
Minitab Engage® 展開ガイド
このガイドでは、 のインストールとライセンスの Minitab Engage手順について説明します。

Minitab Engageをインストールすることにより、 ライセンス契約 および プライバシーポリシーの条項に同意
するものとします。これらの条項に同意しない場合は、ソフトウェア パッケージをアンインストールします。ソフ
トウェアをエンドユーザーに展開する場合は、そのユーザーに代わってこれらの条項に同意することになります。

コマンドラインを使用して、クライアントコンピュータに\Minitab Engageをインストールできます。以下の表に
は、Minitab Engageをエンドユーザーに展開するためのプロパティとスイッチの概要が示されています。

EXE スイッチ表

説明許容値コマンドラインのスイッチ

インストールとアプリケーションのデ
フォルト言語を指定します。言語を指
定しない場合、インストーラはシステ
ムの地域設定に従ってデフォルトの言
語を設定するか、一致がない場合はデ
フォルトで英語に設定します。
1031=ドイツ語
1033=英語
1034=スペイン語
1036=フランス語
1041=日本語
1042=韓国語
1046=ポルトガル語
2052=簡体字中国語

1031
1033
1034
1036
1041
1042
1046
2052

/exelang

サイレントインストールで必要です。
変更されたエンドユーザーエクスペリ
エンスの適切なMSIスイッチと一緒に
使用します（例、/qn, /qb,
/passive）。

/exenoui

MSI スイッチ表（共通）

説明コマンドラインのスイッチ

基本ユーザーインターフェイス、進捗バーのみ/passive

静か、ユーザーインターフェイスなし/qn

基本ユーザーインターフェイス、インストール中にキャ
ンセルボタンがアクティブになる

/qb

ユーザーインターフェイス減少、インストール中にキャ
ンセルボタンがアクティブになる

/qr
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プロパティ表

説明許容値プロパティ

カスタムインストールディレクトリを
指定する

APPDIR

必須プロパティ。このプロパティの値
を指定することにより、エンドユー
ザー使用許諾契約およびプライバシー
ポリシーの条項に同意します。

1ACCEPT_EULA
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説明許容値プロパティ

Minitabは、お客さまの同意を得た上
で、ニーズの理解に役立つよう、アプ
リケーション分析情報を収集しており
ます。
アプリケーション分析情報の例とし
て、以下のようなものがあります。

• インポートされるファイルの種
類、ツールおよびコマンドの種類
と頻度、データ量やワークシート
数などのプロジェクトの特徴、使
用の頻度と期間。

• Minitab製品およびサービスの性能
に関する情報と使用中に生じる問
題

注: 注意：Minitabは、ユーザーが入
力するデータや統計結果などのデータ
を収集しません。
設定

• アプリケーション分析を有効にす
るには、0を入力します。

• アプリケーション分析を無効にす
るには、1を入力します。

このプロパティで値を入力するのをや
めておいても、後でアプリケーション
を起動する時に入力することができま
す。
エンドユーザーの代わりにソフトウェ
アを展開する場合は、この設定がエン
ドユーザーのインストール品に適用さ
れます。

• 0にすると、エンドユーザーがそ
のパソコンでアプリケーション分
析を有効または無効にすることが
できます。

• 1にすると、すべてのエンドユー
ザーのアプリケーション分析が自
動的に無効になります。

注: 注意：この設定を変更しても、例
えばライセンス管理やオンラインヘル
プへのアクセスに必要なデータ等は
ウェブサイトや製品から収集されると
いうことにご留意ください。詳細につ
いては、プライバシーポリシーをご覧
ください。

0または1DISABLE_ANALYTICS
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説明許容値プロパティ

インストールとアプリケーションのデ
フォルト言語を指定します。このプロ
パティは、Minitab Group Policyー
ファイル内でのみ設定できます。その
他の言語オプションについてはEXEス
イッチ表をご覧ください。
1031=ドイツ語
1033=英語
1034=スペイン語
1036=フランス語
1041=日本語
1042=韓国語
1046=ポルトガル語
2052=簡体字中国語

1031
1033
1034
1036
1041
1042
1046
2052

ProductLanguage

コマンドラインの詳細
1. /qn、/qb、または/passiveを使用する場合は、/exenouiスイッチを使用する必要があります。

2. コマンドラインのスイッチが正しい順序になっていることを確認します。

• EXE スイッチはスイッチの前に置く必要があります MSI 。

• MSI スイッチはプロパティの前になければなりません MSI。

必須構文
次のコマンドを使用します。ここで、productV.v.v.vsetup.exe

• 小文字 product はソフトウェアの名前です。

• 大文字 V は、ソフトウェアのメジャー リリース番号を示します。

• 小文字 v (最大 3)は、ソフトウェアのメジャー リリースの更新を示します。

たとえば次のようになります。minitabengage6.3.1.2setup.exe [EXEスイッチ表] [MSIスイッチ表] [プロパティ表]

例

注 以下の例には改行は含まれません。

英語のデフォルト言語、 サイレントインストール:
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1

静かにインストール、ドイツ語のデフォルト言語:
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1

をサイレントアップグレードする：
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1

Minitab Engage 製品コードを使用してサイレントアンインストールする：
msiexec /x {Product Code} /qn
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Product Code レジストリの場所:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab
Engage V.v.v.v]

文字列： UninstallPath

Group policy 使用
Mass Deployment PackageのGroupPolicyにあるMSIは、Group Policyー展開方法にのみ使用します。プロパティ
が正しく設定されていることを確認するには、GroupPolicyMSIsを再パッケージ化ツールと組み合わせて使用しま
す。

• 英語をデフォルト言語としてMinitab Engageをインストールするには、
productV.v.v.vsetupGroupPolicy.English.msiて使用します。

• 英語以外のデフォルト言語でMinitab Engageをインストールするには、
productV.v.v.vsetupGroupPolicy.MultiLanguage.msiを使用します。

ProductLanguageプロパティは、サポートされている言語の値に設定します。サポートされている言語の値の一覧
については、プロパティの表を参照してください。
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