認証を行うには」を参照してください。 

3. ファイアウォールが有効になっている場合は、以下の手順に従って、KMS がファイアウォール

を通過できるようにします。 

a) コントロール パネルで [システムとセキュリティ] をクリックし、[Windows ファ

イアウォール] をクリックします。 

b) [Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する] リンクを

クリックします。 

c) [設定の変更] をクリックします。 

d) [キー管理サービス] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。 

 メモ: 

KMS ホストでファイアウォールを有効にしている場合、既定の TCP 通信のポート番号は 

1688 です。 

電話で Office KMS ホストのライセンス認証を行う 

KMS ホストからインターネットに接続できない場合は、KMS ホストのライセンス認証を電話で行

うことができます。 

電話で Office KMS ホストのライセンス認証を行うには 

1. C:\Windows\system32 で以下のコマンドを実行します。Office 2013 のインストール ID が表示さ

れます。手順 3 で、電話からこのインストール ID 番号を入力します。 

cscript slmgr.vbs /dti 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD 

 メモ: 

2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD という値は、Office 2013 のライセンス認証 ID 

です。この値をそのまま貼り付けてください。インストール ID 番号はメモ帳に貼り付

けて、6 桁ずつ 6 つのグループに番号を分割しておくことをお勧めします。 

2. slui.exe 4 を実行し、表示される電話番号に電話します。 

 メモ: 

表示されるインストール ID は無視してください。これは、Windows 用の ID です。 

3. 指示に従って、6 桁ずつ番号を入力します。この番号は、手順 1 で取得した Office 2013 のイ

ンストール ID です。 

4. 応答が聞こえたら、番号をメモします。 

5. cscript slmgr.vbs /atp xxxxxxxxxxxx 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD を実行します。

xxxxxxxxxxxx は、電話で返された 48 桁の確認 ID です。 
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 メモ: 

2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD という値は、Office 2013 のライセンス認証 ID 

です。したがって、この値をそのまま貼り付けてください。 

6. 確認 ID が正しく登録されたことを示すメッセージが表示されます。 

Sppsvc 状態停止エラー 

KMS ホスト サービスが自動的に停止するため、KeyManagementServiceHost.exe の実行時に以下の

エラーが発生します。 

エラー: ソフトウェア保護プラットフォーム サービスは実行していません: sppsvc の状態: 停止 

このエラーが発生した場合は、以下の手順に従います。 

1. コマンド プロンプトで次のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

net start sppsvc 

2. KeyManagementServiceHost.exe を再実行します。 

または、以下の手順に従います。 

1. [コンピューター] のショートカット メニューで [管理] をクリックします。Microsoft 管理コン

ソールが表示されます。 

2. [サービスとアプリケーション] の [サービス] を選択します。 

3. サービス リストで、[Software Protection] を探します。[Software Protection] のショートカット 

メニューで [開始] をクリックし、次に [OK] をクリックしてサービスを開始します。 

4. KeyManagementServiceHost.exe を再実行します。 

Office 2013 プレビュー版 KMS ホスト キーを手動でインストールして

ライセンス認証する 

KeyManagementServiceHost.exe を実行すると、Office 2013 KMS ホストのライセンス ファイルが 

KMS ホストにインストールされます。また、Office 2013 KMS ホスト キーの入力を求めるメッセー

ジが表示され、KMS ホストのライセンス認証が試行されます。Office 2013 KMS ホスト キーを正し

く入力できなかった場合は、KeyManagementServiceHost.exe を再実行してください。 

slmgr.vbs スクリプト 

Office 2013 KMS ホスト キーを手動で入力してライセンス認証を行うには、slmgr.vbs スクリプトを

使用します。詳細については、この記事で後述する「Office 2013 プレビュー版 KMS ホストを構成

する」を参照してください。管理者特権でのコマンド プロンプトを開き、以下のコマンドを実行し

ます。 

slmgr.vbs /ipk <Office 2013 KMS ホスト キー> 

slmgr.vbs /ato <Office 2013 ライセンス認証 ID> 

Office 2013 のライセンス認証 ID は 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD です。 
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Office 2013 プレビュー版 KMS ホストを構成する 

Software License Manager (slmgr.vbs) スクリプトを使用して、Office 2013 KM ホスト、Windows ホス

トの順にボリューム ライセンス認証情報を構成および取得します。このスクリプトの詳細について

は、「Windows ボリューム ライセンス認証展開ガイド (英語)」の「KMS Activation (KMS ライセン

ス認証)」を参照してください。 

このスクリプトは、ターゲット コンピューター上でローカルに、または別のコンピューターからリ

モートに実行できます。標準ユーザーが slmgr.vbs を実行しても、ライセンス データが不足または

正しくないため、多くの操作が禁止されます。 

slmgr.vbs スクリプトでは、wscript.exe または cscript.exe を使用でき、どちらのスクリプト エンジ

ンを使用するかを管理者が指定できます。スクリプト エンジンを指定しないと、slmgr.vbs は、既

定のスクリプト エンジンである wscript.exe を使用して実行されます。スクリプト エンジンには 

cscript.exe を使用することをお勧めします。 

変更を有効にするには、ソフトウェア ライセンス サービスを再起動する必要があります。ソフト

ウェア ライセンス サービスを再起動するには、Microsoft 管理コンソール (MMC) サービス スナ

ップインを使用するか、以下のコマンドを実行します。 

net stop sppsvc && net start sppsvc 

slmgr.vbs スクリプトには、1 つ以上のパラメーターを指定する必要があります。パラメーターを指

定しないでスクリプトを実行すると、ヘルプ情報が表示されます。次の表は、slmgr.vbs コマンド ラ

インの各オプションの説明をするものです。この表にあるパラメーターのほとんどは、KMS ホスト

の構成に使用されます。ただし、/sai と /sri は、KMS ホストに接続した KMS クライアントに渡さ

れるパラメーターです。slmgr.vbs の構文は以下のとおりです (スクリプト エンジンに cscript.exe 

を使用する場合)。 

cscript slmgr.vbs /パラメーター 

cscript slmgr.vbs [コンピューター名] [ユーザー] [パスワード] [オプション] 

コンピューター名: リモート コンピューターの名前。コンピューター名を渡さなかった場合は、ロ

ーカル コンピューターが使用されます。 

ユーザー: 必要なアクセス許可を持つ、リモート コンピューター上のアカウント。 

パスワード: アカウントのパスワード。ユーザー アカウントとパスワードを渡さなかった場合は、

現在の資格情報が使用されます。 

オプション: 次の表に示します。 

次の表に、slmgr.vbs コマンドのコマンド オプションを示します。 

Slmgr.vbs のコマンド オプション - 標準 

  

オプション 説明 

/ipk [プロダクト キー] Windows (既定)、またはプロダクト キーによって識別され

る他のアプリケーションのプロダクト キーをインストー

ルします。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd772269.aspx#EPB
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オプション 説明 

/ato [ライセンス認証 ID] Windows (既定)、またはライセンス認証 ID が指定されてい

る場合はその ID によって識別されるアプリケーションに

対する KMS ホストのライセンス認証を行います。Office 

2013 のライセンス認証 ID は 

2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD です。 

/dti [ライセンス認証 ID] Windows (既定)、またはライセンス認証 ID が指定されてい

る場合、その ID によって識別されるアプリケーションに

対する、電話での KMS ホストのライセンス認証に使用す

るインストール ID を表示します。Office 2013 のライセン

ス認証 ID は 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD で

す。電話からインストール ID を入力し、確認 ID を受け

取ります。この確認 ID と /atp パラメーターを使用して、

KMS ホストのライセンス認証を行います。 

/atp [確認 ID][ライセンス認証 ID] 確認 ID を受け取った後に、Windows (既定)、またはライセ

ンス認証 ID が指定されている場合はその ID によって識

別されるアプリケーションに対する KMS ホストのライセ

ンス認証を行います。Office 2013 のライセンス認証 ID は 

2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD です。 

/dlv [ライセンス認証 ID] Windows (既定)、またはライセンス認証 ID が指定されてい

る場合はその ID によって識別されるアプリケーションの

詳細なライセンス情報を表示します。Office 2013 のライセ

ンス認証 ID は 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD 

です。 

/dli [ライセンス認証 ID] Windows (既定)、またはライセンス認証 ID が指定されてい

る場合はその ID によって識別されるアプリケーションの

ライセンス情報を表示します。Office 2013 のライセンス認

証 ID は 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD です。 

/upk [ライセンス認証 ID] Windows (既定)、またはライセンス認証 ID が指定されてい

る場合はその ID によって識別されるアプリケーションの

プロダクト キーをアンインストールします。Office 2013 の

ライセンス認証 ID は 

2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD です。 

 注意: 

たとえば、Office 2013 のプロダクト キーをアンイ

ンストールしようとして、ライセンス認証 ID を入

力しなかった場合は、インストールされているすべ

てのプロダクト キーがアンインストールされま

す。この中には、Windows のプロダクト キーも含

まれます。 
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オプション 説明 

/xpr [ライセンス認証 ID] 現在のライセンス状態の有効期限日を表示します。 

/sprt [ポート番号] KMS ホストの TCP 通信ポートを設定します。"ポート番号

" に、使用するポート番号を指定します。既定の設定は 

1688 です。 

/cdns この KMS ホストからの自動 DNS 公開を無効にします。 

/sdns この KMS ホストからの自動 DNS 公開を有効にします。 

/cpri KMS ホスト プロセスの優先度を下げます。 

/sai [ライセンス認証の間隔] KMS ホストが見つからないときに、KMS クライアントが

自身のライセンス認証を行う頻度を変更します。"ライセン

ス認証の間隔" に、分単位の値を指定します。既定の設定

は 120 です。 

/sri [更新の間隔] KMS クライアントが KMS ホストに接続して、ライセンス

認証の更新を試みる間隔を変更します。"更新の間隔" に、

分単位の値を指定します。既定の設定は 10080 (7 日間) で

す。この設定は、KMS クライアントのローカルな設定より

優先されます。 

 

次の表に、Active Directory によるライセンス認証を使用して Active Directory フォレストをライセ

ンス認証する際のコマンド オプションを示します。 

Slmgr.vbs のコマンド オプション – Active Directory ベースのライセ

ンス認証 

  

オプション 説明 

/ad-activation-online [プロダクト キー] ユーザーが指定したプロダクト キー

を使用して、Active Directory フォレス

トのライセンス認証を行います。 

/ad-activation-apply-get-iid [プロダクト キー] Active Directory フォレストのインスト

ール ID を表示します。 

/ad-activation-apply-cid [プロダクト キー][確認 ID] ユーザーが指定したプロダクト キー

と確認 ID を使用して、Active Directory 

フォレストのライセンス認証を行いま

す。 

 

Office KMS ホストが正常にライセンス認証されたことを確認する 

Office 2013 KMS ホスト キーが正しくインストールされ、ライセンス認証が行われたことを確認す

るには、slmgr.vbs スクリプトを使用します。KMS ホストで管理者特権でのコマンド プロンプトを

開き、以下のコマンドを入力して、Enter キーを押します。 

cscript slmgr.vbs /dlv all 
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Office 2013 の情報のみを表示するには、以下に示すように、/dlv パラメーターの後にライセンス認

証 ID を指定します。 

cscript slmgr.vbs /dlv 2E28138A-847F-42BC-9752-61B03FFF33CD 

出力は、以下の例のようになります。 

 メモ: 

以下は、Office 2010 を使用した場合の例です。Office 2013 の出力も同様ですが、ID や URL 

などは Office 2013 に対応した値になります。 

Name: Microsoft Office 2010, KMSHost edition 

Description: Microsoft Office 2010 KMS, VOLUME_KMS channel 

Activation ID: bfe7a195-4f8f-4f0b-a622-cf13c7d16864 

Application ID: 59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663 

Extended PID: 55041-00096-199-000004-03-1033-7600.0000-3632009 

Installation ID: 008585014214769124199722184000850026888810090785321136 

Processor Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=88342 

Machine Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=88343 

Use License URL: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=88345 

Product Key Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=88344 

Partial Product Key: RP3HH 

License Status: Licensed 

Remaining Windows rearm count: 1 

Trusted time: 12/29/2009 1:45:54 PM 

 

Key Management Service is enabled on this computer 

    Current count: 0 

    Listening on Port: 1688 

    DNS publishing enabled 

    KMS priority: Normal 

 

Key Management Service cumulative requests received from clients 

    Total requests received: 0 

    Failed requests received: 0 

    Requests with License Status Unlicensed: 0 

    Requests with License Status Licensed: 0 

    Requests with License Status Initial grace period: 0 

    Requests with License Status License expired or Hardware out of tolerance: 0 

 

    Requests with License Status Non-genuine grace period: 0 

    Requests with License Status Notification: 0 

出力に "ライセンスの状態: ライセンスされています" と表示されている場合、Office 2013 KMS ホス

ト キーは正常にインストールされ、ライセンス認証されています。 

KMS クライアントがライセンス認証の要求を送信すると、現在の要求数が増加します。現在の要求

数が 5 以上になると、KMS クライアントのライセンス認証が行われます。現在の要求の最大数は、

ライセンス認証のしきい値の 2 倍、つまり 10 です。管理者は、[アプリケーションとサービス ロ

グ] フォルダーにある  KMS ログで、KMS 関連のアクティビティであることを示すイベント 

ID 12290 を確認することもできます。KMS ログには、KMS クライアントからのライセンス認証要

求が記録されます。各イベントには、ライセンス認証要求を送信したコンピューターの名前とその

タイム スタンプが表示されます。 
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DNS を構成する 

KMS を使用して Office 2013 のライセンス認証を行うには、Office KMS ホストを検索可能な状態に

する必要があります。KMS ホストは、DNS サーバー上にサービス (SRV) リソース レコード (RR) を

作成することで、自身の存在を自動的に公開します。KMS ホストが 1 つだけあり、動的更新が有

効な場合は、何もしなくても、KMS ホストが SRV RR を作成して KMS サービスの場所を公開しま

す。 

KMS ホストが複数ある場合は、最初の KMS ホストのみが SRV RR を作成できます。その他の KMS 

ホストは、DNS サーバーで既定のアクセス許可が変更されない限り、SRV RR を変更または更新す

ることができません。 

DNS サーバーで既定のアクセス許可を変更するには、ドメイン内の管理者権限が必要です。また、

KMS ホストは、すべて同じ Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインに属している必

要があります。AD DS に KMS ホスト用のグローバル セキュリティ グループを作成します。各 

KMS ホストを新しいセキュリティ グループに追加し、そのセキュリティ グループのメンバーによ

る更新が可能になるように、DNS サーバーでアクセス許可を設定します。 

KMS ホスト用に DNS を構成する方法については、「顧客がホストするボリューム ライセンス認

証ガイド (英語)」の「Understanding KMS (KMS について)」を参照してください。 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 

ツールを使用して Office 2013 のクライアント コンピューターを構成する 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Active Directory によるライセンス認証の概要 

ボリューム ライセンス認証管理ツールのテクニカル リファレンス 

イメージを取得するために Office 2010 を構成する 

ボリューム ライセンス認証計画ガイド (英語) 

Windows ボリューム ライセンス認証展開ガイド (英語) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979804.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979804.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
http://technet.microsoft.com/library/146a77e1-75b9-4795-8feb-d94d0f528ecc(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=183041
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd772269.aspx#EPB
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ツールを使用して Office 2013 のクライアント 

コンピューターを構成する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office ソフトウェア保護プラットフォーム スクリプト (ospp.vbs) について詳しく説明し、

Office 2013 の Windows インストーラーベース (MSI ベース) バージョン用のボリューム ライセン

ス認証管理ツール (VAMT) について説明します。 

適用対象: 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office ソフトウェア保護プラットフォーム スクリプト (ospp.vbs) とボリューム ライセンス認証

管理ツール (VAMT) は、Office 2013 のボリューム ライセンス エディションの構成とテストに役立

ちます。この記事を読む前に、「Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法」、「Office 

2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」および「Office 2013 のボリューム ライセンス認証

を展開する」を読むことをお勧めします。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。 

この記事の内容: 

 KMS のクライアントとホストを構成するためのヒント 

 ospp.vbs スクリプト 

 ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 

KMS のクライアントとホストを構成するためのヒント 

一般に、Office KMS ホストが正しく設定および構成されている限り、Office KMS クライアントを構

成する必要はありません。KMS クライアントは、DNS を使用して KMS ホストを自動的に検索し、

ライセンス認証を試行します。KMS サービスは、DNS のサービス (SRV) リソース レコード (RR) を

使用して、KMS ホストの場所を保存および伝達します。 

既定では、KMS ホストは DNS 動的更新プロトコルを使用して、KMS クライアントが KMS ホスト

を検索して接続するために必要な情報を自動的に公開します。既定では、KMS クライアントは DNS 

サーバーに KMS サービス情報を照会します。 

ネットワーク構成とセキュリティ要件によっては、KMS ホストと KMS クライアントを手動で構成

することもできます。たとえば、ネットワーク環境で SRV レコードを使用していない場合は、特定

の KMS ホストを使用するように KMS クライアントを手動で構成することができます。KMS クラ

イアントの構成方法については、この記事で後述する「ospp.vbs スクリプト」および「Office 2013 の

ボリューム ライセンス認証を展開する」の「Office 2013 プレビュー版クライアントを準備および構

http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
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成する」を参照してください。KMS ホストの構成方法については、「Office 2013 のボリューム ラ

イセンス認証を展開する」の「Office KMS ホストを準備および構成する」を参照してください。 

ospp.vbs スクリプト 

Office ソフトウェア保護プラットフォーム スクリプト (ospp.vbs) を使用して、Office 2013 クライ

アント製品のボリューム エディションを構成できます。それには、管理者権限を使用してコマンド 

プロンプトを開き、スクリプトが格納されているフォルダーに移動する必要があります。スクリプ

トは %installdir%\Program Files\Microsoft Office\Office15 フォルダーにあります。64 ビット版オペレ

ーティング  システムで  32 ビット版の  Office 2013 を実行している場合、スクリプト

は %installdir%\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15 フォルダーにあります。 

ospp.vbs を実行するには、cscript.exe スクリプト エンジンが必要です。ヘルプ ファイルを表示す

るには、以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /? 

一般的な構文は、次のとおりです。 

cscript ospp.vbs [オプション:値] [コンピューター名] [ユーザー] [パスワード] 

オプション: 製品のライセンス認証、プロダクト キーのインストールとアンインストール、ライセ

ンス情報のインストールと表示、キー管理サービス (KMS) のホスト名とポートの設定、および KMS 

ホストの削除に使用するオプションと値を指定します。このセクション内の表に、これらのオプシ

ョンと値を示します。 

コンピューター名: リモート コンピューターの名前。コンピューター名を指定しなかった場合は、

ローカル コンピューターが使用されます。 

ユーザー: リモート コンピューター上で必要な権限を持つアカウント。 

パスワード: アカウントのパスワード。ユーザー アカウントとパスワードを指定しなかった場合は、

現在の資格情報が使用されます。 

 重要: 

ospp.vbs を実行する前に、以下の点を確認してください。 

 Windows ファイアウォールが、リモート  コンピューターで  Windows Management 

Instrumentation (WMI) トラフィックを許可していること。 

 リモート コンピューター上で必要な権限を持つ資格情報を所有していること。または、必要な

権限を持つ資格情報をリモート コンピューターに渡すことができること。 

 cmd.exe コマンドが管理者権限で実行されること。それには、cmd.exe インターフェイスのシ

ョートカット メニュー (右クリックで表示) で、[管理者として実行] をクリックします。 

次の表に、ospp.vbs のグローバル オプションを示します。 

ospp.vbs のグローバル オプション 

  

グローバル オプション 説明 

/act インストールされている Office 2013 プロダクト キーのライセン

ス認証を行います。 
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グローバル オプション 説明 

/inpkey:値 ユーザーが指定したプロダクト キーをインストールします。既存

のキーは上書きされます。値オプションは必須です。 

/unpkey:値 アンインストールするプロダクト キーの末尾 5 桁 (/dstatus オプ

ションで表示されます) を指定して、インストールされているプロ

ダクト キーをアンインストールします。値パラメーターは必須で

す。 

/inslic:値 ユーザーが指定した .xrm-ms ライセンスのパスを使用して、ライ

センスをインストールします。値パラメーターは必須です。 

/dstatus インストールされているプロダクト キーのライセンス情報を表示

します。 

/dstatusall インストールされているすべてのライセンスのライセンス情報を

表示します。 

/dhistoryacterr MAK/リテール ライセンス認証の失敗履歴を表示します。 

/dinstid オフライン ライセンス認証のインストール ID を表示します。 

/actcid:値 ユーザーが指定した確認 ID を使用して、製品のライセンス認証を

行います。値パラメーターは必須です。 

/rearm インストールされているすべての Office 2013 プロダクト キーの

ライセンスの状態をリセットします。 

/rearm:値 ユーザーが指定した SKUID 値で Office 2013 ライセンスの状態を

リセットします。値パラメーターは必須です。リセットの回数が上

限に達し、追加のリセットを取得するために KMS または AD ベ

ースのライセンス認証によって Office をライセンス認証した場合

は、/dstatus オプションを使用して指定された SKUID 値と共にこ

のオプションを使用します。 

/ddescr:値 ユーザーが指定したエラー コードの説明を表示します。値パラメ

ーターは必須です。 

 

次の表に、KMS クライアントを構成するための ospp.vbs のオプションを示します。 

ospp.vbs の KMS クライアント オプション 

  

KMS クライアント オプション 説明 

/dhistorykms KMS クライアントのライセンス認証履歴を表示します。 

/dcmid KMS クライアント マシン ID (CMID) を表示します。 

/sethst:値 ユーザーが指定したホスト名を使用して、KMS ホスト名を設定し

ます。値パラメーターは必須です。このオプションは、

HKLM\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\KeyMana

gementServiceName (REG_SZ) を設定します。 
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KMS クライアント オプション 説明 

/setprt:値 ユーザーが指定したポート番号を使用して、KMS ポートを設定し

ます。値パラメーターは必須です。このオプションは、

HKLM\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\KeyMana

gementServicePort (REG_SZ) を設定します。 

/remhst KMS ホスト名を削除します。ポートは既定に設定されます。 

/cachst:値 KMS ホストのキャッシュを許可または拒否します。値パラメータ

ー (TRUE または FALSE) は必須です。 

/actype:値 (Windows 8 以降のバージョンのみ) ボリューム ライセンス認証の

種類を設定します。値パラメーターは必須です。値 : 1 (Active 

Directory による認証)、2 (KMS による認証)、0 (両方) 

/skms-domain:値 (Windows 8 以降のバージョンのみ) すべての KMS SRV レコード

を検索可能な特定の DNS ドメインを設定します。/sethst オプショ

ンで特定の単一 KMS ホストが設定されている場合、この設定は何

も行いません。値パラメーターは必須です。これは完全修飾ドメイ

ン名 (FQDN) です。 

/ckms-domain (Windows 8 以降のバージョンのみ) すべての KMS SRV レコード

を検索可能な特定の DNS ドメインをクリアします。/sethst オプシ

ョンで特定の KMS ホストが設定されている場合は、そのホストが

使用されます。それ以外の場合は、KMS ホストの自動検出が使用

されます。 

 

ospp.vbs を使用するシナリオ 

以下のシナリオでは、管理者特権でのコマンド プロンプトで ospp.vbs を実行することを前提にし

ています。 

 メモ: 

ここで行う変更は、Office 2013 クライアント製品にのみ関係します。Windows クライアン

トについては、slmgr.vbs スクリプトを使用して別途構成する必要があります。slmgr.vbs の

使用方法については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」を参照して

ください。 

リモート コンピューター上のプロダクト キーを MAK キーに変更するには 

1. リモート コンピューターの名前が contoso1 の場合は、以下のコマンドを実行してプロダクト 

キーを入力します。ここでは、リモート コンピューター上で管理者資格情報を持つことを前提

にしています。使用しているログオン名とパスワードがリモート コンピューター上の資格情報

とは異なる場合は、コマンド ラインにログオン名とパスワードを入力して、Enter キーを押し

ます。 

cscript ospp.vbs /inpkey:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx contoso1 

2. リモート コンピューターのライセンス認証を行うには、以下のコマンドを入力し、Enter キー

を押します。 

cscript ospp.vbs /act contoso1 
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KMS ライセンス認証のエラーを診断するには 

1. コンピューターに KMS クライアント キーがインストールされている場合は、ライセンスの状

態を確認します。それには、以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /dstatusall 

2. KMS ライセンス認証履歴を確認するには、以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /dhistorykms 

3. ライセンス認証を実行するには、以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /act 

4. エラー メッセージにエラー コード 0xC004F042 がないかどうかを確認します。通知ダイアロ

グ ボックスに、ユーザーに表示されるエラー コードがある場合は、そのコードを使用してエ

ラー メッセージを確認することもできます。それには、以下のコマンドを入力し、Enter キー

を押します。 

cscript ospp.vbs /ddescr:0xC004F042 

テスト KMS ホスト名を設定し、自動検出を設定するには 

1. kmstest.contoso.com という名前の KMS ホストをテストする場合、KMS クライアントでそのホ

ストを指定するには、以下のコマンドを入力して Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /sethst:kmstest.contoso.com 

 メモ: 

KMS ホストで既定のポートを変更する場合は、/setprt オプションを指定して ospp.vbs 

を実行する必要があります。 

たとえば、次のようになります。cscript ospp.vbs /setprt:1750 

2. ライセンス認証を実行するには、以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /act 

3. KMS ライセンス認証履歴をチェックして、ホストに正常に接続できたかどうかを確認するには、

以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

cscript ospp.vbs /dhistorykms 

4. これで、この KMS クライアントで、実稼働 KMS ホストの自動検出にドメイン ネーム システ

ム (DNS) を使用できます。KMS ホスト名を削除するには、以下のコマンドを入力し、Enter キ

ーを押します。 

cscript ospp.vbs /remhst 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 2.0 および VAMT 3.0 は、ボリューム ライセンス

認証を管理するためのグラフィカル ユーザー インターフェイスです。VAMT 3.0 は、VAMT 2.0 が

動作するオペレーティング システムに加えて、Windows 8 および Windows Server 2012 でも動作し

ます。VAMT 2.0 の詳細については、「ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 2.0」と、VAMT 

2.0 に付属するヘルプ ファイルを参照してください。VAMT 3.0 の詳細については、「ボリューム ラ

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=11936
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イセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0」と「ボリューム ライセンス認証管理ツールのテクニカル リ

ファレンス」を参照してください。 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 3.0 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する 

ボリューム ライセンス認証管理ツールのテクニカル リファレンス 

ボリューム ライセンス認証管理ツール (VAMT) 2.0 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824825.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=11936
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Office 2013 のインストールをカスタマイズする 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office 2013 のクライアント インストールをカスタマイズする方法を理解するために役立つ記

事を紹介します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

 次の表に、カスタマイズ プロセスと、Office 2013 の特定のインストールをカスタマイズ

する方法に関する記事へのリンクを示します。 

Office 2013 をカスタマイズする方法に関する記事 

  

記事 説明 

Office 2013 をインストールする前にセットアッ

プをカスタマイズする 

Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、

Windows インストーラーベースの  Office 2013 

のインストールをカスタマイズする方法につい

て説明します。 

Office 2013 のサイレント インストールを構成す

る 

Windows インストーラーベース (MSI) の Office 

2013 のサイレント インストールを構成する方

法について説明します。 

Office 2013 のカスタム構成を作成する Office カ ス タ マ イ ズ  ツ ー ル  (OCT) と 

Config.xml ファイルを使用して、Windows イン

ストーラーベース (MSI) の Office 2013 のイン

ストールをカスタマイズする方法について説明

します。 

Office 2013 の  Office カスタマイズ  ツール 

(OCT) 

Office カスタマイズ  ツールを使用して、

Windows インストーラーベースの  Office 2013 

のインストールをカスタマイズする方法につい

て説明します。 

Office 2013 の Config.xml ファイル Config.xml ファイルを使用して、Windows イン

ストーラーベースの Office 2013 のインストール

をカスタマイズする方法について説明します。 

Office 2013 のコマンド ライン オプションを設

定する 

Windows インストーラーベースの  Office 2013 

の Setup.exe コマンド ラインについて説明しま

す。 

Office 2013 のセットアップ プロパティ Windows インストーラーベースの  Office 2013 

のインストールに使用できる Windows インス

トーラーのプロパティについて説明します。 
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記事 説明 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概

要 

Windows インストーラーベースの  Office 2013 

セットアップのアーキテクチャについて説明し

ます。 

Office 2013 のアクセシビリティ チェックをカス

タマイズする 

グループ ポリシー設定を使用して、Office 2013 

ファイルに対して実行されるアクセシビリティ 

チェックのチェック内容を制御する方法につい

て説明します。 
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Office 2013 をインストールする前にセットアッ

プをカスタマイズする 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Office カスタマイズ ツールを使用して、Windows インストーラーベースの Office 2013 のイ

ンストールをカスタマイズする方法について学習します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Windows インストーラーベースの Office 2013 のセットアップをカスタマイズするには、インスト

ールを開始する前に、この記事の手順に従ってください。 

Office 2010 や Office 2007 と同様に、Office 2013 でもセットアップがインストール全体を制御しま

す。これには、Office 2007 より前のバージョンの Office では Windows インストーラーが処理して

いたプロセスも含まれます。セットアップの既定の動作をカスタマイズすることで、インストール

の実行方法を指定することができます。たとえば、ユーザーの操作なしでインストールを実行した

り、ユーザーに代わってプロダクト キーやマイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項に対応し

たり、組織名や別のインストール場所を指定することができます。 

セットアップをカスタマイズする前に、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」と

「Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法」の記事を読むことをお勧めします。 

この記事の内容: 

 OCT を使用してインストールをカスタマイズする 

 ネットワーク インストール ポイントを作成する 

 セットアップをカスタマイズする 

 Office をサイレント インストールする 

OCT を使用してインストールをカスタマイズする 

セットアップによるインストール プロセスの制御方法をカスタマイズするには、Office カスタマイ

ズ ツール (OCT) を使用して、セットアップ カスタマイズ (.msp) ファイルを作成します。セット

アップは、ユーザーがコンピューターに Office をインストールする際にこのファイルを適用します。 

Office 2013 には、32 ビット版 Office と 64 ビット版 Office のそれぞれに固有の Office カスタマ

イズ ツール (OCT) があります。64 ビット版の OCT は、Office 2013 の 64 ビット版クライアント 

エディションをサポートしますが、ユーザー インターフェイス、機能、および構成可能な設定は 32 

ビット版と同じです。32 ビット版と 64 ビット版のどちらの OCT にも同じコマンドを使用します。 

 32 ビット版の OCT を実行するには、以下の例に示すように、x86 (32 ビット) フォルダーから 

setup.exe /admin コマンド ラインを実行します。\\server\share\Office15\x86\setup.exe /admin 
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 64 ビット版の OCT を実行するには、x64 (64 ビット) フォルダーから setup.exe /admin コマ

ンド ラインを実行します。64 ビット版 Office 2013 の詳細については、「Office 2013 の 64 ビ

ット版」を参照してください。 

ネットワーク インストール ポイントを作成する 

通常の企業展開では、最初にネットワーク インストール ポイントを作成および複製し、それをセ

キュリティで保護します。それには、Office 2013 のインストール DVD からネットワーク上の共有

場所に、すべてのソース ファイルをコピーします。また、展開する言語パックもソース メディア

からネットワーク インストール ポイントにコピーします。ユーザーはネットワーク インストール 

ポイントからセットアップを実行できます。また、ネットワーク インストール ポイントを開始点

として使用し、Microsoft System Center 2012 Configuration Manager などのソフトウェア展開ツール

で Office 2013 を配布したり、ハード ディスク イメージやカスタム DVD を作成したりすることも

できます。 

Office 2013 ソース ファイルへのアクセス権が読み取り専用であることを確認します。Setup.xml フ

ァイルと <パッケージ>.xml ファイル (Office Professional 2013 の ProPlusWW.xml など) はデジタ

ル署名されており、変更できません。 

以下の理由から、ネットワーク インストール ポイントは複数の場所に複製することをお勧めしま

す。 

 ユーザーが常にネットワーク ソースにアクセスできるようにする。 

 地理的に複数の場所に展開する場合に、遠隔地をサポートする。 

 組織内のユーザーに一貫性のある構成を提供する。 

 柔軟性を確保する。Office 2013 の標準企業構成を定義した上で、地域の管理者が、複製された

ネットワーク インストール ポイントにカスタマイズを追加して、地域固有の要件に対応する

ことができます。 

共有フォルダーについて学習するには、以下の情報を参照してください。 

 共有フォルダー 

 フォルダーまたはドライブを共有する 

 共有フォルダーのアクセス許可を設定する 

セットアップをカスタマイズする 

以下の手順に従って、Office セットアップをカスタマイズします。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc770406.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc770880.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc726004.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=249151
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 Office ジェスチャ リファレンス 

Office セットアップをカスタマイズするには 

1. ネットワーク インストール ポイントを作成します。それには、サーバー上のアクセスしやす

い場所に、Office 2013 ソース ファイル用の共有フォルダーを作成し、Office 2013 DVD からす

べてのファイルとフォルダーをコピーします。たとえば、次のようになります。 

\\server\share\Office2013 

 重要: 

サーバーのルートにネットワーク インストール ポイントを作成しないでください。 

Office 2013 の複数の言語版を展開する場合は、展開する各言語パックをソース メディ

アからインストール ポイントにコピーします。重複するセットアップ ファイルを上書

きするかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、[いいえ] を選択します。コア セ

ットアップ ファイルは、すべての Office 2013 製品と言語パックで共有されます。これ

らのコア セットアップ ファイルは同一です。このため、言語バックを追加するときに、

それらのファイルを上書きする必要はありません。 

複数の Office 2013 製品を展開する場合は、そのファイルを DVD からインストール ポ

イントにコピーします。重複するセットアップ ファイルを上書きするかどうかを尋ね

るメッセージが表示されたら、[いいえ] を選択します。 

2. ネットワーク インストール ポイントのルートから、以下のコマンド ラインを実行して、Office 

カスタマイズ ツールを起動します。 

\\server\share\Office2013\setup.exe /admin 

以下に、各部分の意味を示します。 

 \\server\share\Office2013\ は、Office 2013 のソースを格納するネットワーク インストール 

ポイントです 

 setup.exe /admin は OCT を起動します 

3. 構成する Office 2013 製品を選択し、[OK] をクリックします。 

4. OCT ナビゲーション ウィンドウで、[インストール先と組織名] を選択します。 

5. [既定のインストール先] ボックスに、ユーザーのコンピューター上の既定のインストール先の

パスを入力します。フォルダー キーワード [ProgramFilesFolder] を含む相対パスを入力するこ

とができます。 

6. [組織名] ボックスに、このカスタマイズ ファイルを使用して Office をインストールするすべ

てのユーザーの既定の組織名を入力します。 

7. ナビゲーション ウィンドウで、[追加のネットワーク ソース] を選択し、次に [追加] を選択し

ます。 

8. [ネットワーク サーバー] ボックスに、ネットワーク上に作成したバックアップ ソースのパス

を入力します。ユーザーのローカル インストール ソースとオリジナル ネットワーク インス

トール ポイントをどちらも使用できない場合、セットアップは、ソースを必要とする処理で、

これらの複製されたインストール ポイントの 1 つを使用します。ホストは必要なだけ追加でき

ます。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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9. ナビゲーション ウィンドウで [使用許諾契約とユーザー インターフェイス] を選択します。以

下のオプションを使用できます。 

 KMS クライアント キーを使用する: キー管理サービス (KMS) によるライセンス認証を使

用する企業展開の場合、プロダクト キーの入力は不要です。これは、Office 2013 のすべて

のボリューム ライセンス エディションに KMS クライアント キーがプレインストールさ

れているためです。KMS は、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下にラ

イセンスされる製品のライセンス認証を行う方法の 1 つとして、Office ライセンス認証テ

クノロジから提供されます。1 台の KMS ホスト コンピューターで KMS ホスト キーをア

クティブ化し、環境内にローカル ライセンス認証サービスを確立するだけで済みます。

Office 2013 は、ローカル KMS ホストに接続して、ライセンス認証を行います。[KMS クラ

イアント キーを使用する] オプションが既定で選択されています。 

Office 2013 のライセンス オプションの詳細については、「Office 2013 プレビュー版のボリ

ューム ライセンス認証の概要」を参照してください。 

 別のプロダクト キーを入力する: [別のプロダクト キーを入力する] エントリを使用して、

OCT に有効なマルチ ライセンス認証キー (MAK) キーを入力することができます。MAK は、

マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下にライセンスされる製品の、ライ

センス認証を行うためのもう 1 つの方法で、これも Office ライセンス認証テクノロジから

提供されます。MAK を使用する場合、クライアントは、マイクロソフトがホストするライ

センス認証サーバーを使用してオンライン、または電話で Office 2013 のライセンス認証を

行います。 

MAK を使用するには、[別のプロダクト キーを入力する] オプションを選択し、[プロダク

ト キー] テキスト ボックスに MAK キー (25 桁の数字または文字) をスペースなしで入

力します。 

10. [「使用許諾契約書」の条項に同意します] チェック ボックスをオンにします。この情報をセッ

トアップ カスタマイズ ファイルに設定すると、インストール中、または Office アプリケーシ

ョンを初めて起動するときに、プロダクト キーの入力やマイクロソフト ソフトウェア ライセ

ンス条項への同意を求めるメッセージがユーザーに表示されなくなります。 

11. ユーザーの操作なしで Office をインストールするには、詳細ウィンドウで [表示レベル] を [基

本] または [なし] に設定します。表示設定の詳細については、「Office 2013 の Office カスタ

マイズ ツール (OCT)」の「使用許諾契約とユーザー インターフェイス」を参照してください。 

 メモ: 

企業展開では、[表示レベル] を [なし] に設定して、セットアップを自動で実行するこ

とをお勧めします。このように設定すると、ユーザーに情報の入力を求めるメッセージ

が表示されなくなり、使用中のファイルがあってもユーザーの操作を待つことなくイン

ストールが実行されます。[表示レベル] を [なし] に設定すると、[入力項目を表示しな

い] と [完了通知を表示する] のオプションが無効になり、マイクロソフト ソフトウェ

ア ライセンス条項への同意が自動的に行われます。また、管理者は、Office 2013 のイ

ンストール時に、Office アプリケーションが何も実行されていないようにする必要があ

ります。 

http://technet.microsoft.com/library/0735c1f5-f874-41f1-b9a9-dbea158524b2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0735c1f5-f874-41f1-b9a9-dbea158524b2(Office.15).aspx
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[表示レベル] を [基本] に設定し、[入力項目を表示しない] オプションを選択した場合、

使用中の Office ファイルがあるかどうかを尋ねるメッセージがユーザーに表示される

ことがあります。[表示レベル] を [なし] に設定すると、このような場合でもメッセー

ジが表示されなくなります。[入力項目を表示しない] オプションを指定しても、使用中

のファイルがあるかどうかを尋ねるメッセージは非表示になりません。[表示レベル] を 

[なし] に設定した場合にのみ、このメッセージが非表示になります。 

12. 必要に応じて、追加のカスタマイズを行います。[ファイル] メニューの [保存] をクリックする

と、セットアップ カスタマイズ ファイルがネットワーク インストール ポイントのルートに

ある Updates フォルダーに保存されます。 

 メモ: 

複数のセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) を展開する場合、インス

トールする Office 2013 製品ごとにカスタマイズ .msp ファイルを 1 つだけ初回イン

ストールの Updates フォルダーに配置できます。製品の残りのカスタマイズ .msp フ

ァイルは、Office のインストールの完了後に展開する必要があります。Updates フォル

ダーに保存できるセットアップ カスタマイズ ファイルは、1 つの製品につき 1 つだけ

です。たとえば、複数の  Office 2013 製品  (Office Professional Plus 2013 と  Visio 

Professional 2013 など ) を展開する場合は、Office Professional Plus 2013 と  Visio 

Professional 2013 のカスタマイズ .msp ファイルを 1 つずつ Updates フォルダーに保

存することができます。Updates フォルダーに配置したカスタム .msp ファイルが最初

に展開されます。このため、このファイルには、インストール後に変更できないセット

アップ カスタマイズ (インストール場所など) を含める必要があります。 

カスタマイズは、ネットワーク インストール ポイントにある、指定した製品のすべての言語版に

適用されます。また、ほとんどのカスタマイズは、言語に依存しないコア製品に適用されます。た

だし、このツールの機能ツリーには、言語固有の機能の一部も含まれています。言語固有の機能に

加えられたカスタマイズは、ユーザーがその言語をインストールする場合に適用され、それ以外の

場合は無視されます。 

 メモ: 

通常は、ログ オプションをカスタマイズする必要はありません。既定では、セットアップ

によって標準のログ ファイルが作成され、ユーザーのコンピューターの %Temp% フォル

ダーにテキスト ファイルとして保存されます。インストールが失敗すると、失敗の原因と

なったパッケージ以降について、セットアップによって詳細なログ ファイルが同じ場所に

作成されます。ログ オプションを変更するには、Config.xml ファイルをメモ帳で開き、

<Logging> 要素を修正します。詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を

参照してください。 

Office をサイレント インストールする 

組織全体に Office を展開する場合に、セットアップ UI をどの程度までユーザーに表示するかを指

定することができます。既定では、セットアップは対話的に実行され、インストール中にユーザー

に選択肢が表示されます。カスタマイズされた構成を配布する場合は、ユーザーがセットアップを
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操作できる範囲を制限することをお勧めします。インストールは最小限の中断で続行され、カスタ

マイズ内容は、既定ですべてのユーザーに設定されます。表示オプションの詳細については、「Office 

2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「使用許諾契約とユーザー インターフェイス」を

参照してください。 

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager や Microsoft Systems Management Server (SMS) 

などの展開ツールを使用して、ユーザーがネットワークにログオンしていない間に Office 2013 を展

開する場合は、表示レベルを [なし] に設定します。これで、セットアップ UI を表示することなく、

Office 2013 がインストールされます。 

 メモ: 

Office 2013 を自動でインストールする場合は、有効なプロダクト キーを指定する必要があ

ります。プロダクト キーが指定されていない場合、セットアップは、ログにエラーを記録

して終了します。前述のように、KMS ライセンス認証を使用する場合は、Office 2013 のす

べてのボリューム ライセンス エディションに KMS クライアント キーがプレインストー

ルされているため、プロダクト キーを入力する必要はありません。ただし、MAK を使用す

る場合は、MAK キーを入力する必要があります。ユーザーに代わってライセンス条項に同

意しなくても、セットアップはインストールを完了します。Office 2013 を自動でインスト

ールすることにより、ライセンス条項に暗黙的に同意したことになります。 

Office 2013 (または Office 2010 と Office 2007) では、Windows インストーラーの DISPLAY プロパ

ティと PIDKEY プロパティは機能しません。代わりに、Office 2013 では、OCT で表示設定とプロダ

クト キーを指定して、セットアップを直接カスタマイズします。「セットアップをカスタマイズす

る」で説明したように、KMS ライセンス認証を使用する場合は、既定のオプションである [KMS ク

ライアント キーを使用する] を受け入れます。MAK を使用する場合は、[別のプロダクト キーを入

力する] テキスト ボックスに MAK キーを入力します。 

インストールの制御という点で、セットアップがより多くの役割を果たすようになり、Windows イ

ンストーラーの多くのプロパティは不要になりました。実際、Windows インストーラーの一部のプ

ロパティはブロックされています。Office カスタマイズ ツールを使用してそれらのプロパティを設

定しようとすると、エラーが発生します。 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 の Config.xml ファイル 
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Office 2013 のサイレント インストールを構成す

る 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Windows インストーラーベース (MSI) の Office 2013 のサイレント インストールを構成する

方法について説明します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Config.xml ファイルまたは Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用することで、MSI ベースの 

Office 2013 に対してサイレント インストール (無人インストール) を構成できます。Config.xml フ

ァイルはインストール作業の構成に使用されますが、使用されるのは、セットアップを実行すると

きだけです。このファイルがユーザーのコンピューターにインストールされたり、キャッシュされ

たりすることはありません。Config.xml ファイルを編集して、インストールをカスタマイズできま

す。 

Office 2013 製品のサイレント インストールは、ユーザーの操作を不要にします。インストールする

製品の Config.xml ファイルを手動で変更し、Display 要素属性のオプションを指定することで、イ

ンストールをサイレントに行うことができます。ユーザーには情報の入力を求めず、ユーザー入力

を待つこともありません。Display 要素には、セットアップがユーザーに表示するユーザー インタ

ーフェイスのレベルを指定します。 

既定では、コア製品フォルダーの <コア製品フォルダー名>.WW にある Config.xml ファイルが、

その製品のインストールをセットアップに指示します。たとえば、ProPlus.WW フォルダー内の 

Config.xml ファイルは、Office Professional Plus 2013 をインストールします。 

OCT でサイレント インストールのオプションを設定することもできます。 

この記事の内容: 

 Config.xml ファイルを変更してサイレント インストールを構成する 

 OCT を使用してサイレント インストールと自動ライセンス認証を構成する 

キー管理サービス (KMS) ライセンス認証を使用して、企業展開用の Office 2013 (MSI) をライセンス

認証する場合、Office 2013 のすべてのボリューム ライセンス エディションには KMS クライアン

ト キーがプレインストールされているため、プロダクト キーの入力は不要です。KMS は、マイク

ロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行

う方法の 1 つとして、Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。Office 2013 のボリュー

ム ライセンス エディションをインストールすると、Office は、ライセンス認証に使用する KMS ホ

ストを探します。 

マルチ ライセンス認証キー (MAK) は、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下に

ライセンスされる製品のライセンス認証を行うためのもう 1 つの方法で、これも Office ライセン

ス認証テクノロジから提供されます。MAK ライセンス認証を使用する場合は、Config.xml ファイル

内の PIDKEY 要素を使用して MAK キーを追加できます。PIDKEY 要素は、Office 2013 のボリューム 
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ライセンス エディションにのみ使用されます。この要素は、サブスクリプションによってライセン

スされる Office 365 ProPlus には適用されません。 

Config.xml 内の Setting 要素の AUTO_ACTIVATE プロパティを使用すると、製品のライセンス認証

が Office 2013 の展開時に自動的に行われるように指定できます。 

 重要: 

AUTO_ACTIVATE プロパティを使用してインストールを行う場合、Office 2013 のライセンス

認証は一度だけ試行されます。(プロキシ、ユーザー権限、インターネット接続の問題など

により) ライセンス認証が失敗しても、再度の試行は行われず、ユーザーは後ほど Office 

2013 をライセンス認証するように求められます。 

ボリューム ライセンス認証の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画

する」と「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」を参照してください。 

Config.xml ファイルを変更してサイレント インストー

ルを構成する 

ユーザーの操作が不要な Office 2013 製品のサイレント インストールを構成するには、以下の手順

で示すように、インストールする製品の Config.xml ファイルを変更します。ここでは、Display 要

素の Level 属性を "none" に設定し、CompletionNotice、SuppressModal、AcceptEula の各属性を設

定します。次に、Config.xml ファイルを保存します。この例では、MAK プロダクト キーを追加す

るためのオプションを設定する、自動ライセンス認証のオプションを設定する、およびコンピュー

ターの再起動を抑止する方法も示します。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

Config.xml でサイレント インストール オプションを指定するには 

1. メモ帳などのテキスト  エディターを使用して、インストールする  Office 製品  (Office 

Professional Plus 2013 など) の Config.xml ファイルを開きます。 

2. 以下のようにして Display 要素を含む行を探します。 

<!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" /> --> 

3. Display 要素エントリを変更して、使用するサイレント オプションを指定します。コメント区

切り記号の "<!--" と "-->" を忘れず削除してください。たとえば、次の構文を使用します。 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

これらのオプションは、サイレントにインストールを行い、ユーザーに情報の入力を求めたり、

ユーザーの操作を待ったりすることなくインストールを行うようにセットアップに指示します。

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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構文と Config.xml の詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の Display 要素

を参照してください。 

4. 再起動を抑止するには、次の行を追加します。 

<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" /> 

<Setting Id="REBOOT" Value="ReallySuppress"/> 

5. MAK キーを追加するには、PIDKEY 要素を使用して、25 文字のボリューム ライセンス キーを

入力します。Config.xml ファイルに次の行を追加します。 

<PIDKEY Value="AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE" /> 

AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE は、プロダクト キーを表します。Office 2013 の組織固有の 

MAK プロダクト キーを使用してください。 

6. 自動ライセンス認証オプションを設定するには、次の行を Config.xml ファイルに追加します。 

<Setting Id="AUTO_ACTIVATE" Value="1" /> 

AUTO_ACTIVATE を設定しないと、AUTO_ACTIVATE を値 0 に設定したことになります。した

がって、Office 2013 の展開時に製品のライセンス認証は行われません。 

7. Config.xml ファイルを保存します。 

 重要: 

Office 2013 のサイレント インストール時に Office アプリケーションが実行されている場

合は、セットアップの終了時に再起動が必要になります。Office 2013 をインストールする

前に、ユーザーにすべての Office アプリケーションを閉じるように指示してください。そ

うしないと、アップグレード中に、ユーザーが開いていたドキュメントの変更内容が保存さ

れないまま失われる可能性があります。 

サイレント インストール オプションを指定して Config.xml ファイルを変更したら、次のコマンド

を使用して、Office Professional Plus 2013 をインストールできます。 

\\server\share\Office15\setup.exe /config \\server\share\Office15\ProPlus.WW\config.xml 

各要素の意味は次のとおりです。 

\\server\share\Office15 は、Office Professional Plus 2013 ソース ファイルのパスです。 

/config は、Config.xml ファイルの場所を指定するセットアップのコマンド ライン オプションです。

「Office 2013 のコマンド ライン オプションを設定する」を参照してください。 

\\server\share\Office15\ProPlus.WW\config.xml は、Office Professional Plus 2013 のカスタマイズした 

Config.xml ファイルの場所です。 

 メモ: 

前述の例のように、Config.xml ファイルを使用してサイレント インストール オプションを

設定した場合は、OCT を使用してセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) 

を作成し、さらにインストールのカスタマイズを構成することもできます。たとえば、OCT 

を使用して機能のインストール状況を設定し、Office 機能の既定のインストール方法を変更

できます。OCT を使用して構成できる領域の詳細については、「Office 2013 の Office カス

タマイズ ツール (OCT)」を参照してください。OCT は、Office 2013 (および Office 2010 と 

Office 2007) のボリューム ライセンス エディションで使用できます。Office 2013 インスト

ールがボリューム ライセンス エディションであるかどうかを判断するには、Office 2013 の
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インストール ディスクをチェックして、Admin という名前のフォルダーがあるかどうかを

確認します。Admin フォルダーが存在すれば、その製品はボリューム ライセンス エディ

ションです。 

Config.xml ファイルを手動で編集する代わりに、OCT を使用して、サイレント インストー

ル オプションを設定することもできます。詳細については、「Office 2013 の Office カスタ

マイズ ツール (OCT)」の「使用許諾契約とユーザー インターフェイス」を参照してくださ

い。Config.xml ファイルの Display 要素の Level 属性は、OCT の [表示レベル] オプション

に相当します。企業展開では、OCT を使用する場合は [表示レベル] を [なし] に設定して、

セットアップをサイレントに行い、ユーザーに情報の入力を求めず、ユーザーの操作を待た

ずにインストールを行うことをお勧めします。これには、使用中のファイルがある場合も含

まれます。[表示レベル] が [なし] の設定は、[入力項目を表示しない] オプションと [完了

通知を表示する] オプションがサイレントであり、[使用許諾契約書に同意します] チェック 

ボックスがオンであることが前提です。前述のように、管理者は、Office 2013 のインスト

ール時に他の Office アプリケーションが実行中でないようにすることも必要です。 

OCT を使用してサイレント インストールと自動ライ

センス認証を構成する 

次の例では、OCT を使用して、サイレント インストール オプションを設定する方法、MAK プロ

ダクト キーを入力する方法、および自動ライセンス認証のために AUTO_ACTIVATE プロパティ値

を指定する方法を示します。 

サイレント インストール オプションと自動ライセンス認証オプションを OCT で構成するには 

1. Office 2013 のソース ファイルが格納されているネットワーク インストール ポイントのルー

トから、コマンド ラインに「setup.exe /admin」と入力して OCT を実行します。たとえば、

\\server\share\Office15\setup.exe /admin を使用します。 

2. サイレント インストール オプションを設定するには、ナビゲーション ウィンドウで [使用許

諾契約とユーザー インターフェイス] を選択します。次に、詳細ウィンドウで、[表示レベル] ド

ロップダウン ボックスの [なし] を選択し、[入力項目を表示しない] を選択し、[完了通知を表

示する] チェック ボックスをオフにし、[使用許諾契約書に同意します] を選択します。 

3. MAK キーを入力するには、ナビゲーション ウィンドウで [使用許諾契約とユーザー インター

フェイス] を選択します。次に、詳細ウィンドウで、[別のプロダクト キーを入力する] を選択

し、Office 2013 用の組織の MAK プロダクト キーを [プロダクト キー] テキスト ボックスに

追加します。 

4. 自動ライセンス認証オプションを設定するには、ナビゲーション ウィンドウで [セットアップ

のプロパティの変更] を選択し、詳細ウィンドウで [追加] を選択します。 

5. [プロパティ値の追加/変更] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに、「AUTO_ACTIVATE」と

入力します。このプロパティ名は大文字で入力する必要があります。 

6. [値] ボックスに、「1」と入力し、[OK] をクリックします。 

7. OCT でカスタマイズを完了したら、[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] をクリックし、

セットアップ カスタマイズ .msp ファイルを保存します。カスタマイズ .msp ファイルは、ネ
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ットワーク インストール ポイントの Updates フォルダーに保存します。初回インストールの 

Updates フォルダーには、製品ごとにセットアップ カスタマイズ .msp ファイルを 1 つだけ置

くことができます。Updates フォルダーの使用方法の詳細については、「Office 2013 の Office カ

スタマイズ ツール (OCT)」の「Updates フォルダー」を参照してください。 

ネットワーク インストール ポイントは、ネットワーク上のセキュリティで保護された共有場

所です。この場所に、Office 2013 インストール メディアからすべてのソース ファイルおよび

展開する言語パックをコピーします。ネットワーク インストール ポイントの詳細については、

「Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする」の「ネットワーク イ

ンストール ポイントを作成する」を参照してください。 

Office 2013 をインストールするために、ユーザーはネットワーク インストール ポイントから

セットアップを実行できます。また、ネットワーク インストール ポイントを開始点として使

用し、Microsoft System Center 2012 Configuration Manager などのソフトウェア展開ツールで 

Office 2013 を配布したり、ハード ディスク イメージやカスタム DVD を作成したりすること

もできます。 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する 

Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 
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Office 2013 のカスタム構成を作成する 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Office カスタマイズ ツール (OCT) と Config.xml ファイルを使用して、Office 2013 Windows 

インストーラーベース (MSI) のインストールをカスタマイズします。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル向け 

この記事に掲載する例を使用して、Office 2013 の初回インストールをカスタマイズした上で、組織

内のユーザーに展開できます。ここには Config.xml ファイルの例も含まれています。 

この記事の内容: 

 Office カスタマイズ ツールのバージョン 

 カスタム構成を作成する 

 ネットワーク インストール ポイントを作成するには 

 OCT を使用してインストールをカスタマイズするには 

 Config.xml ファイルを使用してインストール オプションを設定するには 

 展開方法を選択する 

 Config.xml の例 

インストールをカスタマイズする前に、以下の記事を読むことをお勧めします。 

 Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 

 Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する 

 Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法 

Office カスタマイズ ツールのバージョン 

Office カスタマイズ ツール (OCT) はセットアップ  プログラムに含まれています。これは、

Windows インストーラーベースの Office 2013 クライアントのインストールをカスタマイズする際

に使用される主要なツールです。OCT は、ボリューム ライセンス バージョンの Office 2013 (Office 

Professional Plus 2013 など) に含まれます。カスタマイズを始める前に、次の事項を理解しておく必

要があります。 

32 ビット版 Office 2013 と 64 ビット版 Office 2013 には、それぞれ固有の Office カスタマイズ 

ツールがあります。64 ビット版の OCT は、Office 2013 の 64 ビット版クライアント エディショ

ンをサポートしますが、ユーザー インターフェイス、機能、および構成可能な設定は 32 ビット版

と同じです。 

Office 2013 OCT は、次のセットアップ カスタマイズ .msp ファイルのインポートをサポートしま

す。 

 32 ビット Office 2013 .msp ファイルを 64 ビット OCT にインポートし、64 ビット Office 

2013 製品のカスタマイズに使用できます。 
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 64 ビット Office 2013 .msp ファイルを 32 ビット OCT にインポートし、32 ビット Office 

2013 製品のカスタマイズに使用できます。 

 メモ: 

アーキテクチャ間で同等の製品についてのみ、セットアップ カスタマイズ .msp ファイル

をインポートできます。たとえば、32 ビット Office Professional Plus 2013 のカスタマイ

ズ .msp ファイルを 64 ビット版 OCT にインポートして、64 ビット Office Professional 

Plus 2013 .msp ファイルとして使用できます。一方、32 ビット Word 2013 スタンドアロン

のカスタマイズ .msp ファイルを 64 ビット OCT にインポートして、64 ビット Office 

Professional Plus 2013 .msp ファイルとして使用することはできません。インポートは OCT 

によって阻止され、エラー メッセージが表示されます。Office 2010 または Office 2007 の

セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) を Office 2013 OCT にインポート

することはできません。 

OCT の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。

Office 2013 64 ビット版については、「Office 2013 の 64 ビット版」を参照してください。 

インポート機能の詳細については、「Office 2010 セットアップ カスタマイズ ファイルをインポー

トする」を参照してください。この記事は Office 2010 を対象にしていますが、情報は Office 2013 に

も適用されます。 

カスタム構成を作成する 

以下の手順は、OCT と Config.xml を使用したカスタマイズ構成の展開方法について説明します。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

ネットワーク インストール ポイントを作成するには 

1. Office 2013 CD のすべてのファイルとフォルダーをネットワーク上またはコンピューター上の

任意のフォルダーにコピーします。たとえば、\\server\share\Office15 にファイルをコピーしま

す。 

展開するすべての言語パックと追加の Office 製品を同じネットワーク インストール ポイン

トにコピーします。重複するセットアップ ファイルを上書きするかどうかを尋ねられたら、[い

いえ] をクリックします。詳細については、「Office 2013 をインストールする前にセットアッ

プをカスタマイズする」の「ネットワーク インストール ポイントを作成する」を参照してく

ださい。 

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee681791(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee681791(office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、セットアップをカスタマイズし、その他のカスタ

マイズとインストール オプションを構成します。これで、セットアップ カスタマイズ ファイル 

(.msp ファイル) が作成されます。OCT を使用して構成できる領域の詳細については、「Office 2013 

の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。次の例では、新しいセットアップ カ

スタマイズ .msp ファイルが作成されます。 

OCT を使用してインストールをカスタマイズするには 

1. 上で作成したネットワーク インストール ポイントのルートから、コマンド ライン オプショ

ン  setup.exe /admin を 実 行 し て  OCT を 起 動 し ま す 。 た と え ば 、

「\\server\share\Office15\setup.exe /admin」と入力します。 

2. [製品の選択] ダイアログ ボックスで、[次の製品の新しいセットアップ カスタマイズ ファイル

を作成する] を選択して、新しいカスタマイズ ファイル (たとえば、Office Professional Plus 2013 

(32 ビット) 用) を作成します。[OK] を選択します。 

OCT のユーザー インターフェイスが表示されたら、[セットアップ]、[機能]、[追加内容]、

[Outlook] の各領域で設定を構成できます。 

3. セットアップをカスタマイズして、セットアップがインストールを管理する方法を指定します。

OCT の [セットアップ] セクションを使用してオプションを構成します。既定のインストール

場所、既定の組織名、Office 2013 ソースがあるネットワーク上の場所の追加、プロダクト キー、

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項、表示するユーザー インターフェイスのレベル、

以前のバージョンの Office の削除などのオプションがあります。 

プロダクト キー オプションは、使用する Office 2013 のライセンス方法によって異なります。

[使用許諾契約とユーザー インターフェイス] には以下のオプションがあります。 

a) KMS クライアント キーを使用する: キー管理サービス (KMS) によるライセンス

認証を使用する企業展開の場合、プロダクト キーの入力は不要です。これは、Office 

2013 のすべてのボリューム ライセンス エディションに KMS クライアント キー

がプレインストールされているためです。KMS は、マイクロソフト ボリューム ラ

イセンス プログラムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行う方法の 

1 つとして、Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。1 台の KMS ホ

スト コンピューターで KMS ホスト キーをアクティブ化し、環境内にローカル ラ

イセンス認証サービスを確立するだけで済みます。Office 2013 は、ローカル KMS ホ

ストに接続して、ライセンス認証を行います。[KMS クライアント キーを使用する] 

は既定です。KMS ホストの構成方法については、「Office 2013 のボリューム ライ

センス認証を展開する」の「Office KMS ホストを準備および構成する」を参照して

ください。 

KMS ライセンス認証が KMS ホストに接続されているすべての Office ボリューム 

ライセンス クライアントをライセンス認証するのと同様に、Active Directory によ

るライセンス認証は Active Directory ドメイン内のすべての Office ボリューム ラ

イセンス クライアントをライセンス認証します。Active Directory によるライセン

ス認証の詳細については、「Active Directory によるライセンス認証の概要」を参照

してください。KMS と MAK は、Windows 7 と Windows 8 でサポートされます。

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
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Active Directory によるライセンス認証は、Windows 8 と Windows Server 2012 での

みサポートされます。 

ボリューム ライセンス認証の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセ

ンス認証を計画する」、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」、

および「Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法」を参照してくだ

さい。 

b) 別のプロダクト キーを入力する: [別のプロダクト キーを入力する] エントリを使

用して、OCT に有効なマルチ ライセンス認証キー (MAK) キーを入力することがで

きます。MAK キーは、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下に

ライセンスされる製品のライセンス認証を行うもう 1 つの方法として、Office ライ

センス認証テクノロジから提供されます。MAK を使用する場合、クライアントは、

マイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーを使用してオンラインで、ま

たは電話で Office 2013 のライセンス認証を行います。MAK を使用するには、[別の

プロダクト キーを入力する] テキスト ボックスに MAK キー (25 桁の数字また

は文字) をスペースなしで入力します。MAK キーの使用の詳細については、「Office 

2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」を参照してください。 

[表示レベル] メニューを展開し、インストール時のユーザー インターフェイスの動

作を設定します。企業展開では、[表示レベル] を [なし] に設定して、セットアッ

プをサイレントに行い、ユーザーに情報の入力を求めず、ユーザーの操作を待たず

にインストールを行うことをお勧めします。これには、使用中のファイルがある場

合も含まれます。[表示レベル] を [なし] に設定すると、[入力項目を表示しない] オ

プションが選択されます。[完了通知を表示する] オプションと [使用許諾契約書に

同意します ] オプションを選択して、インストールをサイレントにします。

Config.xml ファイルを使用して、表示レベルのオプションを構成することもできま

す。「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「Display 要素」を参照してください。 

セキュリティ設定の既定の初期構成を提供する場合は、Office のセキュリティ設定

を構成することもできます。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ 

ツール (OCT)」の「Office セキュリティ設定」を参照してください。 

 重要: 

OCT を使用して、セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) で既定の初期セ

キュリティ設定を指定できますが、ユーザーはインストール後にその設定を変更できます。

セキュリティ設定を強制するには、グループ ポリシーを使用する必要があります。セキュ

リティ設定の詳細については、「Office 2013 のセキュリティの概要」を参照してください。 

詳細については、「Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする」

を参照してください。 

4. [機能] セクションを使用して、機能のインストール状況を構成します。詳細については、「Office 

2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「機能のインストール状況の設定」を参照して

ください。 

インストールに追加するアプリケーションごとに、詳細ウィンドウで、インストール オプショ

ンを [マイ コンピューターからすべて実行] または [初めて実行するときにインストール] に
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設定します。たとえば、Outlook 2013 をインストールするには、[Microsoft Office] を展開し、

Microsoft Office Outlook のインストール オプションを [マイ コンピューターからすべて実行] 

に変更します。 

インストールしないアプリケーションに対しては、詳細ウィンドウで、インストール オプショ

ンを [インストールしない] に設定します。アプリケーションのインストール オプションが変

更されたことを示すために、アプリケーション名が太字で表示されます。 

ユーザーが自分でこのアプリケーションをインストールできないようにするには、[非表示] オ

プションと [ロック] オプションを選択します。記号 [H] と [L] がアプリケーション名に追加さ

れ、これらのオプションが追加されていることを示します。 

 重要: 

[非表示] オプションは不可逆的です。このオプションを設定したら、インストール時ま

たはインストール後に、非表示機能は機能ツリーに表示されなくなります。初回インス

トール後に、別の Config.xml ファイルを使用したり、別の .msp ファイルを適用した

りして、機能の “非表示を解除” することはできません。 

コントロール パネルの [プログラムと機能] を使用して Office 2013 のインストールを

変更しようとしても、その機能は非表示のままになります。 

また、Office 2013 の [機能の追加/削除] オプションにある Office セットアップの機能

インストール ツリーにも表示されなくなります。機能は非表示のままですが、後

で .msp ファイルまたは Config.xml ファイルを使用して機能のロックを解除し、ロー

カルにインストールして実行することができます。詳細については、「Office 2013 の 

Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「機能のインストール状況の設定」を参照して

ください。 

[ロック] オプションは可逆的です。初回インストール時に OCT または Config.xml を

使用して、機能に [ロック] オプションを設定した場合でも、後でカスタマイズ .msp フ

ァイルまたは Config.xml ファイルを使用して機能のロックを解除し、ローカルにイン

ストールすることができます。 

たとえば、Config.xml ファイルをカスタマイズして OptionState 要素を変更できます。

また、次の行を追加して、機能 (この例では Access) をユーザーのコンピューターから

アンインストールし、その機能の子機能を指定した状態に設定できます。 

<OptionState Id=”ACCESSFiles” State=”Absent” Children=”force” /> 

OptionState 要素については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照してくださ

い。 

OCT を使用してカスタマイズ .msp ファイルを作成し、その機能を後でインストール

することもできます。それには、[機能のインストール状況の設定] 画面で、機能のイン

ストール状態を [マイ コンピューターからすべて実行] に設定します。 

5. [機能] の下にある [ユーザー設定の変更] セクションを使用して、適用するユーザー設定を指定

します。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「ユーザー

設定の変更」を参照してください。 

[ユーザー設定の変更] セクションを使用し、このカスタマイズ ファイルを用いて Office をイ

ンストールするユーザーのために、Office アプリケーション設定の既定値を設定します。 
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オプションを構成するには、ナビゲーション ツリーを展開し、構成するユーザー インターフ

ェイス要素を選択します。その要素に関連付けられた構成可能な設定が、詳細ウィンドウに表

示されます。次のオプションのいずれか 1 つを指定できます。 

未構成: 設定はそのままです。 

有効: 設定は、設定の [プロパティ] ページで選択した内容に従って変更されます。 

無効: 設定は無効になります。オプションの無効化は、オプションの未構成とは異なる場合があ

ります。詳細については、個々のオプションの説明を参照してください。 

 メモ: 

OCT を使用してユーザー設定を構成すると、設定の既定の初期値が決定されます。ユ

ーザーは、Office のインストール後にほとんどの設定を変更できます。ユーザー設定を

強制する場合は、グループ ポリシーを使用します。 

グループ ポリシーを使用して、Outlook の設定を適用することもできます。グループ ポリシーを

使用して、以下の Outlook 領域を管理できます。 

 信頼される COM アドインを指定する。 

 暗号化オプションをカスタマイズする。 

 Outlook の迷惑メール フィルターの設定を構成する。詳細については、「Outlook 2013 で

迷惑メールの設定を構成する」を参照してください。 

 Outlook がセキュリティ設定に使用する方法を構成する。 

 添付ファイルの設定を構成する。 

 プログラムによるセキュリティ設定を構成する。 

 ActiveX オプションとカスタム フォーム設定をカスタマイズする。 

 フォルダー ホーム ページを無効にする。 

6. OCT の [追加内容] セクションを使用して、以下のオプションを構成できます。 

 Office のインストール時に、ユーザーのコンピューターにファイルを追加したり、コンピュ

ーターからファイルを削除したりする。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマ

イズ ツール (OCT)」の「ファイルの追加」と「ファイルの削除」を参照してください。 

 Office のインストール時に、ユーザーのコンピューターでレジストリ エントリを追加、変

更、または削除する。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」

の「レジストリ エントリの追加」と「レジストリ エントリの削除」を参照してください。 

 Office 2013 と共にインストールされたファイルまたはユーザーのコンピューターに既に存

在するファイルのショートカットを追加する。詳細については、「Office 2013 の Office カ

スタマイズ ツール (OCT)」の「ショートカットの構成」を参照してください。 

7. OCT の [Outlook] セクション (「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の Outlook 

を使用して、以下の Outlook 領域を構成できます。 

 Exchange アカウントの設定を指定する。新しい Outlook プロファイルを作成するかプロフ

ァイルを修正して、ユーザーの Exchange Server 設定を構成できます。詳細については、

「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「Exchange の設定」を参照してく

ださい。 
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 Outlook プロファイル設定。ユーザーの既定の Outlook プロファイルをカスタマイズでき

ます。このプロファイルは、ユーザー固有の情報を定義する Windows レジストリの値から

成ります。1 つの Outlook プロファイルが複数の電子メール アカウントを持つことができ

ます。ユーザーは複数の Outlook プロファイルを所有でき、Office 2013 OCT は、複数の 

Outlook 電子メール アカウントの追加をサポートします。詳細については、「Office 2013 の 

Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「Outlook プロファイル」と「アカウントの追加」

を参照してください。 

 新しい Outlook 電子メール アカウントをユーザーのプロファイルに含める。Exchange ア

カウントを追加または変更する場合は、追加の Exchange 設定を構成します。たとえば、

Exchange Server をオフラインで使用するためのオプションとして、Outlook Anywhere 機能

を構成できます。また、キャッシュ モード オプションを指定して、Exchange メールボッ

クスのローカル コピーを使用するように、ユーザーの Outlook プロファイルを構成できま

す。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「アカウント

の追加」、「[アカウントの追加] および [アカウント設定] ダイアログ ボックス」、「キャ

ッシュ モード」の各セクションを参照してください。 

 設定を Outlook プロファイル ファイル (.prf ファイル) にエクスポートする。詳細につい

ては、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「設定のエクスポート」を参

照してください。 

 Exchange アカウントおよびフォルダーに送受信グループを定義し、Outlook で送受信操作

中に各グループで実行するタスクを指定する。送受信グループは、いくつかの Outlook ア

カウントおよびフォルダーを集めたものです。詳細については、「Office 2013 の Office カ

スタマイズ ツール (OCT)」の「送受信グループの指定」を参照してください。 

8. カスタマイズを完了したら、[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] を選択し、セットアッ

プ カスタマイズ ファイルのパスとファイル名を指定して、[保存] を選択します。 

初回インストールの場合は、カスタム .msp ファイルをネットワーク インストール ポイント

の Updates フォルダーに保存できます。セットアップを実行すると、インストール ポイント

の Updates フォルダーで、インストールされる製品に固有のカスタマイズ ファイルが検索さ

れます。 

 メモ: 

複数のセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) を展開する場合、インス

トールする Office 2013 製品ごとにカスタマイズ .msp ファイルを 1 つだけ初回イン

ストールの Updates フォルダーに配置できます。残りのカスタマイズ .msp ファイル

は、Office のインストール完了後に展開する必要があります。Updates フォルダーのセ

ットアップ カスタマイズ .msp ファイルは、製品ごとに 1 つだけサポートされます。

Updates フォルダーに配置したカスタム .msp ファイルが最初に展開されます。このた

め、このファイルには、インストール後に変更できないセットアップ カスタマイズ (イ

ンストール場所など) を含める必要があります。 

カスタマイズ ファイルを Updates フォルダーに置かない場合は、セットアップのコマ

ンド ライン オプションの /adminfile を使用して、カスタム .msp ファイルが置かれた
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フォルダーの完全修飾パスを指定できます。たとえば、 setup.exe /adminfile 

\\server\share\myNewUpdatesFolder とします。 

SetupUpdates 要素の SUpdateLocation 属性を使用して、.msp ファイルを含むフォルダ

ーの場所を Config.xml ファイルで指定することもできます。SetupUpdates の詳細につ

いては、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「SetupUpdates 要素」を参照してく

ださい。 

Office カスタマイズ ツールを使用して構成できるオプションの多くを、Config.xml ファイルを使用

してカスタマイズできます。これには、OCT では使用できないオプションもいくつか含まれます。

Config.xml で構成できる領域の詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照して

ください。 

ネットワーク インストール ポイントのパス、インストールする製品、カスタム セットアップ オ

プションなどのインストール オプションを指定したり、インストールする言語を指定したりするに

は、インストールする製品の製品フォルダーのルートに置かれた Config.xml ファイルを使用します。 

Config.xml ファイルを編集するには、メモ帳などのテキスト エディターを使用します。 

Config.xml ファイルを使用してインストール オプションを設定するには 

1. インストール時にユーザーに表示されるオプションを変更するには、Config.xml ファイルで、

Display 要素を含む行を探します。 

<!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" /> --> 

インストール時にユーザーの操作を不要にし、表示オプションを指定するには、以下に示すよ

うに、Display 要素の情報を変更します。 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「Display 要素」を参照してくださ

い。 

2. 追加してインストールする言語を指定するには、Config.xml ファイルで AddLanguage 要素およ

び属性を使用します。 

 メモ: 

AddLanguage 要素を複数追加する場合は、AddLanguage 要素の ShellTransform 属性を

追加する必要があります。この属性は、セットアップがシェル ユーザー インターフェ

イスで使用する言語を指定します。 

たとえば、英語、フランス語、ドイツ語、およびスペイン語をインストールし、ユーザ

ーの既定の地域オプション言語を既定のインストール言語として指定するには、次の 

AddLanguage 要素および属性を Config.xml ファイルに追加します。 

<AddLanguage Id="match" ShellTransform="yes"/> <AddLanguage Id="en-us" /> 
<AddLanguage Id="fr-fr" /> <AddLanguage Id="de-de" /> <AddLanguage Id="es-es" /> 

この例の場合、セットアップは、指定された言語をすべてインストールした上で、ユーザーの

ロケールに合致する言語がそれらとは異なり、かつインストール ソースにあれば、その言語も

インストールします。詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「AddLanguage 

要素」を参照してください。 

Config.xml ファイルを使用して、次のようなオプションを追加して構成することもできます。 
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 ネットワーク インストール ポイントのパスを指定する。詳細については、「Office 2013 の 

Config.xml ファイル」の「DistributionPoint 要素」を参照してください。 

 25 文字のボリューム ライセンス キーを指定する。OCT での同等のオプションは、[使用

許諾契約とユーザー インターフェイス] セクションにあるプロダクト キーの設定です。前

述のように、Office 2013 のボリューム ライセンス エディションはどれも KMS クライアン

ト キーがプレインストールされているため、キー管理サービス (KMS) ライセンス認証を使

用する企業展開の場合、プロダクト キーの入力は不要です。KMS は、マイクロソフト ボ

リューム ライセンス プログラムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行う方

法の 1 つとして、Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。ただし、管理者は

適切な Office 2013 KMS ホスト ライセンスと有効な KMS ホスト キーがインストールされ、

マイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーに対してキーがライセンス認証され

ていることを確認する必要があります。Office 2013 KMS ホスト ライセンスをインストール

するには、Microsoft Office 2013 KMS ホスト ライセンス パックを実行します。Office 2013 は、

ローカル KMS ホストに接続して、ライセンス認証を行います。OCT では、[KMS クライア

ント キーを使用する] オプションが既定で選択されています。詳細については、「Office 2013 

の Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「使用許諾契約とユーザー インターフェイス」

を参照してください。ボリューム ライセンス認証については、「Office 2013 のボリューム 

ライセンス認証を計画する」と「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する」を

参照してください。 

マルチ ライセンス認証キー (MAK) は、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラ

ムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行うためのもう 1 つの方法で、これも 

Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。MAK を使用する場合、クライアント

は、マイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーを使用してオンラインで、または

電話で Office 2013 のライセンス認証を行います。管理者は、Config.xml ファイルまたは 

OCT を使用して MAK キーを入力できます。 

MAK キーを Config.xml ファイルに入力するには、25 文字のプロダクト キーを次の例に示

すように追加します。ここで、AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE は、プロダクト キーを表

します。 

<PIDKEY Value="AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE" /> 

詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「PIDKEY 要素」を参照してくだ

さい。 

 製品がインストールされる場所となるユーザーのコンピューター上のフォルダーの完全修

飾パスを指定する。詳細については、「Office 2013 の  Config.xml ファイル」の

「INSTALLLOCATION 要素」を参照してください。 

 セットアップのログ オプションを指定する。詳細については、「Office 2013 の Config.xml フ

ァイル」の「Logging 要素」を参照してください。 

 ユーザーのコンピューターにローカル インストール ソース (LIS) をキャッシュする方法

を指定する。詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「LIS 要素」を参

照してください。 
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 製品をインストールするコンピューターのユーザー名または会社名を設定する。詳細につい

ては、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「USERNAME 要素」と「COMPANYNAME 要

素」を参照してください。 

Office カスタマイズ ツールを使用して構成できるオプションの多くを、Config.xml ファイ

ルを使用してカスタマイズできます。これには、OCT では使用できないオプションもいく

つか含まれます。Config.xml で構成できる領域の詳細については、「Office 2013 の Config.xml 

ファイル」を参照してください。 

3. Config.xml のカスタマイズを完了したら、Config.xml ファイルを保存します。/config セットア

ップのコマンド ライン オプションを使用して、次の例に示すように、Config.xml ファイルの

場所を指定することができます。 

\\server\share\setup.exe /config \\server\share\ProPlus.WW\config.xml 

/config セットアップのコマンド ライン オプションについては、「Office 2013 のコマンド ラ

イン オプションを設定する」の「/config [パス]」を参照してください。 

カスタム Config.xml ファイルの例については、「Config.xml の例」を参照してください。サイ

レント インストール オプションの設定方法については、「Office 2013 のサイレント インスト

ールを構成する」を参照してください。 

展開方法を選択する 

Office 2013 をユーザーのコンピューターにインストールするには、個別の環境と要件に応じて、以

下のいずれかのアプローチを選択します。 

 プリキャッシュされたローカル インストール ソースを使用して、Office をユーザーのコンピ

ューターにインストールします。Office 2013 を展開すると、セットアップは、ユーザーのコン

ピューターにローカル インストール ソースを作成します。これは、インストールする Office 

製品の圧縮版ソース ファイルのコピーです。これらのファイルがユーザーのコンピューターに

コピーされたら、セットアップは、ローカル インストール ソースからインストールを行いま

す。ネットワークへの負荷を最小限に抑えるためには、Office を展開する前に、ローカル イン

ストール ソースをユーザーのコンピューターに個別に展開します。 

 それには、次の作業を実行します。 

 ローカル インストール ソースをユーザーに配布します。詳細については、「ローカル イ

ンストール ソースを展開する」を参照してください。 

 セットアップをローカル インストール ソースから直接実行します。詳細については、「ロ

ーカル インストール ソースから Office 2013 をインストールする」を参照してください。 

 ユーザーのコンピューターで、ネットワーク インストール ポイントのルートから Setup.exe 

を実行します。 

 コンピューターの管理者ではないユーザーに Office を展開するには、次のいずれかの方法を使

用します。 

コンピューターに管理者としてログオンし、Office 2013 をインストールします。 

または 

次のような企業展開方法を使用します。 
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 Microsoft System Center 2012 Configuration Manager を使用します。複雑な環境や急速に変化

する環境で多数のクライアントを管理する場合、Office 2013 を中規模や大規模の組織にイ

ンストールして維持管理する方法としては、System Center 2012 Configuration Manager をお

勧めします。Configuration Manager は、インベントリ、スケジューリング、レポートなど

の高度な機能を提供します。 

 Active Directory とグループ ポリシーを既に組織に展開している場合は、グループ ポリシー

を使用して、Office 2013 を展開するためのスタートアップ スクリプトをコンピューターに

割り当てます。 

 Microsoft Application Virtualization (App-V) やリモート デスクトップ サービスなどの仮想化

技術を使用して、Office 2013 (MSI) を展開します。 

 オペレーティング システムと Office 2013 を含むインストール イメージを展開する方法も

あります。 

Config.xml の例 

次の例は、Office Professional Plus 2013 をインストールするための Config.xml ファイルを示します。

この例では、次のオプションを使用しています。 

 Display Level は、セットアップ UI をオフにし、エラー メッセージなどのダイアログ ボックス

を非表示にし、マイクロソフト ライセンス条項に同意するように設定します。 

 詳細ログをオンにし (Logging Type 値を verbose に設定)、ログ ファイルを AppInst フォルダ

ーに格納します。 

 INSTALLLOCATION には、製品がインストールされる場所となるユーザーのコンピューター上の

フォルダーの完全修飾パスを指定します。 

 LIS SOURCELIST は、製品のインストール ファイルが置かれているネットワーク インストール 

ポイントのセミコロン区切りのリストです。OCT での同等のオプションは、[追加のネットワー

ク ソース] です。 

 Setting Id には、再起動の抑制オプションを指定します (SETUP_REBOOT 値を NEVER に設定)。 

 OptionState 要素には、ユーザーのコンピューターから機能 (この例では Access) をアンインス

トールし、その機能の子機能を指定したのと同じ状態に設定するように指定します。 

<Configuration Product="ProPlus"> 

          <Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" 

/> 

          <Logging Type="verbose" Path="%SYSADMINROOT%\Log\AppInst\Office2013" 

Template="Microsoft Office 2013 Professional Plus Setup(*).txt" />       

          <INSTALLLOCATION Value="%programfiles%\Microsoft Office" /> 

          <LIS SOURCELIST Value="\\server1\share\Office15;\\server2\share\Office15" />  

          <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" /> 

          <OptionState Id=”ACCESSFiles” State=”absent” Children=”force” /> 

</Configuration> 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する 
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Office 2013 のボリューム ライセンス認証を展開する 

Office 2013 のサイレント インストールを構成する 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概要 

Office 2013 のインストール後にユーザーの構成を変更する 

 

http://technet.microsoft.com/library/a99b682c-b3b7-448e-8280-0ce2e9a94229(Office.15).aspx
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Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、Windows インストーラーベースの Office 

2013 のインストールをカスタマイズする方法について説明します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 のインストールをカスタマイズするには、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用し

て、次の作業を実行します。 

 インストール オプションの指定 

 インストールする Office アプリケーションおよび機能のカスタマイズ 

 既定のユーザー設定の構成 

 追加内容の管理: ファイル、レジストリ エントリ、およびショートカットの追加と削除 

 Outlook オプションの構成: 既定のプロファイルの設定、電子メール アカウントの追加、およ

び Exchange 設定の指定 

この記事の内容: 

 Office カスタマイズ ツールの概要 

 Office カスタマイズ ツールのアーキテクチャ固有のバージョン 

 Office カスタマイズ ツールの .msp カスタマイズ ファイルのインポート 

 セットアップ、機能、追加内容、および Outlook の設定の構成 

 セットアップ 

 機能 

 追加内容 

 Outlook 

 更新された OCT ファイルのダウンロード 

Office カスタマイズ ツールの概要 

OCT はセットアップ プログラムに含まれています。ほとんどのカスタマイズ作業には、このツー

ルの使用をお勧めします。OCT は、Windows インストーラーベースの Office 2013、Office 2010、お

よび 2007 Office システムのボリューム ライセンス バージョンに使用できます。Office 2013 イン

ストールがボリューム ライセンス バージョンであるかどうかを判断するには、Office 2013 のイン

ストール ディスクをチェックして、Admin という名前のフォルダーがあるかどうかを確認します。

Admin フォルダーが存在する場合、そのディスクはボリューム ライセンス エディションです。

Admin フォルダーが存在しない場合、ディスクはリテール エディションです。ネットワーク イン

ストール ポイントについては、「Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズ

する」の「セットアップをカスタマイズする」を参照してください。 
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Office 2013 のソース ファイルが格納されているネットワーク インストール ポイントのルートか

ら、コマンド  ラインに「 setup.exe /admin」と入力して  OCT を実行します。たとえば、

「\\server\share\Office15\setup.exe /admin」と入力します。OCT を実行する場合は、新しいセットア

ップ カスタマイズ (.msp) ファイルを作成するか、既存の .msp ファイルを開くかを選択できます。

新しいファイルを作成する場合は、ネットワーク インストール ポイントにある製品のリストが表

示されます。カスタマイズする製品を 1 つ選択する必要があります。 

OCT を使用して既存の .msp カスタマイズ ファイルを変更する場合は、カスタマイズする製品

の .msp ファイルを選択することをお勧めします。たとえば、Office Professional Plus 2013 をカスタ

マイズする場合は、Office Professional Plus 2013 のカスタマイズ .msp ファイルを選択します。 

 メモ: 

Office 2013 リリースでは、64 ビット バージョンの OCT を実行するコンピューターまたは 

64 ビットのカスタマイズ .msp ファイルをインポートするコンピューターに Windows 

Installer 4.0 が必要です。Windows Installer 3.1 は、64 ビット バージョンの OCT や OCT イ

ンポート機能によって使用される “ProgramFiles64Folder” などのプロパティを認識しませ

ん。Windows インストーラーについては、「Windows インストーラー  (英語 )」

(http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=111108) を参照してください。 

Updates フォルダー 

OCT を使用して、Office をカスタマイズし、カスタマイズ内容をセットアップ カスタマイズ .msp 

ファイルに保存します。このファイルは、"ネットワーク インストール ポイント" の Updates フォ

ルダーに置きます。Office をインストールすると、セットアップは、Updates フォルダーでセット

アップ カスタマイズ ファイルを探し、カスタマイズを適用します。Updates フォルダーは、Office 

2013 の初回インストール時にソフトウェア更新プログラムを展開するためだけに使用されます。 

 重要: 

複数のセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) を展開する場合、インストー

ルする Office 2013 製品ごとにカスタマイズ .msp ファイルを 1 つだけ初回インストール

の Updates フォルダーに配置できます。製品の残りのカスタマイズ .msp ファイルは、

Office のインストールの完了後に展開する必要があります。Updates フォルダーのセットア

ップ カスタマイズ ファイルは、製品ごとに 1 つだけサポートされます。複数の Office 2013 

製品 (Office Professional Plus 2013 と Visio Professional 2013 など) を展開する場合は、Office 

Professional Plus 2013 と Visio Professional 2013 のカスタマイズ .msp ファイルを 1 つずつ 

Updates フォルダーに保存することができます。Updates フォルダーに配置したカスタ

ム .msp ファイルが最初に展開されます。このため、このファイルには、インストール後に

変更できないセットアップ カスタマイズ (インストール場所など) を含める必要がありま

す。 

セットアップは、インストール プロセスの中で製品の更新を適用できるため、Office 2013 の

初回インストールを展開する際に、さらにサービス パックや修正プログラムなどの Office 

2013 のソフトウェア更新プログラムも展開できます。Office 2013 製品の更新は Updates フ

ォルダーに置きます。Updates フォルダーに 1 つのセットアップ カスタマイズ .msp ファ

イルといくつかの製品の更新が含まれる場合、セットアップは、初回インストール時にセッ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc185688(VS.85).aspx
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トアップ カスタマイズ .msp ファイルのみを適用します。製品の更新はインストールの完

了後に適用されます。 

カスタマイズ .msp ファイルを Updates フォルダーに配置する代わりに、セットアップのコマンド 

ライン オプション /adminfile を使用して、.msp ファイルの場所の完全修飾パスを指定できます。

たとえば、「setup.exe /adminfile \\server\share\mychanges\custom.msp」と入力します。 

カスタマイズ ファイルで Updates フォルダー以外のフォルダーを使用する場合は、SetupUpdates 

要素の SUpdateLocation 属性を使用して、Config.xml ファイルでフォルダーの場所を指定できます。

Config.xml ファイルは、インストールする Office 2013 製品のコア製品フォルダー (<コア製品フォ

ルダー名>.WW) にあります。たとえば、Office Professional Plus 2013 に対するフォルダー名は 

ProPlus.WW です。詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照してください。 

既存のインストールを変更する 

セットアップ カスタマイズ ファイルを使用して、既存のインストールを変更することもできます。

セットアップ カスタマイズ ファイルは、Windows インストーラー .msp ファイルの拡張形式なの

で、ソフトウェア更新プログラムの適用とまったく同様に、カスタマイズ ファイルをユーザーのコ

ンピューターに適用できます。ユーザーの既存の Office インストールは、カスタマイズした内容で

更新されます。たとえば、いくつかの機能のインストール状況を [インストールしない] に変更し、

生成されたカスタマイズ ファイルを Office の既存のインストールに適用すると、これらの機能が

ユーザーのコンピューターから削除されます。インストールの変更の詳細については、「Office 2013 

のインストール後にユーザーの構成を変更する」を参照してください。 

OCT の一部のオプションは、Office の新規インストールにのみ適用できます。これらのオプション

は、OCT と OCT ヘルプで明示されています。たとえば、[インストールの場所と組織名] セクショ

ンの [既定のインストール先] オプションを使用すると、Office をインストールする場所となるユー

ザーのコンピューター上のフォルダーを指定できます。ただし、カスタマイズ ファイルを既存のイ

ンストールに適用する場合、[既定のインストール先] オプションは無視されます。この場合は、Office 

をアンインストール後に再インストールして、インストール場所を変更する必要があります。 

OCT を終了する前に、[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] を選択して、セットアップ カス

タマイズ ファイルを保存します。 

OCT でカスタマイズ ファイルを保存するたびに、ツールは、カスタマイズ ファイルのシーケンス

番号を現在のコンピューターのタイム スタンプで更新し、新しい更新のグローバル一意識別子 

(GUID) を生成します。OCT の .msp ファイルは、タイム スタンプに従って時間の古い順に適用さ

れます。 

シーケンス動作が機能するには、以下の OCT .msp メンテナンス ファイルを作成しておく必要があ

ります。 

4. “uninstall-access.msp” という名前の OCT .msp ファイルを作成し、Microsoft Office Access を 

[インストールしない] に設定します。このファイルの方が小さなシーケンス番号と古いタイム 

スタンプを持つように、このファイルを最初に保存します。この .msp ファイルが最初に適用

され、Access は、ユーザーのコンピューター上で [インストールしない] に設定されます。 

5. "install-access.msp" という名前の OCT .msp ファイルを作成し、Microsoft Office Access を [マイ 

コンピューターからすべて実行] に設定します (製品を選択し、[機能のインストール状況の設

定] セクションで機能のインストール状況を設定)。このファイルの方が大きなシーケンス番号

http://technet.microsoft.com/library/a99b682c-b3b7-448e-8280-0ce2e9a94229(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a99b682c-b3b7-448e-8280-0ce2e9a94229(Office.15).aspx
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と新しいタイム スタンプを持つように、このファイルを最後に保存します。この .msp ファイ

ルは、最初の OCT .msp ファイル "uninstall-access.msp" より後に適用されます。したがって、

Access 機能は、ユーザーのコンピューター上で [マイ コンピューターからすべて実行] に設定

されます。 

OCT オプションを選択する 

OCT には、[セットアップ]、[機能]、[追加内容]、[Outlook] の 4 つの大きなセクションがあります。

各セクションには、複数ページから成るオプションが含まれます。オプションを変更すると、OCT の

ナビゲーション ウィンドウのページ名が太字に変わります。既存のセットアップ カスタマイズ フ

ァイルを開くと、カスタマイズされているオプションの場所が太字のページ名で示されます。 

次の表に、OCT で使用できるオプションをリストします。 

Office カスタマイズ ツールのオプション 

  

セクション ページ 

セットアップ  

 インストール場所と組織名 

 追加のネットワーク ソース 

 使用許諾契約とユーザー インターフェイス 

 以前のインストール環境の削除 

 インストール環境の追加とプログラムの実行 

 Office セキュリティ設定 

 セットアップのプロパティの変更 

機能  

 ユーザー設定の変更 

 機能のインストール状況の設定 

追加内容  

 ファイルの追加 

 ファイルの削除 

 レジストリ エントリの追加 

 レジストリ エントリの削除 

 ショートカットの構成 

Outlook  
 Outlook プロファイル 

 アカウントの追加 

 設定のエクスポート 

 送受信グループの指定 
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Office カスタマイズ ツールのアーキテクチャ固有のバ

ージョン 

OCT には、32 ビット版 Office 2013 と 64 ビット版 Office 2013 のそれぞれに固有のバージョンが

あります。64 ビット版の OCT は、Office 2013 の 64 ビット版クライアント エディションをサポ

ートしますが、ユーザー インターフェイス、機能、および構成可能な設定は 32 ビット版と同じで

す。これらの OCT ファイルは、それぞれ x86 (32 ビット) フォルダーと x64 (64 ビット) フォルダ

ーにある Admin フォルダーに置かれます。 

Office 2013 64 ビット版については、「Office 2013 の 64 ビット版」を参照してください。 

ネットワーク インストール ソースのルートから、コマンド ライン オプション setup.exe /admin 

を実行して OCT を起動します。32 ビット版と 64 ビット版のどちらの OCT にも同じコマンドを

使用します。setup.exe /admin を 32 ビットのコンピューターで実行すると 32 ビットの OCT が起

動し、64 ビットのコンピューターで実行すると 64 ビットの OCT が起動します。 

 32 ビット版の OCT を実行するには、以下の例に示すように、x86 (32 ビット) フォルダーから 

setup.exe /admin コマンド ラインを実行します。\\server\share\Office15\x86\setup.exe /admin 

 64 ビット版の OCT を実行するには、以下の例に示すように、x64 (64 ビット) フォルダーから 

setup.exe /admin コマンド ラインを実行します。\\server\share\Office15\x64\setup.exe /admin 

セットアップは、セットアップ カスタマイズ更新の作成に使用できる製品を検出し、検出結果を 

[次の製品の新しいセットアップ カスタマイズ ファイルを作成する] にリストします。64 ビットと 

32 ビットの Office ファイルは、それぞれ異なるルート ディレクトリにあるため、32 ビットの 

OCT は、すべての 32 ビット Office 製品を製品選択ダイアログ ボックス ([次の製品の新しいセッ

トアップ カスタマイズ ファイルを作成する]) にリストし、64 ビットの OCT は、64 ビット Office 

製品をリストします。 

32 ビット Office 製品の OCT カスタマイズ更新を作成、編集、および保存するには 32 ビット 

OCT を使用し、64 ビット Office 製品の OCT カスタマイズ更新を作成、編集、および保存するに

は 64 ビット OCT を使用します。 

Office 2013 には、32 ビット用のフォルダーと 64 ビット用のフォルダーがあり、それぞれのフォ

ルダーに、Config.xml ファイルと Updates サブフォルダーがあります。 

 メモ: 

Office 2013 は、同じコンピューターへの 64 ビット Office と 32 ビット Office のサイド 

バイ サイド インストールをサポートしません (アプリケーションが違う場合も含む)。たと

えば、32 ビットの 2007 Office システムと 64 ビットの Office 2013 や、64 ビットの 

Access 2013 と 32 ビットの Excel 2013 のサイド バイ サイド インストールはサポートさ

れません。Office 2013 カスタマイズ ツールを使用して、64 ビット Office と 32 ビット 

Office のサイド バイ サイド インストール、またはカスタマイズを構成することはできま

せん。たとえば、64 ビット Office Professional Plus 2013 と 32 ビット Visio 2013 単一イメ

ージを使用して、カスタムのサイド バイ サイド インストールを作成することはできませ

ん。64 ビット版 Office の詳細については、「Office 2013 の 64 ビット版」を参照してく

ださい。 

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
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Office カスタマイズ ツールの .msp カスタマイズ フ

ァイルのインポート 

OCT のインポート機能を使用すると、32 ビット OCT カスタマイズ .msp ファイルを 64 ビット 

バージョンの OCT にインポートできます。混在環境 (32 ビットと 64 ビット) の管理者は、セッ

トアップのカスタマイズを一度だけ実行し、それを次のようにインポートできます。 

 32 ビットのセットアップ カスタマイズ .msp ファイルを 64 ビット OCT にインポートし、

それらのファイルを使用して、64 ビット Office 製品をカスタマイズします。 

 64 ビットのセットアップ カスタマイズ .msp ファイルを 32 ビット OCT にインポートし、

それらのファイルを使用して、32 ビット Office 製品をカスタマイズします。 

64 ビット OCT にインポートされた 32 ビット セットアップ カスタマイズ .msp ファイルは、64 

ビットに変換され、32 ビット OCT にインポートされた 64 ビット カスタマイズ .msp ファイル

は、32 ビットに変換されます。カスタマイズ .msp ファイルを Office カスタマイズ ツールにイン

ポートするには、[ファイル] メニューを開き、[インポート] を選択します。[ファイルを開く] ダイ

アログ ボックスで、変換する .msp ファイルを選択し、[開く] を選択して変換を開始します。 

 メモ: 

カスタマイズ .msp ファイルのインポートは、アーキテクチャ間で同等の製品のみを対象に

しています。したがって 32 ビット Office Professional Plus 2013 のカスタマイズ .msp ファ

イルを 64 ビット版 OCT にインポートして、64 ビット Office Professional Plus 2013 .msp 

ファイルとして使用できます。一方、32 ビット Word 2013 スタンドアロンのカスタマイ

ズ .msp ファイルを 64 ビット OCT にインポートして、64 ビット Office Professional Plus 

2013 .msp ファイルとして使用することはできません。インポートは阻止され、エラー メ

ッセージが表示されます。 

Office 2010 または 2007 Office システムのセットアップ カスタマイズ .msp ファイルを 

Office 2013 OCT にインポートすることはできません。 

Office 2013 製品 (たとえば、Office Professional Plus 2013) 用の初期セットアップ カスタマイズ .msp 

ファイルを既に作成しており、その後インストールを変更して言語パックを追加する場合にも、イ

ンポート機能を使用できます。この場合は、最初に、Office 製品のソース ファイルを含むネットワ

ーク インストール ポイントに言語パックを追加します。次に、ネットワーク インストール ポイ

ントのルートから OCT を実行し、同じ製品 (この例では、Office Professional Plus 2013) の新しいセ

ットアップ カスタマイズ ファイルを作成します。さらに、既に作成してある Office Professional Plus 

2013 用のオリジナル カスタマイズ .msp ファイルをインポートします。.msp カスタマイズ ファ

イルを OCT にインポートするには、[ファイル] メニューを開き、[インポート] を選択します。[フ

ァイルを開く] ダイアログ ボックスで、既に作成してある更新対象のカスタマイズ .msp ファイル

を選択します。[ファイル] メニューで、[名前を付けて保存] を選択します。.msp ファイルの一意の

名前を指定し、[保存] を選択します。既に作成してある .msp ファイルを OCT にインポートする

と、その .msp ファイルが更新されて、追加された言語が挿入されます。 

以下のリンクを開くと、OCT のインポート機能を使用する方法を示す Office 2010 ビデオが表示さ

れます。このビデオは Office 2010 用に作成されていますが、内容は Office 2013 にも適用されます。 
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再生時間: 06:06 

 「Office 2010 クライアント: Office カスタマイズ ツー

ルのインポート機能 (英語)」ビデオを視聴する 

 最適な表示で視聴するには、「Office 2010 クライアン

ト: Office カスタマイズ ツールのインポート機能 (英語)」ビデ

オをダウンロードします。 

リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存] を選択すると、

ビデオをダウンロードできます。リンクをクリックすると、既

定のビデオ ビューアーで .wmv ファイルが開かれ、フル解像度

でビデオが再生されます。 

 

セットアップ、機能、追加内容、および Outlook の設

定の構成 

以下のセクションで、構成できる OCT 領域に関する情報を提供します。 

 セットアップ 

 機能 

 追加内容 

 Outlook 

 メモ: 

Office カスタマイズ ツールを実行するコンピューターの地理的な場所が [欧州] に設定さ

れている場合、新しいセットアップ カスタマイズ .msp ファイルを作成すると、既定のド

キュメント形式を選択するように求めるダイアログ ボックスが表示されます。これは、既

存のカスタマイズ .msp ファイルで Excel、PowerPoint、または Word のファイル形式設定

が何も構成されていない場合に、そのファイルを開いたときにも表示される可能性がありま

す。管理者は、セットアップ カスタマイズ ファイルの現在の設定を維持するか、Office 2013 

のすべての機能をサポートする  Office Open XML 形式か、ODF 形式を使用する 

OpenDocument 形式を選択することができます。 

ファイル形式の詳細について学習するには、OCT のオンライン ヘルプを表示するダイアロ

グ ボックスで、[詳細を表示] を選択してください。 

以下のリンクを開くと、Office 2010 OCT ユーザー インターフェイスのデモが表示されます。この

情報は、Office 2013 にも適用されます。 

  

http://www.microsoft.com/resources/msdn/en-us/office/media/video/officetc.html?uuid=9ca57c65-803d-444c-a27d-4348eb3affab&from=mscomoffice
http://www.microsoft.com/resources/technet/en-us/office/media/video/video.html?cid=otc&from=mscomoffice&VideoID=9ca57c65-803d-444c-a27d-4348eb3affab
http://www.microsoft.com/resources/technet/en-us/office/media/video/video.html?cid=otc&from=mscomoffice&VideoID=9ca57c65-803d-444c-a27d-4348eb3affab
http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ds/bedf4f53-d1a4-4b1a-9596-2bd6c2061d7f.wmv
http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ds/bedf4f53-d1a4-4b1a-9596-2bd6c2061d7f.wmv
http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ds/bedf4f53-d1a4-4b1a-9596-2bd6c2061d7f.wmv
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再生時間: 08:26 

 「Office 2010 クライアント: Office カスタマイズ ツー

ルのデモ (英語)」ビデオを視聴する . 

 最適な表示で視聴するには、「Office 2010 クライアン

ト: Office カスタマイズ ツールのデモ (英語)」ビデオをダウン

ロードします。 

リンクを右クリックし、[対象をファイルに保存] を選択すると、

ビデオをダウンロードできます。リンクをクリックすると、既

定のビデオ ビューアーで .wmv ファイルが開かれ、フル解像度

でビデオが再生されます。 

 

セットアップ 

[セットアップ] セクションでは以下の項目を指定します。 

 既定のインストール場所 

 既定の組織名 

 追加のネットワーク インストール ソース 

 プロダクト キー 

 使用許諾契約書 

 表示レベル 

 削除する以前のバージョンの Office 

 インストール時に実行するカスタム プログラム 

 セキュリティ設定 

 セットアップ プロパティ 

インストール場所と組織名 

このセットアップ カスタマイズ ファイルが含まれるインストールを行うすべてのユーザーに対し

て、既定の組織名とインストール場所を指定します。 

 既定のインストール先 – このオプションは、ユーザーのコンピューター上のどこに Office をイ

ンストールするかを指定します。事前定義されたフォルダー キーワード [ProgramFilesFolder] 

を使用して、Windows 内の標準フォルダーのパスを指定できます。既定のパスは、

[ProgramFilesFolder]\Microsoft Office です。このオプションは、ユーザーのコンピューターに初

めて Office をインストールするときにのみ認識されます。インストール パスを変更するには、

Office をアンインストールして再インストールする必要があります。 

 組織名 – この名前は、[バージョン情報] テキスト ボックス ([ヘルプ] メニュー) と Office アプ

リケーションのバナー ページに表示されます。指定した名前は、このカスタマイズ ファイル

が含まれるインストールを行うすべてのユーザーの、既定の会社名として使用されます。 

http://www.microsoft.com/resources/technet/en-us/office/media/video/video.html?cid=otc&from=mscomoffice&VideoID=8a877eed-d0f2-4f9a-95bd-0c29e2b708f0
http://www.microsoft.com/resources/technet/en-us/office/media/video/video.html?cid=otc&from=mscomoffice&VideoID=8a877eed-d0f2-4f9a-95bd-0c29e2b708f0
http://www.microsoft.com/resources/technet/en-us/office/media/video/video.html?cid=otc&from=mscomoffice&VideoID=8a877eed-d0f2-4f9a-95bd-0c29e2b708f0
http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ds/a85d238d-41a6-4039-8ed0-8b5a817dab76.wmv
http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ds/a85d238d-41a6-4039-8ed0-8b5a817dab76.wmv
http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ds/a85d238d-41a6-4039-8ed0-8b5a817dab76.wmv


 

70 

 

追加のネットワーク ソース 

ネットワーク インストール ポイントのコピーを保持する追加のサーバーを指定します。 

機能をオンデマンドでインストールしたり、Office を修復したりするときにオリジナル ネットワー

ク インストール ポイントを使用できない場合、セットアップはサーバーをこのリストから指定さ

れた順序で探します。 

[追加] を選択し、ソースをリストに追加します。パスを編集するには、リストからサーバーを選択

し、[変更] を選択します。このリストからサーバーを削除するには、削除するサーバーを選択し、[削

除] を選択します。リスト内の順序を変更するには、サーバーを選択し、[移動] ボタンを選択し、

サーバーをリスト内で上下に移動します。すべてのサーバーをリストから削除するには、[既存のサ

ーバー リストをクリアする] を選択します。 

 メモ: 

OCT は、初回インストール プロセスで、すべてのサーバー パスを確認し、使用できるす

べてのサーバーに接続して、ローカル インストール ソース (LIS) を作成するときにファイ

ル コピー プロセスを負荷分散します。ただし、使用できないソースを追加ソースとして指

定しても、インストールが失敗するわけではありません。 

[ネットワーク サーバー エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス 

[ネットワーク サーバー エントリの追加] ダイアログ ボックスまたは [ネットワーク サーバー 

エントリの変更] ダイアログ ボックスで、サーバーのパスを入力し、[OK] をクリックします。 

UNC パスを使用できます。また、同じドライブ文字を使用するサーバーにすべてのユーザーがアク

セスできる場合は、ドライブ文字をパスで使用できます。すべてのユーザーに対して環境変数を定

義すれば、パーセント記号 (%) で区切られた環境変数をパスで使用できます。 

たとえば、次のようになります。 

z:\office 

\\server1\share\office_root 

%USERNAME%\office_root 

使用許諾契約とユーザー インターフェイス 

このセクションは、プロダクト キーのために使用します。さらに、セットアップ カスタマイズ フ

ァイルを利用して、Office をインストールする各ユーザーに代わって、マイクロソフト ソフトウェ

ア ライセンス条項に同意するためにも使用します。ユーザー インターフェイスの表示レベルを設

定します。これらのオプションは、ユーザーのコンピューターに初めて Office をインストールする

ときにのみ認識されます。 

 KMS クライアント キーを使用する: キー管理サービス (KMS) によるライセンス認証を使用す

る企業展開の場合、プロダクト キーの入力は不要です。これは、Office 2013 のすべてのボリュ

ーム ライセンス エディションに KMS クライアント キーがプレインストールされているため

です。KMS は、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下にライセンスされる製

品のライセンス認証を行う方法の 1 つとして、Office ライセンス認証テクノロジから提供され

ます。1 台の KMS ホスト コンピューターで KMS ホスト キーをアクティブ化し、環境内にロ

ーカル ライセンス認証サービスを確立するだけで済みます。Office 2013 は、ローカル KMS ホ
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ストに接続して、ライセンス認証を行います。既定では、[有効なプロダクト キーを入力し、ユ

ーザーの代理として使用許諾契約書に同意してください] において、[KMS クライアント キー

を使用する] オプションが選択されます。 

Office 2013 のライセンス オプションの詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセン

ス認証を計画する」を参照してください。 

 別のプロダクト キーを入力する: 詳細ウィンドウの [有効なプロダクト キーを入力し、ユーザ

ーの代理として使用許諾契約書に同意してください] において、[別のプロダクト キーを入力す

る] オプションを使用して、有効なマルチ ライセンス認証キー (MAK) キーを OCT に入力する

ことができます。MAK キーは、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下にラ

イセンスされる製品のライセンス認証を行うもう 1 つの方法として、Office ライセンス認証テ

クノロジから提供されます。MAK を使用する場合、クライアントは、マイクロソフトがホスト

するライセンス認証サーバーを使用してオンライン、または電話で Office 2013 のライセンス認

証を行います。 

MAK を使用するには、[別のプロダクト キーを入力する] テキスト ボックスに MAK キー (25 

桁の数字または文字) をスペースなしで入力します。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。

サブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 ま

たは Office 365 ProPlus には適用されません。[プロダクト キー] テキスト ボックスを

使用して、Office Professional Plus for Office 365 のプロダクト キーを設定することはで

きません。Office Professional Plus for Office 365 については、「Office 365 ProPlus Preview 

の概要」を参照してください。 

 メモ: 

AUTO_ACTIVATE プロパティ値を設定することで、MAK キーのインストール時に Office 

2013 をライセンス認証することもできます。それには、以下の手順に従います。 

1. OCT のナビゲーション ウィンドウで、[セットアップのプロパティの変更] を選択し、詳

細ウィンドウで [追加] を選択します。 

2. [プロパティ値の追加] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに、「AUTO_ACTIVATE」と

入力します。このプロパティ名は大文字で入力する必要があります。 

3. [値] ボックスに、「1」と入力し、[OK] をクリックします。 

Config.xml ファイルを使用して AUTO_ACTIVATE プロパティを構成する方法につ

いては、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「Setting 要素」を参照してくだ

さい。 

 使用許諾契約書に同意します: このチェック ボックスをオンにして、ユーザーに代わって使用

許諾契約書の条項に同意します。 

 [表示レベル] を [基本] または [なし] に設定し、プロダクト キーを指定した場合は、ユーザー

に代わってライセンス条項に同意することになります。この場合は、[使用許諾契約書に同意し

ます] チェック ボックスをオンにしなくても、インストール時または Office アプリケーション

の初回実行時に、ユーザーはライセンス条項への同意を求められません。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624358(v=office.15)
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee624358(v=office.15)
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
http://technet.microsoft.com/library/gg702619(v=office.15)
http://technet.microsoft.com/library/gg702619(v=office.15)
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 表示レベル: インストール時にユーザーに表示するユーザー インターフェイスを選択します。

オプションは以下のとおりです。 

 詳細 - 既定: セットアップは対話的に実行され、ユーザー インターフェイスにすべてのオ

プションとメッセージが表示されます。 

 基本: セットアップはようこそ画面を表示し、必要に応じてプロダクト キーの入力とライ

センス条項への同意を求め、進行状況バーと完了通知を表示します。その他のオプションは

表示されません。 

 なし: セットアップはサイレントに実行され、ユーザー インターフェイスは表示されせん。 

 重要: 

企業展開では、[表示レベル] を [なし] に設定して、セットアップを自動で実行す

ることをお勧めします。このように設定すると、ユーザーに情報の入力を求めるメ

ッセージが表示されなくなり、使用中のファイルがあってもユーザーの操作を待つ

ことなくインストールが実行されます。[表示レベル] を [なし] に設定すると、[入

力項目を表示しない] が選択されます。[完了通知を表示する] チェック ボックスを

オフにし、[使用許諾契約書に同意します] をオンにして、オプションの非表示にし、

使用許諾契約書に同意します。管理者は、Office 2013 をインストールする前に、ユ

ーザーにすべての Office アプリケーションを閉じるように指示する必要がありま

す。 

[表示レベル] を [基本] に設定し、[入力項目を表示しない] オプションを選択した

場合、使用中の Office ファイルがあるかどうかを尋ねるメッセージがユーザーに表

示されることがあります。[表示レベル] を [なし] に設定すると、このような場合

でもメッセージが表示されなくなります。[入力項目を表示しない] オプションを指

定しても、使用中のファイルに関するメッセージは抑制されません。[表示レベル] 

を [なし] に指定した場合にのみ、使用中のファイルに関するメッセージが非表示

になります。 

 完了通知を表示する: インストールの完了時にユーザーにメッセージを表示する場合は、このチ

ェック ボックスをオンにします。 

 入力項目を表示しない: インストールを中断しないようにエラー メッセージなどのダイアログ 

ボックスを表示しない場合は、このチェック ボックスをオンにします。[表示レベル] を [詳細] 

に設定すると、このチェック ボックスの状態とは関係なく、エラー メッセージやダイアログ 

ボックスが表示されます。 

 中止不可能にする: キャンセル ボタン (上隅の [X]) を無効にする場合は、このチェック ボック

スをオンにします。この設定は、[表示レベル] が [詳細] または [基本] に設定されている場合

にのみ適用されます。 

 メモ: 

セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp) は、初回インストール時にのみライセンス情

報を設定します。 

以上のライセンス  オプションとユーザー  インターフェイス  オプションは、次の表に示す 

Config.xml ファイルの設定と同じです。 
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Config.xml の設定および対応する OCT オプション 

  

OCT オプション Config.xml 設定 

プロダクト キー PIDKEY 要素 

使用許諾契約書に同意します Display 要素の AcceptEula 属性 

表示レベル Display 要素の Level 属性 

完了通知を表示する Display 要素の CompletionNotice 属性 

入力項目を表示しない Display 要素の SuppressModal 属性 

 

 メモ: 

ネットワーク インストール ポイントに複数の製品があり、インストールする製品が指定さ

れていない場合、セットアップは、セットアップ カスタマイズ ファイルの表示レベルの設

定とは関係なく、"詳細" 表示レベルを使用してユーザーに製品の入力を求めます。インス

トールする製品を指定するには、/config コマンド ラインを使用します。詳細については、

「ネットワーク インストール ポイントからセットアップを実行する」を参照してください。 

以前のインストール環境の削除 

以前のバージョンの Office アプリケーションのうち、どれを維持または削除するかを指定します。

このオプションは、ユーザーのコンピューターに初めて Office をインストールするときにのみ認識

されます。 

既定では、セットアップは、以前のバージョンの Office アプリケーションを削除します。インスト

ールされている Office アプリケーションを維持するには、OCT で、[以前のインストール環境の削

除] を選択します。結果ウィンドウで、[以前のバージョンの Microsoft Office プログラムを削除す

るかどうかを個別に指定する] を選択し、リストで、削除しない Office アプリケーションを選択し

ます。[詳細] を選択し、[削除するバージョンの選択] ダイアログ ボックスの [セットアップ処理で

削除する、以前のバージョンを選択してください] で、削除する製品のチェック ボックスをオフに

し、[OK] をクリックします。 

 重要: 

Outlook 2013 は、以前のバージョンの Outlook とは共存できません。以前のバージョンを

維持する場合は、Outlook 2013 をインストールしないでください。 

インストール環境の追加とプログラムの実行 

Office インストールが完了する前または後に、その他の実行可能プログラムを実行します。セット

アップは、ツールで示された順序でコマンド ラインを実行し、すべてのコマンド ラインを実行す

るまで、インストールを完了しません。 

http://technet.microsoft.com/library/8e6eac3f-a30b-4afe-8eb7-1ab775a2c0fb(Office.15).aspx
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 メモ: 

OCT の [インストール環境の追加とプログラムの実行] オプション ([プログラム エントリ

の追加] ダイアログ ボックスと [プログラム エントリの変更] ダイアログ ボックスで入

力されるコマンド ライン) および Config.xml ファイルの Command 要素は、製品の初回イ

ンストールおよびアンインストールにのみ使用されます。Command 要素のコマンドは、初

回インストールおよびアンインストール時にのみ処理されます。Command 要素のコマンド

が初回インストール後のカスタマイズで使用されても無視されます。 

コマンド ラインに、製品のインストール時に任意のコマンドまたは軽量の実行可能ファイ

ルを実行するように指定できます。 

OCT の  [インストール環境の追加とプログラムの実行 ] オプションと  Config.xml の 

Command 要素は、企業ソフトウェア展開/管理ツールが提供するようなソフトウェア展開

機能 (展開の進行状況を追跡する機能、問題を解決する機能など) を提供しません。したが

って、Config.xml の Command 要素や OCT の [インストール環境の追加とプログラムの実

行] を使用する場合は、コンピューターへの変更やユーザー入力を必要としない軽量の実行

可能ファイルまたはコマンドを実行する程度にとどめることをお勧めします。たとえば、ロ

グをコピーするユーティリティや、インストールの終了時に、ようこそページを起動するコ

マンドなどを実行できます。 

 プログラムを OCT のリストに追加するには、[インストール環境の追加とプログラムの実行] 

を選択し、結果ウィンドウで、[追加] を選択します。 

 プログラムを変更するには、プログラムをリストから選択し、[変更] を選択します。 

 プログラムを削除するには、プログラムを選択し、[削除] を選択します。 

 リスト内のプログラムの順序を変更するには、プログラムを選択し、移動ボタンを選択して、

プログラムをリスト内で上下に移動します。 

 メモ: 

リストの最後のプログラムのほかには、コンピューターの再起動を必要とするプログラムを

追加しないでください。カスタム プログラムがコンピューターを再起動すると、Office イ

ンストールは完了します。ただし、それより後にあるリスト内のカスタム プログラムは実

行されません。 

[プログラム エントリの追加] ダイアログ ボックスと [プログラム エントリの変更] ダイ

アログ ボックスに入力されたコマンド ラインまたは Config.xml ファイルの Command 

要素を使用して入力されたコマンド ラインは、製品の初回インストールおよびアンインス

トール時にのみ使用されます。Command 要素のコマンドは、初回インストールおよびアン

インストール時にのみ処理されます。Command 要素のコマンドが初回インストール後のカ

スタマイズで使用されても無視されます。 
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[プログラム エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス 

プログラム エントリを追加または変更する場合、[プログラム エントリの追加] ダイアログ ボック

スか [プログラム エントリの変更] ダイアログ ボックスで以下の情報を入力し、[OK] をクリック

します。 

 ターゲット: プログラムのパスとファイル名を入力します。 

 引数: コマンド ライン オプションの文字列を入力します。たとえば、/q /path c:\temp です。 

 Office 製品のインストール後にこのプログラムを実行する: このプログラムは、Office のインス

トールが完了した後に実行されます。こちらのオプションをお勧めします。プログラムが正し

く終了しなかったか、プログラムがコンピューターを再起動した場合でも、Office のインスト

ールは影響を受けません。ただし、これより後にあるリスト内のプログラムは実行されません。 

 Office 製品のインストール前にこのプログラムを実行する: このプログラムは、Office のインス

トールを起動する前に実行されます。プログラムが正しく終了しなかったか、プログラムがコ

ンピューターを再起動した場合、Office はインストールされず、これよりリストの後ろにある

プログラムも実行されません。 

[プログラム エントリの追加] ダイアログ ボックスまたは [プログラム エントリの変更] ダイアロ

グ ボックスでは、以下の標準 Windows フォルダーを実行可能ファイルのパスで使用できます。 

Windows フォルダー 

  

フォルダー 説明 

[INSTALLLOCATION] Office がインストールされるフォルダー  

[WindowsFolder] Windows フォルダー  

[SystemFolder] Windows System32 フォルダー  

[ProgramFilesFolder] Program Files フォルダー  

[CommonFilesFolder] Program Files\Common Files フォルダー  

[DesktopFolder] Windows デスクトップ フォルダー  

[StartMenuFolder] Windows スタート メニュー  

[ProgramMenuFolder] Windows スタート\プログラム メニュー  

 

Office セキュリティ設定 

Office アプリケーションのセキュリティ設定をカスタマイズします。 

 重要: 

セットアップ カスタマイズ (.msp) ファイルで指定されるセキュリティ設定は、新規の既定

の設定をユーザーのコンピューターに提供するだけです。ユーザーは、インストール後に設

定を変更できます。セキュリティ設定をロックして強制するには、グループ ポリシーを使

用する必要があります。詳細については、「2007 Microsoft Office Security Compliance 

Management Toolkit (英語)」(http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=158689) の推奨事項を参

照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc500475.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc500475.aspx
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使用可能なオプションを次の表に示します。 

セキュリティ設定 

  

設定値 説明 

信頼できる発行元 Office アプリケーションによって使用されるマクロ、アドイ

ン、Microsoft ActiveX コントロールなどのデジタル署名付き

実行可能コードの、信頼できる提供元を識別するためのリス

トを管理します。Office アプリケーションは、信頼できる提

供元の証明書ベースのリストを Internet Explorer と共有し

ます。デジタル証明書 (CER ファイル) を追加するには、[追

加] を選択します。 

信頼できる場所  セキュリティ センターのセキュリティ機能によるチェック

なしで、任意のファイルを開くことができる場所を識別する

ためのリストを管理します。新しい場所を追加するには、[追

加] を選択し、以下の情報を入力して、[OK] をクリックしま

す。 

 アプリケーション: この場所を使用する Office アプリ

ケ ー シ ョ ン を 選 択 し ま す 。 Access 2013 、  Excel 

2013、 PowerPoint 2013、Visio 2013、Word 2013 がサポー

トされます。 

 パス: 信頼できる場所のパスを入力します。ドライブ文

字付きの完全修飾パスまたは UNC パスを入力します。

パスには環境変数を使用できます。 

 この場所のサブフォルダーも信頼する: サブフォルダー

を信頼できる場所に入れるには、このチェック ボックス

をオンにします。 

 説明: 場所の目的を説明するテキストを入力します。 

このリストから信頼できる場所を削除するには、削除する場

所を選択し、[削除] を選択します。 

 メモ: 

ここで信頼できる場所を 1 つ以上指定すると、

既にユーザーのコンピューターで定義されてい

る信頼できる場所のリストは削除され、このリ

ストに置き換えられます。 

 

Office カスタマイズ ツールによって

書き込まれた信頼できる場所を、イン

ストール中にすべて削除する  

ユーザーのコンピューターにある信頼できる場所リストを

削除します。新しい場所を追加せずに、単にユーザーのコン

ピューターにある信頼できる場所リストを削除するには、こ

のチェック ボックスを使用します。 
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設定値 説明 

既定のセキュリティ設定 アドイン、テンプレート、および Office アプリケーション

の既定のセキュリティ レベルを設定します。以下の Office 

アプリケーションのセキュリティ オプションを設定できま

す。 

 Microsoft Access 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Outlook 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft Project 

 Microsoft Publisher 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Word 

使用できるセキュリティ オプションは以下のとおりです。 

 信頼できる場所を許可するオプション 

 ユーザーのコンピューター上にない信頼できる場所

を許可する 

 信頼できる場所をユーザーのコンピューターに限定

する (アプリケーションの既定) 

 信頼できる場所をすべて無効にする (信頼できる発

行元によって署名されたファイルのみが信頼されま

す) 

 アプリケーション アドインの警告オプション 

 すべてのアプリケーション拡張を無効にする 

 アプリケーション拡張に対し、信頼できる発行元の

署名を必須にする 

 アプリケーション拡張の署名を必須にし、署名され

ていない拡張は通知せずに無効にする 

 組み込み済みのすべてのアプリケーション アドイ

ンを有効にする (アプリケーションの既定) 

 VBA マクロの警告オプション 

 すべての VBA マクロを無効にする 

 署名されていない VBA マクロに関するセキュリテ

ィ バーの警告を無効にする (署名されていないコ

ードは無効になります) 

 警告を表示してすべての VBA マクロを無効にする 

(アプリケーションの既定) 

 VBA マクロに対しセキュリティ チェックを行わな

い (推奨しません。全ドキュメントに含まれるコー

ドが実行される可能性があります) 
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設定値 説明 

 アドインとテンプレート (Project 2013 のみ) 

 組み込み済みのアドインとテンプレートをすべて信

頼する 

 インストールされたアドインとテンプレートを信頼

しない 

 セキュリティ レベル (Project 2013 only) 

 最高 – 信頼できる場所にインストールされたマクロ

だけを実行することができます。その他のマクロは、

署名の有無にかかわらず実行不可になります。 

 高 – 信頼できる作成元からの署名付きのマクロだけ

を実行することができます。署名のないマクロは自

動的に実行不可になります。 

 中 – コンピューターに損害を与える可能性があるマ

クロを実行する場合、その前に警告を表示します。 

 低 (推奨しません) – コンピューターに損害を与える

可能性があるマクロを実行する場合に警告を表示し

ません。 

安全でない ActiveX の初期化 未署名で、安全ではない可能性がある ActiveX コントロール

を持続データ (コントロールのあるインスタンスから次のイ

ンスタンスまで保存されるデータ) を使用して初期化できる

かどうかを判定します。指定できる値を以下に示します。 

 <構成しない> – セットアップは、ユーザーのコンピュー

ターで指定されている設定を変更しません。新しいアプ

リケーションは、既定の設定でインストールされます。

既定の設定は、[持続データの使用を指示するメッセージ

をユーザーに対して表示する] です。 

 コントロールの既定値の使用を指示するメッセージをユ

ーザーに対して表示する –  安全でない可能性がある 

ActiveX コントロールをアプリケーションが起動する前

に、ユーザーに警告を表示します。ユーザーがドキュメ

ントの提供元を信頼する場合は、コントロールの既定の

設定を使用することでコントロールが初期化されます。 

 持続データの使用を指示するメッセージをユーザーに対

して表示する – 安全でない可能性がある ActiveX コン

トロールをアプリケーションが起動する前に、ユーザー

に警告を表示します。ユーザーがドキュメントの提供元

を信頼する場合は、持続データを使用することでコント

ロールが初期化されます。 

 メッセージを表示しない – 未署名の ActiveX コントロ
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設定値 説明 

ールは、ユーザーにメッセージを表示することなく、す

べて実行されます。この設定の保護レベルは最低です。

お勧めしません。 

 メッセージを表示せずにすべてのコントロールを無効に

する – 未署名の ActiveX コントロールは、ユーザーにメ

ッセージを表示することなく、すべて無効になります。 

 

セットアップのプロパティの変更 

Office のインストール時に適用されるセットアップ プロパティを変更します。セットアップ プロ

パティをカスタマイズできるのは、ユーザーのコンピューターに初めて Office をインストールする

ときだけです。カスタマイズ ファイルを既存のインストールに適用しても、このファイルで設定し

たプロパティは有効にはなりません。 

プロパティを追加するには、[追加] をクリックします。追加したプロパティを変更するには、プロ

パティを選択し、[変更] をクリックします。追加したプロパティを削除するには、プロパティを選

択し、[削除] をクリックします。 

プロパティと値の詳細については、「Office 2013 のセットアップ プロパティ」を参照してください。 

[プロパティ値の追加/変更] ダイアログ ボックス 

セットアップ プロパティを追加または変更する場合は、[プロパティ値の追加/変更] ダイアログ ボ

ックスで、次の表に示す情報を入力し、[OK] をクリックします。 

プロパティ値の追加/変更の設定 

  

設定値 説明 

名前 プロパティの名前。プロパティ名はすべて大文字にする必

要があります。 

値 プロパティの値。 

 

機能 

OCT の [機能] セクションを使用して、ユーザー設定を構成したり、インストールしたりする Office 

機能をカスタマイズします。 

ユーザー設定の変更 

このカスタマイズ ファイルを使用して Office をインストールするユーザーのために、Office アプ

リケーション設定の既定値を設定します。 
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 メモ: 

OCT を使用してユーザー設定を構成すると、設定の既定の初期値が決定されます。ユーザ

ーは、Office のインストール後にほとんどの設定を変更できます。ユーザー設定を強制する

場合は、グループ ポリシーを使用します。 

OCT を使用して、以下の Office アプリケーションの既定のユーザー設定を提供できます。 

 Microsoft Access 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft InfoPath 2013 

 Microsoft Office 2013 

 Microsoft OneNote 2013 

 Microsoft Outlook 2013 

 Microsoft PowerPoint 2013 

 Microsoft Project 2013 

 Microsoft Publisher 2013 

 Microsoft SharePoint Designer 2013 

 Microsoft Visio 2013 

 Microsoft Word 2013 

一部のアプリケーションには、コンピューター設定もあります。Microsoft InfoPath 2013 (コンピュー

ター)、Microsoft Office 2013 (コンピューター)、Microsoft PowerPoint 2013 (コンピューター)、Microsoft 

Visio 2013 (コンピューター) などです。 

オプションを構成するには、ユーザー設定のナビゲーション ウィンドウで、アプリケーション フ

ォルダーとサブフォルダーを展開していきます。構成する設定が詳細ペインに表示されたら、その

設定をクリックします。その要素に関連付けられた構成可能な設定が、詳細ウィンドウの [設定] 列

に表示されます。詳細ペインで設定をダブルクリックし、次の表に示すオプションのうち 1 つを選

択します。 

OCT ユーザーとコンピューターの設定状態 

  

設定値 説明 

未構成 設定はそのままです。 

有効 ダイアログ ボックスの選択に基づいて設定が変更されます。 

無効 設定は無効になります。オプションの無効化は、オプションの未

構成とは異なる場合があります。詳細については、個々のオプシ

ョンの説明を参照してください。 

 

使用できるすべてのユーザー設定を表示するには、[全設定を表示] をクリックします。構成した設

定のみを表示するには、[構成済みの設定のみを表示] をクリックします。 

以前の Office バージョンのユーザーのカスタム設定を維持するには、[ユーザー設定の移行] チェッ

ク ボックスをオンにします。ユーザー設定を変更し、このチェック ボックスもオンにした場合は、

最初に、修正された設定が適用されます。次に、ユーザーの既存のカスタム設定が移行され、競合

する設定が上書きされます。 
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 メモ: 

[有効] をクリックして設定のオプションを表示した後で、[OK]、[前の設定]、または [次の

設定] をクリックすると、その設定を変更していない場合でも、ステータスが [構成済み] に

変更されます。設定を構成する際に、誤って空のハイパーリンク、パス、またはファイル名

を使用すると、エラーが発生します。[有効] をクリックした場合でも、変更を無視したり、

設定を構成しなかったりする場合は、[キャンセル] をクリックします。また、設定をダブル

クリックして [未構成] をクリックし、[OK] をクリックすることで、その設定を [未構成] 状

況に戻すことができます。 

機能のインストール状況の設定 

Office の各機能をユーザーのコンピューターにインストールする方法をカスタマイズします。 

機能のインストール状況を変更するには、OCT で [機能のインストール状況の設定] をクリックし

ます。結果ペインでショートカット メニューを開き (または機能を右クリックし)、変更するインス

トール状況をクリックします。一部の親機能は、複数の子機能で構成されています。親機能の横に

あるプラス記号 (+) をクリックしてツリーを展開すると、子機能が表示されます。 

機能のインストール状況を変更すると、機能の名前とそのすべての子機能の名前 (存在する場合) が

太字で表示されます。これは、これらの変更がインストールに適用されていることを示します。太

字で表示されない機能は、既定のインストール状況に基づいてインストールされます。変更を削除

するには、機能をクリックして [リセット] オプションを選択するか、機能をクリックして [選択の

リセット] をクリックします。 

一般に、セットアップ時には、以下の機能のインストール状況を使用できます。必ずしもすべての

機能ですべてのインストール状況を使用できるとは限りません。たとえば、アドバタイズできない

コンポーネントが含まれる機能の場合、その機能の使用可能なインストール状況のリストには、[初

めて実行するときにインストール] は含まれません。 

機能のインストール状況 

  

状況 説明 

マイ コンピューターから実行 ユーザーのハード ディスクにファイルがコピーされ、この機

能に関連付けられているレジストリ エントリとショートカ

ットが書き込まれます。アプリケーションや機能はローカル

で実行されます。 

マイ コンピューターからすべて実行 この機能に属するすべての子機能もこの状況に設定されるこ

と以外は、[マイ コンピューターから実行] と同じです。 

初めて実行するときにインストール この機能とその子機能のコンポーネントはローカル インス

トール ソースに置かれたままで、ユーザーがこの機能を初め

て使用するときにコンポーネントがインストールされます。

これは、アドバタイズ機能とも呼ばれます。 

インストールしない この機能とその機能に属する子機能のコンポーネントは、コ

ンピューターにインストールされません。 
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状況 説明 

 メモ: 

[インストールしない] インストール状況は可逆的で

す。[インストールしない] が設定されている場合、

機能はインストールされません。ただし、.msp また

は Config.xml ファイルを使用して、後でこの機能を

ローカルにインストールできます。 

機能をロック解除してローカルにインストールする

には、Config.xml ファイルを編集して、OptionState 

要素を変更します。手順については、[ロック] 機能

状況の説明にあるメモを参照してください。

Config.xml ファイルの詳細については、「Office 2013 

の Config.xml ファイル」を参照してください。 

OCT を使用して、機能をローカルにインストールす

るための .msp ファイルを作成することもできま

す。それには、ナビゲーション ウィンドウで [機能

のインストール状況の設定] をクリックします。次に

詳細ペインで機能をクリックし、ショートカット メ

ニューから [マイ コンピューターからすべて実行] 

をクリックします。詳細については、「Office 2013 の 

Office カスタマイズ ツール (OCT)」の「機能のイン

ストール状況の設定」を参照してください。 

 

 

 メモ: 

Publisher 2013 の以下のサブコンポーネントは、Office 2013 リリースでは機能インストール

状況のセットアップ ツリーに表示されません。 

 外部印刷用ツール、RGB から CMYK への変換サブコンポーネント 

 フォント パターン 

 デザイン紙のプレビュー 

 Publisher テンプレート、ビジネス関係の印刷物/その他の印刷物サブコンポーネント 

各機能では、以下のオプションも使用できます。 

機能のオプション 

  

オプション 説明 

非表示 セットアップを対話的に実行する場合、インストール時に機能ツリーにこの機

能は表示されません。機能名の前に記号 [H] が追加されている場合は、その機

能が非表示であることを示しています。 
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オプション 説明 

 メモ: 

[非表示] オプションは不可逆的です。このオプションを設定したら、

インストール時またはインストール後に、非表示機能は機能ツリーに表

示されなくなります。初回インストール後に、別の Config.xml ファイ

ルを使用したり、別の .msp ファイルを適用したりして、機能の “非表

示を解除” することはできません。 

コントロール パネルの [プログラムと機能] を使用して Office 2013 

のインストールを変更しようとしても、その機能は非表示のままになり

ます。 

また、Office 2013 の [機能の追加/削除] オプションにある Office セッ

トアップの機能インストール ツリーにも表示されなくなります。機能

は非表示のままですが、後で .msp ファイルまたは Config.xml ファイ

ルを使用して機能のロックを解除し、ローカルにインストールして実行

することができます。 

 

ロック この機能に対して選択したインストール状況は、インストール時または Office 

インストール後のメンテナンス モードでユーザーが変更できません。機能名の

前に記号 [L] が追加されている場合は、その機能がロックされていることを示

しています。 

 メモ: 

[ロック] オプションは可逆的です。初回インストール時に、OCT また

は Config.xml ファイルを使用して機能に [ロック] オプションを設定

した場合でも、後で .msp ファイルまたは Config.xml ファイルを使用

して、その機能をロック解除し、ローカルにインストールできます。 

たとえば、次の例に示すように、Config.xml ファイルを編集して、

OptionState 要素を変更できます。この例では、ユーザーのコンピュー

ターに機能 (ここでは Access 2013) をインストールし、この機能の子機

能を指定した状況に設定するための OptionState 要素行を追加してい

ます。 

 Config.xml ファイルを編集して OptionState 要素を変更するには、イン

ストールする Office 2013 製品のコア製品フォルダー ("コア製品フォ

ルダー名.WW" フォルダー: 例 ProPlus.WW) にある Config.xml ファイ

ルを開きます。メモ帳などのテキスト エディター ツールを使用して、

ファイルを変更します。 

 Config.xml ファイルで、OptionState 要素を含む行を見つけます。 

<!-- <OptionState Id="OptionID" State="absent" Children="force" />  
--> 

 OptionState 要素を次のように変更したら、Config.xml ファイルを保存

します。 
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オプション 説明 

<OptionState Id=”ACCESSFiles” State=”local” Children=”force” /> 

OptionState 要素については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照し

てください。 

OCT を使用して、機能をローカルにインストールするための .msp ファイルを

作成することもできます。それには、ナビゲーション ウィンドウで [機能のイ

ンストール状況の設定] をクリックします。詳細ペインで、機能をクリックし、

ショートカット メニューから [マイ コンピューターからすべて実行] をクリ

ックします。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール 

(OCT)」の「機能のインストール状況の設定」を参照してください。 

リセット 機能を既定のインストール状況に戻します。これは、機能をクリックし、[選択

のリセット] をクリックすることと同じです。 

 

機能を既定の状況に明示的に設定した場合は、その機能名の前に記号 [F] が追加され、この状況が

機能に強制的に適用されることが示されます。これは、セットアップ カスタマイズ ファイルを作

成して、既存の Office インストールを変更する場合に役立ちます。機能のインストール状況を変更

しない場合は、ユーザーのコンピューターでその機能は変更されません。変更を指定した場合は (機

能を既定の状況に設定する場合を含む)、ユーザーのコンピューターでその機能がその状況に設定さ

れます。 

機能のインストール状況を変更すると、そのインストール状況に合わせて親機能または子機能のイ

ンストール状況が変更されます。たとえば、親機能を [初めて実行するときにインストール] に設定

しても、子機能を [マイ コンピューターから実行] に設定した場合は、親機能の状況も [マイ コン

ピューターから実行] に変更されます。 

ユーザーがセットアップを対話的に実行する場合、非表示にされた機能は機能ツリーに表示されま

せん。機能は、定義されたインストール状況に基づいてインストールされます。非表示にされた機

能に属する子機能も表示されません。 

 ヒント: 

[非表示] 設定のメリットは、ユーザーの機能ツリーを簡略化できることです。たとえば、イ

ンストールするツールをユーザーが判断しなくても済むように、機能ツリーの中で Office 

ツールの項目を非表示にすることができます。これで、管理者が選択したツールのみがイン

ストールされます。 

機能を [インストールしない] に設定し、その機能を機能ツリーで非表示にした場合でも、ユーザー

は、親機能をインストールするか、メンテナンス モードでセットアップを実行することで、設定を

変更して機能をインストールできます。たとえば、[名前用スマート タグ プラグイン] 機能を [イ

ンストールしない] および [非表示] に設定した場合、ユーザーは、親の [スマート タグ プラグイ

ン] 機能を [マイ コンピューターからすべて実行] に設定することで、この機能をインストールで

きます。 

非表示にされた機能をユーザーがインストールできないようにするには、[インストールしない]、[非

表示]、[ロック] の各インストール状況をクリックします。この場合、この機能またはアプリケーシ

ョンはインストールされず、メンテナンス モードでも使用できなくなります。ユーザーは、親機能

の状況を変更しても、この機能をインストールすることはできません。[インストールしない]、[非
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表示]、[ロック] の各インストール状況が選択された場合、Office のインストール後にこれらを無効

にする方法は 1 つだけです。それには、OCT を使用して、セットアップ カスタマイズ ファイル

を作成し、機能のインストール状況を変更するように構成します。次に、このカスタマイズ ファイ

ルをユーザーのコンピューターに適用します。 

追加内容 

インストール時にカスタム ファイル、レジストリ エントリ、およびショートカットを追加または

削除するには、OCT の [追加内容] セクションを使用します。 

ファイルの追加 

Office のインストール時に、ユーザーのコンピューターにファイルを追加します。 

インストール時にユーザーのコンピューターに追加するファイルのリストを作成するには、[追加] 

をクリックし、リストに追加するファイルをクリックして、もう一度 [追加] をクリックします。フ

ァイルの保存先のパスを変更するには、[カスタム ファイルの追加] ボックスの一覧からファイルを

クリックし、[変更] をクリックします。リストからファイルを削除するには、ファイルをクリック

し、[削除] をクリックします。Shift キーと Ctrl キーを使用して、複数のファイルを同時に削除で

きます。 

Office インストールにファイルを追加する場合は、以下の点に注意してください。 

 カスタマイズ ファイルを保存して OCT を終了すると、ファイルがセットアップ カスタマイズ 

ファイルにコピーされます。サイズの大きなファイルがコピーされると、カスタマイズ ファイ

ルのサイズが増加し、作成にも時間がかかります。 

 カスタマイズ ファイルに現在含まれているファイルを修正する場合は、OCT を使用してカスタ

マイズ ファイルを開きます。[ファイルの追加] ボックスの一覧からそのファイルを削除し、修

正したバージョンを追加し、カスタマイズ ファイルを保存します。 

 ユーザーが Office を削除、修復、または再インストールする場合、カスタム ファイルも Office 

と一緒に削除または再インストールされます。インストール後にファイルを変更しても、カス

タム ファイルは再インストールされません。 

[ファイルの保存先] ダイアログ ボックス 

[ユーザーのコンピューター上での保存先] ボックスに、ファイルのインストール先となるユーザー

のコンピューター上のフォルダーを入力し、[OK] をクリックします。 

Shift キーと Ctrl キーを使用して、複数のファイルを同時に選択できます。これらのファイルは、

同じ保存先フォルダーに関連付けられます。保存先のパスでは、次の表に示す特殊フォルダー名を

使用できます。 

特殊フォルダー 

  

フォルダー 説明 

[INSTALLLOCATION] Office がインストールされるフォルダー  
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フォルダー 説明 

[ROOTDRIVE] 最も空き容量の多いローカル ディスク ドライブ 

[ProgramFilesFolder] Program Files フォルダー  

[CommonFilesFolder] Program Files\Common Files フォルダー  

[WindowsFolder] Windows フォルダー  

[SystemFolder] Windows System32 フォルダー  

[PersonalFolder] ユーザーの My Documents フォルダー  

[AppDataFolder] ユーザーの Application Data フォルダー  

[NetHoodFolder] ユーザーの My Network Places フォルダー  

 

ファイルの削除 

Office のインストール時に、ユーザーのコンピューターからファイルを削除します。 

インストール時にユーザーのコンピューターから削除するファイルのリストを作成するには、[追加] 

をクリックします。ファイルのパスまたは名前を変更するには、[ファイルの削除] ボックスの一覧

からファイルをクリックし、[変更] をクリックします。リストからファイルを削除するには、ファ

イルをクリックし、[削除] をクリックします。Shift キーと Ctrl キーを使用して、複数のファイル

を同時に削除できます。 

 メモ: 

[ファイルの削除] ボックスの一覧に表示されているファイルは、[ファイルの追加] ボック

スの一覧に表示されているファイルがインストールされる前に、ユーザーのコンピューター

から削除されます。よって、ユーザーのコンピューターにある既存のファイルを削除し、そ

れを新しいバージョンのファイルに置き換えることができます。ユーザーのコンピューター

にある削除対象のファイルの名前またはコンテンツが変更されている場合は、同じ名前のフ

ァイルを追加しても置き換えられません。 

[ファイルのパス] ダイアログ ボックス 

[ファイルのパス] ダイアログ ボックスで、ユーザーのコンピューターから削除するファイルのリス

トに、追加するファイルのパスとファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

パスは、ドライブ文字、UNC パス、または次の表に示すいずれかの特殊フォルダーで始める必要が

あります。 

特殊フォルダー (ファイルのパス) 

  

フォルダー 説明 

[INSTALLLOCATION] Office がインストールされるフォルダー  

[ROOTDRIVE] 最も空き容量の多いローカル ディスク ドライブ 

[ProgramFilesFolder] Program Files フォルダー  

[CommonFilesFolder] Program Files\Common Files フォルダー  



 

87 

 

フォルダー 説明 

[WindowsFolder] Windows フォルダー  

[SystemFolder] Windows System32 フォルダー  

[PersonalFolder] ユーザーの My Documents フォルダー  

[AppDataFolder] ユーザーの Application Data フォルダー  

[NetHoodFolder] ユーザーの My Network Places フォルダー  

 

レジストリ エントリの追加 

Office のインストール時に、ユーザーのコンピューターでレジストリ エントリを追加または変更し

ます。 

ユーザーのコンピューターに追加するレジストリ エントリのリストを作成するには、[追加] をクリ

ックします。リスト内のエントリを変更するには、エントリをクリックし、[変更] をクリックしま

す。リストからエントリを削除するには、エントリをクリックし、[削除] をクリックします。レジ

ストリ ファイル (.reg ファイル) からエントリを追加するには、[インポート] をクリックしま

す。.reg ファイル内のエントリがリスト内のエントリと重複する場合は、既存のレジストリ エント

リを .reg ファイルのエントリで上書きするかどうかを尋ねられます。 

 重要: 

このセクションでカスタマイズしたレジストリ エントリは、OCT の他の場所でカスタマイ

ズした設定より優先されます。Office のユーザー インターフェイスで直接設定できないオ

プションや OCT で他の方法を使用して構成できないオプションをカスタマイズする場合

は、このセクションを使用してください。 

"レジストリベースのポリシー キー" (グループ ポリシーベースのレジストリ キー) を追加

する場合は、OCT の [レジストリ エントリの追加] セクションを使用しないでください。

カスタマイズの更新 (.msp ファイル) でこれらの設定を構成してユーザーに配布すること

はサポートされておらず、設定は正しく適用されません。レジストリベースのポリシー設定

は、グループ ポリシー設定の 4 つのレジストリのいずれかの場所に格納されている設定で

す。 

ユーザー ポリシー設定の場合 

 HKCU\Software\Policies 

 HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies 

コンピューター ポリシー設定の場合 

 HKLM\Software\Policies 

 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies 

レジストリベースのポリシー キーを管理する方法として、グループ ポリシーを使用してレ

ジストリ ポリシー設定を適用する方法がサポートされています。グループ ポリシーを使用

して、クライアントのレジストリ キーを一元管理できます。グループ ポリシーを使用して

構成を一度定義すれば、それ以降は、オペレーティング システムによってその状況が適用

されます。管理用テンプレート ファイルは UNICODE テキスト ファイルです。グループ 

ポリシーは、このファイルを使用して、レジストリベースのポリシー設定が格納されている
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レジストリ内の場所を記述します。すべてのレジストリベースのポリシー設定は、グループ 

ポリシー管理コンソール (GPMC) のグループ ポリシー管理エディターにある [管理用テン

プレート] ノードに表示され、ここで構成されます。 

[レジストリ エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス 

[レジストリ エントリの追加/変更] ダイアログ ボックスで、レジストリ エントリごとに次の表に

示す情報を入力し、[OK] をクリックします。 

[レジストリ エントリの追加/変更] ダイアログ ボックスのオプション 

  

設定値 説明 

ルート 追加または変更するエントリが含まれている項目を選択します。設定は、ユーザー 

(HKEY_CURRENT_USER) ご と に  1 回 、 ま た は コ ン ピ ュ ー タ ー 

(HKEY_LOCAL_MACHINE) ご と に  1 回 適 用 さ れ ま す 。 HKEY_USERS ま た は 

HKEY_LOCAL_MACHINE のルートにレジストリ エントリを追加することはできませ

ん。 

データ型 レジストリ値のデータ型を選択します。 

キー エ ン ト リ が 格 納 さ れ る サ ブ キ ー の 名 前 を 入 力 し ま す 。 た と え ば 、

Software\Microsoft\Office\15.0\Common と入力します。 

空のキーを

作成する 

このレジストリ エントリに値の名前またはデータを含めない場合は、このチェック 

ボックスをオンにします。レジストリ エントリの有無によって判断される設定があ

ります。 

値の名前 新しいレジストリ エントリの名前を入力します。値データを指定し、このフィール

ドを空白にした場合は、<Default> という名前が割り当てられます。1 つのキーは、

<Default> という値の名前を 1 つだけ持つことができます。 

値データ 新しいレジストリ エントリに格納するデータ (値) を入力します。データは、デー

タ型と一致している必要があります。 

 

レジストリ エントリの削除 

Office のインストール時に、ユーザーのコンピューターからレジストリ エントリを削除します。 

ユーザーのコンピューターから削除するレジストリ エントリのリストを作成するには、[追加] をク

リックします。リスト内のエントリを変更するには、エントリをクリックし、[変更] をクリックし

ます。リストからエントリを削除するには、エントリをクリックし、[削除] をクリックします。 

ユーザーのコンピューターから削除するレジストリ エントリのリストを作成するには、[追加] をク

リックし、レジストリ エントリごとに次の情報を入力します。 

 メモ: 

ユーザーが Office を削除、修復、または再インストールする場合、カスタム レジストリ エ

ントリも Office と一緒に削除または再インストールされます。 



 

89 

 

[レジストリ エントリの削除/変更] ダイアログ ボックス 

[レジストリ エントリの削除/変更] ダイアログ ボックスで、レジストリ エントリごとに次の表に

示す情報を入力し、[OK] をクリックします。 

[レジストリ エントリの削除/変更] ダイアログ ボックスのオプション 

  

エントリ 説明 

ルート 削除するエントリが含まれている項目を選択します。 

キー エントリが格納されるサブキーの完全な名前を入力します。たとえば、

Software\Microsoft\Office\15.0\Common です。 

値の名前 削除するレジストリ エントリの名前を入力します。すべての値エントリを含め、サ

ブキー全体を削除するには、このフィールドを空にします。 

 

ショートカットの構成 

Office 2013 と共にインストールされたファイルまたはユーザーのコンピューターに既に存在するフ

ァイルのショートカットを追加します。ショートカットを構成できるのは、ユーザーのコンピュー

ターに初めて Office をインストールするときだけです。セットアップ カスタマイズ ファイルを既

存のインストールに適用する場合、このオプションは無視されます。 

新しいショートカットを追加するには、[追加] をクリックします。リスト内のショートカットを変

更するには、ショートカットをクリックし、[変更] をクリックします。リストからショートカット

を削除するには、ショートカットをクリックし、[削除] をクリックします。 

[インストール済み] 列が [はい] となっているショートカットは、インストール時に構成されます。

この列が [いいえ] になっているショートカットは、後で対応する製品がインストールされる場合に

構成されます。 

 メモ: 

カスタム アプリケーション、またはカスタム ファイルのショートカットを追加した場合は、

ユーザーが Office を変更、修復、再インストール、または削除しても、そのショートカッ

トは更新、または削除されません。 

[ショートカット エントリの追加/変更] ダイアログ ボックス 

[ショートカット エントリの追加/変更] ダイアログ ボックスで、作成または変更するショートカッ

トに次の表に示す情報を入力し、[OK] をクリックします。 
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[ショートカット エントリの追加/変更] ダイアログ ボックスのオプシ

ョン 

  

設定値 説明 

リンク先 ショートカットに関連付けられるアプリケーションを指定します。それ

には、事前定義されたアプリケーション キーワードを選択するか、シ

ョートカットが示すファイルの名前とパスを入力します。アプリケーシ

ョン キーワードを選択した場合は、残りのボックスに情報が自動的に

入力されます。リスト内の名前は、OCT の [機能のインストール状況の

設定] ページで選択した機能と、[ファイルの追加] ページでインストー

ルに追加したカスタム ファイルに対応しています。名前とパスを入力

する場合、名前またはパスにスペースを入れるには、文字列全体を二重

引用符 ("") で囲む必要があります。[引数] フィールドを使用すると、ア

プリケーションのコマンド ライン オプションを追加できます。 

場所 ショートカットを作成するフォルダーを指定します。それには、事前定

義されたフォルダー キーワードを選択するか、ショートカットの場所

の名前とパスを入力します。円記号 (\) の後にサブフォルダー名を追加

することで、サブフォルダーを指定できます。たとえば、[スタート] メ

ニューの [プログラム] フォルダーの [Microsoft Office] サブフォルダー

に Microsoft Word 2010 のショートカットをインストールする場合は、

[ProgramMenuFolder] を選択し、 [ProgramMenuFolder]\Microsoft Office 

のようにサブフォルダー名を追加します。 

[場所] には、次の特殊フォルダーを使用できます。 

 [StartMenuFolder]: Windows スタート メニュー。 

 [ProgramMenuFolder]: Windows スタート\プログラム メニュー。 

 [StartupFolder]: Windows スタート\プログラム メニューのスタート

アップ フォルダー。 

 [DesktopFolder]: Windows デスクトップ フォルダー。 

 [INSTALLLOCATION]: Office がインストールされるフォルダー。 

 [FavoritesFolder]: ユーザーのお気に入りフォルダー。 

 [AppDataFolder]: ユーザーの Application Data フォルダー。 

 [NetHoodFolder]: ユーザーの My Network Places フォルダー。 

名前 ショートカットの名前を指定する任意の文字列を入力します。 

作業フォルダー アプリケーションの既定の作業フォルダーを指定するパスを入力しま

す。このボックスを空にすると、既定のフォルダーは、対象ファイルが

存在するフォルダーに設定されます。このパスがユーザーのコンピュー

ターで有効でない場合、ユーザーがショートカットを使用しようとする

と、エラー メッセージが表示されます。 

引数 コマンド ラインでアプリケーションに渡す引数を入力します (オプシ

ョン)。 
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設定値 説明 

ショートカット キー アプリケーションまたはファイルのキーボード ショートカットを入力

します (オプション)。ショートカット キーの構文は次のとおりです。 

[修飾キー+]VK_キー 

修飾キーは、SHIFT、CTRL、ALT、または EXT です。VK_キーは、仮想キ

ー名です。仮想キー名と 16 進キー コードの説明については、下の表

を参照してください。修飾キーはオプションです。複数のキーをプラス

記号 (+) で区切り、任意の順序で指定できます。修飾キーを使用する場

合は、仮想キー名の前に指定する必要があります。必ず仮想キー名を 1 

つ入力します。キー定義にはスペースを入れないでください。 

ショートカット キーは次のようになります。 

Ctrl + VK_F12 

Ctrl + Shift + VK_A 

Alt + Ctrl + VK_SNAPSHOT 

Ctrl + Alt + VK_DELETE など、一部のキーの組み合わせは、システムや他

のプロセスによって使用されています。これらの組み合わせは、ユーザ

ーのコンピューターでアプリケーションを開くために使用しないでく

ださい。 

実行 アプリケーションまたはファイルを起動する際のウィンドウの種類 

([通常のウィンドウ]、[最小化]、[最大化]) を選択します。 

アイコンの変更 ショートカットのアイコンを選択します。 

 

次の表に、仮想キー名とそれに対応する 16 進キー コードをリストします。 

仮想キーの名前と 16 進キー コード 

  

仮想キー名 キー コード (16 進) 説明 

VK_0 – VK_9 30-39 キー 0 ～ 9 

VK_A – VK_Z 41-5A キー A ～ Z 

VK_NUMPAD0 – VK_NUMPAD9 60-69 テンキーのキー 0 ～ 9 

VK_F1 ...VK_F24 70-87 ファンクション キー F1 ～ F24 

VK_LBUTTON 01 マウスの左ボタン 

VK_RBUTTON 02 マウスの右ボタン 

VK_CANCEL 03 Ctrl + Break 処理 

VK_MBUTTON 04 マウスの中央ボタン (3 ボタン マウ

ス) 

VK_BACK 08 BackSpace キー 

VK_CLEAR 0C Clear キー 

VK_RETURN 0D Enter キー 

VK_PAUSE 13 Pause キー 

VK_CAPITAL 14 CapsLock キー 

VK_PRIOR 21 PageUp キー 
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仮想キー名 キー コード (16 進) 説明 

VK_NEXT 22 PageDown キー 

VK_END 23 End キー 

VK_HOME 24 Home キー 

VK_LEFT 25 左方向 (←) キー 

VK_UP 26 上方向 (↑) キー 

VK_RIGHT 27 右方向 (→) キー 

VK_DOWN 28 下方向 (↓) キー 

VK_SELECT 29 Select キー 

VK_EXECUTE 2B Execute キー 

VK_SNAPSHOT 2C PrintScreen キー 

VK_INSERT 2D Ins キー 

VK_DELETE 2E Del キー 

VK_HELP 2F Help キー 

VK_MULTIPLY 6A 乗算記号 (*) キー 

VK_ADD 6B 加算記号 (+) キー 

VK_SEPARATOR 6C セパレーター (,) キー 

VK_SUBTRACT 6D 減算記号 (-) キー 

VK_DECIMAL 6E 小数点 (.) キー 

VK_DIVIDE 6F 除算記号 (/) キー 

VK_NUMLOCK 90 NumLock キー 

VK_SCROLL 91 ScrollLock キー 

 

Outlook 

OCT の [Outlook] セクションを使用して、既定の Outlook 2013 プロファイルのカスタマイズや、

Outlook 2013 および Exchange Server 2010 のオプションの設定をします。 

OCT で、複数の Outlook 電子メール アカウントを追加できます。 

Outlook プロファイル 

ユーザーの既定の Outlook プロファイルをカスタマイズします。このプロファイルは、ユーザー固

有の情報を定義する Windows レジストリの値から成ります。よって、1 つの Outlook プロファイ

ルが複数の電子メール アカウントを持つことができます。ユーザーは複数の Outlook プロファイ

ルを所有できます。ただし、セットアップ カスタマイズ ファイルでは、1 つのプロファイルしか

構成できません。次の表に示す設定を使用して、ユーザーの Outlook プロファイルをカスタマイズ

できます。 
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Outlook プロファイルのカスタマイズ オプション 

  

設定値 説明 

既存のプロファイルを

使用  

ユーザーのコンピューターで既に構成されているプロファイルを使用しま

す。プロファイルが存在しない場合は、Outlook が初めて起動されたとき

に、ユーザーにプロファイルの作成を求めます。 

プロファイルの変更  次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。 

 [既定のプロファイルに対する変更を定義: 既定のプロファイルが存在

しない場合は、カスタマイズ内容に基づいた新しい既定のプロファイ

ルが作成されます。]: ユーザーのコンピューターの既定のプロファイ

ルを変更します。 

 次のプロファイルに対する変更を定義: 変更を適用するプロファイル

名を指定します。 

既定のプロファイルが存在しないか、2 番目のオプションで指定した名前

のプロファイルが存在しない場合は、OCT の他の Outlook セクションで

選択したオプションに基づいてプロファイルが作成されます。Outlook は、

既定のプロファイル名か、指定されたプロファイル名を使用します。 

新しいプロファイル  ユーザーのコンピューターに新しいプロファイルを作成して、既定のプロ

ファイルとして設定します。既存のプロファイルは削除されず、引き続き

使用できます。まず、[プロファイル名] ボックスに名前を入力する必要が

あります。既存のプロファイル名を探すには、コントロール パネルで [メ

ール] を開き、[プロファイルの表示] をクリックします。新しいプロファ

イルは、OCT の他の Outlook セクションで選択したオプションに基づい

て作成されます。 

PRF の適用  Outlook プロファイル ファイル (.prf) をインポートして、新しい既定のプ

ロファイルを定義するか、既存のプロファイルを更新します。このオプシ

ョンを選択しても、OCT はこの .prf ファイルの設定を使用して更新され

ません。[次のプロファイル (PRF ファイル) を適用] ボックスに、プロフ

ァイルの名前とパスを入力します。以前のバージョンの Outlook で .prf 

ファイルを作成した場合、そのプロファイルに定義されているのが MAPI 

サービスのみであれば、そのファイルを Outlook 2013 にインポートできま

す。 

 

アカウントの追加 

新しい Outlook 電子メール アカウントをユーザーのプロファイルに含める。 

新しい Outlook プロファイルまたは変更した Outlook プロファイルにアカウントを追加しない場

合は、[Outlook プロファイルとアカウント情報をカスタマイズしない] オプションを選択します。 

新しい Outlook プロファイルまたは変更した Outlook プロファイルで新しいアカウント情報を指

定する場合は、[Outlook プロファイルとアカウント情報をカスタマイズする] オプションを選択し

ます。 
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[追加] を選択し、新しいアカウントをリストに追加します。リスト内のアカウントを変更するには、

アカウントをクリックし、[変更] をクリックします。リストからアカウントを削除するには、アカ

ウントをクリックし、[削除] をクリックします。 

以下のオプションを指定することもできます。 

 新着メールが配信される場所: Exchange Server コンピューターを構成する場合または Outlook 

データ ファイル (.pst) を追加する場合は、このオプションを選択して、新しい電子メール メ

ッセージの配信場所を指定します。既定の場所は Exchange Server コンピューターです。

Exchange Server コンピューターが構成されていない場合は、ユーザーのコンピューターの .pst 

ファイルが既定の場所として使用されます。 

 既定の電子メール アカウント: ユーザーの既定の電子メール アカウントとして使用するアカ

ウントを選択します。 

[アカウントの追加] および [アカウント設定] ダイアログ ボックス 

新しいアカウントを追加する場合は、追加するアカウントの種類を選択し、[次へ] をクリックしま

す。 

[<アカウントの種類> の設定] ダイアログ ボックスで、追加または変更するアカウントの種類に適

したオプション (アカウント名、ユーザー名、メール サーバー、電子メール アドレスなど) を設定

します。その他の構成オプションを設定するには、[詳細設定] をクリックします。Exchange アカウ

ントを追加または変更する場合は、次のセクションの「Exchange の設定」を参照してください。終

了したら、[完了] をクリックします。 

Outlook では、電子メール サービスが重複しないように、同じ種類のサービスに対して新しいアカ

ウントを複数追加できない場合があります。たとえば、Outlook は、すべての POP アカウントが

一意の名前を持つかどうかを検証します。次の表に、Outlook が既存のアカウントと同じ種類の新

しいアカウントをセットアップ カスタマイズ ファイルに追加できるかどうかを判断する方法を示

します。 

アカウントの追加 

  

アカウントの種類 この種類のアカウントの

複数使用 

競合の有無を判断するために使用される

データ 

POP3 ○ アカウント名 

IMAP ○ アカウント名 

Exchange ○ アカウント名 

Outlook データ ファイル (.pst) ○ .pst ファイルのファイル名とパス 

Outlook アドレス帳 × アカウントの有無 

LDAP ○ アカウント名 
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Exchange の設定 

新しい Outlook プロファイルまたは変更した Outlook プロファイルで、ユーザーの Microsoft 

Exchange 設定を構成します。可能な設定を次の表に示します。 

Exchange のオプション 

  

設定値 説明 

アカウント名 アカウントの種類の名前を指定します。 

ユーザー名 特定の値または置き換え可能なパラメーターを使用して、ユ

ーザーを識別します。既定の %USERNAME% を指定した場

合は、Outlook の起動時にユーザー名のオプションが表示さ

れず、ユーザーのログイン名がそのまま使用されます。 

Exchange Server ユーザーが Outlook を起動したときに使用できる可能性が

高い Exchange Server の名前を入力します。ユーザーが 

Outlook を初めて起動したときに、この値は、ユーザーの正

しい Exchange Server に置き換えられます。このボックスに

は、サーバー名そのものを指定します。たとえば、Exch-2-Srvr 

とします。円記号 (\\) などの構文は使用しないでください。 

既存の Exchange アカウントを上書

きする 

ユーザーのプロファイルの既存の Exchange Server アカウ

ントをこのアカウントで置き換える場合は、このオプション

を選択します。 

 

Exchange Server のその他の設定 

Exchange Server のオフライン使用オプションや Outlook Anywhere 機能を構成するには、[Exchange 

の設定] ダイアログ ボックスの [詳細設定] をクリックします。 

Exchange 
以下のオプションを使用して、オフライン使用および Outlook Anywhere 機能に合わせて、ユーザ

ーの Outlook プロファイルを構成します。 

Outlook Anywhere のオプション 

  

オプション 説明 

外出先で Outlook を使用できるよ

うに構成する 

HTTP を使用して  Exchange メールボックスに接続する : 

Outlook Anywhere を有効にする場合は、このオプションを選

択します。 

Outlook Anywhere を有効にした場合は、以下のオプションを

構成できます。 

 Exchange 用のプロキシ  サーバーへの接続に使用する 
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オプション 説明 

URL: Outlook Anywhere プロキシ サーバーのサーバー名 

URL。 

名前には、http:// や https:// を入れないでください。名前

を入力すると、選択した認証設定に基づいて、ボックスに

適切なエントリ (http:// または https://) が自動的に追加

されます。 

 セキュリティで保護された接続 (SSL) のみを使用する: 常

に SSL (Secured Sockets Layer) を使用してプロキシ サー

バーに接続する場合は、このオプションを選択します。サ

ーバー認証とクライアント認証を両方ともサポートする

場合は、以下のオプションを選択します。 

 SSL 接続時にセッションを相互認証する: このオプシ

ョンを有効にした場合には、[プロキシ サーバーのプ

リンシパル名] を入力します。 

 高速のネットワークでは、HTTP で接続してから TCP/IP 

で接続する : 高速のネットワークでは、既定の  LAN 

(TCP/IP) ではなく、最初に Outlook Anywhere (HTTP) を使

用して接続します。 

 低速のネットワークでは、HTTP で接続してから TCP/IP 

で接続する : 低速のネットワークでは、既定の  LAN 

(TCP/IP) ではなく、最初に Outlook Anywhere (HTTP) を使

用して接続します。 

 Exchange 用のプロキシ サーバーに接続する際の認証方

法: 既定の方法は、パスワード認証 (NTLM) です。 

 

キャッシュ モード 

以下のオプションを使用して、Exchange メールボックスのローカル コピーを使用するようにユー

ザーの Outlook プロファイルを構成します。 
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キャッシュ モードのオプション 

  

オプション 説明 

Exchange キャッシュ モードを

構成しない 

既定で、ユーザーのコンピューターのオフライン Outlook データ 

ファイル (.ost) にはキャッシュされずに Exchange Server コンピ

ューターから Exchange メールボックスにアクセスすることが

できます。 

Exchange キャッシュ モードを

構成する 

.ost ファイルを作成するか、既存の .ost ファイルを使用します。

ユーザーは、Exchange メールボックスのローカル コピーを使用

します。[Exchange キャッシュ モードを使用する] を選択した場

合は、以下のオプションを使用して、ユーザーの Exchange キャ

ッシュ モードを構成できます。 

 ヘッダーのみをダウンロードする: ユーザーの Exchange メ

ールボックスからヘッダーのコピーのみをダウンロードしま

す。 

 ヘッダーに続いてアイテム全体をダウンロードする: ユーザ

ーの Exchange メールボックスからヘッダーのコピーをダウ

ンロードし、メッセージのコピーをダウンロードします。 

 アイテム全体をダウンロードする: ユーザーの Exchange メ

ールボックスからメッセージ全体 (ヘッダーとメッセージ本

文) のコピーをダウンロードします。’ 

 低速回線接続ではヘッダーのみをダウンロードする: 低速の

ネットワーク接続が検出された場合は、ユーザーの Exchange 

メールボックスからヘッダーのコピーのみをダウンロードし

ます。 

 メール以外の共有フォルダーをダウンロードする: 他のユー

ザーのメールボックスから、メール以外の共有フォルダーを

ダウンロードします。 

 パブリック フォルダーのお気に入りフォルダーをダウンロ

ードする: パブリック フォルダーのお気に入りのリストを

ダウンロードします。 

 .ost および .oab ファイルの場所をカスタマイズする 

 Outlook データ ファイル (.ost) のパスとファイル名: オ

フライン Outlook データ ファイルの保存先の名前と場

所を指定します。 

 オフライン アドレス帳ファイルの保存先のパス: オフライ

ン アドレス帳ファイルの保存先のパスを指定します。 
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設定のエクスポート 

設定を Outlook プロファイル ファイル (.prf) にエクスポートします。 

.prf ファイルで定義した Outlook プロファイル設定を保存するには、[プロファイル設定のエクスポ

ート] をクリックします。 

 ヒント: 

Outlook .prf ファイルを効率よく作成するには、Office の展開時にセットアップ カスタマイ

ズ ファイルを使用しない場合でも、OCT を使用して設定を選択し、それを .prf ファイル

にエクスポートしておきます。この .prf ファイルを編集して、OCT で公開されていないカ

スタマイズを追加して行うことができます。たとえば、OCT にはリストされない電子メー

ル プロバイダーを追加できます。 

送受信グループの指定 

Exchange アカウントおよびフォルダーに送受信グループを定義し、Outlook で送受信中に各グルー

プで実行するタスクを指定する。送受信グループは、いくつかの Outlook アカウントおよびフォル

ダーを集めたものです。次の表に示すように、Outlook がオンラインであるかオフラインであるか

に応じて、送受信グループに異なるオプションを指定できます。 

送受信グループのオプション 

  

オプション 説明 

送受信設定を構成しない 送受信グループに設定を構成しません。Outlook 

は、[すべてのアカウント] グループと既定の設

定を使用するように構成されます。(その他のグ

ループが作成されている場合は、ユーザーが 

Outlook 2013 にアップグレードしたときに、そ

れらのグループが移行されます。)  

送受信設定を構成する 送受信グループの設定を構成します (Exchange 

アカウントおよびフォルダーのみ)。 

 アカウントおよびフォルダーの新しいグル

ープを作成するには、[新規作成] をクリッ

クします。 

 送受信グループのオプションを指定または

再定義するには、[変更] をクリックします。 

 既存の送受信グループの名前を変更するに

は、[名前の変更] をクリックします。 

 既存の送受信グループを削除するには、[削

除] をクリックします。 
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[新しい Exchange グループ名] ダイアログ ボックス 

[新しいグループ名] ボックスに、作成する Exchange 送受信グループの名前を入力し、[OK] をクリ

ックします。 

[グループの変更] ダイアログ ボックス 

グループを変更する場合は、[グループの変更] ダイアログ ボックスで、以下のオプションを選択し、

[OK] をクリックします。 

[この送受信グループのオプションを選択してください] で、次の表に示すオプションを選択します。 

選択したグループの設定を送信/削除する 

  

オプション 説明 

メール アイテムを送信する このグループに対して送受信が実行されたとき

に、送信トレイからメール アイテムを送信しま

す。 

メール アイテムを受信する このグループに対して送受信が実行されたとき

に、メール アイテムを受信します。 

フォルダーのホーム ページをオフラインで使

用可能にする 

このグループに対して送受信が実行されたとき

に、フォルダー ホーム ページのコンテンツを更

新します。 

フォームを同期する このグループに対して送受信が実行されたとき

に、フォームを同期します。 

 

[この送受信グループのフォルダー オプションを変更してください] で、フォルダーをクリックし、

次の表に示す情報を提供します。 

この送受信グループのフォルダー オプション 

  

オプション 説明 

このフォルダーを送受信に含める この送受信グループの送受信中に更新されるフォルダー セ

ットにこのフォルダーを追加します。以下のオプションを選

択できます。 

 ヘッダーのみをダウンロードする: この送受信グループ

に対して送受信を実行してフォルダーを更新する際に、こ

のフォルダーのヘッダーのみをダウンロードします。 

 添付ファイルを含むアイテム全体をダウンロードする: 

この送受信グループに対して送受信を実行してフォルダ

ーを更新する際に、このフォルダーの電子メール メッセ

ージ (またはその他のアイテム) 全体をダウンロードし



 

100 

 

オプション 説明 

ます。 

 次のサイズより大きいアイテムについてはヘッダーのみ

ダウンロードする: アイテムが指定されたサイズより大

きい場合は、アイテムのヘッダーのみをダウンロードしま

す。この設定は、この送受信グループに対して送受信を実

行してフォルダーを更新する際に、このフォルダーにのみ

適用されます。 

 

[Exchange グループ名の変更] ダイアログ ボックス 

[新しいグループ名] ボックスに、Exchange 送受信グループの新しい名前を入力し、[OK] をクリッ

クします。 

選択したグループの設定を送信/削除する 

一覧で選択されている送受信グループの設定を指定します。選択したグループの名前は、オプショ

ン ラベルに表示されます。Outlook がオンラインであるかオフラインであるかに応じて、送受信グ

ループに異なる設定を指定できます。 

 Outlook がオンラインの場合 

 このグループを送受信に含める: ユーザーが [送受信] をクリックすると、このグループに

対して送受信アクションが実行されます。 

 次の時間ごとに自動的に送受信を実行する: 送受信アクションを実行する間隔を選択しま

す。 

 終了時に自動的に送受信を実行する: ユーザーが Outlook を終了するときに、このグループ

に対して自動的に送受信アクションを実行します。 

 Outlook がオフラインの場合 

 このグループを送受信に含める: ユーザーが [送受信] をクリックすると、このグループに

対して送受信アクションが実行されます。 

 次の時間ごとに自動的に送受信を実行する: 送受信アクションを実行する間隔を選択しま

す。 

 Exchange アドレス帳 

 オフライン アドレス帳をダウンロードする: ユーザーが [送受信] をクリックしたときに、

オフライン アドレス帳 (OAB) をダウンロードします。 

 [アドレス帳の設定] をクリックすると、[アドレス帳の設定の変更] ダイアログ ボックスが

開きます。[前回の送受信以降の変更をダウンロードする] チェック ボックスをオンにした

場合は、前回のダウンロード以降に行われたアドレス帳への更新のみがダウンロードされま

す。[送受信] のたびにアドレス帳全体をダウンロードするには、[前回の送受信以降の変更

をダウンロードする] チェック ボックスをオフにします。 
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[アドレス帳の設定の変更] ダイアログ ボックス 

Outlook でオフライン アドレス帳 (OAB) を更新する既定の方法を構成します。次のオプションか

ら選択します。 

 前回の送受信以降の変更をダウンロードする: 前回の送受信以降に行われたアドレス帳への変

更のみがダウンロードされます。これにより、アドレス帳全体をダウンロードするより短時間

でダウンロードを完了できます。 

 全詳細情報: アドレス帳のダウンロード時に、各エントリのすべての詳細がコピーされます。 

 詳細情報なし: アドレス帳のダウンロード時に、各エントリの名前と、電子メール アドレスな

どの重要情報のみがコピーされます。これにより、短時間でダウンロードを完了できますが、

オフライン アドレス帳にはアドレスの詳細が含まれません。これは、Outlook アドレス帳 (OAB) 

のバージョン 2.0 および 3.0 でサポートされている従来のオプションです。Outlook が OAB 

4.0 以降のバージョンをサポートするサーバーに接続した場合は、このオプションが選択されて

いても、全詳細情報がダウンロードされます。 

更新された OCT ファイルのダウンロード 

Office の新規リリース後は、マイクロソフト ダウンロード センターから、OCT および .opax 設定

ファイルのアップデートをダウンロードできます。Office 2013 管理用テンプレート ダウンロード 

パッケージ内の \Admin フォルダーに、OCT と OCT ファイル (.opax および .opal ファイル) が

含まれます。 

OCT を更新する必要がある場合は、Office 2013 インストール ファイルまたはインストール イメー

ジ内の \Admin フォルダーを、ダウンロード パッケージに含まれる新しい \Admin フォルダーに

置き換えてください。 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概要 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする 

ビデオ: Office 2010 クライアント: Office カスタマイズ ツールのデモ (英語) 

ビデオ: Office 2010 クライアント: Office カスタマイズ ツールのインポート機能 (英語) 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/default.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=203127
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=203128
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Office 2013 の Config.xml ファイル 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Config.xml ファイルを使用して、Windows インストーラーベースの Office 2013 のインストー

ルをカスタマイズする方法について説明します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

管理者は、Config.xml ファイルを使用して Office 2013 のインストールと保守のタスクを実行します。 

Windows インストーラーベースの Office 2013 製品のインストールをカスタマイズするには、主に 

Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用します。Office 2013 のカスタマイズ ツールとカスタマイ

ズの方法は、Office 2010 や Office 2007 と同じです。OCT を使用してセットアップ カスタマイズ 

ファイルを作成する方法および Office 2013 の OCT の最新情報について学習するには、「Office 2013 

の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

Config.xml ファイルは、インストール タスクを構成するために使用し、セットアップの実行時にの

み使用します。Config.xml ファイルがユーザーのコンピューターにインストールされたり、キャッ

シュされたりすることはありません。管理者は、Config.xml ファイルを編集して、インストールを

カスタマイズできます。既定では、コア製品フォルダーの <コア製品フォルダー名>.WW にある 

Config.xml ファイルにより、その製品のインストールがセットアップに指示されます。たとえば、

ProPlus.WW フォルダー内の Config.xml ファイルは、Office Professional Plus 2013 をインストールし

ます。 

Config.xml ファイルを使用して、以下のインストール タスクを実行できます。 

 ネットワーク インストール ポイントのパスを指定する。 

 インストールする製品を選択する。 

 ログ出力、セットアップ カスタマイズ ファイルやソフトウェア更新プログラムの場所などの

セットアップ オプションをカスタマイズする。 

 ユーザー名、会社名などのインストール オプションを設定する。 

 ユーザーのコンピューターにローカル インストール ソース (LIS) をコピーするが、Office はイ

ンストールしない。 

 インストールから言語を追加または削除する。 

Config.xml ファイルを使用して、機能の追加または削除、修復、インストールの削除などの保守作

業を行うこともできます。それには、オリジナル ソースから Setup.exe を再度実行する必要があり

ます。 

 重要: 

Config.xml を編集するには、メモ帳などのテキスト エディターを使用します。Word 2013 な

どの汎用 XML エディターは使用しないでください。 

この記事の内容: 

 Config.xml 要素のクイック リファレンス 
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 セットアップが Config.xml を使用する方法 

 Config.xml ファイル形式 

 Config.xml 要素のリファレンス 

 Config.xml のサンプル ファイル 

Config.xml 要素のクイック リファレンス 

Config.xml 要素を次の表に示します。これらの要素は任意の順序で記載できますが、Configuration 要

素は最初に記載する必要があります。また、Command 要素などの要素は、Config.xml 内の順序が

インストール中の処理方法に影響します。 

Config.xml のクイック リファレンス 

  

資料 説明 

Configuration 要素 トップ レベルの要素 

AddLanguage 要素 インストールに言語を追加します 

ARP 要素 コントロール パネルで、製品の機能を追加または削

除するための [プログラムと機能] のテキストと動

作を制御する値 

Command 要素 インストール中にコマンドを実行します 

COMPANYNAME 要素 製品がインストールされるコンピューターのユーザ

ーの組織または会社の名前 

Display 要素 セットアップがユーザーに表示する UI のレベル 

DistributionPoint 要素 インストールの実行元のネットワーク インストー

ル ポイントの完全修飾パス 

INSTALLLOCATION 要素 製品がインストールされる場所となるユーザーのコ

ンピューター上のフォルダーの完全修飾パス 

LIS 要素 ユーザーのコンピューター上でローカル インスト

ール ソース (LIS) をキャッシュする方法に関する

オプション 

Logging 要素 セットアップが実行するログ出力の種類に関するオ

プション 

OptionState 要素 インストール中に個々の製品の機能を取り扱う方法

を指定するオプション 

PIDKEY 要素 25 文字のボリューム ライセンス キー 

RemoveLanguage 要素 インストールから言語を削除します 

Setting 要素 Windows インストーラーのプロパティの値 

SetupUpdates 要素 セットアップがセットアップ カスタマイズ ファイ

ルを探すために使用する検索パス 

USERINITIALS 要素 製品がインストールされるコンピューターのユーザ
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資料 説明 

ーのイニシャル 

USERNAME 要素 製品がインストールされるコンピューターのユーザ

ーの名前 

 

セットアップが Config.xml を使用する方法 

セットアップは Setup.exe と同じフォルダーで Config.xml を探します。Config.xml が見つからない

場合、セットアップは、インストールしている製品のコア製品フォルダーにある Config.xml ファイ

ルを使用します。(ネットワーク インストール ポイントに複数の製品がある場合は、ユーザーがイ

ンストールする製品を指定するまで待機してから、該当する Config.xml を探します。) 製品フォル

ダーにある Config.xml は、Configuration 要素の Product 属性によって製品を識別します。 

/config セットアップのコマンド ライン オプションを使用して、Config.xml ファイルの場所を指定

することもできます。たとえば、次のようになります。 

\\server\share\setup.exe /config \\server\share\ProPlus.WW\config.xml 

 メモ: 

OCT を使用してセットアップ  カスタマイズ  ファイル  (.msp) を作成する場合は、

Config.xml で定義されているカスタマイズがカスタマイズ ファイルの内容より優先されま

す。 

Config.xml ファイル形式 

Config.xml の XML 要素は、< で始まり、/> で終わります。 

基本要素の書式は次のとおりです。 

<要素 [属性="値"] [属性="値"] … /> 

たとえば、次のようになります。 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

書式には、以下の規則が適用されます。 

 要素と属性は、大文字と小文字が区別されます。 

 属性値は二重引用符 (") で囲む必要があり、大文字と小文字が区別されません。 

 要素定義は複数行に記述できます。要素定義に含まれるスペース、改行、タブの各文字は無視

されます。 

次に、複数行にまたがる要素定義の例を示します。 

<Display 

   Level="none" 

   CompletionNotice="no" 

   SuppressModal="yes" 

   AcceptEula="yes" 

/> 
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 ヒント: 

要素定義が長くなる場合は、属性ごとに行を分け、インデントを使用すると、ファイルが読

みやすくなります。 

Configuration 要素は特別な要素で、必須です。他のすべての要素は Configuration 要素の中に入り、

これを </Configuration> で閉じます。次に例を示します。 

 

<Configuration Product="ProPlus"> 

  <!--  <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" />  

-->  

  <!--  <Logging Type="standard" Path="%temp%" Template="Microsoft Office Professional Plus 

Setup(*).txt" />  -->  

  <!--  <USERNAME Value="Customer" />   -->  

  <!--  <COMPANYNAME Value="MyCompany" />   -->  

  <!--  <INSTALLLOCATION Value="%programfiles%\Microsoft Office" />   -->  

  <!--  <LIS CACHEACTION="CacheOnly" />   -->  

  <!--  <LIS SOURCELIST="\\server1\share\Office;\\server2\share\Office" /> --> 

  <!--  <DistributionPoint Location="\\server\share\Office" />   -->  

  <!--  <OptionState Id="OptionID" State="absent" Children="force" />   -->  

  <!--  <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="IfNeeded" />   -->  

  <!--  <Command Path="%windir%\system32\msiexec.exe" Args="/i \\server\share\my.msi" 

QuietArg="/q" ChainPosition="after" Execute="install" />   -->  

  </Configuration> 

Comments can be added anywhere and are delimited by "<!--" and "-->".  

For example:  

<!-- Configure install options for Microsoft Office Professional Plus 2010 --> 

<Configuration Product="ProPlus" > 

   <Display 

      <!-- Turn off all Setup UI and prevent prompting users--> 

      Level="none" 

      CompletionNotice="no" 

      SuppressModal="yes" 

      <!-- Accept the EULA for the user --> 

      AcceptEula="Yes" 

   /> 

</Configuration> 

各 Office 製品フォルダーには既定の Config.xml ファイルがあります。このファイルは 1 つの 

Configuration 要素で構成され、その  Product 属性が製品に該当する値に設定されます。

Configuration 要素内には、いくつかの要素の例がコメントとして記載されています。これらの要素

をアクティブ化にするには、前後のコメント マークを削除し、適切な属性値を記述します。 

次の例に示すように、Display 要素をアクティブ化するには、次の行を 

<!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" /> --> 

次のように変更します。 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

この例の Display オプションは、セットアップがサイレント インストールを行い、ユーザーに情報

の入力を求めず、ユーザーの操作を待たずにインストールを行うようにセットアップに指示します。 
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Config.xml 要素のリファレンス 

このリファレンスの説明欄では、以下の表記規則を使用します。 

書式設定の規則 

  

太字 要素名または属性名  

標準 記述されているとおりに入力するテキスト  

斜体 追加する値のプレースホルダー  

x|y 複数の値から選択  

[x] 省略可能な値  

 

Configuration 要素 

トップ レベルの要素です。この要素は必須で、他のすべての要素はこの要素の中に記述する必要が

あります。 

構文 

<Configuration [Product="製品 ID"] > 

   ... 
</Configuration> 

属性 

次の表に、Configuration 要素の属性と値を示します。 

Configuration 要素の属性 

  

属性 値 説明 

Product 製品 ID インストールする製品の Setup.xml 

ファイル内の Setup 要素の ID 属

性の値です。 

 

注釈 

Product 属性は、この Config.xml ファイルによって構成される製品を識別します。製品 ID は、製

品のコア フォルダーにある Setup.xml ファイル内の Setup 要素の ID 属性によって定義されます。 

Product 属性は、Display 要素 の Level 属性を “basic” または “none” に指定しない場合は省略可能

です。それらを指定する場合、Product 属性は必須です。Product 属性によって指定される製品がネ

ットワーク インストール ポイントにない場合、セットアップはインストールを終了します。 
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例 

Office Professional Plus 2013 の製品 ID は、ProPlus.WW\Setup.xml 内の次の行にあります。 

<Setup Id="ProPlus" Type="Product"  ... > 

Config.xml でこの製品 ID を使用し、次のように記述して Office Professional Plus 2013 を指定します。 

<Configuration Product="ProPlus"> 

   ... 

</Configuration> 

AddLanguage 要素 

指定された言語をインストールに追加します。 

構文 

<AddLanguage 

   Id="ll-cc" | "match" 

   [ShellTransform="Yes"] 

/> 

属性 

次の表に、AddLanguage 要素の属性と値を示します。 

AddLanguage の属性 

  

属性 値 説明 

Id ll-cc 言語識別子です。 

 match ユーザーの Windows ユーザー ロケー

ルの言語の Id に合わせます。 

ShellTransform Yes シェル ユーザー インターフェイスの

言 語 を 指 定 し ま す 。 複 数 の 

AddLanguage 要素を指定する場合は、

ただ  1 つの言語で  ShellTransform 属

性を指定する必要があります。 

 

注釈 

その言語がネットワーク インストール ポイントにある必要があります。 

AddLanguage と RemoveLanguage 要素 は、それぞれ複数の要素を指定できます。RemoveLanguage 

要素と AddLanguage 要素に同じ言語を指定すると、AddLanguage 要素が優先され、その言語はイ

ンストールされます。 
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 メモ: 

複数の AddLanguage 要素を指定する場合は、ただ 1 つの言語で ShellTransform 属性を指

定する必要があります。指定されていない場合、セットアップはインストールを終了します。 

Office 2013 をインストールする場合は、以下の 3 つの言語概念について理解しておく必要がありま

す。 

 セットアップ UI (ユーザー インターフェイス): インストールに使用される言語です。 

 シェル UI: ショートカット、右クリック コンテキスト メニュー、およびツールヒントに使用

される言語です。 

 Office UI: Office のユーザー インターフェイスとメニューに使用される言語です。 

複数の Office 言語がある場合、この 3 つの値は次のように決定されます。 

既定では、セットアップ UI は、インストールに使用できるリソースと、ユーザー ロケールに合わ

せられるかどうかによって決まります。既定では、セットアップ UI はユーザー ロケールに合わせ

られます。シェル UI は、インストールされる言語によって決まります。既定では、セットアップ UI 

と同じです。既定の Office UI 言語は、ユーザー ロケールと現在のユーザー設定によって決まりま

す。既定では、各ユーザーのコンピューターに設定されている Windows ユーザー ロケールが使用

されます。つまり、既定の場合では、セットアップ UI、シェル UI、および Office UI がすべて同じ

になります。 

Windows オペレーティング システムの "ロケール" は、ユーザーの言語、環境、文化、および慣習

に関連する一連のユーザー設定情報です。この情報は、正しい入力言語、キーボード レイアウト、

並べ替え順、および数字、日付、通貨、および時間に使用される書式を決定するために使用される

値のリストとして表されます。ユーザー ロケールは、日付、時間、通貨、数字の既定の表示に使用

される書式やテキストの並べ替え順をユーザーごとに決定する設定です。ユーザー ロケールは、コ

ンピューターに作成されるアカウントごとに指定されます。 

Config.xml ファイルで複数の言語を指定してインストールする場合は、インストールする言語から

シェル UI 言語を選択する必要があります。それには、Config.xml ファイルの AddLanguage 要素

の ShellTransform 属性を指定します。AddLanguage は、セットアップがシェル UI に使用する言語

を指定します。ただし、その指定は、その言語がユーザーのコンピューターにインストールされて

も必ずしもセットアップ UI または Office UI の選択には影響しません。 

たとえば、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語を含む Office イメージがある場合、セットア

ップでこれらすべての言語を完全にサポートするようにインストールし、シェル UI をユーザーの

既定の地域オプションに従うように指定するには、Config.xml ファイルに以下の要素を追加します。 

<AddLanguage Id="match" ShellTransform="yes"/> <AddLanguage Id="en-us" /> <AddLanguage 

Id="fr-fr" /> <AddLanguage Id="de-de" /> <AddLanguage Id="es-es" /> 

この例の場合、セットアップは、指定されたすべての言語をインストールし、シェル UI をユーザ

ーのロケールの言語に合わせます。さらにほかの言語がソース イメージにあり、この例の match に

該当する言語が、明示されている 4 つの言語のいずれにも一致しない場合は、この match 値によ

って追加の言語がインストールされることがあります。たとえば、ソースに日本語も含まれ、ユー

ザー ロケールが日本語に設定されているコンピューターにインストールする場合は、他の 4 つの

言語に加えて日本語もインストールされます。 
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例 

<AddLanguage Id="en-us" ShellTransform="Yes" /> 

ARP 要素 

コントロール パネルで、この製品の [プログラムと機能] のテキストと動作を制御する値を指定し

ます。 

構文 

<ARP 属性="値" [属性="値"] ... /> 

属性 

次の表に、ARP 要素の属性と値を示します。 

ARP の属性 

  

属性 値 説明 

ARPCOMMENTS テキスト 追加のテキストです。最大  255 

文字まで指定できます。ただし、

すべての文字が表示されない場

合があります。 

ARPCONTACT テキスト テクニカル サポートの連絡先の

リストです。 

ARPNOMODIFY Yes ユーザーが製品のインストール

を変更できないように、[変更] ボ

タンを非表示にします。 

 No (既定)  ユーザーが製品のインストール

を変更できるようにします。 

ARPNOREMOVE Yes  ユーザーが製品を削除できない

ように、[削除] ボタンを非表示に

します。 

 No (既定)  ユーザーが製品を削除できるよ

うにします。 

ARPURLINFOABOUT URL 製品のホーム ページの URL で

す。 

ARPURLUPDATEINFO URL 製品の更新に関する情報の URL 

です。 

ARPHELPLINK URL ユーザーがテクニカル サポート

を受けることができる Web サイ

トの URL です。 

ARPHELPTELEPHONE テキスト テクニカル サポートの電話番号

です。 
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Command 要素 

実行するコマンド ラインを指定します。詳細については、この記事で後述する「注釈」を参照して

ください。 

 ヒント: 

OCT での同等のオプションは、[インストール環境の追加とプログラムの実行] です。 

構文 

<Command 

   Path="パス" 

   [QuietArg="引数"] 

   [Args="引数"] 

   [ChainPosition="Before" | "After"(既定)] 

   [Wait="ミリ秒"] 

   [Execute="Install"(既定) | "Uninstall"] 

   [Platform="x86"(既定) | "x64"] 

/> 

属性 

次の表に、Command 要素の属性を示します。 

Command の属性 

  

属性 値 説明 

Path パス 実行可能ファイルの完全修飾パスです。パスの

値にスペースが含まれている場合は、次の例の

ように二重引用符で囲む必要があります。 

"\\server\share\Office 14\copylogs.bat" 

QuietArg 文字列 サイレント インストールを構成する場合にコ

マンド ラインに追加する引数の文字列です。

QuietArg 属性を使用するかどうかについては、

この表の下にある「注釈」を参照してください。 

Args 文字列 実行可能ファイルに渡す引数の文字列です。連

続インストールで Args 属性を使用するかどう

かについては、この表の下にある「注釈」を参

照してください。 

Args 属性の値に二重引用符 (") が含まれる場合

は、次の例のように値全体を一重引用符 (') で囲

みます。 

Args='"/param value"' 
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属性 値 説明 

ChainPosition Before このコマンドは、主となる製品のインストール

前に実行されます。 

 After (既定)  このコマンドは、主となる製品のインストール

後に実行されます。 

Wait ミリ秒 Display 要素  の  Level 属性を  "full" または 

“basic” に設定して製品をインストールする場

合に、この属性は、このプログラムを実行して

からインストールを続行するまでの待機時間 

(ミリ秒) になります。既定値は 0 で、待機しな

いことを示します。 

Execute Install (既定)  セットアップは、主となる製品をインストール

するときに、このコマンドを実行します。 

 Uninstall  セットアップは、主となる製品をアンインスト

ールするときに、このコマンドを実行します。 

Platform x86 (既定)  このプログラムが Intel x86 プラットフォーム

を必要とすることを指定します。このコマンド

は、インストールを実行するコンピューターが

このプラットフォーム要件に一致する場合にの

み実行されます。 

 x64  このプログラムが x86 アーキテクチャの x64 

拡張をサポートする 64 ビットのプロセッサを

必要とすることを指定します。このコマンドは、

インストールを実行するコンピューターがこの

プラットフォーム要件に一致する場合にのみ実

行されます。 

 

注釈 

Config.xml ファイルの Command 要素および OCT の [インストール環境の追加とプログラムの実

行] オプション ([プログラム エントリの追加] ダイアログ ボックスと [プログラム エントリの変

更追加] ダイアログ ボックスで入力するコマンド ライン) は、製品の初回インストールおよびアン

インストールで使用することが意図されています。Command 要素のコマンドは、初回インストー

ルおよびアンインストール時にのみ処理されます。Command 要素のコマンドが初回インストール

後のカスタマイズで使用されても無視されます。 

コマンド ラインには、製品のインストール時に任意のコマンドまたは軽量の実行可能ファイルを実

行するように指定できます。 

Config.xml の Command 要素と OCT の [インストール環境の追加とプログラムの実行] オプショ

ンは、企業ソフトウェア展開/管理ツールが提供するようなソフトウェア展開機能 (展開の進行状況

を追跡する機能、問題を解決する機能など) を提供しません。したがって、Config.xml の Command 

および OCT の [インストール環境の追加とプログラムの実行] では、コンピューターへの変更やユ

ーザー入力を必要とはしない軽量の実行可能ファイルまたはコマンドのみを実行することをお勧め
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します。たとえば、ログをコピーするユーティリティや、インストールの終了時にようこそページ

を起動するコマンドなどを実行できます。 

 重要: 

連続インストールは、各製品を個別にインストールするより信頼性が低下します。たとえば、

2 つのインストールを連続して行い、一方の製品が失敗するか、予期しないエラーが発生す

ると、主となるインストールとそれに続くインストールが共に正常に完了しない場合があり

ます。したがって、連続インストールは使用しないことをお勧めします。企業環境に複数の

製品をまとめてインストールする方法としては、連続インストールではなく、Microsoft 

System Center 2012 Configuration Manager、Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003、

サードパーティ ツールなどの展開管理プログラムの使用をお勧めします。 

Args と QuietArg の使用方法は次のとおりです。 

 Args 属性は、常にコマンドに追加されます。これには、"/install"、"Company=MyCorporation" な

どのスイッチを指定できます。 

 セットアップがサイレントに実行されている場合は  (Display を Display="none" に設定)、

QuietArg 属性も追加されます。このような場合は、QuietArg 属性で "/quiet" スイッチを指定で

きます。たとえば、QuietArg="/quiet" と指定します。 

Wait 属性には、以下の規則が適用されます。 

 Wait 属性を 0 ミリ秒に設定すると、プログラムを実行してからインストールを続行するまで待

機しません。コマンドが実行されると、直ちに次に進みます。 

リターン コードは、Wait 値が 0 以外の場合にのみ考慮されます。0 を指定すると、セットアップ

は、指定されたプログラムを実行してから待機することなくインストールを続行します。したがっ

て、その場合はレポートするリターン コードがありません。 

 Wait 属性を 0 以外の任意の正の値に設定すると、セットアップは、指定されたミリ秒だけ待機

します。プロセスが指定された時間より早く終了すると、セットアップは続行されます。プロ

セスが指定された時間内に終了しない場合、セットアップは失敗します。 

 Wait 属性を -1 に設定すると、無期限で待機します。この設定の場合は、コマンド プロセスが

ハングして応答しなくなると、セットアップもコマンドの実行を無期限に待機して応答しなく

なるため、問題になる可能性があります。 

Config.xml ファイルに複数の Command 要素がある場合は、Config.xml に指定されている順序でそ

れらが実行されます。 

例 

<Command Path="\\server\share\myscript.exe" Args='/id "123 abc"' QuietArg="/q" Wait="30000" 

/> 

 

 

COMPANYNAME 要素 

製品がインストールされるコンピューターのユーザーの組織または会社の名前です。 
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 ヒント: 

OCT での同等のオプションは、[インストール場所と組織名] の [組織名] の設定です。 

構文 

<COMPANYNAME Value="会社名" /> 

属性 

次の表に、COMPANYNAME 要素の属性と値を示します。 

COMPANYNAME の属性 

  

属性 値 説明 

Value 会社名 会社名または組織名です。 

 

例 

<COMPANYNAME Value="Microsoft Corporation" /> 

Display 要素 

セットアップがユーザーに表示する UI のレベルです。 

 ヒント: 

OCT での同等のオプションは、Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) にある 

[使用許諾契約とユーザー インターフェイス] の [表示レベル] と使用許諾契約の設定です。 

構文 

<Display 

   Level="None" | "Basic" | "Full"(既定) 

   CompletionNotice="Yes" | "No"(既定) 

   SuppressModal="Yes" | "No"(既定) 

   NoCancel="Yes" | "No"(既定) 

   AcceptEula="Yes" | "No"(既定) 

/> 

属性 

次の表に、Display 要素の属性と値を示します。 

Display の属性 
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属性 値 説明 

Level None  セットアップ  UI を表示しません。 Display 

Level="none" を設定すると、セットアップはサイ

レント (無人) インストールで実行されます。詳

細については、「注釈」セクションを参照してく

ださい。 

 Basic セットアップは、ようこそ画面、プロダクト キー 

(PIDKEY) ページ (必要な場合)、ソフトウェア ラ

イセンス条項のページ (必要な場合)、進行状況バ

ー、および完了通知 (許可される場合) を表示し

ます。 

 Full (既定)  セットアップは、ユーザーにすべての UI を表示

します。 

CompletionNotice Yes  Level を "basic" または “none” に設定した場合

にのみ適用されます。セットアップは完了通知を

表示します。 

 No (既定)  Level を "basic" に設定した場合にのみ適用され

ます。セットアップは完了通知を表示しません。 

SuppressModal Yes  Level を "basic" に設定した場合にのみ適用され

ます。セットアップは、インストールを中断しな

いようにエラー メッセージなどのダイアログ ボ

ックスを表示しません。 

 No (既定)  Level を ”basic” に設定した場合にのみ適用され

ます。セットアップは、必要に応じてエラーなど

のダイアログ ボックスを表示します。 

NoCancel Yes Level が "full" または "basic" に設定されている

場合に、キャンセル ボタン (進行状況ダイアログ 

ボックスの右上隅の [X]) を無効にします。 

 No (既定) Level が "full" または "basic" に設定されている

場合に、ユーザーが進行状況バーからインストー

ルをキャンセルできるようにします。 

AcceptEULA Yes  マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項が

ユーザーに代わって同意されます。セットアップ

はソフトウェア ライセンス条項のページを表示

しません。 

 No (既定)  Level が ”none” に設定されていない場合に、セ

ットアップはソフトウェア ライセンス条項のペ

ージを表示します。 

 

注釈 

この要素を定義しない場合は、既定の設定が使用されます。無効な値が指定されると、セットアッ

プはインストールを終了します。 
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Level 属性を "basic" または “none” に設定し、PIDKEY 要素を使用してプロダクト キーを提供する

と、セットアップは、管理者がユーザーに代わって使用許諾契約に同意したと見なします。 

 メモ: 

企業展開では、Display Level 値を “none” に設定して、セットアップでサイレント インス

トールを実行することをお勧めします。このように設定すると、ユーザーに情報の入力を求

めるメッセージが表示されなくなり、使用中のファイルがあってもユーザーの操作を待つこ

となくインストールが実行されます。Display Level 値を  “none ”  に設定すると、

SuppressModal 属性と CompletionNotice 属性がサイレンスで、マイクロソフト ソフトウェ

ア ライセンス条項が同意されたと見なされます。また、管理者は、Office 2013 のインスト

ール時に、Office アプリケーションが何も実行されていないようにする必要があります。 

Display Level 値を “basic” に設定し、SuppressModal を “yes” に設定すると、使用中の 

Office ファイルがある場合にユーザーにメッセージが表示されます。Display Level を 

“none” に設定すると、このような場合にユーザーにメッセージが表示されなくなります。"

ファイルが使用中" のメッセージは、SuppressModal 属性でも非表示になりません。"ファイ

ルが使用中" のメッセージが表示されないのは、Display Level が “none” に設定されている

場合だけです。 

Display 要素は、この Config.xml ファイルが setup.exe と同じフォルダーに見つかるか、

Setup /config コマンド ライン オプションを使用して Config.xml ファイルを指定した場合

に使用されます。製品フォルダーにある Config.xml ファイルが使用される場合は、既定の

表示オプションが使用されます。 

例 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="Yes" /> 

DistributionPoint 要素 

インストールの実行元のネットワーク インストール ポイントの完全修飾パスを指定します。 

構文 

<DistributionPoint Location="パス" /> 

属性 

次の表に、DistributionPoint 要素の属性と値を示します。 

DistributionPoint の属性 

  

属性 値 説明 

Location パス インストールの実行元のネットワーク インスト

ール ポイントの完全修飾パスです。 
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注釈 

これが指定されていない場合、セットアップは、Setup.exe ファイルがネットワーク インストール 

ポイントのルートにあると見なします。 

 メモ: 

DistributionPoint 要素は、この Config.xml ファイルが setup.exe と同じフォルダーに見つか

るか、Setup /config コマンド ライン オプションを使用して Config.xml ファイルを指定し

た場合に使用されます。製品フォルダーにある Config.xml ファイルが使用される場合、ネ

ットワーク インストール ポイントは既にわかっているため、この要素は無視されます。 

例 

<DistributionPoint Location="\\server1\office" /> 

INSTALLLOCATION 要素 

製品がインストールされる場所となるユーザーのコンピューター上のフォルダーの完全修飾パスを

指定します。 

 ヒント: 

OCT での同等のオプションは、[インストール場所と組織名] の [既定のインストール先] の

設定です。 

構文 

<INSTALLLOCATION Value="パス" /> 

属性 

次の表に、INSTALLLOCATION 要素の属性と値を示します。 

INSTALLLOCATION の属性 

  

属性 値 説明 

Value パス 製品がインストールされる場所となるユーザーの

コンピューター上のフォルダーの完全修飾パス。 

 

注釈 

パスには、システム環境変数を使用できます。この要素が指定されていない場合、Office 

は %ProgramFiles%\Microsoft Office にインストールされます。 

例 

<INSTALLLOCATION Value="%ProgramFiles%\MyApps" /> 
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LIS 要素 

ローカル インストール ソース (LIS) をユーザーのコンピューターにキャッシュする方法を制御し、

製品のインストール ファイルが格納されるネットワーク インストール ポイントの場所を 1 つ以

上指定します。 

構文 

<LIS 

[CACHEACTION="CacheOnly" | "RemoveCacheOnly"] 

[SOURCELIST="セミコロン区切りのパスのリスト"] 

/> 

属性 

次の表に、LIS 要素の属性と値を示します。 

LIS の属性 

  

属性 値 説明 

CACHEACTION CacheOnly セットアップは、ユーザーのコンピュー

ターに LIS をコピーしますが、製品は

インストールしません。 

 メモ: 

CacheOnly 値 が 指 定 さ れ た 

Config.xml フ ァ イ ル で は 、

Command 要素を使用しないで

ください。指定したコマンドは

実行されません。 

 
 RemoveCacheOnly キャッシュがユーザーのコンピュータ

ーにコピーされており、Office がインス

トールされていない場合、セットアップ

は、ユーザーのコンピューターから LIS 

を削除します。製品のインストールまた

はアンインストールは行いません。 

SOURCELIST セミコロン区切りのパスの

リスト 

製品のインストール ファイルが置かれ

ている 1 つ以上のネットワーク イン

ストール ポイントのセミコロン区切り

のリスト。 

OCT での同等のオプションは、[追加の

ネットワーク ソース] です。 

 

注釈 
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既定では、LIS は、Office がインストールされるドライブのルートの \MsoCache\All Users フォルダ

ーに作成されます。ネットワーク インストール ポイントの Updates フォルダーにあるセットアッ

プ カスタマイズ ファイルとソフトウェア更新プログラムもコピーされます。 

INSTALLLOCATION 要素を指定した場合は、LIS を作成するドライブを特定するために、このパスの

ドライブ名が使用されます。たとえば、INSTALLLOCATION 要素のパスが E:\office\files の場合、LIS は 

E ドライブに作成されます。SOURCELIST 属性にリストされるソースは、インストールされた製品

と共に維持され、ユーザーのコンピューター上に LIS が存在しないか、破損している場合にセット

アップによって使用されます。 

例 

<LIS CACHEACTION="CacheOnly" />    

<LIS SOURCELIST="\\server1\office;\\server2\corpdata" /> 

Logging 要素 

セットアップが実行するログ出力の種類を指定します。 

構文 

<Logging 

   Type="Off" | "Standard"(既定) | "Verbose" 

   Path="パス" 

   Template="ファイル名.txt" 

/> 

属性 

次の表に、Logging 要素の属性と値を示します。 

Logging の属性 

  

属性 値 説明 

Type Off セットアップはログを記録しません。 

 Standard (既定)  セットアップは、ログ ファイルにインストー

ル情報を書き込みます。 

 Verbose  セットアップは、ログ ファイルにすべてのイ

ンストール情報を書き込みます。 

Path パス ログ ファイルに使用するフォルダーの完全

修飾パスです。環境変数を使用できます。既

定値は %temp% です。 

Template ファイル名.txt ログ ファイルの名前です。ファイル名の任意

の場所に * 文字を挿入すると、setup.exe によ

ってインストールが実行されるたびに、一意

のログ ファイルが作成されます (この記事の
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属性 値 説明 

後の注釈を参照)。* 文字がなく、指定したフ

ァイル名が既に存在する場合、ログ情報は既

存のファイルに追加されます。ファイル名拡

張子 (.txt) を付加する必要があります。既定の

テンプレートは SetupExe(*).log です。 

 

注釈 

* 文字は、Template 値の任意の場所に指定できます。セットアップは、この場所に次の書式の文字

列を挿入します。 

YYYYMMDDHHMMSSxxx 

以下に、各部分の意味を示します。 

1. YYYY = 年 

2. MM = 月 

3. DD = 日 

4. HH = 時間 

5. MM = 分 

6. SS = 秒 

7. xxx = セットアップが生成する一意の文字列 

 メモ: 

Logging 要素は、この Config.xml ファイルが setup.exe と同じフォルダーに見つかるか、

Setup /config コマンド ライン オプションを使用して Config.xml ファイルを指定した場合

に使用されます。製品フォルダーにある Config.xml ファイルが使用される場合は、既定の

ログ出力オプションが使用されます。 

例 

<Logging Type="standard" Path="%temp%"  

   Template="MyLog(*).txt"  

/> 

この例では、製品をインストールするたびにログ ファイルが作成されます。以下のような一意のフ

ァイル名が使用されます。 

%temp%\MyLog(20060428110717CFC).txt 

%temp%\MyLog(20060429113143C70).txt 

OptionState 要素 

インストール中に個々の製品の機能を取り扱う方法を指定します。 

 重要: 

通常は、OCT を使用して機能のインストール状況を変更することをお勧めします。OCT で

の同等のオプションは、[機能のインストール状況の設定] です。 
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構文 

<OptionState 

   Id="オプション ID" 

   State="Absent" | "Advertise" | "Local" 

   [Children="force"] 

/> 

属性 

次の表に、OptionState 要素の属性と値を示します。 

OptionState の属性 

  

属性 値 説明 

Id オプション ID ユーザーが選択してインストールできるア

イテムです。 

State Absent この機能はインストールされません。 

 Advertise  この機能は、最初に使用されるときにイン

ストールされます。 

 Local  この機能は、ユーザーのコンピューターに

インストールされます。 

Children force  この機能のすべての子機能が、指定された

状態に設定されます。 

 

注釈 

機能は、ユーザーが選択してインストールできるアイテムです。機能の Id 値は、コア製品フォル

ダーの Setup.xml ファイルにある Option 要素で定義されます。 

 メモ: 

Publisher 2013 の以下のサブコンポーネントは、Office 2013 では機能インストール状況のセ

ットアップ ツリーに表示されません。 

 外部印刷用ツール、RGB から CMYK への変換サブコンポーネント 

 フォント パターン 

 デザイン紙のプレビュー 

 Publisher テンプレート、ビジネス関係の印刷物/その他の印刷物サブコンポーネント 

例 

<OptionState Id="ExcelAddinFiles"  

   State="Absent"  

   Children="force"  

/> 
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PIDKEY 要素 

25 文字のボリューム ライセンス キーです。 

 メモ: 

OCT での同等のオプションは、Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) にある 

[使用許諾契約とユーザー インターフェイス] の [プロダクト キー] の設定です。Office 

Professional 2013 のボリューム ライセンスの詳細については、「Office 2013 のボリューム 

ライセンス認証を計画する」を参照してください。 

Office 2013 のボリューム ライセンス エディションはどれも KMS クライアント キーがプ

レインストールされているため、キー管理サービス (KMS) ライセンス認証を使用する企業

展開の場合、プロダクト キーの入力は不要です。KMS は、マイクロソフト ボリューム ラ

イセンス プログラムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行う方法の 1 つと

して、Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。KMS は、KMS ホスト キーを

使用して KMS ホスト コンピューターをライセンス認証し、環境内にローカル ライセンス

認証サービスを確立します。Office 2013 は、ローカル KMS ホストに接続して、ライセンス

認証を行います。既定では、OCT の [使用許諾契約とユーザー インターフェイス] セクシ

ョンの [KMS クライアント キーを使用する] オプションはオンになっています。 

マルチ ライセンス認証キー (MAK) は、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラ

ムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行うためのもう 1 つの方法で、これも 

Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。MAK を使用する場合、クライアント

は、マイクロソフトがホストするライセンス認証サーバーを使用してオンラインで、または

電話で Office 2013 のライセンス認証を行います。管理者は、Config.xml ファイルを使用し

て MAK キーを入力できます。MAK キーを追加する方法の詳細については、「注釈」を参

照してください。 

KMS ライセンス認証が KMS ホストに接続されているすべての Office ボリューム ライセ

ンス クライアントをライセンス認証するのと同様に、Active Directory によるライセンス認

証は Active Directory ドメイン内のすべての Office ボリューム ライセンス クライアント

をライセンス認証します。Active Directory によるライセンス認証の詳細については、「Active 

Directory によるライセンス認証の概要」を参照してください。ボリューム ライセンス認証

の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」を参照してく

ださい。 

 重要: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。PIDKEY 要素を使用して、Office Professional Plus for 

Office 365 のプロダクト キーを設定することはできません。Office Professional Plus for Office 

365 については、「Office 365 ProPlus Preview の概要」を参照してください。 

構文 

<PIDKEY Value="25 文字のキー" /> 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh852637.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg702619(v=office.15)
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属性 

次の表に、PIDKEY 要素の属性と値を示します。 

PIDKEY の属性 

  

属性 値 説明 

Value 25 文字のキー 25 文字のボリューム ライセンス 

キーです。 

 

注釈 

PIDKEY 値を設定すると、ユーザーは Office をインストールする際にプロダクト キーを入力する必

要がなくなります。 

Config.xml ファイルに MAK キーを入力するには、ファイルに次の行を追加します。 

<PIDKEY Value="AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE" /> 

"AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE" は、25 文字のプロダクト キーです。Office 2013 のライセンス

の詳細については、「Office 2013 におけるボリューム ライセンス認証の方法」を参照してください。 

例 

<PIDKEY Value="1234512345123451234512345" /> 

 メモ: 

Display 要素の Level 属性を "basic" または "none" に設定し、PIDKEY 要素を使用してプロ

ダクト キーを提供すると、セットアップは、管理者がユーザーに代わって使用許諾契約に

同意したと見なします。この場合は、Display 要素の AcceptEULA 属性の設定に関係なく、

ユーザーはインストール中または Office アプリケーションを初めて実行する際に使用許諾

契約を求められません。 

RemoveLanguage 要素 

指定された言語をインストールから削除します。 

構文 

<RemoveLanguage Id="ll-cc" /> 

属性 

次の表に、RemoveLanguage 要素の属性と値を示します。 

RemoveLanguage の属性 

  

属性 値 説明 

Id ll-cc 言語識別子です。 
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注釈 

ユーザーのコンピューターにこの言語がインストールされていない場合、RemoveLanguage 要素は

無視されます。 

AddLanguage 要素と RemoveLanguage は、それぞれ複数の要素を指定できます。RemoveLanguage 

要素と AddLanguage 要素の両方に同じ言語を指定すると、AddLanguage 要素が優先され、その言

語がインストールされます。 

例 

<RemoveLanguage Id="en-us" /> 

Setting 要素 

Windows インストーラーのプロパティに値を指定できます。 

 ヒント: 

OCT での同等のオプションは、Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) の [セッ

トアップのプロパティの変更] です。 

構文 

<Setting Id="名前" Value="値" /> 

属性 

次の表に、Setting 要素の属性と値を示します。 

Setting の属性 

  

属性 値 説明 

Id 名前 Windows インストーラーのプロパティ

の名前です。 

Value 値 プロパティに割り当てる値です。 

 

注釈 

Setting 要素で指定できない Windows インストーラーのプロパティもあります。ブロックされてい

るプロパティを指定すると、セットアップはインストール プロセスを終了します。サポートされて

いるプロパティを指定した場合は、そのプロパティが Windows インストーラーに直接渡されます。 

Setting 要素は、以下のキー管理サービス (KMS) のプロパティをサポートします。 

 KMSSERVICENAME — KMS ホストの名前を指定します。 

 KMSSERVICEPORT — KMS ホストのポートを指定します。 

たとえば、これらの KMS のプロパティを使用するには、以下の構文を使用します。 

<Setting Id="KMSSERVICENAME" Value="contoso.com" /> 
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<Setting Id="KMSSERVICEPORT" Value="1234" /> 

以下に、各部分の意味を示します。 

contoso.com は、KMS ホストの名前です。 

1234 は、ポート番号の値です。 

 メモ: 

KMSSERVICENAME 値と KMSSERVICEPORT 値を指定する場合は、Office ソフトウェア保護

プラットフォーム スクリプト (ospp.vbs) を使用することをお勧めします。ospp.vbs を使用

して KMS のホスト名とポート値を設定するには、以下のコマンドを実行します。 

ospp.vbs /sethst:値 

ospp.vbs /setprt:値 

この例で、"sethst 値" は KMS ホスト名、"setprt 値" は KMS ホストのポートです。 

64 ビット版 Windows を実行するコンピューターに 32 ビット版 Office 2013 をインスト

ールするシナリオなどでは、代わりに Config.xml ファイルで KMS 属性を設定することも

できます。ボリューム ライセンス認証については、「Office 2013 のボリューム ライセン

ス認証を計画する」を参照してください。 

Setting 要素は、プロダクト キーのライセンス認証に対して AUTO_ACTIVATE プロパティをサポー

トします。このプロパティは、Office 2013 の展開中に製品のライセンス認証を自動的に実行するよ

うに指定します。次の構文を使用します。 

<Setting Id="AUTO_ACTIVATE" Value="1" /> 

 メモ: 

AUTO_ACTIVATE を設定しないと、AUTO_ACTIVATE を値 0 に設定したことになります。し

たがって、Office 2013 の展開時に製品のライセンス認証は行われません。 

AUTO_ACTIVATE プロパティの値は、Office カスタマイズ ツールを使用して設定すること

もできます。それには、以下の手順に従います。 

1. OCT のナビゲーション ウィンドウで、[セットアップのプロパティの変更] を選択し、詳細ウ

ィンドウで [追加] をクリックします。 

2. [プロパティ値の追加] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに、「AUTO_ACTIVATE」と入力

します。このプロパティ名は大文字で入力する必要があります。 

3. [値] ボックスに、「1」と入力し、[OK] をクリックします。 

Setting 要素は、REMOVEPREVIOUS プロパティをサポートします。このプロパティは、指定された

アプリケーションをインストールから削除します。次の構文を使用します。 

<Setting Id="REMOVEPREVIOUS" Value="オプション ID" /> 

ここで、オプション ID は、Office 2013 アプリケーションの識別子の値です。複数のアプリケーシ

ョンを指定する場合は、コンマ区切りリストを使用して値を指定します。 

 メモ: 

Outlook をインストールする場合、以前にインストールされたバージョンの Outlook は、

ユーザーの設定に関係なく常に削除されます。 
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REMOVEPREVIOUS にオプション ID 値を指定した場合は、指定したアプリケーションのみが削除さ

れます。 

REMOVEPREVIOUS を指定しなかった場合は、どの Office アプリケーションも、新しいバージョン

がインストールされると以前のバージョンが削除されます。これが既定の動作です。 

REMOVEPREVIOUS に空の値を指定すると (REMOVEPREVIOUS="")、アプリケーションは削除されま

せん。 

Setting 要素は、SETUP_REBOOT プロパティもサポートします。SETUP_REBOOT を指定すると、イ

ンストール後に再起動を行います。次の構文を使用します。SETUP_REBOOT プロパティは、すべて

大文字にする必要があります。 

<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="値" /> 

ここで、値は、以下のいずれかになります。 

 AutoAlways — 常に再起動を行います。ユーザーにメッセージを表示しません。 

 Always — セットアップの最後に常に再起動のメッセージを表示します。 

 IfNeeded — セットアップが再起動を必要とする場合は、セットアップの最後に再起動のメッセ

ージを表示します。(既定) 

 AutoIfNeeded — セットアップが再起動を必要とする場合は、再起動を行います。ユーザーにメ

ッセージを表示しません。 

 Never — 再起動を行いません。再起動のメッセージも表示しません。 

例 

<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" /> 

<Setting Id="REMOVEPREVIOUS" Value="WORDFiles" /> 

SetupUpdates 要素 

セットアップがセットアップ カスタマイズ ファイルを探すために使用する検索パスを指定します。 

構文 

<SetupUpdates 

   [CheckForSUpdates="Yes"(既定) | "No"] 

   [SUpdateLocation="パス リスト"] 

/> 

属性 

次の表に、SetupUpdates 要素の属性と値を示します。 

SetupUpdates の属性 

  

属性 値 説明 

CheckForSUpdates Yes (既定)  セットアップは、SUpdateLocation のパス リストを

使用して、セットアップ カスタマイズ ファイルを
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属性 値 説明 

探します。 

 ×  セットアップは、SUpdateLocation のパス リストを

使用して、セットアップ カスタマイズ ファイルを

探しません。 

SUpdateLocation パス リスト フォルダーの完全修飾パスのセミコロン区切りリ

ストです。 

 メモ: 

SUpdateLocation のパスに環境変数は使用

できません。パスに環境変数を使用すると、

指定したパスにある更新ファイルは無視さ

れます。 

 

 

注釈 

セットアップは、指定されているすべてのフォルダーから、インストールされる製品用に作成され

たセットアップ カスタマイズ ファイルを探し、ファイル名のアルファベット順でそれらを適用し

ます。セットアップのコマンド ラインにセットアップ カスタマイズ ファイルが指定されている場

合は、そのファイルが最初に適用され、その後に、この要素で指定されているフォルダーに見つか

ったファイルが適用されます。 

例 

<SetupUpdates 

   CheckForSUpdates="Yes" 

   SUpdateLocation="\\server1\office\updates;\\server2\corpdata\updates" 

/> 

USERINITIALS 要素 

製品がインストールされるコンピューターのユーザーのイニシャルです。 

構文 

<USERINITIALS Value="値" /> 

属性 

次の表に、USERINITIALS 要素の属性と値を示します。 

USERINITIALS の属性 

  

属性 値 説明 

Value 値 ユーザーのイニシャルです。 



 

127 

 

 

例 

<USERINITIALS Value="JD" /> 

USERNAME 要素 

製品がインストールされるコンピューターのユーザーの名前です。 

構文 

<USERNAME Value="値" /> 

属性 

次の表に、USERNAME 要素の属性と値を示します。 

USERNAME の属性 

  

属性 値 説明 

Value 値 ユーザーの名前です。 

 

注釈 

Office 2013 の Username 要素のデータは、次のように設定されます。 

Office を実行するユーザーと Office をインストールしたユーザーが同じ場合は、セットアップ中に

提供された Username と Initials が使用されます。Office を初めて起動したときに、ユーザーにメ

ッセージは表示されません。これは、自分で Office をインストールするホーム ユーザーにとって

最も一般的なケースです。 

Office を実行するユーザーと Office をインストールしたユーザーが異なる場合は、Office を初めて

起動したときに、ユーザーの Username と Initials を確認するメッセージが表示されます。企業環

境では、管理者がユーザーに代わって Office をインストールすることが多いため、これが一般的な

ケースです。 

Office を初めて起動したときにユーザーに表示される Username 要素の値には、以前にインストー

ルされたバージョンの Office または現在ログオンしているユーザーの既定値が事前に設定されま

す。ただし、この既定値は、ユーザーが確認しない限り使用されません。コンピューターに以前の

バージョンの Office がインストールされている場合は、以前のバージョンの Office によって作成

されたレジストリ キーが使用されます。たとえば、以前にインストールされた Office のバージョ

ンが Microsoft Office 2003 の場合、レジストリ キーは 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo にあります。 

例 

<USERNAME Value="John Doe" /> 
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Config.xml のサンプル ファイル 

次に、標準的なインストールの Config.xml ファイルの例を示します。この例では、製品の Office 

Professional Plus 2013 バージョンが使用されています。 

<Configuration Product="ProPlus"> 

 

<!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" /> --> 

 

<!-- <Logging Type="standard" Path="%temp%" Template="Microsoft Office Professional Plus 

Setup(*).txt" /> --> 

 

<!-- <USERNAME Value="Customer" /> --> 

 

<!-- <COMPANYNAME Value="MyCompany" /> --> 

 

<!-- <INSTALLLOCATION Value="%programfiles%\Microsoft Office" /> --> 

 

<!-- <LIS CACHEACTION="CacheOnly" /> --> 

 

<!-- <LIS SOURCELIST="\\server1\share\Office;\\server2\share\Office" /> --> 

 

<!-- <DistributionPoint Location="\\server\share\Office" /> --> 

 

<!-- <OptionState Id="OptionID" State="absent" Children="force" /> --> 

 

<!-- <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="IfNeeded" /> --> 

 

<!-- <Command Path="%windir%\system32\msiexec.exe" Args="/i \\server\share\my.msi" 

QuietArg="/q" ChainPosition="after" Execute="install" /> --> 

 

</Configuration> 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 
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Office 2013 のコマンド ライン オプションを設

定する 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Windows インストーラーベースの Office 2013 の Setup.exe コマンド ラインについて説明し

ます。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2010 および Microsoft Office 2007 と同様に、Office 2013 の Setup.exe のコマンド ラインを

使用する操作はほとんどありません。セットアップは、この記事で説明されているコマンド ライン 

オプションを認識します。 

この記事の内容: 

 /admin 

 /adminfile [パス] 

 /config [パス] 

 /modify [製品 ID] 

 /repair [製品 ID] 

 /uninstall [製品 ID] 

 メモ: 

Office 2013 でセットアップが認識するコマンド ライン オプションは数個だけですが、こ

れらを使用して、Office のインストールにすべて同じ変更を行うことができます。コマンド 

ラインの代わりに、Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、セット

アップのプロパティを設定するなどのカスタマイズを行うことができます。インストールす

る製品の Config.xml ファイルを編集することもできます。 

/admin 
Office カスタマイズ ツールを実行して、セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp) を作成しま

す。 

例 

\\server\share\Office15\setup.exe /admin 
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/adminfile [パス] 

指定されたセットアップ カスタマイズ ファイルをインストールに適用します。特定のカスタマイ

ズ ファイル (.msp) のパスや、カスタマイズ ファイルが格納されているフォルダーのパスを指定で

きます。 

 メモ: 

/adminfile コマンド ライン オプションは、製品の初回インストール中にのみ使用できます。 

推奨されるカスタマイズ ファイルの場所は、ネットワーク インストール ポイントのルートにある 

Updates フォルダーです。このフォルダーにカスタマイズ ファイルを保存すると、コマンド ライ

ンでファイルを指定する必要がなくなります。セットアップは、インストールする製品に一致する

カスタマイズ ファイルを自動的に探し、インストール中にそのファイルを適用します。Updates フ

ォルダーは、Office 2013 の初回インストール時にソフトウェア更新プログラムを展開するためだけ

に使用されます。 

1 つの製品に対して複数のカスタマイズ ファイルを Updates フォルダーに保存すると、すべての

ファイルがインストールに適用されます。ユーザー グループごとに異なる構成を作成する場合は、

それらのカスタマイズ ファイルを別のフォルダーに保存し、使用するカスタマイズ ファイルをコ

マンド ラインで指定する必要があります。 

例 

\\server\share\Office15\setup.exe /adminfile \\server\share\MyUpdates\Engineering.msp 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

/config [パス] 

インストール中に使用する Config.xml ファイルを指定します。既定では、コア製品フォルダーにあ

る Config.xml ファイルにより、その製品のインストールがセットアップに指示されます。たとえば、

ProPlus.WW フォルダー内の Config.xml ファイルは、Office Professional Plus 2013 をインストールし

ます。 

Config.xml を編集すると、インストールにカスタマイズを追加できます。たとえば、インストール

する言語バージョンをいくつか指定します。製品の既定の  Config.xml ファイルまたはカスタム 

Config.xml ファイルの場所を指定するには、セットアップのコマンド ラインで /config を使用しま

す。 

例 

\\server\share\Office15\setup.exe /config \\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

 メモ: 

完全修飾パスを使用する必要があります。/config に相対パスは使用できません。 
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/modify [製品 ID] 

セットアップをメンテナンス モードで実行し、既存の Office のインストールを変更するために、

修正された Config.xml ファイルと共に使用されます。たとえば、/modify オプションを使用して、

機能を追加または削除できます。変更する製品の [製品 ID] の値は、Setup.xml ファイルで調べま

す。 

Setup.xml ファイルは、ネットワーク インストール ポイントのコア製品フォルダーにあります。

Setup.xml 内の [製品 ID] は、Setup 要素の Id 属性と同じです。たとえば、次のようになります。 

<Setup Id="ProPlus" Type="Product" ProductCode="{20150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}"> 

 

例 

\\server\share\Office15\setup.exe /modify ProPlus /config \\server\share\Office15\AddOutlookConfig.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

/repair [製品 ID] 

指定された製品をユーザーのコンピューターで修復します。変更する製品の [製品 ID] の値は、

Setup.xml ファイルで調べます。 

例 

\\server\share\Office15\setup.exe /repair ProPlus 

以下に、各部分の意味を示します。 

 Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

 ProPlus は、[製品 ID] です。[製品 ID] は、\\server\share\Office15\ProPlus.WW\setup.xml にあ

る Setup 要素の ID 属性です。ProPlus.WW は、Office Professional Plus 2013 インストール フ

ァイルの場所です。 

/config と修正した Config.xml ファイルを使用して、/repair オプションをカスタマイズできます。

“サイレント” に修復を実行するには、このようなカスタマイズが必要です。企業展開では、ユーザ

ーに情報の入力を求めるメッセージを表示せず、使用中のファイルがあってもユーザーの操作を待

つことなくインストールを実行するために、サイレント修復を実行することをお勧めします。 

サイレント修復を実行するには 

1. テキスト エディターを使用して、\\server\share\Office15\ProPlus.WW\SilentRepairConfig.xml ファ

イル内の次の要素の属性を編集します。 

<Configuration Product="ProPlus"> 

 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

 

</Configuration> 

 

2. コマンド ラインで、次の構文を使用します。 
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\\server\share\Office15\setup.exe /repair ProPlus /config  \\server\share\Office15\Pr

oPlus.WW\SilentRepairConfig.xml 

/uninstall [製品 ID] 

指定された製品をユーザーのコンピューターから削除します。変更する製品の [製品 ID] の値は、

Setup.xml ファイルで調べます。 

例 

\\server\share\Office15\setup.exe /uninstall ProPlus 

以下に、各部分の意味を示します。 

 Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

 ProPlus は、[製品 ID] です。[製品 ID] は、\\server\share\Office15\ProPlus.WW\setup.xml にあ

る Setup 要素の ID 属性です。ProPlus.WW は、Office Professional Plus 2013 インストール フ

ァイルの場所です。 

/config と修正した Config.xml ファイルを使用して、/uninstall オプションをカスタマイズできます。

“サイレント” にアンインストールを実行するには、このようなカスタマイズが必要です。企業展開

では、ユーザーに情報の入力を求めるメッセージを表示せず、使用中のファイルがあってもユーザ

ーの操作を待つことなくインストールを実行するために、サイレント アンインストールを実行する

ことをお勧めします。 

サイレント アンインストールを実行するには 

3. テキスト エディターを使用して、\\server\share\Office15\ProPlus.WW\SilentUninstallConfig.xml フ

ァイル内の次の要素の属性を編集します。 

<Configuration Product="ProPlus"> 

 

<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

 

</Configuration> 

 

4. コマンド ラインで、次の構文を使用します。 

\\server\share\Office15\setup.exe /uninstall ProPlus /config  \\server\share\Office15

\ProPlus.WW\SilentUninstallConfig.xml 

 メモ: 

Office 2010 と Office 2007 と同様に、Office 2013 では、Setup.exe コマンド ラインを使用し

て PIDKEY、DISPLAY などの Windows インストーラーのプロパティを設定することはでき

ません。セットアップは、これらのプロパティを Windows インストーラーに渡しません。

このようなカスタマイズは、代わりに Office カスタマイズ ツールまたは Config.xml を使

用して行います。ブロックされているプロパティやサポートされていないプロパティを含む、

セットアップのプロパティの一覧については、「Office 2010 のセットアップ プロパティ」

を参照してください。この情報は、Office 2013 にも適用されます。 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179018.aspx
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Office 2013 の Config.xml ファイル 
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Office 2013 のセットアップ プロパティ 

発行日: 2012 年 7 月 31 日 

概要: Office 2013 のインストールで使用できる Windows インストーラーのプロパティについて学

習します。 

適用対象: Office 2013 

以前に Office のインストールをカスタマイズおよび制御するために使用されていた Windows イ

ンストーラーのプロパティは、Microsoft Office 2007 でその多くが Office カスタマイズ ツール 

(OCT) のオプションまたは Config.xml ファイルの要素に移行されました。以下の情報は、Office 2013 

および Office 2010 にも適用されます。 

Office 2007 より前のバージョンの Office では、Windows インストーラーのプロパティを使用して 

Office のインストールをカスタマイズおよび制御していました。このセットアップ プロセスは 

Office 2007 リリースで見直され、ほとんどの機能が Office カスタマイズ ツールのオプションまた

は Config.xml ファイルの要素に移行されました。 

この記事の内容: 

 プロパティのクイック リファレンス 

 使用できるプロパティ 

 移行されたプロパティ 

 ブロックされたプロパティ 

 Office のライセンス認証 

プロパティのクイック リファレンス 

次の表に、Microsoft Office 2007 より前のバージョンの Office で公式に使用されていた Windows イ

ンストーラーのプロパティをまとめます。この表には、各プロパティの機能がブロックされている

か、OCT または Config.xml のオプションに移行されたか、それともプロパティを使用できるかが

示されています。詳細については、後続のセクションを参照してください。 

Windows インストーラーのプロパティおよび Office 2013 での使用方

法 

  

プロパティ Office 2013 における使用 

ADDDEFAULT 移行 

ADDLOCAL 移行 

ADDSOURCE 移行 

ADVERTISE 移行 

ALLUSERS ブロック 

ARPAUTHORIZEDCDFPREFIX 移行 
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プロパティ Office 2013 における使用 

ARPCOMMENTS 移行 

ARPCONTACTS 移行 

ARPHELPLINK 移行 

ARPHELPTELEPHONE 移行 

ARPINSTALLLOCATION 移行 

ARPNOMODIFY 移行 

ARPNOREMOVE 移行 

ARPNOREPAIR 移行 

ARPPRODUCTICON 移行 

ARPREADME 移行 

ARPSIZE 移行 

ARPSYSTEMCOMPONENT 移行 

ARPURLINFOABOUT 移行 

ARPURLUPDATEINFO 移行 

COMPADDLOCAL 移行 

COMPADDSOURCE 移行 

COMPANYNAME 移行 

DISABLEROLLBACK ブロック 

EXECUTEACTION ブロック 

EXECUTEMODE ブロック 

FILEADDDEFAULT 移行 

FILEADDLOCAL 移行 

FILEADDSOURCE 移行 

HIDEUPDATEUI 使用可能 

INSTALLLEVEL ブロック 

INSTALLLOCATION 移行 

LIMITUI 移行 

LOGACTION ブロック 

MEDIAPACKAGEPATH ブロック 

NOCOMPANYNAME 移行 

NOUSERNAME 移行 

PIDKEY 移行 

PRIMARYFOLDER 使用可能 

PROMPTROLLBACKCOST ブロック 

REBOOTPROMPT ブロック 

REINSTALL ブロック 

REMOVE 移行 

ROOTDRIVE 使用可能 

SEQUENCE ブロック 

SETUP_REBOOT 使用可能 
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プロパティ Office 2013 における使用 

SOURCELIST 移行 

TARGETDIR 移行 

UNINSTALL ブロック 

USERNAME 移行 

 

使用できるプロパティ 

Office 2013 (および Office 2010 と Office 2007) をインストールする際は、以下のプロパティを使用

できます。 

 HIDEUPDATEUI: True に設定すると、完了ダイアログ ボックスの [更新プログラムのチェック] 

ボタンが非表示になります。完了ダイアログ ボックスが表示されない場合、このプロパティは

無視されます。既定値は False です。 

 PRIMARYFOLDER: インストールのプライマリ フォルダーを指定します。 

 ROOTDRIVE: インストール先フォルダーの既定のドライブを指定します。このプロパティの値は、

最後に '\' が必要です。 

 SETUP_REBOOT: セットアップがインストール後にコンピューターを再起動する方法を指定し

ます。SETUP_REBOOT のように、すべて大文字にする必要があります。 

 AutoAlways: 必ず再起動を行います。ユーザーにメッセージを表示しません。 

 Always: セットアップの最後に常に再起動のメッセージを表示します。 

 IfNeeded: セットアップが再起動を必要とする場合は、セットアップの最後に再起動のメッ

セージを表示します。(既定) 

 AutoIfNeeded: セットアップが再起動を必要とする場合は、再起動を行います。ユーザーに

メッセージを表示しません。 

 Never: 再起動を行いません。再起動のメッセージも表示しません。 

Windows インストーラーベースのインストールの場合、これらのプロパティは、OCT の [セットア

ップのプロパティの変更] ページまたは Config.xml ファイルの Setting 要素で設定します。 

移行されたプロパティ 

Windows インストーラーの多くのプロパティが、OCT または Config.xml ファイルのオプションに

移行されています。Office 2007 からセットアップの設計が変更されたため、Office 2013 (または 

Office 2010 と Office 2007) で適用されないプロパティもあります。これらのプロパティはすべてブ

ロックされます。これらのプロパティを OCT の [セットアップのプロパティの変更] ページまたは 

Config.xml の Setting 要素で指定すると、セットアップはインストールを終了します。 

次の表に、OCT のオプションまたは Config.xml ファイルの要素に移行されてブロックされたプロ

パティを示します。 
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移行された Windows インストーラーのプロパティ 

  

プロパティ 移行後の OCT オプション 移行後の Config.xml 要素 

SOURCELIST (LIS 要素内) 追加のネットワーク ソース LIS 要素の SOURCELIST 属性 

COMPANYNAME インストール場所と組織名 COMPANYNAME 要素 

INSTALLLOCATION インストール場所と組織名 INSTALLLOCATION 要素 

TARGETDIR インストール場所と組織名 INSTALLLOCATION 要素 

LIMITUI 使用許諾契約とユーザー インタ

ーフェイス 

Display 要素 

PIDKEY 使用許諾契約とユーザー インタ

ーフェイス 

PIDKEY 要素 

ARPAUTHORIZEDCDFPREFIX なし ARP 要素 

ARPCOMMENTS なし ARP 要素 

ARPCONTACTS なし ARP 要素 

ARPHELPLINK なし ARP 要素 

ARPHELPTELEPHONE なし ARP 要素 

ARPINSTALLLOCATION なし ARP 要素 

ARPNOMODIFY なし ARP 要素 

ARPNOREMOVE なし ARP 要素 

ARPNOREPAIR なし ARP 要素 

ARPPRODUCTICON なし ARP 要素 

ARPREADME なし ARP 要素 

ARPSIZE なし ARP 要素 

ARPSYSTEMCOMPONENT なし ARP 要素 

ARPURLINFOABOUT なし ARP 要素 

ARPURLUPDATEINFO なし ARP 要素 

NOCOMPANYNAME なし なし 

NOUSERNAME なし なし 

USERNAME なし USERNAME 要素 

ADDDEFAULT 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

ADDLOCAL 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

ADDSOURCE 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

ADVERTISE 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

COMPADDLOCAL 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

COMPADDSOURCE 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

FILEADDDEFAULT 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

FILEADDLOCAL 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

FILEADDSOURCE 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

REMOVE 機能のインストール状況の設定 OptionState 要素 

 

以下のプロパティは、セットアップのコマンド ライン オプションに移行されました。 
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 REINSTALL: セットアップの /repair コマンド ライン オプションを使用してください。 

 UNINSTALL: セットアップの /uninstall コマンド ライン オプションを使用してください。 

ブロックされたプロパティ 

以下のプロパティは、Office 2013 (および Office 2010 と Office 2007) では適用されません。これら

のプロパティはブロックされます。これらのプロパティを OCT の [セットアップのプロパティの変

更] ページまたは Config.xml の Setting 要素で指定すると、セットアップはインストールを終了し

ます。 

 ALLUSERS (Office 2013、Office 2010、および Office 2007 のすべてのインストールはコンピュータ

ー単位) 

 DISABLEROLLBACK 

 EXECUTEACTION 

 EXECUTEMODE 

 INSTALLLEVEL 

 LOGACTION 

 MEDIAPACKAGEPATH 

 PROMPTROLLBACKCOST 

 REBOOTPROMPT 

 SEQUENCE 

Office のライセンス認証 

Office 2013 におけるマイクロソフトの方針では、Office 2013 のすべてのエディションにライセンス

認証が必要です。これには、ボリューム ライセンス プログラムに基づいて取得した製品も含まれ

ます。この要件は、物理コンピューターと仮想コンピューターのどちらで実行される Office 2013 に

も適用されます。SharePoint Server 2013、Project Server 2013 などの Office 2013 サーバー製品や 

Microsoft Exchange Server の各バージョンにライセンス認証は必要ありません。 

Office ライセンス認証テクノロジには、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下に

ライセンスされる製品のライセンス認証を行うために、以下の方法が用意されています。 

 キー管理サービス (KMS): KMS は、KMS ホスト キーを使用して KMS ホスト コンピューター

をライセンス認証し、環境内にローカル ライセンス認証サービスを確立します。Office 2013 は、

ローカル KMS ホストに接続して、ライセンス認証を行います。 

 マルチ ライセンス認証キー (MAK): MAK を使用する場合、クライアントは、マイクロソフトが

ホストするライセンス認証サーバーを使用してオンラインで、または電話で Office 2013 のライ

センス認証を行います。 

 Active Directory によるライセンス認証: KMS ライセンス認証が KMS ホストに接続されている

すべての Office ボリューム ライセンス クライアントをライセンス認証するのと同様に、

Active Directory によるライセンス認証は Active Directory ドメイン内のすべての Office ボリュ

ーム ライセンス クライアントをライセンス認証します。 

 KMS、MAK、および Active Directory によるライセンス認証の組み合わせ。 
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Office 2013 のライセンス オプションの詳細および KMS ホストとポート番号の構成方法について

は、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」と「Office 2013 におけるボリューム ラ

イセンス認証の方法」を参照してください。 

 メモ: 

この情報は、ボリューム ライセンスされる Office 2013 エディションに適用されます。サ

ブスクリプションを介してライセンスされる Office Professional Plus for Office 365 または 

Office 365 ProPlus には適用されません。 

ボリューム ライセンス バージョンではない Office 2013 製品をインターネットまたは電話を使用

してライセンス認証する方法については、Office.com Web サイトの「Microsoft Office 2013 プログラ

ムのライセンス認証を行う」を参照してください。 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Office 2013 のコマンド ライン オプションを設定する 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/gg696034
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102819770.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102819770.aspx
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Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概

要 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Windows インストーラーベースの Office 2013 セットアップのアーキテクチャについて説明

します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャは、Microsoft Office 2007 から導入されているもので、

Office のインストール、カスタマイズ、メンテナンスがあらゆる面で合理化されています。 

インストール処理全体がセットアップ プログラムによって統合および管理されています。これには、

ユーザーの Office 構成のカスタマイズ、多言語の同時展開、新規インストールへのソフトウェア更

新プログラムの適用などが含まれます。この記事では、セットアップ アーキテクチャの概要、セッ

トアップの流れ、言語に依存しない設計と多言語の展開、カスタマイズの方法、必要となるローカ

ル インストール ソース、および更新処理の概要について説明します。 

このセットアップ アーキテクチャは、管理者が以下のようなタスクを効率よく管理するために役立

ちます。 

 展開処理。環境に合った最も効率よい方法で Office をインストールします。 

 Office のカスタマイズ。ユーザーのコンピューターに最適な構成を提供します。 

 言語固有機能の展開。世界中のオフィス ユーザーに対応します。 

 Office の展開。ソフトウェアの更新などの将来のメンテナンスをできるだけ効率よく行えるよ

うにします。 

Office 2007 より前のバージョンの Office では、Microsoft Office Standard などの 1 つの Office 製

品には、1 つの "Windows Installer (MSI) ファイル" しかありませんでした。MSI ファイルは、Windows 

インストーラーが製品をインストールする際に使用するリレーショナル データベースです。Office 

2007 や Office 2010 と同様に、Office 2013 製品は複数の MSI ファイルで構成され、1 つの MSI フ

ァイルでは完全な製品になりません。言語に依存しないコア パッケージ (MSI ファイル) を 1 つ以

上の言語固有パッケージと組み合わせて、完全な製品になります。たとえば、Office Professional Plus 

2013 などの Office 製品は、コア パッケージと 1 つ以上の言語固有のパッケージで構成されます。

セットアップは、それらのパッケージを統合してシームレスなインストールを構築し、Office のイ

ンストール中にもインストール後にも、ユーザーのコンピューターで行われるカスタマイズとメン

テナンスのタスクを処理します。 

Office 2010 では、64 ビット プロセッサをサポートするために、ネイティブ 64 ビット バージョ

ンの Office 製品を導入しました。64 ビット プロセッサは、サーバーからデスクトップ コンピュ

ーターまでのさまざまなシステムで標準になりつつあります。さらに、Office 2013 は、

Windows-32-on-Windows-64 (WOW64) を使用して、64 ビット Windows オペレーティング システ

ムで実行される 32 ビット Office 2013 アプリケーションをサポートします。WOW64 は、32 ビッ

ト Windows ベースのアプリケーションを 64 ビット Windows でシームレスに実行するための 
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x86 エミュレーターです。多くのサードパーティ製 Office アドオンは、64 ビット バージョンがま

だ提供されていないため、主に 32 ビットですが、Office 2013 では既存のアドオンを引き続き使用

することができます。64 ビット オペレーティング システムで実行される 32 ビット Office 2013 

がサポートされることで、32 ビット アドオンもブロックされなくなります。64 ビット版 Office 

2013 の詳細については、「Office 2013 の 64 ビット版」を参照してください。 

この記事の内容: 

 セットアップ プロセス 

 言語に依存しない設計 

 カスタマイズ モデルの合理化 

 必要となるローカル インストール ソース 

 更新処理の統合 

セットアップ プロセス 

通常、企業で Office をインストールする際の最初のステップは、ネットワーク インストール ポイ

ントを作成することです。これは、Office 製品 CD のすべてのファイルとフォルダーを共有ネット

ワークの場所にコピーするだけの簡単なタスクです。ネットワーク インストール ポイントには、

少なくとも、言語に依存しないコア パッケージと 1 つの言語の言語固有フォルダーが含まれます。

このインストール ポイントは、Office をインストールするすべてのユーザーのための最初のソース

になります。 

最も単純なシナリオは、すべてのユーザーに対して 1 つの Office 製品を 1 つの言語バージョンと 

1 セットのカスタマイズ内容と共にネットワーク インストール ポイントから展開する場合です。

セットアップは、このシナリオを自動的に処理します。複数の製品または言語を展開する場合は、

これらを同じネットワーク インストール ポイントに追加し、インストールする製品と言語を正確

に指定することができます。これらのすべてのシナリオで、セットアップは同じタスクを実行して、

適切な MSI ファイルを収集し、インストールを行います。 

 メモ: 

2007 Office システムより前の Office バージョンでは、/a コマンド ライン オプションを付

けてセットアップを実行し、圧縮版ソース ファイルを解凍することで管理インストール ポ

イントを作成できましたが、Office 2013 ではこの方法を使用できません。その代わり、す

べてのインストールを圧縮ソースから実行できるようになりました。 

セットアップの流れ 

基本的なセットアップの流れは次のとおりです。これは、どのような展開シナリオでも同じ順序で

す。 

1. セットアップを実行します。 

2. 前提条件を確認します。 

3. XML データを読み取ります。 

4. 機能ツリーを構築します。 

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
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5. ユーザーのコンピューターにローカル インストール ソースを作成します。 

6. Office をインストールします。 

7. カスタマイズ ファイルを適用します。 

8. ソフトウェア更新プログラムを適用します。 

セットアップを実行する 

Setup.exe は、インストール プロセスのすべてのメカニズムを開始するプログラムです。これは、

ネットワーク インストール ポイントのルートに配置されます。インストールする Office 製品ごと

にセットアップを 1 回実行します。実行されたセットアップは、インストールする Office 製品を

ネットワーク インストール ポイントから探します。インストール ポイントに複数の Office 製品

が入っている場合、セットアップは、インストールする製品の選択をユーザーに任せます。 

このような選択を避けて、管理者がインストールする Office 製品を決定できます。それには、コア

製品フォルダーにある Config.xml ファイルを参照するように Setup.exe に指示します。たとえば、

Office Professional Plus 2013 をインストールする場合は、次のコマンド ラインを使用します。 

\\server\share\Office15ProPlus\setup.exe /config \\server\share \Office15ProPlus\Pro.WW\Config.xml 

ここで、Office15ProPlus は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

Office 2007 より前のバージョンの  Office では、 Setup.exe が  Windows インストーラー 

(Msiexec.exe) を呼び出して、Office をインストールしていました。セットアップは引き続き 

Windows インストーラーを使用しますが、Windows インストーラーの実行可能プログラムをバイパ

スします。Msiexec.exe コマンド ラインを使用して Office 2013 (または Office 2007 または Office 

2010) をインストールすることはできません。 

 メモ: 

このバージョンの Setup.exe が認識するコマンド ライン オプションは数個しかありませ

ん。 

前提条件を確認する 

起動されたセットアップは、インストールの前提条件をいくつかチェックします。たとえば、オペ

レーティング システムの最小要件や管理者権限があります。Office をインストールするには、ユー

ザーがクライアント コンピューターの管理者である必要があります。または、管理者特権を使用す

ることで、Microsoft System Center 2012 Configuration Manager などのツールを使用してインストー

ルを実行する必要があります。 

Setup.exe が x64 フォルダーから実行された場合、セットアップは、32 ビットの Office アプリケ

ーションがインストールされていないかどうかを判定します。32 ビットの Office アプリケーショ

ンが検出された場合、セットアップは、ユーザーにエラー メッセージを表示して、64 ビットの 

Office 2013 のインストールを続行するには、まず 32 ビットの Office アプリケーションをすべてア

ンインストールする必要があることを通知します。エラー メッセージには、インストールされてい

る 32 ビットの Office アプリケーションもリストされます。32 ビットの Office アプリケーション

が検出されなかった場合、セットアップは、64 ビット版の Office 2013 をインストールします。 
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Setup.exe が x32 フォルダーから実行された場合、セットアップは、64 ビットの Office 2013 アプ

リケーションがインストールされていないかどうかを判定します。64 ビットの Office 2013 が検出

されると、セットアップはエラー メッセージを表示し、セットアップを中止します。64 ビットの 

Office 2013 が検出されなかった場合、セットアップは、32 ビット版の Office 2013 をインストール

します。詳細については、「Office 2013 の 64 ビット版」の「セットアップ プロセス」を参照して

ください。 

 メモ: 

ユーザーが管理者権限を持たないコンピューターで Office をインストールするには、セッ

トアップが管理者権限を持つようなコンテキストでセットアップを実行する必要がありま

す。Office がインストールされたら、管理者権限を持たないユーザーも、インストールされ

たすべての機能を実行することができます。これには、オンデマンドでインストールされる

機能も含まれます。 

たとえば、管理者でないユーザーがコンピューターを使用する組織では、管理者が以下の方

法で Office セットアップに適切な権限を提供することができます。 

 コンピューターに管理者としてログオンし、Office 2013 をインストールします。 

 Microsoft Systems Management Server や System Center 2012 Configuration Manager などの

ソフトウェア管理ツールを使用します。 

 グループ ポリシーのコンピューター スタートアップ スクリプトを使用してコンピュータ

ーに Office 2013 を展開します。 

XML データを読み取る 

セットアップは、インストール ポイントにある各パッケージに関する情報を収集し、インストール

の既定の設定を収集し、指定されたカスタマイズを組み込みます。これらの情報はすべて、以下の

複数のソースから XML データ形式で収集されます。 

 各パッケージの Setup.xml ファイルと Package.xml ファイル: インストール ポイントの各フ

ォルダー (言語に依存しないコア パッケージのフォルダーと各言語固有パッケージのフォルダ

ー) には Setup.xml ファイルと <パッケージ>.xml ファイル (たとえば、Office Professional Plus 

2013 の場合は ProPlusWW.xml) が入っています。これらのファイルの情報を使用して、セット

アップは以下の作業を行います。 

 製品とその製品で使用できる言語を特定する。 

 言語に依存しない要素と言語固有の要素を組み合わせて、機能全体を構成する。 

 統合機能ツリーを構築する。 

 インストールに必要な MSI ファイルを収集する。 

 メモ: 

Setup.xml ファイルと <パッケージ>.xml ファイルは署名付きで、変更できません。

このファイルを変更すると、セットアップが失敗します。 

 セットアップ カスタマイズ ファイル: インストール プロセスの初期段階で、セットアップは、

インストール中の製品にセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) が指定されて

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx#section5
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いるかどうかを判定します。管理者が Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して Office 

2013 のインストールをカスタマイズすると、セットアップ カスタマイズ .msp ファイルが作成

されます。OCT は "セットアップ プログラム" に含まれています。ほとんどのカスタマイズ作

業には、このツールの使用をお勧めします。カスタマイズ ファイルは、インストールに指定さ

れたすべての変更内容を保持しています。これには、インストール プロセスを制御するための

カスタマイズも含まれます。 

OCT は、ボリューム ライセンス バージョンの Office 2013、Office 2010、および Office 2007 に

用意されています。Office 2013 インストールがボリューム ライセンス バージョンであるかど

うかを判断するには、Office 2013 のインストール ディスクをチェックして、Admin という名前

のフォルダーがあるかどうかを確認します。Admin フォルダーが存在する場合、そのディスク

はボリューム ライセンス エディションです。そうでない場合は、リテール エディションです。 

コマンド ラインまたは Config.xml ファイルでカスタマイズ ファイルが指定されていない場合、

セットアップは、インストール ポイントの Updates フォルダーで、インストールする製品に

固有のカスタマイズ ファイルを検索します。既定では、インストール ポイントには Updates 

フォルダーが含まれます。通常、インストール ポイントにあるすべての Office 製品に適用さ

れるセットアップ カスタマイズ .msp ファイルとソフトウェア更新プログラムを格納する場

所としては、このフォルダーをお勧めします。 

 重要: 

複数のセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) を展開する場合、初回イ

ンストール中にインストールしている各 Office 2013 製品の Updates フォルダーには、

1 つのカスタマイズ .msp ファイルしか配置することができません。Updates フォルダ

ーでは、インストールする Office 2013 製品ごとに 1 つのセットアップ カスタマイ

ズ .msp ファイル (パッチ) しかサポートされません。製品の残りのカスタマイズ .msp 

ファイルは、最初の Office のインストール完了後に展開する必要があります。 

複数の Office 2013 製品 (Office Professional Plus 2013 と Visio Professional 2013 など) 

を展開する場合は、Office Professional Plus 2013 と Visio Professional 2013 のカスタマイ

ズ .msp ファイルを 1 つずつ Updates フォルダーに保存することができます。Updates 

フォルダーに配置したカスタム .msp ファイルが最初に展開されます。このため、この

ファイルには、インストール後に変更できないセットアップ カスタマイズ (インストー

ル場所など) を含める必要があります。 

セットアップは、インストール プロセスの中で製品の更新を適用できるため、Office 

2013 の初回インストールを展開する際に、さらにサービス パックや修正プログラムな

どの Office 2013 のソフトウェア更新プログラムも展開できます。Office 2013 製品の更

新は Updates フォルダーに置きます。Updates フォルダーに 1 つのセットアップ カス

タマイズ .msp ファイルといくつかの製品の更新が含まれる場合、セットアップは、初

回インストール時にセットアップ カスタマイズ .msp ファイルのみを適用し、製品の

更新はインストールの完了後に適用されます。 

セットアップは、カスタマイズ ファイルに付加された XML データを使用して、製品のインストー

ル方法を決定します。たとえば、サイレントに実行するかどうかや、どの機能を機能ツリーに表示

するかなどが決定されます。カスタマイズ ファイル内の設定は、Setup.xml ファイルと <パッケー

ジ>.xml ファイルに含まれる既定の設定を上書きします。 
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セットアップ カスタマイズ ファイルの詳細については、「カスタマイズ モデルの合理化」を参照

してください。OCT の使用方法については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」

を参照してください。 

 Config.xml ファイル: 各コア製品フォルダーには、その製品のインストールをセットアップに指

示する Config.xml ファイルが格納されています。Config.xml を編集して、インストール プロセ

スをカスタマイズできます。たとえば、Config.xml 内の要素を使用して、インストールする製

品や言語を指定できます。Config.xml 内の設定は、カスタマイズ ファイル内の設定や、Setup.xml 

ファイルと <パッケージ>.xml ファイルに格納されている既定の設定より優先されます。 

Config.xml を編集する方法と、どのような場合にそれを編集するかについては、「Office 2013 の 

Config.xml ファイル」を参照してください。 

機能ツリーを構築する 

セットアップは、XML ファイルに含まれる情報を使用して、製品に用意されているすべてのアプリ

ケーションと機能から成る 1 つの機能ツリーを作成します。Office カスタマイズ ツールを使用し

て、機能ツリーを表示し、ユーザーのコンピューターにインストールするアプリケーションと機能

を指定します。ユーザーが対話的にセットアップを実行できるようにする場合、セットアップ UI に

は、管理者が変更を加えた機能ツリーが表示されます。 

ユーザーのコンピューターにローカル インストール ソースを作成す

る 

セットアップは、Office Source Engine (Ose.exe) というプログラムを呼び出して、必要となるローカ

ル インストール ソース (LIS) をユーザーのコンピューターに作成します。ローカル インストール 

ソースを作成するために、セットアップは、インストール ポイントにあるファイルをユーザーのコ

ンピューターの "隠し" フォルダーにコピーします。既定の場所は、Office のインストール先ドライ

ブのルートにある \MSOCache\All Users です。その後、セットアップは、Windows インストーラー

を使用して、このローカル インストール ソースから Office をインストールします。 

ローカル インストール ソースには、次のような大きなメリットがあります。 

 Office のインストール後に、ローカル ソースを使用して、Office 機能を修復、再インストール、

または追加できます。 

 インストール ソースがローカルに存在するため、ユーザーがソフトウェア更新プログラムを適

用する際に、ネットワークや CD のソースを求められる機会が減ります。 

 ローカル インストール ソースを事前に展開し、その後ユーザーのコンピューターで Office の

インストールを開始することで、ネットワークの負荷を軽減できます。この場合は、ローカル イ

ンストール ソースからセットアップを実行することもできます。したがって、ネットワーク接

続がなくても Office のインストールを行うことができます。 

ローカル インストール ソースの詳細については、「必要となるローカル インストール ソース」

を参照してください。 
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Office をインストールする 

インストールが開始されると、セットアップは、必要なディスク領域と機能の依存関係をチェック

してから、Windows インストーラーを呼び出して、ローカル インストール ソースからユーザーの

コンピューターに適切なパッケージ (MSI ファイル) セットをインストールします。どの MSI ファ

イルを組み込むかは、前述の XML データを使用して決定されます。インストール中はユーザーに

進行状況バーが表示され、すべてのインストール プロセスがここに反映されます。これには、

Updates フォルダーから適用されるカスタマイズとソフトウェア更新プログラムも含まれます。 

 メモ: 

セットアップは Windows インストーラーを使用して Office をインストールしますが、セ

ットアップとは別に Windows インストーラー単体で個々の MSI ファイルをインストール

することはできません。 

カスタマイズ ファイルを適用する 

インストール プロセスで、セットアップは、ユーザーの構成にカスタマイズ ファイルを適用しま

す。結果は、以前のバージョンの Office で Windows インストーラー変換 (MST ファイル) を適用

した場合に似ています。つまり、そのカスタマイズがユーザーの既定の設定になります。カスタマ

イズ ファイルには、インストール プロセスをカスタマイズするための XML データに加えて、既

定のユーザー設定、機能のインストール状況、Outlook プロファイルなど、ユーザーの構成に対す

るさまざまな変更を入れることができます。 

カスタマイズ ファイルは製品固有です。セットアップは、インストール中の製品に関連するファイ

ルのみを適用します。 

 メモ: 

複数のセットアップ カスタマイズ .msp ファイル (パッチ) を展開する場合、Office 2013 

製品ごとにセットアップ カスタマイズ .msp ファイルを 1 つだけ初回インストールの 

Updates フォルダーに配置できます。残りのカスタマイズ .msp ファイルは、Office のイン

ストールの完了後に展開する必要があります。Updates フォルダーでは、製品パッチごとに 

1 つのカスタマイズ ファイルしかサポートされません。Updates フォルダーに配置したカ

スタム .msp ファイルが最初に展開されます。このため、このファイルには、インストール

後に変更できないセットアップ カスタマイズ (インストール場所など) を含める必要があ

ります。 

ユーザー グループごとに異なる構成を作成する場合は、それらのカスタマイズ ファイルを別の場

所に保存し、セットアップのコマンド ラインで /adminfile オプションを使用して、必要なファイル

を指定することをお勧めします。たとえば、次のようになります。 

\\server\share\Office15\setup.exe /adminfile \\server\share\Office15\MyUpdates\Engineering.msp 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

 メモ: 

ローカル インストール ソースをプリキャッシュすると、セットアップは、ネットワーク イ

ンストール ポイントの Updates フォルダーをローカル インストール ソースにコピーし



 

147 

 

ます。このようにして、オフライン インストールのシナリオにカスタマイズを組み込むこ

とができます。セットアップが、インストール前にローカル コンピューターにカスタマイ

ズ ファイルをキャッシュするのは、この場合だけです。 

詳細については、「Office 2010 のローカル インストール ソースをプリキャッシュする」

を参照してください。この情報は、Office 2013 にも適用されます。 

ソフトウェア更新プログラムを適用する 

インストール プロセスの最後に、セットアップは、インストール ポイントの Updates フォルダー

にソフトウェア更新プログラム (.msp ファイル) があるかどうかをチェックします。セットアップ 

カスタマイズ ファイルは、管理者が Office カスタマイズ ツールを使用して作成しますが、ソフト

ウェア更新プログラムは、製品を強化するためにマイクロソフトから配布されるコンポーネントで

す。 

ユーザーに Office を展開し、一連のソフトウェア更新プログラムも展開する必要がある場合、セッ

トアップは、初回インストール プロセスの一環として更新を適用します。必要なディスク領域の推

計と進行状況バーには、このようなインストール処理のすべての手順が反映されます。ユーザーの

目には、この処理全体が 1 つのイベントのように映ります。この方法により、オリジナル インス

トール ポイントを維持しつつ、新しいユーザーに最新バージョンの製品を提供できます。 

 メモ: 

Updates フォルダーは、Office 2013 の初回または新規インストールにのみ使用されます。

Updates フォルダーには、ただ 1 つのセットアップ カスタマイズ .msp ファイルと、いく

つかのサービス パックおよび修正プログラム (.msp 形式に限る) を格納できます。 

ソフトウェア更新プロセスの詳細については、「更新処理の統合」を参照してください。 

インストール ポイントに複数の製品を含める 

ネットワーク インストール ポイントに複数の Office 2013 製品が含まれている場合、セットアップ

は、Config.xml ファイルと Setup.xml ファイルをすべてのフォルダーとサブフォルダーから探し、

インストールする製品の選択をユーザーに求めます。 

複数の Office 製品をインストールする場合は、同じインストール ポイントにすべての製品を保存

した上で、ユーザーのコンピューターに特定の Office 製品をインストールするようにセットアップ

をカスタマイズする方が効率的です。 

 メモ: 

同じインストール ポイントに複数の Office 製品をコピーする際、共有セットアップ ファ

イルを上書きするかどうかを尋ねられます。これらのファイルはすべての Office 2013 製品

で同じなので、複製されたフォルダーを再度コピーする必要はありません。複製されたセッ

トアップ ファイルを上書きするかどうかを尋ねられたら、[いいえ] を選択します。このよ

うに効率よく設計されているため、ネットワーク インストール ポイントを作成して複製す

る際に、領域を節約し、一貫性を保つことができます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179231.aspx
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セットアップを対話的に実行する 

インストール プロセスがユーザーにほとんど、またはまったく意識されないように、インストール

をサイレントに実行することができます。ただし、セットアップ UI をユーザーに表示する場合も、

管理者が行った選択がさまざまなセットアップの動作に反映されます。以下に例を示します。 

 インストール ポイントに複数の Office 製品があり、ユーザーがコマンド ライン オプション

を使用せずに Setup.exe を実行した場合、セットアップは、インストールできる製品のリスト

をユーザーに提示します。 

 インストール ポイントに複数の言語がある場合、セットアップは、Office の言語をユーザーの

コンピューターの Windows ユーザー ロケールに合わせます。これが既定です。ただし、ユー

ザーは、[カスタマイズ] インストール オプションを選択し、セットアップ インターフェイス

の [言語] タブで、ネットワーク インストール ポイントにあるすべての言語から言語を選択で

きます。 

 管理者がプロダクト キーを入力し、カスタマイズ ファイルまたは Config.xml で Microsoft 

Customer License Terms に同意した場合は、セットアップ中にこれらのセットアップ画面がユー

ザーに表示されません。 

 メモ: 

Office 2013 のボリューム ライセンス エディションはどれも KMS クライアント キー

がプレインストールされているため、キー管理サービス (KMS) ライセンス認証を使用

する企業展開の場合、プロダクト キーの入力は不要です。KMS は、マイクロソフト ボ

リューム ライセンス プログラムの下にライセンスされる製品のライセンス認証を行

う方法の 1 つとして、Office ライセンス認証テクノロジから提供されます。Office 2013 

のボリューム ライセンス エディションでは、対話モードでセットアップが実行されて

いる場合でも、プロダクト キーの入力は求められません。ボリューム ライセンス認証

の詳細については、「Office 2013 のボリューム ライセンス認証を計画する」を参照し

てください。 

 カスタマイズ ファイルを使用して、いくつかの機能を隠してロックすると、それらの機能は機

能ツリーに表示されなくなります。 

表示設定のカスタマイズ方法の詳細については、「Office 2013 をインストールする前にセットアッ

プをカスタマイズする」を参照してください。 

言語に依存しない設計 

Office 2013 (および Office 2010 と Office 2007) では、Office Professional Plus 2013 などの Office 製

品は、次のように編成されます。 

 言語に依存しない要素は、1 つのコア パッケージ (MSI ファイル) にまとめられる。 

 言語固有の要素は、アプリケーションごとに個別のパッケージにまとめられる。 

このようにファイルを整理することで、インターナショナルな展開を簡素化できます。最も基本的

な Office 製品のインストールは、コア パッケージと 1 つの言語で構成されます。言語の追加は、

ネットワーク インストール ポイントに単一言語パック (SLP) を追加するだけの簡単な作業です。
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これで、コア製品とまったく同様に機能します。英語バージョンを含め、Office のすべての言語バ

ージョンは同様に展開されます。セットアップは、シームレスなインストール プロセスの中で、言

語に依存しないコア パッケージと言語固有のパッケージを組み合わせます。 

 重要: 

現在の Office 2013 リリースには、英語、日本語、スペイン語の各ソースのみが含まれます。

今後のリリースでさらに言語が追加される予定です。 

Office の言語バージョン 

各 Office 製品には、言語固有のパッケージが少なくとも 1 セット含まれている必要があります。

コア パッケージ (MSI ファイル) のみを展開することはできません。Office 製品 CD でもネットワ

ーク インストール ポイントでも、これらの言語パッケージは複数のフォルダーに格納されていま

す。各フォルダー名には、言語を識別するために、ll-cc (たとえば、English U.S. の場合は en-us) 形

式の言語タグが含まれます。各フォルダーには、1 セットのインストール ファイルも格納されてい

ます。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 製品は、これらのフォルダーにインストール ファイルとし

て配布されています。Winword.exe (Word 2013 の実行可能ファイル) などの言語固有でない要素は、

コア ProPlus.WW パッケージにあります。Word 2013 のヘルプやユーザー インターフェイスなどの

要素は、Word または共有 Office 機能の言語固有のパッケージにあります。 

完全な機能が構成されるには、言語に依存しない要素と言語固有の要素の両方が必要です。

Winword.exe だけでは、だれもが使用できる Word アプリケーションにはなりません。同様に、

ProPlus.WW フォルダーの Office Professional Plus 2013 MSI コア ファイルだけでは、完全な Office 

製品になりません。 

セットアップは、これらすべてのパーツを 1 つの完全な製品にまとめ上げます。各フォルダーにあ

る Package.xml ファイルと Setup.xml ファイルには、すべての機能を収集し、統合機能ツリーを構

築し、適切な MSI ファイル セットをインストールにまとめ上げるためにセットアップによって使

用される情報が入っています。セットアップは、この XML データを収集して必要な MSI ファイル

をまとめた後で、Windows インストーラーを使用して、ユーザーのコンピューターに Office をイ

ンストールします。ユーザーの目からは、このプロセスがすべて途切れることなく自動的に行われ

ます。 

個別の MSI ファイルを含む Word.en-us フォルダーなどの言語固有のフォルダーを切り離して、

Office 2013 の特定のアプリケーションを展開することはできません。ただし、インストールをカス

タマイズして、ユーザーのコンピューターにインストールするアプリケーションや機能を指定する

ことはできます。 

 メモ: 

Windows インストーラーなどの方法を使用して、Office インストール ポイントにある MSI 

ファイルを個別にインストールすることはできません。また、XML ファイル (Setup.xml と 

<パッケージ>.xml) はデジタル署名されており、編集できません。Office 2013 では、ファイ

ルとインストール情報の収集およびインストール プロセスの管理にセットアップ プログ

ラムが必要です。 
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Office の言語パック 

言語固有のパッケージは、Office 製品の言語バージョンで使用される場合と、その言語の単一言語

パック (SLP) で使用される場合があります。たとえば、日本語バージョンの Office Professional Plus 

2013 には、アプリケーションごとの言語固有のフォルダーと、Office Professional Plus 2013 の共有

機能のための言語固有のフォルダーが含まれます。同じフォルダーは日本語 SLP にも含まれますが、

これには Office 2013 の他の製品用の言語固有のフォルダーも含まれます。 

言語パックは、個別の製品として展開したり、Office 製品を多言語で展開するために使用したりす

ることができます。言語パックを個別に展開するか、別の製品のインストールに入れて展開するか

に関係なく、言語パックに一意のプロダクト キーを入力する必要はありません。 

 メモ: 

Office 2007 より前のバージョンの場合、企業ユーザーは、米国英語バージョンの Office を

インストールしてから、多言語ユーザー インターフェイス (MUI) パックを展開して言語を

追加していました。Office Standard Edition の日本語バージョンなどのローカライズ バージ

ョンは、コア バージョンと日本語 MUI パックの組み合わせと同じではありませんでした。

この設計は、Office 2007 で簡素化と改良が加えられ、Office 2013 や Office 2010 にも引き継

がれています。 

カスタマイズ モデルの合理化 

Office 2007 より前のバージョンの Office では、セットアップのカスタマイズとインストール後の 

Office の管理にいくつかのツールが必要でした。Office 2007 では、一貫性ある合理化されたモデル

を導入しました。Office 2013 (および Office 2007 と Office 2010) では、管理者がセットアップを使

用して、Office のインストール、カスタマイズ、および管理を行うことができます。特定のユーザ

ーやコンピューターに設定を適用するには、グループ ポリシーを使用します (「グループ ポリシ

ーの使用」を参照)。 

Office カスタマイズ ツールの使用 

Office のインストールをカスタマイズするためには、Office カスタマイズ ツールを使用します。こ

れは、セットアップに含まれるコンポーネントの 1 つで、ボリューム ライセンス バージョンの 

Office 2013 クライアントに付属します。OCT を起動するには、/admin コマンド ライン オプショ

ンを使用してセットアップを実行します。OCT を使用して、セットアップ カスタマイズ ファイル 

(.msp ファイル) を作成します。これは、ネットワーク インストール ポイントの Updates フォル

ダーに配置します。Updates フォルダーは、Office 2013 (および Office 2010 と Office 2007) の初回

または新規インストールにのみ使用され、Updates フォルダーにある 1 つのカスタマイズ パッチ

のみがサポートされます。 

セットアップ カスタマイズ ファイルは、Windows インストーラー .msp ファイルの拡張形式です。

各ファイルは、Office Professional Plus 2013 や OneNote 2013 などの特定の製品に合わせて構成され

ます。セットアップを実行して Office 製品をインストールすると、セットアップは、インストール

中の製品に対応するカスタマイズ ファイルを Updates フォルダーから探します。セットアップは、

製品をインストールするときに、このファイルで指定されたカスタマイズ内容を適用します。 
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複数のセットアップ カスタマイズ ファイルを作成し、さまざまなユーザー グループに合わせて 

Office を構成することができます。セットアップを実行するときに、セットアップ コマンド ライ

ン オプション /adminfile を使用するか、Config.xml を使用して (「Config.xml ファイルを使用して 

Office をカスタマイズする」を参照)、各インストールに使用する適切なカスタマイズ ファイルを

指定します。 

OCT を使用してセットアップ カスタマイズ ファイルを作成する方法の詳細については、「Office 

2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

新規インストールのカスタマイズ 

OCT で作成したセットアップ カスタマイズ ファイルを使用して、セットアップがユーザーのコン

ピューターに Office を初めてインストールする方法を変更することができます。たとえば、OCT を

使用して、次のように Office をカスタマイズできます。 

 ユーザーの操作なしでセットアップに実行する (サイレント)。 

 プロダクト キーを事前に定義し、ユーザーに代わって Microsoft Software License Terms に同意

する。 

 Office ファイルのインストール先となるユーザーのコンピューター上の場所を指定する。 

 Office 2013 をインストールする前に、以前のバージョンの Office を削除するかどうかを選択す

る。 

 メモ: 

企業ユーザーの場合は、Windows インストーラーベースの Office 2013 ボリューム ラ

イセンス エディションをインストールする前に、以前のバージョンの Office をアンイ

ンストールすることをお勧めします。 

 インストールする Office 機能を指定する。 

 Outlook の設定など、さまざまなユーザー オプションの既定値を指定する。 

 メモ: 

Office 2013 は、64 ビット Office と 32 ビット Office のサイド バイ サイド インストー

ルをサポートしません (アプリケーションが違う場合も含む)。たとえば、32 ビットの 2007 

Office システムと 64 ビットの Office 2013 や、64 ビットの Access 2013 と 32 ビットの 

Excel 2013 のサイド バイ サイド インストールはサポートされません。Office 2013 カスタ

マイズ ツールを使用して、64 ビット Office と 32 ビット Office のサイド バイ サイド 

インストールまたはカスタマイズを構成することはできません。たとえば、64 ビット Office 

Professional 2013 と 32 ビット Visio 2013 単一イメージを使用して、カスタムのサイド バ

イ サイド インストールを作成することはできません。64 ビット版 Office 2013 の詳細に

ついては、「Office 2013 の 64 ビット版」を参照してください。 

セットアップのカスタマイズの詳細については、「Office 2013 をインストールする前にセットアッ

プをカスタマイズする」を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
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既存の Office インストールの変更 

既存の Office インストールを変更する場合は、元のインストールをカスタマイズする際に使用した

ツールと同じツールを使用します。OCT を実行してセットアップ カスタマイズ ファイルを更新す

るか、新しいファイルを作成します。次に、ソフトウェア更新プログラムとまったく同様に、ユー

ザーのコンピューターにカスタマイズ ファイルを適用します。このカスタマイズによってユーザー

の既存の Office インストールが更新されます。つまり、Office のインストール時に利用可能なカス

タマイズ項目を、インストール後にも Office を変更する際、利用できます。 

 メモ: 

初めて Office をインストールする場合にのみ適用されるカスタマイズもあります。たとえ

ば、Office のインストール先となるユーザーのコンピューター上の場所の指定、プロダクト 

キーの定義、以前のバージョンの Office アプリケーションの削除などがこれに当たります。

新規インストールにのみ適用されるカスタマイズは、OCT に明示されます。 

Config.xml ファイルを使用して Office をカスタマイズする 

Config.xml ファイルを使用して、Office インストールを変更することができます。OCT を使用して

カスタマイズできるオプションのほとんどをカスタマイズできるほか、OCT にないオプションもい

くつか使用できます。 

以下のインストール タスクを実行する場合は、Config.xml ファイルを使用することをお勧めします。 

 ユーザーのコンピューターに "ローカル インストール ソース" をコピーするが、Office はイン

ストールしない。 

 ネットワーク インストール ポイントのパスを指定する。 

 インストールする製品や言語を選択する。 

 セットアップがセットアップ カスタマイズ ファイルや更新を探す場所を変更する。 

 OCT を実行して新しいカスタマイズ ファイルを作成するほどではない付加的なカスタマイズ

または 1 回限りのカスタマイズを行う。 

Setup.exe と同じフォルダーに Config.xml を置くと、セットアップはこのファイルを見つけて使用

します。/config セットアップ コマンド ライン オプションを使用して、このファイルの場所を指

定することもできます。 

 メモ: 

セットアップ カスタマイズ ファイルと Config.xml ファイルの両方を指定した場合は、

Config.xml で定義したカスタマイズがカスタマイズ ファイルの同じカスタマイズより優先

されます。 

Config.xml ファイルの内容と形式の詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照

してください。 
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セットアップのコマンド ライン オプションの使用 

Office 2013 でセットアップが認識するコマンド ライン オプションは数個だけです。これは、Office 

2007 や Office 2010 でも同じです。OCT は、セットアップのプロパティを構成したり、他のカスタ

マイズを指定したりする際に使用される主要なツールです。 

Setup.exe コマンドを使用して以下のタスクを実行できます。 

 Office カスタマイズ ツールを実行して、セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp) を作成

する。 

 指定されたセットアップ カスタマイズ ファイルをインストールに適用する。たとえば、特定

のカスタマイズ ファイル (.msp) のパスや、カスタマイズ ファイルが格納されているフォルダ

ーのパスを指定できます。 

 インストール中に使用する Config.xml ファイルを指定する。 

 メンテナンス モードでセットアップを実行し、既存の Office インストールを変更する。 

 指定された製品をユーザーのコンピューターで修復する。 

 指定された製品をユーザーのコンピューターから削除する。 

Setup.exe コマンドの詳細については、「Office 2010 のコマンド ライン オプションを設定する」を

参照してください。この情報は、Office 2013 にも適用されます。以前のバージョンの Office で使用

された Windows インストーラーのプロパティおよび Office 2013 のインストールで使用できるプ

ロパティについては、「Office 2010 のセットアップ プロパティ」を参照してください。この情報は、

Office 2013 にも適用されます。 

グループ ポリシーの使用 

管理者は、グループ ポリシー設定を使用して、ユーザーのコンピューターの Office の構成を定義

およびメンテナンスすることができます。グループ ポリシーは、管理用テンプレートに含まれる 

Office 2013 ポリシー設定を構成するために使用され、このポリシー設定は、オペレーティング シス

テムによって適用されます。Active Directory 環境では、グループ ポリシー オブジェクトのリンク

先となるサイト、ドメイン、または組織単位内のコンピューターやユーザーのグループにポリシー

設定を適用できます。ポリシー設定は、ポリシー用の正式なレジストリ キーに書き込まれます。こ

れらの設定には、管理者以外のユーザーが設定を変更できないようにするためのアクセス制御リス

ト (ACL) 制限があります。したがって、管理者は、高度に制限された構成も、緩やかに管理された

構成も作成することができます。 

Office 2013 アプリケーションのポリシー設定を使用して、以下のような、Office のユーザー インタ

ーフェイスを構成するオプションのほとんどを管理できます。 

 メニュー コマンドとそれに対応するツール バー ボタン 

 ショートカット キー 

 [オプション] ダイアログ ボックス内のほとんどのオプション 

 メモ: 

Office 2013 ポリシー設定のほとんどは、OCT (OPA 設定) にもあります。セットアップ カ

スタマイズ .msp ファイルの既定の初期設定を構成するために、管理者は OCT を使用しま

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc178956.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179018.aspx
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す。ただし、ユーザーは、インストール後にほとんどの設定を変更できます。特定の構成を

強制的に適用する場合は、グループ ポリシーを使用します。グループ ポリシー設定は、

OCT 設定より優先されます。 

必要となるローカル インストール ソース 

Office 2013 のセットアップは、既定のインストール プロセスの一環として、ユーザーのコンピュー

ターにローカル インストール ソースを作成します。セットアップは、2 ステップから成るプロセ

スで、すべての Office 2013 製品をインストールします。最初に、圧縮版インストール ソース ファ

イルをユーザーのコンピューターにコピーします。次に、Windows インストーラーを呼び出して、

ローカル インストール ソースから実際のインストールを実行します。インストールの完了後も、

オリジナル ソースへのアクセスが必要なセットアップ操作がある場合は、引き続きローカル イン

ストール ソースを使用できます。ディスク領域の最小要件には、ローカル インストール ソースの

容量が含まれます。 

 メモ: 

Office 2003 の場合、大企業では、管理インストール ポイントから製品をインストールする

ことが普通でした。ローカル インストール ソースからの Office のインストールは、オプ

ションでした。Office 2013、Office 2010、および Office 2007 には、管理インストール オプ

ションがありません。ローカル インストール ソースは設計上必須です。 

ローカル インストール ソースは、ソフトウェア更新プログラムの配布プロセスの効率と信頼性を

向上させます。ネットワーク インストール ポイントもユーザーのローカル インストール ソース

も直接更新されることはありません。ユーザーのインストールは、ユーザーがクライアント バージ

ョンのソフトウェア更新プログラムを適用する際も同期されたままです。 

さらに、ローカル コンピューターに常に完全なインストール ソースがあることには、以下のメリ

ットがあります。 

 ユーザーが Office をインストールする前に、ユーザーにローカル インストール ソースを展開

できます。これにより、ネットワークへの影響を最小限に抑えつつ、すべてのユーザーが同時

に製品をインストールして Office 2013 アプリケーションを使用できるようになります。 

 Office CD やネットワーク ソースを求められることなく、ユーザーがソフトウェア更新プログ

ラムの適用などのメンテナンス タスクを実行できます。 

 事前にインストールされたローカル インストール ソースがあれば、ネットワーク接続が低速

または途切れやすい移動ユーザーであっても、ネットワークにアクセスすることなくセットア

ップを実行できます。 

このようなメリットを最小のコストで得ることができます。ローカル インストール ソースは多少

ハード ディスク領域を取りますが、ローカル インストール ソースを作成して Office をインスト

ールする際の所要時間は、Office を単独でインストールする際の所要時間とほぼ同じです。 

ユーザーのコンピューターへのローカル インストール ソースの作成 

ユーザーが DVD またはネットワーク インストール ポイントから Office をインストールする場

合、セットアップは、ローカル インストール ソースを作成します。そのために、Office Source Engine 
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(Ose.exe) というプログラムを使用して、ローカル コンピューターの "隠し" フォルダーに、必要な

インストール ファイルをコピーします。既定の場所は、Office のインストール先ドライブのルート

にある \MSOCache\All Users です。 

Office 製品を構成するパッケージ (言語に依存しないコア パッケージと、1 つ以上の言語固有のパ

ッケージ) ごとに、個別のダウンロード コードがあります。このパッケージは、MSOCache\All Users 

の下のサブフォルダーにキャッシュされます。セットアップは、常に完全なローカル インストール 

ソースをキャッシュします。これには、インストールされる製品に関連するすべてのファイルが含

まれます。インストール ポイントに複数の言語が含まれている場合は、ユーザーのコンピューター

にインストールされている言語のパッケージのみがキャッシュされます。 

他の Office 製品がユーザーのコンピューターにインストールされている場合は、それらの製品も同

じローカル インストール ソースにキャッシュされます。 

 メモ: 

ユーザーが 2 つ目の Office 製品を別のドライブにインストールすると、セットアップは、

そのドライブのルートに 2 つ目のローカル インストール ソースを作成します。この場合

は、2 つのローカル インストール ソースに重複する共有ファイルができます。ただし、各

ローカル インストール ソースが完全で、正しく機能することは設計上保証されます。 

ユーザーが誤ってローカル インストール ソースを削除したり、セットアップ UI や Windows ディ

スク クリーンアップ ウィザードを使用してローカル インストール ソースを削除したりすること

はできません。MSOCache フォルダーが削除されたり、壊れたりした場合は、次にソースが必要に

なったときに、セットアップがそのフォルダーを自動的に再作成または修復します。十分なディス

ク領域がない場合、ユーザーは領域を解放するように求められます。新しい更新やカスタマイズを

配布する際に、すべてのユーザーがソースにアクセスできることは保証されます。 

 メモ: 

ユーザーのコンピューター上に一度ローカル インストール ソースが作成されると、その場

所は固定されます。ユーザーが別のドライブを指定しない限り、後で追加インストールされ

る Office 製品は、常に既存の MSOCache\All Users フォルダーに追加されます。 

ローカル インストール ソース自体の展開 

セットアップは、ローカル インストール ソースから Office のインストールを実行するため、イン

ストール ソースを事前に展開することで、ネットワークへの要求を最小限に抑えることができます。

たとえば、通常どおりユーザーのコンピューターでセットアップを実行する方法で、複数のユーザ

ーに一度にローカル インストール ソースを配布できます。すべてのユーザーにプリキャッシュ ソ

ースが渡ったら、すべてのユーザーにセットアップを実行してもらい、Office を同時にインストー

ルできます。このシナリオでは、インストール アクティビティのほとんどがネットワーク経由では

なく、ローカル コンピューターで行われます。 

詳細については、「Office 2010 のローカル インストール ソースをプリキャッシュする」を参照し

てください。この情報は、Office 2013 にも適用されます。 

また、ローカル コンピューターでローカル インストール ソースからセットアップを直接実行する

こともできます。セットアップをローカルに実行するということは、セットアップ ファイルの読み

込みやメタデータの読み取りも含め、ネットワーク経由のアクティビティが何もないということで

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179231.aspx
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す。このシナリオでは、インストールするコア製品が格納されている MSOCache\All Users のサブフ

ォルダーを特定する必要があります。各コア製品のサブフォルダーには、セットアップ プログラム

のコピーがあり、特定のフォルダーからセットアップを実行すると、その製品がインストールされ

ます。この方法では、ユーザーがネットワーク接続を使用することなく Office をインストールでき

ます。 

詳細については、「ローカル インストール ソースから Office 2010 をインストールする」を参照し

てください。この情報は、Office 2013 にも適用されます。 

更新処理の統合 

Office 2007 より前のバージョンの Office では、クライアント コンピューターが最新の Office ソ

フトウェア更新プログラムを受け取り、管理インストール ポイントと非同期にならないように、管

理者がいくつかのオプションを選択していました。Office の新規インストールに続けてソフトウェ

ア更新プログラムを適用するようにセットアップを構成した場合もあれば、管理インストール ポイ

ントに更新を適用し、すべてのクライアント コンピューターで Office を再インストールした場合

もありました。 

Office 2007 に導入されたアーキテクチャは、このプロセスを大幅に簡素化します。Office 2013、Office 

2010、および Office 2007 では、更新する必要がない "ネットワーク インストール ポイント" を作

成します。その代わり、単純なコピー操作によって新規インストールにソフトウェア更新プログラ

ムを提供します。ネットワーク インストール ポイントとは無関係に既存のインストールを更新す

るため、クライアント コンピューターがインストール ソースと同期しているかどうかを気にする

必要はありません。 

新規インストール中の Office 更新プログラムの適用 

マイクロソフトから Office ソフトウェア更新プログラムを取得したら、それをネットワーク イン

ストール ポイントのルートにある Updates フォルダーにコピーします。ネットワーク インストー

ル ポイントにある既存のファイルは、Office CD から初めてコピーされたときと同じままです。 

 メモ: 

Updates フォルダーを使用することで、Office 2013 製品の "初回インストール" に更新プロ

グラムのインストールを組み込むことができます。このフォルダーに格納されている 

Windows インストーラー更新ファイルのみが初回インストールでインストールされます。

したがって、管理者は、マイクロソフト自己展開ツール パッケージから更新プログラムを

解凍する必要があります。セットアップ カスタマイズ .msp パッチを Updates フォルダー

に置いて、初回インストールをカスタマイズすることもできます。 

クライアント コンピューターで Office をインストールするためにセットアップを実行すると、セ

ットアップが Updates フォルダーでソフトウェア更新プログラムを探し、Office をインストールし

ながら自動的に更新を組み込みます。このフォルダーに複数の更新がある場合、セットアップは、

インストール中の Office 製品をターゲットとした更新のみを適用します。Updates フォルダーにセ

ットアップ カスタマイズ .msp ファイル (パッチ) と製品の更新が両方ともある場合、初回インス

トールにはセットアップ カスタマイズ .msp ファイルのみが適用され、製品の更新はインストール

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179070.aspx
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の完了後に適用されます。また、セットアップは適切な順序で更新を適用します。この結果、ユー

ザーは Office の新規インストールと共に最新の更新を受け取ることができます。 

 ヒント: 

Updates フォルダー以外のフォルダーでソフトウェア更新プログラムを探すようにセット

アップに指示するには、Config.xml ファイルの SetupUpdates 要素を使用します。詳細につ

いては、「Office 2013 の Config.xml ファイル」の「SetupUpdates 要素」を参照してくださ

い。 

既存の Office インストールの更新 

Office のインストール後に、ネットワーク インストール ポイントに戻ることなく、クライアント 

コンピューターにソフトウェア更新プログラムを直接適用します。それには、Microsoft Systems 

Management Server や System Center 2012 Configuration Manager などの展開管理プログラムを使用

するか、Windows Server Update Services を使用するか、インターネットから Microsoft Update でコ

ンピューターを直接更新します。 

 メモ: 

クライアント コンピューターに Office をインストールした後に、Office を再インストール

すると、最初のインストール中に適用されたソフトウェア更新プログラムのみが再度適用さ

れます。Updates フォルダーに新しいソフトウェア更新プログラムをコピーした場合、それ

らは再インストール中に適用されません。 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする 
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Office 2013 のアクセシビリティ チェックをカス

タマイズする 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: グループ ポリシー設定を使用して、ユーザーが Office 2013 ファイルに対してアクセシビリ

ティ チェックを実行する際のチェック対象を制御します。 

適用対象: Office 2013 | Word 2013 | PowerPoint 2013 | Excel 2013 

Office 2013 のアクセシビリティ チェックは、障碍のある方がより利用しやすいドキュメントの作成

を支援します。アクセシビリティ チェックは、スペル チェックのようにアクセシビリティをチェ

ックする機能です。これは、Excel 2013、PowerPoint 2013、および Word 2013 のコア機能です。 

対象者: IT プロフェッショナル 

 重要: 

アクセシビリティ チェックの使用方法に関するヘルプが用意されています。「アクセシビ

リティに関する問題のチェック」または「アクセシビリティ チェックのルール」を参照し

てください。これらは、アクセシビリティ チェックの使用方法とそのルールの理解に役立

ちます。 

この記事の内容: 

 違反を強調表示する 

 チェッカーがレポートする内容を制御する 

違反を強調表示する 

アクセシビリティ チェックの制御には、この記事で後述する「チェッカーがレポートする内容を制

御する」で示される設定が使用されます。それらの多くは、特定の項目についてアクセシビリティ チ

ェックを停止するための設定です。 

ポリシー設定の [アクセシビリティ チェック違反を強調表示する] は、ユーザー インターフェイス

でアクセシビリティ エラーを強調する程度を制御します。これを有効にすると、ドキュメント、ワ

ークブック、またはスプレッドシートでアクセシビリティ エラーが発生した場合の動作を以下のよ

うに指定できます。 

 アクセシビリティ違反の有無によって Office Backstage ビューの [配布準備] 領域の表示を変

更しない (既定)。 

 アクセシビリティ エラーの発生時に Backstage ビューの [配布準備] 領域の表示を強調する。 

 アクセシビリティ エラーまたは警告の発生時に Backstage ビューの [配布準備] 領域の表示を

少し強調する。 

これを無効にするか、未構成にした場合、アクセシビリティ チェックのユーザー インターフェイ

スは、通常の状態で表示されます。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010369192.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010369192.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA101823437.aspx
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 重要: 

アクセシビリティ チェックの制御には、グループ ポリシー設定を使用できます。Excel 2013、

PowerPoint 2013、および Word 2013 の場合、このグループ ポリシー設定は、gpedit ノー

ドの <AppName>\File tab\Check Accessibility にあります。 

チェッカーがレポートする内容を制御する 

次の表に、Excel 2013、PowerPoint 2013、および Word 2013 でアクセシビリティ チェックの制御に

使用できるグループ ポリシー設定をすべて示します。 

Excel 2013 用のグループ ポリシー設定 

  

Excel 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

代替テキストのアクセシビ

リティ情報をチェックしな

い 

AltText 有効にした場合は、イメージや図形など

のオブジェクトに代替テキストが含ま

れているかどうかが判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、オ

ブジェクトに代替テキストがあるかど

うかがチェックされ、問題がある場合は

アクセシビリティ チェックに表示され

ます。 

表の見出しのアクセシビリ

ティ情報をチェックしない 

TableHeaders 有効にした場合は、テーブルに見出し行

が指定されているかどうかが判定され

ません。 

無効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに見出し行があるかどうかがチ

ェックされ、問題がある場合はアクセシ

ビリティ チェックに表示されます。 

ブックがプログラムによる

アクセスを許可するかどう

かをチェックしない 

ProgrammaticAccess 有効にした場合は、ブックがデジタル著

作権管理 (DRM) によってプログラム

によるアクセスをブロックしているか

どうかが判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ワ

ークブックに、プログラムによるアクセ

スがあるかどうかがチェックされ、問題

がある場合はアクセシビリティ チェッ

クに表示されます。 

結合されたセルをチェック

しない 

MergedCells 有効にした場合は、テーブルに結合され

たセルがないかどうかがチェックされ

ません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ワ
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Excel 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

ークシートに結合されたセルがないか

どうかがチェックされ、問題がある場合

はアクセシビリティ チェックに表示さ

れます。 

ハイパーリンク  テキスト

が有効かどうかをチェック

しない 

MeaningfulHyperlinks 有効にした場合は、ハイパーリンクに有

効なテキストがあるかどうかがチェッ

クされません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ハ

イパーリンク テキストがチェックさ

れ、問題がある場合はアクセシビリティ 

チェックに表示されます。 

既定以外のシート名が付け

られているかどうかをチェ

ックしない 

SheetNames 有効にした場合は、空でないワークシー

トに既定の名前以外の名前が付けられ

ているかどうかがチェックされません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ワ

ークシート名がチェックされ、問題があ

る場合はアクセシビリティ チェックに

表示されます。 

書式設定に使用されている

テーブルの空白行をチェッ

クしない 

BlankTableRows 有効にした場合は、テーブルの空白行が

書式設定目的で使用されていないかど

うかがチェックされません。 

無効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに空白行がないかどうかがチェ

ックされ、問題がある場合はアクセシビ

リティ チェックに表示されます。 

 

PowerPoint 2013 用のグループ ポリシー設定 

  

PowerPoint 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

代替テキストのアクセシビ

リティ情報をチェックしな

い 

AltText 有効にした場合は、イメージや図形など

のオブジェクトに代替テキストが含ま

れているかどうかが判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、オ

ブジェクトに代替テキストがあるかど

うかがチェックされ、問題がある場合は

アクセシビリティ チェックに表示され

ます。 

ハイパーリンク  テキスト

が有効かどうかをチェック

しない 

HyperlinkText 有効にした場合は、ハイパーリンクに有

効なテキストがあるかどうかがチェッ

クされません。 
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PowerPoint 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

無効にするか、未構成にした場合は、ハ

イパーリンク テキストがチェックさ

れ、問題がある場合はアクセシビリティ 

チェックに表示されます。 

タイトルが必要なメディア 

ファイルをチェックしない 

ClosedCaptions 有効にした場合は、キャプション情報が

必要なメディア ファイルがチェックさ

れません。 

無効にするか、未構成にした場合は、プ

レゼンテーションにメディア ファイル

があるかどうかがチェックされ、問題が

ある場合はアクセシビリティ チェック

に表示されます。 

表の見出しのアクセシビリ

ティ情報をチェックしない 

HeaderRow 有効にした場合は、テーブルに見出し行

が指定されているかどうかが判定され

ません。 

無効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに見出し行があるかどうかがチ

ェックされ、問題がある場合はアクセシ

ビリティ チェックに表示されます。 

表内の空白列および空白行

をチェックしない 

BlankRowCol 有効にした場合は、テーブルに空白行ま

たは空白列が挿入されているかどうか

が判定されません。 

有効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに空白行または空白列がないか

どうかがチェックされ、問題がある場合

はアクセシビリティ チェックに表示さ

れます。 

結合または分割されたセル

をチェックしない 

SimpleStructure 有効にした場合は、テーブルに結合され

たセルまたは分割されたセルがないか

どうかが判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに結合されたセルと分割された

セルがないかどうかがチェックされ、問

題がある場合はアクセシビリティ チェ

ックに表示されます。 

スライド  タイトルの有無

をチェックしない 

HasTitle 有効にした場合は、各スライドにタイト

ルのプレースホルダーがあるかどうか

が判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ス

ライドにタイトルがあるかどうかがチ

ェックされ、問題がある場合はアクセシ
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PowerPoint 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

ビリティ チェックに表示されます。 

各スライドのタイトルが固

有かどうかをチェックしな

い 

UniqueTitle 有効にした場合は、各スライドに一意の

タイトルが付いているかどうかが判定

されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ス

ライド タイトルが、一意かどうかがチ

ェックされ、問題がある場合はアクセシ

ビリティ チェックに表示されます。 

スライド内のオブジェクト

が正しい順序で並んでいる

かどうかをチェックしない 

NonPlaceholderShapes 有効にした場合は、不適切な順序で読み

上げられるプレースホルダー以外のオ

ブジェクトがスライドにないかどうか

がチェックされません。 

有効にするか、未構成にした場合は、ス

ライドに不適切な順序で読み上げられ

るオブジェクトがないかどうかがチェ

ックされ、問題がある場合はアクセシビ

リティ チェックに表示されます。 

プレゼンテーションがプロ

グラムによるアクセスを許

可するかどうかをチェック

しない 

IRM 有効にした場合は、プレゼンテーション

が DRM によってプログラムによるア

クセスをブロックしているかどうかが

判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、プ

レゼンテーションにプログラムによる

アクセスがあるかどうかがチェックさ

れ、問題がある場合はアクセシビリティ 

チェックに表示されます。 

 

Word 2013 用のグループ ポリシー設定 

  

Word 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

代替テキストのアクセシビ

リティ情報をチェックしな

い 

AltText 有効にした場合は、イメージや図形など

のオブジェクトに代替テキストが含ま

れているかどうかが判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、オ

ブジェクトに代替テキストがあるかど

うかがチェックされ、問題がある場合は

アクセシビリティ チェックに表示され

ます。 

ハイパーリンク テキスト

が有効かどうかをチェック

MeaningfulHyperlinks 有効にした場合は、ハイパーリンクに有

効なテキストがあるかどうかが判定さ
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しない れません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ハ

イパーリンク  テキストがチェックさ

れ、問題がある場合はアクセシビリティ 

チェックに表示されます。 

表の見出しのアクセシビリ

ティ情報をチェックしない 

TableHeaders 有効にした場合は、テーブルに見出し行

が指定されているかどうかが判定され

ません。 

無効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに見出し行があるかどうかがチ

ェックされ、問題がある場合はアクセシ

ビリティ チェックに表示されます。 

表内の空白列および空白行

をチェックしない 

BlankTableCells 有効にした場合は、テーブルに空白行ま

たは空白列が挿入されているかどうか

が判定されません。 

有効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに空白行または空白列がないか

どうかがチェックされ、問題がある場合

はアクセシビリティ チェックに表示さ

れます。 

結合または分割されたセル

をチェックしない 

2DTableStructure 有効にした場合は、テーブルに結合され

たセルまたは分割されたセルがないか

どうかが判定されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、テ

ーブルに結合されたセルと分割された

セルがないかどうかがチェックされ、問

題がある場合はアクセシビリティ チェ

ックに表示されます。 

ドキュメントがプログラム

によるアクセスを許可する

かどうかをチェックしない 

ProgrammaticAccess 有効にした場合は、ドキュメントが 

DRM によってプログラムによるアクセ

スをブロックしているかどうかが判定

されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ド

キュメントにプログラムによるアクセ

スがあるかどうかがチェックされ、問題

がある場合はアクセシビリティ チェッ

クに表示されます。 

長いドキュメントの構造に

スタイルを使用しているか

どうかをチェックしない 

StylesAsStructure 有効にした場合は、長いドキュメントで

スタイルを使用してコンテンツ構造を

定義しているかどうかがチェックされ

ません。 
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無効にするか、未構成にした場合は、ド

キュメントでスタイルが使用されてい

るかどうかがチェックされ、問題がある

場合はアクセシビリティ チェックに表

示されます。 

スタイルが頻繁に使用され

ているかどうかをチェック

しない 

HeadingSpacing 有効にした場合は、スタイルを使用する

ドキュメントで、ドキュメントのコンテ

ンツ構造を正確に表現できる程度にス

タイルが使用されているかどうかがチ

ェックされません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ス

タイルの使用頻度がチェックされ、問題

がある場合はアクセシビリティ チェッ

クに表示されます。 

見出しの簡潔さをチェック

しない 

SuccinctHeadings 有効にした場合は、ドキュメント内の見

出しが簡潔であるかどうかがチェック

されません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ド

キュメントの見出しの長さがチェック

され、問題がある場合はアクセシビリテ

ィ チェックに表示されます。 

オブジェクトが文字列の上

に配置されているかどうか

をチェックしない 

FloatingObjects 有効にした場合は、ドキュメントに行内

ではなく文字列の上に配置されたオブ

ジェクトがないかどうかがチェックさ

れません。 

無効にするか、未構成にした場合は、オ

ブジェクトに対するフローティング テ

キストの折り返しプロパティがチェッ

クされ、問題がある場合はアクセシビリ

ティ チェックに表示されます。 

書式設定に空白文字が使用

されているかどうかをチェ

ックしない 

BlankCharacters 有効にした場合は、連続した複数の空白

文字が書式設定目的で使用されていな

いかどうかがチェックされません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ド

キュメント内で連続した空白文字が使

用されていないかどうかがチェックさ

れ、問題がある場合はアクセシビリティ 

チェックに表示されます。 

透かし画像のチェックを行

わない 

ImageWatermarks 有効にした場合は、ドキュメントに透か

し画像がないかどうかがチェックされ

ません。 



 

165 

 

Word 2013 の設定 関連するレジストリ キー 説明 

無効にするか、未構成にした場合は、ド

キュメントに透かしがないかどうかが

チェックされ、問題がある場合はアクセ

シビリティ チェックに表示されます。 

見出しスタイルがスタイル 

レベルをスキップしていな

いことをチェックしない 

HeadingOrder 有効にした場合は、ドキュメント内の見

出しが順番に使用されているかどうか

がチェックされません。 

無効にするか、未構成にした場合は、ド

キュメント内の見出しの順序がチェッ

クされ、問題がある場合はアクセシビリ

ティ チェックに表示されます。 

レイアウトに使用されてい

る表のチェックを行わない 

LayoutTablesReadingOrder 有効にした場合は、レイアウト目的で使

用されている表 (スタイルが適用されて

いない表) がチェックされません。 

有効にした場合は、スタイルがない表が

チェックされ、アクセシビリティ チェ

ックに問題が表示されます。 
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Outlook 2013 
更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Outlook 2013 の計画、構成、カスタマイズ、および展開に役立つ記事を探します。 

適用対象: Office 2013 | Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

 Outlook 展開の計画、Outlook Anywhere、Cached Exchange Mode、およびセキュリティ保

護機能の構成、または Outlook プロファイルのカスタマイズを行うには、以下の記事で説明する手

順に従います。 

Outlook 2013 の展開に関する TechNet の記事 

  

記事 説明 

Outlook 2013 の計画の概要 Outlook 2013 の展開を計画する場合の考慮事項につ

いて説明します。 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モー

ドまたはオンライン モードを選択する 

Outlook 2013 の展開に使用する Exchange 接続モー

ドを 2 つから選択する方法について説明します。 

Outlook 2013 の機能のカスタマイズを計画す

る 

Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの展

開を計画する方法について説明します。 

Outlook 2013 の機能のカスタマイズを計画す

る 

Outlook 2013 で構成および展開できる機能について

説明します。 

Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を

選択する 

Outlook 2013 のセキュリティ設定について説明しま

す。 

Outlook 2013 に複数の Exchange アカウント

を構成する 

管理者が Office カスタマイズ ツールを使用して、1 

つの Outlook 2013 プロファイルに複数の Exchange 

電子メール アカウントを構成する方法について説

明します。 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モー

ドを構成する 

管理者が Outlook 2013 の Exchange Server 電子メ

ール アカウントに Exchange キャッシュ モードを

構成する方法について説明します。 

Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構成す

る 

管理者が Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構

成する方法について説明します。 

Outlook 2013 で迷惑メールの設定を構成する ユーザーが迷惑メールを受信しないように、迷惑メ

ール フィルター リストを使用する方法および迷惑

メール フィルターと画像自動ダウンロードを構成

する方法について説明します。 
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Outlook 2013 の計画の概要 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Outlook 2013 を展開する場合の考慮事項について学習します。 

適用対象: Outlook 2013 

組織のメッセージング要件を厳密に確認することで、Outlook 2013 の最適な展開を計画することが

できます。 

この記事の内容: 

 組織のニーズの特定 

 Outlook をインストールする時期と方法の選択 

 Outlook のセキュリティとプライバシーの考慮事項 

 Outlook の以前のバージョンからのアップグレード 

 Outlook のアップグレードを計画する際のその他の考慮事項 

組織のニーズの特定 

組織のメッセージング環境によって Outlook 2013 展開の形態が決まります。考慮する要素としては、

Outlook をアップグレードするのか、アプリケーションを初めてインストールするのか、移動ユー

ザーまたはリモート ユーザーに対応するか、これらと他の要素の組み合わせを選択するか、などの

点があります。 

MSI とクイック実行の展開方法 

新しい Office は、Windows インストーラーベース (MSI) とクイック実行という 2 つの配信形式で

入手できます。ボリューム ライセンスを使用する企業組織では、従来の Windows インストーラー

ベースで Office 2013 を展開できます。Office 2013 クイック実行は、Office 365 ProPlus の Office サ

ブスクリプションによって利用できます。Office 365 アカウントを持っていないユーザーは、

Office.com から Office 2013 をダウンロードできます。 

Office 365 ProPlus では、完全な Office クライアント スイートが月ごとのサブスクリプション サー

ビスとして提供されます。Office 365 ProPlus は Office 365 製品の一部であり、Office 365 ポータル

を通してダウンロードおよび管理します。Office 365 ProPlus のダウンロード プロセスを "クイック

実行" と言います。これは、ストリーミングおよび仮想化技術であり、Office 365 ProPlus クライア

ント製品をダウンロードして使用するために必要な時間を大幅に短縮することを目的として設計さ

れています。ストリーミングを使用すると、プログラム全体のダウンロードが完了する前にクイッ

ク実行プログラムの使用を開始できます。詳細については、「Office 365 ProPlus Preview の概要」を

参照してください。 

Office 365 にサインアップした管理者は、クイック実行製品をオンプレミスから実施および展開す

ることもできます。これは、管理者がネットワークへの負荷を最小限に抑えたい場合、または企業

のセキュリティ要件のためにユーザーがインターネットから製品をインストールできないようにす

http://technet.microsoft.com/library/702d62a6-d808-4a51-98a6-3b30ae7e14f4(Office.15).aspx
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る場合に便利な方法です。オンプレミスで展開する場合、管理者はクイック実行のために Office 展

開ツールを使用します。詳細については、「クイック実行用 Office 展開ツール」を参照してくださ

い。 

新しい Office および Outlook 2013 の MSI バージョンとクイック実行バージョンは、含まれている

構成オプションと管理ツールが異なります。Outlook 2013 のクイック実行バージョンでは、グルー

プ ポリシー設定またはレジストリ キーを展開することによって既定の構成の設定を変更します。

Outlook 2013 の MSI バージョンでは、グループ ポリシーと Office カスタマイズ ツール (OCT) を

使用してユーザー設定を指定します。特定の設定を強制する場合は、グループ ポリシーを使用する

必要があります。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」と「クイ

ック実行のカスタマイズの概要」を参照してください。 

Outlook のアップグレード インストールまたは初回インストール 

以前のバージョンの Outlook から Outlook 2013 にアップグレードする場合は、以前の設定を移行

するかどうか、ユーザー プロファイルを変更するかどうか、および新しいカスタマイズ オプショ

ンを使用するかどうかを検討します。既定では、セキュリティ設定を除くユーザー設定が自動的に

移行されます。Outlook 設定のカスタマイズは任意であり、既定の構成の設定を変更する場合にの

み実行します。また、Outlook では、アカウント自動構成プロセス (自動検出) を使用することによ

って新しい Outlook プロファイルを自動的に作成できます。Office 2013 を展開する場合 (MSI 展開) 

は、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、ユーザーの現在の設定を移行したり、その他

のカスタマイズを行ったりすることができます。たとえば、新しい Microsoft Exchange サーバーを

定義したり、新しい機能をカスタマイズしたりすることができます。Office 365 ProPlus を展開する

際に、既定の構成の設定を変更する必要がある場合は、グループ ポリシーまたはレジストリを使用

できます。 

Outlook をクライアント コンピューターに初めて展開する場合は、アカウント自動構成プロセス 

(自動検出) を使用して新しい Outlook プロファイルを自動的に作成する必要があります。Office 

2013 を展開する際に、既定の構成の設定を変更する必要がある場合は、OCT を使用してユーザー

のプロファイル設定を定義できます。Outlook を Office 365 ProPlus の一部として展開する場合は、

レジストリ設定を展開してプロファイル設定を定義できます。 

詳細については、以下の記事を参照してください。 

 Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

データの移行 

Office Outlook 2003、Outlook 2007、または Outlook 2010 から Outlook 2013 にアップグレードする

場合、Outlook データは移行されます。Outlook 2013 では、Office Outlook 2003 より前のバージョ

ンの Outlook および他の電子メール アプリケーションからのデータ移行はサポートされていませ

ん。 

http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb124251.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb124251.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb124251.aspx
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
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リモート ユーザーと移動ユーザー 

Outlook をカスタマイズして、リモート ユーザーと移動ユーザーのエクスペリエンスを最適化した

り、同じコンピューター上の複数のユーザー用に Outlook を設定したりすることができます。 

リモート ユーザー向けに、Outlook Anywhere (前のバージョンの Outlook では RPC over HTTP) や 

Exchange キャッシュ モードといった機能を構成できます。通信速度が遅い、または信頼性が低い

接続で Outlook を使用している場合は、これらの機能を使用することによってユーザー エクスペ

リエンスを高めることができます。Outlook Anywhere を使用すると、仮想プライベート ネットワ

ーク (VPN) 接続を使用しなくても、ユーザーがインターネットから組織内の Exchange サーバーや 

Exchange Online によって安全に接続できるように接続を構成することができます。Exchange キャ

ッシュ モードは、Office Outlook 2003 で導入された Outlook の機能です。この機能では、ユーザ

ーのメールボックスのローカル コピーが作成されます。Exchange キャッシュ モードは、すべての

構成で使用することをお勧めします。特にリモート ユーザーに使用すると効果的です。この機能を

使用することで、ユーザーは、ネットワークに接続しているかどうかに関係なく、より信頼性が高

い方法で Outlook データにアクセスできます。詳細については、「Outlook 2013 で Outlook Anywhere 

を構成する」と「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する」を参照してくだ

さい。 

複数のユーザーが同じコンピューターを共有している場合は、そのコンピューターのオペレーティ

ング システムの Windows ログオン機能を使用して、ユーザーのログオン検証を管理します。Office 

365 ProPlus で利用可能なクイック実行バージョンの Outlook を展開する場合を除いて、各ユーザ

ーは同じバージョンの Outlook を使用する必要があります。Windows インストーラーベース (MSI) 

バージョンの Outlook を展開する場合、同じコンピューターにインストールできるのは 1 つのバ

ージョンの Outlook だけです。詳細については、「サポートされるシナリオ」を参照してください。

同じコンピューターに複数の Outlook ユーザーを設定する方法については、「他のユーザーと共有

しているコンピューターで Outlook を使用する」を参照してください。 

複数言語の要件 

Office 2013 では、国際的な環境または複数言語の環境で展開するための幅広いサポートが提供され

ています。2007 Microsoft Office システムおよび Office 2010 スイートと同様に、Office 2013 製品は、

言語に依存しないコア パッケージと 1 つ以上の言語固有のパッケージで構成されています。それ

ぞれの言語バージョンに含まれている校正ツールに加えて、他の言語の校正ツールをダウンロード

して展開すると、複数言語を使用するグループがさまざまな言語でファイルを操作および編集する

ことができます。詳細については、「Office 2013 の多言語の展開を計画する」を参照してください。 

Outlook 2013 は製品全体で Unicode をサポートしているため、複数言語を使用する組織は、メッセ

ージやその他の情報を複数言語の環境でシームレスにやり取りすることができます。 

クライアントとメッセージング サーバーのプラットフォーム 

Exchange キャッシュ モードなどの Outlook 2013 の一部の機能では、メッセージング プラットフ

ォームとして Exchange Server を使用する必要があります。Outlook 2013 は以前のバージョンの 

Exchange との組み合わせでも正常に動作しますが、Outlook 2013 の一部の機能には特定バージョン

の Exchange が必要です。それだけでなく、Outlook 2013 全体で Exchange との統合がさらに進ん

http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx#BKMK_Scenarios
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA001111003.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA001111003.aspx
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でいるため、Outlook 2013 を最新バージョンの Exchange Server と組み合わせるか、Exchange Online 

を使用することをお勧めします。詳細については、「Exchange Server のさまざまなバージョンに対

する Outlook 2013 の動作」を参照してください。 

Outlook 2013 の展開をどのようにカスタマイズするかは、使用する Exchange Server のバージョン

によって異なります。現在、メッセージング サーバーとして Exchange Server を使用しており、

Exchange 2007 以降のバージョンにアップグレードしていない場合は、Outlook 2013 を展開する際

に、Exchange Server のアップグレード、または Exchange Online への移行を検討してください。

Exchange Server 2007 は、Outlook 2013 で使用可能な最も古いバージョンの Exchange Server です。 

オンプレミスの Exchange Server が存在する環境に Exchange Online を追加して混在させる計画が

ある場合は、以下の 2 つの点について考慮する必要があります。 

 プレミスをまたいで管理者の代理を指定することはできません。管理者’のアカウントが 

Exchange Online に接続している場合は、代理’のアカウントも Exchange Online にある必要があ

ります。 

 オンプレミスのアカウントは、Exchange Online に接続しているアカウントについて、“差出人

を指定して送信する” 権限を持つことはできません。 

また、オンプレミスの Exchange Server と Exchange Online では、ユーザーの認証方法が異なるこ

とにも注意してください。Exchange Online ユーザーは、ユーザー名として自身の電子メール アド

レスを入力し、さらにパスワードを入力します。ただし、ユーザーは、パスワードを一度入力する

だけで済むように、パスワードを保存することができます。 

Outlook をインストールする時期と方法の選択 

Outlook 2013 をインストールする時期と方法を選択することができます。たとえば、組織にとって

以下のどの方法が最適であるかを検討します。 

 複数のグループのユーザーについて、Outlook を段階的に、または同時にインストールもしくは

アップグレードする。 

 Outlook をスタンドアロン アプリケーションとしてインストールする。 

 Outlook を Office 2013 のインストール前、インストール中、またはインストール後にインスト

ールする。 

各組織の環境の違いにより、Outlook 2013 へのアップグレード時期についての決定も異なる可能性

があります。たとえば、Outlook のアップグレードを担当するメッセージング グループと、他の 

Outlook アプリケーションの展開を計画する別のグループがあるとします。この場合は、2 つのグ

ループ間で連携して展開するよりも、Outlook を他の Office とは別にアップグレードする方が簡単

である可能性があります。 

同じコンピューターに、MSI バージョンの Outlook 2013 と以前のバージョンの Outlook を共存さ

せることはできないことに注意してください。その一方で、クイック実行バージョンの Outlook 2013 

をインストールして、Outlook 2007 または Outlook 2010 と並行して実行することはできます。た

だし、Outlook 2013 と以前のバージョンの Outlook (Office Outlook 2003 など) をサイド バイ サイ

ド インストールすることはできません。 

http://technet.microsoft.com/library/2f26b4fe-bc02-4dcf-bd7b-3dec3854aa81(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2f26b4fe-bc02-4dcf-bd7b-3dec3854aa81(Office.15).aspx
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Outlook の設定とプロファイルのカスタマイズ 

Outlook の MSI インストールで Outlook ユーザー設定とプロファイルを処理する方法については、

以下の 2 つの方法でカスタマイズすることができます。 

 OCT で Outlook のユーザー設定を指定する。 

 新しい Outlook プロファイルおよび既存の Outlook プロファイルを管理するためのオプショ

ンを OCT で指定するか、Outlook プロファイル ファイル (.prf) を使用する。 

たとえば、既存の Outlook ユーザーの現在のプロファイルと設定を移行できるようにし、新しい 

Outlook ユーザーには既定のプロファイルと設定を定義します。また、既存のプロファイルを変更

したり、新しい Outlook ユーザー用の既定プロファイルを新しく作成したりすることもできます。

Outlook 2013 を Exchange Server 2010 や Exchange Online と組み合わせて展開する場合は、OCT ま

たは .prf ファイルを使用して、プロファイルに複数の Exchange アカウントを追加することができ

ます。 

OCT を使用して Outlook をカスタマイズする場合は、カスタマイズ .msp ファイルに選択項目と

他のインストール設定を保存します。このファイルがセットアップ中に適用されます。その後、OCT 

でファイルを開き、ファイルの新しいコピーを保存することにより、設定とプロファイル情報を更

新します。 

Outlook プロファイルを構成する方法については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール 

(OCT)」と「Outlook プロファイル (PRF) ファイルを使用して Outlook プロファイルをカスタマイ

ズする」を参照してください。これらの記事は、Exchange Online が展開されている環境にも適用さ

れます。 

Outlook 2013 のクイック実行インストールでは、グループ ポリシーまたはレジストリ キーを使用

して、Outlook 設定とプロファイルをカスタマイズすることができます。 

Outlook のサブスクリプションおよびその他の共有機能の構成 

Office Outlook 2007 や Outlook 2010 と同様に、Outlook 2013 には、新しいコンテンツ ソースを簡

単に購読し、機能を組織内外のユーザーと共有できる機能が含まれています。コンテンツ ソースに

は SharePoint Foundation 2013 および SharePoint Foundation 2013 の連絡先、タスク、予定表、ロー

カルの予定表、インターネット ベースの予定表 (iCals) などが含まれます。 

Really Simple Syndication (RSS) は、もう 1 つの共有機能です。ユーザーはこの機能を使用して、シ

ンジケート コンテンツの内部ソースまたはインターネット ベース ソース (.xml ファイル) を購

読することで、サイトで新しい情報をチェックする必要がなくなります。特定の RSS フィードや予

定表の購読をユーザーに展開したり、これらの購読やコンテンツをユーザーが共有する方法を管理

するための設定を行ったり、サーバーがユーザーのデータのコピーを更新したりする頻度を指定す

ることができます。 

Outlook をリモート デスクトップ サービス (旧称ターミナル サービ

ス) と共に使用する 

Windows Server のリモート デスクトップ サービスを使用すると、MSI バージョンの Outlook 2013 

のボリューム ライセンス コピーを 1 つだけ、リモート デスクトップ サービスが有効にされてい

http://technet.microsoft.com/library/71b4efb2-539a-49eb-935e-3222aed9f6a2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/71b4efb2-539a-49eb-935e-3222aed9f6a2(Office.15).aspx
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るコンピューターにインストールできます。ローカル コンピューターで Outlook を実行する代わ

りに、複数のユーザーがサーバーに接続して、そのサーバーから Outlook を実行します。 

リモート デスクトップ サービスで Outlook を使用する際に最適な結果が得られるようにするに

は、Outlook の構成をどのようにカスタマイズするかを検討します。たとえば、Outlook 2013 では、

リモート デスクトップ サービスで Exchange キャッシュ モードを構成することができます。ただ

し、各ユーザーのメールボックスを保存できる十分なディスク領域をリモート デスクトップ セッ

ション ホスト サーバー (ターミナル サーバー) に用意する必要があります。また、Outlook が含

まれている環境に、同じリモート デスクトップ セッション ホスト コンピューターで提供される

他のアプリケーションが存在している場合があります。詳細については、「リモート デスクトップ 

セッション ホスト環境での Exchange キャッシュ モード: 検討事項 (ホワイト ペーパー)」を参照

してください。この記事は Outlook 2010 向けですが、内容は Outlook 2013 にも適用されます。 

Outlook 用のメール アプリケーション 

Outlook 用のメール アプリは、シナリオに特化したリッチなコンテンツとサービスを Outlook 2013 

に統合するクラウド対応アプリケーションです。Outlook 用のアプリは Office ストアから入手でき

ます。エンド ユーザーの Exchange アカウントが Exchange Server 2013 にある場合、Exchange の

管理者は、それらのエンド ユーザーが特定の Outlook 用アプリを使用できるように設定すること

ができます。詳細については、「Office 2013 用アプリの概要」を参照してください。 

Outlook の古いアイテムの整理 

Outlook のメールボックスは、ユーザーがアイテムを作成および受信するに従って大きくなります。

ユーザーがメールボックスを適切に管理するためには、重要であっても使用する機会が少ない古い

アイテムを保存 (アーカイブ) できる別の場所が必要です。通常は、そのような古いアイテムをアー

カイブ フォルダーに自動的に移動し、コンテンツの期限が切れて無効になったアイテムを破棄する

のが最も便利です。Outlook 2013 の古いアイテムの整理を使用すると、この処理を自動的に管理す

ることができます。ただし、Exchange Server 2013 のメッセージング レコード管理 (MRM) (または 

Exchange Online) の個人アーカイブ機能を使用することをお勧めします。これは、この機能を使用

すると、個人用フォルダー ファイル (.pst) を使用する必要がなくなるためです。Exchange Server 

2013 または Exchange Online の個人アーカイブを使用すると、電子メールのアーカイブ フォルダ

ーがオンラインに保存されるため、ユーザーは、Outlook Web アプリを使用するか別のコンピュー

ターから Outlook 2013 を使用して、保存されたファイルにアクセスできます。ユーザーは、このク

ライアント アプリケーションのいずれかを使用して、アーカイブ メールボックスを確認したり、

プライマリ メールボックスとアーカイブの間でメッセージを移動またはコピーしたりすることが

できます。 

個人アーカイブを有効にすると、ユーザーは古いアイテムの整理を使用できなくなり、メッセージ

を保存できなくなることに注意してください。 

Exchange Server 2010、Exchange Server 2013、または Exchange Online と共に Outlook 2013 を展開す

る予定がある場合は、Outlook 2013 の古いアイテムの整理ではなく、Exchange Server の個人アーカ

イブ機能を使用することを検討してください。詳細については、「個人アーカイブについて: Exchange 

2010 のヘルプ」、「Outlook 2010 における法令遵守とアーカイブを計画する」、および Microsoft 

Exchange Online アーカイブについての説明 (英語) を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/library/1b4d1c70-1e1c-4481-ba3c-99df766c85e6(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/1b4d1c70-1e1c-4481-ba3c-99df766c85e6(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/42196647-15cf-413a-aa73-df312b25c3ac(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979795(EXCHG.140).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979795(EXCHG.140).aspx
http://technet.microsoft.com/library/9a55f94f-e22a-49df-8e2c-4a11bb52f2f5(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=218120
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=218120
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Outlook 2013 の古いアイテムの整理機能を使用する場合は、Outlook グループ ポリシー テンプレ

ート (Outlk15.adm) を使用することにより、Outlook 2013 の古いアイテムの整理をカスタマイズす

るように設定できます。また、MSI バージョンの Outlook を展開する場合は、Office カスタマイズ 

ツール (OCT) を使用して既定の構成を設定できます。この場合、ユーザーは設定を変更できます。 

Outlook データ ファイル (.pst) 

Outlook 2013 を Exchange Server 2013 または Exchange Online と組み合わせて展開する予定がある

場合は、Exchange Server 2013 メッセージング レコード管理 (MRM) (または Exchange Online) の個

人アーカイブ機能を使用することをお勧めします。これは、この機能を使用すると、Outlook デー

タ ファイル (.pst) を使用する必要がなくなるためです。Exchange Server 2013 または Exchange 

Online の個人アーカイブを使用すると、電子メールのアーカイブがオンラインに保存されるため、

ユーザーは、Outlook Web アプリを使用するか別のコンピューターから Outlook 2013 を使用して、

保存されたファイルにアクセスできます。ユーザーは、このクライアント アプリケーションのいず

れかを使用して、アーカイブ メールボックスを確認したり、プライマリ メールボックスとアーカ

イブの間でメッセージを移動またはコピーしたりすることができます。詳細については、「個人ア

ーカイブについて: Exchange 2010 のヘルプ」、「Outlook 2010 における法令遵守とアーカイブを計

画する」、および Microsoft Exchange Online アーカイブについての説明 (英語) を参照してくださ

い。 

Outlook 2013 を Exchange Server 2007 と組み合わせて展開する予定がある場合は、.pst ファイルが

ローカル (推奨) またはネットワーク共有に保存されるように設定できます。ほとんどのシナリオで

は、.pst ファイルをネットワーク共有に保存することはできません。ネットワークの帯域幅が大き

く、信頼性が高い場合にのみ、.pst ファイルをネットワーク共有に保存することを検討してくださ

い。ユーザーの .pst ファイルがネットワーク共有に保存されている場合、ユーザーのネットワーク

接続が失われると、保存していない変更が失われて Outlook のエクスペリエンスが低下することが

あります。 

Outlook のアイテム保持ポリシー 

アイテム保持ポリシーを設定することにより、ユーザーは、文書の保持について組織が定めたアイ

テム保持ポリシーのガイドラインを遵守することができます。Outlook 2013 でグループ ポリシーを

使用して、古いアイテムの整理に基づいたアイテム保持設定を展開することはできません。アイテ

ム保持ポリシーを展開する必要がある場合は、Exchange Server のメッセージング レコード管理 

(MRM) の使用を検討してください。詳細については、「メッセージング レコード管理について: 

Exchange 2010 のヘルプ」と「Outlook 2010 における法令遵守とアーカイブを計画する」を参照し

てください。 

Outlook のセキュリティとプライバシーの考慮事項 

Outlook は、セキュリティとプライバシーに関する多くの機能を備えています。以降のセクション

では、これらの機能の一部について説明します。Outlook 2013 でのセキュリティとプライバシーの

計画方法については、「Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を選択する」を参照してくださ

い。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979795(EXCHG.140).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979795(EXCHG.140).aspx
http://technet.microsoft.com/library/9a55f94f-e22a-49df-8e2c-4a11bb52f2f5(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/9a55f94f-e22a-49df-8e2c-4a11bb52f2f5(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=218120
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd335093(EXCHG.140).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd335093(EXCHG.140).aspx
http://technet.microsoft.com/library/9a55f94f-e22a-49df-8e2c-4a11bb52f2f5(Office.15).aspx
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ユーザーのためにウイルスと迷惑メール メッセージを制限する 

Outlook 2013 には、ウイルスの拡散を最小限に抑え、ユーザーが迷惑メールを受け取らないように

するための機能があります。 

Outlook 2007 および Outlook 2010 と同様に、Outlook 2013 では、グループ ポリシーを使用するこ

とにより、組織のニーズを満たすようにウイルス対策とその他のセキュリティ設定を行うことがで

きます。また、以前のリリースの Outlook と同様、Outlook セキュリティ テンプレートを使用し

て設定を行うこともできます。たとえば、これらの設定方法のいずれかを使用して、電子メール メ

ッセージ内でブロックするファイルの種類の一覧を変更することができます。 

また、ウイルスが Outlook アドレス帳 (OAB) を使用して拡散されるのを防止する Object Model 

(OM) Guard が更新されています。これにより、Outlook によって最新のウイルス対策ソフトウェア

が確認され、OAB へのアクセス警告および Outlook の他のセキュリティ警告を表示するタイミン

グを決定することができます。 

Outlook 2013 には、ユーザーが受け取る迷惑メール メッセージの数を減らすための機能がいくつか

用意されています。その中には迷惑メール フィルターが含まれています。これは、以前のバージョ

ンの Outlook でメールをフィルターするために使用されていたルールに代わるものです。フィルタ

ーによって検出されたメッセージは、[迷惑メール] フォルダーに移動します。これらのメッセージ

は、後から表示したり削除したりすることができます。 

迷惑メール送信者は、グラフィック画像などの外部コンテンツを含む Web ビーコンを HTML 電子

メール メッセージに埋め込むことがあります。ユーザーがその電子メールを開くか表示すると、

Web ビーコンによってその電子メール アドレスが有効であることが確認されます。これにより、

ユーザーが多くの迷惑メール メッセージを受け取る可能性がさらに高くなります。Outlook 2013 で

は、外部サーバーからの画像の自動ダウンロードが既定でブロックされるため、ユーザーが迷惑メ

ールのターゲットとなる可能性が低くなります。 

また、Outlook 2013 では、フィッシング メール メッセージや虚偽のドメイン名によって発生する

問題を防止することができます。Outlook では、フィッシング メール メッセージが既定で除外処

理されます。これらのメッセージは安全に見えますが、ユーザーの銀行口座番号やパスワードなど

の個人情報を取得しようとします。また、Outlook では、電子メール アドレスのドメイン名が疑わ

しい場合に警告を表示して、虚偽のユーザーからの電子メール メッセージを受信しないようにする

こともできます。Outlook 2013 は、電子メール アドレスの国際化ドメイン名 (IDN) をサポートし

ています。IDN を使用すると、オンラインの英語ではなく、ユーザーのネイティブ言語でドメイン

名を登録して使用することができます。IDN がサポートされているため、フィッシング攻撃者は同

形異義語攻撃を行うことが可能になります。この攻撃を行う者は、英語だけでなく他の言語のアル

ファベット文字を使用して外見上よく似たドメイン名を作成し、安全な Web サイトにアクセスし

ているとユーザーを勘違いさせようとします。 

詳細については、「Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を選択する」と「Outlook 2010 で迷

惑メールの制限を計画する」を参照してください。 

Outlook の暗号機能の構成 

Outlook には、セキュリティを強化した電子メール メッセージをインターネットまたはローカル 

イントラネットを介して送受信するための暗号化機能があります。Outlook 2013 の展開時に機能を

カスタマイズして、組織に適した暗号化オプションを設定できます。 

http://technet.microsoft.com/library/0f5ba39c-0d39-4ffc-be4d-1222ddb63769(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0f5ba39c-0d39-4ffc-be4d-1222ddb63769(Office.15).aspx
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また、電子メール メッセージのセキュリティを強化する追加機能を実装することもできます。たと

えば、組織のセキュリティ ポリシーに合ったセキュリティ ラベルを指定できます。社外に送信ま

たは転送することを禁止する電子メール メッセージに適用するセキュリティ ラベルとして、"内部

使用のみ" ラベルを実装することが考えられます。 

詳細については、「Outlook 2010 での電子メール メッセージングの暗号化を計画する」を参照して

ください。 

電子メール メッセージに対するアクセス許可の制限 

Information Rights Management (IRM) を使用すると、許可されていないユーザーによって機密の電子

メール メッセージやその他の Office コンテンツ (ドキュメント、ワークシートなど) が転送、編集、

またはコピーされるのを避けることができます。Outlook 2013 のユーザーは、IRM を使用して電子

メール メッセージに "転送不可" とマークすることで、受信者がそのメッセージを転送、印刷、ま

たはコピーする権限を自動的に制限することができます。さらに、組織のニーズに合わせてカスタ

マイズされた Office 全体の IRM 権限ポリシーを定義して、ユーザーが電子メール メッセージやそ

の他の Office ドキュメントを使用する際に適用される新しい権限ポリシーを展開することができ

ます。詳細については、「Office 2013 の Information Rights Management を計画する」を参照してく

ださい。 

Outlook 2013 で使用できる電子メールのプロトコルとサーバー 

Outlook 2013 は、多くの電子メール サーバーおよび電子メール サービスと組み合わせて使用でき

ます。Outlook でサポートされている主な電子メール サーバーと電子メール サービスは以下のと

おりです。 

 簡易メール転送プロトコル (SMTP)。 

 Post Office Protocol 3 (POP3)。 

 Internet Mail Access Protocol Version 4 (IMAP4)。 

 Exchange Server (2007 以降のバージョン) で使用可能な MAPI。 

 Outlook.com (Hotmail) などのサービスに接続してメール、予定表、連絡先、およびタスクにア

クセスするための Exchange Active Sync。 

 その他のメッセージング ソースおよび情報ソース (Hewlett-Packard OpenMail など)。これらの

追加的なサービス プロバイダーを使用するには、Outlook 2013 で MAPI 拡張インターフェイス

を使用する必要があります。 

ユーザーは、電子メール サーバーに接続することなく、Outlook 2013 の連絡先、タスク、および予

定表の機能を使用できます。 

Outlook の以前のバージョンからのアップグレード 

以前の Outlook インストールに上書きして、Outlook 2013 をインストールすることができます。他

の Office 2013 アプリケーションと同様に、Office Outlook 2003 以降のバージョンから Outlook 2013 

にアップグレードすると、レジストリに保存されているユーザー設定が移行されます。ユーザーの

http://technet.microsoft.com/library/7160c820-c3cd-45ce-ad56-7a7bd444dc75(Office.15).aspx


 

176 

 

コンピューターに MAPI プロファイルが既に存在する場合は、通常、そのプロファイルを引き続き

使用するように展開を構成することができます。 

同じコンピューターに、MSI バージョンの Outlook 2013 と以前のバージョンの Outlook を共存さ

せることはできません。その一方で、クイック実行バージョンの Outlook 2013 をインストールして、

Outlook 2007 または Outlook 2010 と並行して実行することはできます。ただし、Outlook と以前の

バージョンの Outlook (Office Outlook 2003 など) をサイド バイ サイド インストールすることは

できません。ユーザーが Outlook 2007 または Outlook 2010 と Outlook 2013 を並行して実行する

必要がある場合は、クイック実行バージョンの Outlook 2013 を展開するか、アプリケーション仮想

化を使用して Outlook 2013 を展開します。 

以前のバージョンの Outlook からユーザーをアップグレードする場合は、ユーザー プロファイル

の構成方法について決定すること、Exchange キャッシュ モードに関する問題について検討するこ

と、および FAX やフォームの変更に注意することが必要です。 

機能の変更および移行に関する考慮事項の概要については、「Outlook 2013 の新機能」および「Office 

2013 での変更点」を参照してください。 

Exchange キャッシュ モードを有効にして Office 2013 にアップグレ

ードする 

Office Outlook 2003、Office Outlook 2007、または Outlook 2010 で現在 Exchange キャッシュ モー

ドを有効にしているユーザーは、簡単にアップグレードすることができます。Exchange キャッシュ 

モード設定を変更しない場合は、Outlook 2013 でも同じ設定が保持されます。 

既定では、Outlook 2013 をインストールする際に、新しい圧縮版の Outlook データ ファイル (.ost) 

が作成されます。この新しい圧縮版の .ost は、以前のバージョンの Outlook で作成された .ost フ

ァイルのサイズよりも最大で 40% 小さくなります。Outlook 2013 で新しい圧縮版の Outlook デー

タ ファイル (.ost) が作成されないようにするには、Outlook グループ ポリシー テンプレート 

(Outlk15.admx) を使用して [アップグレード時に新しい OST ファイルを作成しない] ポリシーを有

効にします。この設定は、User Configuration\Administrative Templates\Microsoft Outlook 2013\Account 

Settings\Exchange にあります。 

Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードには、Exchange ファスト アクセスと同期スライダー

という 2 つの新機能があります。Exchange ファスト アクセスは、オンライン モードの即時アク

セスとオフラインの機能、および Exchange キャッシュ モードの堅牢な同期機能が結合されたもの

です。この機能は、ローカルでデータを同期するときに、ユーザーがそれに気付く程度の時間がか

かる状況 (初期同期時や、休暇明けに再開する場合など) で特に便利です。Outlook 2013 を初めて開

始すると、最新の電子メール メッセージと最新の予定表がすぐに表示されます。Outlook 2013 では、

ユーザーのエクスペリエンスに影響を与えることなく、アイテムがバックグラウンドでキャッシュ

に保存されます。 

Outlook 2013 では、同期スライダーを使用することにより、ローカルに Outlook データ ファイル 

(.ost) で同期される電子メール メッセージを制限することができます。Exchange キャッシュ モー

ドが有効になっている場合、Outlook 2013 の既定では、過去 12 か月間の電子メール メッセージの

みがキャッシュに保存され、それよりも古いメッセージはローカル キャッシュから削除されます。

ローカル キャッシュから削除されたメッセージを表示するには、フォルダー内で電子メール リス

トの最後までスクロールして、メッセージ [ここをクリックして Microsoft Exchange で詳細を表示] 

http://technet.microsoft.com/library/97a37b3c-972b-4cea-be0b-6a5ff2a1f9bb(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0dee24b3-09af-485b-b5ed-d4b879dcc8f6(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0dee24b3-09af-485b-b5ed-d4b879dcc8f6(Office.15).aspx
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をクリックします。また、ユーザーは、オフラインで保持する電子メール メッセージの数を変更す

ることもできます。IT 管理者は、電子メール メッセージを保存する既定の期間を変更したり、指

定した期間を経過した電子メール メッセージをローカル キャッシュから強制的に削除したりする

ことができます。それには、グループ ポリシーまたは Office カスタマイズ ツールを使用して、

[Exchange キャッシュ モードの同期設定] を設定します。詳細については、「Outlook 2013 の 

Exchange キャッシュ モードの設定」を参照してください。 

Exchange キャッシュ モード計画時のその他の考慮事項については、「Outlook 2013 で Exchange キ

ャッシュ モードの展開を計画する」を参照してください。 

Outlook のアップグレードを計画する際のその他の考

慮事項 

アップグレードを準備する際に、以下の質問に回答する必要があります。 

 データ損失防止、統合された電子メール アーカイブ、権限の集中管理、複数の Exchange アカ

ウントのサポート、メール ヒント、ポリシーに関するヒント、ボイス メールのプレビュー、

保護されたボイス メールなどの機能を活用するために、Exchange Server 2010 へのアップグレ

ード、または Exchange Online への移行は必要ですか。詳細については、Microsoft Exchange に

関するページ (英語) および「Exchange Server のさまざまなバージョンに対する Outlook 2013 

の動作」を参照してください。 

 アップグレード時に、Outlook ユーザー プロファイルを変更する必要はありますか。たとえば、

Exchange Online などの新しい Exchange Server を定義したり、Outlook 2013 の新機能を有効に

したりする可能性があります。MSI バージョンの Outlook 2013 で Outlook プロファイルをカ

スタマイズする方法については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」および

「Outlook 2013 の機能のカスタマイズを計画する」を参照してください。これらの記事は、

Exchange Server 2007 や Exchange Server 2010 と組み合わせて使用する Outlook 2013 にも適用

されます。 

 既存インストールのバックアップをどのように作成して保存すればいいですか。新しいリリー

スにアップグレードする前に、既存のデータをバックアップすることをお勧めします。Outlook 

ファイルのバックアップ方法については、「Microsoft Outlook 個人用フォルダー バックアップ 

ツールを使用する」を参照してください。 

 ユーザーはどのようにして Office 2013 の新しいインターフェイスと機能を学べますか。詳細に

ついては、「Office 2013 のユーザーの準備」を参照してください。 

 廃止された機能、新機能、または変更された機能はアップグレードの時期と方法に影響します

か。以前のバージョンの Outlook からの変更点の一覧については、「Office 2013 での変更点」

を参照してください。 

 環境内の Outlook アドインを評価および修復する必要はありますか。 

 Outlook 2013 では、アドインに高速シャットダウン プロセスが適用されます。このシャッ

トダウン プロセスにより、ユーザーが Outlook を終了した後もアドインがリソースを保持

し続けることで大幅な遅延が発生するのを避けることができます。この変更は一部の既存ア

ドインに悪影響を与える可能性があります。その場合、アドイン ベンダーと IT 管理者は 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102821311.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102821311.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=163579
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=163579
http://technet.microsoft.com/library/2f26b4fe-bc02-4dcf-bd7b-3dec3854aa81(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2f26b4fe-bc02-4dcf-bd7b-3dec3854aa81(Office.15).aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010075802.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010075802.aspx
http://technet.microsoft.com/library/46c00390-4dd5-4665-a517-993596b9600e(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0dee24b3-09af-485b-b5ed-d4b879dcc8f6(Office.15).aspx
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Outlook を標準のアドイン シャットダウン プロセスに戻すことで、そのような悪影響を解

消することができます。新しいシャットダウン プロセスの詳細については、「Outlook 2010 

でのシャットダウンの変更」を参照してください。アドインの評価と修復の詳細については、

「Office 2013 での互換性」を参照してください。 

 Outlook 2013 では、Exchange クライアント拡張機能 (ECE) は読み込まれません。アーカイ

ブ ソリューションやセキュリティ ソリューションなどの一部のサードパーティ製アプリ

ケーションは ECE を使用しているため、Outlook 2013 用に更新する必要があります。詳細

については、「Exchange クライアント拡張機能の廃止予定についての発表 (英語)」を参照

してください。 

 64 ビット版の Outlook 2013 をインストールする場合は、Outlook 用の 32 ビット版 MAPI 

アプリケーション、アドイン、およびマクロを 64 ビット版に更新する必要があります。詳

細については、「Office 2013 の 64 ビット版」、「32 ビット版および 64 ビット版プラッ

トフォームで MAPI アプリケーションを構築する (英語)」、および「32 ビット版および 64 

ビット版システムで Outlook 2010 ソリューションを開発する (英語)」を参照してください。 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する 

Office 2013 での変更点 

Outlook 2013 の新機能 

Microsoft Exchange Online についてのページ (英語) 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee720183(office.14).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee720183(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/f1a9a3c6-a3d3-44c6-aec8-14cd834ebaeb(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=203888
http://technet.microsoft.com/library/faab55b2-bb6c-4636-811e-24f6939548d1(Office.15).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd941355.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd941355.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg549122(office.14).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg549122(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0dee24b3-09af-485b-b5ed-d4b879dcc8f6(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/97a37b3c-972b-4cea-be0b-6a5ff2a1f9bb(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=218118
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Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードま

たはオンライン モードを選択する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Outlook 2013 の展開に使用する Exchange 接続モードを 2 つから選択する方法について学習

します。 

適用対象: Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Outlook 2013 は、Exchange キャッシュ モードとオンライン モードという 2 種類の基本的な接続

モードで、Exchange Server コンピューターに接続します。この記事では、ご使用の環境にどちらの

接続モードが適しているかを説明します。 

この記事の内容: 

 Exchange キャッシュ モードとオンライン モードの概要 

 Exchange キャッシュ モードとオンライン モードの選択 

 Exchange キャッシュ モードによる Outlook のユーザー エクスペリエンスの向上 

 Exchange キャッシュ モードの有効性を損なう恐れがある Outlook の機能 

Exchange キャッシュ モードとオンライン モードの概

要 

Outlook 2013 アカウントを Exchange キャッシュ モードを使用するように構成すると、Outlook 

2013 は、ユーザーのコンピューター上にあるオフライン データ ファイル (.ost ファイル) に格納

されているユーザーの Microsoft Exchange メールボックスのローカル コピーとオフライン アドレ

ス帳 (OAB) に基づいて動作します。このキャッシュされたメールボックスと OAB は、Exchange 

Server コンピューターから定期的に更新されます。 

Exchange キャッシュ モードは、ユーザーのオンライン/オフライン エクスペリエンスを向上させ

るために Outlook 2003 に導入されました。Exchange キャッシュ モードを使用すると、ユーザーは 

Outlook の操作を中断することなく、接続された環境と切断された環境の間を移動できます。また、

ユーザーは、Outlook の使用中、ネットワークの待ち時間や接続の問題の影響を受けずに済みます。 

一方、オンライン モードは、情報をサーバーから直接使用して動作します。Outlook で新しい情報

が必要になると、要求がサーバーに送信され、情報が表示されます。メールボックスのデータはメ

モリにキャッシュされるだけで、ディスクには書き込まれません。 

ユーザーは、アカウントのセットアップ時、またはアカウント設定を変更することで、Exchange キ

ャッシュ モードまたはオンライン モードを選択できます。また、Office カスタマイズ ツール 

(OCT) またはグループ ポリシーを使用してモードを展開することもできます。 
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Exchange キャッシュ モードとオンライン モードの選

択 

Exchange キャッシュ モードを使用する状況 

Exchange キャッシュ モードは、Outlook 2013 で主に使用される構成です。この記事で後述する「オ

ンライン モードを使用する状況」で具体的に示されている状況を除いて、常にこのモードを使用す

ることをお勧めします。 

ほとんどのユーザー構成で Exchange キャッシュ モードをお勧めしますが、このモードは、特に次

のようなユーザーに有効です。 

 接続と切断を頻繁に繰り返すポータブル コンピューター ユーザー。 

 オフラインまたは接続がない環境で頻繁に作業するユーザー。 

 Exchange Server コンピューターへの接続の遅延が大きい (500 ミリ秒を超える) ユーザー。 

オンライン モードを使用する状況 

オンライン モードは、Microsoft Exchange に接続する従来の方法です。この構成は、Outlook 2013 で

全面的にサポートされています。オンライン モードは、Exchange キャッシュ モードの動作が不要

な特定のシナリオで有効です。たとえば、次のようなシナリオがあります。 

 特定のコンピューター上の多数のユーザーがそれぞれ異なる Outlook アカウントにアクセスし、

電子メール メッセージをローカル キャッシュにダウンロードし、遅延が許されない “キオス

ク” シナリオ。 

 ローカルへのデータの保存が許されない、厳しく規制されたコンプライアンス環境やセキュリ

ティで保護された環境。このような環境では、Exchange キャッシュ モードに加えて、暗号化

ファイル システム (EFS) や BitLocker もソリューション候補として評価することをお勧めしま

す。 

 メールボックスが巨大で、コンピューターのハード ディスク領域がメールボックスのローカル 

コピーを保存するには不十分である場合。 

 メールボックスが巨大で (25 GB を超える)、Exchange キャッシュ モードではパフォーマンス

に関する考慮事項が問題となる場合。 

 Outlook 2013 を実行する仮想環境またはリモート デスクトップ サービス (ターミナル サービ

ス) 環境で、ディスク サイズまたはディスク入出力 (I/O) の制限のために Exchange キャッシ

ュ モードを希望の規模で実行できない場合。 

巨大なメールボックスを扱う場合は、Exchange ファスト アクセスと同期スライダーを有効にして 

Exchange キャッシュ モードを使用することで、ローカル データ ファイルのサイズを低減できま

す。Outlook 2013 では、同期スライダーを使用することにより、ローカルに Outlook データ ファ

イル (.ost) で同期される電子メール メッセージを制限することができます。Exchange キャッシュ 

モードが有効になっている場合、Outlook 2013 の既定では、過去 12 か月間の電子メール メッセー

ジのみがキャッシュに保存され、それよりも古いメッセージはローカル キャッシュから削除されま
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す。電子メール メッセージは、ローカル キャッシュから削除した後も表示できます。削除済みの

電子メール メッセージを表示するには、フォルダー内で電子メール リストの最後までスクロール

し、メッセージ [ここをクリックして Microsoft Exchange で詳細を表示] をクリックします。詳細

については、「Exchange キャッシュ モードにおける同期、ディスク容量、およびパフォーマンス

の考慮事項」を参照してください。 

扱っているメールボックスが巨大で、パフォーマンスに関する考慮事項が Exchange キャッシュ モ

ードで問題となる場合は、「Outlook でのパフォーマンスの問題のトラブルシューティング」を参

照してください。 

Exchange キャッシュ モードの特別な考慮事項 

Outlook 2013 は、複数のユーザーが存在するリモート デスクトップ サービス (ターミナル サービ

ス) 環境での Exchange キャッシュ モードの実行をサポートしています。リモート デスクトップ 

サービス (ターミナル サービス) を実行するコンピューターを Exchange キャッシュ モードを使

用するように構成する場合は、複数のクライアント アクセスに対応するために必要になる追加のス

トレージ容量とディスク I/O について検討する必要があります。 

既定では、リモート デスクトップ サービス (ターミナル サービス) を実行するコンピューター上

に設定した Exchange アカウントは、オンライン モードを使用します。設定時、ユーザーは、

Exchange キャッシュ モードを有効にするかどうかを指定できます。また、この設定は、Office カ

スタマイズ ツールまたはグループ  ポリシーの [新規および既存の Outlook プロファイルで 

Exchange キャッシュ モードを使用する] オプションを使用して制御することもできます。 

帯域幅が非常に狭い環境では、電子メール ヘッダーとメッセージ本文の 256 文字のプレビューの

みをダウンロードするように Exchange キャッシュ モードを構成することが考えられます。詳細に

ついては、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する」を参照してください。 

Exchange キャッシュ モードが構成されている場合でも、一部の操作は Outlook 2013 がサーバーに

直接接続している状態で実行する必要があります。これらの操作は、Outlook が接続されていない

場合は機能しません。また、高遅延接続では完了に時間がかかる場合があります。こうした操作に

は、以下のようなものがあります。 

 オフラインでは使用できないようにされている共有フォルダーの操作。詳細については、「共

有フォルダーのオフライン利用を構成する」を参照してください。 

 空き時間情報の取得 

 不在時自動応答メッセージの設定、変更、または取り消し 

 パブリック フォルダーへのアクセス 

 権利で保護されたメッセージに対する権利の取得 

 ルールの編集 

 メール ヒントの取得 

 ポリシー ヒントの取得 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262001
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc755136.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc755136.aspx
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Exchange キャッシュ モードによる Outlook のユーザ

ー エクスペリエンスの向上 

Exchange キャッシュ モードの使用には、主に次のような利点があります。 

 ネットワークやサーバーの接続に関する問題をユーザーが回避できます。 

 オンラインとオフラインの切り替えをモバイル ユーザーが容易に行えます。 

ユーザーのメールボックスと OAB をローカルにキャッシュすることで、Outlook は、ユーザーの

情報にアクセスするために常時ネットワークに接続している必要がなくなりました。接続が確立さ

れている間、Outlook は、ユーザーのメールボックスを継続的に更新し、メールボックスが最新の

状態に保たれるようにします。たとえば、ノート PC などのポータブル コンピューターをドッキン

グ ステーションから取り外すなどして、ユーザーがネットワークから切断された場合でも、最新情

報を自動的にオフラインで入手できます。 

Outlook 2013 では、Exchange キャッシュ モードで使用できる新機能として Exchange ファスト ア

クセスが提供されています。これは、オンライン モードの即時アクセスとオフラインの機能、およ

び Exchange キャッシュ モードの堅牢な同期機能が結合したものです。Exchange キャッシュ モー

ドが有効になっている場合に、ユーザーが初めて Outlook 2013 を起動すると、最新の電子メール メ

ッセージと最新の予定表情報がオンライン モードと同じように直ちに表示されます。Outlook 2013 

は、ユーザーのメールボックスのローカル コピーをバックグラウンドでキャッシュして、ユーザー

が操作性に影響を受けることなくオフラインで使用できるように準備します。これは、特に、ロー

カルでデータを同期するとユーザーがそれに気付く程度の時間がかかる状況 (初回同期時、再開時、

休暇明けの再開時など) で役立ちます。 

Exchange キャッシュ モードでは、メールボックスのローカル コピーを使用することでユーザー 

エクスペリエンスが向上するのに加えて、サーバーとの接続を介して送信されるデータの種類と量

も最適化されます。たとえば、Office カスタマイズ ツールで [低速回線接続ではヘッダーのみをダ

ウンロードする] を設定した場合、Outlook では、接続を介して送信されるデータの種類と量が変更

されます。 

 メモ: 

Outlook は、ユーザーのコンピューターのネットワーク アダプターの速度を調べて、オペ

レーティング システムによって提供されているユーザーの接続速度を判定します。報告さ

れたネットワーク アダプターの速度が 128 KB 以下の場合は、低速な接続と定義されます。

状況によっては、ネットワーク アダプターの速度がユーザーのデータ スループットを正確

に反映しない場合があります。このような状況での Outlook の動作の調整については、

「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する」の「体感的に低速な接

続に対する Outlook の動作の管理」を参照してください。 

Outlook は、たとえば、会社のローカル エリア ネットワーク (LAN) から切断し、オフラインにな

り、その後、低速なダイヤルアップ接続を介してサーバーとの接続を再確立する、というような接

続環境の変化に対して、さまざまなレベルの最適化を提供することで対応することができます。

Exchange Server への接続の種類 (LAN、ワイヤレス、携帯電話、オフライン接続など) が変更され

た場合、遷移はシームレスに行われ、設定を変更したり Outlook を再起動したりする必要はありま

せん。 
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たとえば、あるユーザーが職場でポータブル コンピューターを使用しており、ネットワーク ケー

ブルを介して企業 LAN に接続しているとします。この状況では、ユーザーは、添付ファイルも含

めて、ヘッダーとすべてのアイテムにアクセスできます。また、Exchange Server を実行するコンピ

ューターに素早くアクセスして更新することもできます。ユーザーがポータブル コンピューターを 

LAN から切断すると、Outlook は "接続中" モードに切り替わります。ユーザーは Outlook 内のデ

ータを使用して、中断なしに作業を継続できます。ユーザーがワイヤレス アクセスを利用できる場

合は、Outlook はサーバーへの接続を再確立することができ、その後、元の "接続済み" モードに切

り替わります。 

その後ユーザーがダイヤルアップ接続を介して Exchange Server コンピューターに接続すると、

Outlook は接続が低速であることを認識し、ダウンロードをヘッダーに限定し OAB の更新を停止

することで、その低速な接続に対して自動的に最適化します。また、Outlook 2013、Outlook 2010、

および Office Outlook 2007 では、接続を介して送信されるデータの量を減らす最適化機能も提供さ

れています。このシナリオで、ユーザーが設定を変更したり Outlook を再起動したりする必要はあ

りません。 

また、Outlook 2013 には "パスワードの入力が必要です" モードもあります。"パスワードの入力が

必要です" メッセージは、Outlook が切断された状態で、接続するためのユーザー資格情報が必要な

ときに表示されます。たとえば、ユーザーが資格情報の認証ダイアログ ボックスで [キャンセル] を

クリックした場合です。Outlook が切断され、しかしオフラインにはなっていないときに、ユーザ

ー起動操作 (リボンの [送受信] または [パスワードの入力] ボタンをクリックするなど) が実行さ

れると、Outlook はパスワードの入力を求めるメッセージを再度表示し、ユーザーが正しく認証さ

れて接続されるまで、"接続中" のメッセージを表示します。 

Exchange キャッシュ モードの有効性を損なう恐れが

ある Outlook の機能 

Outlook の機能の一部は、ネットワーク アクセスを必要としたり Exchange キャッシュ モード機

能を考慮したりしないので、Exchange キャッシュ モードの有効性が損なわれます。Exchange キャ

ッシュ モードを使用することの最大の利点は、ユーザーがネットワークやサーバーの接続に関する

問題を回避できる点です。ネットワーク アクセスに依存する機能は、Exchange キャッシュ モード

を使用している場合には通常発生しないような応答速度の低下を Outlook で発生させる可能性が

あります。 

次の機能は、ネットワーク アクセスに依存する場合があり、Exchange Server のデータに高速で接

続できない場合は、Outlook が遅延する可能性があります。 

 フォルダーがローカルにキャッシュされていない場合の代理人アクセス (ローカル キャッシュ

が既定)。 

 ローカルにキャッシュされていない別のユーザーの予定表またはフォルダーを開く (ローカル 

キャッシュが既定)。 

 キャッシュされていないパブリック フォルダーの使用。 

詳細については、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する」の「Outlook フ

ォルダー共有の管理」を参照してください。 
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Exchange キャッシュ モードを展開する場合は、次の機能、または機能の組み合わせを無効にする

か実装しないことをお勧めします。 

 電子メール メッセージのデジタル署名を持つトースト通知: Outlook は、サーバーをチェックし

てデジタル署名を検証する必要があります。既定では、ユーザーの受信トレイに新しいメッセ

ージが届くと、Outlook は電子メール メッセージの一部を含むトースト通知を表示します。ユ

ーザーがトースト通知を選択して署名付き電子メール メッセージを開くと、Outlook はネット

ワーク アクセスを使用して、メッセージの署名が有効かどうかを確認します。 

 複数のアドレス帳コンテナー: アドレス帳には、通常、グローバル アドレス一覧 (GAL) とユー

ザーの連絡先フォルダーが含まれています。組織によっては GAL のサブセットを構成すること

があり、このサブセットはアドレス帳に表示されます。このサブセットのアドレス帳は、アド

レス帳の検索順序を定義するリストに含めることもできます。サブセットのアドレス帳が検索

順序リストに含まれていると、Outlook は、ユーザーが作成する電子メール メッセージ内の名

前を解決するために、毎回ネットワークにアクセスしてこれらのアドレス帳をチェックしなけ

ればならない可能性があります。 

一部の Outlook アドインは、Exchange キャッシュ モードに影響を与える可能性があります。アド

インの一部は、オブジェクト モデルを使用することによって Outlook データにアクセスして、

Exchange キャッシュ モードの [ヘッダーのみをダウンロードする] および [低速回線接続ではヘ

ッダーのみをダウンロードする] 設定によって実行されるはずの機能を回避することがあります。

たとえば、Microsoft ActiveSync テクノロジを使用してハンドヘルド コンピューターを同期すると、

低速回線接続でも、ヘッダーだけでなく Outlook アイテム全体がダウンロードされます。また、1 回

限りのアプリケーションでは、使用される同期の種類の効率性が低いため、Outlook でアイテムを

ダウンロードする場合よりも更新処理の速度が低下します。 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する 
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Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの

展開を計画する 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画します。 

適用対象: Outlook 2013 | Exchange 2013 | Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Outlook 2013 では、Exchange Server コンピューターに接続する際、Exchange キャッシュ モードと

オンライン モードという 2 種類の基本的な接続モードが用意されます。Exchange キャッシュ モ

ードは、Outlook 2013 で主に使用される構成です。記事「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モ

ードまたはオンライン モードを選択する」の「オンライン モードを使用する状況」で特に示され

ている状況を除き、すべての状況でこのモードを使用することをお勧めします。 

この記事では、新しい Exchange キャッシュ モード機能、Exchange ファスト アクセスと同期スラ

イダー、および新しい Outlook 圧縮データ ファイル (.ost) 形式に関する情報も含めて、Outlook 

2013 での Exchange キャッシュ モードの展開に関する計画の考慮事項および設定について説明し

ます。 

この記事の内容: 

 Exchange キャッシュ モードにおける同期、ディスク容量、およびパフォーマンスの考慮事項 

 体感的に低速な接続に対する Outlook の動作の管理 

 Exchange キャッシュ モードの展開をステージングするためのオプション 

 Exchange キャッシュ モードの現行ユーザーの Outlook 2013 へのアップグレード 

 Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定 

Exchange キャッシュ モードにおける同期、ディスク容

量、およびパフォーマンスの考慮事項 

Exchange キャッシュ モードではユーザーの Exchange メールボックスのローカル コピーが使用

されるので、場合によっては組織全体または特定のユーザー グループの Exchange キャッシュ モ

ードのパフォーマンスを向上させることができます。たとえば、リモートで作業するユーザーの 

Exchange キャッシュ モードのパフォーマンスを向上させることができます。 

Outlook 2013 における同期の変更 

Outlook 2013 では、Exchange キャッシュ モードで、Exchange ファスト アクセスと同期スライダ

ーという 2 つの新機能を使用できます。Exchange ファスト アクセスは、特に、ローカルでデータ

を同期するとユーザーがそれに気付く程度の時間がかかる状況 (初回同期時、再開時、休暇明けな

ど) で、オンライン モードのインスタントアクセスと、Exchange キャッシュ モードのオフライン
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機能および堅牢な同期機能とを結合した機能です。Outlook 2013 を初めて開始すると、最新の電子

メール メッセージと最新の予定表がすぐに表示されます。Outlook 2013 は、ユーザーがオフライン

で使用できるようにアイテムをバックグラウンドでキャッシュし、ユーザーの操作に影響を与える

ことはありません。 

Outlook 2013 では、同期スライダーを使用することにより、ローカルに Outlook データ ファイル 

(.ost) で同期される電子メール メッセージを制限することができます。Exchange キャッシュ モー

ドが有効になっている場合、Outlook 2013 の既定では、過去 12 か月間の電子メール メッセージの

みがキャッシュに保存され、それよりも古いメッセージはローカル キャッシュから削除されます。

ローカル キャッシュから削除されたメッセージを表示するには、フォルダー内で電子メール リス

トの最後までスクロールして、メッセージ [ここをクリックして Microsoft Exchange で詳細を表示] 

をクリックします。また、ユーザーは、オフラインで保持する電子メール メッセージの数を変更す

ることもできます。IT 管理者は、電子メール メッセージを保存する既定の期間を変更したり、指

定した期間を経過した電子メール メッセージをローカル キャッシュから強制的に削除したりする

ことができます。それには、グループ ポリシーまたは Office カスタマイズ ツールを使用して、

[Exchange キャッシュ モードの同期設定] を設定します。詳細については、この記事で後述する

「Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定」を参照してください。 

Outlook データ ファイル (.ost) の推奨事項 

Outlook 2013 の展開の一環として、使用するモードをオンライン モードから Exchange キャッシュ 

モードへ切り替える場合、ユーザーのローカルの .ost ファイルのサイズが Exchange Server で報告

されたメールボックスのサイズよりも 50 ～ 80% 大きくなる場合があることに注意してください。

Exchange キャッシュ モードのデータをローカルに格納するために Outlook が使用するファイル

形式は、サーバー データのファイル形式よりもスペース効率が劣ります。そのため、Exchange キ

ャッシュ モードでローカル コピーを提供するためにメールボックスがダウンロードされると、よ

り多くのディスク領域が使用されます。 

Outlook 2013 をインストールし、Exchange キャッシュ モードを有効にすると、既定では、新しい

圧縮版の Outlook データ ファイル (.ost) が作成されます。この新しい圧縮版の .ost は、以前のバ

ージョンの Outlook で作成された .ost ファイルのサイズよりも最大で 40% 小さくなります。

Outlook 2013 で新しい圧縮版の Outlook データ ファイル (.ost) が作成されないようにするには、

Outlook グループ ポリシー テンプレート (Outlk15.admx) を使用して [アップグレード時に新しい 

OST ファイルを作成しない] ポリシーを有効にします。この設定は、User Configuration\Administrative 

Templates\Microsoft Outlook 2013\Account Settings\Exchange にあります。 

新しい圧縮形式の .ost ファイルの最大サイズは設定可能です。既定のデータ ストレージのサイズ

は 50 GB です。ユーザーの .ost ファイルがユーザーのメールボックスを格納するのに十分なディ

スク領域を持つフォルダーに配置されるようにしてください。たとえば、システムのプログラム用

に小さなドライブを使用するために、ユーザーのハード ディスク ドライブがパーティションに分

割されている場合は (.ost ファイルを格納するフォルダーの既定の場所はシステム ドライブ)、ユー

ザーの .ost ファイルの格納場所として、より大きなディスク領域を持つ別のドライブ上のフォルダ

ーを指定してください。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102821311.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102821311.aspx
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 .ost ファイルを既定の場所以外の場所に展開する方法の詳細については、「Outlook 2013 で 

Exchange キャッシュ モードを構成する」の「グループ ポリシーを使用して .ost の既定の場

所を構成するには」を参照してください。 

 Unicode 形式の .ost ファイルのサイズを構成する方法の詳細については、「Outlook 2010、

Outlook 2007、および Outlook 2003 の .pst ファイルおよび .ost ファイルのサイズの制限を構

成する方法」を参照してください。 

Outlook のパフォーマンスに関する問題の管理 

大部分のユーザーは、Exchange キャッシュ モードの動作がオンライン モードより高速だと感じま

す。しかし、ハード ディスクのサイズと速度、CPU 速度、.ost ファイル サイズ、期待されるパフ

ォーマンス レベルなど、Exchange キャッシュ モードのパフォーマンスに対するユーザーの感じ方

に影響する要因は数多くあります。 

Outlook でのパフォーマンス上の問題の診断と対処についてのトラブルシューティングのヒントに

ついては、「Outlook でのパフォーマンスの問題のトラブルシューティング」および「Outlook 2007 

の展開に関するパフォーマンス上のヒント」を参照してください。 

Outlook フォルダー共有の管理 

既定では、Outlook 2013 と Outlook 2010 で Exchange キャッシュ モードを有効にすると、ユーザ

ーがアクセスする他のメールボックス内の共有メール フォルダーとメール以外の共有フォルダー

がダウンロードされ、ユーザーのローカル .ost ファイルにキャッシュされます。この動作は 

Outlook 2007 と異なります。Outlook 2007 の既定では、メール以外の共有フォルダーのみがキャッ

シュされます。たとえば、あるユーザーが同僚と予定表を共有した場合、同僚が予定表を開くと、

Outlook 2013 によってそのフォルダーのローカルへのキャッシュが開始され、同僚はこのフォルダ

ーにオフラインでアクセスでき、ネットワークの問題から解放されます。同様に、管理者が自分の

受信トレイへのアクセスをチーム メンバーに委任している場合、チーム メンバーがそのフォルダ

ーにアクセスすると、Outlook 2013 によって受信トレイ フォルダーのローカルへのキャッシュが開

始されます。 

キャッシュされたフォルダーへはオフラインでアクセスでき、低速のネットワークや信頼性が低い

ネットワークでも確実な操作感を得ることができます。ただし、最初にデータをキャッシュする際

に多少時間がかかること、同期するデータ量が多いためローカル .ost ファイルのサイズが増えるこ

と、また、低速の接続やユーザーがオフラインの状況では、最新の変更が同期されてダウンロード

されるまでフォルダーが最新の状態にならないことに留意してください。 

Exchange キャッシュ モードが有効になっているプロファイルのすべての共有フォルダーのキャッ

シュを無効にすることができます。それには、Exchange キャッシュ モードの展開をカスタマイズ

するときに、Office カスタマイズ ツール (OCT) で [メール以外の共有フォルダーをダウンロード

する] オプションを設定します。Outlook 2013 では、この設定がメール フォルダーとメール以外の

フォルダーの両方に適用されることに注意してください。 

共有メール フォルダー (委任された受信トレイなど) のキャッシュは無効にし、メール以外の共有

フォルダー (予定表など) のキャッシュは無効にしない場合については、「Outlook 2010 のキャッシ

ュ モードでは既定で共有メール フォルダーがダウンロードされる」を参照してください。 

http://support.microsoft.com/kb/832925/ja-jp
http://support.microsoft.com/kb/832925/ja-jp
http://support.microsoft.com/kb/832925/ja-jp
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262001
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179071(office.12).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179071(office.12).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=223376
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=223376
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これらの設定の変更方法の詳細については、この記事で後述する「Outlook 2013 の Exchange キャ

ッシュ モードの設定」を参照してください。また、手順を追った説明については、「Outlook 2013 で 

Exchange キャッシュ モードを構成する」を参照してください。 

パブリック フォルダーのお気に入りの考慮事項 

Exchange キャッシュ モードは、Outlook パブリック フォルダーのユーザーのお気に入りフォルダ

ーに含まれているパブリック フォルダーをダウンロードして同期するように設定できます。既定で

は、パブリック フォルダーのお気に入りは同期されません。しかし、組織でパブリック フォルダ

ーを広範に使用している場合は、このオプションを有効にしたいことがあります。Exchange キャッ

シュ モードの展開をカスタマイズするときに、パブリック フォルダーのお気に入りをダウンロー

ドするオプションを .ost で設定できます。 

ユーザーのパブリック フォルダーのお気に入りフォルダーにサイズの大きいパブリック フォルダ

ーが含まれていると、.ost ファイルのサイズも大きくなる可能性があります。これは、Exchange キ

ャッシュ モードの Outlook のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。Exchange キャ

ッシュ モードでこのオプションを有効に設定する場合は、ユーザーのパブリック フォルダーの、

お気に入りに含まれるパブリック フォルダーをユーザーが慎重に選択していることをあらかじめ

確認してください。また、ユーザーの .ost ファイルについて、パブリック フォルダーをダウンロ

ードするための追加の記憶域要件を満たす十分な大きさがあり、格納しているフォルダーに十分な

ディスク領域があることを確認してください。 

パブリック フォルダーに代わるものとして、サイト メールボックスを検討してください。サイト 

メールボックスを使用すると、同じクライアント インターフェイスにある SharePoint 2013 ドキュ

メントと Exchange 電子メールの両方にアクセスできるので、共同作業やユーザー生産性を向上さ

せることができます。サイト メールボックスは、SharePoint 2013 サイトのメンバーシップ (所有者

とメンバー)、電子メール メッセージ用の Exchange Server 2013 メールボックスとドキュメント用

の SharePoint 2013 サイトによる共有ストレージ、およびプロビジョニングとライフサイクルの要件

に対応した管理インターフェイスで構成されています。サイト  メールボックスに表示される 

SharePoint 2013 ドキュメントは、SharePoint 2013 にのみ格納されます。 

サイト メールボックスには、Exchange Server 2013 と SharePoint Server 2013 の統合および構成が必

要です。詳細については、「新しい Office のサイト メールボックス (英語)」と「SharePoint Server 

2013 でサイト メールボックスを構成する」を参照してください。 

体感的に低速な接続に対する Outlook の動作の管理 

Outlook は、ユーザーのコンピューターのネットワーク アダプターの速度をチェックすることで、

オペレーティング システムから提供されるユーザーの接続回線速度を判断するように構成されて

います。報告されたネットワーク アダプターの速度が 128 KB 以下の場合、接続は低速接続と定義

されます。 

Exchange Server コンピューターへの低速接続が検出されると、Outlook は、重要度の低い情報が 

Exchange Server コンピューターとの間で同期される量を減らして、ユーザーの操作感を向上させま

す。低速接続の場合、Outlook は同期の動作を次のように変更します。 

 ヘッダーのみをダウンロードするように切り替える。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=265318
http://technet.microsoft.com/library/57b7618a-2ca4-450d-aa8b-77bce21a9884(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/57b7618a-2ca4-450d-aa8b-77bce21a9884(Office.15).aspx
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 オフライン アドレス帳 (OAB) の更新内容をダウンロードしない。 

 ユーザーから要求があった場合にのみ、アイテムの本文および関連する添付ファイルをダウン

ロードする。 

Outlook がモバイル デバイスとの Outlook データの同期は引き続き行い、クライアント側の一部

のルールが実行されることもあります。 

 メモ: 

Exchange キャッシュ モードの [ヘッダーのみをダウンロードする] 設定を有効にしてある

場合は、モバイル デバイスを同期させないことをお勧めします。ActiveSync などを使用し

てモバイル デバイスを同期させると、Outlook ですべてのアイテムがダウンロードされ、

ユーザーのコンピューターに対する通常の Outlook の同期よりも同期処理の効率が低下し

ます。 

同期処理の [ヘッダーのみをダウンロードする] 設定は、ダイヤルアップ接続や携帯電話の無線接続

を使用する Outlook ユーザーが、接続が低速だったりコストがかかったりする場合に、ネットワー

ク トラフィックを最小限にできるようにするために設計されています。 

状況によっては、ネットワーク アダプターの速度がユーザーのデータ スループットを正確に反映

しない場合があります。たとえば、ユーザーのコンピューターがローカル エリア ネットワーク 

(LAN) に接続し、ローカル ファイル サーバーに高速でアクセスしている場合、ネットワーク アダ

プターの速度は、ユーザーが LAN に接続しているので、高速と報告されます。しかし、Exchange 

Server コンピューターを含む組織のネットワーク上の他の場所にユーザーがアクセスする場合、

ISDN 接続などの低速のリンクが使用されることがあります。ユーザーの実際のデータ スループッ

トが低速であるこのような状況では、ネットワーク アダプターが高速接続を報告した場合でも、

Outlook の動作を変更またはロックするオプションを構成できます。それには、たとえば、グルー

プ ポリシー オプションの [[低速回線接続ではヘッダーのみダウンロード] を無効にする] を使用

して、ヘッダーのみのダウンロードに自動的に切り替わる機能を無効にします。同様に、Outlook が

低速と判断した接続が実際には高速なデータ スループットをユーザーに提供している場合もあり

ます。この場合も、ヘッダーのみのダウンロードに自動的に切り替わる機能を無効にできます。 

OCT で [低速回線接続ではヘッダーのみをダウンロードする] オプションを設定することも、グル

ープ ポリシーを使用して [[低速回線接続ではヘッダーのみダウンロード] を無効にする] を設定し

て、このオプションをロックすることもできます。これらの設定のカスタマイズ方法の詳細につい

ては、この記事で後述する「Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定」を参照してくだ

さい。手順を追った説明については、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する」

を参照してください。 

Exchange キャッシュ モードの展開をステージングす

るためのオプション 

大きなユーザー グループを Outlook のオンライン モード展開から Exchange キャッシュ モード

を有効にした Outlook 2013 にアップグレードする予定の場合は、時間をかけて段階的にロールアウ

トを行ってください。時間をかけて段階的にロールアウトを行うと、組織の Exchange Server コン

ピューターでユーザーの .ost ファイルを作成または更新する要件を管理するのに役立ちます。 
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 注意: 

Exchange キャッシュ モードを使用するように多くのユーザー アカウントを同時に更新し、

その後で同時に (たとえば、週末にアップグレードした後の月曜日の朝) Outlook を起動す

ると、Exchange Server コンピューターに大きなパフォーマンス上の問題が発生する可能性

があります。このようなパフォーマンス上の問題は軽減できることもありますが、一般には、

Exchange キャッシュ モードの展開を、時間をかけて段階的に行うことをお勧めします。 

以下のシナリオでは、展開直後に Exchange Server コンピューターに大きなパフォーマンス上の影

響を与えることを避け、場合によっては初回の同期処理のユーザーの待ち時間を最小限にするよう

に、Exchange キャッシュ モードを展開する方法の例を示します。 

 シード .ost ファイルをリモート ユーザーに提供し、ユーザーがその .ost ファイルをインスト

ールした後で Exchange キャッシュ モードを展開します。組織の大部分のユーザーが現在 .ost 

ファイルを持っていない場合や、Exchange キャッシュ モードを使用していない場合は、

Exchange キャッシュ モードを無効にして Outlook 2013 を展開できます。次に、Exchange キ

ャッシュ モードの展開を予定している日より前に、ユーザーのメールボックスのスナップショ

ットを含む初期 .ost ファイル、つまりシード .ost ファイルを各ユーザーに提供します。たと

えば、そのファイルを含む CD をインストール手順書と共に各ユーザーに渡すか郵送します。

このとき、全詳細情報を含む組織のオフライン アドレス帳 (OAB) の最新バージョンを提供す

ることもできます。ユーザーがファイルをインストールしたことを確認したら、Exchange キャ

ッシュ モードを構成および展開します。 

Exchange キャッシュ モードを使用するように後から Outlook の展開を更新すると、Exchange 

Server がユーザーの既存の .ost ファイルを更新します。こうすると、ユーザーごとに新しい .ost フ

ァイルと OAB を作成する場合と比べて、同期するデータ量を大幅に減らすことができます。各ユ

ーザーの .ost ファイルごとに個別の CD を作成する作業は、時間がかかります。したがって、シ

ード ファイルを展開するというこの方法は、リモート ユーザーのうち、別の方法ではリモート接

続の状況次第でメールボックスと OAB の初回の同期処理を長時間待機することになり、コストが

高くなると予想される特定のグループに適用するのが最も効果的と考えられます。 

初期 .ost ファイルの作成方法の詳細については、「Outlook の Exchange キャッシュ モード展開

用の初期 OST ファイルを提供する (英語)」を参照してください。この記事では、Office Outlook 2003 

用の初期 .ost ファイルの作成について説明しています。この処理は、Office Outlook 2007、Outlook 

2010、および Outlook 2013 でも同様です。 

 Exchange キャッシュ モードを有効にした Outlook をユーザー グループに対して時間をかけ

て展開します。時間をかけてユーザー グループを Exchange キャッシュ モードにアップグレ

ードすることにより、Exchange Server コンピューターとローカル エリア ネットワークへの負

荷のバランスを取ることができます。新しい機能を段階的にロールアウトすることにより、ネ

ットワーク トラフィックと、ユーザーのメールボックス アイテムの .ost ファイルへの入力お

よび OAB のダウンロードというサーバーに負荷のかかる作業を軽減できます。 

Exchange キャッシュ モードを作成してユーザー グループに展開する方法は、組織の通常の展開方

法によって異なります。たとえば、Microsoft System Center Configuration Manager でユーザー グル

ープを作成し、Exchange キャッシュ モードを使用するように Outlook を更新する System Center 

Configuration Manager パッケージをそのグループに対して展開することが考えられます。この場合

は、時間をかけてこのパッケージを各グループに展開します。できるだけ負荷のバランスを取るた

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=74518
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=74518
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めに、アカウントが Exchange Server コンピューターのグループに分散しているユーザー グループ

を選択してください。 

Exchange キャッシュ モードの現行ユーザーの 

Outlook 2013 へのアップグレード 

Office Outlook 2003、Outlook 2007、または Outlook 2010 で Exchange キャッシュ モードが既に有

効になっている場合、ユーザーを Outlook 2013 にアップグレードすることは簡単です。Exchange キ

ャッシュ モード設定を変更しない場合は、Outlook 2013 でも同じ設定が保持されます。 

ただし、既定では、Outlook 2013 をインストールし、Exchange キャッシュ モードを有効にすると、

新しい圧縮版の Outlook データ ファイル (.ost) が作成されます。この新しい圧縮版の .ost は、以

前のバージョンの Outlook で作成された .ost ファイルのサイズよりも最大で 40% 小さくなりま

す。Exchange キャッシュ モードが有効になっている以前のバージョンの Outlook からアップグレ

ードした場合は、以前のバージョンの .ost ファイルが保持され、必要に応じて Outlook 2013 で開

くことができます。Outlook 2013 で新しい圧縮版の Outlook データ ファイル (.ost) が作成されな

いようにするには、Outlook グループ ポリシー テンプレート (Outlk15.admx) を使用して [アップ

グレード時に新しい OST ファイルを作成しない] ポリシーを有効にします。詳細については、この

記事で後述する「Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定」を参照してください。 

また、Outlook 2013 の既定では、Exchange キャッシュ モードが有効な場合、ユーザーがアクセス

する他のメールボックス内の共有メール フォルダーとメール以外の共有フォルダーがダウンロー

ドされ、ユーザーのローカル .ost ファイルにキャッシュされることにも注意してください。この動

作は Outlook 2007 と異なります。Outlook 2007 の既定では、メール以外の共有フォルダーのみが

キャッシュされます。したがって、ユーザーの既存の Office Outlook 2003 プロファイルまたは 

Outlook 2007 プロファイルで Exchange キャッシュ モードが有効になっており、そのプロファイル

が Outlook 2013 にアップグレードされると、共有メール フォルダーとメール以外の共有フォルダ

ーにユーザーがアクセスしたとき、これらのフォルダーがダウンロードされます。組織が広範囲に

わたって共有フォルダーを使用している場合で、.ost ファイルのサイズが上限 (ANSI .ost ファイル

の場合は 2 GB、Unicode または圧縮版の .ost ファイルの場合は既定で 20 GB) に近づいていると、

このことが問題になる可能性があります。これらの要因が両方とも該当する場合は、共有フォルダ

ーをダウンロードすると、パフォーマンス上の問題やその他の問題が発生する可能性があります。

ファイル サイズの制限の詳細については、「Outlook 2010 で .pst ファイルと .ost ファイルのサイ

ズ上限が大きくなった」を参照してください。 

新しい Outlook 2013 プロファイルを使用する場合、あるいは既存の Office Outlook 2003、Outlook 

2007、または Outlook 2010 のプロファイルをアップグレードする場合は、OCT またはグループ ポ

リシーを使用して共有フォルダーのダウンロード オプションを無効にできるので、共有フォルダー

のダウンロードに関する問題を回避できます。[メール フォルダー以外の共有フォルダーをダウン

ロードする] の設定は、Outlook 2013 のメール フォルダーとメール以外のフォルダーの両方に適用

されます。 

共有メール フォルダー (委任された受信トレイなど) のキャッシュは無効にし、メール以外の共有

フォルダー (予定表など) のキャッシュは無効にしない場合については、「Outlook 2010 のキャッシ

ュ モードでは既定で共有メール フォルダーがダウンロードされる」を参照してください。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=223378
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=223378
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=223376
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=223376
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また、共有フォルダーのキャッシュと Exchange キャッシュ モードでのその他のキャッシュは、動

作が異なることに注意してください。共有フォルダーでは、ユーザーが共有フォルダーを選択した

ときにのみ、ローカルの .ost ファイルのレプリケーションが開始されます。ユーザーがフォルダー

を選択 (クリック) してそのフォルダーのキャッシュを開始すると、Outlook は、Exchange キャッ

シュ モードで同期されている他の Outlook フォルダーとまったく同じように、そのフォルダーを

更新します。しかし、ユーザーが少なくとも 45 日ごと (既定値) にそのフォルダーにアクセスしな

かった場合、そのフォルダーのローカルにキャッシュされたデータは .ost ファイルから削除され、

ユーザーがそのフォルダーを再度選択するまでダウンロードされません。 

キャッシュされた共有データが .ost ファイルから削除されるまでの日数を設定するには、OCT ま

たはグループ ポリシーで [共有フォルダーのデータを同期する] オプションを設定します。詳細に

ついては、この記事で後述する「Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定」を参照して

ください。手順を追った説明については、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成す

る」を参照してください。 

Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モードの設定 

Outlook グループ ポリシーの管理用テンプレート (Outlk15.admx) を使用すると、Exchange キャッ

シュ モードをカスタマイズする設定をロックできます。また、Office カスタマイズ ツール (OCT) 

を使用して既定の構成を設定できます。この場合、ユーザーも設定を変更できます。 

グループ ポリシーを使用すると、ユーザーが Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを有効

化できないようにしたり、Exchange キャッシュ モードのダウンロード オプションを強制的に適用

したり、その他の Exchange キャッシュ モードのオプションを構成することができます。たとえば、

Exchange Server コンピューター上またはクライアント コンピューター上でデータが変更されたと

きに Exchange Server の同期を行う既定の間隔を指定できます。 

グループ ポリシーを使用して設定をロックする手順については、「Outlook 2013 で Exchange キャ

ッシュ モードを構成する」を参照してください。 

次の表に、Exchange キャッシュ モードに対して構成できる設定の一部を示します。グループ ポリ

シーでは、この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\アカウント設定

\Exchange\Exchange キャッシュ モードにあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ペ

ージの対応する場所にあります。 
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Exchange キャッシュ モードの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

Exchange 

キャッシュ 

モードの同

期設定 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\cached mode!syncwindowsetting 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
cached mode!syncwindowsetting  

Outlook がメッセージの

日付に基づいてローカル

で同期するユーザーの電

子メールの量を構成でき

ます。日付に関係なく、す

べての電子メール メッセ

ージがユーザーのローカ

ル メールボックス キャ

ッシュに同期されるよう

にするには、一覧から [す

べて] を選択します。既定

では、この設定が構成され

ていない場合、Outlook は

過去  12 か月間に送信ま

たは受信した電子メール 

メッセージをユーザーの

ローカル メールボックス 

キャッシュ  (.ost) に同期

させます。 

Exchange 

フ ァ ス ト 

アクセスを

無効にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\hybrid!localcaching 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
 hybrid!localcaching 

Exchange ファスト  アク

セスをオフにする設定を

有効にします。これによ

り、強制的にユーザー ア

カウントがローカル キャ

ッシュのデータにアクセ

スするようにします。 

[ アイテム

を完全にダ

ウ ン ロ ー

ド ] を無効

にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\ 
outlook\cached mode!nofullitems 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\ outlook
\cached mode!nofullitems 

[アイテムを完全にダウン

ロード ] オプションをオ

フにできます。このオプシ

ョンを表示するには、[送

受信] タブをクリックし、

[ダウンロードの設定] を

クリックします。 

[ ヘッダー

をダウンロ

ード ] を無

効にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\ 
outlook\cached mode!noheaders 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\ outlook
\cached mode!noheaders 

[ヘッダーをダウンロード] 

オプションをオフにでき

ます。このオプションを表

示するには、[送受信] タブ

をクリックします。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

[ ヘッダー

に続いてア

イテムを完

全にダウン

ロード ] を

無効にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\ 
outlook\cached mode!nodrizzle 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\ outlook
\cached mode!nodrizzle 

[ヘッダーに続いてアイテ

ムを完全にダウンロード] 

オプションをオフにでき

ます。このオプションを表

示するには、[送受信] タブ

をクリックし、[ダウンロ

ードの設定 ] をクリック

します。 

[ 低速回線

接続ではヘ

ッダーのみ

ダウンロー

ド ] を無効

にする 

グループ ポリシーのレジストリ パ

ス:HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15

.0\ outlook\cached mode!noslowheaders 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
cached mode!noslowheaders 

Outlook の [低速回線接続

ではヘッダーのみダウン

ロード ] オプションをオ

フにできます。このオプシ

ョンを表示するには、[送

受信] タブをクリックし、

[ダウンロードの設定] を

クリックします。 

パブリック 

フォルダー

のお気に入

りをダウン

ロード 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\ 
outlook\cached mode!syncpffav 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
cached mode!syncpffav 

パブリック フォルダーの

お気に入りを  Exchange 

キャッシュ モードで同期

できます。 

メール以外

の共有フォ

ルダーをダ

ウンロード

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\ 
outlook\cached mode!downloadsharedfolders 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
cached mode!downloadsharedfolders 

メール以外の共有フォル

ダーを  Exchange キャッ

シュ モードで同期できま

す。 

新規および

既 存 の 

Outlook プ

ロファイル

で 

Exchange 

キャッシュ 

モードを使

用する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\ 
outlook\cached mode!enable 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
cached mode!enable 

新 規 お よ び 既 存 の 

Outlook プロファイルで 

Exchange キャッシュ  モ

ードを使用する構成を有

効にします。新規および既

存の Outlook プロファイ

ルでオンライン モードを

使用する構成を無効にし

ます。 

 

次の表に、Exchange 接続に対して構成できる追加設定の一部を示します。グループ ポリシーでは、

この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\アカウント設定\Exchange 

にあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。 
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Exchange 接続の設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

Active 
Directory 

のプライマ

リ  SMTP 

アドレスに

基づいてプ

ロファイル

を自動的に

構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\autodiscover!zeroconfigexchange 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
autodiscover!zeroconfigexchange 

ユーザーが、新しいアカウ

ントのセットアップに使

用する SMTP 電子メール 

ア ド レ ス を  Active 

Directory から取得したア

ドレスから変更できない

ようにすることができま

す。 

Outlook 
Anywhere 

のユーザー 

インターフ

ェイス  オ

プションを

構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\rpc!enablerpctunnelingui 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
rpc!enablerpctunnelingui 

ユ ー ザ ー が  Outlook 

Anywhere のユーザー  イ

ンターフェイス (UI) オプ

ションを表示および変更

できるようにします。 

OST フ ァ

イルを作成

できないよ

うにする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\ost!noost 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
ost!noost 

オフライン フォルダーを

使用できないようにしま

す。 

アップグレ

ード時に新

し い  OST 

ファイルを

作成しない 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\ost!donotcreatenewostonupgrade 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
ost!donotcreatenewostonupgrade 

以 前 の バ ー ジ ョ ン の 

Outlook で作成された既存

の  .ost フ ァ イ ル が 

Outlook 2013 で使用され

るようにすることができ

ます。この設定を無効にす

るか構成しない場合  (推

奨)、Outlook 2013 へのアッ

プ グ レ ー ド 時 に 新 し

い .ost ファイルが作成さ

れます。 

1 プロファ

イルあたり

の 

Exchange 

アカウント

の最大数を

設定する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\exchange!
maxnumexchange 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\exchange!maxnum
exchange 

1 つの  Outlook プロファ

イ ル に 許 容 さ れ る 

Exchange アカウントの最

大数を設定できます。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

共有フォル

ダーのデー

タを同期す

る 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\cached mode!sharedfolderageoutdays 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
cached mode!sharedfolderageoutdays 

ユーザーが Outlook フォ

ルダーにアクセスしない

ために Outlook がフォル

ダーと  Exchange の同期

を停止するまでの日数を

制御できます。 

 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードまたはオンライン モードを選択する 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する 

Outlook 2010 でユーザー アカウントの自動構成を計画する 

 

http://technet.microsoft.com/library/fcfbec12-7997-4d11-85c3-0ab788837491(Office.15).aspx
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Outlook 2013 の機能のカスタマイズを計画する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Outlook 2013 で構成および展開できる機能について学習します。 

適用対象: Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

この記事では、連絡先カード、Outlook Social Connector など、Outlook 2013 で構成および展開する

必要がある可能性があるいくつかの機能について説明します。セキュリティおよび保護機能につい

ては、「Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を選択する」を参照してください。Exchange キ

ャッシュ モードの設定については、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画

する」を参照してください。 

 重要: 

デスクトップでの  Outlook の新機能のカスタマイズに関する情報をお探しですか ? 

「Microsoft Outlook 2013 の新機能」を参照してください。このページは Outlook 2013 で作

業を始める場合に役立ちます。 

この記事の内容: 

 概要 

 アドイン 

 添付ファイル通知 

 連絡先カード 

 スレッドの並べ替えビュー 

 データ損失の防止とポリシーのヒント 

 Exchange ActiveSync 

 Exchange ファスト アクセスと同期スライダー 

 グローバル アドレス一覧の同期 

 MailTips 

 Outlook 用のメール アプリケーション 

 Outlook Social Connector 

 サイト メールボックス 

 天気予報バー 

概要 

Outlook 2013 のインストールは、グループ ポリシーまたは Office カスタマイズ ツール (OCT) を

使用してカスタマイズできます。設定を強制的に適用するには、グループ ポリシーと共に Outlook 

2013 グループ ポリシー テンプレート (Outlk15.admx/Outlk15.adml) を使用します。また、連絡先カ

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102606408.aspx
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ードなどの一部の設定については、 Office 2013 グループ  ポリシー  テンプレート 

(Office15.admx/Office15.adml) を使用します。 

既定の設定を構成し、それをユーザーが後から変更できるようにするには、OCT を使用します。OCT 

設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページにあるグループ ポリシー設定の対応する場所にあり

ます。OCT の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してく

ださい。 

 Outlook 2013 管理用テンプレートのダウンロード方法や、その他の Office 2013 管理用テンプレ

ートについては、「Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) および Office カ

スタマイズ ツール」を参照してください。 

 グループ ポリシーの詳細については、「Office 2010 のグループ ポリシーの概要」および「Office 

2010 でグループ ポリシーを使用して設定を適用する」を参照してください。 

Exchange Server で使用できる機能のうち、データ損失防止、ポリシー ヒントなどは、Exchange を

使用して管理目的でのみ設定可能です。 

アドイン 

Outlook 2013 では、既定で、Outlook のパフォーマンス、復元力、または信頼性に悪影響を与える

アドインはすべてオフになっています。ユーザーは、アドインを表示して有効にし直すことができ

ます。それには、Outlook 2013 で [ファイル]、[オプション]、[アドイン]、[管理] と順にクリックし、

[使用できないアイテム] を選択します。IT 管理者として、パフォーマンスに影響を与えるアドイン

を Outlook 2013 が自動的に無効にしないようにする場合は、Outlook グループ ポリシー テンプレ

ート (Outlk15.admx) を使用して、[管理対象アドインの一覧] というグループ ポリシー オプション

を設定できます。次の表に示す設定は、ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 

2013\その他にあります。 

アドインの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

非管理対象

のアドイン

をすべてブ

ロックする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\resiliency!addinlist 

[管理対象アドインの一覧] ポ

リシーで管理されていないす

べてのアドインをブロックで

きます。この設定を無効にす

るか設定しない場合、ユーザ

ーは、[管理対象アドインの一

覧] ポリシーで管理されてい

ない任意のアドインを有効ま

たは無効にできます。 

http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

管理対象ア

ドインの一

覧 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\resiliency!addinlist 

管理する COM アドインのプ

ログラム識別子  (ProgID) を

有効にして追加します。どの

アドインを常に有効、常に無

効 (またはブロック)、あるい

はユーザーによって設定可能

にするかを指定できます。 

 

添付ファイル通知 

Outlook 2013 には、電子メール メッセージを送信する前に、メッセージに添付し忘れたファイルが

ないかを調べてユーザーに通知する機能があります。Outlook 2013 の添付ファイル通知をオフにす

るには、[添付ファイル通知] ダイアログ ボックスで [今後このメッセージを表示しない] を選択す

るか、[ファイル]、[オプション]、[メール] の順にクリックし、[メッセージの送信] で [送信するメ

ッセージにファイルが添付されていない場合は警告する] を選択します。 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT で添付ファイル通知に対して構成できる設定を示します。

グループ ポリシーでは、これらの設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 

2013\Outlook のオプション\初期設定\メール オプションにあります。OCT 設定は、OCT の [ユー

ザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。 

添付ファイル通知の設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

添付ファイ

ル通知のオ

プション 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\common\mailsettings!checkforgottenattachments 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\ co
mmon\mailsettings!checkforgottenattachments 

Outlook で添付ファイル通知

をオフにする場合は無効にし

ます。 

 

連絡先カード 

Office 2013 では、電子メール メッセージの送信者名、Office 2013 ドキュメントの作成者名など名

前の上にマウス ポインターを置くと連絡先カードが表示されます。Office 2013 と一緒に Office 

Communicator 2007 R2、Lync 2010 または Lync 2013 をインストールした場合、連絡先カードにはユ

ーザーの状態が表示され、インスタント メッセージング、音声通話、またはビデオを使用して会話

を直接簡単に開始できます。連絡先カードを展開すると、[連絡先]、[メモ]、[組織]、[新着情報]、お

よび [メンバーシップ] タブが表示されます。 

 [連絡先] タブは既定のビューで、勤務先所在地、会社名、勤務先電話番号などの情報が表示さ

れます。 
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 [メモ] タブには、ユーザーが Outlook の連絡先を使用してその連絡先に関して追加したメモが

表示されます。 

 [組織] タブには、その連絡先の管理者、および同じ管理者を共有している連絡先が表示されま

す。 

 [新着情報] タブには、ユーザーがソーシャル ネットワークを追加してある場合、そのソーシャ

ル ネットワークでその連絡先と友人になっているか、連絡先がそのソーシャル ネットワーク

で更新情報を公開すると、その更新情報が表示されます。 

 [メンバーシップ] タブには、その連絡先がメンバーになっている配布リストが表示されます。 

Office 2013 では、連絡先カードをカスタマイズして、特定の機能をオフにしたり、プレゼンス アイ

コンをどこに表示するかを指定したりできます。連絡先カードの [連絡先] タブでは、ラベルや値を

置き換えることができます。以下の 2 つのセクションでは、連絡先カードに対して構成できるいく

つかの具体的な設定について説明します。 

連絡先カード 

連絡先カードの設定を構成するには、Office 2013 の管理用テンプレートを読み込みます。次の表に

示す設定は、グループ ポリシーでは、ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Office 2013\連

絡先カードにあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあり

ます。次の表に示す設定は、連絡先カードを使用できるすべての Office アプリケーションに適用さ

れます。 

連絡先カードの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

プレゼンス 

アイコンを

構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\im! 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\im! 

プレゼンス アイコンを表示

する場所を指定します。 

すべてを表示する: プレゼン

ス アイコンを表示します。 

一部を表示する : 連絡先カー

ドと  SharePoint 内の一覧に

のみ表示します。 

何も表示しない : プレゼンス 

アイコンを表示しません。 

以 前 の 

GAL ダ イ

アログを表

示する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnonlegacygaldialog 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnonlegacygaldialog 

ユーザーが  Outlook で連絡

先を選択  (ダブルクリック ) 

したときに、連絡先カードで

はなくグローバル  アドレス

一覧 (GAL) のダイアログ ボ

ックスを表示します。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

ホバー  メ

ニューを表

示しない 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoffhoverfunctionality 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoffhoverfunctionality 

ユーザーが連絡先のプレゼン

ス アイコンまたは表示名を

ポイントしたときに、ホバー 

メニューの表示を行わないよ

うにします。 

写真を表示

しない 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common!turnoffphotograph 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon!turnoffphotograph 

連絡先カード、電子メール ヘ

ッダー、閲覧ウィンドウ、ク

イック検索の結果、GAL のダ

イアログ ボックス、および 

[ファイル] タブに、連絡先の

写真を表示しません。 Lync 

Server を伴う  Outlook の展

開の場合は、Lync の連絡先リ

ストで写真の表示をオフにで

きます。「Lync の動作とユー

ザー インターフェイスのカ

スタマイズ」を参照してくだ

さい。 

[ 所属する

グループ ] 

タブを削除

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoffmemberoftab 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoffmemberoftab  

連絡先カードの [メンバーシ

ップ] タブを削除します。 

[組織] タブ

を削除する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnofforganizationtab 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnofforganizationtab 

連絡先カードの [組織] タブ

を削除します。 

IM オプシ

ョンの表示

をオフにす

る 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\im!turnoffclicktoim 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\im!turnoffclicktoim 

連絡先カードおよび Outlook 

リボンからインスタント  メ

ッセージング (IM) オプショ

ンを削除します。 

電話オプシ

ョンの表示

をオフにす

る 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\im!turnoffclicktophone 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\im!turnoffclicktophone 

連絡先カードおよび Outlook 

リボンから電話オプションを

削除します。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg398200.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg398200.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg398200.aspx
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

プレゼンス

統合をオフ

にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\im!turnoffpresenceintegration 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\im!turnoffpresenceintegration 

Office 2013 アプリケーション

の IM プレゼンス統合をオフ

にします。 

 

[連絡先] タブ 

次の表に、設定できる [連絡先] タブのオプションの一部を示します。これらを含む設定は、グルー

プ ポリシーでは、ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Office 2013\連絡先カード\連絡先

タブにあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。 

Outlook がインストールされている場合、Office は [連絡先] タブの MAPI プロパティ設定を使用し

ます。Outlook がインストールされていない場合は、Active Directory プロパティ設定が使用されま

す。そのため、Office 2013 で連絡先カードの [連絡先] タブをカスタマイズするには、Outlook がイ

ンストールされている Office 展開の [MAPI を置換する -] プロパティ設定を使用します。Outlook 

がインストールされていない Office 展開の場合は、[AD を置換する -] プロパティ設定を使用しま

す。 

Active Directory 属性の詳細については、「Exchange 2007 のプロパティ セット」および「Active 

Directory で定義される属性 (Windows) (英語)」を参照してください。MAPI のプロパティについて

は、「メール ユーザーのプロパティ (英語)」を参照してください。 

[連絡先] タブの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

ラベルを置

換 す る  - 

事業所 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttablabelreplaceo
ffice 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttablabelreplaceoffice 

[事業所] (事業所の場所) フィ

ールドを有効にして新しいラ

ベル名を入力します。 

ラベルを置

換 す る  - 

勤務先電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttablabelreplace
work 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttablabelreplacework 

[勤務先電話] (勤務先電話番

号) フィールドを有効にして

新しいラベル名を入力しま

す。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb310768(EXCHG.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms675090(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms675090(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb446002.aspx
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

ラベルを置

換 す る  - 

携帯電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttablabelreplace
mobile 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttablabelreplacemobile 

[携帯電話] (携帯電話番号) フ

ィールドを有効にして新しい

ラベル名を入力します。 

ラベルを置

換 す る  - 

自宅電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttablabelreplaceh
ome 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttablabelreplacehome 

[自宅電話] (自宅電話番号) フ

ィールドを有効にして新しい

ラベル名を入力します。 

ラベルを置

換 す る  - 

電子メール 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttablabelreplacee
mail 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttablabelreplaceemail 

[電子メール] (電子メール ア

ドレス) フィールドを有効に

して新しいラベル名を入力し

ます。 

AD を置換

する  - 事

業所 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabadreplaceoffi
ce 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabadreplaceoffice 

[事業所] フィールドの値を置

き換える Active Directory 属

性を有効にして入力します。 

この設定を有効にする場合

は、[MAPI を置換する - 事業

所] も設定してください。 

AD を置換

する  - 勤

務先電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabadreplacewo
rk 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabadreplacework 

[勤務先電話] フィールドの値

を置き換える Active Directory 

属性を有効にして入力しま

す。 

この設定を有効にする場合

は、[MAPI を置換する - 勤務

先電話] も設定してください。 

AD を置換

する  - 携

帯電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabadreplacemo
bile 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabadreplacemobile 

[携帯電話] フィールドの値を

置き換える  Active Directory 

属性を有効にして入力しま

す。 

この設定を有効にする場合

は、[MAPI を置換する - 携帯

電話] も設定してください。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

AD を置換

する  - 自

宅電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabadreplaceho
me 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabadreplacehome 

[自宅電話] フィールドの値を

置き換える  Active Directory 

属性を有効にして入力しま

す。 

この設定を有効にする場合

は、[MAPI を置換する - 自宅

電話] も設定してください。 

AD を置換

する  - 電

子メール  

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabadreplaceem
ail 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabadreplaceemail 

[電子メール] フィールドの値

を置き換える Active Directory 

属性を有効にして入力しま

す。 

この設定を有効にする場合

は、[MAPI を置換する - 電子

メール] も設定してください。 

MAPI を置

換 す る  - 

事業所  

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabadreplaceoffi
ce 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabadreplaceoffice 

[事業所] フィールドの値を置

き換える MAPI プロパティを

有効にして入力します。 

この設定を有効にする場合

は、[AD を置換する - 事業所] 

も設定してください。 

MAPI を置

換 す る  - 

勤務先電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabmapireplace
work 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabmapireplacework 

[勤務先電話] フィールドの値

を置き換える MAPI プロパテ

ィを有効にして入力します。 

この設定を有効にする場合

は、[AD を置換する - 勤務先

電話] も設定してください。 

MAPI を置

換 す る  - 

携帯電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabmapireplace
mobile 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabmapireplacemobile 

[携帯電話] フィールドの値を

置き換える MAPI プロパティ

を有効にして入力します。 

この設定を有効にする場合

は、[AD を置換する - 携帯電

話] も設定してください。 

MAPI を置

換 す る  - 

自宅電話 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabmapireplace
home 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabmapireplacehome 

[自宅電話] フィールドの値を

置き換える MAPI プロパティ

を有効にして入力します。 

この設定を有効にする場合

は、[AD を置換する - 自宅電

話] も設定してください。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

MAPI を置

換 す る  - 

電子メール  

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\common\contactcard!turnoncontacttabmapireplace
home 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\co
mmon\contactcard!turnoncontacttabmapireplacehome 

[電子メール] フィールドの値

を置き換える MAPI プロパテ

ィを有効にして入力します。 

この設定を有効にする場合

は、[AD を置換する - 電子メ

ール] も設定してください。 

 

スレッドの並べ替えビュー 

スレッドの並べ替えビューでは、Outlook フォルダー内の電子メール メッセージがスレッド形式で

表示されます。Outlook 2013 のスレッドの並べ替えビューにアクセスするには、[表示] をクリック

してから、[スレッド別に表示する] チェック ボックスをオンにします。 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT でスレッドの並べ替えビューに対して構成できる設定を

示します。グループ ポリシーでは、これらの設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft 

Outlook 2013\Outlook のオプション\初期設定\メール オプションにあります。OCT 設定は、OCT の 

[ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。 

スレッドの並べ替えビューの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

ス レ ッ ド 

ビューのク

ロス  フォ

ルダー  コ

ンテンツ機

能を構成す

る 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\options\conversations! 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\out
look\options\conversations! 

スレッドの並べ替えビューに

含める電子メール  フォルダ

ーの内容を有効にし、選択し

ます。 

オン (クロス ストア): ローカ

ル コンピューターにキャッ

シュされているかオンライン

になっているかにかかわら

ず、接続されているすべての 

Outlook データ  ファイルか

ら取得された電子メールが表

示されます。 

オフ: 現在のフォルダー (受

信トレイなど) から取得され

た電子メールのみがスレッド

の並べ替えビューに表示され

ます。 

オン (現在): 表示されている

現在の Outlook データ ファ

イルから取得された電子メー
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

ルのみがスレッドの並べ替え

ビューに表示されます。 

オン (ローカル): 表示されて

いる現在の  Outlook データ 

ファイル、およびその他すべ

てのローカル  Outlook デー

タ  ファイル  (個人用データ 

ファイル (.pst) など) から取

得された電子メールのみが表

示されます。 

ス レ ッ ド 

ビューを使

用しない 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\setup!upgradetoconversations 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\out
look\setup!upgradetoconversations 

この設定を構成しない場合、

Outlook 2013 のビューには、

既定で日付ビューが表示され

ます。スレッドの並べ替えを

オフにして、ユーザーが 

Outlook 2013 でスレッドの並

べ替えビューを使用できない

ようにするには、この設定を

有 効 に し ま す 。 既 定 の 

Outlook ビューとしてスレッ

ドの並べ替えをオンにするに

は、この設定を無効にします。 

 

データ損失の防止とポリシーのヒント 

データ損失防止 (DLP) は Exchange Server 2013 の新しい機能領域です。DLP 機能を使用すると、機

密データの保護と、ユーザーへの内部コンプライアンス ポリシーの通知を行えます。また、ユーザ

ーが誤って、権限を持たない人々に機密情報を送信することを防ぐことができ、組織の安全の維持

に役立ちます。この新しい Exchange DLP 機能は、詳細なコンテンツ分析を行うことで、機密デー

タを容易に識別、監視、および保護することができます。 

Exchange Server 2013 では、個人を特定できる情報 (PII) やクレジット カード業界のセキュリティ基

準 (PCI-DSS: Payment Card Industry Data Security Standard) などの法的規制に基づく組み込みの DLP 

ポリシーが提供されています。DLP は拡張可能なので、特定のビジネスにとって重要な他のポリシ

ーをサポートすることもできます。また、Outlook の新しいポリシー ヒントにより、ユーザーが機

密データを送信する前に、ユーザーにポリシー違反が通知されます。 

Exchange Server 2013 でデータ損失防止とポリシー ヒントを構成する方法については、「データ損

失防止」および「ポリシー ヒント」を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150527.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150527.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150512.aspx
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Exchange ActiveSync 
Exchange ActiveSync は、Outlook 2013 から Outlook.com のようなサービスに接続して電子メール、

予定表、連絡先、およびタスクにアクセスするためのプロトコルです。Exchange ActiveSync を使用

して Outlook 2013 を Exchange Server に接続する機能は、サポートされていません。1 つの設定、

[EAS の同期頻度] を除いて、Exchange ActiveSync は Exchange を使用して管理目的でのみ設定可能

です。詳細については、「Exchange ActiveSync」を参照してください。 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT で Exchange ActiveSync に対して構成できる設定を示し

ます。グループ ポリシーでは、この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 

2013\アカウント設定\Exchange ActiveSync にあります。OCT の設定は、OCT の [ユーザー設定の変

更] ページ上の対応する場所にあります。 

Exchange ActiveSync の設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

EAS の同期

頻度 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\eas!pushduration 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\out
look\eas!pushduration 

Outlook が ユ ー ザ ー の 

Exchange ActiveSync アカウン

トを自動的に同期する時間 

(分単位) を変更できます。既

定値は 59 分です。 

 

Exchange ファスト アクセスと同期スライダー 

Exchange ファスト アクセスと同期スライダーの 2 つは、Exchange キャッシュ モードで使用でき

る新機能です。既定では、これらの機能は Exchange キャッシュ モードを有効にすると有効になり

ます。 

Exchange ファスト アクセスは、特に、ローカルでデータを同期するとユーザーがそれに気付く程

度の時間がかかる状況 (初回同期時、再開時、休暇明けなど) で、オンライン モードのインスタン

トアクセスと、Exchange キャッシュ モードのオフライン機能および堅牢な同期機能とを結合した

機能です。Outlook 2013 を初めて開始すると、最新の電子メール メッセージと最新の予定表がすぐ

に表示されます。Outlook 2013 は、オフラインで使用できるようにアイテムをバックグラウンドで

キャッシュし、ユーザーの操作に影響を与えることはありません。 

Outlook 2013 では、同期スライダーを使用することにより、ローカルに Outlook データ ファイル 

(.ost) で同期される電子メール メッセージを制限することができます。Exchange キャッシュ モー

ドが有効になっている場合、Outlook 2013 の既定では、過去 12 か月間の電子メール メッセージの

みがキャッシュに保存され、それよりも古いメッセージはローカル キャッシュから削除されます。

ローカル キャッシュから削除されたメッセージを表示するには、フォルダー内で電子メール リス

トの最後までスクロールして、メッセージ [ここをクリックして Microsoft Exchange で詳細を表示] 

をクリックします。また、ユーザーは、オフラインで保持するメールの数を変更することもできま

す。IT 管理者は、電子メール メッセージを保存する既定の期間を変更したり、指定した期間を経

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/aa998357.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262346
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過した電子メール メッセージをローカル キャッシュから強制的に削除したりすることができます。

それには、グループ ポリシーまたは Office カスタマイズ ツールを使用します。 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT で Exchange ファスト アクセスと同期スライダーに対

して構成できる設定を示します。グループ ポリシーでは、これらの設定はユーザーの構成\管理用

テンプレート\Microsoft Outlook 2013\アカウント設定\Exchange\Exchange キャッシュ モードにあり

ます。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。 

Exchange ファスト アクセスの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

Exchange 

フ ァ ス ト 

アクセスを

無効にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\hybrid!localcaching 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\out
look\hybrid!localcaching 

Exchange ファスト アクセス

をオフにできます。これによ

り、新しいアイテムをユーザ

ーに表示する前に、メールボ

ックス アイテムを Exchange 

からローカル キャッシュに

ダウンロードするように 

Outlook を設定できます。こ

のポリシーを無効にするか設

定しない場合は、既定で、

Exchange キャッシュ モード

が 有 効 に な っ て い る 

Exchange ア カ ウ ン ト で 

Exchange ファスト アクセス

がオンになります。 

Exchange 

キャッシュ 

モードの同

期設定 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
15.0\outlook\cached mode!syncwindowsetting 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\out
look\ cached mode!syncwindowsetting 

Outlook がメッセージの日付

に基づいてローカルで同期す

るユーザーの電子メールの量

を構成できます。日付に関係

なく、すべての電子メール メ

ッセージがユーザーのローカ

ル メールボックス キャッシ

ュに同期されるようにするに

は、一覧から [すべて] を選択

します。既定では、この設定

が構成されていない場合、

Outlook は過去 12 か月間に

送信または受信した電子メー

ル メッセージをユーザーの

ローカル メールボックス キ

ャッシュに同期させます。 
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グローバル アドレス一覧の同期 

Outlook 2013 では、グローバル アドレス一覧 (GAL) の同期が集約およびお気に入りの機能によっ

て置き換えられています。Outlook 2013 の既定では、GAL 同期は新しいアカウント プロファイル

では無効になっています。以前に Outlook プロファイルで GAL 同期を有効にしていた場合は、

Outlook のプロファイルを Outlook 2013 にアップグレードしても、GAL 同期は引き続き有効です。 

以前のバージョンの Outlook で GAL 同期を制御するために使用されていたレジストリ値のうち 1 

つ が  Outlook 2013 で は 変 更 さ れ て い ま す 。 Outlook 2013 で は 、 次 の 表 に 示 し た 

RunAutomaticGALSync というレジストリ値を ScheduleContactGALSync の代わりに使用して、GAL 

同期を構成します。ScheduleContactGALSync レジストリ値は、グループ  ポリシーや  OCT の 

Outlook 2010 管理用テンプレートには含まれていません。同様に、RunAutomaticGALSync は Outlook 

2013 管理用テンプレートに含まれていません。GAL 同期の詳細については、この記事の前のバージ

ョンを参照してください。 

GAL 同期のレジストリ設定 

  

ルート データ型 キー 値の名前 値データ 

HKEY_CURRENT
_USER 

DWORD Software\ Microsoft\Office\
Outlook\SocialConnector 

RunAutomatic
GALSync 

GAL 同期構成を設定しま

す。ただし、ユーザーはこ

の構成をユーザー  インタ

ーフェイスを使用して上書

きできます。それには、リ

ボンの [表示] タブをクリ

ックし、[人物情報ウィンド

ウ] ボタンの隣にあるドロ

ップダウン矢印、[アカウン

ト設定] コマンドと順にク

リックした後、[ソーシャル 

ネットワーク アカウント] 

ダイアログ ボックスで [設

定] ボタンをクリックしま

す。 

0 = 連絡先を GAL と同期

しません。 

1 = 連絡先を最新の  GAL 

情報で自動的に更新しま

す。 

2 = Outlook が連絡先を最

新の GAL 情報で更新する

前に確認メッセージが表示

されます。 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff631135.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff631135.aspx
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MailTips 
メール ヒントは、電子メールに関するよくある誤りを防ぐのに役立つ構成可能な警告システムです。

ユーザーが電子メール メッセージを作成する際に、追加情報がユーザーに提示されます。"このメ

ッセージはまだ送信されていません。” といったメール ヒントがバナーによく似た情報バーに表示

されます。メール ヒントが表示されても、電子メール メッセージを送信できなくなることはあり

ません。しかし、メッセージの配信または対象読者に関する予期しない問題、たとえば、受信者の

有効性、受信者が組織外の人間かあるいは外出中かどうか、配布リストのサイズが異常に大きくな

いか、メッセージが配信されていない可能性はないか、などが明らかになることがあります。 

メール ヒントは、Exchange Server 2010、Exchange Server 2013、および Exchange Online で使用でき

ます。1 つの設定、[メール ヒントを無効にする] を除いて、Exchange を使用して管理目的でのみ

設定可能です。 

グループ ポリシーまたは OCT を使用すると、次の表に示すように、[メール ヒントを無効にする] 

という Outlook の設定を使用して Outlook のメール ヒントをオフにできます。グループ ポリシ

ーでは、この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\Outlook のオプショ

ン\初期設定\メール オプションにあります。OCT の設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページ

上の対応する場所にあります。 

メール ヒントの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

メール  ヒ

ントを無効

にする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\options\mail!disablemailtips 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
options\mail!disablemailtips 

Outlook のメール ヒント

をオフにできます。 

 

Exchange Server 2010 で MailTips を構成する方法については、「メール ヒントについて」と「メー

ル ヒントの管理」を参照してください。 

Outlook 用のメール アプリケーション 

Outlook 用のアプリは、シナリオに特化したリッチなコンテンツとサービスを Outlook 2013 に統合

するクラウド対応アプリケーションです。Outlook 用のアプリは Office Store (英語) から入手できま

す。エンド ユーザーの Exchange アカウントが Exchange Server 2013 にある場合、Exchange の管

理者は Exchange 管理センター (EAC) を使用して、それらのエンド ユーザーが特定の Outlook 用

アプリを使用できるように設定することができます。その後、ユーザーは、[ファイル]、[アプリの

管理] の順にクリックして、自身のアプリを Outlook 2013 から管理できます。管理者は、Office.com 

からのアプリのダウンロードをユーザーに許可することもできます。詳細については、「Exchange 管

理センター」と「Outlook 用アプリを取得する」を参照してください。 

Outlook 用メール アプリも含めて、Office 用アプリの既定の構成を変更する方法については、

「Office 用アプリへのアクセスの管理」を参照してください。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=181931
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=181934
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=181934
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=254348
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150562.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150562.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/get-an-app-for-outlook-HA102840208.aspx
http://technet.microsoft.com/library/42196647-15cf-413a-aa73-df312b25c3ac(Office.15).aspx#BKMK_Managing
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Outlook Social Connector 
Outlook Social Connector (OSC) は、友人、プロファイル、アクティビティ、ステータスの情報など、

ソーシャル ネットワークから得られるソーシャル ネットワーク データを Outlook 2013 で公開す

るアドインです。電子メール メッセージの下部にある人物情報ウィンドウでは、送信者および他の

受信者に関する情報 (写真、名前、役職など) を確認でき、こうした人物とのコミュニケーション履

歴 (会議、添付ファイルなど) や、ソーシャル ネットワークから取得したアクティビティ フィード

を表示できます。 

Outlook 2013 には、Facebook、LinkedIn、および SharePoint 個人用サイトの OSC プロバイダーが

含まれています。また、OSC プロバイダーの拡張機能を使用して、基幹業務アプリケーション用ま

たは社内 Web サイト用のプロバイダーを構築したり、それらのサービスを Outlook に統合したり

することもできます。詳細については、「Outlook Social Connector 2013 プロバイダー リファレン

ス」を参照してください。 

Outlook Social Connector に備えられているすべての機能を活用するには、Outlook 2013 を Exchange 

キャッシュ モードで Windows デスクトップ サーチと共に実行し、SharePoint Server 2013 または 

SharePoint 2013 個人用サイトをユーザー向けに構成します。このように構成すると、送信者から送

信された電子メール メッセージ、会議、添付ファイルなどのローカル アイテムがコミュニケーシ

ョン履歴に含まれます。さらに、個人用サイトが構成されている場合は、送信者の個人用サイトか

ら取得されたアクティビティ フィードを表示できます。 

Outlook 2013 をオンライン モードで実行している場合は、送信者に関連するアイテムのうちサーバ

ーに格納されているもののみがコミュニケーション履歴に表示されます。また、SharePoint 個人用

サイトや Facebook などオンデマンドのソーシャル ネットワーク プロバイダーからは、送信者に

関するアクティビティ フィード情報のみが表示されます。 

SharePoint のオンプレミス インストールでホストされている個人用サイトから取得された情報を 

Outlook Social Connector に含めるには、[MySiteHost] レジストリ キーを次の表に示すように設定し

ます。 

MySiteHost レジストリ設定 

  

ルート データ型 キー 値の名前 値データ 

HKEY_CURRENT
_USER 

REG_SZ Software\Policies\Microsoft\Off
ice\15.0\common\Portal\Link 
Providers\MySiteHost 

URL 個人用サイトの URL。(例: 

http://Office/MySite)。 

HKEY_CURRENT
_USER 

REG_SZ Software\Policies\Microsoft\Off
ice\15.0\common\Portal\Link 
Providers\MySiteHost 

DisplayName ( オプション ) Outlook 

Social Connector でユー

ザーに表示する名前 (例: 

My Site)。 

 

管理者は、ユーザーがアクティビティ フィードを表示できるソーシャル ネットワーク プロバイダ

ーを制御できます。グループ ポリシーの [Office のソーシャル ネットワークへの接続を無効にす

る] 設定を有効にすると、すべてのソーシャル ネットワーク プロバイダーからのアクティビティ 

フィードの取得を禁止できます。あるいは、OCT の [読み込むソーシャル ネットワーク プロバイ

ダーの一覧を指定する] 設定を使用して特定のプロバイダーを展開したり、グループ ポリシーの 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee829696.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee829696.aspx
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[特定のソーシャル ネットワーク プロバイダーをブロックする] 設定を使用して、他のプロバイダ

ーがインストールされるのを禁止したりすることができます。 

また、更新するかどうかの確認を Outlook Social Connector またはソーシャル ネットワーク プロ

バイダーがユーザーに求めることを許可するかどうかを制御したり、グループ ポリシーの [ソーシ

ャル ネットワーク情報バーを表示しない] 設定を使用することにより、管理者が更新を管理したり

することもできます。 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT で Outlook Social Connector に対して構成できる設定を

示します。グループ ポリシーでは、この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft 

Outlook 2013\Outlook Social Connector にあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ペ

ージの対応する場所にあります。 

Outlook Social Connector の設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

グ ロ ー バ ル 

アドレス一覧

の同期をブロ

ックする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!disablecontactgalsync 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!disablecontactgalsync 

Outlook とグローバル  アド

レス一覧間の同期をブロック

できます。 

ネットワーク 

アクティビテ

ィの同期をブ

ロックする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!disableactivitydownload 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!disableactivitydownload 

Outlook とソーシャル  ネッ

トワークの間のアクティビテ

ィ情報の同期をブロックでき

ます。 

ソ ー シ ャ ル 

ネットワーク

の連絡先の同

期をブロック

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!disablecontactdownload 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!disablecontactdownload 

Outlook とソーシャル  ネッ

トワークの間の連絡先の同期

をブロックできます。 

特定のソーシ

ャル  ネット

ワーク  プロ

バイダーをブ

ロックする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!disabledproviderslist 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!disabledproviderslist 

プログラム ID (ProgID) によ

り、ブロックするソーシャル 

ネットワーク プロバイダー

の一覧を指定できます。プロ

バイダーの ProgID は、

HKEY_CURRENT_USER\Softwar
e\Microsoft\Office\Outlook\So
cialConnector\SocialNetworks 

の下に登録されます。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

オンデマンド 

アクティビテ

ィ同期を許可

しない 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!ondemandactivitysync 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!ondemandactivitysync 

Outlook とソーシャル  ネッ

トワークの間のアクティビテ

ィ情報のオンデマンド同期を

禁止できます。 

Active 

Directory か

ら写真をダウ

ンロードしな

い 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!downloaddetailsfromad 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!downloaddetailsfromad 

連 絡 先 の 写 真 の  Active 

Directory からのダウンロー

ドを禁止できます。 

ソ ー シ ャ ル 

ネットワーク

情報バーを表

示しない 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!unmanagedinfobars 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!unmanagedinfobars 

Outlook Social Connector の更

新プログラムが入手可能にな

ったときにアップグレードす

るかどうかや、ソーシャル ネ

ットワーク プロバイダーの

インストールまたは更新を行

うかどうかをユーザーに確認

する情報バー メッセージが

表示されるのを禁止できま

す。 

Office のソー

シャル  ネッ

トワークへの

接続を無効に

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!disablesocialnetworkconnectivity 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!disablesocialnetworkconnectivity 

ユーザーが Office をソーシ

ャ ル  ネ ッ ト ワ ー ク 

(SharePoint を含む) に接続す

ること、およびユーザーのソ

ーシャル ネットワークから

得られた連絡先やフィードを 

Office が表示することを禁止

できます。 

グ ロ ー バ ル 

アドレス一覧

の連絡先の同

期間隔を設定

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!contactsyncinterval 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!contactsyncinterval 

Outlook と接続先のソーシャ

ル ネットワークの間の連絡

先情報の同期頻度を制御でき

ます (分単位)。このポリシー

設定を無効するか構成しない

場合は、既定で、1 日に 1 回 

(1,440 分ごと) 連絡先情報の

同期が行われます。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

アクティビテ

ィ  フィード

の同期間隔を

指定する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!activitysyncinterval 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!activitysyncinterval 

Outlook と接続先のソーシャ

ル ネットワークの間のアク

ティビティ フィード情報の

同期頻度を制御できます (分

単位)。このポリシー設定を無

効するか構成しない場合は、

既定で、60 分ごとにアクティ

ビティ情報の同期が行われま

す。 

読み込むソー

シャル  ネッ

トワーク  プ

ロバイダーの

一覧を指定す

る 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!providersecuritymode 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!providersecuritymode 

Outlook Social Connector によ

って読み込まれるソーシャル 

ネットワーク プロバイダー

の一覧を (ProgID で) 入力で

きます。プロバイダーの 

ProgID は、

HKEY_CURRENT_USER\Softwar
e\Microsoft\Office\Outlook\So
cialConnector\SocialNetworks 

の下に登録されます。 

Outlook Social 

Connector を

オフにする 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\
outlook\socialconnector!runosc 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\outlook\
socialconnector!runosc 

Outlook Social Connector をオ

フにできます。 

 

サイト メールボックス 

サイト メールボックスを使用すると、同じクライアント インターフェイスを使用して SharePoint 

2013 ドキュメントと Exchange 電子メール メッセージの両方にアクセスできるので、共同作業や

ユーザー生産性を向上させることができます。サイト メールボックスは、SharePoint 2013 サイトの

メンバーシップ (所有者とメンバー)、電子メール メッセージ用の Exchange Server 2013 メールボッ

クスとドキュメント用の SharePoint 2013 サイトによる共有ストレージ、およびプロビジョニングと

ライフサイクルの要件に対応した管理インターフェイスで構成されています。 

サイト メールボックスには、Exchange Server 2013 と SharePoint Server 2013 の統合および構成が必

要です。SharePoint Server 2013 と連携するように Exchange Server 2013 を構成する方法の詳細につ

いては、「SharePoint Server 2013 でサイト メールボックスを構成する」を参照してください。 

天気予報バー 

予定表モジュールの予定表には、翌日から 3 日間の気象情報が表示されます。Outlook 2013 をイン

ストール後、初めて起動したときに表示される気象情報の場所は、インストールした Outlook のマ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj552524.aspx
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ーケット バージョンに設定されている既定の都市です。表示される気象情報の場所を変更するには、

[予定表] ビューの都市名の隣にあるドロップダウン メニューから [場所の追加] を選択します。ま

た、[ファイル]、[オプション]、[予定表]、[天気] と順にクリックして、次の 2 つのオプションを設

定することもできます。 

 カレンダーに天気を表示する 

 気温の表示方法: 摂氏または華氏 

天気予報バーの設定は、ユーザーのプロファイルに保存されます。ユーザー プロファイルに複数の 

Exchange アカウントが存在する場合は、ユーザーのプライマリ Exchange アカウントで指定されて

いる場所に基づいて気象情報の場所が決まります。ユーザー プロファイル内のすべての予定表には、

同じ場所が気象情報の場所として表示されます。 

以下の天気予報バーの設定は、アカウントの種類に応じてローミングできます。 

 気象情報がオンかオフか 

 摂氏か華氏か 

 気象情報の場所 

 現在表示されている気象情報の場所 

ユーザーが複数のコンピューターで同じ Exchange アカウントを持っている場合は、すべてのコン

ピューターで同じ気象情報の場所が表示されます。ユーザーが複数の Exchange アカウントを持っ

ている場合は、プライマリ Exchange アカウントに関連付けられた気象情報の場所が表示されます。

この場合、プライマリ Exchange アカウントに関連付けられている設定がローミングされます。ユ

ーザーが Exchange アカウントを持たず、複数のコンピューターで同じ IMAP/POP アカウントを使

用している場合、設定はローミングされません。 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT でこの機能に対して構成できる設定を示します。グルー

プ ポリシーでは、この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\Outlook 

のオプション\初期設定\予定表オプションにあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] 

ページの対応する場所にあります。 

天気予報バーの設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

天気予報バ

ーを無効に

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\options\calendar!disableweather 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
options\calendar!disableweather 

天気予報バーをオフにで

きます。 

天気予報バ

ーの更新頻

度 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\options\calendar!weatherupdatefrequency 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
options\calendar!weatherupdatefrequency 

天気予報バーの更新頻度

を変更できます。既定値は 

120 分です。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102749748.aspx
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

転記サーバ

ー URL 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\15.0\
outlook\options\calendar!weatherserviceurl 

OCT のレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\15.0\outlook\
options\calendar!weatherserviceurl 

気象情報の取得元のサー

ビスを変更できます。この

設定を無効にするか構成

しない場合、Outlook は既

定の天気サービスの  URL 

を使用します。 

 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する 

Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を選択する 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) および Office カスタマイズ ツール 

Office 2010 のグループ ポリシーの概要 

有効化またはカスタマイズする Outlook 2013 機能を決定する 

 

http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff631135.aspx
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Outlook 2013 のセキュリティと保護の設定を選択

する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Outlook 2013 のセキュリティ設定について学習します。 

適用対象: Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

管理者は、Outlook 2013 のセキュリティ関連機能の多くをカスタマイズできます。具体的には、セ

キュリティ設定の適用方法、実行できる ActiveX コントロールの種類、カスタム フォームのセキュ

リティ、プログラムによるセキュリティ設定などです。添付ファイル、Information Rights Management、

迷惑メール、および暗号化に関する Outlook 2013 のセキュリティ設定をカスタマイズすることもで

きます。これらについては、この記事で後述する「その他の設定」に記載された追加の記事で取り

上げています。 

 重要: 

この記事のコンテンツは、組織の Outlook 設定を構成する管理者を対象にしています。 

デスクトップ上の Outlook のセキュリティ設定に関するヘルプを参照しますか? デスクト

ップ上の Outlook をセキュリティで保護する方法については、以下の記事を参照してくだ

さい。 

 Outlook でのブロック対象添付ファイル 

 Outlook でユーザーをウイルス、スパム、およびフィッシングから保護する方法 

 パスワードを設定して Outlook 情報を保護する 

 デジタル ID を入手する 

この記事の内容: 

 概要 

 Outlook でセキュリティの設定を適用する方法を指定する 

 Outlook 2013 における管理者設定とユーザー設定の関係 

 Outlook COM アドインの使用 

 Outlook 2013 で ActiveX とカスタム フォームのセキュリティをカスタマイズする 

 Outlook 2013 でプログラムによる設定をカスタマイズする 

 簡易 MAPI の設定をカスタマイズする 

 その他の設定 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102749484.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102749412.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102749452.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102748952.aspx
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概要 

既定では、Outlook はセキュリティ関連の高度な設定を使用するように構成されます。高度なセキ

ュリティ レベルを使用すると、電子メール メッセージに添付できるファイルの種類を制限するな

ど、Outlook の機能を制限できます。場合によっては、組織の既定のセキュリティ設定を低くする

ことが必要になります。ただし、既定のセキュリティ設定を低くすると、ウイルスの実行や拡散の

危険性が高まる恐れがあります。 

グループ ポリシーまたは Outlook セキュリティ テンプレートを使用して Outlook 2013 のセキュ

リティ設定の構成を行うには、あらかじめグループ ポリシーで Outlook セキュリティ モードを構

成する必要があります。Outlook セキュリティ モードを設定しないと、Outlook 2013 では既定のセ

キュリティ設定が使用され、構成したすべての Outlook 2013 セキュリティ設定は無視されます。 

Outlook 2013 管理用テンプレートのダウンロード方法や、その他の Office 2013 管理用テンプレート

については、「Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) および Office カスタマイ

ズ ツール」を参照してください。グループ ポリシーの詳細については、「Office 2013 のグループ ポ

リシーの概要」と「Office 2010 でグループ ポリシーを使用して設定を適用する」を参照してくださ

い。 

Outlook でセキュリティの設定を適用する方法を指定

する 

Office Outlook 2007 や Outlook 2010 と同様に、グループ ポリシーを使用して Outlook 2013 のセキ

ュリティ オプションを構成することも (推奨)、Outlook セキュリティ テンプレートを使用してセ

キュリティ設定を変更し、その設定を Exchange Server パブリック フォルダーの最上位フォルダー

内のフォームに公開することもできます。Office Outlook 2003 やそれ以前のバージョンが環境にな

い場合は、グループ ポリシーを使用してセキュリティ設定を構成することをお勧めします。どちら

のオプションを使用する場合も、グループ ポリシーにある Outlook セキュリティ モードの設定を

有効にし、Outlook セキュリティ ポリシーの値を設定する必要があります。この設定を有効にしな

い場合は、製品の既定のセキュリティ設定が適用されます。Outlook セキュリティ モードの設定は、

ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\セキュリティ\セキュリティ フォーム

設定の下の Outlook 2013 グループ ポリシー テンプレート (Outlk15.admx) にあります。Outlook セ

キュリティ モード設定を有効にすると、Outlook セキュリティ ポリシーに 4 つのオプションが用

意されます。これらのオプションについては次の表で説明します。 

Outlook セキュリティ ポリシーのオプション 

  

Outlook セキュリティ モードの

オプション 

説明 

Outlook の既定のセキュリテ

ィ 

Outlook は、グループ ポリシーで構成された、あるいは Outlook 

セキュリティ テンプレートの使用時に構成されたセキュリティ関

連の設定を無視します。これは既定の設定です。 

http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
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Outlook セキュリティ モードの

オプション 

説明 

Outlook セキュリティのグル

ープ ポリシー 

Outlook は、グループ ポリシーのセキュリティ設定を使用します 

(推奨)。 

”Outlook Security Settings” パ

ブリック フォルダーのセキュ

リティ フォーム  

Outlook は、指定されたパブリック フォルダーに公開されたセキ

ュリティ フォームの設定を使用します。 

”Outlook 10 Security Settings ” 

パブリック フォルダーのセキ

ュリティ フォーム 

Outlook は、指定されたパブリック フォルダーに公開されたセキ

ュリティ フォームの設定を使用します。 

 

グループ ポリシーを使用してセキュリティの設定をカスタマイズする 

グループ ポリシーを使用して Outlook 2013 のセキュリティ設定を構成する場合は、次の要因を考

慮します。 

 Outlook セキュリティ テンプレートの設定を手動でグループ ポリシーに移行する必要がある: 

以前は Outlook セキュリティ テンプレートを使用してセキュリティ設定を管理しており、これ

からはグループ ポリシーを使用して設定を Outlook 2013 に適用するように選択する場合は、

以前に構成した設定を Outlook 2013 の対応するグループ ポリシー設定に手動で移行する必要

があります。 

 グループ ポリシーを使用して構成されたカスタマイズ設定がすぐにアクティブにならない場

合がある: ユーザーがログインしている間、指定した頻度でユーザーのコンピューター上のグル

ープ ポリシーが自動的に (バックグラウンドで) 更新されるように、構成できます。新しいグ

ループ ポリシーをすぐに有効にするには、ユーザーはコンピューターをログオフしてログオン

し直す必要があります。 

 Outlook はセキュリティ設定を起動時にのみ確認する: セキュリティ設定が Outlook の実行中

に更新されても、ユーザーが Outlook を終了して再起動するまで、新しい構成は使用されませ

ん。 

 カスタマイズ設定は個人情報管理 (PIM) 専用モードには適用されない : PIM モードでは、

Outlook は既定のセキュリティ設定を使用します。管理者設定は不要であり、設定してもこのモ

ードでは使用されません。 

特別な環境 

グループ ポリシーを使用して Outlook 2013 のセキュリティ設定を構成する場合は、次の表に示す

シナリオのうち環境に含まれているものがあるかどうかを検討します。 
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特別な環境のシナリオ 

  

シナリオ 問題点 

ホスト型  Exchange Server 

を使用してメールボックス

にアクセスするユーザー 

ユーザーがホスト型 Exchange Server を使用してメールボックスにア

クセスする場合は、Outlook セキュリティ テンプレートを使用してセ

キュリティ設定を構成するか、あるいは既定の Outlook セキュリティ

設定を使用できます。ホスト型環境では、ユーザーはメールボックス

にリモートからアクセスします。たとえば、ユーザーは、仮想プライ

ベート  ネットワーク  (VPN) 接続を使用して、あるいは  Outlook 

Anywhere (RPC over HTTP) を使用してメールボックスにリモートから

アクセスできます。グループ ポリシーは Active Directory を使用して

展開されるため、また、このシナリオではユーザーのローカル コンピ

ューターはドメインのメンバーではないため、グループ ポリシーのセ

キュリティ設定は適用できません。 

また、Outlook セキュリティ テンプレートを使用してセキュリティ設

定を構成すると、ユーザーは、セキュリティ設定の更新を自動的に受

け取ります。ユーザーのコンピューターが Active Directory ドメインに

ない場合、ユーザーはグループ ポリシーのセキュリティ設定の更新を

受け取ることはできません。 

コンピューター上で管理者

権限を持つユーザー 

ユーザーが管理者資格情報を使用してログオンすると、グループ ポリ

シー設定に対する制限は適用されません。管理者権限を持つユーザー

は、コンピューター上の Outlook セキュリティ設定を変更でき、構成

した制限を削除または変更することもできます。これは、Outlook セ

キュリティ設定だけでなく、すべてのグループ ポリシー設定について

も同様です。 

標準化した設定をすべてのユーザーに適用しようとしている組織で

は、このシナリオでは問題が発生する可能性がありますが、問題を軽

減する次のような要素もあります。 

 次回のログオン時には、ローカルで行われた変更よりもグループ 

ポリシーが優先される。Outlook セキュリティ設定の変更は、ユー

ザーのログオン時にグループ ポリシー設定に戻ります。 

 グループ ポリシー設定のオーバーライドは、ローカル コンピュー

ターにのみ影響する。管理者権限を持つユーザーは、自分のコンピ

ューターのセキュリティ設定だけに影響し、他のコンピューターの

ユーザーのセキュリティ設定には影響しません。 

 管理者権限がないユーザーはポリシーを変更できない。このシナリ

オでは、グループ ポリシーのセキュリティ設定は、Outlook セキ

ュリティ テンプレートを使用して構成された設定と同じセキュリ

ティ保護の強さを持ちます。 
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シナリオ 問題点 

Outlook Web App を使用し

て  Exchange メールボック

スにアクセスするユーザー 

Outlook と Outlook Web App で使用されるセキュリティ モデルは異

なります。Outlook Web App には、Exchange Server コンピューターに

格納された別のセキュリティ設定があります。詳細については、

「Outlook Web App のセキュリティについて」を参照してください。 

 

Outlook 2013 における管理者設定とユーザー設定の関

係 

ユーザーが Outlook 2013 で定義するセキュリティ設定は、管理者が定義するグループ ポリシー設

定にその設定が含まれているように動作します。2 つの設定が競合する場合は、高いセキュリティ 

レベルの設定が低いセキュリティ レベルの設定よりも優先されます。 

たとえば、グループ ポリシー添付ファイルのセキュリティ設定である [レベル 1 としてブロックす

るファイル拡張子を追加する] を使用して、ブロックするレベル 1 のファイル名拡張子のリストを

作成すると、そのリストが Outlook 2013 に付属する既定のリストよりも優先されます。さらに、ブ

ロックするレベル 1 のファイル名拡張子のユーザー設定よりも優先されます。ユーザーが実行でき

るのは、Outlook 2013 に付属する既定のリストからファイル名拡張子を削除することだけです。ユ

ーザーは、[レベル 1 としてブロックするファイル拡張子を追加する] リストに管理者が追加したフ

ァイルの種類は削除できません。たとえば、ユーザーがファイル名拡張子の .exe と .reg をレベル 

1 のグループから削除しようとしても、管理者が [レベル 1 としてブロックするファイル拡張子を

追加する] グループ ポリシー設定を使用して .exe をレベル 1 のファイルの種類として追加して

ある場合は、ユーザーが Outlook にあるレベル 1 のグループから削除できるのは .reg ファイルだ

けです。 

Outlook COM アドインの使用 

COM アドインは、Outlook の信頼モデルを利用することによって Outlook 2013 で警告メッセージ

が表示されることなく実行できるようにコーディングする必要があります。ハンドヘルド デバイス

をデスクトップ コンピューター上の Outlook 2013 と同期する場合など、ユーザーがアドインを使

用する Outlook 機能にアクセスするときに警告がいつまでも表示されることがあります。 

ただし、ユーザーに対して警告が表示される可能性は、Outlook 2003 またはそれ以前のバージョン

よりも Outlook 2013 の方が低くなっています。ウイルスが Outlook アドレス帳を使用して拡散す

るのを防止するための Object Model (OM) Guard は、Office Outlook 2007、Outlook 2010、および 

Outlook 2013 で更新されています。Outlook 2013 によって最新のウイルス対策ソフトウェアが確認

され、アドレス帳へのアクセス警告および Outlook の他のセキュリティ警告を表示するタイミング

を決定することができます。 

Outlook セキュリティ フォームまたはグループ ポリシーを使用して OM Guard を変更すること

はできません。ただし、Outlook 2013 の既定のセキュリティ設定を使用する場合、Outlook 2013 に

インストールされるすべての COM アドインは既定で信頼されます。グループ ポリシーを使用し

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb430762(EXCHG.141).aspx
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てセキュリティ設定をカスタマイズする場合は、信頼できる COM アドインのうち、Outlook オブ

ジェクト モデルのブロックを受けることなく実行できるものを指定できます。 

ただし、Outlook 2013 では、2 つの新しい構成設定である [管理対象アドインの一覧] と [非管理対

象のアドインをすべてブロックする] を使用して、常に有効なアドインの一覧または常にブロック

されたアドインの一覧を作成できます。これらの設定は、セキュリティ センター設定よりも優先さ

れます。アドインが [非管理対象のアドインをすべてブロックする] リストにあり、[信頼できるア

ドインを構成する] 設定にも追加されている場合、そのアドインはブロックされます。[管理対象ア

ドインの一覧] 設定と [非管理対象のアドインをすべてブロックする] 設定を "ユーザーの構成\管

理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\その他" の下の Outlook グループ ポリシー テンプレー

トで確認できます。 

COM アドインを信頼するには、アドインのファイルのハッシュ値を計算し、それと共にファイル

名をグループ ポリシー設定に含めます。Outlook がアドインを信頼できるように指定するには、ハ

ッシュ値を計算するためのプログラムをインストールする必要があります。実行方法については、

「信頼できる Outlook 2010 アドインの管理」を参照してください。 

カスタマイズした Outlook セキュリティ設定を適用するために、Exchange Server パブリック フォ

ルダーに公開された Microsoft Exchange Server のセキュリティ フォームを使用する場合に、COM 

アドインを信頼する方法を学習できます。Microsoft Office 2003 Resource Kit の記事「Outlook セキ

ュリティ テンプレートの設定 (英語)」の「Trusted Code tab (信頼できるコード タブ)」まで下にス

クロールします。 

信頼できるアドインの一覧にアドインを追加した後、ユーザーに対してセキュリティ プロンプトが

表示されるようになったら、COM アドインの開発者と協力して問題を解決する必要があります。

信頼できるアドインのコーディングの詳細については、「Microsoft Outlook COM アドイン開発者の

重要なセキュリティに関するメモ (英語)」を参照してください。 

Outlook 2013 で ActiveX とカスタム フォームのセキ

ュリティをカスタマイズする 

Outlook 2013 ユーザー向けに ActiveX とカスタム フォームのセキュリティ設定を指定できます。カ

スタム フォームのセキュリティ設定には、Outlook 2013 でのスクリプト、カスタム コントロール、

およびカスタム アクションの制限方法を変更するためのオプションが含まれています。 

1 回限りのフォームにおける ActiveX コントロールの動作をカスタマ

イズする 

フォーム定義を含むメッセージを Outlook が受け取る場合、アイテムは 1 回限りのフォームです。

望ましくないスクリプトやコントロールが 1 回限りのフォーム内で実行されることを防ぐために、

Outlook の既定では ActiveX コントロールの読み込みを 1 回限りのフォームで行いません。 

ActiveX コントロールをカスタマイズするために、Outlook 2013 グループ ポリシー テンプレート 

(Outlk15.admx) を使用して設定をロックできます。また、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用

して既定の構成を設定できます。この場合、ユーザーは設定を変更できます。グループ ポリシーで

は、ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\セキュリティの下の [ActiveX の 1 

http://technet.microsoft.com/library/96604a08-00aa-48dd-81dc-2d9379f474fe(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=75744
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=75744
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa168140(office.11).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa168140(office.11).aspx
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回限りのフォームを許可する] 設定を使用します。OCT では、[ActiveX の 1 回限りのフォームを許

可する] 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。OCT の詳細に

ついては、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

[ActiveX の 1 回限りのフォームを許可する] 設定を有効にすると、次の表で説明する 3 つのオプシ

ョンが用意されます。 

[ActiveX の 1 回限りのフォームを許可する] 設定のオプション 

  

オプション 説明 

すべての ActiveX コントロールを許可する  すべての ActiveX コントロールが制限なしに実行され

ます。 

安全なコントロールのみ許可する 安全な ActiveX コントロールのみ実行が許可されます。

ActiveX コントロールが Authenticode で署名され、署名

者が信頼できる発行元の一覧に含まれている場合、その 

ActiveX コントロールは安全です。 

Outlook のコントロールのみ読み込む  Outlook は、次のコントロールのみを読み込みます。こ

れらは、1 回限りのフォームで使用できるコントロール

です。 

 fm20.dll に含まれるコントロール 

 Microsoft Office Outlook Rich Format コントロール 

 Microsoft Office Outlook Recipient コントロール 

 Microsoft Office Outlook View コントロール 

 

これらのオプションのいずれも構成しない場合は、既定によって Outlook コントロールのみが読み

込まれます。 

カスタム フォームのセキュリティ設定をカスタマイズする 

カスタム フォームのセキュリティを構成するために、Outlook 2013 グループ ポリシー テンプレー

ト (Outlk15.admx) を使用して設定をロックできます。グループ ポリシーでは、設定はユーザーの構

成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\セキュリティ\セキュリティ フォーム設定\ユーザー

設定フォームのセキュリティにあります。 

スクリプト、カスタム コントロール、およびカスタム アクションに構成できる設定を次の表に示

します。 
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スクリプト、カスタム コントロール、およびカスタム アクションの設

定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

1 回 限 り の 

Outlook フ ォ

ームでのスク

リプトの使用

を許可する  

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\
office\15.0\outlook\security!enableoneoffformscript
s 

スクリプトとレイアウトがメッ

セージに含まれているフォーム

で、スクリプトを実行します。ス

クリプトを含む 1 回限りのフォ

ームをユーザーが受け取ると、ス

クリプトを実行するかどうかを

尋ねられます。 

Outlook オ ブ

ジェクト モデ

ルのユーザー

設定のアクシ

ョンの実行確

認について設

定する  

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\
office\15.0\outlook\security!promptoomcustomacti
on 

Outlook オブジェクト モデルを

使用して、プログラムがカスタム 

アクションを実行しようとする

ときの動作を指定します。カスタ

ム アクションを作成することに

より、メッセージに返信したり、

プログラムによる送信の保護を

回避したりすることができます。

次のいずれかを選択します。 

 [ユーザーに確認する] を使

用すると、ユーザーはメッセ

ージを受け取ることができ、

プログラムによる送信アク

セスを許可するかどうかを

決定できます。 

 [自動的に許可する] は、メッ

セージを表示することなく、

プログラムによる送信アク

セスを常に許可します。 

 [自動的に拒否する] は、メッ

セージを表示することなく、

プログラムによる送信アク

セスを常に拒否します。 

 [コンピューターのセキュリ

ティに基づいてユーザーに

メッセージを表示する] は、

Outlook 2013 に既定の構成

を適用します。 
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Outlook 2013 でプログラムによる設定をカスタマイズ

する 

Outlook 2013 の管理者は、プログラムによるセキュリティ設定を構成することによって Outlook オ

ブジェクト モデルの制限を管理できます。Outlook オブジェクト モデルを使用すると、Outlook の

フォルダーに格納されたデータをプログラムから操作することができます。 

 メモ: 

Exchange Server セキュリティ テンプレートには、Collaboration Data Objects (CDO) の設定

が含まれています。ただし、Outlook 2013 での CDO の使用はサポートされていません。 

グループ ポリシーを使用して、Outlook オブジェクト モデルのプログラムによるセキュリティ設

定を構成できます。グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレート (Outlk15.admx) を読み込み

ます。グループ ポリシー設定は、ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\セキ

ュリティ\セキュリティ フォーム設定\プログラムによるセキュリティに配置されます。これらの設

定は、Office カスタマイズ ツールを使用して構成することはできません。 

プログラムによる設定のグループ ポリシー オプションに関する説明を以下に示します。次の各項

目について、設定を 1 つ選択できます。 

 ユーザーに確認する: ユーザーは、操作の許可または拒否を選択できるメッセージを受け取りま

す。一部のプロンプトでは、ユーザーは、最大 10 分間プロンプトなしで操作が許可または拒否

されるように選択できます。 

 自動的に許可する: Outlook は、任意のプログラムからのアクセス要求を自動的に許可します。

このオプションは、重大な脆弱性を作り出す恐れがあるため、お勧めしません。 

 自動的に拒否する: Outlook は、任意のプログラムからのアクセス要求を自動的に拒否します。

ユーザーにプロンプトを表示しません。 

 コンピューターのセキュリティに基づいてユーザーにメッセージを表示する: Outlook は、セキ

ュリティ センターの [プログラムによるアクセス] セクションの設定を利用します。これが既

定の動作です。 

Outlook オブジェクト モデルのプログラムによるセキュリティ設定に構成できる設定を次の表に

示します。 

プログラムによるセキュリティ設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

アドレス帳にア

クセスするとき

の Outlook オブ

ジェクト  モデ

ルに関する確認

について構成す

る 

グ ル ー プ  ポ リ シ ー の レ ジ ス ト リ  パ ス : 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptoomaddressbookaccess 

プログラムが  Outlook 

オブジェクト モデルを

使用して、アドレス帳に

アクセスしようとすると

きの動作を指定します。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

UserProperty オ

ブ ジ ェ ク ト の 

Formula プロパ

ティにアクセス

す る と き の 

Outlook オブジ

ェクト  モデル

に関する確認に

ついて構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptoomformulaaccess 

ユーザーが組み合わせ、

または式のカスタム  フ

ィールドをカスタム  フ

ォームに追加し、そのフ

ィールドをアドレス情報

フィールドにバインドす

るときの動作を指定しま

す。これを行うと、コー

ドを使用してアドレス情

報フィールドの  Value 

プロパティを取得するこ

とで、アドレス情報フィ

ールドの値を間接的に取

得できます。 

[名前を付けて保

存 ] を実行する

ときの  Outlook 

オ ブ ジ ェ ク ト 

モデルに関する

確認について構

成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptoomsaveas 

プログラムが [名前を付

けて保存] コマンドをプ

ログラムから使用して、

アイテムを保存しようと

するときの動作を指定し

ます。アイテムが保存さ

れるときに、悪意のある

プログラムがファイルか

ら電子メール アドレス

を取得する可能性があり

ます。 

アドレス情報を

読み込むときの 

Outlook オブジ

ェクト  モデル

に関する確認に

ついて構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptoomaddressinformationaccess 

プログラムが  Outlook 

オブジェクト モデルを

使用して、[宛先] などの

宛先フィールドにアクセ

スしようとするときの動

作を指定します。 

会議出席依頼お

よびタスクの依

頼に返信すると

きの Outlook オ

ブジェクト  モ

デルに関する確

認について構成

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptoommeetingtaskrequestrespo
nse 

プログラムがタスクの依

頼および会議出席依頼に

対して  Respond メソッ

ドを使用して、プログラ

ムからメールを送信しよ

うとするときの動作を指

定します。このメソッド

は、メールのメッセージ

に対する Send メソッド

に類似しています。 
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設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

メール送信時の 

Outlook オブジ

ェクト  モデル

に関する確認に

ついて構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptoomsend 

Outlook オブジェクト 

モデルを使用して、プロ

グラムがプログラムから

メールを送信しようとす

るときの動作を指定しま

す。 

 

簡易 MAPI の設定をカスタマイズする 

グループ ポリシーを使用して、Outlook オブジェクト モデルの簡易 MAPI の設定を構成できます。

グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレート (Outlk15.admx) を読み込みます。グループ ポリ

シー設定は、ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Outlook 2013\セキュリティ\セキュリテ

ィ フォーム設定\プログラムによるセキュリティに配置されます。これらの設定は、Office カスタ

マイズ ツールを使用して構成することはできません。 

簡易 MAPI の設定 

  

設定名 レジストリのパスおよび値の名前 説明 

簡易 MAPI での

送信に関する確

認について構成

する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptsimplemapisend 

プログラムが簡易 MAPI 

を使用して、プログラム

からメールを送信しよう

とするときの動作を指定

できます。 

簡易 MAPI での

名前解決に関す

る確認について

構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptsimplemapinameresolve  

プログラムが簡易 MAPI 

を使用して、アドレス帳

にアクセスしようとする

ときの動作を指定できま

す。 

簡易 MAPI での

メッセージ開封

に関する確認に

ついて構成する 

グループ ポリシーのレジストリ パス: 

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\office\1
5.0\outlook\security!promptsimplemapiopenmessage 

プログラムが簡易 MAPI 

を使用して、[宛先] など

の宛先フィールドにアク

セスしようとするときの

動作を指定できます。 

 

その他の設定 

次の表に、この記事で扱わないその他のセキュリティ設定に関する記事を示します。 
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セキュリティに関するその他の記事 

  

機能 関連リソース 

ActiveX コントロール Office 2013 の ActiveX コントロールのセキュリ

ティ設定を計画する 

添付ファイル Outlook 2010 の添付ファイル設定を計画する 

暗号化 Outlook 2010 での電子メール メッセージングの

暗号化を計画する 

デジタル署名 Office 2013 のデジタル署名設定を計画する 

迷惑メール  Outlook 2010 で迷惑メールの制限を計画する 

Information Rights Management Office 2013 の Information Rights Management を

計画する 

保護されたビュー Office 2013 の保護されたビューの設定を計画す

る 

 

Office 2013 のセキュリティの概要 

 

http://technet.microsoft.com/library/83308fb0-db8d-484b-a5ae-0757c162076b(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/83308fb0-db8d-484b-a5ae-0757c162076b(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/12c97f50-412a-41ea-9c7a-756f168608d1(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7160c820-c3cd-45ce-ad56-7a7bd444dc75(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7160c820-c3cd-45ce-ad56-7a7bd444dc75(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a7154bc5-17cf-4da3-8b2e-21f4dc3475d3(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0f5ba39c-0d39-4ffc-be4d-1222ddb63769(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dc45ec33-40b0-4dec-a038-c0076115f9c9(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dc45ec33-40b0-4dec-a038-c0076115f9c9(Office.15).aspx
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Outlook 2013 に複数の Exchange アカウントを構

成する 

発行日: 2012 年 9 月 11 日 

概要: 管理者が Office カスタマイズ ツールを使用して、1 つの Outlook 2013 プロファイルに複数

の Exchange 電子メール アカウントを構成する方法について学習します。 

適用対象: Outlook 2013 | Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Outlook 2013 プロファイルに複数の Exchange Server 電子メール アカウントを構成するには、この

記事の以下の手順に従います。 

この記事の内容: 

 概要 

 始める前に 

 プロファイルに複数の Exchange アカウントを追加する 

概要 

Outlook 2013 では、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して他の電子メール アカウントに関

して行う場合と同様に、複数の Exchange Server 電子メール アカウントを 1 つの Outlook プロフ

ァイルに追加できます。Outlook 2013 では、1 つのプロファイルから最大 10 個の Exchange アカ

ウントに、追加の構成を行うことなく接続できます。 

個々のユーザーは、追加の Exchange アカウントを各自の Outlook プロファイルに Outlook 2013 

から追加できます。それには、ユーザーは [ファイル] タブをクリックし、[アカウント設定] をクリ

ックして、[アカウントの追加] をクリックするか、あるいは Windows コントロール パネルの [メ

ール] モジュールを使用します。ユーザーは、プロファイルで Exchange アカウントを削除するこ

ともできます。詳細については、「電子メール アカウントを追加または削除する」を参照してくだ

さい。 

 警告: 

 代理人アカウントは、複数の Exchange アカウントを持つプロファイルではサポートされませ

ん。メールボックスへの代理人アクセスを持つユーザーは、そのアカウントを他の Exchange ア

カウントとは別のプロファイルに保持する必要があります。 

 メールボックスに対してフル アクセスのアクセス許可を持っている場合は、Exchange Server 

2013 Auto Mapping 機能によってメールボックスが Outlook のナビゲーション ウィンドウに

自動的に追加されます。Outlook では、これらの追加のメールボックスの管理に特定のアクセス

許可セットが使用されます。これにより、これらのメールボックスを 1 つの Outlook プロファ

イル内で追加の Exchange Server アカウントとしても構成してある場合、予期しない動作が引き

起こされる可能性があります。このシナリオで問題を防ぐには、Auto Mapping 機能で追加され

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA010354414.aspx
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たメールボックスが同じプロファイルに手動によっても追加されることがないように、Outlook 

プロファイルを変更する必要があります。[アカウント設定] ダイアログ ボックスを使用して、

これらの追加の Exchange メールボックスをプロファイルから削除します。手動で追加された

メールボックスをプロファイルから削除しないと、Outlook は複数 Exchange Server アカウント

機能を使用することにより、自動マップ アカウントとアカウント セットアップの両方のアク

セス許可セットを同時に使おうとします。 

 Exchange Server セキュリティ テンプレートを使用して Exchange アカウントにセキュリティ 

オプションを構成する場合、そのプロファイルに追加されたすべてのアカウントに、プロファ

イルに追加された最初のアカウント (レガシー アカウント) のセキュリティ フォーム設定が

使用されます。 

Outlook for Mac 2011 の Exchange アカウントを構成する方法については、「Outlook for Mac 2011 で

の Exchange アカウントの構成 (英語)」(http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=212911) を参照して

ください。 

始める前に 

展開を始める前に、「Outlook 2013 の計画の概要」、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モー

ドの展開を計画する」、および「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を確認して、

Exchange アカウントに構成する必要がある設定を決定してください。次の 3 つの記事は、OCT を

使用して特定の Exchange アカウント機能を構成する方法について説明しています。 

 Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構成する 

 Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する 

 Outlook 2010 で Exchange Server の送受信設定を構成する 

プロファイルに複数の Exchange アカウントを追加す

る 

複数の Exchange アカウントを Outlook プロファイルに追加するには、以下の手順に従います。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

プロファイルに複数の Exchange アカウントを追加するには 

1. ネットワーク インストール ポイントのルートから、以下のコマンド ラインを実行して、Office 

カスタマイズ ツールを起動します。\\server\share\setup.exe /admin 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=212911
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=212911
http://technet.microsoft.com/library/2828d088-5186-4733-9d7e-ac8ae59e66df(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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2. 既存のカスタマイズ ファイル (.msp) を編集するには、[製品の選択] ダイアログ ボックスで 

[既存のセットアップ カスタマイズ ファイルを開く] をクリックします。新しいカスタマイズ 

ファイルを作成する場合は、カスタマイズする Office スイートを選択し、[OK] をクリックしま

す。 

3. Outlook 領域で、[Outlook プロファイル] をクリックします。ユーザーのプロファイルをカスタ

マイズする方法を選択します。既存のプロファイルを変更、または新しいプロファイルを追加

するには、[プロファイルの変更] を選択するか、[新しいプロファイル] を選択します。 

4. 新しいアカウントと既存のアカウントを追加して構成するには、[アカウントの追加] をクリッ

クし、[Outlook プロファイルとアカウント情報をカスタマイズする] をクリックします。 

5. Exchange アカウントを追加するには、[追加] ボタンをクリックします。 

6. [アカウントの追加] ダイアログ ボックスで、[Exchange] を選択し、[次へ] をクリックします。 

7. [Exchange の設定] ダイアログ ボックスで、アカウント名と Exchange Server コンピューター

の名前を入力します。特定の値を使用してユーザーを特定する場合は、[ユーザー名] に任意の

ユーザー名を入力します。そうでない場合は、[ユーザー名] に設定された既定値の %username% 

をそのままにします。Active Directory ディレクトリ サービスにある各ユーザーのアカウント情

報が自動的にプロファイルに格納されます。 

8. ユーザーのプロファイルにある既存の  Exchange アカウントを変更する場合は、 [既存の 

Exchange アカウントを上書きする] チェック ボックスをオンにします。 

9. Exchange キャッシュ モードや Outlook Anywhere などの追加の Exchange オプションを構成

するために [詳細設定] をクリックし、[OK] をクリックします。 

10. 終了したら、[完了] をクリックします。 

11. Exchange アカウントをさらに追加するには、手順 5 ～ 10 を繰り返します。 

12. 新しいプロファイルを作成する場合は、Outlook アドレス帳のアカウントをプロファイルに追加

します。このアカウントを使用すると、電子メール メッセージを作成するとき、Exchange メ

ールボックスの連絡先フォルダーをアドレス帳として使用できます。 

13. すべてのカスタマイズを完了したら、カスタマイズ ファイル (.msp) を保存し、OCT を終了し

ます。.msp ファイルを Office インストール ソースの \Updates フォルダーに配置します。オ

リジナル インストール ソースから Office 2013 をインストールします。 

Outlook 2013 の計画の概要 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを構成する 

Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構成する 

Outlook 2010 で Exchange Server の送受信設定を構成する 

 

http://technet.microsoft.com/library/2828d088-5186-4733-9d7e-ac8ae59e66df(Office.15).aspx
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Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードを

構成する 

発行日: 2012 年 9 月 18 日 

概要: 管理者が Outlook 2013 の Exchange Server 電子メール アカウントに Exchange キャッシュ 

モードを構成する方法について説明します。 

適用対象: Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

管理者は、この記事で説明する手順に従うことで、Exchange Server 電子メール アカウントの 

Exchange キャッシュ モードを Outlook 2013 で構成できます。 

この記事の内容: 

 概要 

 始める前に 

 Exchange キャッシュ モードを構成する 

 Office カスタマイズ ツールを使用して Exchange キャッシュ モードを構成するには 

 グループ ポリシーを使用して Exchange キャッシュ モードを構成するには 

 グループ ポリシーを使用して .ost の既定の場所を構成するには 

 新しい .ost ファイルの作成を抑制するには 

概要 

Outlook 2013 アカウントが Exchange キャッシュ モードを使用するように構成されていると、

Outlook 2013 は、ユーザーのコンピューター上にあるオフライン フォルダー (.ost ファイル) に格

納されているユーザーの Exchange メールボックスのローカル コピーとオフライン アドレス帳 

(OAB) に基づいて動作します。このキャッシュされたメールボックスと OAB は、Exchange Server 

コンピューターから定期的に更新されます。 

Exchange キャッシュ モードは、Exchange Server 電子メール アカウントに対してのみ構成できま

す。Exchange キャッシュ モードは、Outlook 2013 が接続できるすべてのバージョンの Exchange 

Server でサポートされています。つまり、Exchange Server 2007 以降のバージョンです。 

Exchange キャッシュ モード オプションを構成しない場合は、Outlook を新しいバージョンにアッ

プグレードしても、既存のプロファイルにおける Exchange キャッシュ モードの現在の状態は変更

されません。たとえば、Office Outlook 2003、Office Outlook 2007、または Outlook 2010 でユーザー 

アカウントが Exchange キャッシュ モードを使用するように構成されていた場合、ユーザーがソフ

トウェアを Outlook 2013 にアップグレードしても Exchange キャッシュ モードは現状の有効状態

を維持します。新しい .ost ファイルまたは OAB ファイルの既定の場所は、次のとおりです。

Windows XP の場合、場所は %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook です。
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Windows Vista および Windows 7 の場合、場所は %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Outlook で

す。 

Exchange キャッシュ モードでは複数のオプションを構成できます。これには、Exchange キャッシ

ュ モードの .ost ファイルをまだ持っていない組織内のユーザー向けとして、.ost ファイルの既定

の場所も含まれます。別の  .ost ファイルの場所を指定しなければ、ユーザーが  Outlook を 

Exchange キャッシュ モードで起動したとき、Outlook によって既定の場所に .ost ファイルが作成

されます。 

既定では、Outlook 2013 をインストールする際に、新しい圧縮版の .ost ファイルが作成されます。

この新しい圧縮版の .ost は、以前のバージョンの Outlook で作成された .ost ファイルのサイズよ

りも最大で 40% 小さくなります。Outlook 2013 で新しい圧縮版の Outlook データ ファイル (.ost) 

が作成されないようにするには、Outlook グループ ポリシー テンプレートを使用して [アップグレ

ード時に新しい OST ファイルを作成しない] ポリシーを有効にします。このポリシー設定が有効で

ある場合、Outlook 2013 は、以前のバージョンの Outlook によって作成された既存の .ost ファイ

ルを使用します。 

同期スライダーと Exchange ファスト アクセスは、Outlook 2013 の Exchange キャッシュ モード

で使用できる 2 つの新しい機能です。既定では、これらの機能は Exchange キャッシュ モードを

有効にすると有効になります。詳細については、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの

展開を計画する」と「Outlook 2013 の新機能」を参照してください。 

Outlook グループ ポリシーの管理用テンプレートを使用すると、Exchange キャッシュ モードをカ

スタマイズする設定をロックできます。また、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して既定

の構成を設定できます。この場合、ユーザーは設定を変更できます。 

始める前に 

展開を始める前に、「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する」と「Office 2013 

の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を確認し、Exchange キャッシュ モードに対して構成する

必要がある設定を決定してください。Exchange キャッシュ モード設定のカスタマイズは任意であ

り、既定の構成の設定を変更する場合にのみ実行します。 

Outlook 2013 管理用テンプレートをダウンロードするには、「Office 2013 Preview 管理用テンプレー

ト ファイル (ADMX/ADML) および Office カスタマイズ ツール (英語)」を参照してください。グ

ループ ポリシーの詳細については、「Office 2010 のグループ ポリシーの概要」と「Office 2010 で

グループ ポリシーを使用して設定を適用する」を参照してください。 

OCT の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

Exchange キャッシュ モードを構成する 

以下の手順を使用して、Exchange キャッシュ モードの設定を構成します。Exchange キャッシュ モ

ード設定のカスタマイズは任意であり、既定の構成の設定を変更する場合にのみ実行します。 

http://technet.microsoft.com/library/97a37b3c-972b-4cea-be0b-6a5ff2a1f9bb(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=260433
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=260433
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
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 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

Office カスタマイズ ツールを使用して Exchange キャッシュ モードを構成する

には 

1. Office カスタマイズ ツールのツリー ビューで、[Outlook] に移動し、[アカウントの追加] を選

択します。閲覧ウィンドウ リストの [アカウント名] 列で、構成するアカウントを選択し、[変

更] を選択します。[Exchange の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。 

Exchange アカウントを追加し、Exchange Server の設定を構成するには、OCT のツリー ビュー

で [Outlook プロファイル] を選択し、[プロファイルの変更] または [新しいプロファイル] を

選択します。 

2. Exchange キャッシュ モードを有効または無効にするには、あるいは Exchange キャッシュ モ

ードの有効時に既定のダウンロードの動作を指定するには、[キャッシュ モード] タブを選択し

ます。 

3. [Exchange キャッシュ モードを構成する] を選択し、[Exchange キャッシュ モードを使用する] 

チェック ボックスをオンにして、ユーザーの Exchange キャッシュ モードを有効にします。

[Exchange キャッシュ モードを使用する] チェック ボックスをオンにしない限り、Exchange 

キャッシュ モードは既定では無効です。 

4. Exchange キャッシュ モードを手順 3 で有効にした場合は、[キャッシュ モード] タブで次の

中から既定のダウンロード オプションを選択します。 

 ヘッダーのみをダウンロードする: ユーザーはヘッダー情報と、メッセージまたはアイテム

本文の先頭部 (256 バイトのプレーンテキスト バッファーの情報) を確認できます。アイテ

ム全体は、後から数とおりの方法でダウンロードできます。たとえば、閲覧ウィンドウで、

ダブルクリックしてメッセージを開くか、[メッセージの残りの部分を今すぐダウンロード

する] をクリックすることによってダウンロードできます。 

 ヘッダーに続いてアイテム全体をダウンロードする: 最初にすべてのヘッダーがダウンロ

ードされ、次にアイテム全体がダウンロードされます。ダウンロードの順序は、古い順でな

い場合があります。Outlook は、ユーザーが現在アクセスしているフォルダーにあるヘッダ

ー、その後アイテム全体をダウンロードし、次に、ユーザーが最近アクセスしたフォルダー

にあるヘッダー、その後アイテム全体をダウンロードします。 

 アイテム全体をダウンロードする: すべてのアイテムがダウンロードされます。使用してい

るネットワーク接続が低速でなければ、このオプションをお勧めします。ダウンロードの順

序は、古い順でない場合があります。Outlook は、ユーザーが現在アクセスしているフォル

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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ダーにあるアイテム全体をダウンロードし、次に、ユーザーが最近アクセスしたフォルダー

にあるアイテム全体をダウンロードします。 

5. ヘッダーのみのモードをオフにするには、[アイテム全体をダウンロードする] オプション ボタ

ンを選択し、[低速回線接続ではヘッダーのみをダウンロードする] チェック ボックスをオフに

します。ユーザーが低速回線接続を使用している場合の既定の動作では、ヘッダーのみがダウ

ンロードされます。ユーザーのデータ スループットが高速であるのにユーザーの回線が低速接

続であると Outlook が認識したり、その逆のように認識したりしてしまう場合があります。そ

のような状況では、このオプションをオンまたはオフにすることが考えられます。 

6. ユーザーの .ost ファイルに対する Exchange キャッシュ モードでの同期の一部として、共有

フォルダーのダウンロードを無効にします。Outlook 2013 の既定では、共有メール フォルダー

とメール フォルダー以外の共有フォルダーがダウンロードされます。ダウンロードされた共有

フォルダーにより、ユーザーの .ost ファイルはサイズが増加します。[メール フォルダー以外

の共有フォルダーをダウンロードする] の設定は、Outlook 2013 の共有メール フォルダーとメ

ール以外の共有フォルダーの両方に適用されます。共有メール フォルダーのダウンロードを無

効にするだけの場合は、手順 8 を参照してください。 

7. ユーザーの .ost ファイルに対する Exchange キャッシュ モードでの同期の一部として、パブ

リック フォルダーのお気に入りフォルダーをダウンロードします。既定では、パブリック フ

ォルダーのお気に入りはダウンロードされません。共有フォルダーと同様に、パブリック フォ

ルダーのお気に入りフォルダーをダウンロードするとユーザーの .ost ファイルはサイズが増

加します。また、パブリック フォルダーのお気に入りフォルダーを同期することによるネット

ワーク トラフィックの増大は、低速回線接続を使用するユーザーには望ましくないことがあり

ます。 

8. 共有メール フォルダー (委任された受信トレイなど) を無効にする必要があるときに、それに

もかかわらず、Exchange キャッシュ モードを使用するプロファイルに対してメール フォルダ

ー以外の共有フォルダー (カレンダーなど) のダウンロードを許可するには、以下の手順に従い

ます。 

a) OCT のツリー ビューで、[追加内容] に移動し、[レジストリ エントリの追加] を

クリックします。 

b) 閲覧ウィンドウで、[追加] をクリックします。 

c) 以下の情報を入力します。 

メール以外の共有フォルダーのダウンロードを許可するためのレジストリ キー 

ルート データ型 キー 値の名前 値データ 

HKEY_Current_User REG_SZ Software\Microsoft\Office\15.0\
Outlook\Cached Mode 

CacheOthers
Mail 

0 

d) [OK] を選択します。 

グループ ポリシーを使用して Exchange キャッシュ モードを構成するには 

1. グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレートを読み込みます。 

2. Exchange キャッシュ モードのオプションをカスタマイズするには、グループ ポリシー管理コ

ンソール (GPMC) を開き、ツリー ビューで、[ドメイン] を展開し、次に [グループ ポリシー オ

ブジェクト] を展開します。 
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3. ショートカット メニュー (右クリック) から、対象のポリシー オブジェクトを選択し、[編集] 

を選択します。[グループ ポリシー管理エディター] ウィンドウが開きます。 

4. ツリー ビューで、[ユーザーの構成] を展開し、[管理用テンプレート] を展開し、[Microsoft 

Outlook 2013] を展開し、[アカウント設定] を展開し、[Exchange] を選択します。[Exchange] を

展開して、[Exchange キャッシュ モード] を選択することもできます。 

5. 閲覧ウィンドウの [設定] 列で、設定するポリシーを開きます (ダブルクリックします)。たとえ

ば、[Exchange] 閲覧ウィンドウで、[新規および既存の Outlook プロファイルで Exchange キャ

ッシュ モードを使用する] を開きます。 

6. [有効] を選択し、オプションを選択します (必要に応じて)。 

7. [OK] を選択します。 

グループ ポリシーを使用して .ost の既定の場所を構成するには 

1. グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレートを読み込みます。 

2. 既定の .ost の場所を構成するには、グループ ポリシー管理コンソール (GPMC) を開き、ツリ

ー ビューで、[ドメイン] を展開し、次に [グループ ポリシー オブジェクト] を展開します。 

3. 対象のポリシー オブジェクトのショートカット メニュー (右クリック) から、[編集] を選択し

ます。[グループ ポリシー管理エディター] ウィンドウが開きます。 

4. ツリー ビューで、[ユーザーの構成] を展開し、[管理用テンプレート] を展開し、[Microsoft 

Outlook 2013] を展開し、[その他] を展開し、[PST 設定] を選択します。 

5. [OST ファイルの既定の場所] を開きます (ダブルクリックします)。 

6. [有効] を選択してポリシー設定を有効にします。 

7. [OST ファイルの既定の場所] テキスト ボックスに、.ost ファイルの既定の場所を入力します。

たとえば、次のようになります。 

%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\newfolder. 

8. [OK] をクリックします。 

Outlook の個人データ ファイル (.pst) と .ost ファイルの両方に対して新しい既定の場所を定

義できます。ツリー ビューで [PST 設定] を選択したら、閲覧ウィンドウで [PST ファイルの

既定の場所] 設定を開きます (ダブルクリックします)。 

新しい .ost ファイルの作成を抑制するには 

1. グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレートを読み込みます。 

2. 新しい .ost ファイルの作成を抑制するには、グループ ポリシー管理コンソール (GPMC) を開

き、ツリー ビューで、[ドメイン] を展開し、次に [グループ ポリシー オブジェクト] を展開

します。 

3. 対象のポリシー オブジェクトのショートカット メニュー (右クリック) から、[編集] を選択し

ます。[グループ ポリシー管理エディター] ウィンドウが開きます。 

4. ツリー ビューで、[ユーザーの構成] を展開し、[管理用テンプレート] を展開し、[Microsoft 

Outlook 2013] を展開し、[アカウント設定] を展開し、[Exchange] を選択します。 

5. [アップグレード時に新しい OST ファイルを作成しない] を開き (ダブルクリックし) ます。 
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6. [有効] を選択してポリシー設定を有効にし、[OK] をクリックします。 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する 

Outlook 2013 の新機能 

 

http://technet.microsoft.com/library/97a37b3c-972b-4cea-be0b-6a5ff2a1f9bb(Office.15).aspx
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Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構成する 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: 管理者が Outlook 2013 で Outlook Anywhere を構成する方法について説明します。 

適用対象: Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Outlook Anywhere を使用すると、Outlook 2013 のユーザーは、外出しているときや組織のファイア

ウォール外で作業しているときに、仮想プライベート ネットワーク (VPN) 接続を使用することな

くインターネットを介して自分の Exchange Server アカウントにアクセスできます。 

この記事では、Outlook Anywhere を使用するために Outlook ユーザー アカウントのグループを構

成する管理者の要件とオプションについて説明します。Outlook Anywhere 設定のカスタマイズはオ

プションであり、既定の構成設定を変更する場合にのみ必要です。 

 重要: 

デスクトップ上の Outlook での Outlook Anywhere 設定の構成に関するヘルプを参照しま

すか? 「Outlook Anywhere を使用して VPN なしで Exchange Server に接続する (英語)」を

参照してください。このページはデスクトップの設定を変更する場合に役立ちます。 

この記事の内容: 

 概要 

 始める前に 

 OCT を使用して Outlook Anywhere を構成する 

 グループ ポリシーを使用して Outlook Anywhere の設定をロックする 

 検証 

概要 

Outlook Anywhere 設定のカスタマイズは任意であり、既定の構成の設定を変更する場合にのみ実行

します。既定では、Exchange は、Outlook の初回の起動時に自動検出サービスを使用して Outlook 

Anywhere 設定を適用します。まず、既定の構成が存在するテスト環境に Outlook を展開すること

をお勧めします。既定の構成を見直して、カスタマイズする設定を特定します。自動検出とアカウ

ントの自動構成の詳細については、「Outlook のアカウントの自動構成 (英語)」を参照してくださ

い。 

既定の構成から変更する設定を特定したら、Office カスタマイズ ツール (OCT) でオプションを有

効にし、(オプションで) Exchange Server コンピューターと通信するためのセキュリティ レベルの

要件など追加の設定を指定することにより、Outlook 展開の一部として Outlook 2013 と Outlook 

Anywhere を構成できます。これらのオプションを指定したら、Outlook をユーザーに展開するため

に使用するセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp file) に、他の構成と共に設定を保存します。

OCT の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=231273
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=79065
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グループ ポリシーを使用して、一部の Outlook Anywhere 設定をロックすることもできます。

Outlook Anywhere グループ ポリシーの設定の詳細については、この記事で後述する「グループ ポ

リシーを使用して Outlook Anywhere の設定をロックする」を参照してください。グループ ポリシ

ーの詳細については、「Office 2010 のグループ ポリシーの概要」と「Office 2010 でグループ ポリ

シーを使用して設定を適用する」を参照してください。 

Outlook Anywhere は、以前のバージョンの Outlook では RPC over HTTP と呼ばれていました。 

始める前に 

 展開を始める前に、「Outlook 2013 の計画の概要」と「Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モ

ードの展開を計画する」を確認し、Outlook Anywhere に対して構成する必要がある設定を決定

してください。 

 まず、既定の構成が存在するテスト環境に Outlook を展開することをお勧めします。既定の構

成を見直して、カスタマイズする設定を特定します。 

 Outlook Anywhere 用に構成するユーザー アカウントでは、Exchange キャッシュ モードを使用

することをお勧めします。Outlook の Exchange キャッシュ モードの詳細については、「Outlook 

2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する」を参照してください。 

 Outlook 2013 のグループ ポリシー管理用テンプレートをダウンロードします。テンプレート 

ファイルをダウンロードするには、「Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) 

および Office カスタマイズ ツール」を参照してください。 

 Exchange 2007 または Exchange Server 2010 環境で自動検出サービスを使用することなく 

Outlook 2013 に Outlook Anywhere を構成するには、その前に、Outlook Anywhere 用に構成す

る Exchange のプロキシ サーバーの URL を入手する必要があります。この URL は、組織の 

Exchange 管理者から入手できます。 

OCT を使用して Outlook Anywhere を構成する 

OCT を使用して Outlook Anywhere を構成するには、以下の手順に従います。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

OCT を使用して Outlook Anywhere を構成するには 

1. OCT のツリー ビューで、[Outlook] に移動し、[アカウントの追加] を選択し、[Outlook プロフ

ァイルとアカウント情報をカスタマイズする] を選択します。 

2. 設定する Exchange アカウントを選択し、[変更] をクリックします。 

http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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3. ユーザーの新しい Exchange Server コンピューターを定義する場合は、[ユーザー名] に値また

は置換可能なパラメーターを入力します。 

たとえば、各ユーザーの正確なログオン名を使用するには、=%UserName% と指定する場合が

あります。これを使用すると、Outlook がユーザーに複数の選択肢の中から決定を求めるプロン

プトを抑制することができます。 

4. 新しい Exchange 2007 または Exchange Server 2010 のコンピューターを定義する場合は、

[Exchange Server] テキスト ボックスに Exchange Server コンピューターの名前を入力します。 

新しい Exchange Server コンピューターに移行しない既存の  Exchange ユーザーに対して 

Outlook Anywhere を構成する場合は、手順 3 と手順 4 をスキップします。 

5. [詳細設定] を選択します。 

6. [Exchange の設定] ダイアログ ボックスの [Outlook Anywhere] タブで、[外出先で Outlook を

使用できるように構成する] チェック ボックスをオンにし、[HTTP を使用して Exchange メー

ルボックスに接続する] チェック ボックスをオンにします。 

7. これらのチェック ボックスの次のテキスト ボックスに、Outlook Anywhere のプロキシ サーバ

ーのサーバー名を入力します。 

名前には、http:// または https:// を入れないでください。 

8. ユーザーの接続として常に SSL (Secured Sockets Layer) を使用してプロキシ サーバーに接続す

る場合は、[セキュリティで保護された接続 (SSL) のみを使用する] を選択します。サーバー認

証とクライアント認証の両方をサポートする場合は、[SSL 接続時にセッションを相互認証する] 

を選択し、プロキシ サーバーのプリンシパル名を入力します。 

9. 接続の種類を試すときに、LAN (TCP/IP) と Outlook Anywhere (HTTP) のどちらを先にするかを指

定する既定の順番を逆にするかどうかを選択します。既定は、LAN (TCP/IP) が先で、次に Outlook 

Anywhere (HTTP) です。企業ネットワーク内にいるときよりも、企業ネットワーク外にいるとき

の方が多いユーザーが接続する場合は、Outlook Anywhere (HTTP) を先に試すように Outlook を

構成することをお勧めします。 

10. 認証方法をドロップダウン リストから選択します。 

既定の方法は、パスワード認証 (NTLM) です。 

11. [OK] をクリックして [Exchange の設定] ダイアログ ボックスに戻り、[完了] をクリックしま

す。 

12. Outlook または Office の他の構成を完了したら、[ファイル] メニューで [上書き保存] を選択

して、ユーザーに展開できるカスタマイズ ファイルを作成します。 

グループ ポリシーを使用して Outlook Anywhere の設

定をロックする 

グループ ポリシーを使用して Outlook Anywhere の設定をロックするには、以下の手順に従います。

[Outlook Anywhere のユーザー インターフェイス オプションを構成する] ポリシー設定を使用す

ると、Outlook Anywhere のユーザー インターフェイス (UI) オプションをユーザーが表示および変

更できるかどうかを決定できます。 
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 このポリシー設定を有効にすると、ユーザーは、Outlook Anywhere の UI オプションを表示お

よび変更できます。 

 無効にするか、このポリシー設定を構成しない場合でも、ユーザーは Outlook Anywhere 機能を

使用できます。ただし、ユーザーは Outlook Anywhere の UI オプションを表示および変更する

ことはできません。 

グループ ポリシーを使用して、ユーザー インターフェイスで Outlook Anywhere 設定をロックす

るには 

1. グループ  ポリシー  オブジェクト  エディターで、Outlook 2013 の管理用テンプレート 

(Outlk15.admx) を読み込みます。 

2. グループ ポリシー管理コンソール (GPMC) を開き、ツリー ビューで、[ドメイン] を展開し、

次に [グループ ポリシー オブジェクト] を展開します。 

3. 対象のポリシー オブジェクトを選択し、そのショートカット メニュー (右クリック) を使用し

て、[編集] を選択します。[グループ ポリシー管理エディター] ウィンドウが開きます。 

4. ツリー ビューで、[ユーザーの構成]、[管理用テンプレート]、[Microsoft Outlook 2013]、[アカウ

ント設定] を順に展開し、[Exchange] を選択します。 

5. 閲覧ウィンドウの [設定] 列で、[Outlook Anywhere のユーザー インターフェイス オプション

を構成する] を開きます (ダブルクリックします)。 

6. Outlook Anywhere の UI オプションをユーザーが表示または変更できない場合は、[無効] を選

択します。 

7. Outlook Anywhere の UI オプションをユーザーが表示または変更する場合は、[有効] を選択し

ます。次に、[OS で機能がサポートされる場合の UI の状態を選択してください] ドロップダウ

ン リストでオプションを選択します。 

8. [OK] を選択します。 

検証 

構成を完了したら、その構成をテスト環境に適用します。テスト環境で Outlook を開き、構成が意

図したとおりに適用されていることを確認します。 

Outlook 2013 で Exchange キャッシュ モードの展開を計画する 

Outlook 2013 の計画の概要 

Exchange Server 2013 での Outlook Anywhere 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb123741.aspx
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Outlook 2013 で迷惑メールの設定を構成する 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: 管理者が Outlook 2013 の迷惑メール リストを作成および展開したり、迷惑メール フィルタ

ーを構成したりする方法について説明します。 

適用対象: Outlook 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

管理者は、この記事の手順に従うことで、Outlook 2013 で迷惑メール フィルター リストを作成し

たり、迷惑メール フィルターおよび画像の自動ダウンロードを構成したりできます。 

 重要: 

この記事のコンテンツは、組織の Outlook 設定を構成する管理者を対象にしています。 

デスクトップ上の Outlook での迷惑メール設定の構成に関するヘルプを参照しますか? デ

スクトップ設定を変更する方法については、「Change the level of protection in the Junk E-Mail 

Filter (迷惑メール フィルターの保護レベルを変更する)」を参照してください。 

この記事の内容: 

 概要 

 始める前に 

 迷惑メール フィルター リストを作成して展開する 

 迷惑メール フィルター構成する 

 画像の自動ダウンロードを構成する 

概要 

Outlook 2013 には、迷惑メール フィルターおよび外部サーバーからのコンテンツの自動ダウンロー

ドを無効にする機能など、ユーザーが迷惑メール メッセージを受信して閲覧できないようにするた

めの機能が備わっています。 

Outlook 2013 の迷惑メール フィルター機能には、迷惑メール フィルター リストおよび電子メール 

メッセージを迷惑メールとして処理するかどうかの決定に役立つテクノロジが含まれています。ユ

ーザーに展開する最初の迷惑メール フィルター リストとして、差出人セーフ リスト、宛先セーフ 

リスト、および受信拒否リストを作成できます。 

提供するリストが既定のリストになります。グループ ポリシーを使用してリストを展開した場合、

ユーザーは各自の Outlook セッション中にそのリストを変更できます。ユーザーが Outlook を再

起動した場合、既定では、グループ ポリシーによってこのリストが追加されます。また、[迷惑メ

ール インポート リストの内容を上書き/追加する] をオンにした場合、ユーザーが変更したリスト

に、元の展開したリストが上書きされます。OCT を使用してリストを展開した場合、ユーザーは 

Outlook の使用時にリストをカスタマイズして保持し、各自が必要とするメッセージ機能に合うよ

うにフィルターを微調整できます。 
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グループ ポリシーまたは Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、組織のニーズに合うよ

うに、迷惑メール フィルターの設定をカスタマイズしたり、コンテンツの自動ダウンロードを無効

にしたりすることができます。たとえば、迷惑メール フィルターをより厳しく構成することもでき

ます。ただし、この場合は、正常なメッセージも迷惑メールと判断されてしまう可能性があります。

このソフトウェアに組み込まれている迷惑メール管理に含まれていないルールは影響を受けません。 

始める前に 

「Outlook 2010 で迷惑メールの制限を計画する」を確認して、迷惑メール フィルターとコンテンツ

の自動ダウンロードに関する設定を決定してください。 

Outlook 2013 管理用テンプレートのダウンロード方法や、その他の Office 2013 テンプレートについ

ては、「Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) および Office カスタマイズ ツ

ール」を参照してください。グループ ポリシーの詳細については、「Office 2010 のグループ ポリ

シーの概要」と「Office 2010 でグループ ポリシーを使用して設定を適用する」を参照してください。 

OCT の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

迷惑メール フィルター リストを作成して展開する 

迷惑メール フィルター リストを展開するには、まず、テスト コンピューターでリストを作成し、

次にそれらのリストをユーザーに配布します。リストは、ネットワーク共有に配置することで配布

できます。ドメインに接続していないリモート ユーザーがいる場合は、OCT の [ファイルの追加] 

オプションを使用してファイルを追加できます。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

既定の迷惑メール フィルター リストを作成するには 

1. テスト コンピューターに Outlook 2013 をインストールします。 

2. Outlook 2013 を起動します。 

3. Outlook 2013 の [ホーム] タブで、[削除] グループにある [迷惑メール] をクリックし、[迷惑メ

ールのオプション] をクリックします。 

4. [差出人セーフ リスト] タブで [追加] をクリックします。 

5. 電子メール アドレスを入力します。たとえば、次のようになります。 

someone@exchange.example.com 

6. [OK] を選択します。 

7. 電子メール アドレスをさらに追加するには、手順 3 ～ 6 を繰り返します。 

http://technet.microsoft.com/library/0f5ba39c-0d39-4ffc-be4d-1222ddb63769(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2aa26c81-d80c-4be4-9114-8ea205ef47f2(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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8. [ファイルへエクスポート] をクリックします。 

9. 差出人セーフ リストに一意のファイル名を入力し、[保存] をクリックします。 

10. [宛先セーフ リスト] タブと [受信拒否リスト] タブで、手順 3 ～ 9 を繰り返し、宛先セーフ 

リストと受信拒否リストを作成します。各リストには、必ず一意のファイル名を指定してくだ

さい。 

Office カスタマイズ ツールを使用して、ユーザーに迷惑メール フィルター リス

トを展開するには 

1. 前の手順で作成した 3 つの迷惑メール フィルター ファイルをネットワーク ファイル共有に

コピーします。 

2. ドメインに接続していないリモート ユーザーがいる場合は、以下の手順に従います。 

a) OCT で、[ファイルの追加] をクリックし、[追加] をクリックします。 

b) [MSP ファイルにファイルを追加] ダイアログ ボックスで、前の手順で作成した 3 

つの迷惑メール フィルター ファイルを選択します。 

複数のファイルを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択しま

す。 

c) [追加] をクリックします。 

d) [ファイルの保存先] ダイアログ ボックスで、[ユーザーのコンピューター上での保

存先] ボックスに、ファイルのインストール先となるユーザーのコンピューター上

のフォルダーを入力し、[OK] をクリックします。 

3. OCT のツリー ビューで、[ユーザー設定の変更] をクリックします。 

4. 閲覧ウィンドウで、[Microsoft Outlook 2013]、[Outlook のオプション]、[ユーザー設定] を順に展

開し、[迷惑メール] をクリックします。 

5. [迷惑メール リスト設定への適用の開始] を開き (ダブルクリックし)、[有効] をクリックして 

[OK] をクリックします。これで、設定が適用され、迷惑メール フィルター リストがユーザー

にインポートされます。 

6. 既存の迷惑メール フィルター リストを新しいリストで上書きするには、[迷惑メール インポー

ト リストの内容を上書き/追加する] を開き (ダブルクリックし)、[有効] をクリックして [OK] 

をクリックします。 

7. 各迷惑メール フィルター リストのパスを指定するには、各リストに対応する設定 (たとえば、

[[差出人セーフ リスト] のパスを指定する]) を開き、[有効] をクリックし、ボックス (たとえば、

[[差出人セーフ リスト] のパスを指定する] リスト) に、パスおよびファイル名を入力します。 

8. [OK] をクリックするか、[次の設定] をクリックして別の迷惑メール フィルター リストのパス

を指定します。 

9. Outlook 2013 または Office 2013 の他の構成を完了したら、[ファイル] メニューで [上書き保存] 

を選択して、ユーザーに展開できるカスタマイズ ファイルを作成します。 

この手順に従って最新の迷惑メール フィルター ファイルを含めておくと、後で既存の Outlook 

2013 インストールを変更して迷惑メール フィルター リストを更新できます。 
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Office カスタマイズ ツールを使用して Office インストールを構成しファイルを展開する方法の詳

細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

迷惑メール フィルター構成する 

Outlook 2013 のグループ ポリシー テンプレートを使用して、迷惑メール フィルターのオプション

をカスタマイズし、設定をロックすることができます。または、OCT を使用して既定の設定を構成

できます。この場合は、ユーザーが設定を変更できます。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変

更] ページの対応する場所にあります。 

OCT で迷惑メール フィルターの設定を構成する場合は、この記事の後半にある「Office カスタマ

イズ ツールを使用して Outlook 迷惑メール フィルターの設定を構成するには」の手順を参照して、

構成する必要がある設定を追加してください。 

Outlook の迷惑メール フィルターのオプションを構成するには、以下の手順に従います。構成可能

な迷惑メール フィルターのオプションについては、「Outlook 2010 で迷惑メールの制限を計画する」

を参照してください。 

グループ ポリシーを使用して Outlook 迷惑メール フィルターの設定を構成するには 

1. グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレートを読み込み、[ユーザーの構成]、[管理用テン

プレート]、[Microsoft Outlook 2013]、[Outlook のオプション]、[ユーザー設定]、[迷惑メール] を

順にクリックして開きます。 

2. 構成するオプションを開きます (ダブルクリックします)。たとえば、[迷惑メールの処理レベル] 

を開きます。 

3. [有効] をクリックします。 

4. 必要に応じて、設定するオプションのラジオ ボタンをクリックするか、ドロップダウン リス

トからオプションを選択します。 

5. [OK] を選択します。 

6. 迷惑メールの設定を有効にするには、迷惑メール インポート リストの設定を行う必要があり

ます。これは、OCT を使用して設定できます。 

a) OCT の [ユーザー設定の変更] ページで、[Microsoft Outlook 2013]、[Outlook のオプ

ション]、[ユーザー設定]、[迷惑メール] を順にクリックし、[迷惑メール リスト設

定への適用の開始] を開きます。 

b) [有効] をクリックします。 

c) [OK] を選択します。 

d) Outlook 2013 または Office 2013 の他の構成を OCT で完了したら、[ファイル] メ

ニューで [上書き保存] を選択して、ユーザーに展開できるカスタマイズ ファイル

を作成します。 

Office カスタマイズ ツールを使用して Outlook 迷惑メール フィルターの設定を

構成するには 

http://technet.microsoft.com/library/0f5ba39c-0d39-4ffc-be4d-1222ddb63769(Office.15).aspx
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1. OCT の [ユーザー設定の変更] ページで、[Microsoft Outlook 2013]、[Outlook のオプション]、[ユ

ーザー設定]、[迷惑メール] を順にクリックし、[迷惑メール リスト設定への適用の開始] を開

きます (ダブルクリックします)。 

2. [有効] をクリックします。 

3. [OK] を選択します。 

4. 構成するその他の迷惑メールのオプションを開いて設定します。 

5. Outlook 2013 または Office 2013 の他の構成を完了したら、[ファイル] メニューで [上書き保存] 

を選択して、ユーザーに展開できるカスタマイズ ファイルを作成します。 

画像の自動ダウンロードを構成する 

ユーザーのプライバシーを保護し、Web ビーコン (受信者がアイテムをいつ表示したかを検出する

ためにアイテムに埋め込まれる機能) を排除するため、Outlook 2013 は、既定では、インターネッ

ト上の外部サーバーから画像やその他のコンテンツが自動的にダウンロードされないように構成さ

れます。 

Outlook 2013 のグループ ポリシー テンプレートを使用して、画像の自動ダウンロードをカスタマ

イズし、設定をロックすることができます。または、OCT を使用して既定の設定を構成できます。

この場合は、ユーザーが設定を変更できます。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページ

の対応する場所にあります。 

グループ ポリシーを使用して、画像の自動ダウンロードの動作に関する Outlook のオプションを

構成するには 

1. グループ ポリシーで、Outlook 2013 テンプレートを読み込みます。 

2. [ユーザーの構成]、[管理用テンプレート]、[Microsoft Outlook 2013]、[セキュリティ] を順にクリ

ックし、[画像の自動ダウンロード設定] をクリックします。 

3. 構成するオプションを開きます。たとえば、[セーフ ゾーンからのコンテンツのダウンロードを

許可しない] を開きます。 

4. [有効] をクリックします。 

5. 必要に応じて、設定するオプションのラジオ ボタンをクリックするか、ドロップダウン リス

トからオプションを選択します。 

6. [OK] を選択します。 

Office カスタマイズ ツールを使用して、画像の自動ダウンロードの動作に関する 

Outlook のオプションを構成するには 

1. OCT の [ユーザー設定の変更] ページで、[Microsoft Outlook 2013]、[セキュリティ]、[画像の自

動ダウンロード設定] を順にクリックし、構成するオプションを開きます。たとえば、[[画像の

自動ダウンロード] のセーフ ゾーンにイントラネットを含める] を開きます。 

2. 設定するオプションのラジオ ボタンをクリックします。 

3. [OK] を選択します。 



 

247 

 

4. Outlook 2013 または Office 2013 の他の構成を完了したら、[ファイル] メニューで [上書き保存] 

を選択して、ユーザーに展開できるカスタマイズ ファイルを作成します。 

Outlook 2010 で迷惑メールの制限を計画する 

グループ ポリシーを使用して、差出人セーフ リストなどの迷惑メール設定を展開する方法 (英語) 

 

http://technet.microsoft.com/library/0f5ba39c-0d39-4ffc-be4d-1222ddb63769(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=263998
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Office 2013 をロールアウトする 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office 2013 のアーキテクチャ、展開シナリオ、ステップ バイ ステップのインストール手順、

およびロールアウト方法に関する記事を紹介します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

 次の表に、Office 2013 の展開について説明している記事を示します。 

Office 2013 のロールアウトに関する記事 

  

記事 説明 

ローカル インストール ソースから Office 2013 

をインストールする 

ローカル インストール ソースから Office 2013 

をインストールする方法について説明します。 

ネットワーク  インストール  ポイントから 

Office 2013 を展開する 

Office 2013 を展開するネットワーク インストー

ル ポイントとして、ネットワーク共有を使用す

る方法について説明します。 

グループ ポリシーのコンピューター スタート

アップ スクリプトを使用して Office 2013 を展

開する 

グループ ポリシーとコンピューター スタート

アップ スクリプトを使用して Office 2013 をイ

ンストールする方法について説明します。 
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ローカル インストール ソースから Office 2013 

をインストールする 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: ローカル インストール ソースから、Windows インストーラーベース バージョンの Office 

2013 (MSI) をインストールする方法について学習します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 を展開すると、セットアップにより、ユーザーのコンピューターにローカル インストー

ル ソースが作成されます。これは、インストールする Office 製品の圧縮版ソース ファイルのコピ

ーです。既定の場所は、Office のインストール先ドライブのルートにある隠しフォルダー 

\MSOCache\All Users です。これらのファイルがユーザーのコンピューターにコピーされたら、セッ

トアップは、ローカル インストール ソースからインストールを行います。次の 2 ステップでイン

ストールを実行することで、ネットワークの負荷を最小限に抑えることができます。 

1. セットアップおよびカスタマイズした Config.xml ファイルを使用して、ローカル インストー

ル ソースを展開します。これにより、圧縮版ソース ファイルがローカル コンピューターにコ

ピーされます。これは、プリキャッシュと呼ばれる処理であり、ローカル コンピューターにイ

ンストール ファイルを格納するための MSOCache フォルダーが作成されます。 

2. セットアップをローカル インストール ソースから実行します。 

プリキャッシュにより、インストール アクティビティのほとんどがネットワーク経由ではなく、ロ

ーカル コンピューターで行われます。ローカル インストール ソースをユーザー グループに時間

をかけて配布し、ネットワークに高い負荷をかけることなく、組織全体で同時インストールをスケ

ジュールできます。 

 重要: 

この記事で説明されているように、MSOCache からの Setup.exe の実行は、Office 2013 を

新規インストールする場合に限ります。この方法は、Office 2013 をインストールするコン

ピューターに、既に Office 2010 または Office 2007 がインストールされている場合には機

能しません。MSOCache フォルダーから Office 2013 をインストールして、Office 2010 また

は Office 2013 をアップグレードしようとすると、“このインストール パッケージの言語が

システムでサポートされていません。” などのエラー メッセージが表示されることがあり

ます。 

この記事の内容: 

 ネットワーク インストール ポイントを作成する 

 ローカル インストール ソースを展開する 

 セットアップをローカル インストール ソースから実行する 
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ネットワーク インストール ポイントを作成する 

開始する前に、ネットワーク インストール ポイントを作成および複製し、セキュリティで保護し

ます。このためには、Office 2013 インストール メディアから、すべてのソース ファイルおよび展

開する言語パックをネットワーク上の共有場所にコピーします。これで、そのネットワーク インス

トール ポイントを Office 2013 を配布するための開始点として使用できます。Office 2013 ソース 

ファイルへのアクセス権が読み取り専用であることを確認します。Setup.xml ファイルと <パッケ

ージ<.xml ファイル (Office 2013 の ProPlusWW.xml など) はデジタル署名されており、変更できま

せん。詳細については、「Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする」

の「ネットワーク インストール ポイントを作成する」を参照してください。 

ローカル インストール ソースを展開する 

Office 2013 を展開する前に、次の手順を使用してローカル インストール ソースを展開します。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

ローカル インストール ソースを個別に展開するには 

1. ネットワーク インストール ポイントで、メモ帳などのテキスト  エディターを使用して 

Config.xml ファイルを開きます。Config.xml ファイルの詳細については、「Office 2013 の 

Config.xml ファイル」を参照してください。 

Config.xml ファイルは、既定では、インストールする Office 製品のコア製品フォルダー内に置かれ

ています。たとえば、Office Professional Plus 2013 をインストールする場合は、ProPlus.WW フォル

ダーにある Config.xml ファイルを開きます。 

2. LIS 要素 (<LIS>) を見つけ、開始タグ <!-- と終了タグ --> を削除して、その行のコメント マ

ークを削除します。 

3. <CACHEACTION> 属性を "CacheOnly" に設定します。 

Config.xml の行は、次の例のようになります。 

<LIS CACHEACTION="CacheOnly" /> 

4. Config.xml ファイルを保存します。 

5. ユーザーのコンピューターで Setup.exe を実行します。セットアップのコマンド ラインで、カ

スタム Config.xml ファイルのパスを指定します。 

完全修飾パスを使用する必要があります。たとえば、次のようになります。

\\server\share\Office15\setup.exe /config \\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml 

以下に、各部分の意味を示します。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

/config には、カスタマイズされた Config.xml ファイルのパスを指定します。 

 メモ: 

ユーザーのコンピューターでローカル インストール ソースをプリキャッシュし、後でその

インストール  ソースを削除する必要がある場合は、 <CACHEACTION> 属性を 

"RemoveCacheOnly" に設定し、セットアップを再実行します。この設定は、ユーザーがま

だ Office をインストールしていない場合にのみ有効になります。 

Office 2013 の新規インストールで、ローカル インストール ソースのプリキャッシュを最大限に活

用するには、ローカル キャッシュの Setup.exe ファイルを使用して、ネットワーク インストール 

ソースのオプション ファイル、セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル)、およびカ

スタム Config.xml ファイルのみを渡します。これらのファイルには、完全修飾パスを使用する必要

があります。共有名にスペースが含まれている場合は、次の例に示すように、パスを引用符で囲み

ます。 

"C:\MSOCache\All Users\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}-C\setup.exe" /adminfile 

"\\server\share\Office15\mychanges\db_outlookonly.msp" /config 

"\\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml" 

以下に、各部分の意味を示します。 

/adminfile には、セットアップ カスタマイズ .msp ファイルの場所を指定します。 

/config には、カスタマイズされた Config.xml ファイルの場所を指定します。 

セットアップは、ローカル インストール ソースの作成およびメンテナンスを自動的に処理します。

既定の場所は、Office のインストール先ドライブのルートにある \MSOCache\All Users です。セッ

トアップは、ローカル インストール ソースから Office をインストールするほかに、後でローカル 

インストール ソースを使用して Office を修復、再インストール、または更新します。ローカル イ

ンストール ソースが破損しているか、削除されている場合、セットアップは、ネットワーク上のオ

リジナル ソースを使用してローカル インストール ソースを修復または再作成します。/adminfile 

および /config セットアップ コマンド ライン オプションについては、「Office 2013 のコマンド ラ

イン オプションを設定する」の「/adminfile [パス]」および「/config [パス]」を参照してください。 

 メモ: 

Office のインストール場所を別の場所に設定した場合  (たとえば、Config.xml の 

INSTALLLOCATION 属性に新しい値を入力した場合) は、その場所にローカル インストール 

ソースが作成されます。 

MSOCache フォルダー 

セットアップは、ネットワーク インストール ポイントから、各パッケージを MSOCache\All Users 

内の個々のサブフォルダーにコピーします。コア製品パッケージのサブフォルダーには、その製品

を既定でインストールするための Setup.exe のコピーが含まれます。MSOCache\All Users 内のサブ

フォルダーは、ネットワーク インストール ポイントで使用されるフォルダーの名前付け規則では

なく、各パッケージのダウンロード コードに基づいて名前が付けられています。 
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 メモ: 

各 Office 製品のダウンロード コードは、コア製品フォルダー内の Setup.xml ファイルにあ

ります。Office Professional Plus 2013 の Setup.xml ファイルの場合、この行は、次の例のよ

うになります。 

<LocalCache DownloadCode="{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}" 

各ダウンロード コードの末尾に追加されている文字 (たとえば、-C) は、その製品のローカル イン

ストール ソースがインストールされているドライブを表します。ユーザーが複数の Office 製品を

異なるドライブにインストールした場合は、各ドライブの MSOCache\All Users フォルダーにローカ

ル インストール ソースが含まれます。Windows インストーラーは、ダウンロード コードのドラ

イブ文字を使用して、指定された製品の正しい場所を識別できます。 

セットアップは、プリキャッシュ シナリオの場合にのみ、ネットワーク インストール ポイントか

ら Updates フォルダーもローカル インストール ソースにコピーします。Updates フォルダーにセ

ットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) とソフトウェア更新ファイル (.msp ファイ

ル) の両方を格納し、それらのファイルを自動的にインストールに含めることができます。こうし

て、カスタマイズした設定を失うことなく、オフライン インストールのメリットを活用できます。

Updates フォルダーの使用方法の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール 

(OCT)」の「Updates フォルダー」を参照してください。 

セットアップをローカル インストール ソースから実

行する 

セットアップを実行するには、インストールするコア製品が格納されている MSOCache\All Users の

サブフォルダーを特定する必要があります。「MSOCache フォルダー」を参照してください。

Setup.exe は、コア製品ファイル <product_name>WW.msi (たとえば、ProPlusWW.msi) と同じフォ

ルダーに含まれます。たとえば、Office Professional Plus 2013 の場合、コア製品ファイルは 

ProPlusWW.msi で あ り 、 Setup.exe が 含 ま れ る フ ォ ル ダ ー は 

{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}-<ドライブ文字> になります。このフォルダーには、以下

のファイルが含まれます。 

 Office64WW.msi 

 Office64WW.xml 

 Ose.exe 

 Osetup.dll 

 OWOW64WW.cab 

 PidGenX.dll 

 pkeyconfig-office.xrm-ms 

 ProPlusWW.msi 

 ProPlusWW.xml 

 ProPsWW.cab 

 ProPsWW2.cab 

 Setup.dll 

 Setup.exe 

 Setup.xml 
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ローカル インストール ソースからセットアップを実行するには 

1. ローカル インストールをユーザーに配布します。「ローカル インストール ソースを展開する」

を参照してください。 

2. インストールする Office 製品のダウンロード コードを見つけます。ダウンロード コードは、

コア製品フォルダー内の Setup.xml ファイルにあります。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 の場合は、LocalCache エントリを含む次の行を Setup.xml 

ファイルから見つけます。 

<LocalCache DownloadCode="{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}" 

SkuComponentDirectory="ProPlus.WW"> 

3. MSOCache\All Users フォルダー内の、ダウンロード コードに対応するサブフォルダーから 

Setup.exe を実行します。各ユーザーのコンピューター上の Setup.exe の場所は、相対パスを使

用して指定できます。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 のローカル インストール ソースを C ドライブに展開

した場合は、次のコマンド ラインを使用します。 

C:\MSOCache\All Users\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}-C \setup.exe 

Setup.exe コマンド ラインは、ログオン スクリプトやバッチ ファイルなどを使用してユーザ

ーに送信できます。 

ネットワーク インストール ポイントを作成する 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概要 

Office 2013 の Config.xml ファイル 

Office 2013 をインストールする前にセットアップをカスタマイズする 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 
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ネットワーク インストール ポイントから Office 

2013 を展開する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office 2013 を展開するネットワーク インストール ポイントとして、ネットワーク共有を使用

する方法について説明します。 

適用対象: Office 2013 | Office 365 ProPlus 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 を展開する方法として、中央の 1 か所 (ネットワーク ファイル サーバー上の共有フォ

ルダーなど) から展開する方法があります。Office を展開するためのネットワーク インストール 

ポイントを作成することで、ユーザーがインストールできる Office 製品や言語を制御できます。ま

た、Office が組織全体で一貫して展開されるようにすることもできます。 

ネットワーク インストール ポイントを使用して Office を展開するための基本的な手順は次のと

おりです。 

 適切な Office 製品および言語のすべてのファイルをネットワーク上の 1 つの場所にコピーし

ます。 

 ネットワーク共有を作成し、適切なアクセス許可を割り当てます。 

 ネットワーク インストール ポイントから Office セットアップ プログラムをユーザーに実行

してもらうと、ユーザーのローカル コンピューターに Office がインストールされます。ただ

し、Office をインストールするには、ユーザーがコンピューターのローカル管理者である必要

があります。 

もう 1 つの方法として、ユーザーからの入力を必要としない Office のサイレント (無人) イン

ストールをネットワーク インストール ポイントから実行するスクリプトを作成します。次に、

グループ ポリシーを使用するか、Microsoft System Center Configuration Manager などのソフト

ウェア配布製品を使用して、スクリプトを展開します。ユーザーがコンピューターのローカル

管理者でない場合にこの方法を使用できます。 

 メモ: 

グループ ポリシーを使用して Office を展開する方法の詳細については、「グループ ポ

リシーのコンピューター スタートアップ スクリプトを使用して Office 2013 を展開す

る」を参照してください。 

ネットワーク インストール ポイントを使用して、Office の Windows インストーラーベース (MSI) 

のバージョン (Office Standard 2013 など) を展開したり、Office のクイック実行バージョン (Office 

365 ProPlus など) を展開したりできます。 

この記事の内容: 

 ネットワーク インストール ポイントを使用して Office を展開する計画の考慮事項 

 ネットワーク インストール ポイントを使用して Office の Windows インストーラーベース 

(MSI) バージョンを展開する 
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 ネットワーク インストール ポイントを使用して Office のクイック実行バージョンを展開す

る 

ネットワーク インストール ポイントを使用して 

Office を展開する計画の考慮事項 

ネットワーク インストール ポイントに必要なディスク容量は、展開する Office 製品および言語に

よって異なります。複数の製品を同じネットワーク インストール ポイントに含めることができま

す。たとえば、ネットワーク インストール ポイントに、Office Standard 2013、Project Professional 2013、

および Visio Professional 2013 のインストール ファイルを含めることができます。また、ネットワ

ーク インストール ポイントに複数の言語の言語ファイルを含めることもできます。たとえば、英

語の言語ファイルと同じネットワーク インストール ポイントに、フランス語およびスペイン語の

言語ファイルを含めることができます。 

ネットワーク インストール ポイントを作成して Office を展開する場合は、ネットワーク共有に適

切なアクセス許可を割り当てる必要があります。ユーザーがセットアップ プログラムを実行して 

Office をインストールする場合、ユーザーはネットワーク共有への読み取りアクセス許可のみが必

要になります。Office セットアップを構成してネットワーク共有にインストール ログ ファイルを

配置した場合、ユーザーはそのネットワーク共有に対する読み書きアクセス許可が必要になります。 

 メモ: 

ネットワーク共有を作成して、Windows Server でアクセス許可を割り当てる方法の詳細に

ついては、「共有フォルダー」を参照してください。 

Office 製品および言語ファイルを、ネットワーク上の複数の場所から入手できるようにすることを

お勧めします。複数のネットワーク インストール ポイントを使用する場合は、以下の利点があり

ます。 

 可用性: 複数のネットワーク インストール ポイントを作成すると、ユーザーは、Office インス

トール ファイルのネットワーク ソースにいつでもアクセスできるようになります。Windows 

Server の分散ファイル システム (DFS) 役割サービスを使用して、ネットワーク共有を作成し、

複数の場所に複製することができます。詳細については、「DFS の管理」を参照してください。 

 近接性: ネットワーク インストール ポイントは、Office をインストールするユーザーと同じネ

ットワーク上に作成できます。これにより、ネットワーク帯域幅への影響が最小限に抑えられ、

ユーザーのインストール エクスペリエンスが向上します。たとえば、ユーザーがブランチ オ

フィスにいる場合は、ブランチ オフィスのファイル サーバー上にネットワーク インストール 

ポイントを作成できます。これにより、ユーザーはそのローカル ネットワークから Office を

インストールできるようになります。別のオフィスのネットワーク インストール ポイントか

らネットワーク経由でインストールするより速くインストールできます。 

 一貫性: ネットワーク インストール ポイントをコピーすることで、組織全体で同じ Office 構

成をインストールできます。 

 柔軟性: 組織内の現地オフィスは、ネットワーク インストール ポイントをコピーしてから、

Office をインストールするための地域固有のカスタマイズを追加できます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc770406.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268103
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ネットワーク インストール ポイントを使用して 

Office の Windows インストーラーベース (MSI) バー

ジョンを展開する 

ネットワーク インストール ポイントから Windows インストーラーベース (MSI) バージョンの 

Office 2013 を展開するには、まず、インストール メディアから Office 製品と言語ファイルをネッ

トワーク共有にコピーします。 

Windows インストーラーベース バージョンの Office 2013 では、すべての Office 製品と言語パッ

クでコア セットアップ ファイルが共有されます。コア セットアップ ファイルは同じものなので、

ネットワーク インストール ポイントには、コア セットアップ ファイルのコピーは 1 つしか必要

ありません。たとえば、言語パックをネットワーク インストール ポイントにコピーする場合、ネ

ットワーク インストール ポイントの既存の Office セットアップ ファイルを上書きするかどうか

を確認するメッセージが表示されます。これらのファイルは同じものなので、重複するファイルを

ネットワーク インストール ポイントにコピーする作業は省略可能です。 

セットアップを実行する際に、ネットワーク インストール ポイントに複数の Office 製品がある場

合は、インストールする製品を選択するように求められます。セットアップを実行する際に、ネッ

トワーク インストール ポイントに複数の Office 言語がある場合は、セットアップ中に [カスタマ

イズ] を選択することで、インストールする言語を選択できます。 

通常は、Office が一度インストールされると、ユーザーがこのネットワーク インストール ポイン

トを使用して Office を更新、変更、または再インストールすることはありません。Office がインス

トールされると、各ユーザーのコンピューターにローカル インストール ソースが自動的に作成さ

れます。ただし、ローカル インストール ソースが破損したり、削除されたりした場合は、セット

アップにより、オリジナル ネットワーク インストール ポイントから、ユーザーのコンピューター

上にローカル インストール ソースが再作成されます。 

ネットワーク インストール ポイントを必要なときに確実に使用できるようにするために、Office 

カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、[追加のネットワーク ソース] を指定できます。オリジナ

ル ネットワーク インストール ポイントを使用できない場合は、[追加のネットワーク リソース] 

リスト内のサーバーが、指定された順序で検索されます。[追加のネットワーク ソース] の指定方法

の詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

 メモ: 

ネットワーク インストール ポイントから複数のユーザーが同時に Office をインストール

することでネットワーク帯域幅への影響が懸念される場合は、ユーザーのコンピューターに

製品および言語のファイルをコピー (プリキャッシュ) できます。これで、ユーザーは、そ

のローカル インストール ソースからセットアップ プログラムを実行できます。詳細につ

いては、「ローカル インストール ソースから Office 2013 をインストールする」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 Office を展開する場合は、インストールをカスタマイズ

したり、ユーザーからの入力を必要としないサイレント (無人) インストールを実行したりするスク

リプト化されたインストールを作成できます。以下の記事では、Office のインストールをカスタマ
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イズしたり、Windows インストーラーベース バージョンの Office インストールをスクリプト化し

たりするための情報を提供します。 

 Office のインストールをカスタマイズ (インストールするアプリケーションおよび機能の設定

など) するには、Office カスタマイズ ツールを使用します。このツールを使用することで、ネ

ットワーク インストール ポイントの Updates フォルダーに配置するセットアップ カスタマ

イズ .msp ファイルが作成されます。詳細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツ

ール (OCT)」を参照してください。 

 インストールする言語を指定するには、Config.xml ファイルの AddLanguage 要素を構成します。

詳細については、「Office 2013 の Config.xml ファイル」を参照してください。 

 スクリプトで使用するセットアップのコマンド ライン オプションの詳細については、「Office 

2013 のコマンド ライン オプションを設定する」を参照してください。 

 Windows インストーラーベース バージョンの Office のサイレント (無人) インストールを実

行する方法の詳細については、「Office 2013 のサイレント インストールを構成する」を参照し

てください。 

ネットワーク インストール ポイントを使用して 

Office のクイック実行バージョンを展開する 

ネットワーク インストール ポイントからクイック実行バージョンの Office を展開するには、

Office 展開ツールを使用します。 

まず、カスタマイズされた Configuration.xml ファイルを作成し、Office 展開ツールでダウンロード

する Office 製品および言語を指定します。Configuration.xml では、SourcePath 属性を使用して、ダ

ウンロードの場所としてネットワーク共有を指定できます。次に、/download コマンドを使用して、

Office 展開ツールを実行します。このツールにより、カスタマイズされた Configuration.xml ファイ

ルの情報が読み込まれ、指定された Office 製品および言語が指定されたネットワーク共有にダウン

ロードされます。 

ユーザーのコンピューターに特定の  Office 製品および言語をインストールするには、

Configuration.xml ファイルに、SourcePath としてネットワーク共有が確実に指定されていることを

確認し、次に /configure コマンドを使用して Office 展開ツールを実行します。 

Office 展開ツールを使用して、ネットワーク インストール ポイントからクイック実行バージョン

の Office を展開する方法の詳細については、以下の記事を参照してください。 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル 

 Office 展開ツールを使用して Office 365 クイック実行製品をダウンロードする 

 Office 展開ツールを使用して Office 365 クイック実行製品を展開する 

Office 2013 の言語 

Office 2013 の展開方法 

クイック実行の概要 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219422.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268379
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268381
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268382
http://technet.microsoft.com/library/e68bd7d9-afa2-45ab-8788-fc7c68e6efb5(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=257452
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グループ ポリシーのコンピューター スタートア

ップ スクリプトを使用して Office 2013 を展開

する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: グループ ポリシーとコンピューター スタートアップ スクリプトを使用して Office 2013 を

インストールする方法について説明します。 

適用対象: Office 2013 | Office 365 ProPlus 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 を展開する 1 つの方法は、コンピューターの起動時に Office をインストールするスク

リプトを使用することです。このスクリプトをコンピューターに展開するには、グループ ポリシー

を使用します。グループ  ポリシーは Windows Server と Active Directory ドメイン サービス 

(AD DS) の機能であり、これにより、組織内のコンピューターとユーザーに標準構成を適用するた

めのポリシーを作成できます。グループ ポリシーの詳細については、「グループ ポリシー」を参

照してください。 

ユーザーがコンピューターのローカル管理者でない場合、コンピューター スタートアップ スクリ

プトを使用して Office をインストールする方法が適しています。Office をインストールするには、

コンピューターのローカル管理者である必要があります。スタートアップ スクリプトはローカル 

システム アカウントのコンテキストで実行されるため、スクリプトには、Office をコンピューター

にインストールするためのアクセス許可が必要です。 

組織内の特定のコンピューターにのみ Office をインストールする必要がある場合、またはユーザー

のために Office のインストールを自動化する必要がある場合にも、コンピューター スタートアッ

プ スクリプトを使用できます。 

コンピューター スタートアップ スクリプトを使用して、Office の Windows インストーラーベー

ス (MSI) のバージョン (Office Standard 2013 など) を展開したり、Office のクイック実行バージョ

ン (Office 365 ProPlus など) を展開したりできます。 

 重要: 

グループ ポリシーで以下を使用して Office 2013 を展開することはできません。 

 グループ ポリシー ソフトウェア インストール 

 Windows インストーラーの [常にシステム特権でインストールする] グループ ポリシー設

定 

展開できない理由は、Office 2013 のセットアップ アーキテクチャが複数の .msi ファイル

を使用し、Office セットアップ プログラムが実行可能ファイル (.exe) だからです。 

この記事の内容: 

 Office 製品と言語ファイルをネットワーク共有にコピーする 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/bb310732.aspx
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 ネットワーク共有から Office のサイレント (無人) インストールを実行するスクリプトを作成

する 

 グループ ポリシーを使用して、インストール スクリプトをコンピューター スタートアップ 

スクリプトとして構成する 

Office 製品と言語ファイルをネットワーク共有にコピ

ーする 

コンピューター スタートアップ スクリプトを使用するには、まず Office 製品と言語ファイルをネ

ットワーク共有などの中央の 1 か所にコピーします。Office をインストールするすべてのコンピュ

ーターは、ネットワーク共有に接続できる必要があります。また、認証されたユーザーには、ネッ

トワーク共有への読み取りアクセス許可が必要です。 

Windows インストーラーベース (MSI) バージョンの Office 2013 を展開するには、インストール メ

ディアから Office 製品と言語ファイルをネットワーク共有にコピーします。Office をインストール

するためのネットワーク共有を作成する方法の詳細については、「ネットワーク インストール ポ

イントから Office 2013 を展開する」を参照してください。 

 メモ: 

Windows インストーラーベースの Office バージョンのインストールをカスタマイズする

には、Office カスタマイズ ツールを使用します。たとえば、インストールするアプリケー

ションと機能を指定するようにカスタマイズできます。詳細については、「Office 2013 の 

Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

Office のクイック実行バージョンを展開するには、Office 展開ツールを使用して Office 製品と言語

ファイルをローカル ネットワークにダウンロードします。Office 展開ツールの使用方法については、

「クイック実行用 Office 展開ツール」を参照してください。 

ネットワーク共有から Office のサイレント (無人) イ

ンストールを実行するスクリプトを作成する 

Office 製品と言語ファイルをネットワーク共有にコピーしたら、ネットワーク共有からセットアッ

プを実行して Office をユーザーのコンピューターにインストールするスクリプトを作成します。ス

クリプトは、クライアント コンピューターがサポートする任意の言語を使用して記述できます。ス

クリプトを作成するには、Windows Scripts Host がサポートする VBScript、Jscript などの言語、バッ

チ ファイルなどのコマンド ファイル、および Windows PowerShell を一般に使用します。 

スクリプトは、ユーザーがコンピューターにログインする前に実行されるため、ユーザーの入力を

必要としない Office のサイレント (無人) インストールを実行するようにスクリプトを記述する必

要があります。Office のサイレント インストールを実行する方法の詳細については、以下を参照し

てください。 

 Office 2013 の Windows インストーラーベース (MSI) バージョンについては、「Office 2013 の

サイレント インストールを構成する」を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219422.aspx
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 Office のクイック実行バージョンでは、Office 展開ツールで /configure コマンドとカスタマイ

ズされた Configuration.xml ファイルを使用します。カスタマイズされた Configuration.xml ファ

イルで、Display 要素の Level 属性と AcceptEULA 属性に適切な値を構成します。詳細について

は、以下の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

スタートアップ スクリプトは、コンピューターが起動されるたびに実行されるため、そのスクリプ

トでは、実行を続行する前に Office が既にコンピューターにインストールされているかどうかをチ

ェックする必要があります。 

スクリプトを作成したら、グループ ポリシーでそのスクリプトをコンピューター スタートアップ 

スクリプトとして使用する前に、制御されたテスト環境でそのスクリプトが動作するかテストしま

す。 

グループ ポリシーを使用して、インストール スクリプ

トをコンピューター スタートアップ スクリプトとし

て構成する 

インストール スクリプトをテストしたら、以下の操作を実行します。 

 グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を作成する 

 GPO の Startup フォルダーにスクリプトをコピーする 

 スクリプトをコンピューター スタートアップ スクリプトとして使用するように GPO を構成

する 

グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を作成する 

グループ ポリシー オブジェクトを作成するには、グループ ポリシー管理コンソール (GPMC) を

使用します。既定では、AD DS のドメイン管理者、企業管理者、および Group Policy Creator Owners 

グループのメンバーのみが GPO を作成および編集できます。GPMC の使用方法については、「グ

ループ ポリシー管理コンソール」を参照してください。 

1 つの構成方法として、AD DS で組織単位 (OU) を作成し、Office をインストールするコンピュー

ターをその OU に配置することもできます。次に、GPO を作成してその OU にリンクします。 

 注意: 

グループ ポリシーを使用することにより、構成の影響を、組織内の数百台または数千台の

コンピューターに及ぼすことができます。そのため、グループ ポリシーのすべての新しい

構成または展開をテスト環境で厳正にテストしてから、運用環境に移行してください。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268379
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219422.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268101
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268101
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GPO の Startup フォルダーにスクリプトをコピーする 

GPO を作成したら、スクリプトを Active Directory ドメインのドメイン コントローラーにある 

GPO の Startup フォルダーにコピーします。GPO の Startup フォルダーのパスは次のとおりです。 

%systemroot%\sysvol\domain\Policies\{GPO ID}\Machines\Scripts\Startup 

以下に、各部分の意味を示します。 

 %systemroot% は、オペレーティング システムがインストールされているドライブとフォルダ

ーを表す環境変数です。例: c:\windows。 

 {GPO ID} は、GPO の一意の ID です。例: {467FE97D-0A65-4EE1-AE41-EB9A27E7DC7A}。GPO の 

ID を確認するには、GPMC で GPO を選択し、詳細ウィンドウの [詳細] タブを選択します。ID 

は、[詳細] タブに [一意な ID] として表示されます。 

GPO とスクリプトは、ドメインのすべてのドメイン コントローラーに自動的に複製されます。 

スクリプトをコンピューター スタートアップ スクリプトとして使用

するように GPO を構成する 

スクリプトを GPO の Startup フォルダーにコピーしたら、スクリプトをコンピューター スタート

アップ スクリプトとして使用するように GPO を構成します。GPO を構成するには、GPMC を使

用して「コンピューター スタートアップ スクリプトを割り当てる」の手順に従います。 

既定では、グループ ポリシーによって適用されるログオン、ログオフ、スタートアップ、およびシ

ャットダウンの各スクリプトがすべて実行を終了するまでのシステムの合計待機時間は 600 秒 (10 

分) です。必要な場合は、"スクリプトの実行時間の上限を設定する" グループ ポリシー設定を使用

してこの時間を調整し、スタートアップ スクリプトが実行を確実に終了できるようにします。GPMC 

で GPO を編集する際のこの設定のパスは、[コンピューターの構成]\[ポリシー]\[管理用テンプレー

ト]\[システム]\[スクリプト] です。 

Office 2013 の展開方法 

クイック実行の概要 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268102
http://technet.microsoft.com/library/e68bd7d9-afa2-45ab-8788-fc7c68e6efb5(Office.15).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=257452
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Office 2013 の言語 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: インストールする言語の計画および異なる言語の Office 2013 を構成する方法に関する記事

を紹介します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

 次の表に、Office 2013 を複数の言語で使用するための構成に関する記事を示します。 

他の言語の Office 2013 を展開する方法に関する記事 

  

記事 説明 

Office 2013 の多言語の展開を計画する 多言語のセットアップの計画方法および Office 

2013 のカスタマイズと校正ツールについて説明

します。 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカス

タマイズする 

Office 2013 の言語をカスタマイズする方法につ

いて説明します。 

Office 2013 の展開後に言語パックを追加または

削除する 

既存のインストールを変更するか、または Office 

2013 言語パックを個別の製品として展開するこ

とで、それらの言語パックを追加または削除する

方法について説明します。 

Office 2013 の複数の言語バージョンの混在 Office 2013 における複数言語の統合および言語

インターフェイス パックのインストールに関す

る情報を提供します。 

Office 2013 の副校正言語 Office 2013 に含まれる副校正言語および Office 

2013 で使用できるダウンロード可能な校正ツー

ル パッケージに関する情報を提供します。 

Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値 Office 2013 の言語に必要で、言語と校正ツールの

インストールのカスタマイズにも必要な言語識

別子と OptionState ID の値に関する情報を提供

する参照記事です。 
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Office 2013 の多言語の展開を計画する 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: Office 2013 の多言語のセットアップ、カスタマイズ、および校正ツールを計画します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 を多言語で展開する場合は、慎重に計画する必要があります。この記事では、セットア

ップの計画に関する考慮事項および言語パックまたは校正ツールをインストールする際のカスタマ

イズの計画に関する考慮事項について説明します。 

 重要: 

この記事では、ボリューム ライセンスによって企業組織が使用できる  Office 2013 の 

Windows インストーラーベース (MSI) の配信形式の言語パックを展開および管理する方法

について説明します。Office サブスクリプションを保有し、クイック実行配信形式を使用す

る Office 365 ProPlus を展開する場合は、Office 365 ProPlus の言語をカスタマイズする方法

に関する以下の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行セットアップのアーキテクチャの概要 (言語に依存しない設計 を

参照) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル (Language 要素 を参照) 

この記事の内容: 

 セットアップを計画する 

 カスタマイズを計画する 

 校正ツールを計画する 

セットアップを計画する 

Office 2013 の言語に依存しない設計により、Office 製品の多言語展開を簡素化できます。一連のイ

ンストールを作成する代わりに、多言語バージョンの単一のインストールのセットアップを調整で

きます。 

特定の言語の言語固有のすべてのコンポーネントは、Office 2013 言語パックに含まれます。Office 

2013 の各言語パックには、その言語で使用できるすべての Office 2013 製品の言語固有フォルダー

が含まれます。フォルダーは、フォルダー名に追加された言語タグによって識別されます。すべて

の言語タグの一覧については、「Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値」を参照してくださ

い。 

必要なすべての Office 2013 言語パックを選択し、完全な Office 2013 製品が少なくとも 1 つ格納さ

れているネットワーク インストール ポイントにコピーします。既定では、セットアップは各ユー

http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx#BKMK_C2RLLanguages
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx#BKMK_LanguageElement
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ザーのコンピューターに設定されている Windows ユーザー ロケールに一致する言語バージョン

を自動的にインストールします。また、この既定の動作よりも優先して、多言語バージョンの配布

を手動で管理することもできます。たとえば、以下のタスクを実行できます。 

 複数の言語を単一のコンピューターにインストールする。 

 ユーザー ロケールによって指定されるオペレーティング システムの言語に関係なく、ユーザ

ーのコンピューターにインストールする言語を指定する。 

 カスタム設定を一度だけ指定し、組織に展開するすべての言語バージョンに適用する。 

 ユーザー グループごとに異なる言語を展開する。 

 追加する言語の Microsoft Office 2013 校正ツール キットを展開する。 

それぞれのシナリオに適した展開ソリューションの識別については、モデル ポスター「Microsoft 

Office 2010 の多言語パックの展開 (英語)」を参照してください。 

 メモ: 

このポスターは Office 2010 の多言語パックの展開方法に関する説明です。Office 2013 の言

語の一覧は変更されていますが、このポスターで説明されている主な決定事項、タスク、お

よび出力は Office 2013 にも適用できます。 

Office 2013 言語パックに含める副校正言語を決定するには、「Office 

2013 の副校正言語」を参照してください。 

各 Office 2013 言語パックには、1 つ以上の追加言語の校正ツールが含まれます。たとえば、デンマ

ーク語の Office 2013 言語パックには、デンマーク語以外に英語とドイツ語の校正ツールが含まれま

す。Office 2013 のすべての言語パックには、英語の校正ツールが含まれます。校正ツールの詳細に

ついては、「校正ツールを計画する」を参照してください。 

セットアップは、Office 2013 製品の言語バージョンをインストールする前に、その言語に必要なオ

ペレーティング システムのサポートがあるかどうかを確認します。このサポートがない場合、セッ

トアップはインストールを終了します。たとえば、ユーザーが東アジア言語のサポートを有効にし

ていない場合、Office 2013 の日本語バージョンはインストールされません。 

展開を開始する前に、必要な言語を特定しておくことが重要です。最初の展開後にユーザーの構成

を変更する場合は、追加の言語を含めるために実行する特別な手順があります。詳細については、

「Office 2013 の展開後に言語パックを追加または削除する」を参照してください。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=168622
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=168622
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=168622
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シェル UI 言語のセットアップ ロジックの理解 

複数の言語バージョンを含むネットワーク インストール ポイントから Office 2013 を展開する場

合、セットアップはセットアップ UI に使用する言語を決定する必要があります。既定では、セッ

トアップは Office 2013 のインストール言語およびシェル ユーザー インターフェイス (シェル UI) 

と同じ言語を使用します。シェル UI には、ファイル名拡張子、ツールヒント、右クリック メニュ

ー項目など、オペレーティング システムと共に登録されている Office 2013 のコア要素が含まれま

す。 

各クライアント コンピューターに Office 2013 の 1 つの言語バージョンのみをインストールする

とき、Config.xml ファイルに追加言語を指定しない場合、セットアップは、使用する言語の決定を

以下のロジックで行います。 

 ユーザー ロケールの言語に合わせようとします。 

 一致する言語がない場合は、それに近い候補を探します。たとえば、ユーザー ロケールが英語 

(カナダ) に設定されている場合は、Office 2013 を英語 (米国) でインストールします。 

 近い候補がない場合は、Windows レジストリの以下のサブキーにある言語を探します。 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\LanguageResources 

InstallLanguage エントリが LanguageResources サブキーに追加されずに特定の言語 (LCID) に

設定されている場合は、対話的なインストール中にユーザーに言語を選択するように求めるか、

またはサイレント インストールを停止します。 

各クライアント コンピューターに Office 2013 の複数の言語バージョンをインストールする場合は、

Config.xml ファイルを編集し、追加する各言語に <AddLanguage> 要素を設定する必要があります。

ただし、Config.xml ファイルに複数の言語を追加する際は、セットアップが シェル UI で使用する

言語を指定する必要があります。シェル UI の言語を指定しなければ、インストールは失敗します。 

シェル UI の言語は、<AddLanguage> 要素の ShellTransform 属性を設定することによって指定し

ます。この場合、セットアップ UI の言語は、前述のロジックに従います。ただし、コンピュータ

ーにインストールされる言語と シェル UI の言語は、Config.xml ファイルのエントリによって決ま

ります。 

インストールする言語に加えて、セットアップは、常に シェル UI の言語を使用して Office 2013 を

インストールします。たとえば、シェル UI がフランス語に設定されている場合、ユーザーは [言語] 

タブで追加のインストール言語を選択できます。ただし、フランス語を削除することはできません。 

異なるシナリオに対してセットアップをカスタマイズする手順については、「Office 2013 の言語の

セットアップと設定をカスタマイズする」の該当するセクションを参照してください。 

 Office の既定の言語バージョンを展開する 

 インストールする言語を指定する 

 ユーザー グループごとに異なる言語を展開する 

カスタマイズを計画する 

ユーザーが初めて Office 2013 アプリケーションを起動すると、セットアップは、コンピューターに

インストールされている言語および Windows ユーザー ロケールの設定に指定されている言語に

一致する既定の設定を適用します。 
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ユーザーが Office 2013 を使用する方法には、以下の 4 つの主な言語設定が影響します。 

 主編集言語: この設定は、コンピューターに Office 2013 の複数の言語バージョンがインストー

ルされるとき、ユーザーが Office アプリケーションとドキュメントで使用する言語を決定しま

す。 

 有効となっている編集言語: ユーザーは、Office 2013 ドキュメントの編集のために複数の言語を

指定できます。この設定には、選択する言語によって追加の校正ツールのインストールが必要

になる場合があります。 

 ユーザー インターフェイス言語: この設定は、ユーザー インターフェイスを表示する言語を決

定します。 

 ヘルプ言語: この設定は、ユーザーがヘルプのトピックを表示する言語を決定します。 

これらのユーザー向けの言語設定は事前に構成できます。Office をインストールするとき、セット

アップ カスタマイズ ファイル (.msp) を適用するか、ポリシーを設定して、カスタム言語設定を指

定した場合は、ユーザーが初めて Office 2013 アプリケーションを起動する際に、カスタム設定は既

定の設定によって上書きされません。 

言語設定をカスタマイズする方法 

言語設定を構成するには、以下の方法のいずれかを使用します。 

 グループ ポリシー: グループ ポリシーの設定は、既定の言語の設定を適用します。組織内のユ

ーザーは、グループ ポリシーが管理する設定を変更できません。設定は、ユーザーがログオン

するたびに再適用されます。 

以下のポリシーの設定を使用して、Office 2013 の言語設定を管理できます。 

 メニューとダイアログ ボックスの表示に使用する言語: [ユーザーの構成]\[管理用テンプレ

ート]\[Microsoft Office 2013]\[言語設定]\[表示言語] の [表示言語] フォルダーにあります。こ

のポリシーの設定は、ユーザー インターフェイスの言語を決定します。 

 ヘルプで使用する言語: [ユーザーの構成]\[管理用テンプレート]\[Microsoft Office 2013]\[言語

設定]\[表示言語] の [表示言語] フォルダーにあります。このポリシーの設定は、オンライ

ン ヘルプの言語を決定します。このポリシーの設定を構成しない場合は、ヘルプの言語に

ユーザー インターフェイスの言語が使用されます。 

 有効となっている編集言語: [ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Office 2013\言語

設定\編集言語] の [編集言語] フォルダーにあります。このポリシーの設定は、Office がサ

ポートする言語の一覧から編集言語を有効にします。 

 主編集言語: [ユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Office 2013\言語設定\編集言語] 

の [編集言語] フォルダーにあります。このポリシーの設定は、コンピューターで複数の言

語バージョンが使用できる場合、ユーザーが Office アプリケーションとドキュメントで使

用する言語を指定します。 

 Office カスタマイズ ツール (OCT): OCT を使用して、セットアップがインストール中に適用す

るセットアップ カスタマイズ ファイル (.msp) を作成します。OCT によって指定される設定

は既定の設定です。ユーザーは、インストール後に設定を変更できます。 
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 言語設定ツール: ポリシーによる言語設定を適用しない場合、Office 2013 アプリケーションで作

業するユーザーは言語設定ツールを使用して言語設定を変更できます。 

これらのツールを使用し、Office 2013 をカスタマイズして複数の言語を展開する手順については、

「Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする」を参照してください。 

ユーザーが最初に開いたときに新しい言語設定で表示されるようにす

る 

通常、この記事で説明されている方法の 1 つを使用して言語設定を構成すると、セットアップはユ

ーザーが初めて Office 2013 アプリケーションを起動する際、コンピューターにインストールされて

いる言語に一致する既定の設定を適用します。つまり、ユーザーが次に (2 回目に) Office 2013 アプ

リケーションを起動する際は、新しい言語設定で表示されます。 

ユーザーが初めて Office 2013 アプリケーションを開いたときに新しい言語設定で表示する場合は、

Office 2013 の新規インストールを展開する際に、またはユーザーが Office 2013 アプリケーション

を使用する前に、コンピューターに以下のレジストリ設定を展開できます。これらのレジストリ設

定は、スクリプト、バッチ ファイル、グループ ポリシー、または OCT を使用して展開できます。

構成するレジストリ設定は、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Language

Resources キーにある以下の DWORD 値です。 

 UILanguage 

 HelpLanguage 

 FollowSystemUI 

上記の各値の Value 名に対して、使用する言語に対応する LCID (ロケール識別子) を指定します。

LCID の一覧については、「Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値」を参照してください。LCID 

はデシマル値です。したがって、Base オプションを Decimal に設定する必要があります。 

ユーザー ロケールに関連する言語固有の設定をカスタマイズする 

[主編集言語] 設定の使用に加えて、Office 2013 は言語関連の数値形式などの設定をオペレーティン

グ システムのユーザー ロケールに合わせて構成します。この動作は、Windows レジストリの 

LanguageResources サブキーの LangTuneUp エントリによって制御されます。既定の設定にユーザ

ー ロケールを反映しない場合は、Office 2013 をインストールする際に LangTuneUp の値をリセッ

トできます。LangTuneUp エントリが存在しない場合、Office 2013 は初めてアプリケーションを起

動する際にエントリを作成し、その値を OfficeCompleted に設定します。 

LangTuneUp エントリは、以下の 2 つの値のいずれかになります。 

 OfficeCompleted: ユーザー ロケールに基づいた設定は、Office 2013 全体には適用されません。

ただし、個々のアプリケーションは、新しい入力システム (IME) と言語スクリプトがあるかど

うかを確認し、ユーザー ロケールに固有のアプリケーション設定を適用します。たとえば、ア

プリケーションは新しくインストールされたキーボードに対して適切な編集言語が有効になっ

ていることを確認し、Word はユーザー ロケールに基づいて Normal.dot に指定されているフ

ォントを使用します。 

 Prohibited: ユーザー ロケールに関連するすべての設定は、Office 2013 または個々の Office 2013 

アプリケーションによって変更できません。 
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場合によっては、ユーザー ロケールの設定を無視することで、多言語組織全体の標準構成を維持で

きることがあります。LangTuneUp エントリを Prohibited に設定すると、言語設定が一貫するので、

国際的な環境でマクロの互換性が高まります。 

たとえば、米国を拠点にする組織の設定を国際的に標準化する場合は、[主編集言語] を en-us (米国

英語) に設定し、LangTuneUp を Prohibited に設定して Office 2013 を展開します。この場合、ユー

ザーはユーザー ロケールに関係なく同じ既定の設定を受け取ります。 

ユーザー ロケールを無視することは、必ずしも最適なオプションではありません。たとえば、Office 

2013 ドキュメントでアジア言語の文字を表示して入力するユーザーが、文字を正しく表示するため

に必要なアジア言語のフォントを持っていない場合があります。ユーザーのコンピューターのイン

ストール言語がドキュメントで使用されている言語と一致していない場合に  LangTuneUp を 

Prohibited に設定すると、Office 2013 は既定以外の言語でフォントを表示しません。Office 2013 の

インストールが複数のアジア言語のユーザー ロケールをサポートする必要がある場合は、引き続き 

LangTuneUp を OfficeCompleted に設定してください。ユーザーが既定値を変更しないようにする

には、対応するポリシーを設定します。 

校正ツールを計画する 

校正ツールを使用すると、ユーザーは 52 個の言語でドキュメントを編集できます。言語によって

は、これらの編集ツールに、スペル チェック、文章校正プログラム、シソーラス、およびハイフネ

ーションが含まれる場合があります。校正ツールには、言語自動検出、要約の作成、インテリジェ

ント オートコレクトなどの言語固有の編集機能も含まれる場合があります。 

Office 2013 校正ツール キットにより、単一のリソースから任意の校正ツールをインストールできま

す。校正ツールは、ローカル コンピューターにインストールするか、またはユーザーのグループに

展開できます。ツールは、単一のユーザーまたは組織内のすべてのユーザーに対してカスタマイズ

してインストールできます。 

校正ツールの展開方法の決定 

コンピューターに既にインストールされている言語以外の言語でドキュメントを編集する必要があ

るユーザーには、追加の校正ツールを展開できます。追加の校正ツールは、以下のいずれかのソー

スから展開できます。 

 Office 2013 言語パック: ユーザーが特定の言語のユーザー インターフェイスと校正ツールの両

方を必要とする場合は、このオプションを使用します。多くの場合、単一の言語パックにより、

必要なすべての校正ツールの言語を提供できます。言語パックに含まれる副校正ツールの言語

は、Office 2013 の言語バージョンに含まれる内容を反映します。 

副言語の一覧については、「Office 2013 の副校正言語」を参照してください。言語パックに必

要なすべての校正ツールの言語がある場合は、「Office 2013 の言語のセットアップと設定をカ

スタマイズする」に記載されているシナリオに合った手順を使用して言語パックを展開します。 

 Office 2013 校正ツール キット: この製品には、Office 2013 で使用できるすべての言語の校正ツ

ールが含まれます。インストールされているすべての言語の副言語のセットになく、インスト

ールできる追加言語パックにある校正ツールを必要とする場合は、このオプションを使用しま

す。 
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Office 2013 多言語パックには、Office 2013 のすべての言語パックが含まれます。個々の Office 2013 

言語パック、Office 2013 多言語パック、および Office 2013 校正ツール キットは、マイクロソフト 

ボリューム ライセンス プログラムを通じて使用できます。 

校正ツールをインストールするためのハード ディスク領域の要件は 1 GB (ギガバイト) です。ただ

し、全体のディスク容量は、校正ツールを言語パックまたは Office 2013 校正ツール キットのどち

らから展開するかによって異なります。Office 2013 のほとんどの製品と同様に、Office 2013 校正ツ

ール キットの完全なパッケージは、ローカル インストール ソース (LIS) にキャッシュされます。 

 メモ: 

 校正ツールに二か国語辞書やワード ブレーカーは含まれません。これらのツールは、言語

バージョンまたは言語パックに含まれます。 

 Office 2013 の提供開始から、Office 2013 のオンプレミス (MSI によってインストール) バー

ジョンを購入したすべてのお客様は、ボリューム ライセンス ユーザーかどうかに関係なく、

無料でダウンロードできる 52 個の言語の校正ツール パッケージを使用できます。Office 

校正ツールから 32 ビット版または 64 ビット版の校正ツール パッケージをダウンロード

できます。詳細については、「Office 2013 の副校正言語」の「ダウンロード可能な校正ツ

ール パッケージ」を参照してください。 

Office 2013 校正ツール キットのセットアップのカスタマイズ 

Office 2013 校正ツール キットのセットアップをカスタマイズするには、ProofKit.WW フォルダーの 

Config.xml ファイルを変更します。インストールしない校正ツールの各セットに対して、OptionState 

要素の State 属性を Absent に設定します。 

構文 

<OptionState 

   Id="オプション ID" 

   State="Absent" | "Advertise" | "Default" | "Local" 

   [Children="force"] 

/> 

OptionState の属性 

次の表に、OptionState の属性、値、およびその説明を示します。 

OptionState の属性と値 

  

属性 値 説明 

Id optionID ユーザーが選択してインストールできるアイ

テムです。「Office 2013 の言語識別子と 

OptionState Id 値」の「校正ツールの Config.xml 

の OptionState Id 値」を参照してください。 

State Absent この機能はインストールされません。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe
http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe
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属性 値 説明 

 Advertise この機能は、最初に使用されるときにインスト

ールされます。 

 Default 機能を既定のインストール状況に戻します。 

 Local この機能は、ユーザーのコンピューターにイン

ストールされます。 

Children force この機能のすべての子機能が、指定された状態

に設定されます。 

 

 メモ: 

State 属性の既定値は Local です。 

例: Office 2013 校正ツール キットの Config.xml ファイル 

以下の Config.xml ファイルの例に、OptionState 要素の State 属性を Absent に設定したすべての

言語を示します。この例を Office 2013 校正ツール キットの Config.xml ファイルにコピーする場合

は、展開する校正ツールの各セットの State 属性を Local に設定します (必要に応じて Default ま

たは Advertise に設定)。 

<Configuration Product="ProofKit"> 

  <!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" /> --> 

  <!-- <Logging Type="standard" Path="%temp%" Template="Microsoft Office Proofing Tools Kit 

Setup(*).txt" /> --> 

  <!-- <USERNAME Value="Customer" /> --> 

  <!-- <COMPANYNAME Value="MyCompany" /> --> 

  <!-- <INSTALLLOCATION Value="%programfiles%\Microsoft Office" /> --> 

  <!-- <LIS CACHEACTION="CacheOnly" /> --> 

  <!-- <LIS SOURCELIST ="\\server1\share\Office;\\server2\share\Office" /> --> 

  <!-- <DistributionPoint Location="\\server\share\Office" /> --> 

  <!-- <OptionState Id="OptionID" State="absent" Children="force" /> --> 

    <OptionState Id="IMEMain_1028" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="IMEMain_1041" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="IMEMain_1042" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="IMEMain_2052" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1025" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1026" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1027" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1028" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1029" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1030" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1031" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1032" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1033" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1035" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1036" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1037" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1038" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1040" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1041" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1042" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1043" State="Absent" Children="force"/> 
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    <OptionState Id="ProofingTools_1044" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1045" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1046" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1048" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1049" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1050" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1051" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1053" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1054" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1055" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1056" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1058" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1060" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1061" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1062" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1063" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1069" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1081" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1087" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1094" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1095" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1097" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1099" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1102" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_1110" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_2052" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_2068" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_2070" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_2074" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_3076" State="Absent" Children="force"/> 

    <OptionState Id="ProofingTools_3082" State="Absent" Children="force"/> 

  <!-- <Setting Id="Setup_Reboot" Value="IfNeeded" /> --> 

  <!-- <Command Path="%windir%\system32\msiexec.exe" Args="/i \\server\share\my.msi" 

QuietArg="/q" ChainPosition="after" Execute="install" /> --> 

</Configuration> 

Office 2013 校正ツール キットのセットアップをカスタマイズする方法の詳細については、「Office 

2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする」の「Office 2013 校正ツール キットをカス

タマイズしてインストールする」を参照してください。 

Office 2013 校正ツール キットのローカル インストール ソースのプ

リキャッシュ 

Office 2013 校正ツール キットを展開すると、セットアップは、ユーザーのコンピューターにローカ

ル インストール ソースを作成します。これは、Office 2013 校正ツール キットの圧縮版ソース フ

ァイルのコピーです。これらのファイルがユーザーのコンピューターにコピーされたら、セットア

ップは、ローカル インストール ソースからインストールを行います。Office 2013 校正ツール キッ

トを展開する前にローカル インストール ソースを個別に展開すると、ネットワーク負荷を最小限

に抑えることができます。Office 2013 校正ツール キットのローカル インストール ソースをプリキ

ャッシュするには、「Office 2010 のローカル インストール ソースをプリキャッシュする」を参照

http://technet.microsoft.com/library/ff0a01a5-33d8-407c-ac52-50edccb32786(Office.15).aspx
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してください。Office 2013 校正ツール キット CD の ProofKit.WW フォルダーにある Setup.exe と 

Config.xml ファイルを使用します。 

Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値 

Office 2013 の副校正言語 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする 

Office 2013 の展開後に言語パックを追加または削除する 

Office 2013 の言語 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

Office 2010 のローカル インストール ソースをプリキャッシュする 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179231.aspx
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Office 2013 の言語のセットアップと設定をカス

タマイズする 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: Office 2013 の言語をカスタマイズする方法について学習します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズして展開するには、この記事で説明されて

いる手順に従ってください。 

 重要: 

この記事では、ボリューム ライセンスによって企業組織が使用できる  Office 2013 の 

Windows インストーラーベース (MSI) の配信形式の言語パックを展開および管理する方法

について説明します。Office サブスクリプションを保有し、クイック実行配信形式を使用す

る Office 365 ProPlus を展開する場合は、Office 2013 の言語をカスタマイズする方法に関す

る以下の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行セットアップのアーキテクチャの概要 (言語に依存しない設計 を

参照) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル (Language 要素 を参照) 

この記事の内容: 

 概要 

 始める前に 

 Office の既定の言語バージョンを展開する 

 インストールする言語を指定する 

 ユーザー グループごとに異なる言語を展開する 

 インストールされている言語を識別する 

 言語の設定をカスタマイズする 

 Office 2013 校正ツール キットをカスタマイズしてインストールする 

概要 

既定では、セットアップは各ユーザーのコンピューターに設定されている Windows ユーザー ロケ

ールに一致する言語バージョンを自動的にインストールします。また、この既定の動作よりも優先

http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx#BKMK_C2RLLanguages
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx#BKMK_LanguageElement
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して、多言語バージョンの配布をより厳密に管理することもできます。たとえば、以下のタスクを

実行できます。 

 複数の言語を単一のコンピューターにインストールする。 

 ユーザー ロケールによって指定されるオペレーティング システムの言語に関係なく、ユーザ

ーのコンピューターにインストールする言語を指定する。 

 カスタム設定を一度だけ指定し、組織に展開するすべての言語バージョンに適用する。 

 ユーザー グループごとに異なる言語を展開します。 

 追加する言語の Office 2013 校正ツール キットを展開する。 

詳細については、「Office 2013 の多言語の展開を計画する」の「セットアップを計画する」を参照

してください。 

ユーザーが初めて Office 2013 アプリケーションを起動すると、セットアップは、コンピューターに

インストールされている言語および Windows ユーザー ロケールの設定に指定されている言語に

一致する既定の設定を適用します。ただし、言語設定は、グループ ポリシー、Office カスタマイズ 

ツール (OCT)、または言語設定ツールを使用して構成します。詳細については、「Office 2013 の多

言語の展開を計画する」の「カスタマイズを計画する」を参照してください。 

インストールされていない言語または副校正言語を使用して編集する必要があるユーザーは、Office 

2013 校正ツール キットをカスタマイズしてインストールできます。詳細については、「Office 2013 

の多言語の展開を計画する」の「校正ツールを計画する」を参照してください。 

始める前に 

展開に以下のどの手順を使用するかおよび適用するカスタマイズを決定するには、「Office 2013 の

多言語の展開を計画する」を参照してください。 

Office の既定の言語バージョンを展開する 

組織内のユーザーが同じ言語の Office ファイルを使用するか、またはオペレーティング システム

の言語と同じ言語で作業する場合は、Office の既定の言語のバージョンを展開できます。 

以下の手順は、Office 2013 を展開するための標準の手順と同じです。これらの手順は、テストのた

めに記載されています。これらの手順の唯一の違いは、言語パックをインストール ファイルと同じ

ネットワークの場所にコピーする必要があることです。 

すべてのクライアント コンピューターに Office の既定の言語のバージョンを展開するには 

1. ソース メディアからネットワーク共有にすべてのファイルとフォルダーをコピーすることで、

Office 2013 の主要製品のネットワーク インストール ポイントを作成します。 

2. 各言語パックに対して、ソース メディアから同じネットワークの場所にすべてのファイルとフ

ォルダーをコピーします。重複するファイルを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示

されたら、[いいえ] を選択します。 

3. Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、組織の要件に合わせてインストールを構成し

ます。 
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ほとんどのカスタマイズはコア製品に適用されるので、通常は各言語を個別にカスタマイズす

る必要はありません。セットアップは、インストールする言語に関係なく、インストール中に

カスタマイズを適用します。言語設定のカスタマイズの詳細については、「言語の設定をカス

タマイズする」を参照してください。 

ボリューム ライセンス契約を通して取得した言語パックに一意のプロダクト キーは必要あり

ません。インストールには、単一のボリューム ライセンス キーのみ必要です。 

4. セットアップのコマンド ラインには、展開している Office の主要製品の Config.xml ファイル

を指定します。 

たとえば、次のコマンド ラインは、Office Professional Plus 2013 を任意の言語でインストール

します。 

\\server\share\Office15\Setup.exe /config \\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

5. ネットワーク インストール ポイントのルートからセットアップを実行します。 

セットアップは、インストールしている Office 製品に必要な言語固有の要素のみをインストー

ルします。言語パックを個別の製品として展開しない限り、セットアップは完全な言語パック

をインストールしません。 

インストールする言語を指定する 

組織のユーザーが複数の言語で Office ファイルを使用する場合、またはオペレーティング システ

ムの言語とは異なる Office 言語を使用する場合は、必要なすべての言語を同時にインストールでき

ます。 

以下の手順は、Office 2013 を展開するための標準の手順と同じです。これらの手順は、テストのた

めに記載されています。唯一の手順の違いは、言語パックをインストール ファイルと同じネットワ

ークの場所にコピーし、Config.xml ファイルを編集してインストールする言語を指定する必要があ

ることです。 

クライアント コンピューターにインストールする 1 つ以上の言語を指定するに

は 

1. ソース メディアからネットワーク共有にすべてのファイルとフォルダーをコピーすることで、

Office 2013 の主要製品のネットワーク インストール ポイントを作成します。 

2. 各言語パックに対して、ソース メディアから同じネットワークの場所にすべてのファイルとフ

ォルダーをコピーします。重複するファイルを上書きするかどうかを尋ねるメッセージが表示

されたら、[いいえ] を選択します。 

3. 更新している製品のコア製品フォルダーで、Config.xml ファイルを探します。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 のインストールに言語を追加する場合は、Proplus.WW フ

ォルダーにある Config.xml ファイルを探します。 

4. メモ帳などのテキスト エディターを使用して Config.xml ファイルを開きます。 

5. <AddLanguage> 要素を追加します。 
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6. Id 属性の値をインストールする言語に対応する言語タグに設定します。<AddLanguage> 要素

と属性を追加することで、複数の言語を指定できます。 

7. <AddLanguage> 要素の <ShellTransform> 属性を設定して、シェル ユーザー インターフェイ

ス (シェル UI) に使用する言語を指定します。 

たとえば、既定のインストール言語を英語にして英語とフランス語の両方をインストールする

ように指定する場合は、以下の要素を追加します。 

<AddLanguage Id="en-us" ShellTransform="yes"/> <AddLanguage Id="fr-fr" /> 

既定のインストール言語と シェル UI の言語をオペレーティング システムの言語に一致させ、

すべてのユーザーが英語とフランス語の両方の Office を使用できるようにするには、Config.xml 

ファイルのコードを以下の例のようにします。 

<AddLanguage Id="match" ShellTransform="yes"/>  

<AddLanguage Id="en-us" /> 

<AddLanguage Id="fr-fr" /> 

複数の <AddLanguage> 要素を追加する場合は、ShellTransform 属性に値を指定する必要があり

ます。この手順をスキップすると、インストールは失敗します。 

8. ユーザーの Windows ユーザー ロケールの言語にも一致させるように指定するには、Config.xml 

ファイルに次の行を追加します。 

<AddLanguage Id="match" /> 

この場合、セットアップは指定されているすべての言語およびユーザー ロケールに一致する言

語をインストールします (言語が異なる場合)。 

9. Config.xml ファイルを保存します。 

10. Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、組織の要件に合わせてインストールを構成し

ます。 

言語設定のカスタマイズの詳細については、「言語の設定をカスタマイズする」を参照してくだ

さい。 

11. Setup.exe を実行し、変更した Config.xml ファイルのパスを指定します。 

必 ず 完 全 修 飾 パ ス を 使 用 し て く だ さ い 。 た と え ば 、 次 の よ う に な り ま す 。

\\server\share\Office15\setup.exe /config\\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml ここで、

Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

ユーザー グループごとに異なる言語を展開する 

異なるユーザー グループに異なる Office 言語を提供できます。たとえば、東京に拠点を置く子会

社は Office 2013 ドキュメントを英語と日本語で作業する必要があり、欧州の子会社のユーザーは英

語、フランス語、およびドイツ語を必要としているとします。この場合は、各ユーザー グループに

異なる Config.xml ファイルを作成します。 

以下の手順は、Office 2013 を展開するための標準の手順と同じです。これらの手順は、テストのた

めに記載されています。唯一の手順の違いは、言語パックをインストール ファイルと同じネットワ

ークの場所にコピーし、各グループに対して Config.xml ファイルを作成および編集してインストー

ルする言語を指定し、各グループに適切な Config.xml ファイルを展開する必要があることです。 
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ユーザー グループごとに異なる言語を展開するには 

1. インストールしている製品のコア製品フォルダーで、Config.xml ファイルを探します。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 をインストールする場合は、ProPlus.WW フォルダーに

ある Config.xml ファイルを見つけます。 

2. メモ帳などのテキスト エディターを使用して Config.xml ファイルを開きます。 

3. 前述のように、<AddLanguage> 要素を探し、このユーザー グループにインストールする言語

セットを指定します。 

 メモ: 

前述のように、<AddLanguage> 要素の <Shell UI> 属性も設定する必要があります。 

4. 一意のファイル名を使用して Config.xml ファイルを保存します。 

5. 次のユーザー グループに対して同じ手順を繰り返します。 

6. OCT を使用して、組織の要件に合わせてインストールを構成します。 

言語設定のカスタマイズの詳細については、「言語の設定をカスタマイズする」を参照してく

ださい。 

7. 各ユーザー グループに個別に Office を展開し、それぞれの場合に、セットアップのコマンド 

ラインに正しい Config.xml ファイルを指定します。たとえば、次のようになります。 

\\server\share\Office15\setup.exe /config\\server\share\Office15\ProPlus.WW\SubAConfig.xml、また

は \\server\share\Office15\setup.exe /config\\server\share\Office15\ProPlus.WW\SubBConfig.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

インストールされている言語を識別する 

Office 2013 用にインストールされている言語の一覧は、初回インストールおよび言語パックの個別

インストール中に以下のレジストリ キーによって確認でき、有効になっている各言語の LCID が表

示されます。 

HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\LanguageResources\EnabledLanguages 

以下のレジストリ キーにより、ユーザー インターフェイス (UI) 言語とフォールバック言語を確認

できます。 

HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\LanguageResources 

Office 2013 のすべてのアプリケーションは一連の共有されたレジストリ データを使用して UI 言

語を決定しますが、必ずしも同じ UI 言語で表示されるわけではありません。通常、Office 2013 の

アプリケーションは、レジストリ キーの UILanguage エントリに指定されている UI 言語で表示さ

れます。ただし、これが該当しない状況もあります。たとえば、Word 2013 と Excel 2013 をフラン

ス語でインストールし、その他の Office 2013 アプリケーションを別の言語でインストールする展開

もあります。このような場合、その他のアプリケーションは、このレジストリ キーの UIFallback の

リストを確認し、このインストールされている構成で動作する最初の言語を使用します。 
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言語の設定をカスタマイズする 

グループ ポリシーを使用して言語の設定を適用する 

グループ ポリシーの設定は、組織のユーザーが変更できない既定の言語の設定を適用します。ポリ

シーの設定は、ユーザーがログオンするたびに再適用されます。以下の手順は、言語設定に関する

ポリシー設定を構成するための大まかな手順です。 

 重要: 

Office 2013 のポリシー設定を構成する前に、Office 2013 管理用テンプレート ファイル (英

語) (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=257051) を読み込んでおく必要があります。管理

用テンプレート ファイルを読み込むには、ファイルをダウンロードし、「グループ ポリシ

ーを使用して Office 2010 の設定を適用する」の「ADMX テンプレートの読み込み」の指示

に従ってください。この記事は Office 2010 を対象にしていますが、管理テンプレートの情

報は Office 2013 にも適用されます。 

グループ ポリシーを使用して言語設定を管理するには 

1. ポリシーを設定するグループ ポリシー オブジェクト (GPO) を開きます。 

2. ナビゲーション ウィンドウで、[コンピューターの構成] または [ユーザーの構成] を展開 (ダ

ブルクリック) し、[管理用テンプレート] を展開し、言語に関するポリシー設定が含まれる 

[Microsoft Office 2013\言語設定] を展開します。 

3. [言語設定] で、構成する対象に従って [表示言語] フォルダーまたは [編集言語] フォルダーを

選択します。 

 [表示言語] フォルダーには、メニュー項目、ヘルプなどの UI アイテムの言語設定を行うこ

とができるポリシー設定が含まれます。 

 [編集言語] フォルダーには、編集言語を選択して構成するためのポリシー設定が含まれます。 

 メモ: 

それぞれのポリシー設定には、実行する内容の説明があります。 

4. 詳細ウィンドウで、構成するポリシー設定を開き (ダブルクリック)、[有効] または [無効] を選

択し、提供されている適切なオプションを指定します。 

5. GPO を保存します。 

セットアップ カスタマイズ ファイルを使用して既定の言語の設定を

指定する 

OCT を使用して、セットアップがインストール中に適用するセットアップ カスタマイズ ファイル 

(.msp) を作成します。OCT によって指定される設定は既定の設定です。ユーザーは、インストール

後に設定を変更できます。 

OCT を使用して言語設定をカスタマイズするには 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=257051
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=257051
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/873a5392-1b1a-47a1-a863-1f29ef116d0e(Office.15).aspx
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1. OCT を起動するには、/admin コマンド ライン オプションを使用してセットアップを実行しま

す。 

2. [ユーザー設定の変更] ページで、[Microsoft Office 2013\言語設定] までツリーを展開します。 

3. ナビゲーション ウィンドウで、目的のフォルダーを開きます。詳細ウィンドウで設定を開き (ダ

ブルクリック)、[有効] を選択して値を指定します。 

4. ネットワーク インストール ポイントのルートの Updates フォルダーにセットアップ カスタ

マイズ ファイルを保存します。 

セットアップは、Office をユーザーのコンピューターにインストールする際にこのファイルを

自動的に適用します。 

OCT の使用方法については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してくだ

さい。 

言語設定ツールを使用して言語の設定を変更する 

ポリシーによって言語設定を適用しない場合、Office アプリケーションを使用するユーザーは言語

設定ツールを使用して言語環境設定を変更できます。 

言語設定ツールを使用して言語設定を変更するには 

1. オペレーティング システムにより、以下のいずれかを実行します。 

 Windows 8 を実行している場合は、[すべてのアプリ] を開き (デスクトップを右クリック)、

[Microsoft Office 2013] の [Office 2013 言語設定] を選択します。または 

 Windows 7 を実行している場合は、[スタート]、[すべてのプログラム]、[Microsoft Office] を

順にクリックします。次に、[Microsoft Office 2010 ツール] をクリックし、[Office 2013 言語

設定] をクリックします。 

2. [編集言語の選択] の言語一覧で、編集に使用する言語を選択し、[追加] をクリックします。追

加する各編集言語に対して、この手順を繰り返します。 

3. [編集言語の選択] で、Office アプリケーションとドキュメントで最も頻繁に使用する言語を選

択し、[既定に設定] を選択します。 

4. [表示言語とヘルプ言語の選択] の [表示言語] で、Office アプリケーションのボタンやタブの表

示に使用する言語を選択し、[既定に設定] を選択します。 

5. [ヘルプ言語] で、Office アプリケーションのヘルプの表示に使用する言語を選択し、[既定に設

定] を選択します。 

ヘルプの言語を指定しない場合、オンライン ヘルプ言語には表示言語が使用されます。 

 メモ: 

コンピューターにインストールされていない言語を使用して作業するための機能を有効に

できます。たとえば、編集言語として韓国語を選択し、韓国語の校正ツールがインストール

されていない場合にも Word でアジア言語および韓国語の機能を有効にできます。オペレ

ーティング システムでその言語のサポートを有効にする必要があります。 
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Office 2013 校正ツール キットをカスタマイズしてイ

ンストールする 

このセクションでは、Office 2013 校正ツール キットをカスタマイズしてインストールする方法につ

いて説明します。 

 メモ: 

特定の校正言語のみを必要とする場合にも、1 つまたは 2 つの言語パックをインストール

すると、必要なすべての校正ツールの言語がインストールされる場合があります。Office 2013 

の各言語バージョンには、一連の副言語の校正ツールが含まれます。詳細については、「Office 

2013 の多言語の展開を計画する」の「校正ツールを計画する」と「Office 2013 の副校正言

語」を参照してください。 

Office 2013 校正ツール キットをカスタマイズする 

インストールする校正ツールの言語は、ProofKit.WW フォルダーの Config.xml ファイルを編集して

指定できます。OptionState 属性と ID の詳細については、「Office 2013 の多言語の展開を計画する」

と「Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値」の「校正ツールを計画する」を参照してくださ

い。 

校正ツールのセットアップをカスタマイズするには 

1. ProofKit.WW フォルダーにある Config.xml ファイルを探します。 

2. メモ帳などのテキスト エディターを使用して Config.xml ファイルを開きます。 

3. インストールしない校正ツールの各セットに対して、OptionState 要素の State 属性を Absent 

に設定します。たとえば、カタルニア語の校正ツールをインストールしない場合は、次の構文

を使用します。 

<OptionState Id="ProofingTools_1027" State="Absent" Children="force"/> 

4. Local に展開する校正ツールの各セットに  State 属性を設定します (または必要に応じて 

Default または Advertise を設定)。たとえば、バスク語の校正ツールを展開する場合は、次の構

文を使用します。 

<OptionState Id="ProofingTools_1069" State="Local" Children="force"/> 

5. Config.xml ファイルを保存します。 

6. Setup.exe を実行し、変更した Config.xml ファイルのパスを指定します。 

必 ず 完 全 修 飾 パ ス を 使 用 し て く だ さ い 。 た と え ば 、 次 の よ う に な り ま す 。

\\server\share\Office15\ProofKit.WW\setup.exe 
/config\\server\share\Office15\ProofKit.WW\Config.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 
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Office 2013 校正ツール キットを単一のコンピューターにインストー

ルする 

校正ツールを必要とするユーザーがわずか (1 人または 2 人) しかいない場合は、Office 2013 校正

ツール キットから個々のコンピューターに校正ツールをインストールできます。 

Office 2013 校正ツール キットを単一のコンピューターにインストールするには 

1. Office 2013 校正ツール キット CD の Setup.exe を実行します。 

2. マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項を読んで同意し、[続行] をクリックします。 

3. 使用できるすべての言語の校正ツールをインストールする場合は、[今すぐインストール] をク

リックします。インストールが開始されます。それ以外の場合、個々の言語をインストールす

る場合は、[カスタマイズ] をクリックします。 

4. [カスタマイズ] を選択した場合は、[ファイルの場所] タブと [ユーザー情報] タブを選択し、必

要に応じて情報を変更します。[インストール オプション] タブで、インストールする言語のノ

ード (プラス (+) 記号) を選択し、ドロップダウン矢印を使用して適切なインストール状況を設

定します。 

5. [インストール] をクリックします。 

 メモ: 

Office 2013 の提供開始から、Office 2013 のオンプレミス (MSI によってインストール) バー

ジョンを購入したすべてのお客様は、ボリューム ライセンス ユーザーかどうかに関係なく、

無料でダウンロードできる 52 個の言語の校正ツール パッケージを使用できます。Office 

校正ツールから 32 ビット版または 64 ビット版の校正ツール パッケージをダウンロード

できます。詳細については、「Office 2013 の副校正言語」の「ダウンロード可能な校正ツ

ール パッケージ」を参照してください。 

Office 2013 の多言語の展開を計画する 

Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT) 

 

http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe
http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe
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Office 2013 の展開後に言語パックを追加または

削除する 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: 既存のインストールを変更するか、または Office 2013 言語パックを個別の製品として展開す

ることで、それらの言語パックを追加または削除します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 の既存のインストールの言語パックを追加または削除できます。この記事では、これら

のタスクを完了するために使用できる 2 つの方法およびインストールされている言語の一覧を表

示する方法について説明します。 

 重要: 

この記事では、ボリューム ライセンスによって企業組織が使用できる  Office 2013 の 

Windows インストーラーベース (MSI) の配信形式の言語パックを展開および管理する方法

について説明します。Office サブスクリプションを保有し、(クイック実行配信形式を使用

する) Office 365 ProPlus を展開する場合は、Office 365 ProPlus の言語をカスタマイズする方

法に関する以下の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行セットアップのアーキテクチャの概要 (言語に依存しない設計 を

参照) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル (Language 要素 を参照) 

この記事の内容: 

 概要 

 始める前に 

 既存のインストールを変更する 

 言語パックを展開する 

 言語パックを削除する 

 インストールされている言語を識別する 

概要 

Office 2013 言語パックを使用すると、Office アプリケーションのメニュー、ダイアログ ボックス、

ヘルプ トピック、およびその他のユーザー インターフェイスのテキストを複数の言語で表示でき

ます。Office 2013 で最も一般に展開される言語は製品と同時にリリースされますが、それ以外の多

くの Office 2013 言語パックは順次リリースされます。使用できるすべての言語パックが含まれる 

http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx#BKMK_C2RLLanguages
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx#BKMK_LanguageElement
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Office 2013 Multi-Language Pack は、すべての言語パックが個々にリリースされるまでリリースされ

ません。ただし、多言語を使用する組織で、すべての言語パックがリリースされる前に Office 2013 に

アップグレードする場合は、いつでも言語を追加または削除できます。Office 2013 の Office 2013 

Multi-Language Pack CD と Office 2013 Proofing Tools Kit CD は、マイクロソフト ボリューム ライ

センス プログラムを通じて購入できます。 

Office 2013 を展開した後で言語を追加するには、以下の 2 つの方法があります。 

 既存のインストールを変更します。この推奨方法を使用すると、言語は Office 2013 の展開に追

加できる 1 つの機能として扱われます。この方法では、インストール済みの元の Office 2013 製

品のソースと言語リソースを組み合わせ、目的の言語を追加するように Config.xml ファイルを

変更し、Office 2013 インストール ソースから Setup.exe を再実行します。この方法では、ユー

ザーのコンピューターにインストールされている製品に必要な言語パーツのみがインストール

されます。たとえば、Visio 2013 が含まれない Office 2013 の基本インストールに日本語を追加

する場合、日本語の Visio 2013 リソースはインストールされません。 

ただし、コンピューターに Office 2013 と Visio 2013 の両方がインストールされている場合、

Office 2013 用インストール ソースと Visio 2013 用インストール ソースの 2 つがあるので、2 

つの個別の操作によって各製品の日本語リソースを追加する必要があります。 

 言語パックを個別の製品として展開します。この方法では、Office 2013 の既存のインストール

を変更する 1 つ目の方法とは異なり、言語パックのセットアップ ファイルを実行してコンピュ

ーターに言語パック一式をインストールします。言語パックを展開する方法は、Office 2013 の

展開後に言語を追加するが、現在ユーザーのコンピューターにインストールされている Office 

2013 製品が不明な場合に適しています。この方法を使用するには、少なくとも 1 つの Office 

2013 製品がコンピューターにインストールされている必要があります。 

 メモ: 

Project 2013 と Visio 2013 の言語固有の要素は個別にインストールされます。これらの製品

に対して言語パックのセットアップを再実行する必要があります。詳細については、この記

事で後述する「言語パックを展開する」を参照してください。 

始める前に 

展開の開始時に使用する言語を決めておくことは重要です。最初の展開の後にユーザーの構成を変

更し、カスタマイズの一環として追加の言語を含める場合は、事前に展開するすべての Office 2013 

言語パックを Office 製品のファイルが含まれるネットワーク インストール ポイント (たとえば、

\\server\share\Office15) にコピーしておく必要があります。インストール ソースに含まれる製品の

静的リストは、カスタマイズ .msp ファイルを最初に作成する場合にのみ作成されます。後でイン

ストール ソースに言語を追加しても、既存の .msp ファイルは、この変更を反映するようには更新

されません。この問題に対処するには、以下の手順に従います。 

1. Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、新しいカスタマイズ ファイルを作成します。 

2. OCT の [ファイル] メニューの [インポート] コマンドを使用して、既存のカスタマイズ .msp 

ファイルをインポートします。 

3. 必要なカスタマイズを行ってから .msp ファイルを保存します。 
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4. 言語を追加してインストール ソースを更新した後に、新しい .msp ファイルをユーザーに展開

します。 

新しい .msp ファイルの作成と展開に失敗すると、既存のカスタマイズ .msp ファイルへの変更が

追加する言語に適用されないので、予期しない動作が発生することがあります。新しい .msp ファ

イルを作成し、そのファイルに既存の .msp ファイルをインポートしない場合も、ラボのテストで

展開が正しく動作する場合があります。ただし、ユーザーの Office 2013 アプリケーションに新しい

言語が表示されない場合、または言語機能の一部しか表示されない場合があります。詳細について

は、「Office 2010 セットアップ カスタマイズ ファイルをインポートする」の「カスタマイズ .msp 

ファイルをインポートして既存のインストールに言語を追加するには」(この記事は Office 2010 向

けですが、説明されている概念や手順は Office 2013 にも当てはまります) と「Office 2013 のインス

トール後にユーザーの構成を変更する」を参照してください。 

複数の言語を使用してネットワーク インストール ポイントを作成する方法の詳細については、

「Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする」を参照してください。 

既存のインストールを変更する 

Office 2013 の既存のインストールに言語を追加するには、セットアップを再度実行し、既存の Office 

インストールを変更する方法をお勧めします。元のインストールを変更するだけなので、コントロ

ール パネルの [プログラムの追加と削除] に新しいエントリは表示されません。 

初回インストールでインストールされたシェル ユーザー インターフェイス (シェル UI) の言語を

置き換えることはできません。シェル UI には、ファイル名拡張子、ツールヒント、右クリック メ

ニュー項目など、オペレーティング システムと共に登録されている Office のコア要素が含まれま

す。 

複数言語のインストールを更新する場合は、新しい言語が、ローカル コンピューターに設定されて

いるユーザー ロケールに一致するように指定できます。たとえば、英語ユーザーとロシア語ユーザ

ーがいる組織では、最初に英語をすべてのユーザーに展開します。その後にロシア語の言語パック

が使用可能になったときに、Config.xml に次の行を追加します。 

<AddLanguage Id="match" /> 

この場合、ユーザー ロケールがロシア語に設定されているすべてのコンピューターにロシア語の言

語要素がインストールされます。ユーザー ロケールが英語のユーザーに影響はありません。 

Office のインストール後に追加の言語を展開するには 

1. 新しい言語パックのファイルとフォルダーをソース メディアからオリジナル ネットワーク 

インストール ポイントにコピーします。セットアップ ファイルを上書きするかどうかを尋ね

るメッセージが表示されたら、[いいえ] を選択します。 

各言語パックには、Office 2013 のすべての製品の言語固有の要素が含まれます。ただし、セッ

トアップは更新する Office 製品の言語固有の要素のみをインストールします。 

2. 更新している製品のコア製品フォルダーで、Config.xml ファイルを探します。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 のインストールに言語を追加する場合は、ProPlus.WW フ

ォルダーにある Config.xml ファイルを探します。 

3. メモ帳などのテキスト エディターで Config.xml を開きます。 

http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx#BKMK_ImportMSO_AddLanguage
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx#BKMK_ImportMSO_AddLanguage
http://technet.microsoft.com/library/a99b682c-b3b7-448e-8280-0ce2e9a94229(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a99b682c-b3b7-448e-8280-0ce2e9a94229(Office.15).aspx
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4. <AddLanguage> 要素を探します。開始タグ <!-- と終了タグ --> を削除して行のコメントを解

除します。 

5. Id 属性の値をインストールする言語に対応する言語タグに設定します。<AddLanguage> 要素と

属性を追加することで、複数の言語を指定できます。 

たとえば、ロシア語の言語パックを追加するには、以下の例のような行を記述します。 

<AddLanguage Id="ru-ru" /> 

 

6. Config.xml に複数の言語を追加する場合は、シェル UI の言語として 1 つの言語を指定する必

要があります。たとえば、次のようになります。 

<AddLanguage Id="ru-ru" ShellTransform="yes" /> 

<AddLanguage Id="en-us" /> 

初回インストールで設定された ShellUI 言語を変更しない場合も ShellUI 言語を指定する必要

があります。 

7. Config.xml ファイルを保存します。Setup.exe を実行し、変更した Config.xml ファイルのパス

を指定します。 

完 全 修 飾 パ ス を 使 用 す る 必 要 が あ り ま す 。 た と え ば 、 次 の よ う に な り ま す 。

\\server\share\Office15\setup.exe /config \\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

セットアップも言語パックを個別の製品として認識するので、言語パックではなく、更新する Office 

製品の Config.xml ファイルを指定してください。 

新しい Office 2013 インストールにこれらの言語を展開するには、記事「Office 2013 の言語のセッ

トアップと設定をカスタマイズする」の「インストールする言語を指定する」を参照し、既存のカ

スタマイズ .msp ファイルを新しいカスタマイズ .msp ファイルにインポートしてください。イン

ストール ソースに含まれる製品の静的リストは、カスタマイズ ファイルを最初に作成する場合に

のみ作成されます。後でインストール ソースに言語を追加しても、既存のカスタマイズ ファイル

は、この変更を反映するようには更新されません。詳細については、「Office 2010 セットアップ カ

スタマイズ ファイルをインポートする」の「カスタマイズ .msp ファイルをインポートして既存の

インストールに言語を追加するには」(この記事は Office 2010 向けですが、説明されている概念や

手順は Office 2013 にも当てはまります) を参照してください。 

言語パックを展開する 

複数の Office 2013 製品を展開している組織に言語サポートを追加する必要がある場合は、言語パッ

クを個別の製品として展開できます。この場合、セットアップは Office 2013 のすべての製品に言語

固有の要素をインストールします。ユーザーは、インストールしている製品に関係なく、追加され

た言語バージョンにアクセスできます。 

この展開方法を使用するには、展開先のコンピューターに少なくとも 1 つの Office 2013 製品がイ

ンストールされている必要があります。 

言語パックを個別に展開する場合は、ユーザーのコンピューターに必要なディスク容量を考慮する

必要があります。言語パックに必要なハード ディスク容量は、800 MB ～ 1.5 GB の範囲です。 

http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx#BKMK_ImportMSO_AddLanguage
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx#BKMK_ImportMSO_AddLanguage
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Project 2013 と Visio 2013 の言語固有の要素は個別にインストールされます。各言語パックに対し

て、Project 2013 のコア製品フォルダーは PMUI.ll-cc です。Visio 2013 のコア製品フォルダーは 

VisMUI.ll-cc です。 

言語パックを展開するには 

1. 新しい言語パックのすべてのファイルとフォルダーをソース メディアからネットワークの場

所にコピーします。Office 2013 Multi-Language Pack を使用している場合は、インストールする

言語のファイルとフォルダーのみをコピーできます。セットアップ ファイルを上書きするかど

うかを尋ねるメッセージが表示されたら、[いいえ] を選択します。 

2. インストールしている言語パックのコア製品フォルダーで、Config.xml ファイルを探します。 

たとえば、ロシア語の言語パックをインストールする場合は、OMUI.ru-ru フォルダーの 

Config.xml ファイルを探します。 

3. Office 2013 Multi-Language Pack または Office 2013 言語パックのネットワーク インストール 

ポイントのルートから言語パックのセットアップを実行し、コマンド ラインで Config.xml フ

ァイルのパスを指定します。たとえば、次のようになります。 

\\server\share\Office15\LP\Setup.exe /Config\\server\share\Office15\LP\RU\OMUI.ru-ru\Config.xml 

ここで、Office15\LP は言語パックのネットワーク インストール ポイントのルートで、RU は言

語フォルダーの名前です。 

インストールする言語ごとに前述の手順を完了します。 

新しい Office 2013 インストールにこれらの言語を展開するには、「Office 2013 の言語のセットア

ップと設定をカスタマイズする」の「インストールする言語を指定する」を参照し、既存のカスタ

マイズ .msp ファイルを新しいカスタマイズ .msp ファイルにインポートしてください。インスト

ール ソースに含まれる製品の静的リストは、カスタマイズ ファイルを最初に作成する場合にのみ

作成されます。後でインストール ソースに言語を追加しても、既存のカスタマイズ ファイルは、

この変更を反映するようには更新されません。詳細については、「Office 2010 セットアップ カスタ

マイズ ファイルをインポートする」の「カスタマイズ .msp ファイルをインポートして既存のイン

ストールに言語を追加するには」(この記事は Office 2010 向けですが、説明されている概念や手順

は Office 2013 にも当てはまります) を参照してください。 

言語パックを削除する 

Office 2013 言語パックを個別の製品として展開している場合は、Windows の [プログラムの追加と

削除] を使用して削除できます。 

Office 2013 言語パックを個別の製品としてではなく、Office 2013 と共に展開している場合に言語パ

ックを削除する手順は、言語パックを展開する手順と同様です。<AddLanguage> タグを使用する代

わりに、<RemoveLanguage> タグを使用します。具体的な手順については、以下の説明を参照してく

ださい。 

削除する言語ごとに、以下の手順を実行する必要があります。 

言語パックを削除するには 

http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx#BKMK_ImportMSO_AddLanguage
http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx#BKMK_ImportMSO_AddLanguage
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1. 言語を個別の製品としてではなく Office 製品と共に展開している場合は、更新する製品のコア

製品フォルダーにある Config.xml ファイルを探します。 

たとえば、Office Professional Plus 2013 のインストールから言語を削除する場合は、ProPlus.WW 

フォルダーにある Config.xml ファイルを探します。 

2. メモ帳などのテキスト エディターで Config.xml を開きます。 

3. <Display> 要素を探します。開始タグ <!-- と終了タグ --> を削除して行のコメントを解除し

ます。 

4. Level の値を “basic” または “none”、CompletionNotice の値を “yes”、SuppressModal の値を 

“yes”、AcceptEula の値を “yes” に設定します。 

行は、以下の例のようになります。 

<Display Level="basic" CompletionNotice="yes" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> 

 

5. <AddLanguage> 要素を探します。ファイル内にこの要素を見つけたら、開始タグ <!-- と終了

タグ --> で囲んでコメントにします。 

行は、以下の例のようになります。 

<!-- <AddLanguage Id="ru-ru" /> --> 

 

6. <RemoveLanguage> 要素を追加します。 

7. Id 属性の値を削除する言語に対応する言語タグに設定します。 

たとえば、ロシア語の言語パックを削除するには、以下の例のような行を記述します。 

<RemoveLanguage Id="ru-ru" /> 

 

8. Config.xml ファイルを保存します。 

9. コア製品フォルダーで Config.xml ファイルを編集した場合は、Setup.exe を実行し、変更した 

Config.xml ファイルのパスを指定します。 

完全修飾パスを使用する必要があります。たとえば、次のようになります。 

\\server\share\Office15\Setup.exe /Config\\server\share\Office15\ProPlus.WW\Config.xml 

ここで、Office15 は、ネットワーク インストール ポイントのルートです。 

\\server\share\Office15\LP\Setup.exe /Config\\server\share\Office15\LP\RU\OMUI.ru-ru\Config.xml 

ここで、Office15\LP は言語パックのネットワーク インストール ポイントのルートで、RU は言語

フォルダーの名前です。 

削除する言語ごとに、前述の手順を実行する必要があります。 

インストールされている言語を識別する 

Office 2013 用にインストールされている言語の一覧は、言語パックの初回インストール中または個

別インストール中にレジストリ内で確認できます。 

Office 2013 のすべてのアプリケーションは一連の共有されたレジストリ データを使用して UI 言

語を決定しますが、必ずしも同じ UI 言語で表示されるわけではありません。通常、Office 2013 の

アプリケーションは、レジストリ キーの UILanguage 値に指定されている UI 言語で表示されます。

ただし、これが該当しない状況もあります。たとえば、Word 2013 と Excel 2013 をフランス語でイ
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ンストールし、その他の Office 2013 アプリケーションを別の言語でインストールする展開もありま

す。このような場合、その他のアプリケーションは、このレジストリ キーの UIFallback のリストを

確認し、このインストールされている構成で動作する最初の言語を使用します。 

インストールされている言語を識別するには 

1. レジストリを開きます。 

2. レジストリ キー HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\LanguageResour

ces\EnabledLanguages を展開します。 

3. 言語の LCID が表示されます。言語を識別するには、「Office 2013 の言語識別子と OptionState 

Id 値」を参照してください。 

4. UI 言語を確認するには、次のレジストリ  キーを表示し、「Office 2013 の言語識別子と 

OptionState Id 値」を参照してください。 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\LanguageResources\HelpLangu
age 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\LanguageResources\UILanguag
e 

5. フォールバック言語を確認するには、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Comm

on\LanguageResources\UIFallback のレジストリ キー値を表示します。言語を識別するには、「O

ffice 2013 の言語識別子と OptionState Id 値」を参照してください。 

Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする 

Office 2013 の多言語の展開を計画する 

Office 2010 セットアップ カスタマイズ ファイルをインポートする 

Office 2013 のインストール後にユーザーの構成を変更する 

 

http://technet.microsoft.com/library/6bd88342-4f3a-4535-a570-475d251ef9da(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a99b682c-b3b7-448e-8280-0ce2e9a94229(Office.15).aspx
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Office 2013 の複数の言語バージョンの混在 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: Office 2013 における複数言語の統合および言語インターフェイス パックのインストールにつ

いて学習します。 

適用対象: 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 製品によっては、使用できない言語バージョンもあるので、Office 2013 のインストール

には複数言語のアプリケーションやユーザー インターフェイス要素を含めることができます。 

この記事では、一部の Office 2013 アプリケーションで使用できる言語バージョン、言語インターフ

ェイス パックと共に使用できる Office 2013 アプリケーション、および Office 2013 言語インター

フェイス パックのインストールにおいて推奨される基本言語について説明します。 

 重要: 

この記事では、ボリューム ライセンスによって企業組織が使用できる  Office 2013 の 

Windows インストーラーベース (MSI) の配信形式の言語パックを展開および管理する方法

について説明します。Office サブスクリプションを保有し、(クイック実行配信形式を使用

する) Office 365 ProPlus を展開する場合は、その言語をカスタマイズする方法に関する以下

の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行セットアップのアーキテクチャの概要 (言語に依存しない設計 を

参照) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル (Language 要素 を参照) 

この記事の内容: 

 使用できるアプリケーションと言語 

 言語インターフェイス パック 

使用できるアプリケーションと言語 

Office 2013 の英語版以外の言語バージョンでは、使用できない Office 2013 アプリケーションがあ

ります。たとえば、ヒンディー語の Access 2013 はありません。したがって、Office 2013 のヒンデ

ィー語バージョンは英語でインストールされます。 

一部の言語で使用できない Office アプリケーションがあります。Project 2013、Visio 2013、および 

SharePoint Designer 2013 は、次の表に示す一部の言語で使用できます。 

http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx#BKMK_C2RLLanguages
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx#BKMK_LanguageElement
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Project、Visio、および SharePoint Designer の 2013 バージョンで使用

できる言語 

  

言語 Project 2013 Visio 2013 SharePoint Designer 2013 

アラビア語  あり あり あり 

ブラジル語 あり あり あり 

ブルガリア語 なし なし あり 

中国語 - 簡体字 あり あり あり 

中国語 - 繁体字 あり あり あり 

クロアチア語 なし なし あり 

チェコ語 あり あり あり 

デンマーク語 あり あり あり 

オランダ語  あり あり あり 

英語 あり あり あり 

フィンランド語  あり あり あり 

フランス語  あり あり あり 

ドイツ語  あり あり あり 

ギリシャ語 あり あり あり 

ヘブライ語 あり あり あり 

ヒンディー語 なし なし あり 

ハンガリー語  あり あり あり 

イタリア語  あり あり あり 

日本語  あり あり あり 

韓国語 あり あり あり 

ノルウェー語 (ブークモール) あり あり あり 

ポーランド語  あり あり あり 

ポルトガル語 (ヨーロッパ)  あり あり あり 

ルーマニア語 なし なし あり 

ロシア語 あり あり あり 

セルビア語 (ラテン) なし なし あり 

スロバキア語 あり あり なし 

スロベニア語 あり あり なし 

スペイン語 あり あり あり 

スウェーデン語 あり あり あり 

タイ語 なし なし あり 

トルコ語  あり あり あり 

ウクライナ語 あり あり なし 
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言語インターフェイス パック 

一部の言語では、Office 2013 アプリケーション全体の一部のみがローカライズされ、言語インター

フェイス パック (LIP) としてリリースされています。これらの LIP では、ユーザー インターフェ

イスのみがローカライズされ、ヘルプ コンテンツはローカライズされていません。管理者は、完全

にローカライズされている Office 2013 の基本言語バージョン (このセクションの後の表を参照) を

インストールした後に LIP をインストールする必要があります。これにより、ユーザーは以下のア

プリケーションおよび機能を目的の言語で使用できます。 

 Excel 2013 

 OneNote 2013 

 Outlook 2013 

 PowerPoint 2013 

 Office 共有機能 

 Word 2013 

その他の Office アプリケーションは、Office 2013 の基本インストール言語で表示されます。次の表

に、各 LIP 言語の基本言語の一覧を示します。 

言語インターフェイス パックで使用できる基本言語 

  

LIP 言語 基本言語 

アフリカーンス語 英語 

アルバニア語 英語 

アムハラ語 英語 

アルメニア語 英語 

アッサム語 英語 

アゼルバイジャン語 – ラテン文字 英語 

バングラ語 (バングラデシュ) 英語 

バスク語 スペイン語 

ベラルーシ語 ロシア語 

ベンガル語 - インド 英語またはヒンディー語 

ボスニア語 - ラテン文字 英語 

カタルニア語 スペイン語 

チェロキー語 英語 

ダリー語 英語 

フィリピノ語 英語 

ガリシア語 スペイン語 

グルジア語 英語 

グジャラート語 英語 

ハウサ語 – ラテン文字 英語  

アイスランド語 英語 

イボ語 英語 
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LIP 言語 基本言語 

イヌクティトット語 – ラテン文字 英語 

アイルランド語 - ゲール 英語 

isiXhosa 英語 

isiZulu 英語 

カンナダ語 英語 

クメール語 英語 

キチェ語 スペイン語 

キニヤルワンダ語 英語 

スワヒリ語 英語 

コンカニ語 英語 

クルド語 英語 

キルギス語 ロシア語 

ルクセンブルグ語 フランス語 

マケドニア語 (FYROM) 英語 

マラヤーラム語 英語 

マルタ語 英語 

マオリ語 英語 

マラーティー語 英語 

モンゴル語 - キリル文字 英語 

ネパール語 英語 

ノルウェー語 (ニーノシュク) ノルウェー語 (ブークモール) 

オディア語 英語 

ペルシャ語 (ファルシ) 英語 

パンジャブ語 (インド) 英語 

パンジャブ語 (パキスタン) 英語 

ケチュア語 (ペルー) スペイン語 

スコットランド ゲール語 英語 

セルビア語 – キリル文字 セルビア語 (ラテン) 

セルビア語 – キリル文字 (ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ) 

英語 

セソト サ レボア語 英語 

セツワナ語 英語 

シンド語 (パキスタン) 英語 

シンハラ語 英語 

タジク語 ロシア語 

タミル語 (インド) 英語 

タタール語 ロシア語 

テルグ語 英語 

トルクメン語 ロシア語 

ウルドゥー語 英語 
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LIP 言語 基本言語 

ウイグル語 中国語 (簡体字) 

ウズベク語 – ラテン文字 英語またはロシア語 

バレンシア語 スペイン語 

ウェールズ語 英語 

ウォロフ語 フランス語 

ヨルバ語 英語 

 

LIP のダウンロード方法については、「Office Language Interface Pack (LIP) ダウンロード」を参照し

てください。 

Office 2013 の多言語の展開を計画する 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする 

 

http://office.microsoft.com/ja-jp/HA001113350.aspx
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Office 2013 の副校正言語 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: Office 2013 に含まれる副校正言語を識別し、Office 2013 のダウンロード可能な校正ツール パ

ッケージについて理解します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 の各言語バージョンには、一連の副言語の校正ツールが含まれます。たとえば、Office 

2013 製品の英語バージョンを展開すると、英語以外にスペイン語とフランス語の校正ツールも展開

されます。 

校正ツールには、スペル チェックと文章校正、シソーラス、およびハイフネーションが含まれます。

校正ツールには、言語自動検出、要約の作成、インテリジェント オートコレクトなどの言語固有の

編集機能も含まれる場合があります。 

展開するユーザー インターフェイス言語の数および追加される副校正言語によっては、Office 2013 

言語パックが必要なすべての校正ツールを提供する場合があります。Office 2013 言語パックの詳細

については、「Office 2013 の多言語の展開を計画する」を参照してください。 

Office 2013 には、英語、日本語、およびスペイン語の各バージョンのダウンロード可能な校正ツー

ル パッケージも含まれます。詳細については、この記事で後述する「ダウンロード可能な校正ツー

ル パッケージ」を参照してください。 

 重要: 

この記事では、ボリューム ライセンスによって企業組織が使用できる  Office 2013 の 

Windows インストーラーベース (MSI) の配信形式の言語パックを展開および管理する方法

について説明します。Office サブスクリプションを保有し、クイック実行配信形式を使用す

る Office 365 ProPlus を展開する場合は、Office 365 ProPlus の言語をカスタマイズする方法

に関する以下の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行セットアップのアーキテクチャの概要 (言語に依存しない設計 を

参照) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル (Language 要素 を参照) 

この記事の内容: 

 副校正言語の特定 

 ダウンロード可能な校正ツール パッケージ 

副校正言語の特定 

次の表に、Office 2013 の各第一言語に対する副校正言語を示します。 

http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx#BKMK_C2RLLanguages
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx#BKMK_LanguageElement
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Office 2013 の副校正言語 

  

第一言語 副校正言語 

アラビア語 アラビア語、英語、フランス語 

ブラジル語 ブラジル語、英語、スペイン語 

ブルガリア語 ブルガリア語、英語、ドイツ語、ロシア語 

中国語 (簡体字) 中国語 (簡体字)、英語 

中国語 (繁体字) 中国語 (繁体字)、英語 

クロアチア語 クロアチア語、英語、ドイツ語、セルビア語、イタリア語 

チェコ語 チェコ語、英語、ドイツ語、スロバキア語 

デンマーク語 デンマーク語、英語、ドイツ語、スウェーデン語 

オランダ語 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語 

英語 英語、フランス語、スペイン語 

エストニア語 エストニア語、英語、ドイツ語、ロシア語、フィンランド

語 

フィンランド語 フィンランド語、英語、スウェーデン語、ドイツ語、ロシ

ア語 

フランス語 フランス語、英語、ドイツ語、オランダ語、アラビア語、

スペイン語 

ドイツ語 ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語 

ギリシャ語 ギリシャ語、英語、フランス語、ドイツ語 

ヘブライ語 ヘブライ語、英語、フランス語、アラビア語、ロシア語 

ヒンディー語 ヒンディー語、英語、タミル語、テルグ語、マラーティー

語、カンナダ語、グジャラート語、パンジャブ語、ウルド

ゥー語 

ハンガリー語 ハンガリー語、英語、ドイツ語 

インドネシア語 インドネシア語、英語 

イタリア語 イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語 

日本語 日本語、英語 

カザフ語 カザフ語、英語、ロシア語 

韓国語 韓国語、英語 

ラトビア語 ラトビア語、英語、ドイツ語、ロシア語 

リトアニア語 リトアニア語、英語、ドイツ語、ロシア語、ポーランド語 

マレー語 マレー語、英語、中国語 (簡体字) 

ノルウェー語 (ブークモール) ノルウェー語 (ブークモール)、英語、ドイツ語、ノルウェ

ー語 (ニーノシュク) 

ポーランド語 ポーランド語、英語、ドイツ語 

ポルトガル語 ポルトガル語、英語、フランス語、スペイン語  

ルーマニア語 ルーマニア語、英語、フランス語 

ロシア語 ロシア語、英語、ウクライナ語、ドイツ語 

セルビア語 (ラテン) セルビア語 (ラテン)、英語、ドイツ語、フランス語、クロ
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第一言語 副校正言語 

アチア語 

スロバキア語 スロバキア語、英語、チェコ語、ハンガリー語、ドイツ語 

スロベニア語 スロベニア語、英語、ドイツ語、イタリア語、クロアチア

語 

スペイン語 スペイン語、英語、フランス語、バスク語、カタルニア語、

ガリシア語、ポルトガル語 (ブラジル) 

スウェーデン語 スウェーデン語、英語、フィンランド語、ドイツ語 

タイ語 タイ語、英語、フランス語 

トルコ語 トルコ語、英語、フランス語、ドイツ語 

ウクライナ語 ウクライナ語、英語、ロシア語、ドイツ語 

ベトナム語 ベトナム語、英語、フランス語 

 

ダウンロード可能な校正ツール パッケージ 

Office 2013 の提供開始から、Office 2013 のオンプレミス (MSI によってインストール) バージョン

を購入したすべてのお客様は、ボリューム ライセンス ユーザーかどうかに関係なく、無料でダウ

ンロードできる 52 個の言語の校正ツール パッケージを使用できます。Office 校正ツールから 32 

ビット版または 64 ビット版の校正ツール パッケージをダウンロードできます。 

以下の校正言語を使用できます。 

 アラビア語 

 バスク語 

 ブラジル語 

 ブルガリア語 

 カタルニア語 

 中国語 (簡体字) 

 中国語 (繁体字) 

 クロアチア語 

 チェコ語 

 デンマーク語 

 オランダ語 

 英語 

 エストニア語 

 フィンランド語 

 フランス語 

 ガリシア語 

 ドイツ語 

 ギリシャ語 

http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe


 

297 

 

 グジャラート語 

 ヘブライ語 

 ヒンディー語 

 ハンガリー語 

 インドネシア語 

 イタリア語 

 日本語 

 カンナダ語 

 カザフ語 

 韓国語 

 ラトビア語 

 リトアニア語 

 マレー語 (マレーシア) 

 マラーティー語 

 ノルウェー語 (ブークモール) 

 ノルウェー語 (ニーノシュク) 

 ポーランド語 

 ポルトガル語 

 パンジャブ語 (インド) 

 ルーマニア語 

 ロシア語 

 セルビア語 - キリル文字 

 セルビア語 – ラテン文字 

 スロバキア語 

 スロベニア語 

 スペイン語 

 スウェーデン語 

 タミル語 (インド) 

 テルグ語 

 タイ語 

 トルコ語 

 ウクライナ語 

 ウルドゥー語 

 ベトナム語 

Office 2013 の多言語の展開を計画する 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする 
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Office 2013 の言語識別子と OptionState Id 値 

発行日: 2012 年 10 月 2 日 

概要: Office 2013 の言語ツールと校正ツールのインストールを指定およびカスタマイズするときの

言語識別子と OptionState ID 値を検索します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 または Office 2013 校正ツール キットのセットアップを構成するとき、および現在イン

ストールしている言語を識別するときは、言語識別子と OptionState ID の表にある値を使用します。 

これは参照記事です。表で示されている値は、次の記事に記述された手順を完了するために必要で

す。 

 Office 2013 の展開後に言語パックを追加または削除する 

 Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする 

 Office 2013 の多言語の展開を計画する 

 重要: 

この記事では、ボリューム ライセンスによって企業組織が使用できる  Office 2013 の 

Windows インストーラーベース (MSI) の配信形式の言語パックを展開および管理する方法

について説明します。Office サブスクリプションを保有し、クイック実行配信形式を使用す

る Office 365 ProPlus を展開する場合は、Office 365 ProPlus の言語をカスタマイズする方法

に関する以下の記事を参照してください。 

 Office 365 クイック実行セットアップのアーキテクチャの概要 (言語に依存しない設計 を

参照) 

 クイック実行のカスタマイズの概要 

 クイック実行用 Office 展開ツール 

 Office 365 クイック実行の Configuration.xml ファイル (Language 要素 を参照) 

この記事の内容: 

 言語識別子 

 校正ツールの Config.xml の OptionState Id 値 

言語識別子 

Office 2013 は、数多くの言語で使用できます。インターナショナル設定では、多言語バージョンの 

Office 2013 を単一のインストール プロセスで展開できます。セットアップでは、言語に依存しない

コア製品が 1 つ以上の言語固有のパッケージと組み合わされて、製品が完成されます。 

ソース メディアでは、言語固有のパッケージは個別のフォルダーに整理されています。各フォルダ

ー名には、フォルダーの末尾に、ll-cc の形式で言語タグが付けられています。このタグは言語とカ

ルチャを識別します。たとえば、米国英語の言語フォルダーは、フォルダー名拡張子 en-us によっ

http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2e932dee-d115-42d6-861c-0288b28ebf4d(Office.15).aspx#BKMK_C2RLLanguages
http://technet.microsoft.com/library/e5e0c0c8-a243-42e7-be20-87ac162a9d9f(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/43419d08-4517-45e8-8cb6-ccec1b8b85bf(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a204ecad-e546-4c9f-93a7-2b8a7ac1fb21(Office.15).aspx#BKMK_LanguageElement
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て識別されます。言語タグは、ネットワーク インストール ポイントをコピーする必要があるフォ

ルダーを特定する場合に役立ちます。 

全面的にローカライズされたバージョンの Office 2013 製品に含まれる言語フォルダーは、特定の言

語の Microsoft Office 2013 言語パックに含まれる言語フォルダーと同じです。たとえば、同じ 

Outlook.ar-sa フォルダーが、アラビア語バージョンの Office 2013、アラビア語バージョンの Outlook 

2013、および Office 2013 言語パック - アラビア語で使用されます。 

 メモ: 

言語タグは、“言語 ID” とも呼ばれ、一部の手順で使用されます。 

Office 2013 は、次の表に示されるすべての言語で、ローカライズされたバージョンが提供されます。

言語固有のコンポーネントのフォルダーは、表に示される言語タグによって識別されます。Windows 

オペレーティング システムは、ロケール識別子 (LCID) を使用して、Windows レジストリの言語を

識別します。 

ここに記載されている全面的にローカライズされた言語に加えて、Office 2013 には言語インターフ

ェイス パック (LIP) が用意されています。これは、言語固有のコンポーネントのサブセットを含み、

論理親言語と共にインストールされるように設計されています。LIP 言語でローカライズされる要

素は、親言語で表示されます。LIP の詳細については、「Office 2013 の複数の言語バージョンの混

在」の「言語インターフェイス パック」を参照してください。 

Office 2013 で使用できる言語タグ (言語 ID) と LCID 

  

言語 地理的な地域 言語タグ  (ll-cc) (言語  ID 

とも呼ばれます) 

LCID 

アラビア語 サウジアラビア ar-sa 1025 

ブルガリア語 ブルガリア bg-bg 1026 

中国語 (簡体字) 中華人民共和国 zh-cn 2052 

中国語 台湾 zh-tw 1028 

クロアチア語 クロアチア hr-hr 1050 

チェコ語 チェコ共和国 cs-cz 1029 

デンマーク語 デンマーク da-dk 1030 

オランダ語 オランダ nl-nl 1043 

英語 米国 en-us 1033 

エストニア語 エストニア et-ee 1061 

フィンランド語 フィンランド fi-fi 1035 

フランス語 フランス fr-fr 1036 

ドイツ語 ドイツ de-de 1031 

ギリシャ語 ギリシャ el-gr 1032 

ヘブライ語 イスラエル he-il 1037 

ヒンディー語 インド hi-in 1081 

ハンガリー語 ハンガリー hu-hu 1038 

インドネシア語 Indonesia id-id 1057 
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言語 地理的な地域 言語タグ  (ll-cc) (言語  ID 

とも呼ばれます) 

LCID 

イタリア語 イタリア it-it 1040 

日本語 日本 ja-jp 1041 

カザフ語 カザフスタン kk-kh 1087 

韓国語 韓国 ko-kr 1042 

ラトビア語 ラトビア lv-lv 1062 

リトアニア語 リトアニア lt-lt 1063 

マレー語 Malaysia ms-my 1086 

ノルウェー語 (ブークモール) ノルウェー nb-no 1044 

ポーランド語 ポーランド pl-pl 1045 

ポルトガル語 ブラジル pt-br 1046 

ポルトガル語 ポルトガル pt-pt 2070 

ルーマニア語 ルーマニア ro-ro 1048 

ロシア語 ロシア ru-ru 1049 

セルビア語 (ラテン) セルビア sr-latn-rs 2074 

スロバキア語 スロバキア sk-sk 1051 

スロベニア語 スロベニア sl-si 1060 

スペイン語 スペイン es-es 3082 

スウェーデン語 スウェーデン sv-se 1053 

タイ語 タイ th-th 1054 

トルコ語 トルコ tr-tr 1055 

ウクライナ語 ウクライナ語 uk-ua 1058 

ベトナム語 ベトナム vi-vn 1066 

 

校正ツールの Config.xml の OptionState Id 値 

次の表に、Office 2013 校正ツール キットの OptionState ID 値を示します。表は、言語のアルファ

ベット順に並べられています。これらの値は、Office 2013 校正ツール キットのセットアップをカス

タマイズするときに、ProofKit.WW フォルダーの Config.xml ファイルを変更するために使用します。

校正ツールの詳細については、「Office 2013 の多言語の展開を計画する」の「校正ツールを計画す

る」を参照してください。 

Office 2013 の各校正ツール言語の OptionState ID 

  
OptionState ID 校正ツール言語 

ProofingTools_1025 アラビア語 

ProofingTools_1069  バスク語 

  
ProofingTools_1026 ブルガリア語 
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OptionState ID 校正ツール言語 

ProofingTools_1027 カタルニア語 

ProofingTools_2052 中国語 (中華人民共和国) 

ProofingTools_3076 中国語 (香港) 

ProofingTools_1028 中国語 (台湾) 

IMEMain_1028 繁体字中国語入力システム (IME) 

ProofingTools_1050 クロアチア語 

ProofingTools_1029 チェコ語 

ProofingTools_1030 デンマーク語 

ProofingTools_1043 オランダ語 

ProofingTools_1033 英語 

ProofingTools_1061 エストニア語 

ProofingTools_1035 フィンランド語 

ProofingTools_1036 フランス語 

ProofingTools_1110 ガリシア語 

ProofingTools_1031 ドイツ語 

ProofingTools_1032 ギリシャ語 

ProofingTools_1095 グジャラート語 

ProofingTools_1037 ヘブライ語 

ProofingTools_1081 ヒンディー語 

ProofingTools_1038 ハンガリー語 

ProofingTools_1040 イタリア語 

ProofingTools_1041 日本語 

IMEMain_1041 日本語 IME 

ProofingTools_1099 カンナダ語 

ProofingTools_1087 カザフ語 

ProofingTools_1042 韓国語 

IMEMain_1042 韓国語 IME 

ProofingTools_1062 ラトビア語 

ProofingTools_1063 リトアニア語 

ProofingTools_1102 マラーティー語 

ProofingTools_1044 ノルウェー語 (ブークモール) 

ProofingTools_2068 ノルウェー語 (ニーノシュク) 

IMEMain_2052 ピンイン IME 

ProofingTools_1045 ポーランド語 

ProofingTools_1046 ポルトガル語 (ブラジル) 

ProofingTools_2070 ポルトガル語 (ポルトガル) 

ProofingTools_1094 パンジャブ語 

ProofingTools_1048 ルーマニア語 

ProofingTools_1049 ロシア語 

ProofingTools_2074 セルビア語 (ラテン) 
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OptionState ID 校正ツール言語 

ProofingTools_1051 スロバキア語 

ProofingTools_1060 スロベニア語 

ProofingTools_3082 スペイン語 

ProofingTools_1053 スウェーデン語 

ProofingTools_1097 タミル語 

ProofingTools_1098 テルグ語 

ProofingTools_1054 タイ語 

ProofingTools_1055 トルコ語 

ProofingTools_1058 ウクライナ語 

ProofingTools_1056 ウルドゥー語 

 

 メモ: 

Office 2013 の提供開始から、Office 2013 のオンプレミス (MSI によってインストール) バー

ジョンを購入したすべてのお客様は、ボリューム ライセンス ユーザーかどうかに関係なく、

無料でダウンロードできる 52 個の言語の校正ツール パッケージを使用できます。Office 

校正ツールから 32 ビット版または 64 ビット版の校正ツール パッケージをダウンロード

できます。詳細については、「Office 2013 の副校正言語」の「ダウンロード可能な校正ツ

ール パッケージ」を参照してください。 

Office 2013 の多言語の展開を計画する 

Office 2013 の言語のセットアップと設定をカスタマイズする 

Office 2013 の複数の言語バージョンの混在 

Office 2013 のセットアップ アーキテクチャの概要 

 

http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe
http://office.microsoft.com/ja-jp/office-language-options-FX102851176.aspx?LpArch=x86&ver=15&app=winword.exe
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Office 2013 のセキュリティ 

更新: 2012 年 10 月 16 日 

概要: Office 2013 で使用できるセキュリティ コントロールを扱う際に役立つ記事を紹介します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

インフォメーション ワーカーの生産性を維持しながら、脅威に対する堅牢な防御を行うための計画

を立てる際に、新しいセキュリティ コントロールを Office 2013 で使用できます。 

組織の成功は、通常、インフォメーション ワーカーの生産性、そして知的財産の完全性と機密性に

よって決まります。保護の強化には一般に生産性の犠牲が伴うため、多くの IT 部門は、これらの

ビジネス ニーズに応えることの難しさに直面しています。 

 次の表に示す記事は、Office 2013 で使用できるセキュリティ コントロールについて記述

しています。 

Office 2013 のセキュリティに関する TechNet の記事 

  

記事 説明 

Office 2013 のセキュリティの概要 Office 2013 の新しいセキュリティ機能 (認証、

ID、Web アプリ カタログと拡張機能、エスクロ

ー キーなど) について説明します。 

Office 2013 における認証 Office 2013 認証、ログオンの種類について、およ

びユーザー ログオン時に指定されるユーザー 

ID を識別するためのレジストリ設定の使用方法

について提供します。 

Office 2013 の Information Rights Management を

計画する 

機密性の高い情報を含むドキュメントおよびメ

ッセージにアクセス、使用するためのアクセス許

可を指定するために、Office 2013 で Information 

Rights Management (IRM) を使用する方法につい

て説明します。 
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Office 2013 のセキュリティの概要 

発行日: 2012 年 7 月 16 日 

概要: Office 2013 の新しいセキュリティ機能 (認証、ID、Web アプリ カタログと拡張機能、エスク

ロー キーなど) について学習します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

Office 2013 には、新しい認証機能が含まれています。これにより、ユーザーは、プロファイルを作

成して一度サインインするだけで、再度ユーザー自身を識別しなくても、ローカルとクラウドの 

Office ファイルをシームレスに操作およびアクセスできます。ユーザーは、組織の SkyDrive やユー

ザー個人の SkyDrive アカウントなどの複数のサービスを Office プロファイルに接続できます。接

続後、ユーザーは、ユーザーのすべてのファイルおよび関連付けられたストレージに瞬時にアクセ

スできます。ユーザーは、SkyDrive を含むすべての Office アプリを一度に認証します。これは、ID 

プロバイダー、Office 365 のアクセスに使用する Microsoft アカウントやユーザー ID、またアプリ

が使用する認証プロトコルにも関係ありません。プロトコルには、OAuth、フォーム ベース、クレ

ームベース、Windows 統合認証などが含まれます。ユーザーの観点からは、単に問題なく動作して

いるだけです。IT 担当者の観点からは、これらの接続されたサービスは簡単に管理できます。 

Office 2013 プレビュー版の認証と ID 

保護は、認証と ID から始まります。このリリースの Office では、"コンピューター" 指向の ID と

認証から "ユーザー" 指向の ID と認証に根本的な変更が行われます。この変更により、ユーザーが

デスクトップからタブレット、スマートフォン、または共有や公共のコンピューターに移動すると

き、コンテンツ、リソース、最近使用したリスト、設定、コミュニティへのリンク、および個人設

定をユーザーと共にシームレスに移動できます。IT 管理者の場合は、ユーザー監査証跡と法令遵守

も ID ごとに分類されます。 

この新しい環境では、ユーザーは、以下の ID のうち 1 つを使用して Office 365 にサインインしま

す。 

 マイクロソフトが管理し、組織が所有するユーザー ID: Office 365 のビジネス用途です。マイク

ロソフトがホストする企業および小規模組織のユーザー ID がクラウドに格納されます。このシ

ナリオは、リンクされた複数のユーザー ID とシングル サインオンもサポートします。 

—または— 

組織が所有するフェデレーション ユーザー ID: Office 365 のビジネス用途であり、企業のユー

ザー ID がオンプレミスに格納されます。 

 Windows Live ID: 通常、ユーザーはこの ID を使用して、業務以外の目的で Office 365 にサイン

インします。ユーザーは複数の Windows Live ID をリンクすることができ、それを利用すると、

一度サインインして認証を取得するだけで同一セッション中に別の Windows Live ID に切り替

えることができます。ユーザーを再認証する必要はありません。 
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IT 管理者の観点からは、この新しいパラダイムの中心に存在するものは Active Directory です。IT 管

理者は以下を実行できます。 

 デバイスおよびサービスの間でユーザー パスワード ポリシーを管理する 

 グループ ポリシーを使用して運用環境を構成する 

 Forefront Identity Manager (FIM) または Active Directory Federation Services (ADFS) を使用して管

理する 

クラウドでは、以下のすべてが可能になります。 

 Web ポータルを使用してユーザー アカウントをクラウドが管理する: セットアップは簡単で

す。ユーザーを手動でプロビジョニングして最大限の管理を行うことができます。サーバーは

必要ありません。マイクロソフトがユーザーのすべてを管理します。 

 オンプレミスのすべてのディレクトリは、Web ポータルに同期した Active Directory です: プロ

ビジョニングは自動化でき、クラウドが管理するアカウントと並存可能です。 

 ユーザーは、ADFS を使用することによってシングル サインオン機能を実現できます: プロビ

ジョニングは自動化でき、多要素認証がサポートされています。 

次の図に示すように、ID と認証がオンプレミスの Active Directory ストアと連携することなく完全

にクラウドで処理される場合でも、IT 管理者は管理ポータルまたは PowerShell のコマンドレット

を使用して、サービスへの ID とユーザー アクセスのプロビジョニングやプロビジョニング解除を

これまでどおり行うことができます。 

図: クラウドだけで管理される Office 365 の ID と認証 — ローカルでの Active Directory の操作

はありません。 

 
次の図に、Microsoft Online ディレクトリ同期サービスを使用して実装される ID プロビジョニング

を示します。認証はクラウドで管理されます。 

図: Microsoft Online ディレクトリ同期サービスを使用して実装される ID プロビジョニング。これ

はクラウドが管理する認証です。 
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次の図に、大規模組織用の Active Directory フェデレーション サーバー 2.0 を使用したフェデレー

ション認証の追加を示します。 

図: Microsoft Online ディレクトリ同期サービスを使用して実装される ID プロビジョニング。Active 

Directory フェデレーション サーバー 2.0 とクラウドが管理する認証。 
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ユーザー エクスペリエンスでは、ユーザーのサインイン時に ID が表示されます。 

クライアント ユーザー インターフェイス: 各セッションの開始時に、ユーザーは、Microsoft アカ

ウントを使用して個人用クラウドに接続するか、あるいは Office 365 などのサービス向けおよびド

キュメント、画像、データ用にオンプレミスの企業サーバーまたはマイクロソフトが管理するクラ

ウドに接続するかを選択できます。 

ユーザーが Windows Live ID を使用して接続するように選択した場合、ユーザーは、Microsoft アカ

ウント (以前は、パスポートまたは Windows Live ID と呼ばれていました) を使用してサインインす

るか、Office 365 のアクセスに使用するユーザー ID を使用して接続するようにするかを選択できま

す。 

ユーザーはサインイン後、任意の Office アプリの Backstage からいつでも ID を自由に切り替える

こともできます。 

クライアント インフラストラクチャ: バックグラウンドでクライアント認証 API が機能すること

により、ユーザーはサインインとサインアウト、およびアクティブなユーザー ID の切り替えを実

行できます。また、他の API が移動設定 (個人設定や最近使用したドキュメント) の記録や各 ID が

使用できるサービスの記録を維持します。 

その他のクラウド ID サービス: ユーザーは自動的に次のネイティブなサービスにログインします。 

 SkyDrive (Microsoft アカウントによるサインオンの場合) または SharePoint Online (企業の ID 

の場合) 

 最近使用したファイルおよび設定の移動 

 パーソナライズ 
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 Windows Live Messenger の活動 (Windows Live ID) 

ユーザーは、Microsoft アカウントを使用してサインインした後に、サードパーティのクラウド サ

ービスにログオンすることもあります。たとえば、ユーザーが LinkedIn または Facebook にサイン

インすると、接続はその ID と共に移動します。 

グループ ポリシーを使用してデスクトップ構成を制御する 

4,000 を超えるグループ ポリシー コントロール オブジェクトが用意されており、グループ ポリ

シーを使用することによって Office のユーザー設定を指定できます。そのため、ユーザーに合わせ

て軽度の管理から高度な管理まで、幅広いデスクトップ構成を作成できます。グループ ポリシー設

定は、常に Office カスタマイズ ツール (OCT) 設定よりも優先されます。グループ ポリシー設定

を使用することにより、ネットワーク上で安全でない特定のファイル形式を無効にすることもでき

ます。 

マイクロソフトのデータ センターについて 

マイクロソフトのデータ センターのセキュリティ プログラムは、リスクベースで多元的です。こ

のプログラムは、ユーザー、プロセス、およびテクノロジを考慮しています。プライバシー プログ

ラムにより、一貫性を備えたグローバル標準の “厳しい条件” のプライバシー方針に従って、デー

タ処理やデータ転送が行われます。マイクロソフトのデータ センターは、物理的にも安全です。総

面積は 70 万平方フィートを超え、数万台のサーバーが 1 日 24 時間、週 7 日保護されています。

停電時には、数日間にわたって補助電源を利用できます。これらのデータ センターは、地理的な冗

長構成として、北米、ヨーロッパ、およびアジアに配置されています。 

Office 365 は、分析の作成、データ マイニング、宣伝広告、または独自サービスの強化のために、

ユーザーの電子メール メッセージやドキュメントをスキャンすることは決してありません。データ

は常に、ユーザー自身またはユーザーの会社に完全に属し、ユーザーはいつでも、マイクロソフト

のデータ センターのサーバーからそれらのデータを削除することができます。 

Office 365 は、重要かつビジネスに必須の以下の業界標準を遵守します。 

 ISO 27001 認証: Office 365 は、ISO/TEC 27001:2005 が定義する物理的、論理的、プロセス、およ

び管理のコントロールの厳密なセット基準を満たすか、その基準を超えます。 

 EU モデル契約条項: Office 365 は、EU モデル契約条項および EU Safe Harbor フレームワーク

に関連する標準的な契約条項を遵守し、署名できます。 

 HIPAA の事業提携者契約: Office 365 は、すべての顧客との HIPAA の要件に署名できます。

HIPAA は、個人を特定し得る医療情報の使用、開示、機密保護に関する法律です。 

カタログと Web 拡張 

Office 2013 には、Web 開発者が Office のアプリを作成できる Office クライアントの新しい拡張機

能モデルが含まれています。これは、Web の能力を活用して Office クライアントを拡張する Web 

拡張機能です。Office 用アプリは、Office アプリケーションの内部にある領域で、ドキュメントと

やり取りしてコンテンツを強化し、新しい対話型コンテンツの種類と機能を提供する Web ページ

を含んでいます。Office 用アプリは、スタンドアロンのアプリまたはドキュメント テンプレート ソ

リューションのサブコンポーネントの形式で、新しい Office ストアから、またはプライベート カ

タログから入手できます。また、SharePoint アプリケーションの形式で入手することもできます。 

セキュリティ センターには、「カタログと Web 拡張」という新しいセクションがあります。これ

により、ユーザーには Office 用アプリを制御するオプションが与えられます。これには次のオプシ

ョンが含まれます。 
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 すべてのカタログの無効化 (Office 内のアプリの機能を無効にします) 

 Office Marketplace カタログの無効化 

 信頼できるカタログ一覧と [挿入] メニューへのカタログの追加 

 HTTPS の使用によるカタログ サーバー検証の要求 

エスクロー キー 

Office 2013 は、エスクロー キーの新しい機能を備えています。この機能を使用すると、組織の IT 管

理者は、プライベートのエスクロー キーを使用して、パスワードで保護されたドキュメントのパス

ワードを解除することができます。たとえば、ドキュメントが Word、Excel、または PowerPoint を

使用して暗号化され、そのドキュメントの元の所有者がパスワードを忘れたか、組織を離れた場合、

IT 管理者は、プライベートのエスクロー キーを使用してそのデータを取得できます。 

エスクロー キーの機能は、次世代の暗号化を使用して保存および暗号化されたファイルに対しての

み使用できます。これは、Office 2010 と Office 2013 で使用される既定の暗号化です。互換性を維

持するために、レガシー形式を使用するように既定の動作が変更された場合、エスクロー キーの機

能は使用できません。 

デジタル署名 

Office 2013 のデジタル署名の強化は、以下のとおりです。 

 Open Document Format (ODF v1.2) ファイル形式のサポート 

 XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) の機能強化 

ユーザーは ODF v1.2 ファイル形式のサポートを使用することにより、非表示のデジタル署名を使

用して Office 2013 の ODF ドキュメントにデジタル署名できます。これらのデジタル署名されたド

キュメントは、署名欄または署名スタンプをサポートしません。さらに、Office 2013 は、他のアプ

リケーション内で署名され Office 2013 で開かれた ODF ドキュメントのデジタル署名を検証する

こともできます。 

Office 2013 の XAdES の強化により、XAdES のデジタル署名の作成時のユーザー エクスペリエンス

が強化されています。ユーザーには、署名に関する詳細情報が提供されます。 

Information Rights Management (IRM) 

Office 2013 の新しい IRM クライアントは、ID 選択の簡素化に役立つ新しい UI を備えています。

Office 2013 は、Rights Management Services (RMS) サーバーの自動サービス検出もサポートします。

さらに Office 2013 は、Microsoft Office Web Application Companions (WACs) に対して読み取り専用

の IRM サポートを行います。WACs は、SharePoint ライブラリ内の IRM で保護されたドキュメン

ト、または Outlook Web Access (OWA) のメッセージに添付された IRM で保護されたドキュメント

を表示できます。 

保護されたビュー 

Windows 2012 オペレーティング システム上で使用される Office 2013 では、保護されたビューの強

化版である  “サンドボックス”  テクノロジを使用できます。Office 2013 は、Windows 2012 

AppContainer 機能を使用します。この機能は、強力なプロセス分離を備えているだけでなく、ネッ

トワーク アクセスをサンドボックスからブロックします。保護されたビューは、Office 2010 で導入

されました。保護されたビューは、ローボックスと呼ばれる制限された環境でファイルを開くこと

で、コンピューターへの不正な侵入を軽減できます。これにより、ファイルを Excel、PowerPoint、

または Word で編集する前にファイルを検査できます。 
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Office 2013 プレビュー版 - 最初からセキュリティを最

重視した設計 

マイクロソフトは、ソフトウェアのライフサイクルのすべての段階でセキュリティを考慮します。

Office の機能または製品に携わるすべての従業員は、セキュリティのトレーニングを受け、業界の

進展と脅威の進化に合わせて学習を続けることが必須です。機能または製品を設計するとき、チー

ムは、初期段階からユーザー データのセキュリティとプライバシーを考慮し、また、暗号化、認証、

その他の方法を使用してこれらに対する脅威を軽減する方法を考慮することが必要です。チームの

決定は、環境、予想されるリスクや潜在的なリスク、およびデータの機密性に基づきます。チーム

は、Office がリリースされる前に、攻撃にさらされる領域について何回も確認し、インシデント応

答計画を策定します。 

マイクロソフトでは、ユーザー データの安全確保を従業員だけに依存することはありません。ツー

ルも使用して、品質保証テストを自動化しています。これらのテストは一般に次の 3 つのカテゴリ

に分類されます。 

 機能テスト ユーザー インターフェイスのすべての構成部分が検証され、ユーザー入出力と操作

が意図および公表したとおりに動作することを確認します。 

 ファジー テスト ランダムまたは予測不可能な大量のデータをソフトウェアに与えて、セキュリ

ティ上の問題を見つけます。ファジー テストは、Office 2007 リリースの大きな部分を占めまし

た。現在でもこの最新リリースには、ファジー テストが継続して行われています。 

 Web アプリケーション向け 動的スキャン ツールまたは Web スキャン ツールを使用して、ク

ロスサイト スクリプティング (XSS) や SQL インジェクションなどの潜在的なセキュリティ 

バグがないかどうかをテストします。 

テストは、終わることなく継続的に行われます。Microsoft Security Response Center (MSRC) は、製品

リリース後に発生したセキュリティ上の問題の処理を担当します。このチームは機動性に優れてお

り、迅速な解決策をお客様に提供します。 

複数の Office 最新リリースについてのセキュリティの現状に関する簡単な確認 

Office XP、Office 2003、Office 2007、および Office 2010 で導入されたセキュリティ コントロールは、

攻撃を軽減し、ユーザー エクスペリエンスを強化し、攻撃にさらされる領域の強化と脅威の軽減を

行い、IT 管理者にとっては、ユーザーの生産性を維持したまま脅威に対する堅牢な防御を構築する

ことが容易になります。具体例を以下に示します。 

次の機能の導入により、Office に対する攻撃が軽減されました。 

 保護されたビュー 

 ドキュメント フロー保護 

 パッチの管理 

 暗号化方式の指定 

次の機能により、ユーザー エクスペリエンスが強化されました。 

 セキュリティ センターとメッセージ バー、信頼できる場所、信頼できる発行元、および信頼

に関する決定の固定 

 対応可能なセキュリティ プロンプト 



 

312 

 

 暗号化とパスワード機能の強化 

 ドキュメント検査 

 XML ファイル形式のサポート 

Office は、次の機能により、攻撃にさらされる領域を堅牢化しました。 

 データ実行防止 (DEP) のサポート 

 グループ ポリシーの適用 

 デジタル署名における信頼できるタイム スタンプのサポート 

 ドメイン ベースのパスワードの複雑さの確認と適用 

 暗号化強度の強化 

 CryptoAPI のサポート 

Office は、次の機能により、攻撃にさらされる領域の脅威を軽減しました。 

 Office ファイルの検証 

 ファイル ブロック設定の拡張 

 ActiveX コントロールのセキュリティ 

 ActiveX “Kill Bit” 

 暗号化ファイルの整合性の確認 

 マクロのセキュリティ レベル 

ファイル ファジングの詳細 

ファイル ファジングは、以前には不明であった脆弱性をさまざまなファイル形式で識別するために

使用されます。Office チームは、数百万個のファイルを数千万時間かけてファジングし、数百の脆

弱性を検出して修正しました。 

データ実行防止の詳細 

このハードウェアとソフトウェアのテクノロジは、Windows に組み込まれ、Office 2010 を始めとす

るすべての Office アプリケーションの機能拡張に使用されており、予約されたメモリでコードを実

行しようとするファイルを識別します。この保護機能は、常に 64 ビット版にあり、32 ビット版で

はグループ ポリシーを使用して構成可能です。悪意のあるコードが検出されると、影響を受けたア

プリケーションは自動的にシャットダウンします。 

保護されたビューの詳細 

保護されたビューでは、疑わしいファイルの安全な表示が可能になります。これは、Office 2010 で

導入されました。現在では、ネットワーク アクセスが制限された Windows 2012 AppContainer を使

用することによってプロセス分離が強化されています。 

TechNet の「Office 2010 のセキュリティ」 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=210459
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Office 2013 における認証 

発行日: 2012\10\16 

概要: Office 2013 認証、ログオンの種類について、およびユーザー ログオン時に指定されるユーザ

ー ID を識別するためのレジストリ設定の使用方法について学習します。 

適用対象: Office 

新しい Office では、ビジネス活動と非営利活動の両方で Office アプリケーションを使用すること

ができます。たとえば、Excel を使用する場合、日中は第 2 四半期のウィジェットの売り上げを計

算し、夜間はワールド カップの成績を管理できます。また、Word を使用する場合、日中は製品仕

様を作成し、夜間は短編小説を書くこともできます。Office は、個人が 2 つの異なる役割に使用す

るツールなので、新しい Office では、ユーザーが Office 2013 にログオンするための ID が 2 つ提

供されます。 

 Microsoft アカウント: ほとんどのユーザーが個人的な目的で使用します。 

 マイクロソフトによって割り当てられる組織 ID: ほとんどのユーザーは、ビジネス、慈善事業、

学校などの組織の作業を行う場合に使用します。 

サインインに使用される資格情報は、個人用または組織用として認識されます。サインインで使用

される ID がユーザーの “ホーム領域” となり、SharePoint、SkyDrive、または Office 365 サービス

の識別のセッションでユーザーがアクセスできるドキュメントを決定します。一意の各サインイン 

ID は、最近使用された一覧に保存されるため、Office を終了することなく簡単に ID を切り替える

ことができます。 

さらに、ユーザーは各自の ID にオンライン ドキュメント サービスをマウントすることで、ドキ

ュメントに簡単にアクセスできます。たとえば、組織 ID に個人用の SkyDrive をマウントすること

で、職場や学校で ID を切り替えなくても、個人用のドキュメントにアクセスできます。また、ID を

使用してユーザーが認証されると、この認証はサインインしたアプリケーションだけでなく、すべ

ての Office アプリケーションで有効になります。 

これらはすべてユーザーに対して既定で有効化されており、すぐに使用できます。 

この記事の内容: 

 Office の認証プロトコル 

 レジストリ設定を使用して、ログオン時にユーザーに提供する ID の種類を決定する 

 レジストリ設定を使用して、ユーザーから Office 2013 リソースへのインターネット接続を禁止

する 

 削除されたログオン ID に関連付けられている Office プロファイルと資格情報を削除する 

Office の認証プロトコル 

Office 2010 では、ユーザーの認証にはフォーム ベース認証 (FBA)、Windows 統合認証 (WIA)、また

は Passport サーバー側インクルード (SSI) 認証 ("Passport Tweener" とも呼ばれます) が使用され

ます。Office 2013 では、FBA または WIA は引き続き使用できますが、SSI は新しいオープン スタ
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ンダードなトークンベースの Open Authorization 2.0 (OAuth 2.0) に代わりました。次の表に、Office 

2013 などの Office で使用できる認証プロトコルの概要を示します。 

Office の認証プロトコル 

  

クライアント  Office 

バージョン 

認証プロトコル サーバー 

Office 2010、Office 

2013 

フォーム ベース認証 (FBA)。フォーム ベース

認証は、クライアント側リダイレクトを使用し

て、認証されていないユーザーを HTML フォ

ームに転送します。ユーザーは、このフォーム

で資格情報を入力できます。資格情報が検証さ

れると、ユーザーは要求したリソースにリダイ

レクトされます。 

SharePoint Online 

Office 2010、Office 

2013 

Windows 統合認証 (WIA)。これは、Kerberos プ

ロトコルまたは NTLM と同様にネゴシエート

されます。このシナリオでは、オペレーティン

グ システムによって認証が提供されます。 

SharePoint 2010 、 SharePoint 

2013 

Office 2010、Office 

2013 

SSI (または Passport Tweener) 認証。ユーザー

が Windows Live ID 資格情報または Microsoft 

アカウントを指定すると、Windows Live ID サー

ビスによって Passport “チケット” が返され

ます。クライアントは、このチケットを使用し

て Windows Live サービスにアクセスします。 

SkyDrive 

Office 2013 Open Authorization 2.0 (OAuth 2.0)。OAuth 2.0 

は、一時的なリダイレクトベースの認証を提供

します。ユーザーまたはユーザーの代理として

動作する Web アプリケーションは、指定した

ネットワーク リソースに一時的にアクセスす

るための承認をリソース所有者に要求できま

す。詳細については、「OAuth 2.0 (英語)」を参

照してください。 

SkyDrive 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268364
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クライアント  Office 

バージョン 

認証プロトコル サーバー 

Office 2013 Microsoft Online Services サインイン アシスタ

ント。Microsoft Online Services サインイン ア

シスタントは、Office 365 などの  Microsoft 

Online Services へのエンド ユーザー サインイ

ン機能を備えています。 Microsoft Online 

Services サインイン アシスタントと IT プロ

フェッショナルの詳細については、「IT プロフ

ェッショナル用 Microsoft Online Service サイ

ンイン アシスタント RTW」を参照してくださ

い。このダウンロードは、Office 365 クライア

ン ト 展 開 の 一 環 と し て 、 System Center 

Configuration Manager (SCCM) などのソフトウ

ェア配布システムを使用することにより、管理

対象のクライアント システムに配布するため

のものです。 

Office 365 サ ー ビ ス 

(SharePoint Online 2013、Excel 

Online 2013 、および  Lync 

Online 2013 用) 

 

Office 2013 のログオンの種類 

ユーザーが Office 2013 にサインインする場合は、Microsoft アカウントとマイクロソフトによって

割り当てられる組織 ID の 2 種類のログオンがサポートされます。 

Microsoft アカウント (ユーザーの個人アカウント): このアカウント (以前は Windows Live ID と呼

ばれていました) は、ユーザーがマイクロソフト ネットワークで認証されるために使用する資格情

報であり、ボランティア作業などの個人的または非営利作業でよく使用されます。Microsoft アカウ

ントを作成するために、ユーザーは、ユーザー名とパスワード、男性/女性の別、代替電子メール ア

ドレスや電話番号などの “アカウント証明情報” を入力します。新しい Microsoft アカウントの詳

細については、「Microsoft アカウントとは何ですか。」を参照してください。 

マイクロソフトによって割り当てられる組織 ID/マイクロソフトによって割り当てられる Office 

365 アカウント ID: このアカウントは、ビジネス用として作成されます。Office 365 アカウントに

は、純粋な Office 365 ID、Active Directory ID、Active Directory フェデレーション サービス ID の 3 

種類があります。次に、各アカウントについて説明します。 

 Office 365 ID: この ID は、管理者が Office 365 ドメインを設定する際に作成されます。形式は、

<ユーザー>@<組織>.onmicrosoft.com です。たとえば、次のようになります。 

sally@contoso.onmicrosoft.com 

 マイクロソフトによって割り当てられ、ユーザーの Active Directory ID と照合される組織 ID: 組

織 ID は、マイクロソフトによって割り当てられ、次のように Active Directory と照合されます。 

1. 最初に、[オンプレミス ドメイン]\<ユーザー> アカウントを持つユーザーが組織のリソー

スにアクセスを試みます。 

2. 次に、リソースによってユーザーの認証が要求されます。 

3. ユーザーが組織のユーザー名とパスワードを入力します。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=28177
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=28177
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=28177
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/sign-in-what-is-microsoft-account
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4. 最後に、そのユーザー名とパスワードが組織の AD データベースと照合され、ユーザーが

認証され、要求されたリソースへのアクセス許可が付与されます。 

 マイクロソフトによって割り当てられ、ユーザーの Active Directory フェデレーション サービ

ス ID と照合される組織 ID: 組織 ID は、マイクロソフトによって割り当てられ、次のように 

Active Directory フェデレーション サービス (ADFS) と照合されます。 

1. 最初に、org.onmicrosoft.com を持つユーザーが "パートナー" 組織のリソースにアクセスを

試みます。 

2. 次に、リソースによってユーザーの認証が要求されます。 

3. ユーザーが組織のユーザー名とパスワードを入力します。 

4. その後、そのユーザー名とパスワードが組織の AD データベースと照合されます。 

5. 最後に、そのユーザー名とパスワードがパートナーのフェデレーション AD データベース

に渡され、ユーザーが認証され、要求されたリソースへのアクセス許可が付与されます。 

Office 2013 では、オンプレミス リソースの認証には domain\alias ユーザー名が使用されます。

Office 2013 では、フェデレーション リソースの認証には alias@org.onmicrosoft.com ユーザー名が

使用されます。 

レジストリ設定を使用して、ログオン時にユーザーに提

供する ID の種類を決定する 

既定では、Office 2013 に含まれるレジストリ キーは、ユーザーが Office 2013 リソースにアクセス

を試みるとユーザーの Microsoft アカウント ID とマイクロソフトによって割り当てられる組織 ID 

を表示するように設定されています。Microsoft アカウントのみ、または組織 ID のみを表示するか、

どちらも表示しないように設定を変更できます。この設定は、コンピューターのレジストリで変更

します。 

 メモ: 

すべての Office 2013 スイート製品において、タスクの実行には、マウス、キーボード シ

ョートカット、またはタッチを使用できます。Office 製品およびサービスでキーボード シ

ョートカットやタッチを使用する方法については、以下の資料を参照してください。 

 キーボード ショートカット (英語) 

 Windows タッチ ジェスチャの概要 

 Office ジェスチャ リファレンス 

ユーザーに提示する Office 2013 のログオンの種類を変更するには 

1. レジストリ エディターで、次のパスに移動します。 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\SignIn\SignInOptions 

2. SignInOptions の値を次のいずれかに設定します。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=249150
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=249151
http://office.microsoft.com/ja-jp/HA102823845.aspx
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Office 2013 SignInOptions の値 

SignInOptions の値 値の型 説明 

0 DWORD (既定) ログオン ID のオプションとして、ユーザ

ーの Microsoft アカウント ID およびマイクロソ

フトによって割り当てられる組織 ID の両方が表

示されます。 

1 DWORD ユーザーの Microsoft アカウント ID のみが表示

されます。 

2 DWORD ユーザーの組織 ID のみが表示されます。 

3 DWORD どちらの ID タイプも表示されません。この場合、

ユーザーはログオンできません。SignInOptions を 

3 に設定した場合、ユーザーがログオン ページを

呼び出しても、ユーザーにはどの ID タイプも提

示されません。代わりに、“サインインが無効にな

っています。” というメッセージが表示されます。 

レジストリ設定を使用して、ユーザーから Office 2013 

リソースへのインターネット接続を禁止する 

Office 2013 の既定では、ユーザーはインターネット上に存在する Office 2013 ファイルにアクセス

できます。この設定を変更し、ユーザーがこれらのリソースを表示できないようにすることができ

ます。 

Office 2013 インターネット リソースへのユーザーの接続を許可または禁止するには 

1. レジストリ エディターで、次のパスに移動します。 

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet\UseOnlineConte
nt 

2. UseOnlineContent の値を次のいずれかに設定します。 

Office 2013 UseOnlineContent の値 

UseOnlineContent の値 値の型 説明 

0 DWORD インターネット上の Office 2013 リソースへのユ

ーザーのアクセスが禁止されます。 

1 DWORD インターネット上の Office 2013 リソースにアク

セスできるかどうかをユーザー自身が選択でき

ます。 

2 DWORD (既定) インターネット上の Office 2013 リソース

へのユーザーのアクセスが許可されます。 



 

318 

 

削除されたログオン ID に関連付けられている Office 

プロファイルと資格情報を削除する 

ユーザーが Microsoft アカウント ID または組織 ID を使用して Office アプリにログインすると、

その ID に対応する Office プロファイルおよび資格情報がレジストリに作成されます。ログオン 

ページでは、ユーザーのアバターまたは写真および名前の近くにある [<ユーザー名> さんでない場

合はこちら] の質問の下に、その ID を削除するオプションが表示されます。ユーザーが ID オプシ

ョンの 1 つを選択して削除すると、ログオン ページからその ID が削除されます。ただし、しば

らくの間、その ID に対応する Office プロファイルおよび資格情報はキャッシュに残ります。これ

がセキュリティ上の問題になる場合、たとえば、そのユーザーが組織から解雇された場合などには、

レジストリからその Office プロファイル設定を直ちに削除する必要があります。削除するには、レ

ジストリでそのユーザーの Office プロファイルに移動し、プロファイルを削除します。 

キャッシュされている可能性がある Office プロファイルを削除するには 

1. レジストリ エディターで、次のパスに移動します。 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities 

2. 削除する Office プロファイルを選択し、[削除] をクリックします。 

3. [Identity] ハイブから、[Profiles] ノードに移動し、同じ ID を選択します。右クリックしてショ

ートカット メニューを開き、[削除] をクリックします。 

Office 2013 のセキュリティの概要 

Microsoft アカウントとは何ですか。 

OAuth 2.0 (英語) 

IT プロフェッショナル用 Microsoft Online Service サインイン アシスタント RTW 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179050.aspx
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/sign-in-what-is-microsoft-account
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268364
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=268384
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Office 2013 の Information Rights Management を

計画する 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: 機密性の高い情報を含むドキュメントおよびメッセージにアクセス、使用するためのアクセ

ス許可を指定するために、Office 2013 で Information Rights Management (IRM) を使用します。 

適用対象: Office 

対象者: IT プロフェッショナル 

この記事では、IRM テクノロジの概要と Office アプリケーションにおける IRM の動作について説

明します。また、Office 2013 に IRM を実装するために必要なサーバーおよびソフトウェアのセッ

トアップとインストールに関する詳細情報へのリンクも提供します。 

この記事の内容: 

 IRM の概要 

 Office 2013 における IRM の動作 

 Office 2013 に IRM をセットアップする 

 Office 2013 の IRM 設定の構成 

 Outlook 2013 の IRM 設定の構成 

IRM の概要 

Information Rights Management (IRM) は、マイクロソフトが提供する永続的なファイル レベルのテ

クノロジです。IRM は、アクセス許可と承認を使用して、資格のないユーザーが機密情報を印刷、

転送、またはコピーすることを防ぎます。このテクノロジを使用してドキュメントやメッセージの

アクセス許可を制限すると、その使用制限はファイルのコンテンツの一部として、ドキュメントや

電子メール メッセージに付随します。 

 メモ: 

IRM の使用によってアクセス許可が制限されたコンテンツまたは電子メール メッセージを

作成する機能は、Office Professional Plus 2013、およびスタンドアロン バージョンの Excel 

2013、Outlook 2013、PowerPoint 2013、InfoPath 2013、Word 2013 で可能です。Office 2013 で

作成した IRM コンテンツは、Office 2003、Office 2007、Office 2010、または Office 2013 で

表示できます。 

Office 2013、Office 2010、Office 2007、および Office 2003 でサポートされる IRM と Active 

Directory Rights Management サービス (AD RMS) の詳細については、「AD RMS および 

Microsoft Office の展開に関する考慮事項 (英語)」を参照してください。 

Office 2013 でサポートされている IRM により、組織やナレッジ ワーカーは次の 2 つの基本的な

ニーズに対処できます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd772697(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd772697(WS.10).aspx
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 機密情報に対するアクセス許可の制限: IRM を使用して、機密情報への不正アクセスや再利用を

防止できます。組織では、機密性の高い知的財産を保護するために、ファイアウォール、ログ

オン セキュリティ関連の対策、その他のネットワーク テクノロジが使用されます。ただし、

これらのテクノロジを使用していても、情報へのアクセス権を持つ正規ユーザーが資格のない

ユーザーとの間で情報を共有する可能性があります。これにより、セキュリティ ポリシーが侵

害される可能性があります。 

 情報のプライバシー、制御、および整合性: インフォメーション ワーカーは、機密情報や取り

扱いに注意を要する情報を扱うことがよくあります。IRM を使用すると、従業員は、機密情報

が社外に漏れないようにするために他のユーザーの良心を頼りにする必要がありません。IRM 

では、アクセス許可が制限されたドキュメントやメッセージ内で機密情報を転送、コピー、ま

たは印刷する機能を無効にすることで、ユーザーがこれらの機能を実行できないようにします。 

IT 管理者は、IRM を使用することで、ドキュメントの機密性、ワークフロー、および電子メールの

保存に関する既存の企業ポリシーを強化できます。CEO やセキュリティ責任者は、IRM を使用する

ことで、事故、不注意、悪意などの原因によって重要な企業情報が外部に流出する危険性を減らす

ことができます。 

Office 2013 における IRM の動作 

Office ユーザーは、リボンにあるオプションを使用して、メッセージまたはドキュメントにアクセ

ス許可を適用します。たとえば、[情報] の [文書の保護] から [編集の制限] コマンドを使用できま

す。使用できる保護オプションは、組織向けにカスタマイズした "アクセス許可ポリシー" に基づき

ます。アクセス許可ポリシーは、1 つのポリシーとして適用されるようにパッケージ化された IRM 

権限のグループです。Office 2013 には、Outlook 2013 の [転送不可] のように、事前定義された権

限グループもいくつか用意されています。 

IRM を RMS サーバーと共に使用する 

通常、組織で IRM を有効にするには、Windows Server 2003 では Windows Rights Management 

Services (RMS) を実行しているアクセス権管理サーバー、Windows Server 2008、Windows Server 2008 

R2、または Windows Server 2012 では Active Directory Rights Management サービス (AD RMS) を実

行しているアクセス権管理サーバーにアクセスする必要があります。また、この記事で後述するよ

うに、アクセス許可を認証するために、個人の Microsoft アカウントを使用して IRM を使用するこ

ともできます。アクセス許可は、認証 (通常は Active Directory ディレクトリ サービス (AD DS)) を

使用して適用されます。Active Directory が実装されていない場合は、Microsoft アカウントを使用す

ることによってアクセス許可を認証して付与できます。 

ユーザーは、Microsoft アカウントを持っていなくても、保護されたドキュメントやメッセージを読

むことができます。Windows XP またはそれ以前のバージョンを実行している場合、適切なアクセ

ス許可を持つ Windows ユーザーは、Excel Viewer および Word Viewer を使用することで、Office ソ

フトウェアを使用しなくても、アクセス許可が制限された一部のドキュメントを読むことができま

す。Windows XP またはそれ以前のバージョンを実行しているユーザーは、Outlook Web App また

は Internet Explorer 用 Rights Management アドオンを使用して、Outlook ソフトウェアを使用しな

くても、アクセス許可が制限された電子メール メッセージを読むことができます。この機能は、

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=10
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=4
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=4753
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Windows 7、Windows 8、Windows Vista Service Pack 1、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、

または Windows Server 2012 を実行している場合に使用できます。これらのオペレーティング シス

テムには、Active Directory Rights Management サービス クライアント ソフトウェアが付属してい

ます。 

Office 2013 では、組織は Office アプリケーションで使用されるアクセス許可ポリシーを作成できま

す。たとえば、社内機密という名前のアクセス許可ポリシーを定義して、このポリシーを使用する

ドキュメントや電子メール メッセージは、会社のドメイン内のユーザーのみが開けるように指定で

きます。作成できるアクセス許可ポリシーの数に制限はありません。 

 メモ: 

SharePoint Foundation では、ドキュメント ライブラリに保存されているドキュメントに対

して IRM を使用できます。IRM を使用することで、ユーザーが SharePoint Foundation の

ライブラリからドキュメントを開く際に、ドキュメントに対して実行できるアクションを制

御できます。これは、クライアント コンピューターに保存されているドキュメントに適用

される IRM とは異なります。クライアント コンピューター上のドキュメントの場合は、ド

キュメントの所有者がドキュメントの各ユーザーに割り当てる権限を選択できます。ドキュ

メント ライブラリで IRM を使用する方法については、「ドキュメント ライブラリの計画 

(SharePoint Foundation 2010)」を参照してください。 

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、および Windows Server 2012 で AD RMS を使用す

る場合、ユーザーは、フェデレーション信頼関係がある会社間で、権利で保護されたドキュメント

を共有できます。詳細については、「Active Directory Rights Management サービスの概要」と「AD RMS 

のフェデレーション (英語)」を参照してください。 

また、AD RMS の使用により、Exchange Server 2012 では IRM で保護された電子メール機能が提供

されます。たとえば、ユニファイド メッセージングのボイス メール メッセージに対する AD RMS 

保護、メッセージが Outlook クライアントから送信される前に Outlook 2013 のメッセージに IRM 

保護を自動的に適用できる Outlook 保護ルールなどがあります。詳細については、「Exchange 2013 

の新機能」と「Information Rights Management」を参照してください。 

AD RMS の詳細については、「Active Directory Rights Management サービス」を参照してください。 

IRM をローカル RMS サーバーなしで使用する 

標準的なインストールの場合、RMS を使用して展開された Windows Server 2003、あるいは AD RMS 

を使用して展開された Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 

により、Office 2013 で IRM アクセス許可を使用できます。RMS サーバーがユーザーと同じドメイ

ンに構成されていない場合は、Active Directory の代わりにユーザーの Microsoft アカウントを使用

して、アクセス許可を認証できます。ユーザーが Microsoft アカウント サーバーに接続するには、

インターネットにアクセスする必要があります。 

制限されたファイルのコンテンツにアクセスする必要があるユーザーにアクセス許可を割り当てる

場合は、Microsoft アカウントを使用できます。認証に Microsoft アカウントを使用する場合は、ユ

ーザーごとにファイルへのアクセス許可を明示的に付与する必要があります。ユーザーのグループ

に、ファイルにアクセスするためのアクセス許可を割り当てることはできません。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607691(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607691(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771627.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee256071(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee256071(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150540.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj150540.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd638140.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/dd448611.aspx
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Office 2013 に IRM をセットアップする 

ドキュメントまたは電子メール メッセージに IRM アクセス許可を適用するには、以下が必要にな

ります。 

 アクセス許可を認証するために、Windows Server 2003 では RMS へのアクセス、Windows Server 

2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 では AD RMS へのアクセス。また

は、インターネット上の Microsoft アカウント サービスを使用して認証を管理することもでき

ます。 

 Rights Management (RM) クライアント ソフトウェア。Windows Vista およびそれ以降のバージ

ョンには、RM クライアント ソフトウェアが付属しています。Windows XP および Windows 

Server 2003 では、RM クライアント ソフトウェアをアドインとして使用できます。 

 Microsoft Office 2003、2007 Microsoft Office システム、Office 2010、または Office 2013。IRM ア

クセス許可は、Office の特定のバージョンでのみ作成できます。 

RMS サーバー アクセスをセットアップする 

Windows RMS または AD RMS は、ライセンス機能と、IRM と連動してアクセス権管理を提供する

その他の管理サーバー機能を管理します。ユーザーは、Office 2013 などの RMS 対応クライアント 

プログラムを使用して、権利で保護されたコンテンツを作成および表示できます。 

RMS の動作および RMS サーバーのインストールおよび構成方法の詳細については、「Active 

Directory Rights Management サービス」を参照してください。 

Rights Management クライアント ソフトウェアのインストール 

Windows Vista、Windows 7、および Windows 8 には、RM クライアント ソフトウェアが付属してい

ます。Windows XP および Windows Server 2003 では、Windows を実行するコンピューター上の 

RMS や AD RMS、またはインターネット上の Microsoft アカウント サービスとやり取りするため

に必要になる RMS クライアント ソフトウェアを別途インストールして構成する必要があります。 

RMS テクノロジに基づいてアクセス許可を制限するアプリケーションを Windows XP および 

Windows Server 2003 のユーザーが実行できるようにするには、RMS クライアント Service Pack を

ダウンロードしてください。 

Office 2013 用のアクセス許可ポリシーの定義と展開 

Office 2003、Office 2007、Office 2010 と同様に Office 2013 にも、ドキュメントやメッセージに適用

できる定義済みの権限グループ (Word 2013、Excel 2013、および PowerPoint 2013 における [読み取

り]、[変更] など) が用意されています。また、カスタム IRM アクセス許可ポリシーを定義して、

組織内のユーザーに対して異なる IRM 権限のパッケージを提供することもできます。 

権利ポリシー テンプレートを作成および管理するには、RMS または AD RMS サーバー上の管理サ

イトを使用します。カスタム アクセス許可ポリシー テンプレートの作成、構成、および公開方法

の詳細については、「ステップ バイ ステップ ガイド - Active Directory Rights Management サービ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/dd448611.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/dd448611.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=4909
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc731070(WS.10).aspx
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ス権利ポリシー テンプレートを作成および展開する」を参照してください。Exchange Server 2010 

Outlook の保護ルールについては、「Outlook の保護ルール」を参照してください。 

以下のセクションに、Office 2013 のアクセス許可ポリシー テンプレートに含めることができる権限

をリストします。 

アクセス許可権限 

次の表に示す各 IRM のアクセス許可権限は、RMS または AD RMS を実行しているサーバーを含む

ネットワーク上で構成された Office 2013 アプリケーションが適用できます。 

IRM のアクセス許可権限 

  

IRM 権限 説明 

フル コントロール この表にリストされているすべての権限、およびコンテンツに関

連付けられているアクセス許可を変更する権限がユーザーに付

与されます。有効期限は、フル コントロール権限を持つユーザ

ーには適用されません。 

閲覧 ユーザーが IRM コンテンツを開くことを許可します。これは、

Office 2013 のユーザー インターフェイスの読み取りアクセス権

に相当します。 

編集 ユーザーが IRM コンテンツを構成することを許可します。 

保存 ユーザーがファイルを保存することを許可します。 

抽出 ユーザーがファイルの一部をコピーし、別のアプリケーションの

作業領域に貼り付けることを許可します。 

エクスポート ユーザーが [名前を付けて保存] コマンドを使用して、別のファ

イル形式で保存することを許可します。選択したファイル形式を

使用するアプリケーションによっては、コンテンツが保護されず

に保存されるものもあります。 

印刷 ユーザーがファイルのコンテンツを印刷することを許可します。 

マクロを許可する ユーザーがファイルのコンテンツに対してマクロを実行するこ

とを許可します。 

転送 電子メールの受信者が IRM 電子メール メッセージを転送した

り、[宛先] 行および [CC] 行に受信者を追加および削除したりす

ることを許可します。 

返信 電子メールの受信者が IRM 電子メール メッセージに返信する

ことを許可します。 

全員に返信 電子メールの受信者が IRM 電子メール メッセージの [宛先] 行

と [CC] 行のすべてのユーザーに返信することを許可します。 

権利の表示 ファイルに関連付けられている権限を表示するためのアクセス

許可をユーザーに付与します。Office では、この権限は無視され

ます。 

 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc731070(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd638178.aspx
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定義済みのアクセス許可グループ 

Office 2013 には、以下の定義済みの権限グループが用意されています。ユーザーは IRM コンテン

ツの作成時に、これらのグループを選択できます。これらのオプションは、Word 2013、Excel 2013、

および PowerPoint 2013 の [アクセス許可] ダイアログ ボックスで使用できます。これらの Office 

アプリケーションで [ファイル] タブをクリックし、[情報] をクリックします。次に、[文書の保護] ボ

タンをクリックし、[アクセスの制限] をクリックして、リストされているオプションの中から選択

します。これらのオプションは、デジタル著作権管理サーバー テンプレートによって生成されます。

次の表に、定義済みのアクセス許可グループを示します。 

定義済みの読み取り/変更アクセス許可グループ 

  

IRM の定義済みグループ 説明 

読み取り 読み取りアクセス許可を持つユーザーに、View 権限が与えられ

ます。 

変更 変更アクセス許可を持つユーザーに、View、編集、Extract、およ

び保存の各権限が与えられます。 

 

Outlook 2013 では、ユーザーは、電子メール アイテムを作成する際に、以下の定義済みの権限グル

ープを選択できます。電子メール アイテムからこのオプションにアクセスするには、[ファイル]、[情

報]、[アクセス許可の設定] を順にクリックします。そして、リストされているオプションの中から

選択します。これらのオプションは、デジタル著作権管理サーバー テンプレートによって生成され

ます。次の表に、定義済みの電子メール アクセス許可グループを示します。 

定義済みの “転送不可” グループ 

  

IRM の定義済みグループ 説明 

転送不可 Outlook で、IRM 電子メール メッセージの作成者は、[宛先] 行、

[CC] 行、および [BCC] 行のユーザーに転送不可アクセス許可を

適用できます。このアクセス許可には、View、編集、返信、全員

に返信、の各権限が含まれます。 

 

高度なアクセス許可 

Word 2013、Excel 2013、および PowerPoint 2013 では、その他の IRM アクセス許可を指定できます。

[情報] から [文書の保護]、[編集の制限] を順にクリックします。より多くの制限オプションを表示

するには、[編集の制限] パネルの下部にある [アクセスの制限] をクリックします。たとえば、有効

期限日を指定したり、他のユーザーがコンテンツを印刷またはコピーできないように制限したりす

ることができます。 

Outlook は、既定では、Rights Management をサポートするブラウザーでメッセージを表示できる

ようにします。 
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権利ポリシー テンプレートの展開 

権利ポリシー テンプレートが完成したら、そのテンプレートをすべてのユーザーがアクセスできる

サーバー共有に公開するか、ユーザーのコンピューターのローカル フォルダーにコピーします。

Office グループ ポリシー テンプレート (Office15.admx) ファイル内の IRM ポリシー設定を構成し

て、権利ポリシー テンプレートが格納されている場所 (ローカルまたは使用可能なサーバー共有) 

を指定できます。詳細については、「Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) お

よび Office カスタマイズ ツール」を参照してください。 

Office 2013 の IRM 設定の構成 

Office グループ ポリシー テンプレート (Office15.admx) を使用することにより、IRM をカスタマイ

ズするための多くの設定をロックできます。また、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用して、

既定の設定を構成することもできます。この場合は、ユーザーが設定を構成できるようになります。

さらに、構成するためにはレジストリ キーの設定を使用する必要がある IRM 構成オプションもあ

ります。 

Office 2013 IRM の設定 

次の表に、グループ ポリシーおよび OCT を使用して IRM に対して構成できる設定を示します。

グループ ポリシーでは、この設定はユーザーの構成\管理用テンプレート\Microsoft Office 2013\アク

セスの制限の管理にあります。OCT 設定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所

にあります。 

グループ ポリシーまたは OCT のための IRM の設定 

  

IRM オプション 説明 

グループ拡張のエントリ 1 つに対して実行す

るクエリの Active Directory タイムアウト 

グループを拡張する際に Active Directory エント

リの 1 つに対して実行するクエリのタイムアウ

ト値を指定します。 

追加権限の要求 URL ユーザーが IRM コンテンツにアクセスする方法

の詳細情報を入手できる場所を指定します。 

以前のバージョンの Office を使用するユーザ

ーがブラウザーで閲覧できるようにする… 

Office 2013 を 使 用 し て い な い ユ ー ザ ー が 

Windows Internet Explorer の Rights Management 

アドインを使用して、権限が管理されたコンテン

ツを表示できるようにします。 

ドキュメントのアクセス許可を制限している場

合に Office でグループを常に展開表示する 

ユーザーが [アクセス許可] ダイアログ ボックス

でグループ名を選択し、ドキュメントにアクセス

許可を適用すると、グループ名が自動的に展開さ

れ、そのグループのすべてのメンバーが表示され

ます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc178992.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc178992.aspx
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IRM オプション 説明 

アクセス許可の確認のためユーザーに常に接続

を要求する 

権限が管理された Office ドキュメントを開くユ

ーザーは、インターネットまたはローカル エリア 

ネットワークに接続して、 RMS で、または 

Microsoft アカウントを使用することにより、有効

な IRM ライセンスを所有していることを確認す

る必要があります。 

ドキュメントのアクセス許可が制限されている

場合はユーザーにグループの指定を許可しない 

ユーザーが [アクセス許可] ダイアログ ボックス

でグループを選択すると、"配布リストにコンテン

ツを発行できません。各ユーザーの電子メール ア

ドレスのみ指定できます。" というエラーが返さ

れます。 

権限が管理されたコンテンツに対するアクセス

許可をユーザーが変更できないようにする 

有効にした場合、ユーザーは IRM アクセス許可が

既に追加されているコンテンツを使用することは

できますが、新しいコンテンツに IRM アクセス許

可を適用することも、ドキュメントの権限を構成

することもできません。 

Information Rights Management 関連のユーザー 

インターフェイスをオフにする 

すべての Office アプリケーションのユーザー イ

ンターフェイス内で、Rights Management 関連の

すべてのオプションを無効にします。 

 

この設定のカスタマイズの詳細については、「Office 2013 の Information Rights Management を構成

する」を参照してください。 

Office 2013 IRM のレジストリ キー オプション 

次の表に、IRM に対して構成できるレジストリ内の設定を示します。 

次の IRM レジストリ設定は、HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\DRM にあります。 

IRM のレジストリ キー オプション 

  

レジストリ エントリ 種類 値 説明 

RequestPermission DWORD 1 = チェック ボックス

をオンにする。 

0 = チェック ボックス

をオフにする。 

このレジストリ キーは、

[追加権限の要求先 ] チェ

ック ボックスの既定値を

切り替えます。 

DoNotUseOutlookByDefault DWORD 0 = Outlook を使用する 

1 = Outlook を使用しな

い 

[アクセス許可 ] ダイアロ

グ ボックスは、Outlook を

使用して、このダイアログ 

ボックスに入力された電

子メール アドレスを検証

します。そのため、アクセ

http://technet.microsoft.com/library/27c84179-87fd-483e-a34d-806c4646ce9d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/27c84179-87fd-483e-a34d-806c4646ce9d(Office.15).aspx
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レジストリ エントリ 種類 値 説明 

ス 許 可 を 制 限 す る と 

Outlook のインスタンスが

開始されます。このオプシ

ョンを無効にするには、こ

のキーを使用します。 

 

次の IRM レジストリ設定は、HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\DRM\LicenseServers に

あります。対応するグループ ポリシー設定はありません。 

ライセンス サーバーのための IRM のレジストリ設定 

  

レジストリ エントリ 種類 値 説明 

LicenseServers キー/ハイブ。ライ

センス  サーバー

の 名 前 を 含 む 

DWORD 値が格納

されます。 

サーバー URL に設定され

ます。DWORD の値が 1 の

場合、ライセンスは、取得

するかどうかを確認する

メッセージが表示される

ことなく取得されます。 

この値が 0 の場合、また

はそのサーバーのレジス

トリ エントリがない場合

は、ライセンスを取得する

かどうかを確認するメッ

セージが表示されます。 

例 : こ の 設 定 の 値 が 

‘ http://contoso.com/_wmc

s/licensing = 1’ である場

合、権限が管理されたド

キュメントを開くために

このサーバーからライセ

ンスを取得しようとする

ユーザーに対して、ライ

センスを取得するかどう

かを確認するメッセージ

は表示されません。 

 

次の IRM レジストリ設定は、HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Security にあります。対

応するグループ ポリシー設定はありません。 

セキュリティのための IRM のレジストリ設定 

  

レジストリ エントリ 種類 値 説明 

DRMEncryptProperty DWORD 1 = ファイルのメタデータ

を暗号化する。 

0 = メタデータをプレーン

テキストで格納する。既定

値は 0 です。 

権限が管理されたファイル内に

格納されているすべてのメタデ

ータを暗号化するかどうかを指

定します。 

 

Open XML 形式 (docx、xlsx、pptx など) の場合、権限が管理されたファイル内に格納されている 

Office メタデータを暗号化するかどうかをユーザーが決定できます。ユーザーは、すべての Office 

メタデータを暗号化できます。これには、ハイパーリンク参照も含まれます。または、他のアプリ

ケーションがデータにアクセスできるように、コンテンツを暗号化しないでおくこともできます。 
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ユーザーは、レジストリ キーを設定することにより、メタデータを暗号化するように選択できます。

ユーザーの既定のオプションは、レジストリ設定を展開して設定できます。一部のメタデータのみ

を暗号化するオプションはありません。すべてのメタデータを暗号化するか、どのメタデータも暗

号化しないかのいずれかです。 

また、DRMEncryptProperty レジストリ設定では、SharePoint 2013 で作成された記憶域など、Office 以

外のクライアント記憶域を暗号化するかどうかは設定されません。 

この暗号化の選択は、Microsoft Office 2003 またはそれ以前のファイル形式には適用されません。

Office 2013 では、以前の形式は、Office 2007 および Microsoft Office 2003 と同じ方法で処理されま

す。 

Outlook 2013 の IRM 設定の構成 

Outlook 2013 では、転送、印刷、またはコピーして貼り付けることができないようにアクセス許可

を制限した電子メール メッセージを作成して送信できます。アクセス許可が制限されたメッセージ

に Office 2013 のドキュメント、ブック、およびプレゼンテーションを添付すると、それらも自動的

に制限されます。 

Outlook 管理者は、IRM の無効化やローカル ライセンス キャッシュの構成など、IRM 電子メール

のいくつかのオプションを構成できます。 

権限が管理された電子メール メッセージを構成する場合は、以下の IRM 設定および機能が役立ち

ます。 

 IRM の自動ライセンス キャッシュを構成する。 

 電子メール メッセージの有効期間を設定する。 

 電子メール アドレスの IRM アクセス許可の検証に Outlook を使用しない。 

 メモ: 

Outlook で IRM を無効にするには、すべての Office アプリケーションで IRM を無効にす

る必要があります。Outlook 内でのみ IRM を無効にする独立したオプションはありません。 

Outlook 2013 IRM の設定 

Outlook グループ ポリシー テンプレート (Outlk15.admx) または Office グループ ポリシー テン

プレート (Office15.admx) を使用すると、ほとんどの設定をロックでき、これによって Outlook の 

IRM をカスタマイズできます。または、Office カスタマイズ ツール (OCT) を使用すると、ほとん

どのオプションの既定の設定を構成できます。この場合、ユーザーは設定を構成できます。OCT 設

定は、OCT の [ユーザー設定の変更] ページの対応する場所にあります。 

Outlook IRM のオプション 

  

場所 IRM オプション 説明 

Microsoft Outlook 2013\その他 Exchange フォルダーの同

期中に IRM 電子メールの

ライセンス情報がローカルに

キャッシュされないようにし



 

329 

 

場所 IRM オプション 説明 

権限ライセンス情報をダ

ウンロードしない 

ます。有効にすると、ユーザ

ーは、権限が管理された電子

メール メッセージを開く場

合はネットワークに接続して

ライセンス情報を取得する必

要があります。 

Microsoft Outlook 2010\Outlook のオプ

ション\電子メール オプション\メール

の詳細オプション 

メッセージを送信すると

き 

電子メールの有効期限を適用

するには、このオプションを

有効にし、メッセージの有効

期限が切れるまでの日数を入

力します。有効期間は、権限

が管理された電子メールを送

信するときにのみ適用されま

す。このメッセージには、有

効期間が過ぎるとアクセスで

きなくなります。 

 

この設定のカスタマイズの詳細については、「Office 2013 の Information Rights Management を構成

する」を参照してください。 

Outlook 2013 IRM のレジストリ キー オプション 

[アクセス許可] ダイアログ ボックスは、Outlook を使用して、このダイアログ ボックスに入力さ

れた電子メール アドレスを検証します。そのため、アクセス許可を制限すると Outlook のインス

タンスが開始されます。このオプションは、次の表に示すレジストリ キーを使用して無効にできま

す。このオプションに対応するグループ ポリシーまたは OCT の設定はありません。 

次の IRM レジストリ設定は、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\DRM に

あります。 

Outlook IRM のレジストリ キー オプション 

  

レジストリ エントリ 種類 値 説明 

DoNotUseOutlookByDefault DWORD 0 = Outlook を使用する 

1 = Outlook を使用しない 

このオプションを無効に

するには、このキーを使用

します。 

 

Active Directory Rights Management サービス 

Information Rights Management 

ドキュメント ライブラリを計画する (Windows SharePoint Services) 

 

http://technet.microsoft.com/library/27c84179-87fd-483e-a34d-806c4646ce9d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/27c84179-87fd-483e-a34d-806c4646ce9d(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/dd448611.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd638140.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc288641(office.12).aspx
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Office 2013 のグループ ポリシー 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: グループ ポリシーを使用して Office 2013 アプリケーションの設定を構成および適用する際

に役立つ記事を紹介します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

グループ ポリシーは、Active Directory ディレクトリ サービス環境において、特定のユーザーおよ

びコンピューターのグループを対象に、目的の構成またはポリシー設定を作成して適用するための

インフラストラクチャです。Office 2013 がインストールされている場合は、グループ ポリシーを使

用して、以下のような作業を行うことができます。 

 Office 2013 アプリケーションからインターネットへのエントリ ポイントを制御する。 

 Office 2013 アプリケーションのセキュリティを管理する。 

 ユーザーの作業には不要な設定やオプション、またはユーザーを混乱させ、不要なサポートへ

の問い合わせにつながる恐れがある設定やオプションを非表示にする。 

 ユーザーのコンピューターに高度に管理された標準構成を作成する。 

 次の表に、IT 管理者がグループ ポリシーを使用して Office 2013 アプリケーションの設定

を構成および適用する際に役立つ記事とその説明を示します。 

Office 2013 でグループ ポリシーを使用する方法に関する記事 

  

記事 説明 

Office 2013 のグループ ポリシーの計画 グループ ポリシーを使用して Office 2013 の管

理を計画する方法について説明します。 
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Office 2013 のグループ ポリシーの計画 

発行日: 2012 年 10 月 16 日 

概要: グループ ポリシーを使用した Office 2013 の管理を計画します。 

適用対象: Office 2013 

対象者: IT プロフェッショナル 

この記事は、IT 管理者がグループ ポリシーを使用して Microsoft Office 2013 アプリケーションの管

理を計画するために役立ちます。それには、組織のビジネス要件、セキュリティ/ネットワーク/IT の

要件、および現在の Office アプリケーションの管理状況を把握する必要があります。 

 グループ ポリシーの計画 

 ビジネス目標とセキュリティ要件の定義 

 現在の環境の評価 

 ビジネスとセキュリティの要件に基づく管理された構成の設計 

 適用範囲の決定 

 グループ ポリシーの展開のテストとステージング 

 主要な関係者の参加 

グループ ポリシーの計画 

グループ ポリシーは、IT 管理者が Active Directory ディレクトリ サービス (AD DS) 環境内のユー

ザーとコンピューターに構成またはポリシー設定を適用するためのツールです。Office 2013 専用の

構成を作成できます。詳細については、「Office 2013 のグループ ポリシーの概要」を参照してくだ

さい。 

グループ ポリシーベースのソリューションを展開するための計画には、以下の手順があります。 

1. ビジネス目標とセキュリティ要件を定義します。 

2. 現在の環境を評価します。 

3. ビジネスとセキュリティの要件に基づいて、管理された構成を設計します。 

4. ソリューションの適用範囲を決定します。 

5. グループ ポリシー ソリューションのテスト、ステージング、および展開を計画します。 

6. 主要な関係者をソリューションの計画と展開に参加させます。 

ビジネス目標とセキュリティ要件の定義 

ビジネスとセキュリティの要件を特定し、グループ ポリシーによってどのように Office 2013 アプ

リケーションの標準構成を管理できるかを判断します。グループ ポリシーを使用して管理する 

Office 設定の対象リソース (ユーザーとコンピューターのグループ) を特定し、このプロジェクトの

適用範囲を定義します。 

http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
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現在の環境の評価 

Office アプリケーションの構成に関連する管理タスクが、現在どのように実行されているかを確認

します。これは、使用する Office ポリシー設定の種類を決定するために役立ちます。現在の実施状

況と要件を文書にまとめます。この情報は、次の段階で、管理された構成を設計するために使用し

ます。以下の項目を入れてください。 

 現行の企業セキュリティ ポリシーおよびその他のセキュリティ要件。安全と見なされる場所と

発行元を特定します。Internet Explorer の機能制御設定、ドキュメント保護、プライバシー オ

プション、およびファイル形式のブロック設定を管理するための要件を評価します。 

 組織のメッセージング要件。グループ ポリシーを使用して、Outlook 2013 のユーザー インタ

ーフェイス設定、ウイルス対策、およびその他のセキュリティ設定を構成するための要件を評

価します。たとえば、グループ ポリシーには .pst ファイルのサイズを制限する設定があり、

これによってワークステーションのパフォーマンスが向上する可能性があります。 

 さまざまなユーザー ロールに対する Office アプリケーションのユーザー要件。これはユーザ

ーのビジネス要件や組織のセキュリティ要件に大きく依存します。 

 Access 2013、Excel 2013、PowerPoint 2013、および Word 2013 に使用する既定のファイル保存オ

プション。 

 Office 2013 のユーザー インターフェイス項目に設定するアクセス制限。たとえば、いくつかの

コマンド、メニュー項目、およびキーボード ショートカットを無効にすることがあります。 

 ソフトウェアのインストールの問題 (この展開方法を検討している場合)。Active Directory がイ

ンストールされている小規模組織でソフトウェア アプリケーションをインストールするため

にグループ ポリシーを使用することができますが、多少の制限があるため、展開要件に適した

ソリューションかどうかを確認する必要があります。詳細については、「グループ ポリシーの

計画および展開ガイド」の「ソフトウェア インストールに関連する問題の解決」を参照してく

ださい。 

複雑な環境や急速に変化する環境で多数のクライアントを管理する場合、Office 2013 を中規模

や大規模の組織にインストールして維持管理する方法としては、Microsoft System Center 2012 

Configuration Manager をお勧めします。System Center 2012 Configuration Manager には、イン

ベントリ、スケジューリング、レポートなどの機能もあります。 

Active Directory 環境で Office 2013 を展開するには、グループ ポリシーのコンピューター スタ

ートアップ スクリプトを使用する方法もあります。 

 グループ ポリシーと OCT の間の選択。グループ ポリシーと OCT は、どちらも Office 2013 ア

プリケーションのユーザー構成をカスタマイズするために使用できますが、両者には以下のよ

うな重要な違いがあります。 

 グループ ポリシーは、管理用テンプレートに含まれる Office 2013 のポリシー設定を構成

するために使用します。これらのポリシー設定は、オペレーティング システムによって適

用されます。これらの設定には、管理者以外のユーザーが設定を変更できないようにするた

めのシステム アクセス制御リスト (SACL) 制限があります。設定した構成を強制的に適用

する場合は、グループ ポリシーを使用します。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754948(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754948(WS.10).aspx
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 OCT は、セットアップ カスタマイズ ファイル (.msp ファイル) を作成するために使用し

ます。管理者は、OCT を使用して、機能をカスタマイズしたりユーザー設定を構成したり

することができます。ユーザーは、インストール後にほとんどの設定を変更できます。推奨

の設定または既定の設定を構成するだけの場合は、OCT の使用をお勧めします。OCT の詳

細については、「Office 2013 の Office カスタマイズ ツール (OCT)」を参照してください。 

 "ローカル" グループ ポリシーを使用して Office の設定を構成するかどうかの決定。ローカル 

グループ ポリシーを使用すると、Active Directory ドメインに属していないスタンドアロン コ

ンピューターを含む環境で、設定を制御できます。詳細については、「Office 2013 のグループ ポ

リシーの概要」を参照してください。 

ビジネスとセキュリティの要件に基づく管理された構

成の設計 

ビジネス要件、セキュリティ/ネットワーク/IT の要件、および組織の現在の Office アプリケーショ

ンの管理状況を把握しておくと、組織内のユーザーの Office アプリケーションを適切に管理するた

めのポリシー設定を判断するために役立ちます。現在の環境設定を評価して収集した情報に基づい

て、グループ ポリシーの目的を設計できます。 

グループ ポリシーを使用して Office アプリケーションの構成を管理する目的を明確にするには、

以下の項目を決定します。 

 各グループ ポリシー オブジェクト (GPO) の目的。 

 各 GPO の所有者 (GPO の管理責任者)。 

 使用する GPO の数。1 台のコンピューターに適用される GPO の数は、コンピューターの起動

時間に影響し、1 人のユーザーに適用される GPO の数は、ネットワークへのログオンにかかる

時間に影響することに注意してください。1 人のユーザーにリンクされている GPO の数 (正確

には GPO 内の設定の数) が多いほど、ユーザーのログオン時に GPO の処理にかかる時間が長

くなります。ユーザーにグループ ポリシーの読み取りと適用の両方のアクセス権が設定されて

いる場合は、ログオン プロセスで、ユーザーのサイト、ドメイン、組織単位 (OU) の各階層に

ある各 GPO がそれぞれ適用されます。 

 各 GPO のリンク先として適切な Active Directory コンテナー (サイト、ドメイン、または OU)。 

 グループ ポリシー ソフトウェア インストールを使用して Office 2013 を展開する場合は、

Office アプリケーションをインストールする場所。 

 グループ ポリシーのコンピューター スタートアップ スクリプトを割り当てて Office 2013 を

展開する場合は、コンピューター スタートアップ スクリプトを実行する場所。 

 各 GPO に含まれるポリシー設定の種類。これは、ビジネス要件、セキュリティ要件、および 

Office アプリケーションの現在の設定管理方法によって異なります。安定性とセキュリティに

とって極めて重要と考えられる設定のみを構成し、構成を最小限にとどめておくことをお勧め

します。Outlook の .pst ファイルのサイズの制御など、ワークステーションのパフォーマンス

を向上できるポリシー設定の使用についても考慮します。 

 グループ ポリシーの既定の処理順序に例外を設けるかどうか。 

http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c8cec707-2afa-4964-b0f8-611e4709bd79(Office.15).aspx
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 特定のユーザーまたはコンピューターを対象にしてグループ ポリシーのフィルター オプショ

ンを設定するかどうか。 

GPO の継続的な管理計画のために、GPO を維持管理するための手順を確立することをお勧めしま

す。そうすることで、すべての変更をあらかじめ規定された方法で実施できます。 

適用範囲の決定 

社内のすべてのユーザーに適用する Office 2013 のポリシー設定 (組織のセキュリティにとって極

めて重要と考えられるアプリケーションのセキュリティ設定など) およびユーザー グループごと

にそのロールに適したポリシー設定を特定します。特定した要件に基づいて構成を計画します。 

Active Directory 環境では、サイト、ドメイン、または OU に GPO をリンクしてグループ ポリシ

ー設定を割り当てます。通常、ほとんどの GPO は組織単位のレベルで割り当てられます。したが

って、現在の OU 構造が Office 2013 のグループ ポリシーベースの管理戦略に適合していることが

重要です。ドメインのすべてのユーザーに適用するセキュリティ関連のポリシー設定や Outlook の

設定など、一部のグループ ポリシー設定はドメイン レベルで適用することも考えられます。 

グループ ポリシーの展開のテストとステージング 

どのようなグループ ポリシーの展開プロセスにおいても、テストとステージングの計画は重要な部

分です。ここでは、Office 2013 アプリケーションの標準グループ ポリシー構成を作成し、組織のユ

ーザーに Office を展開する前に "非運用環境" で GPO 構成をテストします。必要に応じて、GPO 

の適用範囲をフィルターしたり、グループ ポリシーの継承に対する例外を定義したりすることがで

きます。管理者は、グループ ポリシー管理コンソールの [グループ ポリシーのモデル作成] を使用

して、個々の GPO がどのポリシー設定を適用しているかを確認し、グループ ポリシー管理コンソ

ールの [グループ ポリシーの結果] を使用して、どのポリシー設定が有効になっているかを確認で

きます。 

グループ ポリシーを使用することにより、構成の影響を、組織内の数百台または数千台のコンピュ

ーターに及ぼすことができます。したがって、新しいグループ ポリシーを運用環境に移行する前に、

変更管理プロセスに基づいて、すべての新しいグループ ポリシーの構成と展開を非運用環境で綿密

にテストすることが重要です。このプロセスを経ることで、GPO に含まれるポリシー設定から、

Active Directory 環境内の意図したユーザーとコンピューターに対して意図した結果を確実に得るこ

とができます。 

グループ ポリシーの実装を管理するためのベスト プラクティスとしては、以下の展開前プロセス

を使用してグループ ポリシーの展開をステージングすることをお勧めします。 

 可能な限り運用環境に即したテスト環境に新しい GPO を展開します。 

 [グループ ポリシーのモデル作成] を使用して、新しい GPO がユーザーにどのように影響し、

既存の GPO とどのように相互作用するかを評価します。 

 [グループ ポリシーの結果] を使用して、テスト環境でどの GPO 設定が適用されているかを確

認します。 
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詳細については、「グループ ポリシーの計画および展開ガイド」の「グループ ポリシーのモデル

作成およびグループ ポリシーの結果を使用した、グループ ポリシー設定の評価」を参照してくだ

さい。 

主要な関係者の参加 

企業内でグループ ポリシーを展開する場合、普通その境界は複数の部署にまたがります。展開を準

備する際は、組織内のさまざまな部署の主要な関係者に相談し、分析、設計、テスト、実装の各フ

ェーズにおいて、該当する関係者に参加してもらうことが重要です。 

Office 2013 アプリケーションを管理するためのポリシー設定を計画したら、必ず組織のセキュリテ

ィ チームおよび IT 運用チームと共にポリシー設定を再検討して、その構成が組織に適合している

かどうかと、ネットワーク リソースを必要なレベルで確実に保護できるだけのポリシー設定が適用

されているかどうかを確認してください。 

Office 2013 管理用テンプレート ファイル (ADMX, ADML) および Office カスタマイズ ツール 

Office 2013 のセキュリティ ポリシーと設定 
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