
インターネットに接続できない PC でのライセンス認証 

同時使用 (CU) ライセンス 

 
Step1: ライセンス認証を行う PC で認証情報ファイルを作成 

Step2: インターネットに接続された PC で認証ファイルを取得 

Step3: ライセンス認証を行う PC で認証操作を完了させる 

 

本項目の操作を途中で失敗してしまった場合、手順 1 からやりなおしてください。一度アップ

ロードした認証情報ファイルを再度使用することはできません。 

 

本項目の手順 1~12 までの authorize.txt を作成する手順はライセンス認証を行う PC にて行

ってください。別の PC で作成した authorize.txt を使用してライセンス認証を行うことはでき

ません。 

 

手順 

Step1: 認証情報ファイルを作成 
1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [License Server Administrator]  をクリック

します。 

 



2. ArcGIS License Server Administrator で、[認証] を展開し、認証するライセンスのバージョンを選

択して、[今すぐ認証...] をクリックします。 

 

3. [ソフトウェア認証ウィザード] ウィンドウの [認証オプション] 画面で、[認証する製品] と [認証オ

プション] ＞ [自分のライセンス サーバ上でライセンスを認証する必要がある。] を選択して、[次へ >] 

をクリックします。 

 



4. [認証方法] 画面で、[ESRI の Web サイトで認証するか、電子メールで認証ファイルを受信。] を選

択して、 [次へ>] をクリックします。 

 

5. [認証情報] ・ [認証情報 (続き)] 画面で使用者の情報を 半角英数文字 で入力し、[次へ>] をクリッ

クします（* 印は入力必須の項目です）。 

 

6. [ソフトウェア認証番号] 画面で、ライセンスの認証番号を入力し、[次へ>] をクリックします。 

（画面は ArcGIS for Desktop Standard  × 数量 3、 ArcGIS for Desktop Basic × 数量  5 の例） 



 

7. [ソフトウェア エクステンションの認証] 画面で、エクステンション ライセンスを使用する場合は [1 

つまたは複数の...] をチェックし、使用したいエクステンション ライセンスの認証番号とライセンス数を

入力します。 

エクステンション ライセンスを使用しない場合は、[今回はエクステンションを認証しない。] をチェッ

クして、[次へ>] をクリックします。 

 

8. [電子メール 認証] 画面で、[保存] をクリックします。 



 

9. ファイルを保存するダイアログが表示されるので、認証情報ファイル (*.txt) を保存するフォルダとフ

ァイル名を指定し、[保存] をクリックします。 

 ※注意：ファイルのパス名に全角文字および半角の空白文字が含まれないようにしてください 

 

10. [電子メール 認証] 画面に戻り、[完了] をクリックします。 

 

11. 前の手順で保存した認証情報ファイル (*.txt) をインターネットに接続可能な別の PC にコピーし

ます。 

 

  



Step2: 認証ファイルを取得  
※ インターネットに接続できる PC で行います。 

 

1. Web ブラウザを起動し My Esri (https://my.esri.com/）を開き、Esri Accounts のユーザ名とパスワ

ードを入力し、[SIGN IN] をクリックします。 

 

Esri Accounts のユーザ名とパスワードをお持ちでない場合は、Esri Accounts の新規作成方

法の手順 (11 ページ) を参考にアカウントを作成してください。 

 

2. My Esri で [組織] タブ をクリックします。 

 

3. 左側に [ライセンス フォーム] が表示される場合、[ライセンス フォーム] をクリックして、右下 の 

[セキュアなサイト運営] をクリックします。 

 

https://my.esri.com/


 

[ライセンス] メニューが表示される場合、[ライセンス] をクリックして、表示された画面をスクロールし

て、左側にある [追加のライセンス フォーム] の [セキュアなサイト運営] をクリックします。 

 

4. [セキュアなサイト運営] にて[ファイルの選択] をクリックします。 

 

5. [アップロードするファイルの選択] ダイアログで、保存した認証情報ファイル (*.txt) を指定し、[開

く] をクリックします。 

 

6. My Esri [セキュアなサイト運営] ページに戻り、[アップロード] をクリックします。 

 



7. 下記のような画面が表示されるので、[保存] の隣にある [▼] → [名前を付けて保存] をクリックし、

PC に認証ファイル（ authorization. resps ）を保存します。 

※注意：保存するファイルのパス名に全角文字および半角の空白文字が含まれないようにして

ください 

 

「セキュリティ保護のため...」 と表示された場合は、ブラウザ上部の [ここをクリックしてください...] 

をクリックしてください。  

※ ご使用のブラウザによっては、画面が異なる場合がございます。 

 

8. 保存した認証ファイル (*.resps) を認証したい PC にコピーします。 

 

  



Step3: 認証操作を完了させる 

※ 認証したい PC で行います。 

1. ArcGIS License Server Administrator を起動し、[認証] を展開 → 画面右側で認証するライセンス

のバージョンを選択してから [今すぐ認証...] をクリックします。 

 

2. [認証オプション] 画面で、[認証ファイルを Esri から取得済みで、認証プロセスを完了できる。] を選

択 → [参照...] をクリックします。 

 

3. [認証ファイルを開く] ダイアログでファイル（authorization.resps）を指定し、[開く] をクリックし

ます。 



 

4. [次へ>] をクリックします。 

 

5. しばらくすると、[認証の完了] 画面が表示されるので、[完了] をクリックしてウィザードを終了しま

す。 

 

  



Esri Accounts の新規作成方法 

Esri Account は、米国 Esri 社が提供するサービスを利用するために必要なアカウントです。 

 

1. MyEsri (https://accounts.esri.com) にアクセスし、[Create a new account] をクリックします。 

 

2. 名前とメールアドレスを入力し、[Create an Account] をクリックします。 

 



下図の画面が表示され、入力したメールアドレス宛にメールが送信されます。 

 

3. accounts@esri.com から届いたメールにある [Activate Your Account] ボタンをクリックします。 

 

4. アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。 

※パスワードは 8 文字以上で文字と数字が 1 つ以上含まれている必要があります。 

 



5. ユーザー情報を入力します。 

 

6. 秘密の質問と答えを入力します。 

 

7. 利用規約を確認し、[I accept the terms & conditions] にチェックを入れて、[Create Account] を

クリックします。 

 

下図の画面が表示されたら、アカウントが正常に作成されています。 

 

8. 作成した Esri アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、[SIGN IN] ボタンをクリックします 


