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InstallShield 2013
Microsoft Windows のソフトウェアインストールを構築する方法

Windows®用アプリケーションを構築する場合、 

InstallShield® がソリューションです。InstallShield に 

より、開発チームは、デスクトップ、サーバー、 

Web、および仮想アプリケーション用の信頼性の

高い Windows Installer (MSI) および InstallScript イン 

ストールを開発するときに、簡単に機敏性、柔

軟性、コラボレーション能力を高めることができ 

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、

迅速に適応できるアプリケーション開発者が有利

です。競争力を維持するためには、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

客経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

大きな変革の中にいます。このすべてが、対応準

備が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定しています。

Flexera Software および InstallShield は、法人顧客が 
アプリケーションを必要なときに、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。

顧客の最初の経験は製品インストール
InstallShield は、スタンドアロン製品と複雑なス 

イート製品の両方のパッケージ化に対する現在の

高度なアプリケーション開発者のニーズに対応で

きる唯一のインストールソリューションです。

「Windows Server 2012 では画期的な新しい機能と

多数の新しい PowerShell コマンドを導入し、管理 

者の日常タスクを支援しました。InstallShield 2013 
は Windows Server 2012 および PowerShell 上で構

築され、最新技術の展開を効率化できます。」

Brian Hillger 氏
サーバーおよびツールマーケティング担当役員

Microsoft

InstallShield により、アプリケーション開発者は  
Windows® 8、Windows Server® 2012、および  
Visual Studio® 2012 などのすべての最新の 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開発者の独自の製品 

パッケージ化ニーズに対応します。明確で現代的

なエンドユーザー経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開発者が自社の製

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、法人顧客によって選択さ

れた環境で、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。さらに、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 をサポートすることで、企

業の変革を実現できます。

続き >> 

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
台以上のデスクトップに 

よって展開されています。

 
Windows 7 および  
Windows 8 用の最も一般

的なソリューション—優

れた Windows インストー

ラと 64 ビットサポート

で、Windows インストー

ラを容易に開発できます。

Visual Studio 2010 および  
2012 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

ように推奨しています。

デスクトップ以外の環境に 

も対応— サーバー、Web、 

および仮想アプリケー 

ション用のインストール 

を簡単に構築できます。

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 2013—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 
Windows の役割と機能の自動インストール

アプリケーションのインストールとともに Windows の役割と機能を自動的にインストールすること

で、手動タスクのリスクを回避します。

インストールセットアップ中の PowerShell スクリプトの実行

最適なエンタープライズスクリプ言語である PowerShell スクリプトを実行することで、サーバー構

成タスクを合理化します。

多層インストールの簡素化

単一のクラウド対応パッケージとして、Web/サーバーアプリケーションを展開するために、複数層

インストールテンプレートを使用します。

完全な 64 ビット対応
純粋な 64 ビットインストールの作成

WoW64 が無効になっている Windows Sever 構成をサポートする 64 ビットインストールを使用し

て、64 ビットアプリケーションを展開します。

エンタープライズアプリケーション仮想化導入のサポート 
Microsoft App-V™ インストールを作成します。Premier 版で提供されています。

新しい App-V 5.0 のサポートなど、同じビルドプロセスから物理および仮想アプリケーションパッ 

ケージの両方を作成します。

仮想化適合性テスト 
アプリケーションが、Microsoft App-V、VMware® ThinApp™、および Citrix® XenApp™ などのエン

タープライズアプリケーション仮想化技術と互換性があることを保証します。

拡張された Windows 8 サポート
Windows 8 検証テスト

Microsoft 社の Windows 8 および Windows Server 2012 のベストプラクティスに対してインストー

ルを検証します。

Windows 8 スタート画面アイコン固定

Windows 8 スタート画面に固定されるアプリケーションショートカットを定義し、エンドユーザー

に対してわかりやすい第一印象を与えます。

Advanced UI Designer の更新

新しいウィザード設計機能により、最新のインストール経験を構築します。

「インストールは、当社の

社内開発プロセスと、お客

様が当社のソリューション

を利用する体験において、

非常に重要な部分です。 
迅速、効率的、そして直感

的にインストールできるよ

うにすることが、不可欠と

なります。本日発表された

新機能により、InstallShield
が現在にいたるまで業界を

リードするソリューション

である理由が明らかになり

ます。この製品が複雑な 

インストールに関する問題

を解決することに大変満足

しています。これにより当

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
Matrix Systems社、上級 

ソフトウェアエンジニア

「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 

インストール経験を提供で

きることが保証されます。」

Mikhail Dikov 氏
ソフトウェアエンジニ 

アリーダー

Open Text



主要な製品機能

最新の Windows 版に対応  
Windows 8 スタート画面に固定されるアプリケーションショートカットを指定する機能など、 

Windows 7、Windows 8、および Server 2012 に完全に対応 

純粋な 64 ビットインストールの作成  
WoW64 が無効になっている Windows Sever 構成をサポートする 64 ビットインストールを使用し

て、64 ビットアプリケーションを展開します。 

多層インストールの簡素化 
単一のクラウド対応パッケージとして、Web/サーバーアプリケーションを展開するために、複数層

インストールテンプレートを使用します。

Windows Store アプリのサイドロードの展開 
Windows Store アプリパッケージ (.appx) を Suite/Advanced UI プロジェクト経由でサイドロードし

ます。

ハイブリッドクラウドデータベースへの展開 
Microsoft® Windows Azure™ SQL データベーススクリプト機能により、ハイブリッドクラウド  
SQL 展開を実現します。

Advanced UI Designer でアプリケーションの優れたインストール経験を実現  
ビルトインウィザードページおよびウィザードページエディタにより、エンドユーザーインターフェ

イスが新しくなりました。

エンタープライズアプリケーション仮想化導入のサポート  
アプリケーションが、Microsoft App-V、VMware ThinApp、および Citrix XenApp などのエンタープラ

イズアプリケーション仮想化技術と互換性があることを保証します。 

インストール時に最新の更新とパッチプログラムをストリーム配信するアジャイルインストール
を作成 
インストーラの実行時に更新とパッチプログラムを自動的に確認してダウンロード 

グローバルアプリケーションのインストールを作成
35 言語で実行されるインストールを作成します。

Microsoft Visual Studio との統合  
統合展開環境は、直接 Visual Studio 内で、アプリケーションのインストールを開発できます。

Microsoft App-V インストールの作成 
同じビルドプロセスから物理および仮想アプリケーション パッケージの両方を作成します。 

App-V 5.0 の新しいサポートが含まれます。

「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 1 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

「信頼できる効果的な政

府請負業者として、当社は 

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、 

常に他のインストールソ

リューションと異なり 

ます。」

Aysen Bankeroglu 氏
構成管理エンジニ 

アリーダー

REI Systems

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。

www.flexerasoftware.com/fnp
http://www.flexerasoftware.com/installshield
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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 Windows イン

ストールにおいて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、構築、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 

客様によって信頼され、このような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

http://www.flexerasoftware.com/products/installation.htm
http://www.flexerasoftware.com/products/software-licensing-entitlement-compliance.htm
http://www.flexerasoftware.com/products/application-readiness.htm
http://www.flexerasoftware.com/products/application-readiness.htm
http://www.flexerasoftware.com/SLO
http://www.flexerasoftware.com

