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はじめに
従来の Office 製品の展開には、Windows インストーラー形式が使用され、インストール ポイントの作成
から展開するためのソフトウェア配信サーバーの構築まで、様々な準備が事前に必要でした。また、導
入後のメンテナンスなども、展開作業とは別の運用プロセスとして管理者の作業負担となっていまし
た。さらに、Office 製品の展開は、既存の Office バージョンとの共存ができないため、クライアント PC
への影響も大きく、互換調査からパイロット検証を経てようやくリリースされるなどの事前準備期間を
多く費やしてきました。
これらの問題を、新しい Office では「クラウドサービスとして提供される Office 」という新しい概念より
解決しています。Office の展開方法は従来の Windows インストーラー形式での展開方法に加えて、クラ
ウドサービスから展開するクイック実行形式が採用されています。クラウドサービスを利用すること
で、いつでもどこでも Office を利用することが可能です。
本書は、IT 管理者向けに記載されており、Office をユーザーへ展開するために必要な技術情報および展開
手順について詳しく記載しています。


Office 展開 概念編
Office の新しい展開テクノロジーとは何か、Office を展開するシナリオのパターンはどのような種類
になるのかについて説明しています。



Office 展開 自習編
展開シナリオに基づいた実際の展開手順について詳しく説明しています。
展開手順は、ステップバイステップ形式となっており、各展開シナリオを実施することができま
す。



Office 展開 応用編
クイック実行のインストール詳細情報や、フォルダー構成およびレジストリ構成について説明して
います。また、問題解決に役立つインストールログ取得の方法やライセンス認証の確認方法などに
ついて説明しています。
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Office 展開 概念編
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I. Office の新しい展開概念
従来 Office 製品の展開には Windows インストーラー形式が使用されてきました。この Windows インスト
ーラー形式は、Office クライアントのインストール、カスタマイズ、およびメンテナンスのあらゆる局面
に能率的に対処できるように設計されています。この Windows インストーラーを利用して、社内の
Active Directory グループ ポリシーを利用した展開や、ソフトウェア配信サーバーによる展開、App-V など
の仮想化アプリケーションによる展開など、企業環境に合わせた柔軟な展開を行うことができました。

新しい Office の展開では、従来の Windows インストーラー形式を利用して社内展開できるのに加え、マ
イクロソフトが提供する Office 365 クラウド サービスを利用した「クイック実行」および「Office オンデ
マンド」という新しい展開方法を利用することができます。
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「クイック実行」または「Office オンデマンド」を利用して展開することは、従来の Windows インスト
ーラー形式で展開するよりも、以下のメリットを受けることができます。


Office を展開するためのシステム構築が不要
各ユーザーがクラウドサービスの Office 365 に直接アクセスし、Office をダウンロードして実行しま
す。管理者は対象ユーザーを Office 365 に登録しライセンスの割り当てを行うだけで展開できます。



以前のバージョンと最新バージョンの Office を共存
「クイック実行」を利用すると、Office が仮想アプリケーションのテクノロジー (Microsoft
Application Virtualization) を使用してクライアント PC にインストールされるため、従来の Office 製品
(例えば、Office 2010) と共存することができます。
特に「Office オンデマンド」は、クライアント PC へ Office を一切インストールしません。完全なク
ラウドからのサービス提供のみで利用することが可能です。



迅速な展開と利用開始
「クイック実行」では、Office の展開を、ストリーミング配信技術を使用して実行します。インスト
ールは、数分で完了するため、ユーザーは迅速に利用を開始できます。
特に「Office オンデマンド」は、クライアント PC に Office をインストールせず、サービスとして利
用するため、Office を瞬時に開始することができます。
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「クイック実行」と「Office オンデマンド」を利用して Office を展開する場合、クラウド サービスの
Office 365 を必ず使用するため、Office 365 に対象ユーザーをすべて登録する必要があります。ユーザー登
録は、手動で新規に登録することも可能ですが、企業内に Active Directory が存在する場合、そのユーザ
ー アカウント情報を利用することも可能です。

参考
新しい Office とは


http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/business/vp/user/default.aspx

Office 365 ProPlus の概要


http://technet.microsoft.com/library/gg702619(v=office.15)

参考


「シングル サインオンを準備する」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj151786.aspx
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コラム ： ストリーミング配信と仮想化
ストリーミング配信
クイック実行はストリーミング配信と仮想化テクノロジーにより迅速なスピードとインストールプロ
セスを提供します。
クイック実行では配信するアプリケーションを小さいパーツにわけています。ストリーミング配信さ
れる動画と同様に、最初にアプリケーションを起動するために必要最低限のパーツだけをダウンロー
ドしインストールすることで、アプリケーション全体がダウンロードされていなくても、アプリケー
ションを起動することができます。アプリケーション起動後は通常通りに操作することが可能であ
り、アプリケーションの残りのパーツはバックグラウンドで順次ダウンロードされています。
アプリケーションのパーツはダウンロードされる順番が設定されており、優先順位に従って配信され
ます。ただし、この優先順位は標準的な位置づけで、各ユーザーの操作に従って柔軟に変更されま
す。
一般的に使用率が高い機能が優先的に配信され、使用率の低い機能は最後に配信されますが、まだス
トリーミング配信途中のアプリケーションを利用中に、ユーザーが使用率の低い機能をクリックした
瞬間に、標準的な優先順位には従わず、そのクリックされた機能を最優先に配信し直します。

仮想化と共存
クイック実行に使用されている仮想化テクノロジーは、Microsoft Application Virtualization（App-v）の
最新バージョンの技術を採用しています。App-V はアプリケーションを仮想化しクライアント上で実
行できる機能を提供する製品です。
今までの App-V では、管理者が仮想化したいアプリケーションをシーケンスと言われる処理を実行
し、パッケージを作成していました。そして、そのパッケージをクライアントに配信する際に、クラ
イアントのハードディスク上に Q ドライブ（パーティション）を作成し、その Q ドライブにパッケ
ージやレジストリなど実行に必要なファイルを格納する必要性がありました。このように今までの
App-V は、配信先のクライアント環境にかなり依存していました。
しかし、クイック実行で使用する仮想化テクノロジーはその点が強化され、クライアントのハードデ
ィスク上に Q ドライブが必要ありません。しかも、すでに Office は仮想化されたパッケージの状態で
クラウドサービスに公開されます。よって、管理者はクラウドサービスから仮想化された Office のパ
ッケージを入手するだけで展開できます。
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1. Office の新しい展開方法と Windows インストーラー形式の比較
新しい展開方法の「クイック実行」や「 Office オンデマンド」と、従来からの方法である「 Windows イ
ンストーラー」形式では、それぞれの特徴が異なります。企業環境や要件などで展開方法を選択してく
ださい。なお、「 Office オンデマンド」に関しては後述するコラムにてご説明いたします。

新しく登場！！
クラウドサービス

従来から継続して提供
オンプレミス製品

Office 365 ProPlus

Office Professional Plus 2013
/ Office Standard 2013

最新の Office をサービスとして提供

特定のバージョンを製品として提供

クイック実行で配信

Windows インストーラーで配信

Office 展開方法の比較
クイック実行

Windows インストーラー

提供製品

Office 365 ProPlus

Office Professional Plus 2013 / Office Standard 2013

ソフトウェア利用形態

サービスとしてのソフトウェア

パッケージ化されたソフトウェア

ライセンスの考え方

・ユーザー 1 人につき 1 ライセンスが許諾

・マシン 1 台につき 1 ライセンスが許諾 (複数人で利

(月間サブスクリプションでの提供)

用可能)

・ 1 ライセンスにつき、 5 台のマシンまでイ

・1 ライセンスにつき、マシンの主要ユーザー (1 人)

ンストール可能

ラ
イ
セ
ン
ス
認
証

は 2 台目のマシンにインストール可能 (*)

・ダウングレード権なし

・ダウングレード権あり

アクティベー

Office サブスクリプション エージェントによ

以下のいずれかの方法。

ション技術

る認証

・KMS 認証
・MAK 認証
・Active Directory ベースの認証

ライセンス有

30 日間

KMS: 180 日間

効期間

※キーの管理なし – ユーザー単位で自動管

MAK: 永続ライセンス

理

Active Directory ベース: 180 日間
※ KMS もしくは MAK キーの管理が必要
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クイック実行
認証無効時の
措置

Windows インストーラー
KMS: 180 日以内

機能制限モードとなり、読み取り専用にな
る (編集が不可能)

MAK: 該当しない
Active Directory ベース: 180 日間
警告メッセージが出るのみ
機能制限はなし

インストール状態

コンピューターに完全にインストール

コンピューターに完全にインストール

オンライン/オフライ

オフラインでの使用が可能

オフラインでの使用が可能

サインインは必須

サインインは任意

インストール権限

インストールには管理者権限が必要

インストールには管理者権限が必要

ショートカット表示

スタート メニューにショートカットが追加

スタート メニューにショートカットが追加される

ン
Office 365 へのサイン
イン

される
コントロール パネル

プログラムの追加と削除に表示される

プログラムの追加と削除に表示される

カスタマイズ

カスタマイズ可能

カスタマイズ可能

展開オプション

・クイック実行

表示

・ファイル共有
・Active Directory
・System Center
・App-V
・カスタム メディア

・ファイル共有
・Active Directory
・System Center
・App-V
・カスタム メディア

(*) お客様は、ライセンスを取得したデバイスを使用する方が特定の 1 名に限られている場合、そのユーザーが使用するために本ソ
フトウェアの複製を 1 部作成して 1 台の携帯用デバイス上にインストールすることができます。但し、マイクロソフトのボリュー
ム ライセンスを包括契約した場合は、全社コンピューター台数に対する契約となりますので、契約した台数分でのご利用となりま
す。

※展開オプションについては、後述する Office 展開シナリオで説明します。
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2. Office のライセンス認証
Office のラインセンス認証は、展開方法によって大きく 2 つ (Office 365 ライセンス認証と Office ボリュー
ム ライセンス認証) にわけられます。さらに、Office ボリューム ライセンス認証は 3 つの方法が提供され
ています。

よって、Office のライセンス認証としては全体で以下の 4 つの選択肢が存在します。
番号

認証方法

展開方法

認証概要

①

Office 365 ライセンス認証

クイック実行

Office 365 管理者画面でライセンスの割り当てを実

Office オンデマンド

施

(Office 365)

クライアントは Office 365 にサインインすることで
認証される

②

キー管理サービス (KMS)

Windows インストー

③

マルチ ライセンス認証キー (MAK)

ラー形式

(VL) の認証方法

(ボリューム ライセン

ライセンス認証を実施するホストを構築するか、

ス)

もしくは 1 台 1 台にライセンス キーを入力する方

Office 2010 から存在するボリューム ライセンス

法
④

Active Directory ベースのライセンス認

新しい Office から利用可能なボリューム ライセン

証

スの認証方法。Windows Server 2012 が必要
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Office 365 ライセンス認証
新しい Office では従来の Office 製品同様ライセンス認証が必須となりますが、新しい展開方法である「ク
イック実行」や「 Office オンデマンド」を使用して展開した場合は、クラウド サービスである Office 365
を使用しライセンス認証されます。
Office では従来の Office 製品が行っているライセンス キーの入手に相当する手続きを全てインターネット
経由で行います。そのためインストール時やインストール後にライセンス認証のためのキー入力は不要
です。その代わりとなる手続きとして、インストール前に Office 365 の管理者画面で Office ライセンスの
割当てを実施し、各ユーザーによる Office 365 ポータルへのサインインの作業を行います。
ライセンス認証はプロダクト キーの入力をユーザーに要求する従来の Office ライセンス認証とは異な
り、プロダクト キーの取得とそのライセンス認証を Office が自動的に行います。サブスクリプションを
検証するための作業はインストール時に Microsoft Online Services ID とパスワードを 1 回入力することだ
けであり、これ以降は Office が自動的にサブスクリプションの検証を行いますので利用者および管理者
が行うべき作業は発生しません。
Office は 1 日 1 回の頻度でサブスクリプションの有効性をチェックし、30 日が経過する前に成功する必
要があるため、インターネット アクセスが必要になります。
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ユーザー中心の製品ライセンス認証
1.

1 人のユーザー、複数のコンピューター: 提供中のサービスでは 1 ユーザーにつき最大 5 個のラ
イセンス認証済みクライアントを許容

2.

ユーザーまたは管理者によるプロダクト キーの管理が不要: プロダクト キーはユーザー情報に
基づいて Office 365 が自動で管理



各クライアントが、Office 365 とライセンス認証ステータスを同期
1.

ユーザーがコンピューターのライセンス認証を無効化し、別のコンピューターにライセンス認
証の権利を譲渡することが可能

2.

Office 365 プランを解約すると、Office クライアントは RFM モード (機能制限モード) に移行

ライセンスの有効期限が切れた場合や、一定時間 (30 日) インターネットへ接続ができなかった場合な
ど、Office によってライセンスの有効性が確認できなくなるとアプリケーションが通知を表示します。さ
らに一定期間 (30 日) が過ぎるとライセンスが無効化となり、アプリケーションが読み取り専用となりフ
ァイルの編集が行えなくなります。
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ライセンスの状態は Office の [ファイル] タブ－ [アカウント] より確認する事ができます。

ライセンスが無効化された場合で再度有効化したい場合は、管理者がライセンスの割り当てを実施後、
ユーザーはアプリケーションに表示された通知から、または Office 365 アカウントにサインインして、再
度ライセンス認証を実行することで再度 Office のすべての機能を利用することができます。

注意
新しい Office ではライセンスの有効化の操作を Office で実施できるように改善されたため、Office 2010 で採用されていた
OSAUI.exe と OSA システム サービスは廃止されました。

16
Office 評価ガイド

Office 2013 ボリューム ライセンス認証
従来の展開方法である「 Windows インストーラー」を使用する場合、ボリューム ライセンス認証が必須
となります。新しい Office は、Office 2010 と同様にボリューム アクティベーションを使用してボリュー
ム ライセンス認証を実施します。ボリューム ライセンス認証は、不正に取得したライセンスによる偽造
ソフトウェアの広がりを防ぐ重要な仕組みであり、Office クライアント ソフトウェアについてすべてラ
イセンス認証が必要となります。
ボリューム ライセンス認証を行うためには、従来からのライセンス認証方式である「キー管理サービス
(KMS) 」や「マルチライセンス認証キー (MAK) 」を利用することができます。さらに、Office 2013 からの
新しい認証方法として、Active Directory ベースのライセンス認証が追加されました。

それぞれのライセンス認証方法の特徴を以下の表にまとめます。
キー管理サービス (KMS)

マルチ ライセンス認証 キー (MAK)

Active Directory ベースのライセンス認証

ネットワークに接続された多数の

ネットワークに接続されていない

ネットワークに接続された多数のマシン

マシン

マシン

プロダクト

個々のクライアント コンピュータ

個々のクライアント コンピュータ

個々のクライアント コンピューターにプ

キーの

ーにプロダクト キーの登録が不要

ーにプロダクト キーの登録が必要

ロダクト キーの登録が不要

登録

(KMS ホストのみプロダクト キーの

Active Directory のスキーマにライセンス情

入力が必要)

報が登録される

主な対象

ライセンス

KMS ホストのみマイクロソフト の

個々のクライアント コンピュータ

ライセンス認証の役割サービスを構成した

認証

ライセンス認証サービスに認証要

ーごとに、マイクロソフトのライ

ドメイン コントローラーが代表してマイ

求

センス認証サービスに認証要求

クロソフトのライセンス認証サービスに認
証要求
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キー管理サービス (KMS)

マルチ ライセンス認証 キー (MAK)

Active Directory ベースのライセンス認証

個々のクライアント コンピュータ

ドメインに参加しているクライアントはド

ーは、KMS ホストに対して認証要

メイン コントローラーに対して認証要求

求
認証方法

自動でライセンス認証 (定期的な認

1 台 1 台でライセンス認証が必要

自動でライセンス認証 (定期的な認証要求)

組織内のネットワークで個々のク

インターネット又は電話による

組織内のネットワークで個々のクライアン

ライアント コンピューターの認証

個々のクライアント コンピュータ

ト コンピューターの認証が完了

が完了

ーの認証が必要

KMS ホストへの定期的な認証要求

1 度のライセンス認証で永続的に

ドメイン コントローラーへの定期的な認

が必要

利用可能

証要求が必要

証要求)

ライセンス認証の方法は、組織の中で混在利用していただくことも可能です。大部分のクライアント コ
ンピューターは KMS でライセンス認証を行い、少数の持ち出し用のクライアント コンピューターのみ、
MAK でのライセンス認証を採用するなどの方法をとることができます。
Office における KMS と MAK のライセンス認証プロセスは、基本的には Office 2010 のときと同じですが、
Office KMS ホストに使用する OS は Windows Server 2003 ではもうサポートされていません。Office KMS ホ
ストは Windows Server 2008 R2、Windows 7 (ボリューム ライセンス エディション) 、Window 8 (ボリュー
ム ライセンス エディション) 、および Windows Server 2012 でのみサポートされています。
ライセンス認証に使用する
テクノロジー
新しい Office を実行する OS

KMS

MAK

AD

○

○

○

○

○

×

(KMS ホスト OS または AD ver.)

Windows 8
(Windows Server 2012, Windows 8 VL エディション)

Windows 7
(Windows Server 2012, Windows 8 VL エディショ
ン,Windows Server 2008 R2, Windows 7 VL エディション)
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注意
Windows 8 および Windows Server 2012 にインストールした Office 2013 を、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、
および Windows Server 2008 R2 で構築された KMS ホストで認証を行う場合は、以下の更新プログラムを適用してください。

・Windows 8 と Windows Server 2012 をサポートする Windows 7 と Windows Server 2008 R2 の KMS ホストのアップデート情報
An update is available for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 KMS hosts to support Windows 8 and Windows Server 2012 (英語)
<http://support.microsoft.com/kb/2691586>

・Office 2013 のボリューム ライセンス認証方式情報
<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee705504.aspx>

・Windows 8 および Windows Server 2012 をライセンス認証するには、この更新プログラム 2757817 を適用してください。
<http://support.microsoft.com/kb/2757817/ja-jp>

・KMS ホスト サービスが Office 2013 KMS ホスト キーを認識するために必要な Office 2013 ボリューム ライセンス パック更新
プログラムをダウンロードし、実行してください。
Microsoft Office 2013 Volume License Pack
<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35584>
Active Directory (AD) ベースのライセンス認証を KMS ホストと組み合わせて使用する方法もあります。
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キー管理サービス (KMS)
KMS では、KMS ホスト用のプロダクト キーを使用して KMS ホスト コンピューターのライセンス認証を
実行し、組織内でローカルの代理認証サービスを構築します。各コンピューターにインストールされた
Office は外部へのライセンス認証を必要とせず、KMS クライアント として組織内の KMS ホストに接続し
てライセンス認証を行います。KMS ホストに対する認証の回数に制限はありませんが、KMS クライアン
トに渡される認証情報は非永続の情報になっており、定期的に KMS ホストへの接続を行う必要がありま
す。持ち出し用のクライアント コンピューターなど社内のネットワークから長期間オフラインになるク
ライアント コンピューターに対しては対策が必要です。


メリット
1.

個々のクライアント コンピューターがマイクロソフトのライセンス認証サービスに接続する必
要がありません。Office のインストール時にプロダクト キーを入力する必要がありません。

2.

ボリューム ライセンスに必要なキーをエンド ユーザーに公開せずに Office のインストールとラ
イセンス認証を行うが可能です。



留意点
1.

KMS のライセンス認証は非永続な認証情報で、その有効期限は 180 日間になります。KMS ホス
トに定期的に認証要求をし、認証情報を更新することで永続的に Office を利用することができ
ます。なお、定期的なライセンス認証は自動的に実行されます。

2.

KMS ホスト構築用にコンピューターを 1 台用意する必要があります。
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ボリューム ライセンス契約

マイクロソフト ライセンス認証 サービス

オンライン又は、電話による
ライセンス認証

1

KMS ホスト用の

3

プロダクト キーの取得

インターネット

KMS ホストへ

DNS

2
4

プロダクト キーの

2

インストール

3

認証要求

認証情報

KMS ホスト
･･･KMS ホストの設定手順

組織内

1

KMS クライアント ( Office )
･･･KMS クライアントの認証手順

マルチ ライセンス認証キー (MAK)
MAK では、ボリューム ライセンス契約時に発行された MAK 用のプロダクト キーを 利用して Office を展
開し、各クライアント コンピューターはマイクロソフト ライセンス認証サービスに対して認証を行う必
要があります。各クライアント コンピューターへのプロダクト キーの配布、ライセンス認証処理の実行
及び、ライセンス認証回数の管理が必要になりますが、MAK によるライセンス情報は永続的な情報にな
ります。MAK のライセンス認証には、各クライアント コンピューターからオンラインでの認証、または
電話を使ったオフラインでの認証を行う方法の他に、Volume Activation Management Tool (VAMT) を使用し
たプロキシ認証もあります。


メリット
1.

MAK のライセンス認証は永続的な認証情報になります。認証情報を定期的に更新する必要がな
いため、組織のネットワークに長時間接続しない環境にも適しています。

2.

組織内に特別なサーバーを準備する必要がありません。
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留意点
1.

個々クライアント コンピューターがマイクロソフトのライセンス認証サービスに接続する必要
があります。

2.

Office のインストールのタイミングまたはインストール後に、MAK 用のプロダクト キーを個々
のクライアント コンピューターに設定する必要があります。

3.

ライセンス認証サービスでのライセンス認証可能数に制限が存在するため、個々のクライアン
ト コンピューターからの認証回数を管理する必要があります。

マイクロソフト ライセンス認証 サービス

ボリューム ライセンス契約

MAK 用の

1

プロダクト キーの取得

オンライン又は、電話による
ライセンス認証

2

個々のコンピューターへ

インターネット

組織内

プロダクト キーの
インストール

クライアント（ Office ）
･･･MAK 認証の手順

Active Directory ベースのライセンス認証
Office を実行しているクライアント PC の OS が Windows 8 で、参加している Active Directory ドメインの
Active Directory 機能モードが Windows Server 2012 の場合に、新しいライセンス認証である Active
Directory ベースのライセンス認証が利用できます。KMS の場合と同様に、Active Directory ベースのライ
センス認証もドメイン内のすべての Office VL クライアントのライセンス認証ができます。
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Active Directory によるライセンス認証は、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) を使ってライセンス
認証オブジェクトを格納できる役割サービスです。これにより、ネットワークに対してボリューム ライ
センス認証サービスを保持するタスクをさらに簡略化できます。Active Directory によるライセンス認証で
は、追加のホスト サーバーを用意する必要がなく、コンピューターのスタートアップ時にライセンス認
証要求が処理されます。
Generic Volume License Key (GVLK) を使って Windows 8 または Windows Server 2012 を実行していて、ドメ
インに接続されているコンピューターでは、自動的かつ透過的にライセンス認証が行われます。これら
のコンピューターは、ドメインのメンバーである限りライセンス認証を維持し、ドメイン コントローラ
ーと定期的に通信を行います。ライセンス認証は、ライセンス サービスの開始後に実行されます。この
サービスが開始されると、Windows 8 または Windows Server 2012 を実行しているコンピューターは自動
的に AD DS に接続し、ライセンス認証オブジェクトを受信し、ユーザーによる操作なしでライセンス認
証が完了します。


メリット
1.

個々のクライアント コンピューターがマイクロソフトのライセンス認証サービスに接続する必
要がありません。Office のインストール時にプロダクト キーを入力する必要がありません。

2.

ボリューム ライセンス認証に必要なキーをエンド ユーザーに公開せずに Office のインストール
とライセンス認証を行うが可能です。

3.

Active Directory で認証を実施するため、別途ライセンス認証用にサーバーを構築する必要があ
りません。



留意点
1.

Active Directory ベース のライセンス認証は非永続な認証情報で、その有効期限は 180 日間にな
ります。ドメイン コントローラーに定期的に認証要求をし、認証情報を更新することで永続的
に Office を利用することができます。なお、定期的なライセンス認証は自動的に実行されま
す。

2.

ライセンス認証オブジェクトを AD DS に格納するには、AD DS スキーマが Windows Server 2012
機能レベルに設定されている必要があります。
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ボリューム ライセンス契約

マイクロソフト ライセンス認証 サービス
オンライン又は、
電話による
ライセンス認証

1
プロダクト キーの取得

3

インターネット
組織内

2
プロダクト キーの

1

インストール

2

認証要求

認証情報

ライセンス認証の役割サービス

Windows 8 クライアント

をインストールした

(Office)

Active Directory
(Windows Server 2012)
･･･Active Directory 設定手順

･･･Windows 8 クライアントの認証手順

参考


Office 2013 のボリューム ライセンス認証
http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/ee705504%28v=office.15%29.aspx



Deployment guide for Office 2013
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30388
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ボリューム ライセンス認証に関する留意点
Office のライセンス認証を行う際の留意点にて説明します。


ライセンス認証に必要なクライアント コンピューター数
キー管理サービス (KMS) では、KMS ホストは一定以上の KMS クライアントから認証要求がないと、
有効な認証情報を返答しない仕様になっています。
Office の場合、5 台以上のクライアント コンピューターからの認証要求があった場合に正常な認証情
報が返されます。
一度認証要求を行いクライアント コンピューター数のカウントに含まれているクライアント コンピ
ューターでも、一定間隔(30 日間)以上認証要求がない場合には、クライアント コンピューター数の
カウントから削除されます。このため、常時 5 台以上のクライアント コンピューターが認証要求を
行うような構成でご利用ください。
利用クライアント コンピューター数が 5 台以下の場合には、マルチライセンス認証キー (MAK) での
ライセンス認証を実施してください。



Windows OS 用の KMS ホストとの併用
KMS ホストは、Windows OS と Office で同様のテクノロジーを使用しています。既に Windows 用の
KMS ホストとして稼働しているコンピューターに、Office の KMS ホスト用のプロダクト キーを設定
することで、Windows OS、Office 両方の KMS ホストとして利用することも可能です。
なお、新しい Office の KMS ホストを構築可能な OS は、以下の 2 種類の OS になります。既に別の OS
で Windows 用の KMS ホストを構築している場合は、共存ができませんのでご注意ください。


Windows Server 2008 R2 もしくは Windows Server 2012



Windows 8 (ボリューム ライセンス版) もしくは Windows 7 (ボリューム ライセンス版)

Windows 用の KMS ホストと、Office 用の KMS ホストを別のコンピューターで準備した場合は、DNS
サーバーにそれぞれのコンピューターの IP アドレスを登録いただくことで運用可能です。


KMS ホストのサーバー構成
KMS でのライセンス認証環境の運用時、KMS ホスト への負荷はそれほど大きなものではありませ
ん。1 台の KMS ホスト コンピューターで、数 10 万クライアント コンピューターからの認証要求を
受け付けることができます。
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冗長化を行う際には、コールド スタンバイのバックアップ機をご準備いただくか、同じ役割を持つ
複数の KMS ホスト機を準備し、それぞれのコンピューターの IP アドレスを DNS サーバーの SRV レコ
ードに登録することで、利用することができます。



プロダクト キーの種類と、認証回数
KMS でのライセンス認証には、KMS ホスト用のプロダクト キーと、KMS クライアント用のプロダク
ト キーが存在します。KMS ホスト用プロダクト キーは、ライセンス契約に基づき発行されるキー
で、Office クライアント ソフトウェアのプロダクトに共通したキーになります。KMS クライアント
用のプロダクト キーは、セットアップ プログラムにあらかじめ埋め込まれているキーで、クライア
ント ソフトウェアのプロダクト単位に存在します。
プロダクト名

汎用ボリューム ライセンス キー (GVLK)

Office Professional Plus
Project 2013 Professional
Visio 2013 Professional

PGD67-JN23K-JGVWV-KTHP4-GXR9G
NFKVM-DVG7F-TYWYR-3RPHY-F872K
B3C7Q-D6NH2-2VRFW-HHWDG-FVQB6

KMS クライアント用のプロダクト キーは、通常、入力をすることはありませんが、MAK でのライセ
ンス認証から、KMS でのライセンス認証へ切り替える際や、Visio 2013 を KMS でライセンス認証する
際のエディション指定時などに利用します。
MAK でのライセンス認証に利用されるキーは、各クライアント コンピューターに設定を行う MAK
用のプロダクト キーです。ライセンス契約に基づき発行され、Office クライアント ソフトウェアの
プロダクト単位に存在します。
KMS ホスト用のプロダクト キーの認証回数は、1 台のホストに対して 10 回、6 台の KMS ホストに対
して設定することが可能です。MAK 用のプロダクト キーは、ライセンス契約数に関連して上限が決
まります。OS の再セットアップなどに伴う、Office の再セットアップでライセンス認証の回数の上
限に達する場合は、マイクロソフトのライセンス窓口へご連絡いただくことで上限数の増加を申請
することができます。
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プロダクト キーのオフライン認証
KMS ホストの認証及び、MAK 用のプロダクト キーを利用した各クライアント コンピューターからの
認証は、オンラインでの認証の他に、電話を利用したオフラインでの認証も可能です。
オフライン認証の際には、KMS ホストまたは、各クライアント ソフトウェアにプロダクト キーを登
録後、インストール ID の取得、電話によるインストール ID の登録と確認 ID の取得、KMS ホストま
たは各クライアント ソフトウェアへの確認 ID の登録といった手順が発生します。



ライセンスの有効期限と定期的な自動認証のタイミング
KMS 及び、MAK を用いたライセンス認証には、ライセンス認証を完了するまでの猶予期間や、認証
情報の有効期限などの時間的な制限があります。
※ ライセンス認証を完了するまでの猶予期間
KMS 、MAK のどちらのライセンス認証を利用する場合でも、Office のインストール後、30 日以
内にライセンス認証を行う必要があります。プロダクト キー設定後、25 日目以降、アプリケー
ション起動時に警告が表示され、30 日が過ぎると、タイトル バーの色が変わり警告を表示しま
す。
※ KMS における認証情報の有効期限
KMS でのライセンス認証では、個々のクライアント コンピューターが KMS ホストにアクセスし
ライセンス認証した結果、180 日間有効な認証情報が設定されます。180 日間 KMS ホストに対し
て再認証の要求を行わず有効期限が切れた場合、30 日間の猶予期間に移行しアプリケーション
起動時に警告が表示されます。30 日の猶予期間が過ぎると、アプリケーションのタイトル バー
の色が変わり警告を表示します。
※ 自動認証のタイミング
KMS クライアントは自動認証を行っています。各クライアント ソフトウェアは 7 日間毎に KMS
ホストに対して再認証の要求を行っており、ライセンス認証が成功すると有効期限が更新され
ます。なお、アプリケーション導入後の 30 日間の猶予期限及び、KMS ライセンス認証の 180 日
間の有効期限切れ後に移行する 30 日間の猶予期限の期間は、 2 時間間隔でライセンス認証を行
っています。



ライセンス認証の有効期限が切れた場合
ライセンス認証の期限が切れた場合、Office アプリケーションの機能に制限はありませんが、アプリ
ケーション起動時に警告が表示され、タイトル バーに赤い警告が表示されます。
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Office をインストール済みの Windows をイメージ展開する場合
KMS を利用する場合、Office をインストールした後、ospprearm.exe を実行し KMS の認証情報をクリ
アします。その状態で、Windows の Sysprep を実行し、イメージの取得を行ってください。
MAK を利用する場合も、Office をインストールし MAK 用のプロダクト キーを設定した後、
ospprearm.exe を使って認証情報をクリアし、Windows の Sysprep の実行後、イメージの取得を行っ
てください。
ospprearm.exe によって、インストール後のライセンス認証を完了するまでの 30 日間の猶予期限が
リセットされ、タイマーが一時停止します。これによりイメージ展開直後のライセンス切れによる
警告表示を防止することができます。次回の Office 起動時に、タイマーが再開します。
なお、ospprearm.exe での認証情報クリアは、5 回まで実行可能です、ただし、KMS でのライセンス
認証を正常に終了した場合は、都度 ospprearm.exe での認証情報クリアを行う事ができます。



管理者以外のユーザーの MAK 用のプロダクト キーによるライセンス認証
既定の設定では、標準ユーザー (管理者以外のユーザー) は MAK 用のプロダクト キーによる認証に関
してボリューム ラインセンス版のすべての Office で無効になっています。管理者は、標準ユーザー
が MAK 用のラインセンス キーを設定して Office アプリケーションをライセンス認証できるようにす
るレジストリ キーを設定できます。これにより、標準ユーザーは KMS クライアントを MAK ライセ
ンス認証に切り替え、手動でコンピューターのライセンス認証を行ったり、必要に応じて既存の
MAK 用のプロダクト キーを新しい MAK 用のプロダクト キーに置き換えたりすることができます。
この機能を有効にするには、次の行をセットアップのカスタマイズ ファイルである Config.xml ファ
イルに追加してください。
<Setting Id="USEROPERATIONS" Value="1" />
または、次のレジストリ キーを設定し、標準ユーザーによるライセンス認証を有効または無効にで
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: "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: "UserOperations"=dword:00000000
※「無効」が Office ボリューム ライセンス製品の既定の設定です。
レジストリ キーの設定は、クライアント コンピューターのキッティング時や、OS イメージの
Sysprep 前に実施してください。
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3. Office のセキュリティ機能
Office は「クラウド上での Office 」という新しい概念を元に設計されており、既定で便利な Web サービ
スを利用することができます。

Office が利用できる Web サービス


SkyDrive の利用
Office へは、管理者が与える社内用の Office 365 ユーザー アカウントを使用して SkyDrive へサイ
ンインすることができますが、既定では、個人で取得した Windows Live ID でサインインするこ
ともできます。
Windows Live ID でサインインした場合、自動的にインターネット上の SkyDrive を使用すること
が可能となり、Office で作成したドキュメントなどを SkyDrive に格納することができます。



Facebook の利用
Office に Facebook アカウントを追加することもでき、Facebook のアルバムに写真をアップロー
ドしたり、アルバムから写真をダウンロードしたりすることも可能です。



ローミングの利用
Office には、次のローミング設定があります。
・最近使用したドキュメントへのリンク (http ファイル パス)
・最近作業した場所へのリンク (http ファイル パス)
・Word ドキュメント内で最後に読んでいた場所
・PowerPoint で最後に表示したスライド
・カスタム辞書 (すべてのアプリケーション)
・Office のテーマとユーザー画像 (すべてのアプリケーション)
これらの情報は、Windows Azure プラットフォーム上に格納されるため、ユーザーが使用する
デバイスが異なっても常に情報が維持されます。
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Office 用アプリの利用
Office から新しい Office クライアント拡張モデルを利用して機能拡張できます。作成された
Office 用アプリは Office に組み込むことができ、ユーザーの作業効率向上につながります。
例えば、Outlook 2013 で受信したメール アイテムに住所が記載されていた場合、従来の方法で
あれば、その住所をコピーし何らかの地図アプリケーションに入力後、地図を表示させていま
した。地図を自動的に表示させる Office 用アプリが組み込まれている場合、メール アイテムを
受信後、ボタン 1 つクリックするだけで自動的に地図が表示されます。
ユーザーはわざわざメール アイテムに記載の住所をコピーして地図アプリケーションに入力し
なくても、Outlook 2013 の中で操作が完結します。
このような Office 用アプリを開発者が作成し Office ストアに公開します。ユーザーは自分が欲
しい Office 用アプリを検索し簡単に利用することができます。

このような Office 用アプリは、ユーザーにとって円滑なコミュニケーション ツールであり、なおかつ業
務効率化ツールでもあります。ただし、管理者にとっては企業内で使用状況がバラバラになってしま
い、管理面で不安になる要因ともなりえます。Office では必要に応じてこれらのサービスを無効化する設
定を提供しています。
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サインイン設定の制御
［Office へのサインインをブロックする］ 設定を使用して、サインイン設定を 4 種類から選択して有効
にすることができます。この設定は、Office に資格情報を提供するために Windows Live ID または組織か
ら割当てられた Office 365 ユーザーID のどちらを使用できるかを決定します。
設定のレジストリ キー：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\SignIn\SignInOptions
この設定を有効にする場合は、次の値のいずれかを設定して特定のサインイン オプションを指定できま
す。
0 ：両方の ID を許可する
1 ：Live ID のみ
2 ：組織のみ
3 ：どちらも許可しない
選択したオプション

ユーザーへの影響

両方の ID を許可する

ユーザーは、どちらの ID でもサインインし、Office のコンテンツを利用できま
す。

Live ID のみ

ユーザーは、Windows Live ID のみを使用してサインインできます。

組織のみ

ユーザーは、組織から割り当てられた Office 365 ユーザーID のみを使用してサイ
ンインできます。

どちらも許可しない

ユーザーは、どちらの ID もサインインに使用できません。

［Office へのサインインをブロックする］ 設定を無効にするか、構成しない場合、既定で使用される設
定は、[両方の ID を許可する] です。ユーザーは、どちらの ID もサインインに使用できます。
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ローミング設定の制御
ローミング設定は、[Office ユーザー設定のローミングの無効化] グループ ポリシー設定を使用して有効ま
たは無効にすることができます。この設定は、データをクラウドに保存できるかどうかを決定します。
Office 用管理テンプレートを Active Directory に設定することで、[ Microsoft Office 2013 ] - [サービス] に
[Office ユーザー設定のローミングを無効にする] を利用することができます。
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Office 用のグループ ポリシー 管理テンプレートは以下の URL で入手できます。

参考


Office 2013 Administrative Template files (ADMX/ADML) and Office Customization Tool
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35554

また、以下のレジストリ設定を実施することで、ローミング設定の有効または無効の設定を実施できま
す。
設定のレジストリ キー：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Roaming\RoamingSettingsDisabled
RoamingSettingsDisabled の値：
0 ：ローミング設定を許可する (既定)
1 ：ローミング設定を許可しない
選択したオプション

ユーザーへの影響

RoamingSettingsDisabled=0

ローミング設定は、Microsoft Office Roaming Settings Web Service と同

(ローミング設定を許可する)

期されます。ユーザーは、さまざまなデバイスから個人用データに
アクセスできます。クラウドに既に存在するデータは、このポリシ
ーの影響を受けません。

RoamingSettingsDisabled=1

ローミング設定はローカルにのみ保存され、Microsoft Office Roaming

(ローミング設定を許可しない)

Settings Web Service と同期されません。
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Office 用アプリのカタログの設定
Office 用アプリは「カタログ」を通して検索することができます。このカタログは、インターネット上
に公開されている Office ストアのカタログと、社内限定公開できる内部ディレクトリ、共有フォルダー
のカタログ、の 3 種類あります。既定では、インターネット上の Office ストアにアクセスできますが、
内部ディレクトリのカタログと共有フォルダーのカタログにアクセスするには設定が必要です。
Office のセキュリティセンターには［信頼されているアプリケーションカタログ］ という新しいセクシ
ョンが存在し、カタログへのアクセスを制御することができます。

「アプリケーションの起動を許可しない」にチェックを入れると、Office 用アプリ 機能を無効にするこ
とができます。
上記の Office 用アプリの設定の他にも、Office 2010 で導入されたセキュリティ機能強化を踏襲すると共
に、さらに、デジタル署名や IRM、保護されたビューなどの機能強化を実施しています。
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II.Office 展開シナリオ
Office の展開方法として、Windows インストーラーを展開する方法に加えて、クラウド サービスを利用
した「クイック実行」と「 Office オンデマンド」が追加されています。また、それぞれの展開方法によ
って、カスタマイズ方法が異なりますので、組織の環境に合わせて方法を選択してください。
Office の展開パターンとして、「クイック実行形式」「 Windows インストーラー形式」の 2 パターンに
大きく分けられます。なお、「 Office オンデマンド」に関しては後述するコラムにてご説明いたしま
す。
1.クイック実行形式

2.Windows インストーラー形式

さらに、上記の 2 パターンも更に細かく方法が分かれます。

Office 365 ProPlus
１. クイック実行形式
配信方法

Office Professional Plus 2013
/Office Standard 2013
２. Windows インストーラー形式
配信方法

① クラウド配信
① 管理者配信

② 管理者配信
展開

展開
a. ファイル共有

a. ファイル共有

b. Active Directory

b. Active Directory

c. SCCM

c. SCCM

d. App-V

d. App-V

e. カスタム メディア

e カスタム メディア

各展開手段については、後述する概要を参照してください。
Office の展開とカスタマイズのパターンを以下の表にまとめます。
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さらに、上記の 3 パターンも更に細かく方法が分かれます。Office の展開とカスタマイズのパターンを以
下の表にまとめます。

展開/カスタマイズパターンとメリット
1.クイック実行形式
展開パターン

展開概要

カスタマイズ方法

各ユーザーが直接 Office 365 にサ

カスタマイズ可能

1-①

インインし、各自で Office 365 ク

 グループ ポリシー

クラウド 配信

ラウド サービス上の Office をイン

管理テンプレート

メリット

留意点

仮想環境で実行されるため

ストールする展開方法

既存環境に影響がない。
インターネット回線があれ
ば、どこでも簡単にインス

Office 365 アカウント
が必要

トールすることができる
Office365 アカウント
が必要
オンプレミス配信用
サーバーの構築
(AD,SCCM など) が必

管理者が Office の Setup.exe をファ
1-②-a.

イル サーバーにコピーし共有す

ファイル共

る

実 行 ファ イル をフ ァイ ル
サーバーに格納し共有す

有を利用す

各ユーザーがファイル サーバーへ

るだけなので、事前準備

る

アクセスし、各自が Office をイン

が簡単

ストールする展開方法

要
アクセス制限する場
合はユーザー アカウ
ントやセキュリティ
グループが必要
ネットワーク帯域へ
の負荷分散を考慮し

カスタマイズ可能
1-②

てないため、大多数

 グループ ポリシー

管理者

の PC への一斉適用

管理テンプレート

配信

には不向き

 Office 展 開 ツ ー ル

Office 365 アカウント

(ODT)

が必要

管理者が Office のインストール ポ

オンプレミス配信用

イントを作成する。
1-②-b.
Active
Directory グ
ループ ポリ
シーを利用
する

サーバーの構築

グループ ポリシーのコンピュータ

グループ ポリシーを利用

(AD,SCCM など) が必

ー スタートアップ スクリプトで

して、Office を一元管理し

要

展開

配布することが可能

Active Directory が 必

クライアント PC が起動しドメイ

イ ン スト ール だけ では な

要

ンへログインするタイミングで強

く、変更・削除も可能

ネットワーク帯域へ

制的に Office がインストールされ

の負荷分散を考慮し

る展開方法

てないため、大多数
の PC への一斉適用
には不向き
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展開パターン

展開概要

カスタマイズ方法

メリット

Office 365 アカウント

管理者が Office のインストール ポ

が必要

イントを作成し、ソフトウェア配
1-②-c.

信サーバーの構築を実施する

SCCM などの

管理者がソフトウェア配信サーバ

ソフトウェ

ーで Office のパッケージを作成し

ア配信サー

配布スケジュールを定義する

バー製品を

クライアント PC が起動し管理者

利用する

が定義したスケジュールのタイミ

オンプレミス配信用
リポジトリの管理、ログの

サーバーの構築

管理など高度なソフトウェ

(AD,SCCM など) が必

ア管理が可能

要

導入後のメンテナンスにも

Active

利用可能

SCCM の環境が必要

ア配信が可能

アプリケーションを仮想化しクラ

App-V を利用

供する

する

Office のパッケージを準備しクラ

と

考慮したソフトウェ

ールされる展開方法

イアント上で実行できる機能を提

Directory

ネットワーク帯域を

ングで強制的に Office がインスト

1-②-d.

留意点

管理者はクラウドサービス
から仮想化された Office の
パッケージを入手するだけ
で展開

イアント PC に配信する展開方法

Office365 アカウント
が必要
App-V サーバーの構
築 が必要

OS の入れ替えと合わせて

1-②-e.
カスタム メ
ディアを利
用する

イメージング ツールで作成した

展開が可能

OS イメージを作成し、Sysprep ツ

マスタとなるディスク・イ

ールを使用して、コンピューター

メージを作成すると ２ 台

Office365 アカウント

名、セキュリティ識別子 (SID)、ド

目以降のインストールが簡

が必要

ライバ キャッシュ、アカウントな

単になる

大多数の PC への一

ど固有の情報を削除し、記憶媒体

Sysprep でディスク・イメ

斉適用には時間が必

にコピーする

ージを作成するときに、あ

要

その媒体で OS を新しいハードウ

らかじめ無人応答ファイル

ェアにインストールする展開方法

を指定しておくとセットア
ップが省ける

2. Windows インストーラー形式
展開パターン

展開概要

カスタマイズ方法

メリット

留意点
アクセス制限する場

管理者が Office の Setup.exe をフ
2-①
管理者配
信

2-①-a.

ァイル サーバーにコピーし共

ファイル共

有する

合はユーザー アカウ
カスタマイズ可能
 グループ ポリシー

実 行 ファ イル をフ ァイ ル

管理テンプレート

サーバーに格納し共有す

有を利用す

各ユーザーがファイル サーバー

 Config.xml

るだけなので、事前準備

る

へアクセスし、各自が Office を

 Office カスタマイズ

が簡単

インストールする展開方法

ツール

ントやセキュリティ
グループが必要
ネットワーク帯域へ
の負荷分散を考慮し
てないため、大多数
の PC への一斉適用
には不向き
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展開パターン

展開概要

カスタマイズ方法

メリット

留意点

管理者が Office のインストール
ポイントを作成する
2-①-b.
Active
Directory グ
ループ ポリ
シーを利用
する

Active Directory が 必

グループ ポリシーのコンピュー

グループ ポリシーを利用

要

ター スタートアップ スクリプ

して、Office を一元管理し

ネットワーク帯域へ

トで展開

配布することが可能

の負荷分散を考慮し

クライアント PC が起動しドメ

イ ン スト ール だけ では な

てないため、大多数

インへログインするタイミング

く、変更・削除も可能

の PC への一斉適用

で強制的に Office がインストー

には不向き

ルされる展開方法
管理者が Office のインストール
ポイントを作成し、ソフトウェ
ア配信サーバーの構築を実施す
2-①--c.

る

SCCM な ど

管理者がソフトウェア配信サー

のソフトウ

バーで Office のパッケージを作

ェア配信サ

成し配布スケジュールを定義す

ーバー製品

る

を利用する

クライアント PC が起動し管理

リポジトリの管理、ログの

Active

管理など高度なソフトウェ

SCCM の環境が必要

ア管理が可能

ネットワーク帯域を

導入後のメンテナンスにも

考慮したソフトウェ

利用可能

ア配信が可能

Directory

と

者が定義したスケジュールのタ
イミングで強制的に Office がイ
ンストールされる展開方法
アプリケーションを仮想化しク
2-①--d.
App-V を 利
用する

ライアント上で実行できる機能

仮想化した Office のパッ

を提供する

ケージを展開することによ

App-V サーバー の構

シーケンス処理を実施し、パッ

り、他バージョンの Office

築が必要

ケージを作成し、クライアント

と共存可能

PC に配信する展開方法
OS の入れ替えと合わせて

2-①--e.
カスタム メ
ディアを利
用する

イメージング ツールで作成した

展開が可能

OS イメージを作成し、Sysprep

マスタとなるディスク・イ

ツールを使用して、コンピュー

メージを作成すると ２ 台

ター名、セキュリティ識別子

目以降のインストールが簡

大多数の PC への一

(SID)、ドライバ キャッシュ、ア

単になる

斉適用には時間が必

カウントなど固有の情報を削除

Sysprep でディスク・イメ

要

し、記憶媒体にコピー

ージを作成するときに、あ

その媒体で OS を新しいハード

らかじめ無人応答ファイル

ウェアにインストール

を指定しておくとセットア
ップが省ける
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次の図は Office の「クイック実行形式」導入の流れと「Windows インストーラー形式」導入の流れの各
フェーズでの選択肢を示したものです。

クイック実行 導入の流れ

ライセンス認証

カスタマイズ

Office 365 認証

configuration.xml

ライセンス割当て

グループ ポリシー

配布・展開
Office 365 ポータル

メンテナンス
Office 365 デスクト
ップ セットアップ

オンプレミス配布

配布ソフトウェア

(SCCM など)

(SCCM など)

従来の Windows インストーラー 導入の流れ

ライセンス認証

カスタマイズ

KMS

MAK
Active Directory
ベース認証

インストール

配布・展開

メンテナンス

ファイル共有

グループ ポリシー

OCT

Active Directory

OCT

Config.xml

SCCMなど

SCCMなど

ポイント

従来の Windows インストーラーを使用して Office を展開する場合は、従来の展開方法をそのまま利用で
きます。よって、上記の「配布・展開」に記載の 3 パターン (ファイル共有、Active Directory、SCCM) 以
外にも、イメージ展開・App-V 配信・RDP などの展開パターンも存在します。詳細な情報は以下の URL を
参考にしてください。

参考


「Office 2010 の構成と展開」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc178982.aspx
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1. クイック実行形式の展開シナリオ
クイック実行は、クラウド環境の Office 365 を利用して Office を展開する方式です。
この方式には「クラウド配信」方法と「管理者配信」方法の 2 つが存在します。

[1-①] クラウド配信を利用する展開方法
クラウド配信を利用する展開方法では、ローカルのソフトウェア配布インフラストラクチャが不要で
す。このモデルでは、管理者に基本的なポータルの制御権が提供され、それによって組織内の全ユーザ
ー用のソフトウェア アーキテクチャ (x86/x64) と言語を決定できるようになっています。

管理者は、Office の利用対象であるユーザーを Office 365 に登録し、一時パスワードを発行するだけで作
業が終了します。作業後、利用するユーザーには、Office 365 用のユーザーID および一時パスワード、サ
イトへのアクセス URL が記載されたメールが自動配信されます。メールを受信した利用ユーザーは手順
に従い Office 365 へサインインして Office をインストールすることが可能です。ただし、各ユーザーは
Windows 7 以降の OS のローカル管理者でなければなりません。
基本的にはこれで Office を利用可能ですが、企業で使用しているユーザー ID (Active Directory ユーザー ア
カウント) を使用して Office 365 へサインインしたい場合などは、追加でグループ ポリシー構成を定義す
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ることができます。その際、サービスで使用するユーザー オブジェクトの定義やインポート、フェデレ
ーションでのシングル サインオンの実装などが必要となります。
この展開方法は、仮想化テクノロジーを利用しているため、クライアント PC へ Office が仮想アプリケー
ションとしてインストールされます。よって、既存の Office 製品が同一 PC 上に存在していても問題あり
ません。さらに、利用ユーザーは、必要に応じて依存アプリケーション、Office アドイン、リボンのユー
ザー設定、独自のファイル テンプレートなどを指定して、各自の Office 環境をカスタマイズできます。
なお、インストールされた Office の主要機能はオフラインで使用可能です。必要となる追加機能はその
都度バックグラウンドでインストールされます。
Office 製品のインストール後に更新プログラムやサービス パックの適用作業が発生しますが、この方法
で展開した場合、Office の更新プログラムやサービス パックは、Office 365 経由でクライアント PC へ自動
展開されるため、管理者による定期的な更新管理が必要なくなります。ユーザーは常に最新の Office を
利用することが可能です。
すべての利用ユーザーがインターネット経由で Office 365 へアクセスし、Office をダウンロードします
が、仮想化テクノロジーとストリーミング配信の採用によりネットワーク トラフィックは最小限に抑え
られています。
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[1-②] 管理者配信を利用する展開方法
管理者配信は、クイック実行用の実行ファイルを社内のソフトウェア配布インフラストラクチャを利用
して配布する方法です。各クライアントが Office 365 にサインインし、Office を個々にダウンロードして
インストールする必要はなく、企業内のネットワーク上に用意されたファイル共有またはソフトウェア
配布ツールから強制的に配信することが可能です。
Office 365 ProPlus には、Office 展開ツール (ODT) が追加されました。Office 展開ツールは、管理者配信に
よるクイック実行形式のインストール ソースをカスタマイズできます。管理者は、管理者画面より
Office 展開ツールをダウンロードすることができます。
Office 展開ツール (ODT) に含まれているもの
・Office 展開ツールの setup.exe ファイル
・サンプルの Configuration.xml ファイル
まず管理者は Office 展開ツールを使用して、クイック実行用インストール ソースのインストール方法を
定義し、ダウンロードします。ダウンロードしたインストール ソースを、ファイル共有や既存のソフト
ウェア配布インフラストラクチャにインポートします。
カスタマイズする Configuration.xml の詳細な情報は、後述するカスタマイズ方法を参照してください。
Office 展開ツールの詳細は以下のサイトを参照してください。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219428.aspx

43
Office 評価ガイド

管理者が強制的に Office をクイック実行形式でユーザーへ展開したい場合には、この展開シナリオを選
択してください。この方法で展開すると、管理者による更新プログラム適用タイミングや更新先のパス
指定など制御することが可能です。例えば、Office インストール時に更新先のパスを社内のファイル共有
に設定し、管理者が任意のタイミングで新しい Office バージョンをそのファイル共有に公開します。こ
うすることで、社内の Office バージョンは常に統一することが可能となります。更新プログラムの制御
方法については、後述の「 Office 展開 Tips 編 アップデート詳細情報」で詳しく説明していますので参照
してください。
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[1-②-a] ファイル共有を利用する展開方法
Office 展開ツールにてダウンロードしたインストール ソース をファイル サーバーに格納し、そのフォル
ダーをネットワーク共有するという方法です。フォルダーにアクセス権を設定することでインストール
させるユーザーを制限することもできます。
管理者は Office のインストール ソースを配置後、その共有フォルダーまでのパスをユーザーへメールな
どで展開します。

[1-②-b] Active Directory グループ ポリシーを利用する展開方法
Active Directory のグループ ポリシー ログイン スタートアップで、Office のインストールを実行するスク
リプトを指定することで展開を行います。
Active Directory では、グループ ポリシーを使って多数のクライアント コンピューターを集中管理できま
す。例えば、特定のデスクトップ構成を適用する際にもグループ ポリシーを使えば、多数のコンピュー
ターに対して一括で適用できます。
また、ドメイン全体や OU (組織単位) ごとにグループ ポリシーを定義できるため、部署や部門ごとに既
定のファイル保存形式や、Office 製品の機能オプション設定をポリシーで指定することも可能です。
管理者は、Office 展開ツール でインストール ソースをダウンロードします。ダウンロードした
configuration.xml をカスタマイズし、グループ ポリシー管理エディターでログオンスクリプトの作成を
し、設定しておきます。AD サーバーの指定された場所に格納しておけば、ユーザーがログインした時に
自動で配信されます。
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ただし、ネットワーク帯域への負荷を考慮してないため、大多数の PC への一斉配布には向きま
せん。

[1-②-c] SCCM などのソフトウェア配信サーバー製品を利用する展開方法
SCCM (System Center Configuration Manager) は、社内に点在するクライアント コンピューターの管理を支
援するサーバー製品です。SCCM はシステム管理者の持つ以下のような課題や要望を解決し、効率よく確
実にクライアント コンピューターの管理を行うための多くの機能を提供します。


ハードウェア・ソフトウェアの構成情報収集とレポート機能
社内に展開されているクライアント コンピューターの最新のハードウェア情報が把握できていな
い、クライアント コンピューターのアップデート プログラムの適用状況を把握したい、などの課題
や要望の解決を支援します。



ソフトウェア配布・アップデート プログラムの展開機能
ソフトウェアの導入やアップデート プログラムの展開に手間と時間がかかる、エンド ユーザーにイ
ンストール作業を意識させたくない、ネットワーク集中を避けたい、特定のクライアント コンピュ
ーターのみに配布したい、などの課題や要望の解決を支援します。



イメージ ベースの OS 展開機能
新規コンピューターの導入で人手やコスト、時間がかかる、コンピューターの個別のセットアップ
に要する時間を短縮したい、などの課題や要望の解決を支援します。



リモート ツール
エンド ユーザーからの支援依頼に迅速に対応できない、などの課題を解決します。

SCCM を利用すれば、グルーピングした特定のクライアント コンピューターに、スケジュールを組んで
Office を配布することが可能となります。勤務時間外などのスケジュールの指定、管理者権限を使ったイ
ンストール、猶予時間を設けた強制的なインストールなど要件に合わせた柔軟なアプリケーションの展
開を実現します。ネットワーク集中を避けたい場合や、特定のタイミングで自動的にインストールさせ
たい場合に、特定のルールに基づいた展開を行うことができます。
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管理者は、Microsoft の管理者画面から Office 展開ツール でダウンロードしたインストール ソースをカス
タマイズします。同時に配信先クライアントにエージェントをインストールします。SCCM でカスタマイ
ズしたインストール ソースを含んだパッケージを作成し、作成した共有フォルダーに格納すれば、自動
的にインストールさせたいタイミングで SCCM によって配信されます。

[1-②-d] App-V を利用した展開方法
App-V 4.6 Sequencer でパッケージ化している頃では、Q ドライブ上のパスにインストールする必要があり
ました。今回の Office 展開ツールを使用した App-V5.0 では、Sequencer を使わず、また Q ドライブ上のパ
スを指定する必要もありません。Office 展開ツールを使用して、クイック実行の App-V パッケージを作成
します。App-V のパッケージはアップグレードも編集もできません。もし、編集する必要があれば、
Dynamic Deployment Configuration ファイルを使用して、カスタマイズすることが可能です。App-V のパッ
ケージは以下のもののみサポートされます。
Office Version

APP-V Version

ライセンスのサポー

展開サポート

サポートされない展開

N/A

N/A

Office サブスクリプシ

1. デスクトップ

ョン

2. パーソナル VDI

N/A
1. RDSH
2. Pooled VDI
3. Windows To Go

ト
クイック実行
(Office 365
ProPlus)

4.6
5.0

[1-②-e] カスタム メディアを利用した展開方法
ImageX などのイメージング ツールで作成した OS イメージを作成します。クイック実行でダウンロード
された新しい Office が含まれたイメージでもマイクロソフトはサポート対象となっています。新しい
Office が含まれたイメージから System Preparation Tool (Sysprep) ツールを使用して、コンピューター名、
セキュリティ識別子 (SID)、ドライバ キャッシュ、アカウントなど固有の情報を削除します。Windows イ
ンストールをキャプチャし、Windows 標準イメージとして記憶媒体にコピーします。その媒体で OS を新
しいハードウェアにインストールする場合に、コンピューターの再起動時に新しいコンピューター セキ
ュリティ識別子 (SID) を作成するよう構成します。
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カスタマイズ方法
クラウド サービスを利用した展開方法では、Office 展開ツール (ODT) を利用してカスタマイズを実施する
ことができます。基本的なプロセスは次のとおりです。



既存のソフトウェア配布インフラストラクチャを使用して、ユーザー コレクションを定義します。



管理者が configuration.xml ファイルを使用して、インストールするソフトウェアの詳細 (バージョン
番号、言語など) と、どこからインストールするか (ローカル エリア ネットワーク、クラウド サー
ビス、クラウドへのフェールオーバー) を定義します。



エンタープライズ用ソフトウェア配布またはその他の方法で、ユーザーの PC にコマンド ラインを
プッシュします。このコマンドによって新しい実行可能ファイル (ブートストラップ) が呼び出さ
れ、XML 構成ファイルの場所が指定されます。



コマンド ラインが起動され、インストールが実行されます。XML ファイルで指定した設定に従って
Office が構成されます。



管理者は必要に応じて、スクリプトにより自動で、またはソフトウェア配布を使用して、その他の
コンポーネント (依存アプリケーション、Office アドインなど) を追加できます。
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configuration.xml リファレンス
要素

説明

Configuration 要素

最上位の要素です。

Add 要素

インストールする製品と言語を指定します。

Display 要素

セットアップがユーザーに対して表示する UI のレベルです。

Language 要素

Product 要素の子要素です。インストールに言語を追加します。

Logging 要素

セットアップによって実行されるログ記録の種類を指定するオプションです。

Product 要素

Add 要素または 削除 要素の子要素です。インストールする製品を指定します。

Property 要素

一般的なプロパティに使用されます。

Remove 要素

削除する製品と言語を指定します。

Updates 要素

Office による製品の更新プログラムのチェックおよび取得の方法を指定します。

Add 要素の属性と値
属性

値

説明

SourcePath

\\server\share\
C:\Preload\Office
http://internalApps/Office/

省略可能。
SourcePath の値は、クイック実行 ソースの場所
を含むネットワーク パス、ローカル パス、また
は HTTP パスに設定できます。ネットワーク パ
スとローカル パスには環境変数を使用できま
す。
SourcePath は、Office 展開ツール を ダウンロー
ド モードで実行した場合、クイック実行インス
トール ソースを保存する場所を示します。
Office 展開ツール Office
SourcePath は、configure モードで Office 展開ツ
ール を実行する際に Office をインストールす
る、インストール ソース パスを示します。
configure モードで SourcePath を指定しない場
合、 セットアップは 現在のフォルダーで Office
ソースファイルを検索します。Office が現在の
ファイルにない場合、セットアップは Office 365
を検索します。
SourcePath は、Office 展開ツール を packager モ
ードで実行した場合は、App-V パッケージが作
成される クイック実行 Office ソースのパスを示
します。
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属性

値

説明
SourcePath を指定しなかった場合は、セットア
ップによって、setup.exe を実行している作業デ
ィレクトリに \Office\Data\... フォルダー構造が
作成されます。

Version

15.1.2.3

省略可能。
Version の値を設定しなければ、クイック実行
製品のインストールで、ソースにある最新バー
ジョンが使用されます。既定では、アドバタイ
ズされている最新ビルドが使用されます(クイッ
ク実行 Office のインストール ソースにおいて
v32.CAB または v64.CAB で定義)。
Version の値は、X.X.X.X という形式を使用して、
Office 2013 のビルド番号に設定できます。

ForceDowngrade

TRUE または FALSE

省略可能。
ForceDowngrade を設定しなければ、FALSE とし
て解釈されます。
製品を追加するときには、クライアントに既に
インストールされているファイルよりも新しい
ファイルだけがダウンロードされます。
ForceDowngrade を TRUE に設定し、Version 属性
を指定すると、より新しいファイルがクライア
ントにインストールされていたとしても、指定
したバージョンのすべての製品ファイルがダウ
ンロードされます。

OfficeClientEdition

32 または 64

必須。
使用するクイック実行 Office 365 製品のエディ
ション (32 ビット版または 64 ビット版) を指定
します。OfficeClientEdition を有効な値に設定し
ないと、操作が失敗します。
OfficeClientEdition の設定が適切でない場合、
configure モードの操作は失敗することがありま
す。たとえば、32 ビットの Windows オペレーテ
ィング システムが実行されているコンピュータ
ーに 64 ビット版の Office 365 クイック実行製品
をインストールしようとしたり、64 ビット版の
Office がインストールされているコンピュータ
ーに 32 ビット版の Office 365 クイック実行 製品
をインストールしようとした場合です。
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Display 要素の属性と値
属性

値

説明

level

なし

省略可能。

Full

操作の実行時にユーザーに表示するユーザー イ
ンターフェイスを決定します。
Level を None に設定すると、ユーザーに UI が表
示されません。進行状況 UI、完了画面、エラー
ダイアログ ボックス、最初の実行の自動開始 UI
のいずれも表示されません。
Level を Full に設定すると、ユーザーに通常の ク
イック実行 ユーザー インターフェイスが表示さ
れます。自動開始、アプリケーション スプラッ
シュ画面、および エラー ダイアログ ボックス
が表示されます。

AcceptEULA

TRUE
FALSE

省略可能。
AcceptEULA を TRUE に設定することをお勧めし
ます。
この属性を TRUE に設定すると、ユーザーにマ
イクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 ダ
イアログ ボックスが表示されません。
この属性を FALSE に設定するか、またはこの属
性を設定しないと、ユーザーにマイクロソフト
ソフトウェア ライセンス条項 ダイアログ ボッ
クスが表示されます。

Language 要素の属性と値
属性

値

説明

ID

ll-cc

必須。
Language ID の値を設定しないと、インストール
操作が失敗し、入力が有効でないことが示され
ます。
ID の値は、Office の有効な言語 (たとえば、英語
なら en-us、日本語なら ja-jp) に設定できます。
ll-cc 値は言語識別子です。

Logging 要素の属性と値
属性

値

説明

level

Off

省略可能。
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属性

値

説明

Standard

クイック実行 セットアップによって実行される
ログ記録のオプションを指定します。既定のレ
ベルは Standard です。

Path

%temp%\\server\share\userlogs\

省略可能。
ログ ファイル用のフォルダーの完全修飾パスを
指定します。環境変数を使用できます。既定値
は %temp% です。

Name

省略可能。
ログ ファイルの名前を指定します。名前にはア
スタリスク文字 (*) を含めることができます。
その場合、アスタリスク文字は動的にタイム ス
タンプに置き換えられます。

Product 要素の属性と値
属性

値

説明

ID

O365ProPlusRetail

必須。
ID は有効な製品リリース ID に設定する必要があ
ります。
Office 365 クイック実行 製品に対してサポート
される製品リリース ID は次のとおりです。
・O365ProPlusRetail
・VisioProRetail
・ProjectProRetail
・SPDRetail (SharePoint Designer)
ID を設定しないと、操作が失敗し、入力が有効
でないことが示されます。
Product 要素の順序によって、製品のインストー
ル順序が決まります。最初の Product ID は、
Microsoft Office First Run Experience アプリケーシ
ョンが起動するコンテキストを決定するのに使
用します。Microsoft Office First Run Experience
は、各 Office アプリケーションの最初の起動を
参照します。

PIDKEY

12345-12345-12345-12345-12345

省略可能。
PIDKEY を設定すると、指定した 25 文字の
PIDKEY 値がこの製品に使用されます。
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Property 要素の属性と値
属性

値

説明

AUTOACTIVATE

1
0

AUTOACTIVATE が 1 に設定されている場合は、
指定された製品が自動的にライセンス認証を試
行します。AUTOACTIVATE が設定されていない
場合は、ライセンス認証ウィザード UI が表示さ
れることがあります。

FORCEAPPSHUTDOWN

TRUE
FALSE

Office アプリケーションが実行されている場合
は、インストールまたは削除の操作がブロック
されることがあります。このようなときは通
常、プロセス キラー UI を起動します。管理者
は、FORCEAPPSHUTDOWN の値を TRUE に設定す
ると、ユーザーの対話的操作への依存を防ぐこ
とができます。FORCEAPPSHUTDOWN を TRUE に
設定すると、操作をブロックするアプリケーシ
ョンがシャットダウンされます。ただし、デー
タが失われることがあります。
FORCEAPPSHUTDOWN を FALSE (既定) に設定した
場合、Office アプリケーションが実行している
ときに操作が失敗する可能性があります。

Remove 要素の属性と値
属性

値

説明

All

TRUE
FALSE

省略可能。
既定値は FALSE です。All を TRUE に設定する
と、すべての クイック実行 製品が削除されま
す。

Updates 要素の属性と値
属性

値

説明

Enabled

TRUE
FALSE

省略可能。
Enabled を TRUE に設定すると、クイック実行 更
新システムが更新プログラムの有無をチェック
します。この属性を FALSE に設定すると、クイ
ック実行 更新システムは作動しません。

UpdatePath

\\server\share\
C:\Preload\Office
http://internalApps/Office/
""

省略可能。
UpdatePath を設定しなければ、クイック実行 イ
ンストールは Microsoft クイック実行ソース (コ
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属性

値

説明
ンテンツ配信ネットワーク (CDN)) から更新プロ
グラムを取得します。これが既定です。
UpdatePath を空 ("") に設定すると、Microsoft ク
イック実行ソース (CDN) から更新プログラムが
取得されます。
UpdatePath では、クイック実行 ソースの場所を
示すネットワーク パス、ローカル パス、または
HTTP パスを指定できます。
ネットワーク パスとローカル パスには環境変数
を使用できます。

TargetVersion

15.1.2.3
""

省略可能。
TargetVersion を設定しなければ、クイック実行
は Microsoft クイック実行 ソースにある最新バ
ージョンに更新されます。
TargetVersion を空 ("") に設定すると、クイック
実行は Microsoft クイック実行 ソースにある最
新バージョンに更新されます。
TargetVersion は、Office のビルド番号 (たとえ
ば、15.1.2.3) に設定できます。バージョンを設
定すると、Office は次の更新サイクルで指定の
バージョンへの移行を試みます。
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コラム ： Office オンデマンドの展開シナリオ
Office オンデマンドの展開
Office オンデマンドでは、各ユーザーが Office 365 へサインインし、Office アプリケーションを実行で
きます。
クイック実行配信テクノロジーを使用して Office を展開しますが、サービス提供となり、クライアン
ト PC へインストールは実行されません。一時的にサービスを利用する形式です。カスタマイズをす
ることはできません。
クライアント PC に情報を保存しないため、共有端末など、情報を残したくないデバイスでもセキュ
アに利用することができます。
あくまでも、Office をインストールするのではなくサービスとして利用するため、ローカル PC への
管理者権限は不要であり、後で同じ PC を使用するユーザーに、この Office アプリケーションが表示
されることはありません。起動時に、自動的にそのユーザーの設定を使ってアプリケーションが構成
され、ユーザーが最近使ったドキュメントが表示されます。
利用ユーザーは持っているデバイスのすべてで同じ Office 環境を利用することができます。

Office 365 へサインイン後、各ア
プリケーションを実行する
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2. Windows インストーラー形式の展開シナリオ
Office は Windows インストーラー形式で展開することも可能で、Office 2010 で用意されている展開シナ
リオをそのまま利用することができます。
Office を Windows インストーラー形式で展開するシナリオとしては、「ファイル共有を利用する」方
法、「 Active Directory グループ ポリシーを利用する」方法、「ソフトウェア配信サーバー製品を利用す
る」方法、「 APP-V を利用する方法」、「 Sysprep を利用する方法」などが存在します。

[2-①] 管理者配信を利用する展開方法
Windows インストーラー形式では、管理者配信でのみ展開が可能です。

[2-①-a] ファイル共有を利用する展開方法
Office の実行ファイル (exe ファイル) をファイル サーバーに格納し、そのフォルダーをネットワーク共有
するという方法です。フォルダーにアクセス権を設定することでインストールさせるユーザーを制限す
ることもできます。
管理者は Office の実行ファイルを配置後、その共有フォルダーまでのパスをユーザーへメールなどで展
開します。
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[2-①-b] Active Directory グループ ポリシーを利用する展開方法
Active Directory のグループ ポリシー ログイン スタートアップで、Office のインストールを実行するスク
リプトを指定することで展開を行います。
Active Directory では、グループ ポリシーを使って多数のクライアント コンピューターを集中管理できま
す。例えば、特定のデスクトップ構成を適用する際にもグループ ポリシーを使えば、多数のコンピュー
ターに対して一括で適用できます。
また、ドメイン全体や OU (組織単位) ごとにグループ ポリシーを定義できるため、部署や部門ごとに既
定のファイル保存形式や、 Office 製品の機能オプション設定をポリシーで指定することも可能です。
ただし、ネットワーク帯域への負荷を考慮してないため、大多数の PC への一斉配布には向きません。

[2-①-c] SCCM などのソフトウェア配信サーバー製品を利用する展開方法
SCCM は、社内に点在するクライアント コンピューターの管理を支援するサーバー製品です。SCCM はシ
ステム管理者の持つ以下のような課題や要望を解決し、効率よく確実にクライアント コンピューターの
管理を行うための多くの機能を提供します。


ハードウェア・ソフトウェアの構成情報収集とレポート機能
社内に展開されているクライアント コンピューターの最新のハードウェア情報が把握できていな
い、クライアント コンピューターのアップデート プログラムの適用状況を把握したい、などの課題
や要望の解決を支援します。



ソフトウェア配布・アップデート プログラムの展開機能
ソフトウェアの導入やアップデート プログラムの展開に手間と時間がかかる、エンド ユーザーにイ
ンストール作業を意識させたくない、ネットワーク集中を避けたい、特定のクライアント コンピュ
ーターのみに配布したい、などの課題や要望の解決を支援します。



イメージ ベースの OS 展開機能
新規コンピューターの導入で人手やコスト、時間がかかる、コンピューターの個別のセットアップ
に要する時間を短縮したい、などの課題や要望の解決を支援します。
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リモート ツール



エンド ユーザーからの支援依頼に迅速に対応できない、などの課題を解決します。
SCCM を利用すれば、グルーピングした特定のクライアント コンピューターに、スケジュールを組んで
Office を配布することが可能となります。勤務時間外などのスケジュールの指定、管理者権限を使ったイ
ンストール、猶予時間を設けた強制的なインストールなど要件に合わせた柔軟なアプリケーションの展
開を実現します。ネットワーク集中を避けたい場合や、特定のタイミングで自動的にインストールさせ
たい場合に、特定のルールに基づいた展開を行うことができます。

[2-①-d] App-V を利用した展開方法
App-V はアプリケーションの実行環境を仮想化し、クライアント OS 上で Office 等を提供する製品です。
シーケンス処理を実行し、パッケージを作成します。そのパッケージを App-V サーバーの指定された場
所に配置しておきます。クライアントはエージェントをインストールし、クライアント OS 上に仮想フォ
ルダーを作成します。クライアントは、設定された時間に自動的に最新のパッケージを取得しにいきま
す。

[2-①-e] カスタム メディアを利用した展開方法
ImageX などのイメージング ツールで作成した OS イメージを作成します。新しい Office が含まれたイメ
ージから System Preparation Tool (Sysprep) ツールを使用して、コンピューター名、セキュリティ識別子
(SID)、ドライバ キャッシュ、アカウントなど固有の情報を削除します。Windows インストールをキャプ
チャし、Windows 標準イメージとして記憶媒体にコピーします。その記憶媒体を使用して、クライアン
ト PC にインストールします。
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カスタマイズ方法
Windows インストーラー形式で展開する場合、従来のカスタマイズ方法を使用して Office を構成するこ
とができます。Office をカスタマイズするシナリオとしては、「Office カスタマイズツール (OCT) を利用
する」方法、「Config.xml を利用する」方法、「Office 用グループ ポリシー管理テンプレートを利用す
る」方法が存在します。

Office カスタマイズ方法

Office カスタマイズツール (OCT) を利用する

Config.xml ファイルを利用する

Office 用グループポリシー 管理テンプレートを利用する



Office カスタマイズツール (OCT) を利用する

OCT はセットアップ プログラムの 1 部であり、クライアントのカスタマイズで中心的な役割を担うツー
ルです。OCT はカスタマイズをセットアップのカスタマイズ (.msp) ファイルに保存し、このファイルが
セットアップ時か、メンテナンス モードで動作しているときに適用されます。
OCT は、ボリューム ライセンス版の Office、Office 2010、および 2007 Office システムでのみ使用できま
す。Office のインストールがボリューム ライセンス版かどうかを判断するには、Office のソースをチェッ
クして、Admin という名前のフォルダーがあるか調べます。Admin フォルダーが存在する場合、その
Office はボリューム ライセンス版です。Admin フォルダーが存在しない場合、その Office は小売り製品版
です。
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Config.xml ファイル

Config.xml ファイルを使用してインストール タスクを構成することができます。Config.xml はユーザーの
コンピューターにインストールされることもキャッシュされることもありませんので、Setup を実行する
ときにのみ適用します。よって、インストール後のメンテナンスなどに使用することができません。
管理者は Config.xml ファイルを編修してインストールをカスタマイズできます。以下のカスタマイズ
は、Config.xml ファイルからのみ行うことができます。


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。



Setup のオプションをカスタマイズする。たとえば、ログ記録や、Setup カスタマイズ ファイル
とソフトウェア更新プログラムの位置。



ユーザー名などのインストール オプションを指定する。



Office をインストールせずに、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
にコピーする。



インストール内の言語を追加または削除する。

Office 用の Config.xml ファイルは、Office の exe ファイルで提供されています。



Office 用グループ ポリシー管理テンプレート

Active Directory に Office 用の管理テンプレートを導入し Office の各機能を構成することができます。クラ
イアント PC は起動後 Active Directory ドメインへログインする際に構成された Office を適用します。管理
テンプレートは、セットアップ時だけでなく Office のメンテナンス時にも使用することができます。
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III. Office システム要件
Office のシステム要件を示します。
1. システム要件

項目

要件

コンピューターおよびプロセッサ

1 GHz 以上の x86 または x64 プロセッサ (SSE2 命令セットに対応)

メモリ

32 ビットでは 1 GB の RAM、64 ビットでは 2 GB の RAM

ハードディスク

3.0 GB の空きディスク領域

ディスプレイ
オペレーティング システム
ブラウザー
.NET のバージョン

グラフィックス ハードウェア アクセラレータを使用するには DirectX 10 準拠の
グラフィックス カードと 1024 x 576 の解像度が必要
Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012
Microsoft Internet Explorer 8、9、または 10。Mozilla Firefox 10.x またはそれ以降のバー
ジョン。Apple Safari 5。Google Chrome 17.x。
3.5、4.0、または 4.5
マルチタッチ機能を使用するには、タッチ対応のデバイスが必要です。ただし、キ

マルチタッチ

ーボード、マウス、その他の標準またはアクセス可能な入力デバイスを使用すれ
ば、常にすべての機能を利用できます。新しいタッチ機能は Windows 8 用に最適化
されています。

その他

要件および製品機能は、システム構成とオペレーティング システムによって異なる
可能性があります。

2. インストールの推奨事項
64 ビット プロセッサを使用するサーバーとデスクトップ コンピューターは、32 ビット版システムより
も多くの仮想メモリと物理メモリを使用できます。したがって、非常に大きなデータ セットを操作した
り多大な計算能力を要する問題を解決したりすることができます。
Office 2010 で、この大きな容量を活用するためにネイティブの 64 ビット版の Office 製品が初めて導入さ
れました。このような追加の容量は、2GB を超える大きな Excel スプレッドシートを操作する Microsoft
Excel ユーザーにのみ必要です。32 ビット版の Office は同じ機能を提供し、32 ビット版アドインとも互換
性があります。大きなデータを取り扱うような要件が無い限り、32 ビット版 Office の使用を推奨しま
す。
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Office 展開 自習編
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IV. 自習内容
自習編では、Office の展開をステップ バイ ステップ形式で検証することができます。
本バージョンで検証できる展開シナリオは以下のシナリオとなります。

展開シナリオ

配信方法

展開手順

1.クイック実行形式による展開手

①クラウド配信による展開

-

順

②管理者配信による展開 ( *)

a. ファイル共有による展開
b. Active Directory による展開
c. SCCM による展開
d. App-V による展開
e. カスタム メディア による展開

2. Windows インストーラー形式

①管理者配信による展開

による展開手順

a. ファイル共有による展開
b. Active Directory による展開
c. SCCM による展開
d. App-V による展開
e. カスタム メディア による展開

②カスタマイズ

a. 管理テンプレートによるカスタマイズ
b. Office 展開ツール によるカスタマイズ
c. Office カスタマイズ ツールによるカスタマイズ

( *) クイック実行のカスタマイズ方法である「 Office 展開ツール」の使用手順は、「管理者配信による展開」内に詳細な手順をご説
明いたします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

V. Office 展開手順
Office の展開パターンとして、「クイック実行形式」「 Windows インストーラー形式」の 2 パ
ターンに大きく分けられます。


クイック実行形式による展開手順



Windows インストーラー形式による展開手順

1. クイック実行形式による展開手順
クイック実行では、 Office を従来の Windows インストーラー形式より新しい、より簡単に展開する手順
を説明します。
クイック実行で展開する場合、利用するユーザー アカウントを Office 365 に作成し、ライセンスを割り
当てます。
ステップ 1 : ユーザー アカウントの作成

(管理者作業)

ステップ 2 : パスワードの更新

(ユーザー作業)

ステップ 3 : Office365 からダウンロード

(ユーザー作業)

ステップ 4 : Office のインストール開始

(ユーザー作業)

ステップ 5 :インストール後の確認

(ユーザー作業)
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Office 365 ProPlus / クイック実行

[1 - ①] クラウド配信による展開
ステップ 1 : ユーザー アカウントの作成
1

(管理者作業)

サインイン ページ (https://portal.microsoftonline.com) に移動します。管理者アカウントを入力
し、[サインイン] をクリックします。

2

[新しいユーザーを追加する] をクリックします。

65
Office 評価ガイド

Office 365 ProPlus / クイック実行

3

必要事項を入力し、[次へ] をクリックします。

4

ユーザーの所在地を選択し、 [次へ] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

5

チェック ボックスがオンになっていることを確認し、[次へ] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

ステップ 2 ：パスワードの更新
1

(ユーザー作業)

展開準備で作成したユーザー アカウントを入力し、一時パスワードを入力します。[サインイ
ン] をクリックします。

2

一時パスワードと新しいパスワードを入力し、[保存] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

3

[保存] をクリックすると同時に入力された項目が空欄になりますが、サインインの画面に移動
するのでそのまま待ちます。

4

新しいパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

5

サインインできることを確認します。ステップ 3 へ進みます。

ステップ 3 ：Office365 からダウンロード
1

(ユーザー作業)

[PC および Mac] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

2

[インストール] をクリックします。

3

[実行] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

4

ユーザー アカウント制御 (UAC) の通知ダイアログが表示された場合は、[はい (Y) ] をクリックし
ます。ステップ 4 へ進みます。

ステップ 4：Office のインストール開始
1

(ユーザー作業)

インストールが開始されるので、しばらく待ちます。[次へ] をクリックします。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

2

[Office の品質向上に役立つ情報を Microsoft に送る] を選択して、[同意する(A)] をクリックしま
す。
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Office 365 ProPlus / クイック実行

3

[次へ(N)] をクリックします。

4

[次へ(N)] をクリックします。
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5

[作業の開始(T)] をクリックします。

6

PowerPoint 2013 が起動します。PowerPoint 2013 を閉じて終了します。
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7

以上でインストール作業は完了です。[完了] をクリックします。
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ステップ 5：インストール後の確認（ユーザー作業）
1

[スタート]画面を開き、PowerPoint 2013 以外の Office 製品もインストールされていることを確
認します。

2

PowerPoint 2013 以外の Office 製品も起動できることを確認します。以下の図は、Excel 2013 を起
動しています。
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[1 - ②] 管理者配信による展開
この配信方法は企業内のネットワークで配信することを想定しています。ドメイン環境に参加した状態
で実施してください。管理者配信は、大きく分けて 2 つの フェーズ があります。

Office 展開ツールを使用したインストール方法のステップは以下の通りです。
フェーズ 1 : Office 展開ツールを使用したインストール ソースカスタマイズ方法、ダウンロード
ステップ 1 ：管理者配信用フォルダー作成

(管理者作業)

ステップ 2 ：セットアップ ファイルの設置、xml のカスタマイズ

(管理者作業)

ステップ 3 ：フォルダーへインストール ソース ダウンロード

(管理者作業)
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ステップ 1 ：管理者配信用フォルダー作成
1

(管理者作業)

今回の環境では、ドメイン環境に参加した Windows Server 2008 R2 SP1 のマシンを用意します。
マシンの C ドライブ直下にフォルダーを作成します。 [ファイル] - [新規作成] - [フォルダー] を
クリックします。

※フォルダーを作成する場所は任意で構いません。

2

ここでは、新しいフォルダー名を “ClickToRun” とします。
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3

作成されたフォルダーを選択し、メニューの[ファイル] - [共有] - [特定のユーザー] を選択しま
す。

4

[ファイルの共有] 画面が表示されますので、画面中央より [Domain Computers] を入力の後、 [追
加] ボタンをクリックします。同様の手順で [Domain Users] を追加します。
※setup.exe や configuration.xml を共有フォルダー上に置かない場合には [Domain Computers] の
みで問題ありません。
参考 : http://blogs.technet.com/b/odsupport/archive/2013/06/19/using-the-office-deploymenttool.aspx
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5

[Domain Computers] 、[Domain Users] に対してのアクセス許可レベルの設定が可能になります。
ここでは [読み取り] を選択し、[読み取りと実行] [フォルダーの内容の一覧表示] [読み取り] が
可能な設定にします。[共有] をクリックします。「項目を共有しています」のメッセージが表
示されるのでしばらく待ちます。[終了] をクリックします。
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6

共有フォルダーのアドレスを入力し、作成した共有フォルダーがクライアント PC から閲覧で
きることを確認します。

82
Office 評価ガイド

Office 365 ProPlus / クイック実行

コラム ： 非 Active Directory 環境におけるファイル共有に関して
Office 365 ProPlus をインストールするコンピューター アカウントが、「読み取りと実行」「フォ
ルダーの内容の一覧表示」「読み取り」のアクセス許可を持つ必要があります。
参考 ： Office 365 クイック実行製品の展開の準備をする
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219423.aspx#PrepareDeploy
そのため、非 Active Directory 環境におけるファイル共有の設定は、Everyone グループへ「読み
取りと実行」「フォルダーの内容の一覧表示」「読み取り」のアクセス許可を付与の上で、ローカル
セキュリティ ポリシーの [ローカル ポリシー] – [セキュリティ オプション] 内で以下の 3 つのポ
リシーの設定を行うことで、匿名アクセスを許可する必要があります。
[アカウント: Guest アカウントの状態] ポリシーを [有効] に設定
[ネットワーク アクセス: Everyone のアクセス許可を匿名ユーザーに適用する] ポリシーを [有効]
に設定
[ネットワーク アクセス: 匿名でアクセスできる共有] ポリシーに共有名 (上記の手順の場合には
「ClickToRun」) を記述
共有フォルダーに対するセキュリティ レベルに関する設定となりますので、設定内容を理解された
上で設定を行ってください。
参考 ： 共有フォルダーのアクセス許可を管理する
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc753731.aspx
参考 ： Everyone group does not include anonymous security identifier
http://support.microsoft.com/kb/278259
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ステップ 2 ：セットアップ ファイルの設置、xml のカスタマイズ
1

(管理者作業)

管理者画面の左ツリーから [サービス設定] - [ユーザー ソフトウェア] - [最新バージョンの Office]
を開き、 [ダウンロードおよびカスタマイズします] を選択します。

2

下記リンクより、Office 展開ツールをステップ 1 で作成した管理者配信用共有フォルダーにダウ
ンロードし、格納します。
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36778
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3

[実行] をクリックします。

4

[Continue] をクリックしてください。
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5

[OK] をクリックします。

6

ステップ 1 で作成した [ClickToRun] フォルダーに以下の [configuration.xml] と [setup.exe] があるこ
とを確認します。

7

[configuration.xml] をカスタマイズするため、メモ帳で開きます。ここでは、インストールする製
品と言語を指定します。

カスタマイズの詳細については、下記リンクをご参照下さい。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj219426(v=office.15)
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ステップ 3 ：管理者配信用フォルダーへの実行ファイル ダウンロード
1

(管理者作業)

ステップ 1 で共有フォルダーを作成したマシンに管理者権限でログインし、 [スタート] - [すべて
のプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を右クリックし、[管理者として実行]をクリ
ックしてコマンドプロンプトを起動します。

2

コマンド プロンプトで以下のコマンドを入力します。
C:\ClickToRun\setup.exe△/download△C:\ClickToRun\configuration.xml (※△は半角スペース)

※ステップ 1 で C ドライブ直下に共有フォルダーを作成していない場合は、作成したフォルダー
までのパスを指定してください。(※△は半角スペース)
<ここに共有フォルダーのパスを指定>setup.exe△/download△<ここに共有フォルダーのパスを指
定>configuration.xml
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3

ステップ 1 で作成した共有フォルダー内に [Office] というフォルダーがダウンロードされたこと
を確認します。
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次に各クライアントへの展開方法が分かれます。
フェーズ 2 : クライアントへインストール ソースを使用した展開方法
[1 - ① - a]

ファイル共有による展開

[1 - ① - b]

Active Directory による展開

[1 - ① - c]

SCCM による展開

[1 - ① - d]

App-V による展開

[1 - ① - e]

Sysprep による展開

[1 - ② - a] ファイル共有による展開
ファイル共有を使って配布・展開方法について説明します。下記ステップに沿って実施します。

ステップ 1 ：クライアントへのインストール

ステップ 1：クライアントへのインストール
1

(ユーザー操作)

(ユーザー作業)

配信したいクライアント マシンにログインし、[スタート] 画面より “cmd” と入力します。
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2

コマンドプロンプトを管理者権限にて実行するため、アイコンを右クリックし、下部選択画面よ
り [管理者として実行] を選択します。

3

フェーズ 1 で作成した共有フォルダー内の setup.exe を実行します。
\\<フェーズ 1 で作成した共有フォルダーのパス>\setup.exe△/configure△\\<フェーズ 1 で作成し
た共有フォルダーのパス>\configuration.xml
(※△は半角スペース)
ここでは、192.168.1.105 のサーバーに ClicktoRun 共有フォルダーを作成しているので、以下のよ
うに入力しています。
\\192.168.1.105\ClicktoRun\setup.exe△/configure△\\192.168.1.105\ClicktoRun\configuraiton.xml
(※△は半角スペース)
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4

インストール時にユーザーアカウント制御画面が表示されますので、[実行]を選択します。

5

Office のセットアップがクイック実行形式で実行されます。以降、「1. クラウド配信による展
開」と同様にインストール作業を実施します。
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6

インストール作業が完了すると、以下のメッセージが表示されます。[完了] をクリックしま
す。

7

下記の画面に切り替わった時点を以て、インストール作業は全て完了となります。
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[1 - ② - b] Active Directory グループ ポリシーによる展開
Active Directory 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 を展開
します。下記ステップに沿って実施します。

ステップ 1 ：新規 GPO 作成

(管理者作業)

ステップ 2 ：Office のセットアップをカスタマイズする

(管理者作業)

ステップ 3 ：ドメイン コントローラーのスクリプトを構成する

(管理者作業)

ステップ 4 ：スタートアップ スクリプトの最大実行時間を設定

(管理者作業)

ステップ 5 ：GPO の適用

(ユーザー作業)

ステップ 3 の 「ドメイン コントローラーのスクリプトを構成する」 にて、予めスクリプトを作成する必
要があります。スクリプトの作成についての詳細はこちらをご覧ください。

参考


「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」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff602181

GPMC についての詳細はこちらをご覧ください。

参考


「GPMC を使うにあたって」 (Windows Server 2008 R2)

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc725752.aspx
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ステップ 1 ：新規 GPO 作成
1

(管理者作業)

[グループ ポリシーの管理] ツールを起動し、適切な OU (Organization Unit: 組織単位) を右クリッ
クして [このドメインに GPO の作成し、このコンテナにリンクする] をクリックします。

2

新しい GPO (Group Policy Object) の名前を指定して [OK] をクリックします。ここでは、Office
GPO と指定します。
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ステップ 2 ：Office のセットアップをカスタマイズする
1

(管理者作業)

Office 展開ツール (ODT) を使用して、フェーズ 1 で作成された configuration.xml ファイル をテ
キストエディターで開きます。
※Office 展開ツールによるカスタマイズ手順については、「II . Office 展開シナリオ」 - 「1 . ク
イック実行形式の展開シナリオ」 - 「[1-②] 管理者配信を利用する展開方法」 - 「カスタマイ
ズ方法」を参照

2

configuration.xml でサイレント インストールのオプションを指定します。
※configuration.xml ファイルを、メモ帳などのテキスト エディターで開き、次の例に示すよう
な、Display 要素を含む行を以下の例のように編集し、保存します。
<Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
⇒<Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
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ステップ３ ：ドメイン コントローラーのスクリプトを構成する
1

(管理者作業)

展開するためのスクリプトを作成します。今回は、以下のバッチ ファイルを作成します。
赤字部分を環境に合わせて変更してください。
----以下をコピーしてテキスト ファイルに張り付けてバッチ ファイルとして保存する-----------setlocal
REM *********************************************************************
REM Environment customization begins here. Modify variables below.
REM *********************************************************************
REM Get ProductName from the Office product's core Setup.xml file, and then add "office15." as a prefix.
set ProductName="O365ProPlusRetail - ja-jp"
REM Set DeployServer to a network-accessible location containing the Office source files.
set DeployServer=<フェーズ 1 で作成した管理者配信用フォルダーからのネットワーク パス>
REM Set ConfigFile to the configuration file to be used for deployment (required)
set ConfigFile=%DeployServer%\configuration.xml
REM Set LogLocation to a central directory to collect log files.
set LogLocation=<ログを保管するための共有フォルダーまでのネットワーク パス>
REM *********************************************************************
REM Deployment code begins here. Do not modify anything below this line.
REM *********************************************************************
IF NOT "%ProgramFiles(x86)%"=="" (goto ARP86)
REM Operating system is X64. Check for 32 bit Office in emulated Wow6432 uninstall key
:ARP64
reg query
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%Pr
oductName%
if NOT %errorlevel%==1 (goto End)
REM Check for 32 and 64 bit versions of Office 2010 in regular uninstall key.(Office 64bit would also
appear here on a 64bit OS)
:ARP86
reg query
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%ProductName%
if %errorlevel%==1 (goto DeployOffice) else (goto End)
REM If 1 returned, the product was not found. Run setup here.
:DeployOffice
start /wait %DeployServer%\setup.exe /configure %ConfigFile%
echo %date% %time% Setup ended with error code %errorlevel%.
>> %LogLocation%\%computername%.txt
REM If 0 or other was returned, the product was found or another error occurred. Do nothing.
:End
Endlocal
-------ここまで-------
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2

[グループ ポリシーの管理] ツールを起動し、[ドメイン] – [該当のドメイン名] – [グループ ポリ
シーオブジェクト] の順に展開します。ステップ 2 で作成した GPO を右クリックし [編集] を
クリックします。

3

[コンピューターの構成] - [ポリシー] - [Windows の設定] - [スクリプト (スタート/シャットダウ
ン)] の順に展開します。[スタートアップ] を右クリックし [プロパティ] をクリックします。
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4

[スタートアップのプロパティ] のダイアログボックスが表示されたら、[ファイルの表示] をク
リックします。

5

作成したスクリプトを Startup フォルダーにコピーし、フォルダーを閉じます。

6

[追加] をクリックします。
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7

[参照] をクリックします。

8

コピーしたスクリプトを指定し [開く] をクリックします。

9

[OK] とクリックします。
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10

[OK] とクリックします。
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ステップ４ ：スタートアップ スクリプトの最大実行時間を設定
1

(管理者作業)

[グループ ポリシーの管理] ツールを起動し、[ドメイン] –[該当のドメイン名] – [グループ ポリ
シーオブジェクト] の順に展開します。ステップ 2 で作成した GPO を右クリックし [編集] を
クリックします。

2

スタートアップ スクリプトの最大実行時間を設定します。[コンピューターの構成] - [ポリシー]
- [管理用テンプレート：ローカル コンピューターから取得したポリシー定義 (ADMX) ファイ
ルです。] – [システム] - [スクリプト] の順に展開します。 [スクリプトの実行時間の上限を設
定する] を右クリックし [編集] をクリックします。
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3

この例では [有効] にチェックをいれ、「オプション：」の「時間 (秒) ：」を "0" に設定し [OK]
をクリックします。

※検証環境のため、インストールが終了するまで処理を続ける設定を行っています。本番環境
では、実際の運用環境に合わせて設定してください。詳細は以下のページを参照してくださ
い。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff602181
4

グループ ポリシー オブジェクト エディターを終了し、[グループ ポリシーの管理] ツールを終
了します。

ステップ５ ：GPO の適用
1

( ユーザー作業 )

ステップ 2 で作成した GPO を適用するクライアント コンピューターを再起動します。再起動後、
グループ ポリシーが適用され、Office のインストールが開始されます。
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[1 - ② - c] SCCM 2007 R3 による展開
SCCM 2007 R3 では、配布先の条件設定や配布スケジュールの設定など、より高度なソフトウェアの配
布・展開が行えます。ここでは SCCM 2007 R3 による Office の展開の手順を説明します。当手順につきま
しては、あらかじめインストール ポイントの準備が必要となります。詳細は本ドキュメントの「インス
トール ポイントの作成」をご確認ください。

ステップ 1 ：SCCM エージェントのインストール
ステップ 2 ：配布先のコレクションの作成

(管理者作業)

ステップ 3 ：Office のパッケージの作成

(管理者作業)

ステップ 4 ：配布ポイントの選択

(管理者作業)

ステップ 5 ：プログラムの新規作成

(管理者作業)

ステップ 6 ：ソフトウェアの配布

(管理者作業)

ステップ 1 ：SCCM エージェントのインストール
1

(ユーザー作業)

( ユーザー作業 )

Office の配信対象となる端末に SCCM のエージェント プログラムをインストールします。イン
ストール方法は下記 URL を参照してください。端末にエージェント プログラムがインストール
されていないとサーバーからの配信を受けられません。
http://blogs.technet.com/b/infrajp/archive/2012/02/07/system-center-configuration-manager-2007r3.aspx
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ステップ 2 ：配布先のコレクションの作成
1

(管理者作業)

Configuration Manager コンソールで [System Center Configuration Manager] － [サイト データベー
ス] － [コンピュータの管理] － [コレクション] に移動します。

2

[コレクション] を右クリックし、[新しいコレクション] をクリックします。

3

コレクションの新規作成ウィザードの [全般] ダイアログ ボックスで、名前を入力し、 [次へ]
をクリックします。
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4

[メンバシップの規則] ダイアログ ボックスで、[クエリ規則のプロパティ] アイコンをクリック
します

5

[クエリ規則のプロパティ] ダイアログ ボックスで、名前を入力し、 [クエリ ステートメントの
編集] をクリックします。
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6

[すべての Windows 7 システム クエリ ステートメントのプロパティ] ダイアログ ボックスで、
[条件] タブを選択し [新規作成] アイコンをクリックします。

7

[条件プロパティ] ダイアログ ボックスの、[条件の種類] で [単純な値] を選択し [選択] をクリッ
クします。[属性の選択] ダイアログ ボックス の、[属性クラス] で [システム リソース]、[属性]
で [オペレーティング システムの名前とバージョン] を選択し、[OK] をクリックします。
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8

[条件プロパティ] のダイアログ ボックスの、 [演算子] で [が次と類似] を選択し [値] のテキスト
ボックスに「 %Workstation 6.1% 」と入力します。[OK] をクリックします。

9

[すべての Windows 7 システム クエリ ステートメントのプロパティ] ダイアログ ボックスで、
[OK] をクリックします。
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10

[クエリ規則のプロパティ] のダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

11

[メンバシップの規則] のダイアログ ボックスで、[新しいリソースを動的に追加する] をチェッ
クして、[次へ] をクリックします。
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12

[提供情報] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。

13

[セキュリティ] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリック
します。
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14

[確認] のダイアログ ボックスまで進んだら、[閉じる] をクリックします。

15

Configuration Manager コンソールで追加したコレクションを選択し、該当するコンピューター
が一覧表示されるのを確認します。
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ステップ 3：Office のパッケージの作成
1

(管理者作業)

Configuration Manager コンソールで [System Center Configuration Manager] － [サイト データベー
ス] － [コンピュータの管理] － [ソフトウェアの配布] － [パッケージ] に移動します。

2

[パッケージ] を右クリックし、[新規] を選択して、[パッケージ] をクリックします。

3

パッケージの新規作成ウィザードの [全般] のダイアログ ボックスで、名前、バージョン、製造
元、および言語を入力し、[次へ] をクリックします。
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4

[データ ソース] のダイアログ ボックスで、[このパッケージにソース ファイルを含める] にチ
ェックをいれます。[設定] をクリックし、[ソース ディレクトリ] フィールドにソース ファイル
の場所を示すパスを指定します。
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5

[データ アクセス] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリ
ックします。

6

[配布の設定] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックし
ます。
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7

[レポート] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。

8

[セキュリティ] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリッ
クします。
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9

[概要] まで進んだら、[次へ] をクリックします。

10

[パッケージの配布ウィザードは正常に完了しました。] のメッセージを確認して、[閉じる] を
クリックします。
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ステップ 4 ：配布ポイントの選択
1

(管理者作業)

Configuration Manager コンソールで [System Center Configuration Manager] － [サイト データベー
ス] － [コンピュータの管理] － [ソフトウェアの配布] － [パッケージ] に移動します。

2

[配布ポイント] を右クリックし、[新しい配布ポイント] をクリックします。

3

新しい配布ポイント ウィザードの [ようこそ] のダイアログ ボックス で [次へ] をクリックしま
す。
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4

[配布ポイント] のダイアログ ボックス で配布ポイントを選択し、[次へ] をクリックします。

5

[確認] のダイアログ ボックスで [閉じる] をクリックします。
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ステップ 5 ：プログラムの新規作成
1

(管理者作業)

展開するためのスクリプトを作成します。今回は、以下のバッチ ファイルを作成します。
\\<フェーズ 1 で作成した共有フォルダーのパス>\setup.exe△/configure△\\<フェーズ 1 で作成し
た共有フォルダーのパス>\configuration.xml
(※△は半角スペース)
ここでは、192.168.1.148 のサーバーに ClicktoRun 共有フォルダーを作成しているので、以下のよ
うに入力しています。
start /wait \\192.168.1.148\ClicktoRun\setup.exe△/configure△
\\192.168.1.148\ClicktoRun\configuraiton.xml
(※△は半角スペース)

2

作成したバッチファイルは共有フォルダーに保存します。
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3

Configuration Manager コンソールから追加したパッケージを展開し、[プログラム] を右クリック
して、 [新規] - [プログラム] をクリックします。

4

[新しいプログラム ウィザード] が表示されます。[全般] のダイアログ ボックスで名前を入力し、
次に [参照] をクリックします。
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5

[開く] のダイアログ ボックスが表示されるので、インストール ポイントにある [OfficeProPlus.bat]
を選択し、[開く] をクリックします。

6

[全般] のダイアログ ボックスに戻ります。必要に応じて、[コマンドライン] フィールドに、
/adminfile や /config などのコマンド ライン オプションを追加し、[次へ] をクリックします。
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7

[要件] のダイアログ ボックスで必要に応じて設定を行い、[次へ] をクリックします。

8

[環境] のダイアログ ボックスで設定を行います。
プログラムの実行条件：[ユーザーのログオン状態にかかわらず] を指定します。
実行モード：[管理者権限で実行する] を指定します。[次へ] をクリックします。
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9

[詳細設定] のダイアログ ボックスでは、クライアント コンピューターに提供プログラムの通知ア
イコンとメッセージを表示したくない場合は、[プログラムの通知を抑制する] チェック ボックス
をオンにし、[次へ] をクリックします。

10

[Windows インストーラー] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] を
クリックします。
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11

[MOM 保守] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。

12

[概要] のダイアログ ボックスでは、[次へ] をクリックします。
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13

[新しいプログラム ウィザードは正常に完了しました。] のメッセージを確認して、[閉じる] をク
リックします。
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ステップ 6 ：ソフトウェアの配布
1

(管理者作業)

作成したパッケージを右クリックし、[配布] をポイントして、[ソフトウェア] をクリックしま
す。

2

[パッケージの配布ウィザードの開始] ダイアログ ボックスで、[次へ] をクリックします。
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3

[配布ポイント] ダイアログ ボックスでは、配布ポイントにチェックを入れて、[次へ] をクリッ
クします。

4

[プログラムの提供] ダイアログ ボックスのパッケージの [名前] と [このパッケージからプログ
ラムを提供しますか？] の [はい] にチェックがされていることを確認し、 [次へ] をします。
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5

[プログラムの選択] ダイアログ ボックスのプログラムの名前を確認し、[次へ] をクリックしま
す。

6

[提供情報のターゲット] ダイアログ ボックスのコレクションの [参照] をクリックします。
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7

対象のコレクションを選択したら [OK] をクリックします。

7

[提供情報のターゲット] のダイアログ ボックスのコレクションに選択したコレクション名を記
入されていることを確認して、[次へ] をクリックします。
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8

[提供情報の名前] ダイアログ ボックスの名前を確認し、 [次へ] をクリックします。

9

[提供情報のサブコレクション] のダイアログ ボックスでは、[コレクションとそのサブコレク
ションのメンバーにプログラムを提供する] にチェックし、[次へ] をクリックします。
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10

[提供情報のスケジュール] ダイアログ ボックスの [提供の開始日時] を設定して下さい。

11

[プログラムの割り当て] のダイアログ ボックスでは、[この配布するパッケージに有効期限を
設定する] 場合は、[はい、この提供情報に有効期限を設定します] にチェックし、[有効期限の
日時] を設定して、[次へ] をクリックします。
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12

[概要] ダイアログボックスでは、[次へ] をクリックします。

13

[パッケージの配布 ウィザードは正常に完了しました。] のメッセージを確認して、[閉じる] を
クリックします。
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[1 - ② - d] App-V による展開
ステップ 1 : ODT で App パッケージを作成

(管理者作業)

ステップ 2 : DDC (*) でパッケージを編集

(管理者作業)

ステップ 3 : App-V サーバーに格納

(管理者作業)

ステップ 4 : パッケージをクライアントへ配布

(管理者作業)

(*) Dynamic Deployment Configuration とは、App パッケージを編集するためのツールです。詳細は下記を
参照してください。
※

App-V の展開方法の詳細な手順は、以下を参照してください。
｢APP-V パッケージとして Microsoft Office を展開するためのサポートされているシナリオ」
http://support.microsoft.com/kb/2772509

[1 - ② - e]カスタム メディア による展開

※

ステップ 1 : ODT でインストール ソースの取得

(管理者作業)

ステップ 2 : マスタ PC でインストール

(管理者作業)

ステップ 3 : ImageXde でイメージの作成

(管理者作業)

ステップ 4 : Sysprep でイメージから固有情報の削除

(管理者作業)

ステップ 5 : 記録媒体に複製

(管理者作業)

ステップ 6 : 記憶媒体にてクライアントへ展開

(管理者作業)

Sysprep の展開方法の詳細な手順は、以下を参照してください。
｢システム準備 (Sysprep) テクニカル リファレンス」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh825209.aspx
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2. Windows インストーラー形式による展開手順
ここでは、Office を従来の Windows インストーラー形式で展開する手順を説明します。
Office では Office 2010 の Windows インストーラー形式での展開方法をそのまま利用することができま
す。

[2 - ①] 管理者配信による展開
なお、配布する Office のカスタマイズを実施したい場合は、後述する「カスタマイズ手順」を参照して
Windows インストーラーをカスタマイズしてから展開してください。

展開方法
[2 - ① - a]

ファイル共有による展開

[2 - ① - b]

ACTIVE DIRECTORY グループ ポリシーによる展開

[2 - ① - c]

SCCM 2007 R3 による展開

[2 - ① - d]

APP-V による展開

[2 - ① - e]

SYSPREP による展開

カスタマイズ
[2 - ② - a]

OFFICE カスタマイズ ツールによるカスタマイズ

[2 - ② - b]

CONFIG.XML によるカスタマイズ

[2 - ② - c]

管理テンプレートによるカスタマイズ
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[2 - ① - a]. ファイル共有による展開
ファイル共有を使って配布・展開方法について説明します。下記ステップに沿って実施します。

ステップ 1 ：共有ファイルの設定
ステップ 2 ：クライアントの操作

ステップ 1 ：共有ファイルの設定
1

特定のサーバーに、Office インストール フォルダーを作成します。

2

手順 1 で作成したフォルダーを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。
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3

[共有] タブを選択し、 [共有] をクリックします。

4

[ファイルの共有] ダイアログボックスで、共有ファイルへアクセスを許可したいユーザー、も
しくはグループの名前を入力し、 [追加] をクリックします。

対象となるユーザーやグループが複数存在する場合は、この作業をその数の分だけ繰り返し実
施します。
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5

ユーザー、グループの追加が終了したら、 [共有] をクリックします。

6

「ユーザーのフォルダーは共有されています」 のメッセージが表示されたら [終了] をクリックし
ます。

7

作成したフォルダーに 入手した Office の実行ファイルである
[OfficeProfessionalPlus_Japanese_x86.exe] を配置します。

136
Office 評価ガイド

Office Professional Plus 2013 / MSI 形式

ステップ 2 ：クライアントの操作
1

(ユーザー操作)

Office のインストール対象となっているクライアントに、ステップ 1 で共有ファイルにアクセス
を許可されたユーザーでログインします。

2

ステップ 1 で作成した共有ファイル内にある [ProfessionalPlus.exe] をローカルにコピーするか、
そのまま実行します。

3

インストールを実行しアプリケーションが起動されるか確認します。

[2 - ① - b]. Active Directory グループ ポリシーによる展開
Active Directory 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 を展開
します。下記ステップに沿って実施します。

ステップ 1 ：インストールポイントの作成

(管理者作業)

ステップ 2 ：新規 GPO 作成

(管理者作業)

ステップ 3 ：Office のセットアップをカスタマイズする

(管理者作業)

ステップ 4 ：ドメイン コントローラーのスクリプトを構成する

(管理者作業)

ステップ 5 ：スタートアップ スクリプトの最大実行時間を設定

(管理者作業)

ステップ 6 ：GPO の適用

(ユーザー作業)

ステップ 4 の 「ドメイン コントローラーのスクリプトを構成する」 にて、予めスクリプトを作成する必
要があります。スクリプトの作成についての詳細はこちらをご覧ください。

参考


「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 2010 を展開

する」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff602181

GPMC についての詳細はこちらをご覧ください。

参考


「GPMC を使うにあたって」 (Windows Server 2008 R2)

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc725752.aspx
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ステップ 1 ：インストール ポイントの作成
1

前述の [1. ファイル共有による展開手順] の [ステップ 1 ：共有ファイルの設定] 手順を参考に、
共有フォルダーに OfficeProfessionalPlus_Japanese_x86.exe を配置します。

2

コマンド プロンプトのウィンドウを開き、[OfficeProfessionalPlus_Japanese_x86.exe] を配置した
共有フォルダーにカレントを移動し、下記コマンドを実行します。
OfficeProfessionalPlus_Japanese_x86.exe /extract: 共有フォルダーのパス

3

共有フォルダーに [OfficeProfessionalPlus_Japanese_x86.exe] が解凍されたことを確認します。
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ステップ 2 ：新規 GPO 作成
1

[グループ ポリシーの管理] ツールを起動し、適切な OU (Organization Unit: 組織単位) を右クリッ
クして [このドメインに GPO の作成し、このコンテナにリンクする] をクリックします。

2

新しい GPO (Group Policy Object) の名前を指定して [OK] をクリックします。ここでは、Office
GPO と指定します。

ステップ 3 ：Office のセットアップをカスタマイズする
1

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 ファイル (.msp ファイ
ル) を作成します。「ステップ 1 ：インストールポイントの作成」で解凍した「Updates」 フォ
ルダー内に保存します。
※Office カスタマイズ ツールによるカスタマイズ手順については、「VII . Office 展開 ～Windows
インストーラー～」 - 「4 . カスタマイズ手順」 - 「Office カスタマイズ ツールによるカスタマイ
ズ手順」を参照
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2

Config.xml でサイレント インストールのオプションを指定します。
Config.xml ファイルを、メモ帳などのテキスト エディターで開き、次の例に示すような、
Display 要素を含む行を探します。
<!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no"
AcceptEula="no" /> -->
目的のサイレント オプションを使用するように Display 要素のエントリを変更します。コメント区切
り記号 "<!--" と "-->" を削除します。たとえば、構文は次のようになります。
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes"
AcceptEula="yes" />
※ (Config.xml によるカスタマイズ手順については「VII . Office 展開 ～Windows インストーラー
～」―「4 . カスタマイズ手順」―「Config.xml によるカスタマイズ手順」を参照)
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ステップ 4 ：ドメイン コントローラーのスクリプトを構成する
1

展開するためのスクリプトを作成します。今回は、以下のバッチ ファイルを作成します。
赤字部分を環境に合わせて変更してください。
----以下をコピーしてテキスト ファイルに張り付けてバッチ ファイルとして保存する-----------setlocal
REM *********************************************************************
REM Environment customization begins here. Modify variables below.
REM *********************************************************************
REM Get ProductName from the Office product's core Setup.xml file, and then add "office15." as a prefix.
set ProductName=Office15.PROPLUS
REM Set DeployServer to a network-accessible location containing the Office source files.
set DeployServer=<ステップ 1 のインストールポイントフォルダーまでのネットワークパス>
REM Set ConfigFile to the configuration file to be used for deployment (required)
set ConfigFile=ProPlus.WW\config.xml
REM Set LogLocation to a central directory to collect log files.
set LogLocation=<ログを保管するための共有フォルダーまでのネットワークパス>
REM *********************************************************************
REM Deployment code begins here. Do not modify anything below this line.
REM *********************************************************************
IF NOT "%ProgramFiles(x86)%"=="" (goto ARP64) else (goto ARP86)
REM Operating system is X64. Check for 32 bit Office in emulated Wow6432 uninstall key
:ARP64
reg query
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%P
roductName%
if NOT %errorlevel%==1 (goto End)
REM Check for 32 and 64 bit versions of Office 2010 in regular uninstall key.(Office 64bit would also
appear here on a 64bit OS)
:ARP86
reg query
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%ProductName%
if %errorlevel%==1 (goto DeployOffice) else (goto End)
REM If 1 returned, the product was not found. Run setup here.
:DeployOffice
start /wait %DeployServer%\setup.exe /config %ConfigFile%
echo %date% %time% Setup ended with error code %errorlevel%.
>> %LogLocation%\%computername%.txt
REM If 0 or other was returned, the product was found or another error occurred. Do nothing.
:End
Endlocal
-------ここまで-------
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2

[グループ ポリシーの管理] ツールを起動し、[ドメイン] –[該当のドメイン名] – [グループ ポリ
シーオブジェクト] の順に展開します。ステップ 2 で作成した GPO を右クリックし [編集] をク
リックします。

3

[コンピューターの構成] - [ポリシー] - [Windows の設定] - [スクリプト (スタート)] の順に展開し
ます。[スタートアップ] を右クリックし [プロパティ] をクリックします。
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4

[ファイルの表示] をクリックします。

5

作成したスクリプトを Startup フォルダーにコピーします。フォルダーを閉じます。
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6

[追加] - [参照] とクリックします。コピーしたスクリプトを指定し [開く] をクリックし [OK] をク
リックします。
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ステップ 5 ：スタートアップ スクリプトの最大実行時間を設定
1

[グループ ポリシーの管理] ツールを起動し、[ドメイン] –[該当のドメイン名] – [グループ ポリ
シーオブジェクト] の順に展開します。ステップ 2 で作成した GPO を右クリックし [編集] をク
リックします。

2

スタートアップ スクリプトの最大実行時間を設定します。[コンピューターの構成] - [ポリシー] [管理用テンプレート：ローカル コンピューターから取得したポリシー定義 (ADMX) ファイル
です。] – [システム] - [スクリプト] の順に展開します。 [スクリプトの実行時間の上限を設定す
る] を右クリックし [編集] をクリックします。
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3

この例では [有効] にチェックをいれ、「オプション：」の「時間 (秒) ：」を "0" に設定し [OK]
をクリックします。

※検証環境のため、インストールが終了するまで処理を続ける設定を行っています。本番環境
では、実際の運用環境に合わせて設定してください。詳細は以下のページを参照してくださ
い。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff602181
4

グループ ポリシー オブジェクト エディターを終了し、[グループ ポリシーの管理] ツールを終了
します。

ステップ 6 ：GPO の適用
1

ステップ 2 で作成した GPO を適用するクライアント コンピューターを再起動します。再起動
後、グループ ポリシーが適用され、Office のインストールが開始されます。
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[2 - ① - c]. SCCM 2007 R3 による展開
SCCM 2007 R3 では、配布先の条件設定や配布スケジュールの設定など、より高度なソフトウェアの配
布・展開が行えます。ここでは SCCM 2007 R3 による Office の展開の手順を説明します。当手順につきま
しては、あらかじめインストール ポイントの準備が必要となります。詳細は本ドキュメントの「インス
トール ポイントの作成」をご確認ください。

ステップ 1 ：インストール ポイントの作成
ステップ 2 ：SCCM エージェントのインストール

(ユーザー作業)

ステップ 3 ：配布先のコレクションの作成

(管理者作業)

ステップ 4 ：Office のパッケージの作成

(管理者作業)

ステップ 5 ：配布ポイントの選択

(管理者作業)

ステップ 6 ：パッケージ提供情報の作成

(管理者作業)

ステップ 1 ：インストール ポイントの作成
1

(管理者作業)

(管理者作業)

SCCM で配信するためにはインストール ポイントの作成が必要となります。作成方法は、本章
の「Active Directory グループ ポリシーによる展開手順」の「ステップ 1 」を参照してくださ
い。

ステップ 2 ：SCCM エージェントのインストール
1

(ユーザー作業)

Office の配信対象となる端末に SCCM のエージェント プログラムをインストールします。インス
トール方法は下記 URL を参照してください。端末にエージェント プログラムがインストールさ
れていないとサーバーからの配信を受けられません。
http://blogs.technet.com/b/infrajp/archive/2012/02/07/system-center-configuration-manager2007-r3.aspx
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ステップ 3 ：配布先のコレクションの作成
1

(管理者作業)

Configuration Manager コンソールで [System Center Configuration Manager] － [サイト データベー
ス] － [コンピュータの管理] － [コレクション] に移動します。

2

[コレクション] を右クリックし、[新しいコレクション] をクリックします。

3

コレクションの新規作成ウィザードの [全般] ダイアログ ボックスで、名前を入力し、 [次へ] を
クリックします。
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4

[メンバシップの規則] ダイアログ ボックスで、[クエリ規則のプロパティ] アイコンをクリック
します

5

[クエリ規則のプロパティ] ダイアログ ボックスで、名前を入力し、 [クエリ ステートメントの
編集] をクリックします。
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6

[クエリ ステートメントのプロパティ] ダイアログ ボックスで、[条件] タブを選択し [新規作成]
アイコンをクリックします。

7

[条件プロパティ] ダイアログ ボックスの、[条件の種類] で [単純な値] を選択し [選択] をクリッ
クします。[属性の選択] ダイアログ ボックス の、[属性クラス] で [システム リソース]、[属性]
で [オペレーティング システムの名前とバージョン] を選択し、[OK] をクリックします。
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8

[条件プロパティ] ダイアログ ボックスの、 [演算子] で [が次と類似] を選択し [値] のテキスト
ボックスに「 %Workstation 6.1% 」と入力します。[OK] をクリックします。

9

[クエリ ステートメントのプロパティ] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリックします。

10

[クエリ規則のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

11

[メンバシップの規則] ダイアログ ボックスで、[新しいリソースを動的に追加する] をチェック
して、[次へ] をクリックします。
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12

[提供情報] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。

13

[セキュリティ] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリック
します。[確認] ダイアログ ボックスまで進んだら、[閉じる] をクリックします。

14

Configuration Manager コンソールで追加したコレクションを選択し、該当するコンピューター
が一覧表示されるのを確認します。
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ステップ 4 ：Office のパッケージの作成
1

(管理者作業)

Configuration Manager コンソールで [System Center Configuration Manager] － [サイト データベー
ス] － [コンピュータの管理] － [ソフトウェアの配布] － [パッケージ] に移動します。

2

[パッケージ] を右クリックし、[新規] を選択して、[パッケージ] をクリックします。

3

パッケージの新規作成ウィザードの [全般] ダイアログ ボックスで、名前、バージョン、製造
元、および言語を入力し、[次へ] をクリックします。
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4

[データ ソース] ダイアログ ボックスで、[このパッケージにソース ファイルを含める] にチェ
ックをいれます。[設定] をクリックし、[ソース ディレクトリ] フィールドにソース ファイルの
場所を示すパスを指定します。

5

[データ アクセス] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリ
ックします。
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6

[配布の設定] ダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。

7

[レポート] ダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。
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8

[セキュリティ] ダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリック
します。[確認] ダイアログ ボックスまで進んだら、 [ウィザードは正常に完了しました] のメッ
セージを確認して、[閉じる] をクリックします。
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11

[ファイルを開く] ダイアログ ボックスが表示されるので、インストール ポイントにある
[setup.exe] を選択し、[開く] をクリックします。

12

[全般] ダイアログ ボックスに戻ります。必要に応じて、[コマンドライン] フィールドに、
/adminfile や /config などのコマンド ライン オプションを追加し、[次へ] をクリックします。
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13

[要件] ダイアログ ボックスで必要に応じて設定を行い、[次へ] をクリックします。

14

[環境] ダイアログ ボックスで設定を行います。
プログラムの実行条件：[ユーザーのログオン状態にかかわらず] を指定します。
実行モード：[管理者権限で実行する] を指定します。[次へ] をクリックします。
プログラムとの対話をユーザーに許可する：セットアップのカスタマイズで設定した表示形式
で、ユーザーとの対話を許可した場合は、チェックをします。
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15

クライアント コンピューターに提供プログラムの通知アイコンとメッセージを表示したくない
場合は、 [詳細設定] ダイアログ ボックスで [プログラムの通知を抑制する] チェック ボックス
をオンにします。[次へ] をクリックします。

16

[Windows インストーラー] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま [次へ]
をクリックします。
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17

[MOM 保守] のダイアログ ボックスでは、既定値を使用するのでそのまま[次へ]をクリックしま
す。[確認] ダイアログ ボックスまで進んだら、[新しいプログラムウィザードは正常に完了し
ました] のメッセージを確認し、[閉じる] をクリックします。
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ステップ 4 ：配布ポイントの選択
1

(管理者作業)

Configuration Manager コンソールで [System Center Configuration Manager] － [サイト データベー
ス] － [コンピュータの管理] － [ソフトウェアの配布] － [パッケージ] に移動します。

2

[配布ポイント] を右クリックし、[新しい配布ポイント] をクリックします。

3

新しい配布ポイント ウィザードの [ようこそ] ダイアログ ボックス で[次へ] をクリックします。

4

[パッケージのコピー] のダイアログ ボックス で配布ポイントを選択し、[次へ] をクリックしま
す。

5

[確認] のダイアログ ボックスで [閉じる] をクリックします。
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ステップ 5 ：プログラムの新規作成

(管理者作業)

1
2
3
4
5

9

Configuration Manager コンソールから追加したパッケージを展開し、[プログラム] を右クリッ
クして、 [新規] - [プログラム] をクリックします。
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10

[新しいプログラム ウィザード] が表示されます。[全般] ダイアログ ボックスで名前を入力し、
次に[参照]をクリックします。

ステップ 6 ：パッケージ提供情報の作成

(管理者作業)

1

[提供情報] を右クリックし、[新規] をポイントして、[提供情報] をクリックします。

2

新しい提供情報ウィザードの [全般] ダイアログ ボックスで、[名前] フィールドに”Office
2013“ と入力します。
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3

[パッケージ] フィールドの [参照] をクリックし、ステップ 4 にて作成済みの Office 2013 パッケ
ージを選択します。

4

[プログラム] フィールド で、ステップ 4 にて作成済みのプログラムを選択します。

5

[コレクション] フィールドの [参照] ボタンをクリックし、ステップ 3 にて作成したコレクショ
ンを選択します。[次へ] をクリックします。コレクションについては、既定で用意されている
もの、既に作成済みのもの、新規作成したものを選択することができます。
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SCCM 2007 R3 によるコレクションの管理方法の詳細については、下記を参照してくだ
さい。
 「コレクションの管理方法」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff404178.aspx
6

[スケジュール] ダイアログ ボックスで、提供情報が使用可能になる日時を [提供情報の開始時
刻] フィールドに入力します。
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7

[配布ポイント] のダイアログ ボックスでは既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。

8

[対話] のダイアログ ボックスでは既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックします。
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9

[セキュリティ] のダイアログ ボックスでは既定値を使用するのでそのまま [次へ] をクリックしま
す。[ウィザードは完了しました] ダイアログ ボックスで [閉じる] をクリックします。

10

[提供情報] を選択し、提供情報が追加されたことを確認します。
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11

[コンピューターの管理] 、 [コレクション] を選択し、追加した提供情報が対象のコレクションの
プロパティに表示されていることを確認します。

SCCM 2007 R3 による Office の配布・展開の詳細については、こちらを参照してください。
 「System Center Configuration Manager 2007 を使用して Office 2010 を展開する」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff404178.aspx
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[2 - ① - d] App-V による展開
ステップ 1 :シーケンス処理を実施し、パッケージを作成

(管理者作業)

ステップ 2 : App-V サーバーに配置

(管理者作業)

ステップ 3 : パッケージをクライアントへ配布

(管理者作業)

※App-V の展開方法の詳細な手順は、以下を参照してください。
「APP-V パッケージとして Microsoft Office を展開するためのサポートされているシナリオ」
http://support.microsoft.com/kb/2772509

[2 – ① - e] Sysprep による展開
ステップ 1 : ImageX でイメージの作成

(管理者作業)

ステップ 2 : Sysprep でイメージから固有情報の削除

(管理者作業)

ステップ 3 : 記録媒体に複製

(管理者作業)

ステップ 4 : 記憶媒体にてクライアントへ展開

(管理者作業)

※Sysprep の展開方法の詳細な手順は、以下を参照してください。
「システム準備 (Sysprep) テクニカル リファレンス」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh825209.aspx
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[2 - ②] カスタマイズ
Office のインストール カスタマイズについて、以下の 3 つの方法の手順を説明します。


Office カスタマイズ ツール (OCT) によるセットアップのカスタマイズ



Config.xml によるセットアップのカスタマイズ



Active Directory グループ ポリシー管理テンプレート利用手順

[2 - ② - a] Office カスタマイズ ツールによるカスタマイズ

ステップ 1 ：OCT を利用してセットアップ カスタマイズ ファイルを作成

ステップ 1 ：OCT を利用してセットアップ カスタマイズ ファイルを作成
1

コマンド プロンプトを実行し、Office のインストール ポイントが存在するフォルダーへ移動し
て次のコマンドを実行します。
setup.exe /admin

2

新しいセットアップ カスタマイズ ファイルを作成するか、既存のセットアップ カスタマイズ
ファイルを開くかを選択します。ここでは、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。[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] が選択されていることを確認し、カスタマイズ対象の製品を選択して [OK]
をクリックします。
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3

[ようこそ] ページが表示されます。OCT は 4 つの主要なセクションで構成されており、各セクシ
ョンはカスタマイズ可能なオプションを含む多数のページに分かれています。

4

[インストール先と組織名] を選択します。
既定のインストール先：既定では、C:\Program Files\Microsoft Office フォルダーにインストール
されます。必要に応じてパスを変更します。
組織名：組織名を入力します。指定した名前は、このカスタマイズ ファイルを使用してインス
トールするすべてのユーザーの既定の組織名として使用されます。

171
Office 評価ガイド

Office Professional Plus 2013 / MSI 形式

5

[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。
ライセンス認証方式の選択：
ライセンス認証で MAK を採用する場合は、[別のプロダクト キーを入力する] ラジオ ボタンを選
択し、 [プロダクト キー] 欄に有効な 25 文字のボリューム ライセンス キーを入力します。これ
により KMS クライアント用プロダクト キーと同様、インストール時に MAK 用プロダクト キー
の埋め込みが可能となります。 (KMS クライアント用プロダクト キーは製品自体に埋め込まれ
ています。)
使用許諾契約への同意：
[使用許諾契約書の条項に同意します] チェック ボックスをオンにすることで、インストール時
のダイアログによる確認が無効となり、ユーザーによる使用許諾契約書への応答が不要となり
ます。
また、[表示レベル] でインストール時にユーザーに表示される表示レベルを選択できます。[な
し] を選択するとセットアップが対話なしで実行され、ユーザー インターフェイスは一切表示さ
れなくなります。
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6

[以前のインストール環境の削除] については、以前の Office がインストールされている環境に
Office のインストールを実行する場合に利用します。ここでは、以前のバージョンの Office アプ
リケーションを保持するか、または削除するかを指定します。既定では、セットアップの際に
以前のバージョンのすべての Office アプリケーションが削除されます。インストールされてい
る Office アプリケーションを保持するには、[以下のバージョンの Microsoft Office プログラムを
削除するかどうかを個別に指定する] を選択します。プログラムの中から、各 Office アプリケー
ション毎に、[詳細] をクリック後、チェック ボックスのオン・オフで削除の有無を切り替えま
す。
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7

[Office セキュリティ設定] では、デジタル証明書の信頼できる発行元の設定、信頼できる場所の
一覧の管理、各アプリケーションの既定のセキュリティ設定、安全でない ActiveX の初期化の構
成を行うことができます。
例えば、Excel で署名されていない VBA マクロを無効にするには、[既定のセキュリティ設定] の
[変更] をクリックし、セキュリティ設定を指定します。
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8

[ユーザー設定の変更] では、 Office をインストールするユーザーの Office アプリケーション設定
の既定値を設定します。オプションを構成するには、左側のツリーを展開し、要素をクリック
します。そうすると、選択した要素に関連するすべての構成可能な設定が右側に表示されま
す。設定をダブルクリックして、オプションを選択します。
例えば、Excel 2013 のファイルの既定の保存形式を変更するには、[Microsoft Office Excel 2013] [Excel のオプション] - [保存] から、[既定のファイル形式] をダブルクリックします。[既定のファ
イル形式 プロパティ] ダイアログ ボックスで、[有効] を選択し、既定のファイル形式を選択しま
す。
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9

[機能のインストール状況] では、ユーザーのコンピューターへの Office 機能 のインストール状
況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、アプリケーション名をク
リックし、インストール状況を選択します。例えば、特定の機能をインストールしたくなけれ
ば、[利用不可能] に変更します。

10

[追加内容] セクションでは、カスタム ファイルやレジストリ エントリをインストールに追加し
たり、インストールから削除したりすることができます。

11

[Outlook] セクションでは、Outlook プロファイルの設定を行うことができます。
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12

すべての設定が終了したら、[ファイル] メニューから [名前を付けて保存] を選択し、任意の名前
を付けてセットアップ カスタマイズ ファイルを保存します。

セットアップ プログラムは、Updates フォルダー上にインストールする製品に対応するセットア
ップ カスタマイズ ファイルが存在するかどうかを検索し、対応する製品のファイルが存在すれば
自動的にカスタマイズ内容が適用されます。そのため、すべてのインストールで共通の設定にカ
スタマイズする場合は、セットアップ カスタマイズ ファイルをインストール ポイントの Updates
フォルダーに保存しておきます。
各インストールで使用する適切なセットアップ カスタマイズ ファイルを指定する場合は、
Updates フォルダー以外の場所に保存します。セットアップの実行時に /adminfile コマンドライン
オプションを使用し、任意のセットアップカスタマイズ ファイルを指定できます。
setup.exe /adminfile \\server\share\mychanges\custom.MSP
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[2 - ② - b]Config.xml によるカスタマイズ

ステップ 1 ：Config.xml によるセットアップのカスタマイズ

既定では、コア製品フォルダーにある Config.xml ファイルの指定に従ってその製品がインストールされま
す。例えば、Microsoft Office Professional Plus 2013 をインストールする場合は、ProPlus.WW フォルダーの
Config.xml ファイルが使用されます。Setup.exe を実行する際に /config オプションを利用することで、特
定製品の既定の Config.xml ファイルの場所、またはカスタム Config.xml ファイルの場所を指定できます。
setup.exe /config \\server\share\config.xml

なお、 OCT で作成したセットアップ 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、 Config.xml で定義した設定が優先されます。

注意
Config.xml の編集には、Word などの汎用 XML エディターではなく、メモ帳などのテキスト エディターを使用してく
ださい

Config.xml についての詳細はこちらをご覧ください。

参考


Deployment guide for Office 2013
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30388
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ステップ 1 ：Config.xml によるセットアップのカスタマイズ
1

Config.xml の XML 要素は、"<" で始まり、 "/>" で終了します。要素および属性では大文字と小文
字が区別されます。属性値は引用符「"」で囲む必要があり、大文字と小文字は区別されませ
ん。

2

それぞれの Office 製品フォルダーには、Product 属性が製品に適切な値に設定された 1 つの
Configuration 要素から構成される既定の Config.xml ファイルが含まれています。Configuration 要
素内には、いくつかの要素がコメントとして記述されています。これらの要素を有効にするに
は、コメントの開始記号と終了記号を削除し、適切な属性値を入力します。コメントは、"<!--"
と "-->" で囲まれている部分です。
セットアップが実行するログを記録するには Logging 要素で指定します。
<Logging
Type="Standard"
Path="パス"
Template="<ログファイル名>.txt"
/>
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3

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上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ているネットワーク インストール ポイントの場所
を指定するには LIS 要素を指定します。
<LIS
CACHEACTION="CacheOnly"
SOURCELIST="ネットワーク インストール ポイント"
/>

4

インストール用 VL メディアを配布してインストールする場合、そのインストール用 VL メディ
アが社外に流出する危険性があります。インストール用 VL メディアとプロダクト キーを分離し
ておくことで、プロダクト キーの不正利用を防止することができます。
Config.xml では、以下のようにセットアップ カスタマイズ ファイルの検索パスを任意の場所に
指定することができます。あらかじめプロダクト キーを設定したセットアップ カスタマイズ フ
ァイルを社内のサーバー等、セキュアな場所に格納し、セットアップ実行時に Config.xml の設定
から参照するよう記述しておけば、インストール用 VL メディアとプロダクト キーを分離するこ
とができ、プロダクト キー流出の防止につながります。セットアップ実行時のセットアップ カ
スタマイズ ファイルの修正確認は、SetupUpdates 要素で指定します。
<Configuration Product="ProPlus">
<SetupUpdates
CheckForSUpdates="Yes"
SUpdateLocation="\\サーバー名\共有名"
/>
</Configuration>
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5

ユーザー名として、組織で契約しているユーザー名を指定することもできます。ユーザー名の
指定は、USERNAME 要素で指定します。
<Configuration Product="ProPlus">
<USERNAME
Value="ITS"
/>
</Configuration>

6

サイレント インストールのオプションを指定することもできます。サイレント インストールの
指定は、Display Level 要素で指定します。
<Display Level="none" CompletionNotice="no"
SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
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[2 - ② - c]管理テンプレートによるカスタマイズ
Office 用のグループ ポリシー 管理用 テンプレート (.admx ファイル) は、管理者側で制御可能なファイル
形式関連のオプションを各アプリケーション単位で提供しています。管理テンプレートを使用して Office
の設定を一括設定することができ、社内のコンピューターを一元管理することができます。
管理テンプレートによる Office のカスタマイズ手順は、「Office 2010 でグループ ポリシーを使用して設
定を適用する」に記載の手順と同じ手順で実施することができます。

参考


Office 2010 でグループ ポリシーを使用して設定を適用する
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179081.aspx

Office 用のグループ ポリシー 管理テンプレートは以下の URL で入手できます。

参考


Office 2013 Administrative Template files (ADMX/ADML) and Office Customization Tool
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35554
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Office 展開 Tips 編
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VI. インストール詳細情報
Outlook 共存環境の考慮点
仮想化テクノロジーを利用することで、Office では以前のバージョンの Office と共存することができま
す。ただし、 Outlook 2013 は Outlook 2007 または Outlook 2010 と共存可能ですが、それよりも以前のバ
ージョンの Outlook との共存はサポートされていません。また、クイック実行バージョンの Outlook 2013
を以前のバージョンの Outlook と共存させても、それらの Outlook を同時に実行することはできません。


Outlook 2013 と共存することができる Outlook のバージョンと注意事項について以下に記載します。



以前のバージョンの Outlook が MSI 形式でインストールされている場合に共存できます。



Office がサポートする Windows OS のバージョンは Windows 7 または Windows 8 です。



クイック実行は Windows Server OS へのインストールをサポートしていません。



Outlook 2013 は、Outlook 2003 とそれ以前のバージョンの Outlook との共存をサポートしていませ
ん。



Outlook 2013 は、同一コンピューター上に Windows インストーラー形式でインストールした Outlook
2013 と、クイック実行形式でインストールした Outlook 2013 の共存はサポートしていません。



32 bit と 64 bit を共存させることはサポートしていません。

Version
Outlook 2013 C2R x86

Outlook 2007 MSI

Outlook 2010 x86 MSI

Outlook 2010 x64 MSI

サポート有

サポート有

サポート無

Outlook 2013 C2R x64

サポート無

サポート無

サポート有
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ファイル拡張子の関連付け
Office のファイル形式 (DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX など) における既定のファイルの関連付けに
ついては、Windows 7 では最後にインストールされたバージョンの Office に割り当てられ、Windows 8 で
はオペレーティング システムで割り当てられる既定のファイルの関連付けに従います。旧バージョンの
Office に既定のファイルの関連付けを割り当てるには、旧バージョンの Office に対するインストールの修
復を行います。同様に、Office 365 ProPlus のインストールの修復を行うと、新しいバージョンに再び割り
当てられます。

32 bit と 64 bit の考慮
Office で 64 bit のバージョンを展開する場合は、展開先のクライアント PC の Office 環境を確認してサポ
ート有無を確認してください。
以前の Office バージョン

Office バージョン

サポート有無

Office 2007 32-bit

32-bit

サポート有

Office 2010 32-bit (x86)

32-bit

サポート有

Office 2010 32-bit

64-bit

サポート無

Office 2010 64-bit (x64)

64-bit

サポート有

Office 2010 64-bit

32-bit

サポート無

仮想クライアントへのインストール
Office は仮想化されたオペレーティングシステムへインストールすることができます。ただし、初回起動
時にアクティベーションできるインターネット接続環境が必要となります。インストールのシステム要
件は通常と同じです。
なお、新しい Office をサーバーへのインストールすることはできません。
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インストールフォルダー構成
クイック実行形式でインストールすると、%ProgramFiles% フォルダーの下に Microsoft Office 15 フォルダ
ーを作成します。

このフォルダー構成は、クイック実行でインストールした時だけ作成されます。Windows インストーラ
ーでインストールするとデフォルトで Microsoft Office フォルダーの下に作成されます。
Microsoft Office 15 フォルダーの中には Clientx86 フォルダーもしくは Clientx64 フォルダーのどちらかが存
在します。どちらが存在するかはオペレーションシステムが x86 か x64 であるかどうかで決定されます。
（下図は、x64 オペレーティングシステム）
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Clientx86 または Clientx64 フォルダーの中には、仮想化に関連する App-V のファイルが存在します。

アプリケーションを導入するために使用する c2r32.dll もしくは c2r64.dll や、インストールに関連する UI
に対応する c2rui.dll が存在します。また、ストリーミング配信、仮想化、コンポーネントの更新などを
実行する integratedoffice.exe も含まれています。
integratedoffice.exe は非常に重要でプロセスとして常に実行され、OfficeSvc というサービスを提供しま
す。このサービスは自動起動に設定され、 Microsoft Office 製品のリソースの調整、バックグラウンド ス
トリーミング、システム統合、関連する更新プログラムを管理します。このサービスは、 Microsoft
Office プログラムの使用中、最初のストリーミング インストールとそれ以降の更新プログラムのインス
トール中に実行されている必要があります。
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また、 streamschedule.xml と updateschedule.xml ファイルも含まれており、これらのファイルは 2 つのス
ケジュールタスクをセットアップします。

Office の実行ファイルは、 Microsoft Office 15 フォルダーの下に作成される root フォルダーに格納されま
す。（実行ファイルは、root フォルダーの Office 15 フォルダーに格納されています。）

root フォルダーには、Office 実行ファイルの他にも、仮想ファイルシステムの vfs フォルダーが存在しま
す。この vfs フォルダーには配信される設定ファイルやレジストリ情報など多くの重要なファイルが格納
されます。本来ならば直接 Windows フォルダーへ格納されるファイルが vfs フォルダーへ格納されるこ
とで仮想化アプリケーションを保持します。
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root フォルダー配下には他にも integration フォルダーが存在し、 Office アプリケーションのマニフェスト
である XML ファイルが格納されています。
また、 rsod または rsodwow6432 フォルダーが存在し、Office が機能するために必要なレジストリキーを
含む .dat ファイルが格納されています。

レジストリ構成
クイック実行形式でインストールすると、 HKLM\Software\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun というレジス
トリが作成されます。
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InstallPath は、インストールファイルの場所を提供します。OSPPReady の文字で終わるキーは、インスト
ールされたプロダクトライセンスを表します。 RSODFinished はすべてのレジストリキーがシステム上に
ストリーミングされたことを表します。
ClickToRun の appvMachineRegistryStore は App-v 関連の情報を含みます。この中には Backup が含まれてお
り、Office を問題なく削除する場合に使用されます。

ClickToRun の ProductReleaseIDs は、アプリケーションパッケージのバージョンと GUID が格納されます。
アプリケーションが更新されるとき、これらの値も変更されます。
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ClickToRun の REGISTR は、おそらく最も重要なキーの １ つです。この場所には、Office が使用する HKLM
（ Software\Microsoft\Office\15.0 ）の仮想バージョンが保たれます。通常、Office アプリケーションはこ
のキーから情報を受け取ります。
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VII. インストールログ取得
インストールで問題が発生した場合は、ログ取得を行います。クイック実行のログは以下のフォルダー
へ格納されます。
・%temp%
Bootstrapper*.log
c2r_*.log
c2rIntegrator*.log
Firefly*.log
Integratedoffice.exe_c2r*.log
Interceptor*.log
*.exe.log
*_c2rdll*
・%windir%\temp
C2RIntegrator*.log
Firefly*.log
Integratedoffice.exe_c2r*.log
*_c2rdll*
・イベントビューア\Windows ログ\Application
ログの出力レベルは以下のレジストリで設定できます。
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ClickToRun\OverRide /v LogLevel /t REG_DWORD /d 3
また、必要に応じて integratedoffice.exe をプロセスモニタ（ http://technet.microsoft.com/jajp/sysinternals/bb896645.aspx ）などでキャプチャし、どの処理でエラーになっているのかを分析します。
クイック実行でのインストールが開始されたあとにエラーが発生した場合は Bootstrapper*.log を参照し
てみてください。アクセス権限の問題やインターネット接続の問題などが発生した場合もこのログにエ
ラー情報が記載されている可能性があります。
インストール後に問題が発生した場合は Firefly*.log を参照します。問題解決に適切な Firefly*.log を見つ
け出すには、エラーが発生した日時に近く、もっとも大きいサイズのファイルを見ることです。小さな
ファイルサイズ（ 5 KB または 0 KB）は無視しても問題ない場合があります。
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VIII. アップデート詳細情報
Office 365 ProPlus のソフトウェア更新
Office 365 ProPlus では、さまざまな手段で「常に最新」の状態を維持するという目標の下、Office デ
スクトップ アプリケーションが 1 年以上も古い状態のままなどという事態が決して起こらないようにサ
ービスが設計されています。また多くの場合、ユーザー自身がインストールを行うときは必ず、更新は
定期的に Office 365 パブリック サービスからストリーミングされます。管理された組織で Office 365
ProPlus を導入したときには、更新プロセスを制御することで、ソフトウェア更新プログラムによる互
換性などの問題がないことを事前に確認してから、管理 PC への適用を許可することができます。
クイック実行のソフトウェア エクスペリエンスやメカニズムも大幅に変更され、Microsoft Update な
どのツールや、付随する MSP ファイルはソフトウェア更新には含まれません。同様に、Windows
Server Update Services (WSUS) などの管理ツールや System Center Configuration Manager 2012
などの WSUS 管理製品では、管理 PC 上で動作するクイック実行ソフトウェアにソフトウェア更新プロ
グラムの配布を行いません。その代わり、アプリケーション仮想化基盤をサポートし、影響の少ないバ
ックグラウンドでの更新を可能にするためにソフトウェア更新管理サービスと関連オプションが新しく
開発されました。このモデルでは、ソフトウェア更新プログラムが適用されている様子をユーザーが目
にすることはありません。また、更新プログラムの配布と自動化を担当している管理者から指示される
場合を除き、アプリケーションの終了を強制されることもありません。更新適用はバックグラウンドで
処理されるため、Office プログラムを通常どおり終了および再起動すると、更新が Office に適用される
ようになっています。

クイック実行でのソフトウェア更新プロセスでは、まず既にインストールされているものを探し出し、
配信される更新内容を確認して、差分となるファイルのみを適用します。たとえば、ソフトウェア更新
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時に、インストールされている Office プログラムと更新ビルドを比較して 90% のファイルが同じもの
だったとき、新しいビルドの 10% のみをダウンロードして、これをインストール済みの Office 365
ProPlus ビルドに適用すればよいことになります。高度なプロセスとしては、管理者がソフトウェア更
新を PC にプッシュすると、PC の Office 更新サービスがビルド更新に必要なファイルを検出し、差分
がバックグラウンドで適用されて完全にキャッシュされたら、その後はユーザーが Office プログラムを
通常どおり終了および再起動するだけで、更新されたビルドが適用されます。セキュリティなどの観点
から、管理者が更新をただちに適用すべきと判断したときには、新しいビルドに付属する構成ファイル
内で FORCEAPPSHUTDOWN プロパティを使用することができます。更新のオプションとしくみにつ
いては、後ほどご説明します。
MSI パッケージおよび更新モデルとの大きな違いとして、もう 1 つ挙げられるのは、更新が Office ス
イート全体の累積的な更新ビルドであることです。そのため、たとえば必要な更新あるいはセキュリテ
ィ関連の更新のみを Excel に毎月適用し、オプションの更新や他の Office プログラムへの更新について
はサービス パックが適用されるまで待っているという企業では、状況が一変し、すべてのプログラムに
対する必要な更新とオプションの更新とが Office 365 ProPlus ビルドに毎月適用されるようになりま
す。
自動更新はオンとオフの切り替えが可能で、ユーザーが更新管理にアクセスできるかどうかは、Office
365 ProPlus の管理 PC へのインストール時にグループ ポリシーまたは構成ファイルを使用して管理す
ることができます。Office 365 ProPlus には 3 つの主要な更新オプションがあります。
1. Office 365 サービスからの自動更新
2. 管理されたファイル共有または http:// のソース格納場所からの自動更新
3. より新しいビルドで Office セットアップを再実行することによる手動更新
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更新は、管理された場所または企業ソフトウェア配布を介して配信することができます。企業ソフトウ
ェア配布を活用している多くの大企業では、セットアップ再実行によるオプションを利用するものと思
われますが、場合によっては、ソフトウェア更新を管理するために相対ファイル パスを使用することも
あるでしょう。セットアップを再実行するときにも、差分ファイルのみを適用する更新プロセスは変わ
りません。

自動更新の設定
Office 365 ProPlus のインストールでは、自動更新が既定で有効に設定されています。自動更新はオン
とオフの切り替えが可能で、Office 365 ProPlus の管理 PC へのインストール時にグループ ポリシーま
たは構成ファイルを使用して管理することができます。自動更新サービスは毎週 日・火・金 3:00～
7:00 の間のいずれかの時点、または任意のユーザーがログオンしてから 15、45、75 分後に実行さ
れ、更新の検索を行います。
オプション

説明

構文例

Add

親となるコントロール。ダウ

ファイル共有から取得:

ンロードするソース、アーキ
テクチャ、製品、および言語

<Add SourcePath="\\Server\Share\Office\"

を指定します。

OfficeClientEdition="32" >
<Product ID="O365ProPlusRetail">
<Language ID="en-us" />
</Product>
</Add>

Product

<Add> コマンドでダウンロ

Office 365 ProPlus、Visio Pro for Office 365 およ

ードの対象となる製品。

び Project Pro for Office 365 をダウンロード:

<Add> コントロールの下で
は複数の製品を入れ子にで
き、<Product> コントロール
の下では複数の言語を入れ子
にできます。

<Product ID="O365ProPlusRetail">
<Language ID="en-us" />
</Product>
<Product ID="VisioProRetail">
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<Language ID=”ja-jp" />
</Product>
<Product ID="ProjectProRetail">
<Language ID=”es-es" />
</Product>
Updates

自動更新の状態、更新のパス

<Updates Enabled=”TRUE” /> (メモ: これが既定

および場所が含まれます。指

の設定であり、指定されない場合は自動更新を構成)

定されない場合、ダウンロー
ドで Microsoft クイック実行

<Updates Enabled="TRUE"

ソース (コンテンツ配信ネット

UpdatePath="\\Server\Share\Office\" /> (メ

ワーク (CDN))が検索されま

モ: 管理された場所で公開する際に使用)

す。
Enabled

<Updates Enabled=”FALSE” />

自動更新サービスを有効また

<Updates Enabled="TRUE"

は無効に設定します。サービ

UpdatePath="\\Server\Share\Office\" />

スは毎週 日・火・金 3:00～
7:00 の間のいずれかの時点、

<Updates Enabled=”FALSE” />

または任意のユーザーがログ
オンしてから 15、45、75 分
後に実行され、
“%updatepath%\data\v32.
cab” または
“%updatepath%\data\v64.
cab” と、そこに含まれている
versiondescriptor.xml ファ
イルを調べて、更新適用に使
用可能な許可されたビルドま
たは最新のビルドをチェック
します。
UpdatePath

Updates コントロールに付随

<Updates Enabled="TRUE"

する情報として、UNC パス

UpdatePath="\\Server\Share\Office\" />

(絶対または相対)、HTTP、ま
たはローカル ファイル パスを
指定します。自動更新が有効
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のとき、サービスではこのオ

<Updates Enabled="TRUE"

プションのパスで示された場

UpdatePath="%OfficeUpdateShare%\Office\"

所を検索し、更新をチェック

/>

します。
<Updates Enabled="TRUE"
UpdatePath="http://contosocdn.contoso.com/u
pdates" />
TargetVersi

この要素では、更新するバー

<Updates Enabled="TRUE"

on

ジョンを指定します。これを

UpdatePath="\\Server\share\"

指定する主な理由は、旧バー

TargetVersion="15.1.2.3" />

ジョンを展開し、CDN または
内部共有からの自動更新を構
成すると、既定では最新のビ
ルドに更新されるためです。
TargetVersion を使用する
と、選択したバージョンを対
象にすることができます。

Office 更新サービスはスケジューリングされたタスクとして毎日実行され、指定された更新の格納場所
をチェックし、場所が指定されていない場合は Microsoft クイック実行ソース (コンテンツ配信ネット
ワーク (CDN)) をチェックします。更新パスを指定して、更新サービスが更新を検索する場所を構成で
きます。更新が無効に設定されている場合、Office のセットアップ再実行時に更新を適用する必要があ
ります。

指定した更新格納場所からの更新
管理者は、Office 365 ProPlus の新しいビルドを適用するために、更新サービスが管理されたファイル
ソースを検索するよう指定することができます。構成 XML ファイルで UpdatePath コントロールを指
定すると、更新サービスがソフトウェア更新を検索する場所 (ローカル、UNC、または HTTP パス) を
管理できます。しかし UpdatePath を使用すると、Microsoft クイック実行ソース上の最新ビルドを使
用できないため、管理者は更新ビルドをダウンロードして、利用しやすいファイル共有または HTTP 上
にこれをコピーする作業も行わなければなりません。この更新方法は、PC からファイルの格納場所に低
遅延でアクセス可能な組織に適しています。また、相対パスや管理されたファイル レプリケーション サ
ービスを使用している、より分散された環境にも適していますが、エンタープライズ ソフトウェア シス
テムを採用している大企業の多くでは、新しいソフトウェア インストールまたはパッケージとして更新
ビルドを配布する方法を選択することも考えられます。
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UpdatePath には、Microsoft クイック実行ソースからダウンロードされたデータやファイルが格納され
ます。スケジューリングされたタスクとして最新バージョンを自動的にダウンロードすることも、また
は、Office 365 ProPlus ビルドのダウンロード時に任意のバージョンを指定することもできます。利用
可能なビルドが公開されたら、ビルド番号をお知らせするサポート技術情報の記事が「Microsoft Office
2013 Click-to-Run virtualization (英語)」(http://support.microsoft.com/gp/office-2013-click-torun/en-us) に掲載されます。ただし、多くの管理者にとっては、スケジューリングされたタスクを利用
して、企業のソフトウェア ライブラリ内の Office 365 ProPlus ソース フォルダーにビルドをダウンロ
ードする方が、より便利に利用できるのではないかと思います。

参考


Office 365 ProPlus の更新プログラムを管理する - パート 2
http://community.office365.com/ja-jp/blogs/office_365_community_blog/archive/2014/02/04/office-365proplus-2.aspx

ビルド番号を指定せずに “setup.exe /download configuration.xml” ファイルを実行すると、次に示す
Office\Data\ フォルダーの内容がダウンロードされます。

v32.cab または v64.cab ファイル (Office のアーキテクチャに応じます) は、適用する Office 365
ProPlus の最新ビルドあるいは検証済みビルドを更新サービスが検索する際に使用します。これらのキ
ャビネット ファイルには、hash.txt と versiondescriptor.xml が格納されており、既定では最新ビル
ドが指定されていますが、バックアップ ファイル (v32_15.0.4128.1009.cab など) をコピーして名前
を “v32.cab” または “v64.cab” に変更することで、検証済みまたはテスト済みのビルドを指定するよ
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う変更できます。管理者が Office CDN サービスから新しい Office ビルドをダウンロードすると、新し
い v32.cab または v64.cab、対応するバックアップ キャビネット ファイル、およびビルド バージョン
を示すフォルダーがダウンロードされます。インストールやソフトウェア更新中にパスの解決を確実に
行うため、対応するビルド バージョンを示すフォルダー名は変更しないよう注意してください。

クイック実行のセットアップによる更新ビルドのインストール
ソフトウェア更新サービスは、構成 XML ファイルで UpdatePath コントロールにより指定されたパブ
リックまたはローカルのファイル格納場所から Office プログラム キャッシュをダウンロードして適用す
るなど、Office セットアップと同様の処理を実行します。企業ソフトウェア配布を使用している大企業
では、企業ソフトウェア配布エージェントがインストール ファイル ソースを検索するためのソフトウェ
ア配布ポイントや管理ポイントが複数存在する場合があります。このような環境では、すべてのユーザ
ーに有効な UpdatePath を定義するのは難しく、また、PC の企業ソフトウェア配布エージェントに割
り当てられた管理ポイントの場所を特定できないことも少なくありません。インストールする前に管理
ポイントのパスを構成 XML ファイルへ動的に書き込むよりも、ソフトウェア更新を行うたび Office セ
ットアップを再実行するほうが適切なアプローチと言えるでしょう。このとき、管理者は Updates コン
トロールを無効に設定 (<Updates Enabled=”FALSE” />) して、Office ソフトウェア更新プログラム
を毎日検索するスケジューリングされたタスクを無効にします。これにより Office 365 ProPlus は、別
のビルド番号でセットアップが行われないかぎり、最初にインストールされたビルドのままとなりま
す。
セットアップ再実行のオプションを使用するとき、更新のインストールは管理ポイントまたは配布ポイ
ントから行うことをお勧めします。更新のインストールを開始する前に PC に更新を事前キャッシュす
ることはお勧めしません。これは、更新パッケージが完全な Office 365 ProPlus インストールと同じサ
イズ (約 1 GB) になり、1 万人のユーザーを持つ企業であれば、Office 更新のファイル ソースとして使
用する更新およびテスト済みの Office ビルドを事前キャッシュすると、10 TB のネットワーク トラフ
ィックが発生することになるためです。配布ポイントから更新ビルドをインストールすれば、この大半
のネットワーク トラフィックを回避できます。初回のインストールはローカルに事前キャッシュしたフ
ァイル ソースから実行し、ソフトウェア更新はネットワーク上の格納場所、クラウド サービス、または
管理ポイントを使用して実行することをお勧めします。
企業ソフトウェア配布を使用する場合、setup.exe とこれに対応する構成 XML ファイルを展開し、
Office セットアップでパブリックな Office 365 サービスを使用してファイル ソースのインストールを
行う方法もあります。このハイブリッドな方法では、社内のソフトウェア配布メカニズムによって配信
される情報量を制限し、負荷の高い大規模なファイル キャッシュ作業の大半にインターネットを活用で
きます。管理者は適用する Office のバージョンを引き続き管理でき、ネットワークへの VPN 接続に問
題が発生したときにも、きわめて少量の情報 (PC あたり約 500 KB) をネットワークから直接転送する
だけで済みます。
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IX. ライセンス認証
ソフトウェア "ライセンス" は、ソフトウェア プログラムのインストール、使用、アクセス、表示、実
行、またはその他の操作を行う法的権利を付与するものです。ライセンス認証は、ソフトウェア プログ
ラムが間違いなくライセンスされていることを確認するためのものです。Office 365 ProPlus には、自動的
にプロダクト キーを取得してから製品をライセンス認証するライセンス認証コンポーネントが含まれて
います。
Office 365 ProPlus では、ライセンス認証に次のクライアント コンポーネントとサービスを使用します。


Office クライアント スイート



サブスクリプション ライセンス認証コンポーネント:
Office Software Protection Platform ( OSPP ) (コンピューターで Windows 7 を実行している場合) ま
たは Software Protection Platform ( SPP ) (コンピューターで Windows 8 を実行している場合)
Office Licensing Service ( OLS )

※OLS は Microsoft がホストしている Web サービスです。ユーザーのコンピューターでローカルに実行されるシステム サービスで
はありません。

Office 365 ProPlus は、次のサブスクリプション ライセンス認証タスクを実行します。


Office Licensing Service (OLS) とやり取りする。



Office Software Protection Platform (OSPP) または Software Protection Platform (SPP) を使用して
Office をライセンス認証する。



Office UI とやり取りする。



Office 365 ProPlus の実行を承認する。

Office 365 ProPlus は、OLS および OSPP または SPP と連携しすることで、ユーザー サブスクリプションの
ライセンス認証、更新、準備解除、および再準備の際にビジネス ルールをクライアント コンピューター
に適用します。
OSPP は Windows 7 で使用されます。OSPP は インストールされている Office ソフトウェアのライセンス
状態のブローカーとして機能するクライアント上のシステム サービスです。
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SPP は、不正コピー防止、偽造検出、および改ざん防止のための対策の新しいセットです。SPP は
Windows 8 に付属しています。
OLS はクラウド ベースのサービスであり、各サブスクライバー コンピューターのライセンス認証とサブ
スクライバー アカウントの状態との同期を維持します。OLS は Office ライセンス システムの中央ハブと
して機能します。OLS は、ユーザーが購入した Office 製品に関するプロビジョニング データを取得し、
プロダクト キーを取得し、ユーザーとコンピューターの関係 (ユーザーがアクティブにしたコンピュータ
ーの数) を管理します。OLS はローミング アプリケーションのための承認サービスでもあります。
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Office ライセンス認証には 4 つの状態があります。状態を確認するには ospp.vbs を使用します。



LICENSED Office は完全機能モードです。プロダクト キーのインストールとライセンス認証が適切に
行われました。



OOB_GRACE Office は完全機能モードです。プロダクト キーのインストールは適切に行われました
が、ライセンス認証は行われていません。



EXTENDED_GRACE Office は完全機能モードですが、機能制限モード (RFM) に移行するリスクがあり
ます。この状態は 30 日間継続し、キーのライセンスの再認証がまだ適切に行われていないことを示
します。この状態は、他のコンピューターのライセンスを確保するために "変更" 中のコンピュータ
ーによって、または再準備中ユーザーによって発生する可能性があります。また、インターネット
に接続されていない延長期間によっても発生する可能性があります。30 日の猶予期間は、Office 365
用 Office 2013 プレビューに適用されます。
※RFM では、大部分の機能が無効化されます。ただし、データの表示と印刷は引き続き可能です。



NOTIFICATIONS この状態は、Office が RFM になっていることを示します。
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X. まとめ
本書では、Office について新たにクラウド サービスを利用したライセンス購入と展開を行うことができ
るようになったことを説明しました。
この新しい方法を利用することで、今までは、社内の全ユーザーの Office をボリューム ライセンスで購
入し、インストールおよび展開のすべてを IT 管理者によって実施していたものを、一部のユーザー(例え
ば、複数の端末を切替えて利用するユーザーや海外出張などが多いユーザー、パートやアルバイトなど
一時的に Office を利用させたいユーザーなど ) のみクイック実行で Office を展開し、それ以外のユーザー
は従来の方法で展開するということも可能となります。
企業の海外進出、新しい IT デバイスやテクノロジーの進化、在宅勤務などの働く環境の変化、災害対策
の強化など、企業を取り巻く環境は日々変化しています。その変化に対して柔軟に対応できるシステム
が必要とされている昨今、「クラウド上での Office 」という新しい概念を持つ Office は、その企業の変化
に対応することができる製品となっています。
本ドキュメントを活用していただき、Office の可能性を検証してください。
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