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概要
ライセンスユーティリティ は、ソフト ウェアライセンスとハード ウェアキー証明書を管理するためにホスト マシン上で使用される
ツールです。製品に関連付けられたサブスクリプション期間の表示にも使用されます。
ライセンスユーティリティ にアクセスするには、「スタート 」 | 「すべてのプログラム」 | <企業名> | <製品名> | 「ライセンス」 |
「ライセンスユーティリティ」の順にクリックします。

ライセンスユーティリティ の用語については、用語集を参照してください。
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ライセンスの表 示
「ライセンスの表示」ページには、ホスト マシンで使用できる権限とライセンス供与された全製品のサマリーが表示されま
す。これには、個々のソフト ウェアライセンスとハード ウェアライセンスが含まれます。

「製品」: この列には、特定のソフト ウェアライセンスまたはハード ウェアライセンスによって認証された機能が表示されます。
「ライセンス認証/Flex ID」: この列には、ベンダーによって生成された一意のライセンス識別文字列であるライセンス認証
/Flex ID が表示されます。この ID は、ライセンス認証プロセスで使用される要求ファイルを生成するために、ライセンス
ユーティリティに入力されます。Flex ID は物理ハード ウェアキーを識別するための一意の文字列です。
「サポート 終了日」: この列には、その製品ライセンスのサポート が終了する日付が表示されます。
「ステータス」: この列には現在のライセンスの状態が表示されます。以下にステータスの例を挙げます。
l
l
l

l

l

「証明書」 - 証明書ベースのライセンス (例: ハード ウェアキー)
「良好」 - 完全に信頼できる有効なソフト ウェアライセンス
「破損: <理由>」 - 「アンカー」、「バインド 」、「クロック」などの考えられる理由による、信頼できないか無効なソ
フト ウェアライセンス。
「現在のバージョンに対して無効」 - このライセンスはソフト ウェアの現在のバージョンに対して有効ではなく、アッ
プグレード する必要があります (アップグレード を参照)。
「期限切れ」 - 時間ベースのライセンスが期限切れになっています。
破損したライセンスの考えられる理由については、ト ラブルシューティングを参照してください。

その他のライセンス情報
その他のライセンス情報がある場合、このセクションに表示されます。以下でこれについて説明します。
l
l

l

l

「タイプ」: このフィールド には、特定の製品のライセンスタイプが表示されます。
「説明」: ハード ウェアキーライセンスの場合、このフィールド にファイル名 <製品>.lic が表示されます。ソフト ウェ
アライセンスの場合、このフィールド には製品スイート 名または製品名が表示されます。
「階層」: 一部のライセンスではチャネル、デバイス、タグが一定の数に制限されています。このフィールド には、
選択したライセンスでの制限 (あれば) が示されます。
「有効期限」: 製品ライセンスに期限がある場合 (緊急時ライセンス認証 ID など)、このフィールド にはライセン
ス期限が切れる日が表示されます。ホスト マシンに期限付きライセンスがない場合、このフィールド は表示され
ません。
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「修復」: 選択したアイテムのステータスが「破損」になっている場合に使用できます。クリックするとライセンス認証プロセス
が表示され、ライセンス認証 ID フィールド に選択したアイテムのライセンス認証 ID が自動入力されているので、プロセス
を進めやすくなります。
「ライセンス認証」: クリックするとライセンス認証プロセスが開始します。
「更新」: クリックするとライセンス更新プロセスが開始します。
「転送」: クリックすると、あるシステムから別のシステムにライセンスを移動するプロセスが開始します。選択したライセンス
認証 ID を別のホスト マシンに (ただちにまたは後から) 転送してライセンス認証できます。
ヒント : 複数のソフト ウェアライセンス認証 ID を一度に転送できます。ハード ウェアキー証明書は一度に 1 つだけエクス
ポート またはコピーできます。
「可能な場合はライセンス操作をオンラインで実行」: ライセンスユーティリティがライセンスサーバーに直接アクセスしてライ
センス認証と転送を実行することを許可します。これにより、My Kepware でライセンス要求/応答ファイルを作成してアッ
プロード /ダウンロード する必要がなくなります。
注記: オンライン機能を使用するには Windows 7 Service Pack 1、Windows Server 2008 R2 (SP1)、または
Windows Server 2012 以降が必要です。さらに、最新のセキュリティアップデート がインスト ールされている必要がありま
す。
関連項目: オンラインライセンス認証に関する知識ベース記事
ヒント : 製品スイート を表示しているときにダブルクリックすると、含まれている製品が表示されます。
注記:
l

l

l

ソフト ウェアライセンス認証 ID を選択して「次へ」をクリックすると、ソフト ウェアライセンス認証プロセスが開始しま
す。詳細については、ソフト ウェアライセンス認証の管理を参照してください。
製品ライセンス認証の「転送」を選択して「次へ」をクリックすると、転送プロセスが開始します。詳細については、
ソフト ウェアライセンス転送の管理を参照してください。
「可能な場合はライセンス操作をオンラインで実行」は、ライセンスユーティリティ がライセンスサーバーに直接アク
セスしてライセンス認証と転送を実行することを許可します。これにより、My Kepware でライセンス要求/応答
ファイルを作成してアップロード /ダウンロード する必要がなくなります。

関連項目: 用語集、ソフト ウェアライセンスの認証、ソフト ウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンスの転送、ライ
センスの認証、ハード ウェアライセンス証明書の認証
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ライセンスの認 証
ライセンスを認証するためには、1 つ以上のライセンス認証 ID またはハード ウェアキーファイルが必要です。どちらもライセ
ンス Web サイト からダウンロード できます。
ソフト ウェアまたはハード ウェアのオプションを選択し、「次へ」をクリックします。

ソフト ウェアライセンスの認 証 - オンライン
ソフト ウェアライセンスの認 証 - オフライン
ハード ウェアライセンスの認 証
関連項目: 用語集、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンス証明書の認
証

ライセンスのオンライン認 証
ライセンスのオンライン認証ページでは、ライセンス供与の対象となる製品に対応する 1 つ以上のライセンス認証 ID を入
力できます。「次へ」ボタンを押すと、ライセンスユーティリティがライセンスサーバーと通信してライセンス認証を実行しま
す。
ライセンス認証を処理するには、インターネット 接続が必要です。ライセンス認証された製品を実行するコンピュータ
(ターゲット ) からインターネット にアクセスできない場合は、オフライン認証のプロセスを参照してください。
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インスト ール先の詳細
「マシン名またはサーバー識別子」: ライセンスを認証するマシンの識別子を入力します。このフィールド にはデフォルト で
現在のマシン名が設定されています。
「サーバーの場所」 (オプション): ライセンス認証されたマシンが実行される場所の説明をオプションで入力します。
「サーバーの説明」 (オプション): ライセンスが認証されるマシンの説明をオプションで入力します (最大 1000 文字)。

インターネット を使用した認証 インターネット
「ユーザー名」: ライセンスの取得と保持に使用する My Kepware アカウント のユーザー名。
「パスワード 」: ライセンスサーバーで指定したユーザー名を認証するために使用する My Kepware アカウント のパスワー
ド。

ライセンス認証の手順
1. 所定の領域にライセンス認証 ID を最大 100 個まで入力します。ID は直接入力するか、またはコンマ区切り
フォーマット で貼り付けることが可能です。1 回のト ランザクションで最大 100 個のライセンスを認証できます。
2. 必要に応じて「インスト ール先の詳細」を入力または更新します。
3. アカウント のユーザー名とパスワード を入力します。
4. 「次へ」をクリックします。ライセンス認証要求のステータスを示すステータス画面が表示され、エラーまたは警告が
発生した場合は一緒に表示されます。
5. 認証が完了した後、「次へ」をクリックして「ライセンスの表示」ダイアログに戻ります。
サーバーが 30 秒間応答しない場合、オンラインのライセンス認証要求はタイムアウト になります。

関連項目: 用語集、トラブルシューティング、ソフトウェアライセンスの認証、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェアラ
イセンスの転送、ハード ウェアライセンス証明書の認証

ライセンスのオフライン認 証
このページは認証プロセスの手順を確認するために使用します。認証プロセスは、ソフト ウェアライセンス認証 ID を使用
して要求ファイル ("activation_request.txt") を生成し、ベンダーへのリクエスト 送信をユーザーに指示します。また後で、
ベンダーによって生成された認証応答ファイル ("response.txt") を処理します。
ヒント : 要求ファイルと応答ファイルの名前はそれぞれデフォルト で "activation_request.txt" と "response.txt" になってい
ますが、必要に応じて変更できます。
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インスト ール先の詳細
これらの値は My Kepware に表示され、複数のサーバーにまたがるライセンス認証をト ラッキングするために役立ちます。
「マシン名またはサーバー識別子」: ライセンスを認証するマシンの識別子を入力します。このフィールド にはデフォルト で
現在のマシン名が設定されています。
「サーバーの場所」 (オプション): ライセンス認証されたマシンが実行される場所の説明をオプションで入力します。
「サーバーの説明」 (オプション): ライセンスが認証されるマシンの説明をオプションで入力します (最大 1000 文字)。

ライセンス認証の手順
1. 所定の領域にライセンス認証 ID を最大 100 個まで入力します。ID は直接入力するか、またはコンマ区切り
フォーマット で貼り付けることが可能です。1 回のト ランザクションで最大 100 個のライセンスを認証できます。
2. 必要に応じて「インスト ール先の詳細」を入力または更新します。
3. 「ファイルに保存」をクリックします。
注記: ライセンスユーティリティ によって "activation_request.txt" という名前の要求ファイルが生成され、ブラウ
ズダイアログが表示されます。要求ファイルを保存し、その場所を書き留めておきます。
4. インターネット ブラウザを起動し、ベンダーのライセンス Web サイト へ移動します。2 回目以降のユーザーはログイ
ン情報の入力を求められ、初めてのユーザーは続行するためにアカウント の作成を求められます。
5. 要求ファイルをアップロード し、「OK」をクリックします。
6. "Response.txt" という名前のライセンス認証応答ファイルが提供されます。このファイルをホスト マシンに保存しま
す。
7. ライセンスユーティリティ の「ソフト ウェアライセンス認証の管理」ダイアログに戻ります。
8. 「ライセンス認証応答ファイルをインポート 」で「ファイルをインポート 」をクリックし、ダウンロード したライセンス認証
応答ファイルを選択します。
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関連項目: 用語集、トラブルシューティング、ソフトウェアライセンスの認証、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェア
ライセンスの転送、ハード ウェアライセンス証明書の認証

ハード ウェアライセンスの認 証
ハード ウェアキー証明書はベンダーによって生成されるデジタル署名付きファイルで、一意のハード ウェアキー ID (Flex ID)
と認証済み製品のリスト を含みます。
1 つのハード ウェアキー証明書を複数のホスト マシンにインポート できますが、ハード ウェアキー証明書に関連付けられた
物理ハード ウェアキーは一度に 1 つのマシンにしか接続できません。物理ハード ウェアキーは、ハード ウェアキー証明書を
使用するために必要です。
ハード ウェアキーを正しく機能させるためには、追加のソフト ウェア機能をインスト ールする必要があります。インスト ール
は初期設定時に実行できますが、製品のインスト ール実行ファイルを再実行して「修正」を選ぶことで、いつでも実行で
きます。「機能の選択」でハード ウェアキーを見つけ、ローカルハード ド ライブ上に機能全体をインスト ールするオプションを
選択します。インスト ールが完了するまで続行します。

ハード ウェアキー証明書ファイルの登録
アプリケーションのランタイムが物理ハード ウェアキーを認識できるようにするために、ライセンスユーティリティにハード ウェア
キー証明書ファイルを登録する必要があります。
ハード ウェアキー証明書を登録するには、以下の手順に従ってライセンスユーティリティにファイルをインポート します。
1. ハード ウェアキーと対応するハード ウェアキー証明書ファイルをベンダーから取得した後で、「ハード ウェアキー証明
書をインポート 」の下の「ファイルをインポート ...」をクリックします。
2. 提供されたハード ウェアキー証明書ファイルをブラウズし、「OK」をクリックします。ファイルには
"MyHrdKeyCert.lic" などの一意の名前が付けられています。次に、証明書がライセンスユーティリティによって処
理されます。処理が成功した場合、新しくインポート したライセンスを示した「表示ページ」が表示されます。

関連項目: 用語集、ソフトウェアライセンスの認証、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンスの転送
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ライセンスの転 送
このページはオンライン転送プロセスの手順を確認するために使用します。オンライン転送プロセスでは、ユーザーがベン
ダーのライセンス Web サイト に認証を保存しておき、新しいホスト マシンでこれを利用できます。ベンダーのライセンス
Web サイト へのライセンスのアップロード が正常に終了した後、ユーザーは新しいホスト マシンでライセンス認証プロセス
を開始できます。
ライセンスの転送を開始するには、表示画面で 1 つ以上のソフト ウェアライセンスを選択し、「転送」ボタンをクリックしま
す。

オンライン転 送
オフライン転 送
ハード ウェアライセンスの転 送
注記: ソフト ウェアライセンスとハード ウェアライセンスを同時に転送することはできません。

ライセンスのオンライン転 送

フィールド の説明
l
l
l

ライセンスリスト - このリスト には、表示画面で転送用に選択されたすべてのライセンスが含まれます。
「ユーザー名」 - ライセンスの取得に使用した My Kepware のユーザー名。
「パスワード 」 - ライセンスサーバーの認証に使用した My Kepware のパスワード 。

オンライン転送プロセス
1. 「ユーザー名」および「パスワード 」フィールド にユーザーの資格証明を入力します。
2. 「次へ」ボタンをクリックして、転送プロセスを開始します。転送要求のステータスを示すステータス画面が表示さ
れ、エラーまたは警告が発生した場合は一緒に表示されます。
注記: 「次へ」をクリックすると必ず以下の警告が表示されます。
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3. 認証が完了した後、「次へ」をクリックして「ライセンスの表示」ダイアログに戻ります。
関連項目: ソフト ウェアライセンス認証の管理、ライセンス転送の制限

ライセンスのオフライン転 送
製品のライセンス認証は、ライセンスユーティリティによって生成された転送要求ファイル ("transfer_request.txt") を介して
ベンダーに返却されます。ベンダーのライセンス Web サイト へのアップロード が正常に終了した後、ユーザーは新しいホス
ト マシンでライセンス認証プロセスを開始できます。

1. 「ファイルに保存」をクリックして、マシン上のライセンスの認証を無効化します。こうすることで、このライセンス権は
インスト ール済みソフト ウェアに適用されなくなります。生成された転送要求ファイルが Web ベースのベンダーライ
センスポータルで処理されない場合、このライセンスは使用できません。
注記: 「ファイルに保存...」をクリックすると必ず以下の警告が表示されます。
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注記: 転送を続行するとホスト マシン上のライセンス認証は無効になりますが、ベンダーのライセンス Web サイ
ト にライセンスを返却した後、新しいホスト マシンでライセンスを認証できます。
2. ファイルブラウズダイアログで、生成された要求ファイル "transfer_request.txt" を保存します。保存先を書き留め
ます。
3. 要求ファイルをアップロード するには、インターネット ブラウザを起動し、ベンダーのライセンス Web サイト に移動し
ます。2 回目以降のユーザーはログイン情報の入力を求められ、初めてのユーザーは続行するためにアカウント の
作成を求められます。
重要: 転送要求ファイルは、元のホスト マシンのライセンスユーティリティで生成する必要があります。ライセンス
転送プロセスを完了するには、インターネット 接続が必要です。有効なライセンスの転送元ホスト マシンからイン
ターネット にアクセスできない場合、インターネット にアクセスできるコンピュータに転送要求ファイルをコピーして、
Web ベースのライセンスポータルにログインし、転送要求ファイルをアップロード します。
4. 転送要求ファイルをアップロード し、「OK」をクリックします。
注記: ライセンスはオンラインアカウント 内に保管されます。

関連項目: ソフトウェアライセンス認証の管理、ライセンス転送の制限

ハード ウェアキーライセンスの転 送
このページは、ハード ウェアキー証明書をコピーおよびエクスポート するために使用します。ハード ウェアキー証明書はベン
ダーによって生成されるデジタル署名付きファイルで、一意のハード ウェアキー ID (Flex ID) と認証済み製品のリスト を含
みます。
1 つのハード ウェアキー証明書を複数のホスト マシンにインポート できますが、ハード ウェアキー証明書に関連付けられた
物理ハード ウェアキーは一度に 1 つのマシンにしか接続できません。物理ハード ウェアキーは、ハード ウェアキー証明書を
使用するために必要です。
ヒント : 証明書をコピーすると、現在のマシンに元の証明書がそのまま残ります。証明書をエクスポート すると、証明書
がマシンから削除されます。
重要: ハード ウェアキーを正しく機能させるためには、追加のソフト ウェア機能をインスト ールする必要があります。インス
ト ールは初期設定時に実行できますが、製品のインスト ール実行ファイルを再実行して「修正」を選ぶことで、いつでも実
行できます。「機能の選択」でハード ウェアキーを見つけ、ローカルハード ド ライブ上に機能全体をインスト ールするオプ
ションを選択します。インスト ールが完了するまで続行します。
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別のホスト マシンへのハード ウェアキー証明書ファイルのコピー
別のマシンでハード ウェアキーを使用する前に、この新しいホスト にハード ウェアキー証明書ファイルのコピーをインポート
する必要があります。すでにコピーを取得している場合、ハード ウェアライセンスの認証のステップに従ってください。ライセ
ンスがすでにインポート されているが、コピーにアクセスできない場合、以下の手順に従ってライセンスユーティリティからコ
ピーを取得します。
注記: ハード ウェアキーをマシン間で移動するために、ハード ウェアキー証明書をベンダーに返却する必要はありませ
ん。
「ファイルをコピー」をクリックし、ハード ウェアキー証明書ファイルの保存先を選択します。
ヒント : アクセス可能で安全な場所にこのファイルをバックアップすることをお勧めします。
ハード ウェアキー証明書が別のホスト マシンにインポート されます。

ハード ウェアキー証明書ファイルのエクスポート
別のハード ウェアキーを使用する予定がある場合、混同を避けるために既存のハード ウェアキー証明書を削除します。こ
のためには、「ハード ウェアキー証明書の管理」ダイアログで「ファイルをエクスポート 」を選択します。
注意: ハード ウェアライセンスを使用する場合、製品に関連付けられるサポート 期間はハード ウェアキー証明書に依存
します。

関連項目: 用語集、ソフトウェアライセンスの認証、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンス証明書の認
証

ライセンス転 送 の制 限
サポート 期間は購入と同時に開始されます。各製品のライセンス機能が個別に関連製品をサポート します。1 つのライ
センスの有効期限が切れた場合、そのライセンスに関連する機能だけが期限付きモード で実行されます。ライセンスされ
たその他の製品は影響を受けません。

関連項目: 用語集
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ライセンスのアップグレード
バージョン 6.0 のリリース前に取得されたライセンスは、ライセンスバージョン 6.0 の製品には使用できないため、アップグ
レード が必要です。

ソフト ウェアライセンス
1. ライセンスの表示ダイアログで、アップグレード するライセンスを選択します。
2. 「転送」ボタンをクリックします。
3. ソフト ウェアライセンスの転送プロセスに従います。
4. ライセンス Web サイト にログインし、表示される指示に従ってライセンスをアップグレード します。ライセンスごとに
新しいライセンス認証 ID が生成され、提供されます。
5. ソフト ウェアライセンスの認証を実行します。

ハード ウェア証明書
1. ライセンスの表示ダイアログで、アップグレード するライセンスを選択します。「転送」ボタンをクリックします。
2. ハード ウェアライセンスの転送プロセスに従います。
3. ライセンス Web サイト にログインし、表示される指示に従ってハード ウェアライセンスをアップグレード します。
4. 新しいハード ウェアライセンス証明書をダウンロード します。
5. ハード ウェアライセンス証明書の認証を実行します。
注記: バージョン 6.0 のライセンスが仮想マシンを実行するシステムにインスト ールされており、後からシステムが 6.0 より
前の製品に戻された場合、6.0 より前のライセンスユーティリティを使用してバージョン 6.0 のライセンスを転送することはで
きません。

関連項目: 用語集、ソフトウェアライセンスの認証、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンスの転送、ハー
ド ウェアライセンス証明書の認証
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サポート とメンテナンスの更 新
サポート のオンライン更新
このページはライセンスサポート とメンテナンスを更新するために使用します。ライセンスユーティリティはライセンスサーバー
にアクセスして、マシン上にあるライセンスのサポート が更新されているかどうかを確認します。サポート の更新が見つかっ
た場合、更新は自動的にロード され、影響のあるライセンスのバージョンが更新されます。
注記:
1. ソフト ウェアライセンスのオンライン認証中に、サポート とメンテナンスのチェックが自動的に実行されます。追加の
サポート を購入するまで、以降の更新は必要ありません。
2. サポート とメンテナンスの更新が適用されるのはソフト ウェアライセンスのみです。ハード ウェア証明書ファイルは新
しいファイルの配布によって更新されます。

1. 資格証明として、このアカウント に関連付けられた My Kepware の「ユーザー名」と「パスワード 」を入力します。
2. 「更新」ボタンをクリックします。更新要求のステータスを示すステータス画面が表示され、エラーまたは警告が発
生した場合は一緒に表示されます。
3. 更新が完了した後、「次へ」をクリックしてライセンスの表示ダイアログに戻ります。

サポート のオフライン更新
このページはライセンスサポート とメンテナンスを更新およびインポート するために使用します。サポート を更新すると、製
品サポート の延長を反映するために、関連付けられた製品ライセンス (表示画面に一覧を表示) のバージョンが更新さ
れます。
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1. 「インポート 」ボタンをクリックし、ベンダーから提供されたファイルを選択します。インポート プロセスの完了後、ライ
センスの表示ダイアログに戻ります。

関連項目: 用語集、ソフトウェアライセンスの認証、ソフトウェアライセンスの転送、ハード ウェアライセンスの転送、ハー
ド ウェアライセンス証明書の認証
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ライセンスのト ラブルシューティング
ソフト ウェアとライセンスの機能は信頼関係に基づいています。特定の環境変更によって信頼関係が維持できなくなり、ラ
イセンスが無効になる場合があります。ライセンスの表示ダイアログで「ステータス」列に「破損」が表示される場合、考え
られる理由が一緒に示されます。以下に、理由の種類ごとに考えられる原因と解決策を示します。
注記: 新しいライセンスを認証するか、既存のライセンスを転送する前に、「破損」ステータスになっているすべてのライ
センスを修復する必要があります。

時計の巻き戻し
考えられる原因:
l

時間ベースのライセンス利用を延長する目的で、システム時間が巻き戻されました。

解決策:
l
l

システム時間を修正します。
最初の認証時に時間が間違っていた場合、「ライセンスの再認証」を実行します。

バインド
考えられる原因:
l
l
l

別のコンピュータにライセンスが移動されました。
大幅なハード ウェア変更が検出されたため、ライセンスが有効ではなくなりました。
仮想マシンが特定のスナップショット に戻されました。

解決策:
l
l

連絡先 ライセンスを再認証する前にテクニカルサポート に連絡します。
緊急時 ID を使用してライセンスを再認証し、7 日間以内にテクニカルサポート に連絡します。

アンカー
考えられる原因:
l
l

ライセンスが現在のコンピュータから転送された後に手動で復元されています。
サード パーティソフト ウェアによって、ライセンスの信頼関係を維持するためのデータが上書きされました。

解決策:
l

ライセンスの再認証を実行します。

関連項目: ライセンスの認証、ライセンスの転送、緊急時ライセンス、ライセンスの表示

緊 急 時 のライセンス
緊急時ライセンス認証 ID は、標準営業時間外にマシン/システムエラーが発生した場合に使用するため、購入したソフ
ト ウェアライセンス認証 ID ごとに 1 つ提供されます。緊急時ライセンスは、ターゲット マシンからライセンス Web サイト 経
由で認証でき、製品を 7 日間実行できます。緊急時ライセンス認証 ID は 1 回だけ使用できる固有のライセンスであ
り、緊急のライセンス認証を必要とする製品ごとに個別の緊急時ライセンス認証 ID を使用する必要があります。緊急時
ライセンスを使用した後、ユーザーはテクニカルサポート に連絡して、アプリケーションの回復方法を検討する必要がありま
す。
注記: 緊急時ライセンスを使用するコンピュータがインターネット にアクセスできない場合、インターネット にアクセスでき
るコンピュータに認証要求ファイルをコピーして、認証応答ファイルを生成します。認証要求ファイルと認証応答ファイルの
両方をターゲット マシンで処理する必要があります。ライセンス認証の詳細については、ソフト ウェアライセンス認証の管理
を参照してください。
重要: マシン/システムエラーなどの状況が発生する前に、すべての関係者と回復手順を話し合うことが重要です。現
在のライセンス認証 ID のコピーをすべて保存しておくと、円滑な回復につながります。また、アプリケーションの正しいイン
スト ールバージョンを記録しておくと役に立ちます。
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用語集
以下の表に、ライセンスユーティリティで使用されている各種用語の定義を示します。

用語

定義

ライセン ベンダーによって割り当てられた一意の ID で、要求ファイルを生成するためにライセンスユーティリティによっ
ス認証 て使用されます。ライセンス認証 ID には、ソフト ウェアライセンス認証 ID (永続) と緊急時ライセンス認証
ID
ID (1 回限りの 7 日間ライセンス) の 2 つのタイプがあります。
製品ライセンスは、ホスト マシンでのフルタイムの実運用を開始する前に認証する必要があります。ホスト
マシンにインターネット 接続は必要ありません。ただし、ソフト ウェアライセンスのライセンス認証プロセスで
は、ユーザーが Web ベースのベンダーライセンスポータルにログインして認証応答ファイルを生成する必要
があります。
ライセン
ス認証
注記: この時点では、個人による電話のみでのライセンス認証はできません (ライセンスメカニズムがファ
プロセス イルに基づいているため)。
インターネット に接続できないリモート サイト にあるホスト マシンには、ハード ウェアライセンスの使用をお勧
めします。ハード ウェアキーと証明書を認証または新しいホスト マシンに転送するために、Web ベースのベン
ダーライセンスポータルを使用する必要はありません。
限定保
証

サブスクリプションサービス契約が未購入の場合はこの保証期間中、ベンダーから製品の更新と制限付き
サポート が提供されます。保証期間は購入と同時に開始され、90 日間、製品の更新とサポート を利用で
きます。すべての購入が基本保証期間の対象となります。

緊急時
緊急時のライセンスは 1 回だけ使用できる固有のソフト ウェアライセンスであり、ホスト マシンでエラーが発
のライセ
生した場合に使用できます。
ンス
有効期
限

製品のライセンス満了日です。ライセンスの権利が期限切れにならないのは、永続ライセンスです。緊急
時または試用のために生成されたライセンスでは、このフィールド に有効期限が含まれてる場合がありま
す。

フレック
ス ID

物理ハード ウェアキー (ド ングル) 上にあり、これを識別する一意の ID です。

ハード
ウェア
キー

ハード
ウェア
キー 証
明書

ハード ウェアキーライセンスは、物理ハード ウェアキーと対応するハード ウェアキー証明書の両方で構成され
ます。ユーザーはライセンスユーティリティを介してハード ウェアキー証明書をホスト マシンにインポート し、フ
ルタイムでの使用向けにハード ウェアキーライセンスを認証します。
注記: ユーザーが Microsoft リモート デスクト ップ (ターミナルサービス) を使用する必要がある場合、ハー
ド ウェアキーライセンスはお勧めしません。このようなテクノロジーが必要な場合は、ソフト ウェアライセンスを
使用してください。
ベンダー生成のデジタル署名付きファイルで、対応するハード ウェアキー (Flex ID) がホスト マシンに接続さ
れている限り、一連の製品を認証します。

ホスト マ
フルタイム利用のためにソフト ウェアライセンスとハード ウェアライセンスが供与される物理コンピュータ。
シン
ライセン 特定の製品に対するライセンス認証方法の主な分類。ライセンス認証方法にはソフト ウェアライセンスまた
スタイプ はハード ウェアライセンスがあります。
ライセン
スユー
ソフト ウェアライセンスとハード ウェアライセンスを表示および管理するためのツール。
ティリティ
製品

特定のソフト ウェアライセンスまたはハード ウェアライセンスで認証された機能。

要求
ファイル

ホスト マシンのライセンスユーティリティによって生成されるファイルで、認証および転送プロセスで使用され
ます。要求ファイルは、指定された製品の認証応答ファイルを生成するためにベンダーに送信されます。

応答
ファイル

認証および転送プロセスで使用されるファイルで、ベンダーのライセンス Web サイト を介して、ライセンス認
証を許可するために生成されます。

ソフト
ソフト ウェアライセンスはセキュリティ保護されたファイルで、製品のライセンスを認証します。ホスト マシンの
ウェアラ
ハード ド ライブ上にあります。
イセンス
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定義

サブスク
ベンダーから購入される契約で、基本保証期間を過ぎた後の製品の更新とサポート を提供します。この
リプショ
契約を結んだユーザーは、包括的な製品の更新と機能強化を使用できます。また、ライセンス供与された
ンサービ
製品に対するテクニカルサポート が延長されます。
ス契約
それ以降はベンダーから製品の更新とサポート が利用できできなくなる日付。サポート 終了日は月単位で
サポート
あり、残りの基本保証期間に追加されます。3 カ月の初期製品ライセンスを購入し、12 カ月のサポート を
終了日
追加すると、製品の更新とサポート を利用できる期間が 15 カ月になります。
転送プ
ロセス

認証プロセスを介して製品に正しくライセンスが供与された後、ユーザーは新しいホスト マシンにこのライセ
ンスを転送できます。転送するには、ライセンスユーティリティの転送メカニズムを使用して、Web ベースの
ベンダーライセンスポータルにライセンスを返却します。その後、新しいホスト マシンで認証プロセスを開始
します。

www. ptc.com

ライセンスユーティリティ

21

索引
A
activation_request.txt 8

F
Flex ID 5

R
response.txt 8

S
Snapshot 18

T
transfer_request.txt 13

あ
アンカー 18

い
インスト ール先 8-9
インターネット 8

お
オンライン転送 11

さ
サブスクリプションサービス契約 20
サポート とメンテナンス 16
サポート 終了日 5, 20

www. ptc.com

ライセンスユーティリティ

22

サマリー 5

す
ステータス 5

そ
ソフト ウェアライセンス 15

た
タイプ 5

て
テクニカルサポート 18

と
ト ラブルシューティング 18

は
バージョン 6.0 15
ハード ウェアキー 19
ハード ウェアキーライセンスの転送 13
ハード ウェアキー証明書 10
ハード ウェアライセンスの認証 10
ハード ウェア証明書 15
バインド 18
パスワード 8, 11

ふ
ファイルをインポート 10
ファイルをエクスポート 14
フレックス ID 19

www. ptc.com

ライセンスユーティリティ

23

へ
ヘルプの目次 3

ほ
ホスト マシン 14, 19

ゆ
ユーザー名 8, 11

ら
ライセンスのアップグレード 15
ライセンスのオフライン転送 12
ライセンスのオフライン認証 8
ライセンスのオンライン転送 11
ライセンスのオンライン認証 7
ライセンスの転送 11
ライセンスの表示 5
ライセンスリスト 11
ライセンス転送の制限 14
ライセンス認証 6
ライセンス認証 ID 19
ライセンス認証プロセス 19

り
リクエスト 19

彼
応答 19

厏
可能な場合はオンライン 6

www. ptc.com

ライセンスユーティリティ

24

噾
回復手順 18

阮
階層 5

椢
概要 4

嶛
巻き戻し 18

暿
期限切れ 5
期限付きモード 14

絪
緊急時のライセンス 18
緊急時ライセンス認証 ID 18

闰
限定保証 19

暔
更新 6, 16

既
時計の巻き戻し 18

www. ptc.com

ライセンスユーティリティ

25

侎
修復 6

觜
証明書 5, 19

侁
信頼済み 18

袝
製品 5

躂
転送 6
転送プロセス 20

矔
破損 5

烁
無効 5

皎
目次 3

暩
有効期限 5, 19

www. ptc.com

ライセンスユーティリティ

26

瓈
用語集 19

舏
良好 5

www. ptc.com

