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InstallShield 2014
Microsoft Windows のソフトウェアインストールのビルド方法

Windows® 用アプリケーションのビルドで頼りに

なるソリューション、それが、InstallShield® です。	

InstallShield により、開発チームは、デスクトップ、	

サーバー、クラウド、Web、および仮想アプリケー	

ション用の信頼性の高い Windows-based Installer 
(MSI) および InstallScript インストールのビルドに

おいて機敏性、柔軟性、コラボレーション能力を

簡単に高めることができます。

複雑化するソフトウェア 
技術市場はかつてないほどの速さで変化し続けて

おり、迅速に適応できるアプリケーション開発者

が求められています。競争力を維持するには、ア

プリケーション開発者はより短期間で市場化する

とともに、複雑な Web/サーバーアプリケーション

のインストールと構成に対応し、シームレスな最

新の顧客体験を提供しなければなりません。

より高い柔軟性に対する企業の要求
法人顧客は、IT のコンシューマライゼーション、

デスクトップ変革、およびクラウドの活用という

大きな変革のプロセスを経ています。これらすべ

てが、対応準備のできているアプリケーション開

発者にとって新しい機会となります。企業はイン

ストール、展開、および管理が容易なアプリケー

ションを提供するアプリケーション開発者を選ぼ

うとしています。

Flexera Software および InstallShield は、法人顧客が

アプリケーションを必要とするときに、必要な場

所で、必要な方法で、簡単に展開および管理でき

る戦略的インストールソリューションを提供する

ことで、この変革の最前線にいます。

顧客の最初の体験は製品インストールです
InstallShield は、現在の高度なアプリケーション開

発者のための最先端のインストールソリューション

です。

「InstallShield...により、当社は、複雑な環境で機能

するソリューションのインストールを開発する際

に、時間と費用を節約できます。」

Ron Guggisberg 氏
シニアソフトウェアエンジニア

Matrix Systems 社

InstallShield により、アプリケーション製作者は、	

Windows® 8.x、Windows Server® 2012 R2、Visual 
Studio® 2013 など、あらゆる最新の Microsoft 技術

に対応し、64 ビット、クラウド、および仮想環境

へのアプリケーションの準備とインストールを簡

素化できます。従来の開発プロセスとアジャイル

開発プロセスの両方をサポートし、現在のグロー

バルアプリケーション製作者の独自の製品パッケー	

ジ化ニーズに対応します。明確で最新のエンド	

ユーザー体験を実現することで、新世代のユーザー

の厳しい基準を満たします。

InstallShield は、アプリケーション製作者が自社の

製品を従来の MSI および仮想アプリケーション形

式で商品化、バンドル、およびインストールでき

る自動化ツールを提供し、法人顧客が選ぶ環境で、

容易にソフトウェアを迅速かつ効率的に仮想化で

きます。同時に、Microsoft 社の Windows Azure™ 
SQL ハイブリッドクラウド展開、PowerShell™、お

よび System Center 2012 Configuration Manager、	

Microsoft Web Deploy に対応することで、企業の変

革を実現できます。

世界最高のインストール技

術 — InstallShield 技術は 8 万
社以上のお客様の 5 億台以

上の PC やサーバーに展開

されています。

Windows 7 および   
Windows 8 用の最も定評あ

るソリューション — 優れ

た Windows インストーラ

と 64 ビットサポートで、	

Windows ベースのインス

トーラを容易に開発でき

ます。

Visual Studio 2013 の比類

ないサポート — Microsoft 
社は Visual Studio の顧客

に InstallShield でインストー

ラを開発することを推奨

しています。

デスクトップ以外の環境

にも対応 — サーバー、ク

ラウド、Web、および仮

想アプリケーション用の

インストールを簡単にビ

ルドできます。

ネイティブ言語のインス

トーラ — 35 言語のセッ

トアップをローカライズ

するためのビルトインサ	

ポート。

2 つのライセンスオプショ

ン — ノード固定ライセン

スまたは開発者が共有で

きる同時ライセンスを選

択できます。

3 つの版と 2 つの言語 — 
Premier、Professional、お

よび Express 版が英語およ

び日本語で提供されてい

ます。



InstallShield 2014 — Microsoft 社が選択したインストールソリューションに
は、次の新しい機能が含まれます。

複雑な Web/サーバーアプリケーションのインストールの簡素化 
新機能 Microsoft Web Deploy を使用して、Web アプリケーションを Microsoft® Azure™ や Microsoft IIS 
にインストール – 新たに Microsoft Web Deploy に対応する Suite/Advanced UI インストールを使用

することで、ローカルマシン、データセンターやクラウドの Microsoft Azure にあるリモートサーバー

などのインフラストラクチャを自由に選択して、Web アプリケーションを展開できる柔軟性が得ら

れます。

最新のディスプレイおよびユーザーインターフェースに対するサポートの強化
新機能 設計 DPI-対応のインストール 
すべての InstallShield プロジェクトのタイプが DPI 対応となり、高度な DPI デバイスにソフトウェア

をインストールする際のユーザー体験が最適化されます。

リリースサイクルの加速をサポート
機能強化 毎回のインストール実行時に、最新のセットアップをチェック 
Suite/Advanced UI インストールでは、インストールのメンテナンスモードから起動される場合を含

めて、インストールを実行する度に最新バージョンのセットアップをチェックすることで、ユーザ

ーが最新の製品リリースを簡単に発見、ダウンロード、インストールできます。

新機能 マルチインスタンスのインストールをアップグレード 
対象システムにおける製品のマルチインスタンスの有無を検出し、アップグレードするインスタン

スをエンドユーザーが選択できるアップグレードソフトウェアを開発できます。メジャー・アップ

グレードとマイナー・アップグレードの両方に対応しています。

開発者の生産性を向上
新機能 テストインストール向け InstallShield IDE で仮想マシンのプロビジョニングが可能

仮想マシンのプロビジョニングの自動化により、テスト時間を短縮し、手動ステップを排除：テスト

イメージのスナップショット、仮想マシンの起動、InstallShield IDE から直接のステージセットアップ

を選択できます。VMware® vSphere、VMware Workstation、Microsoft Hyper-V® に対応。

「当社のお客様は、クラウ

ドへの移行を支援するハイ

ブリッドオンプレミス/ク
ラウドソリューションの

導入に関心があります。	

InstallShield の Azure SQL の
サポートにより、従来のオ

ンプレミス環境だけではな

く、ハイブリッドクラウド

環境でも、最高レベルのイ

ンストール経験の提供が保

証されます。」

Mikhail Dikov 氏
ソフトウェアエン	

ジニアリーダー

Open Text

「信頼できる効果的な政府

請負業者として、当社が継

続的にアプリケーションを

強化および改善し、ユー	

ザーが最新バージョンの製

品を使用していることは顧

客満足度にとって不可欠で

す。当社は、顧客からのプ

レッシャーの下で信頼性と

品質を提供しなければなり

ません。このような作業に

おいて、InstallShield には当

社のソフトウェアと他の顧客

間のつながりを強化する革新

的な機能拡張があり、他の

インストールソリューショ

ンとは常に異なります。」

Aysen Bankeroglu 氏
構成管理エン	

ジニアリーダー

REI Systems



主要な製品機能

Windows Installer (MSI) インストール
InstallShield の直感的なグラフィカル開発環境で、Windows インストーラ (MSI) インストールをすばやく
簡単に作成できます。SQL データベース、IIS Web サイト、XML 編集などにも高度に対応しています。

InstallScript インストール
強力で使いやすいスクリプト言語 InstallScript で、最大限に柔軟なインストールを実現します。スクリ
プトベースのインストールと Windows インストーラカスタマアクションを作成します。

Suite/Advanced UI プロジェクトの複雑なインストールの簡素化
InstallShield の Suite/Advanced UI プロジェクトで、Microsoft Web 配置ファイルのインストールをサ	
ポートし、Web アプリケーションの展開が簡素化されます。Suite/Advanced UI インストール
が、MSI、EXE、Microsoft Web 配置ファイルなどをバンドルできるようになりました。依存関係、
サーバー構成タスク、データベーススクリプト、および複雑な複数層のアプリケーションに必要なす
べてのコンポーネントを含めてバンドルできます。

新機能 設計 DPI 対応インストール
すべての InstallShield プロジェクトのタイプが DPI 対応となり、高度な DPI デバイスにソフトウェア
をインストールする際のユーザー体験が最適化されます。

MSI の Microsoft® App-V™ への変換 
同じビルドプロセスから、Microsoft App-V パッケージと Windows Installer MSI インストールの両方を
作成できるため、企業顧客に柔軟なインストールオプションを提供できます。複数の製品バージョン
の仮想化されたインスタンスへのインスタント・ストリーミングによるアクセスを提供することで、
サポートチームが顧客の問題を迅速にテスト、トラブルシューティングできるように改善します。
* Microsoft App-V が必要です。

アプリケーション仮想化適合性テスト 
お使いの製品で、Microsoft App-V、VMware®、ThinApp™、Citrix XenApp™ などの代表的なアプリケー
ション仮想化形式との互換性を検証します。

Windows 検証テスト 
Windows ロゴテストに対してインストールを検証し、アプリケーションが最新の Windows および 
Windows Server のベストプラクティスに準拠していることを保証します。

デジタル署名のインストール 
インストールおよびファイルにデジタル署名することで、インストールの完全性および必要なユー
ザーアカウント制御 (UAC) のサポートを保証します。

機能強化 毎回のインストール実行時に、最新のセットアップをチェック
Suite/Advanced UI インストールでは、インストールのメンテナンスモードから起動される場合を含
めて、インストールを実行する度に最新バージョンのセットアップをチェックすることで、ユーザー
が最新の製品リリースを簡単に発見、ダウンロード、インストールできます。

機能強化 マルチインスタンスのインストールをアップグレード
対象システムにおける製品のマルチインスタンスの有無を検出し、アップグレードするインスタンス
をエンドユーザーが選択できるアップグレードソフトウェアを開発できます。メジャー・アップグレー
ドとマイナー・アップグレードの両方に対応しています。

多言語サポート 
InstallShield の開発ツールは、英語版および日本語版の両方で利用可能です。35 の言語に対応する 	
InstallShield のデフォルトのランタイムストリングを使用してインストールをローカライズし、他の
言語では独自の文字列を追加します。サポート対象の各言語に対して、異なるファイル、レジスト
リエントリ、およびその他のリソースを提供する条件を追加します。

最新の Windows 版に対応 
Windows 8.1 や Windows Server® 2012 R2 などの最新の Windows バージョンに対して、確実にアプ
リケーションを展開します。WoW64 を無効にできる Windows Server Core 構成の純粋な 64 ビット
インストールをビルドできます。

「Windows Azure SQL デー

タベースは非常に可用性

と拡張性が高いクラウド

データベースサービスで

あり、SQL Server 技術に基

づいて構築されています。	

このデータベースにより、

企業はデータや既存のエン

タープライズデータセン

ターアプリケーションの

すべてを一度に移行せず

に、容易にソリューション

をクラウドに拡張できま

す。 InstallShield の Azure 
SQL データベーススクリプ

トのサポートは、ハイブ

リッドクラウド環境への顧

客アプリケーションの移行

を容易にしたいアプリケー

ション開発者にとって不可

欠です。」

Gregory Leake 氏
製品マーケティング	

担当役員

Microsoft

続き >> 
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Flexera Software: インストールソリューションの
業界リーダー 
Flexera Software の InstallShield は 20 年間以上に渡り Windows 
インストールにおける事実上の業界グローバル標準であり、

現在における従来型の開発チームと分散アジャイル開発チー

ムに必要なインストールのオーサリング、ビルド、およびバン

ドル要件に対応する世界クラスのインストールソリューション

で革新を続けています。

Flexera Software について
Flexera Software は戦略アプリケーション利用管理のリーダー

的企業であり、継続的なライセンス準拠、最適な利用、およ

び最大の価値をアプリケーション開発者と企業にもたらすソ

リューションを提供しています。Flexera Software は、イン	

ストール、ライセンス、資格、および準拠管理からアプリ

ケーション対応およびソフトウェアライセンス最適化まで、

包括的なソリューションを信頼する 8 万社以上のお客様から

信頼されています。当社のお客様はアプリケーションの利用

を戦略的に管理し、当社のシステムレベルのアプローチに

よってのみ実現可能な画期的な実績を達成しています。詳細	

については、次のサイトをご覧ください。	 	

www.flexerasoftware.com

次の手順:   
詳細な機能一覧および無料試用版の開始については、	

www.flexerasoftware.com/installshield をご覧いただく

か、今すぐに Flexera Software までお電話ください。

主要な製品機能

新機能 Microsoft Web Deploy を使用して、Web アプリケーションを Microsoft® Azure™ および Microsoft IIS へインス
トール
新しく Microsoft Web Deploy をサポートしている、Suite/Advanced UI インストールを使用すれば、ローカルマシン、デー
タセンターやクラウドの Microsoft Azure 上にあるリモートサーバーなどのインフラストラクチャを自由に選択して、Web 
アプリケーションを展開できる柔軟性が得られます。

機能強化 Microsoft Azure SQL データベースへの展開 
データベースをクラウドへインストールし、データベース・スクリプトの直接 Microsoft Azure SQL データベースへの展開に
より、ハイブリッド・クラウドのシナリオをサポートします。

自動化されたインターフェースによる自動ビルド・プロセス
自動スクリプトを活用して、ファイルと機能を追加し、インストールプロパティと設定を変更し、プロジェクトビルドを開
始することで、継続的な統合操作をサポートし、手作業による編集を減らします。

新機能 テストインストール向け InstallShield IDE で仮想マシンのプロビジョニングが可能 
自動的に仮想マシンを起動し、テストイメージのスナップショットを選択し、InstallShield IDE から直接テストのステージを	
セットアップすることで、テスト時間の短縮や、手動ステップの排除を実現します。VMware vSphere、VMware Workstation、	
Microsoft Hyper-V と統合できます。

Microsoft Team Foundation Server 統合 
TFS ビルドサーバーで InstallShield プロジェクトをコンパイル、ビルド、管理します。Team Explorer を使用することで、	
InstallShield プロジェクトの設定、スケジュール管理、キュー構築ならびに Visual Studio ソリューションの構築ができます。

Microsoft® Visual Studio® 2013 統合 
他の開発プロジェクトで使用したのと同じ Visual Studio インターフェースから、直接インストールを作成します。

更なる時間節約機能 
COM 情報を自動的に展開し、InstallShield の再配布可能プログラムの拡張ライブラリを活用しながら、以前のバージョンの  
InstallShield からプロジェクトをシームレスにアップグレードします。

InstallShield スタンドアロンビルド 
InstallShield プロジェクトを個別のクリーンなビルドシステムで構築することで継続的な統合をサポートします。

InstallShield コラボレーション 
分散した共同作業チームを構築して、インストール開発をアジャイル開発プロセスに統合します。開発者、テクニカルライ
ター等の関係者が、インストールの各自のセクションを作成し管理できるようになります。


