■サポート言語
シングルバイトサポート

33のランタイム言語を用意

※

InstallShiled Xは、作成するインストーラーに33のランタ
イム言語を用意しています。Professional版は、1つのイ
ンストーラーで英語の他に、33ヶ国語から任意の1ヶ国語
を選択して含めることができます。
（英語版は、33ヶ国語か
ら任意の1ヶ国語のみとなります。）Premier版は、1つのイ
ンストーラーで最大33ヶ国語を対応させることができます。

※

英語、バスク語 、
ブルガリア語、
カタローニャ語 、
クロアチア語、
チェコ語、デンマーク語、
オランダ語、
フィンランド語、
フランス語
（カナダ）、
フランス語（フランス）、
ドイツ語、
ギリシャ語、ハンガリー語、
イタリア語、
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語（ブ
※
ラジル）、ポルトガル語（ポルトガル）、ルーマニア語、セルビア語 、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語

ダブルバイトサポート
※

※

日本語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、
インドネシア語 、韓国語、
ロシア語、
タイ語 、
トルコ語
※はWindowsインストレーションのみ

■システム要件
Windowsユーザ：
OS

Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003

権限

システム上での管理者権限

Webブラウザ

Microsoft Internet Explorer 5.01またはそれ以降（IE 5.5以降推奨）

コンピュータ本体

Pentium IIIクラスのPC（500 MHz以上推奨）

メモリ

256 MB以上のRAM（512 MB推奨）

ハードディスク

500 MBのディスクスペース
（再配布コードを含む）

ディスプレイ

XGA（画面解像度1024 x 768）以上

Linux、UNIX、Mac、OS/400ユーザ：

B e n e f i t s

コンピュータ本体

400 MHzのPC

メモリ

128 MBのRAM

ハードディスク

150 MBのディスクスペース

サポート可能な
プラットフォーム

AIX (Premier Edition)、Generic UNIX、HP-UX、Linux、Mac OS X、OS/400 (Premier Edition)、Solaris
Universal IDEには、JRE/JDKバージョン1.4.2またはそれ以降
Universal インストーラーランタイムには、JREバージョン1.2.2またはそれ以降

強靭なインストレーション

■プラットフォームサポート
OSとプラットフォーム

インストーラー開発の業界標準

Java仮想マシンサポート
･ Sun 1.2.2、1.3.x、1.4.x、1.5.x

･ IBM 1.3.x、1.4.x

･ HP 1.2.2、1.3.x、1.4.x

InstallShield X 同様、Windowsインストーラ作成用（従来のDevStudioの後継部分）は日本語画面で、ユニバーサルインストーラ作成用（Multiplatform製品の後継部分）は英語画面(ダブ
ルバイト文字は入力可能）となっております。また、当面、日本語化されているWindowsインストーラ作成部分だけをサポート対象とさせていただき、ユニバーサルインストーラ作成用につきまして
は、今後、Linuxを皮切りに、お客様のニーズに合わせてサポート対象を拡張する予定です。
※NetWorldは株式会社ネットワールドの登録商標です。※InstallShield、UpdateServiceは米国Macrovision Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。登録商標です。※Microsoft、Windows、OutlookI、Internet Eplorerは、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。※Windows XP／2000では、管理者（Administrator）権限を持つ1ユーザーでのみ使用できま
す。※本製品の内容・仕様は予告なく変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ

TEL:03-5210-5100 FAX:03-5210-3912
E-mail: is-info@networld.co.jp
URL http://www.networld.co.jp/

にした「InstallShield 10.5」
。ソフトウェア

プロジェクト間でカスタムダイアログを共有

フォーム、
サーバ、最新モバイル デバ

開発者は、開発期間の削減、そしてプロジェ

することができる「リポジトリ機能」など、プロ

®

クトの品質向上という2 つの目標を、同時

グラム開発を効率化する新機能。インストレー

デバイス、Windows Mobile™、

に実現できます。
「InstallShield 10.5」を

ションプロセスをシームレスにガイドする「プロ

PocketPC、Windows Mobile™

活 用すれば 、限りなく効 率 的に、堅 牢で

ジェクトアシスタント」、
ドラッグ・アンド・ドロッ

Smartphoneを含む）に完全対応。

信頼性のあるセットアップをユーザへ提供

プで効率的に作業ができる「直感的なIDE」
、

あらゆるカスタマイズを可能にします。

することができます。

インストール作業の仮想的な編集が容易に

扱いやすさ

ユーザとのコミュニケーション
「Update Service
Starter Edition」

完全を極めた柔軟性を実現

できる
「タイムセービングオートメーションツール」
、
ダイアログの新規作成・修正が簡単に行な

「InstallShield 10.5」は強力な新機能、

える「ビジュアルダイアログエディタ」等の機

「Trialware 機能」を搭載。ソースコードを

能とあわせて活用すると、開発の効率性は

修正することなしに、簡単なステップでソフ
トウェアの体験版を作成することが可能に
なりました。また、プロジェクトを分割した「ア

格段に高まります。

最新テクノロジーをサポート

センブリ」は、再 利 用のできるモジュラー

インストレーションのデファクトスタンダードと

コンポーネント。プラグインするだけで、複

して、
16年間信頼され続けているInstallShield。

数のインストレーションに組み込むことが

その最新版である「InstallShield 10.5」もま

できます。さらに、
「Compactプロジェクト

た、
「MSI 3.0」や、
「MySQLデータベースサー

アプリケーションに「アップデート

タイプ」を活用すると100KB 以下のコンパ

バ」、
「IIS Webサービス」、
「J2EEアプリケー

マネージャー機能」を組み込むことに

クトなインストレーションが作成でき、インター

ションサーバ」などの最新テクノロジーのサポー

より、
インターネット経由で利用者に

ネット上から迅速にインストレーションを配

トを継承しています。さらに
「InstallShield 10.5」

布することができます。

はVisual Studio .NETに完全に統合される

最新の製品情報を自動通知。

本社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-4
オリックス神保町ビル
TEL:03-5210-5031,5020
FAX:03-5210-5033
西日本事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満1-41-3
住友生命御堂筋ビル
TEL:06-6367-5631
FAX:06-6367-5633
名古屋営業所
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-23-3
第2アスタービル
TEL:052-588-7611
FAX:052-588-7610

アップデートのダウン
Premier版では、

ことから、開発者はVisual Studioのインター

ロードも行なうことができます。

フェース内でインストーラーを作成することが
可能。.NETプロジェクトのプライマリ出力リン
ク、.NETプロジェクトの依存ファイルスキャン
などを実現します。

※記載されている会社名および製品名、
ロゴは各社の商標または登録商標です。
本冊子は、地球にやさしい再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
植物性大豆油インキを使用しています

する「XMLファイル変更ビュー」や、複数の

クロスプラット
InstallScript™、

することができます。

Macrovision社が提供するInstall Shield製品は、
これまで数々の輝かしい賞を受賞してきております。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

それは、XMLファイルを自動でアップデート

インストレーションプロジェクトを簡素化

「InstallShield 10.5」は、過去に販売されてきたInstallShield X、DevStudio、Developer、MultiPlatform、Professional、
Expressとの互換性を備えています。

「InstallShield 10.5」の特筆すべき特長。

InstallScript 形式、クロスプラットフォーム

なウィザード」などによって、複雑な

■製品の互換性

W i n d o w s I n s t a l l e r（ M S I ）形 式 や
に対応するインストレーション開発を可能

「プロジェクトアシスタント」や「直感的

･ Apple 1.2.2、1.3.x、1.4.x

プログラム開発が飛躍的に効率化

Windows Installer、

イス インストレーション
（Palm OS

･Windows（Win XP、2000、2003、9x）x86またはItanium
･AIX（v5.1 またはそれ以降）32または64 bit
･HP UX（v 10.x またはそれ以降）ItaniumまたはPARISC
･Linux（Red Hat、Suse、Mandrake、Calderaなどを含む) x86、Itanium、AMD64
･Mac（v10.0またはそれ以降）
･OS/400（v5R1 またはそれ以降）
･Solaris（v8 またはそれ以降）SPARC、x86
･Generic UNIX PPKモジュールを介したUNIXプラットフォーム

信頼性の高いインストレーション

Windowsインストレーション開発

EXCLUSIVE! QuickPatch™ テクノロジー

デファクトスタンダードが

柔軟性と直感性に加えて効率性が追求された、
業界最強の新機能・独自機能

またもや進化した。
揺るぎない信頼を誇る

NEW! MSI3.0サポート
Microsoft Windows Installer 3.0でビルドされたすべて

インストレーション、

のプロジェクトをサポート。パッチの配布が容易に行なえ、
さらに配布するパッチに対するメタデータの設定や、パッ

InstallShield 10.5。

チのアンインストール機能を組み込むことが可能になり
ました。パッチのシーケンス機能も使用できます。

NEW! Trialware機能 (Premier版のみ)

インストレーションオーサリングツールで

ソースコードを修正せずに簡単な設定の変更で、製品版

ありながら、最新アップデート配布機能など

と同等の機能を持つ体験版を作成することが可能。利用

をはじめとする マーケティング力 も

可能日数を設定した試用アプリケーションを市場に投入
することができます。

備えている「InstallShield」。
最新版の「InstallShield 10.5」では
ソフトウェアの体験版が簡単に作れる

●MSI3.0サポート

NEW! MySQLサポート
「SQLスクリプトビュー」は、Microsoft SQL Serverに加えて

ソフトウェアの購入を検討している

その他の機能
Access、DirectX、MDAC、MSDEをはじめとする70以上のサードパーティテクノロジー利用、他のプロジェクトで再利用
可能なマージモジュールを作成できる「マージモジュールテクノロジー」、ハードウェア／ソフトウェアのデバイスドライバの
インストレーションが数分で作成できる「Windowsデバイスドライバウィザード」、Webサービスを展開するプロジェクトの
「SQLサーバサポート」
作成や既存プロジェクトにWebサービスを追加することができる「IIS Webサービスサポート」
など、さまざまな機能を搭載しています。

クロスプラットフォームインストレーション開発

あらゆるプラットフォームに対応できる、
オールインワン・インストレーションオーサリングツール
ENHANCED! Dynamic Suite（Premier版のみ）
「Dynamic Suiteプロジェクトタイプ」は、インストレーションスイートのさらなる効率的な提供を実現するために全面的な再
デザインを実施。一度ターゲットマシンにインストールされたアセンブリは、そのマシン上の複数のインストレーションで利用でき
るようになりました。

ENHANCED! VPDレジストリー
VPDレジストリーが拡張され、より安全なデータベースに保存できるようになりました。ターゲットマシンでは複数のVPDを持つ
ことができるため、固有のパーシスタンスVPDロケーションの特定が簡単に行なえます。

MySQLデータベースサーバをサポート。MySQLサーバの全

ユーザへのアプローチ性が強化されました。

NEW! コラボレーションデザイン＆アセンブリ（Premier版のみ）

機能の設定、インストーラーの一部としてのSQLスクリプト起

飽くなき進歩と絶対的な安定性。

プロジェクトを分割した「アセンブリ」は再利用できるモジュラーコンポー

動、MySQLデータベースサーバに関連する既存バージョン
●Trialware機能

Trialware機能がプラスされ、

独自技術であるQuickPatchテクノロジーによって、短時間での簡単なパッチを作成することができます。これによって、
サポートとメンテナンスのコスト削減につながります。

の要件編集などが行なえます。

ネント。プラグインするだけで、複数のインストレーションに組み込む

これが他の追随を許さない、

ことができます。

不動のデファクトスタンダードです。

NEW! Compactインストーラー

NEW! システム変数
必要のないデータの再入力を省くために、インストレーション間で

「Compactプロジェクトタイプ」でプロジェクトを作成することにより、インターネットで

システム変数を共有。これによって、エンドユーザのランタイムが

ダウンロードできる100KB以下のインストーラーをすぐに配布することができます。

改良されます。

NEW! XMLファイル変更ビュー

NEW! Question ダイアログ (Premier版のみ)

ターゲットマシン上でXMLファイルを簡単に編集できるインストーラー作成ができるため、

エンドユーザのフィードバックに基づいて、必要な追加ランタイム

●コラボレーションデザイン＆アセンブリ

開発期間の大幅な短縮を実現。製品の設定や標準設定ファイルを保存するXML

機能を決定。質問要素をセットして、ユーザに特定の情報を促す

ファイルの編集を、カスタムアクションを作成せずに行なうことが可能です。

ことができます。ユーザのフィードバックデータは記憶され、実行時にアセンブリ間で共有されます。

NEW! 常時上書き機能

NEW! コマンドラインオプション (Premier版のみ)

バージョンや変更日時に関係なく、インストール時に上書きの必要があるファイルを簡単
に設定。セットアップ作成を加速できます。

完全な実行環境を実現できるように、コマンドライン上で手動によりアセンブリを提供。新しい「searchpath」コマンドライン
●XMLファイル変更ビュー

オプションは、アセンブリデータファイルを検索する追加のパスを特定。そのパスはクラスパスに追加されるため、関連する

EXCLUSIVE! 業界標準InstallScript™

アセンブリは実行時に見つけることができます。

エンド・ツー・エンドインストーラー開発に、強力で使いやすいInstallScript言語を利用することができます。InstallScript™は、

NEW! UNIX シンボリックリンク

445以上の定義済みセットアップ関数を備えているため、柔軟なインストールを実現します。

インストレーションの一部として、UNIXシンボリックリンクの特定や作成をすることができます。
「UNIXシンボリック

NEW! ローカルリポジトリ(共通) & ネットワークリポジトリ(Premier版のみ)

リンクプロダクトアクション」は、ターゲットの UNIXシステム上プロジェクトに含まれるファイルに、シンボリックリンク

エンドユーザダイアログ、InstallScriptファイル、マージモジュール、SQLスクリプト、システム検索、プロジェクトのテンプレート

を作成します。

などを共有エレメントとするリポジトリを作成できます。共有エレメントを複数のプロジェクト間でシェア、再利用することができ

NEW! ロケールプロパティ＆プラットフォームプロパティ

るので、開発時に発生する二度の手間を省くことが可能。これにより、新しいセットアップの素早い市場投入と、プロジェクト

実行時に簡単にフィルタリングできるように、コンポーネントにロケールプロパティ＆プラットフォームプロパティを割り

間の一貫性を実現します。ローカルリポジトリはローカルのマシン上に保存され、ネットワークリポジトリはネットワーク上に保

当てます。

存されるので、開発者間で必要な時にアクセスして再利用することができます。

ENHANCED! プロダクトアクション

NEW! ユーザとユーザグループの編集

「InstallShield 10.5」は、ユニバーサルプロジェクト用に 4つの新しいプロダクトアクションを追加しました。開発者は

インストール実行時に、既存の Windows ユーザアカウントを選択するか、新しいアカウントを作成することによって、

ドメイン上などで、グループやユーザの作成、削除、Windowsマシン上で権限管理
WindowsやUNIXターゲットマシン、

Windowsユーザの追加や管理をすることができます。

などをすることができます。

