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はじめに 

このたびは ArcGIS Business Analyst Desktop（以下、BA Desktop）をご購入いただきまして

誠にありがとうございます。本ドキュメントでは、BA Desktop 10.8.x ソフトウェアのイン

ストール手順について説明します。 

 本ドキュメントは「BA Desktop ソフトウェア」のインストールをガイドするものです。BA Desktop を

使用するには「BA Desktop 用オフライン データセット」のインストールが別途必要になりますのでご

注意ください。 

 

必ず以下をご用意ください。 

⚫ Esri 製品ライセンス コンファメーション (認証番号が記載された用紙) 

 既存ユーザーで無償アップグレード対象の方は、以前にお送りした資料をご確認ください。 

ライセンス コンファメーション用紙記載内容 

 

BA Desktop のライセンスは、①ArcGIS Desktop、②Network Analyst、③Business Analyst 

の３つのライセンスから構成されるため、３つの認証番号が記載されています。認証番号の

記載順序は、上から ArcGIS Desktop、Network Analyst、Business Analyst です。 

 単独使用（SU）ライセンスの認証番号は、「ESU」から始まる12桁の英数字です。同時使用（CU）ライ

センスの認証番号は、「EFL」から始まる12桁の英数字です。 

動作環境 

BA Desktop をインストールするにはシステム要件を満たしている必要があります。 

最新のシステム要件については製品の動作環境のページをご参照ください。 

 https://www.esrij.com/products/ba-desktop-app/environments/ 
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BA Desktop 10.8.x ソフトウェアのインストール 

 Windows のユーザー アカウント制御機能が有効になっている場合、インストールの際に操作の認証確

認をするダイアログが表示されます。 

 インストールの際には、“システム管理者 (Administrator) 権限”を持ったユーザーでログオンしてから

作業を行ってください。 

1. インストールの流れ 

以下の図に従って BA Desktop ソフトウェアのインストールを行ってください。過去のバー

ジョンの BA Desktop がインストールされているか否かにより、インストールに必要なステ

ップが異なります。 

 BA Desktop 同時使用 (CU) ライセンスを購入された場合は、ステップが異なります。詳細は「5. 同時

使用 (CU) ライセンスをご利用の場合」をご参照ください。 

 

⚫ 新規ユーザー 

2 章 2 節からインストール作業を進めてください。 

⚫ バージョンが 10.1~10.8 の BA Desktop を利用しているユーザー 

2 章 1 節からインストール作業を進めてください。 
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⚫ バージョンが 10 以前の BA Desktop を利用しているユーザー 

4 章を参考に、始めにライセンスの認証解除を行い、その後第 2 章 1 節からインスト

ール作業を進めてください。 

 BA Desktop 同時使用 (CU) ライセンスを購入された場合は、ステップが異なりますので「5. 同時使用 

(CU) ライセンスをご利用の場合」をご参照ください。 

2. インストールの実行 

2.1 旧バージョンのアンインストール 

本ステップは、既に旧バージョンの BA Desktop をインストールされている方に必要なステ

ップです。新規ユーザーはこのステップは不要ですので、「2.2 インストール プログラムの

入手」にお進みください。 

 

アンインストール手順 

BA Desktop 10.8.x をインストールする前に、コントロール パネルの [プログラムと機能] 

から、旧バージョンのプログラムを下表の順番でアンインストールしてください。なお、

ArcGIS Desktop はバージョン 10.2 以降では上書きインストールしてアップグレードされ

るため、アンインストールの必要はありません。 

⚫ 旧バージョンが 10.7.1 の場合 

順番 プログラム名 

1 ArcGIS 商圏分析ツール 10.7.1 

2 ArcGIS Business Analyst 10.7.1 Background Geoprocessing 

3 ArcGIS Business Analyst 10.7.1 – 日本語パック 

4 ArcGIS Business Analyst 10.7.1  

 ESRIジャパン提供のツールやサード パーティ製のアドインなどを個別にインストールされている場合

は、それらのプログラムを事前にアンインストールしてから作業を行ってください。 

 旧バージョンが 10.1 以前の場合は、ArcGIS Desktop もアンインストールする必要がありますので、ご

注意ください。アンインストールの手順については、各バージョン付属のインストールガイドをご参照

ください。 
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2.2 インストール プログラムの入手 

BA Desktop 10.8.x では、簡便にインストールを行うためにバッチ インストーラー プログ

ラムを提供しております。 

 ファイルを保存する際には、十分な空き容量のあるドライブに保存してください。その他のパッチやプ

ログラムは、必要に応じてダウンロードしてください。 

 こちらの FAQ の案内に沿って、My Esri の技術的なお問合せフォームからリク

エストを送信してください。リクエストを受信後、ESRI ジャパンより BA 

Desktop 10.8.x バッチ インストーラーをダウンロードするための URL および

解凍パスワードをお送りいたします。 

 ダウンロード用の URL を開き、zip ファイル「BADT108x_BatchInstaller.zip」を

任意の場所にダウンロードします。 

 解凍パスワードを使用して、ダウンロードした zip ファイルを展開します。 

 

Microsoft Excel のテーブルを利用する場合 

ArcGIS で Microsoft Excel のテーブルのデータを読み込んで利用する場合は、別途 Excel 

のコンポーネントをインストールする必要があります。詳細は以下 FAQ をご参照くださ

い。 

 Excel ファイルの読み込み方と注意事項 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/891 

2.3 ArcGIS Desktop 10.8.x のインストール 

 ダウンロードおよび展開したバッチ インストーラーのフォルダーを開き、

[BABatchInstaller.exe] を実行します。 

 

 

https://www.esrij.com/question/147193/
https://www.esrij.com/question/147193/
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/891
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 下図のように、.Net Framework の初期化エラーが発生する場合、Microsoft .Net Framework 4.5.2 のダウ

ンロード サイトのリンクからファイルをダウンロードし、インストールを行ってください。 

 

 インストールする個別のプログラムが表示されたインストール ランチャーが表

示されますので、[インストール] をクリックします。 

  

 ArcGIS Desktop 10.8.x には、Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) が必要です。Visual C++ 

2017 Redistributable がまだインストールされていない場合、ArcGIS Desktop 10.8.x のインストーラー

が起動する前にサイレントでインストールが実行されるため、インストールが開始されるまでに時間が

かかることがあります。 

 ArcGIS Desktop 10.8.x のセットアップ ダイアログが起動します。[次へ] ボタン

をクリックし、インストールを開始します。 

 バージョン 10.2 以降の ArcGIS Desktop がインストールされている場合は、上書きインストールのメ

ッセージが表示されます。その場合も [次へ] ボタンをクリックし、インストールを開始してください。 

 使用許諾契約書をお読みいただき、内容に同意されたうえで、[マスター契約書

に同意する] にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=42643
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=42643
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 セットアップ タイプは [完全] を選択し、[次へ] ボタンをクリックして次へ進

みます。 

 

 ArcGIS Desktop 10.8.x をインストールするフォルダーを確認もしくは変更後、

[次へ] ボタンをクリックして次へ進みます。 

 

 Python をインストールするフォルダーを確認もしくは変更後、[次へ] ボタンを

クリックします。 

 

 [インストール] ボタンをクリックすると、プログラムのインストールが開始しま

す。 
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 ArcGIS Desktop 10.8.x のインストール完了を知らせるウィザードが表示されるの

で、[完了] ボタンをクリックします。 

 [ArcGIS Administrator ウィザード] が表示されたら [キャンセル] ボタンをクリ

ックします。(製品のライセンス認証は「3．ライセンス認証」で行います。) 

 

 すでにライセンスの認証または参照するライセンス  サーバーを指定している場合は、 [ArcGIS 

Administrator ウィザード] ウィンドウは表示されません。 

 [ArcGIS Desktop 10.8.x -日本語パック] のインストール ウィザードが表示され、

ArcGIS Desktop 10.8.x - 日本語パックのインストールが自動的に始まります。 

 インストール完了を知らせるウィザードが表示されたら、[OK] をクリックして

日本語パックのインストールを終了します。 
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2.4 ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パックのインストール 

 自動的に [ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パック] のインストール ウィザード

が表示されます。[次へ] をクリックします。 

 [インストール] をクリックすると、プログラムのインストールが開始します。 

 ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パックのインストール完了を知らせるウィザー

ドが表示されたら、[シェープファイル文字コード設定ユーティリティを起動し

ます。] のチェックを外し、[完了] ボタンをクリックします。 

 

 シェープファイル文字コード設定ユーティリティを起動して設定の変更等を行った場合は、[適用] をク

リックした後、[閉じる] をクリックしてダイアログを閉じてください。特に変更しない場合は、そのま

ま [閉じる] をクリックしてください。 

  

 シェープファイル文字コード設定ユーティリティを起動すると、シェープファイルの作成・出力時のデ

フォルトの文字コードの設定を変更することができます。インストール終了後にも変更可能です。詳細

は、Esri 製品サポートサイトの以下の FAQ をご参照ください。 

シェープファイルの文字コードに関する注意 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5411 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5411
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2.5 ArcGIS Desktop Background Geoprocessing 10.8.x (64-bit) のインストール 

 自動的に [ArcGIS Desktop Background Geoprocessing 10.8.x (64-bit)] のインスト

ール ウィザードが表示されます。[次へ] をクリックします。 

 使用許諾契約書をお読みいただき、内容に同意されたうえで、[マスター契約書

に同意する] にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。 

 

 Python をインストールするフォルダーを確認もしくは変更後、[次へ] ボタンを

クリックします。 

  

 [インストール] ボタンをクリックすると、プログラムのインストールが開始しま

す。 

 

 ArcGIS Desktop Background Geoprocessing 10.8.x (64-bit) のインストール完了を

知らせるウィザードが表示されるので、[完了] ボタンをクリックします。 

2.6 ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パック 変換ツール Background 

Geoprocessing 用プログラムのインストール 

 自動的に [ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パック 変換ツール Background 

Geoprocessing 用プログラム] のインストール ウィザードが表示されます。[次

へ] をクリックします。 
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 [インストール] をクリックすると、プログラムのインストールが開始します。 

 

 ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パック 変換ツール Background Geoprocessing 

用プログラムのインストール完了を知らせるウィザードが表示されるので、[完

了] ボタンをクリックします。 

2.7 ArcGIS Business Analyst Desktop 10.8.x のインストール 

 自動的に [ArcGIS Business Analyst Desktop 10.8.x] のインストール ウィザード

が表示されます。[次へ] ボタンをクリックして、インストールを開始します。 

 使用許諾契約書をお読みいただき、内容に同意されたうえで、[マスター契約書

に同意する] にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。 

 

 BA Desktop の作業フォルダーを確認もしくは変更後、[次へ] ボタンをクリック

して次に進みます。 

 

 BA Desktop で作成したデータは、指定した作業フォルダー内に保存されます。デフォルトで「C:¥My Output 

Data」フォルダーに設定されています。フォルダーの位置は、インストール後に変更することも可能です。 

 [インストール] ボタンをクリックすると、プログラムのインストールが開始しま

す。 
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 ArcGIS Business Analyst 10.8.x アプリケーションのインストール完了を知らせる

ウィザードが表示されます。[完了] ボタンをクリックしてウィザードを閉じま

す。 

 [ArcGIS Business Analyst 10.8.x -日本語パック] のインストール ウィザードが表

示され、ArcGIS Business Analyst 10.8.x - 日本語パックのインストールが自動的

に始まります。 

 インストール完了を知らせるウィザードが表示されたら、[OK] ボタンをクリッ

クして日本語パックのインストールを終了します。 

 

2.8 ArcGIS Business Analyst Desktop 10.8.x Background GP のインストール 

 自動的に [ArcGIS Business Analyst 10.8.x Background Geoprocessing] のインス

トールが開始されます。Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x64) 

がインストール要件として表示された場合は、[Install] をクリックします。 

 

 インストールが完了すると、[ArcGIS Business Analyst 10.8.x Background 

Geoprocessing] のインストール ウィザードが表示されます。[Next] ボタンをク

リックして、インストールを開始します。 
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 使用許諾契約書をお読みいただき、内容に同意した上で、[I accept the master 

agreement] にチェックを入れて、[Next] ボタンをクリックします。 

 

 [Install] ボタンをクリックすると、プログラムのインストールが開始します。 

 

 ArcGIS Business Analyst 10.8.x Background Geoprocessing のインストール完了を

知らせるウィザードが表示されます。[Finish] ボタンをクリックしてウィザード

を閉じます。 

 

2.9 ArcGIS 商圏分析ツール 10.8.x のインストール 

 自動的に [ArcGIS 商圏分析ツール 10.8.x] のインストール ウィザードが表示さ

れます。[次へ] ボタンをクリックして、インストールを開始します。 

 [インストール] ボタンをクリックすると、プログラムのインストールが開始しま

す。 
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 ArcGIS 商圏分析ツール 10.8.x のインストール完了を知らせるウィザードが表示

されます。[完了] ボタンをクリックしてウィザードを閉じます。 

 

すべてのソフトウェアのインストールが完了すると、[ArcGIS Business Analyst 

Desktop のインストールが完了しました。～インストールを行ってください。] とメ

ッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしインストールを完了します。 

 

 

BA Desktop 用オフライン データセットをインストールしていない場合は、引き続き

データセットのインストールを行ってください。インストール手順は、ArcGIS リソ

ース集をご参照ください。 

 2022 年版以降のデータセットのインストール プログラムは、ダウンロード形式で提供されます。ダウ

ンロード手順は、納品時にお送りしたメールに添付されている「ArcGIS Business Analyst Desktop 20xx 

年版オフライン データセットのダウンロードについて」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doc.esrij.com/business-analyst/desktop/get-started/data/
https://doc.esrij.com/business-analyst/desktop/get-started/data/
https://doc.esrij.com/business-analyst/desktop/get-started/data/
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3. ライセンス認証 

本章では、新たにライセンスの認証を行います。 

 バージョン 10.1~10.8 以降のライセンスを正常に認証できていたマシンに 10.8.x をインストールされ

た方は、「3.2 ライセンス参照」のみご確認ください。 

 同時使用 (CU) ライセンスを購入された場合は認証方法が異なりますので、本章をスキップして「5. 同

時使用 (CU) ライセンスをご利用の場合」をご参照ください。 

3.1 ライセンス認証 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] から 

[ArcGIS Administrator] をクリックします。 

 認証する製品およびエディションを選択し、[今すぐ認証] ボタンをクリックしま

す。なお、初回の表示画面と 2 回目以降の表示画面で画面構成が異なりますの

で、ご注意ください。 

 下図は、ArcGIS Desktop のエディションが Basic の場合を表します。 

⚫ 初回表示画面の場合は、[1. 製品を選択します。] で認証したい製品にチェ

ックを入れ、[2. 単独使用ライセンス製品の～] の [今すぐ認証] をクリック

します。 
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⚫ 2 回目以降の表示画面の場合は、ダイアログの左側の [ツリー] から 

[Desktop] をクリックし、認証したい製品にチェックを入れ、[認証ウィ

ザードを起動して～] の [今すぐ認証] をクリックします。 

 

 ソフトウェア認証ウィザードが起動したら、[ソフトウェアをインストール済み

で、認証する必要がある] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。 

 

 [インターネットを使用して今すぐ Esri で認証。] を選択し [次へ] ボタンをク

リックします。 

 

 インターネット接続が不可能な PC でライセンス認証を行う場合は、Esri 製品サポートサイトの以下の 

FAQ をご参照の上、認証を行ってください。 

インターネットに接続できないコンピューターでのライセンス認証と認証解除 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815
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 名前や住所などのユーザー情報を入力し [次へ] ボタンをクリックします。 

⚫ ユーザー情報は必ず英語 (半角英数字) で入力してください。日本語 (全角

文字、半角カタカナ) は使用できません。 

 

 業種などのユーザー情報を選択し [次へ] ボタンをクリックします。 

 

 ライセンス コンファメーション用紙に記載されている ArcGIS Desktop の認証

番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 

 

  [1 つまたは複数のエクステンション…] を選択し、ライセンス コンファメーシ

ョン用紙をご確認の上、該当する製品の認証番号を入力し、[次へ] ボタンをクリ

ックします。 

➢ Network Analyst: Network Analyst の認証番号を入力してください。 
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➢ Business: エクステンションの [機能] 欄に「Business」と手動で入力し、

Business Analyst の認証番号を入力してください。 

 

 ライセンス コンファメーション用紙に記載されている番号は以下の通りです。 

 

 [ソフトウェア エクステンションの評価] の画面が表示されます。[次へ] ボタン

をクリックします。 

 

 自動的にライセンス登録が行われ、ソフトウェアの認証が完了します。[完了] ボ

タンをクリックし、ライセンス認証を終了します。 
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以上で、単独使用 (SU) ライセンスの認証は完了です。 

3.2 ライセンスの参照 

単独使用 (SU) ライセンスを使用されている場合、参照するライセンスの設定は以下から行

うことができます。なお、本節ではエディションが Basic の場合の操作方法について説明

しています。 

 必ず管理者権限を持つユーザー アカウントでコンピューターにログインして設定を行ってください。 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcGIS 

Administrator] を起動します。 

 [Basic (ArcView) (単独使用)] のラジオボタンを選択します。 

 [OK] ボタンをクリックしてライセンスの参照を完了します。 
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4. ライセンス認証解除 

 ArcGIS Desktop のライセンスは、コンピューター固有の情報とライセンスの認証番号をもとに認証する

ため、① ArcGIS Desktop を使用するコンピューターを変更する場合、② OS を再インストールする場

合、③ コンピューターや OS のハードウェア構成を変更する場合に、事前に「認証解除」が必要です。

認証解除を行うことで、他のコンピューターで再びライセンス認証できるようになります。 

 単独使用 (SU) ライセンスの場合、認証解除に回数制限があります。詳細は、Esri 製品サポートサイトの

以下の FAQ をご参照ください。 

ライセンス認証についての注意点 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4048 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcGIS 

Administrator] を起動します。 

 [サポート操作] をクリックし、[認証解除] ボタンをクリックします。 

  

 

 [インターネットを使用して今すぐ Esri で認証を解除します。] を選択し、[次

へ] ボタンをクリックします。 

 インターネット接続が不可能な PC でライセンス認証を行う場合は、Esri 製品サポートサイトの以下の 

FAQ をご参照の上、認証を行ってください。 

インターネットに接続できないコンピューターでのライセンス認証と認証解除 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815 

 バージョン 10.1 以降の場合は、認証解除するライセンスのチェックボックスを

オンにして、[次へ] ボタンをクリックします。 

 認証解除が自動的に行われます。[完了] ボタンをクリックして終了します。 

 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4048
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815
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5. 同時使用 (CU) ライセンスをご利用の場合 

BA Desktop 10.8.x 同時使用 (CU) ライセンスをご利用の場合、インストールに必要なステ

ップが単独使用 (SU) ライセンスをご利用の場合と一部異なります。 

5.1 インストールの流れ 

BA Desktop 10.8.x のインストールは、過去のバージョンの BA Desktop がインストールさ

れているか否かにより、インストールに必要なステップが異なります。 

 

⚫ 新規ユーザー 

5 章 2 節を参考にライセンス マネージャーをインストールし、2 章 2 節からインスト

ール作業を進めてください。 

⚫ バージョンが 10.1~10.8 の BA Desktop を利用しているユーザー 

5 章 2 節を参考にライセンス マネージャーをインストールし、2 章 1 節からインスト

ール作業を進めてください。 

⚫ バージョンが 10 以前の BA Desktop を利用しているユーザー 

5 章 5 節を参考にライセンスの認証解除を行ってから、5 章 2 節でライセンス マネー

ジャーをインストールします。その後、第 2 章 1 節からインストール作業を進めてく

ださい。 
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5.2 ライセンス マネージャーのインストール 

同時使用 (CU) ライセンスをご利用になる場合、ネットワーク上で同時に使用できるソフト

ウェア数を管理するサーバーであるライセンス マネージャーをセットアップする必要があ

ります。ライセンス マネージャーとは、ライセンス サーバーとして機能するプログラムで

す。 

 以下の操作は、ArcGIS License Manager 2020.0 を利用する想定で説明しております。 

My Esri への接続 

ライセンス マネージャーのインストール プログラムは My Esri から提供されています。

そのため、まずは以下ページの内容を参考に My Esri への接続を行います。 

⚫ My Esri | ESRI ジャパン (esrij.com) 

インストール プログラムのダウンロード 

 My Esri に、[ソフトウェアのダウンロード] 権限を持つユーザー アカウントで

サイン インします。 

 [組織] タブ → [ダウンロード] をクリックします。 

 画面左側の [プロダクト] をクリック → [すべてのバージョン] タブに切り替

え、検索ボックスに「License」と入力して検索します。 

 

 検索結果に「ArcGIS License Manager」が表示されるので、バージョンを選択し

て [ダウンロードの表示] をクリックします。 

http://my.esri.com/
https://www.esrij.com/myesri/
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 [利用条件への同意] ダイアログが表示される場合は同意して閉じ、ご利用の PC 

の OS に応じたインストール プログラムをダウンロードします。 

 

インストールの実行 

ダウンロードしたインストール プログラムを利用してインストールを実行します。インス

トール手順は、Esri ヘルプ「ライセンス マネージャーのインストールと起動」をご参照く

ださい。 

5.3 ライセンス認証 

 以下の操作は、ArcGIS License Manager 2020.0 を利用する想定で説明しております。 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [License 

Manager] → [License Server Administrator] をクリックし、[ArcGIS License Server 

Administrator – 2020.0] を起動します。 

https://desktop.arcgis.com/ja/license-manager/latest/license-manager-installation-and-startup.htm#ESRI_SECTION1_FD5EBF442B3D4278A55B911815F922AC
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 ダイアログの左側の [ツリー] から [認証] をクリックし、[バージョン] ドロッ

プダウン リストから [10.1-10.8] を選択し、[今すぐ認証] ボタンをクリックし

ます。 

  

 [自分のライセンス サーバー上でライセンスを認証する必要がある。] と 

[ArcGIS Desktop] ラジオボタンにチェックを入れて、 [次へ] ボタンをクリック

します。 

 

 [インターネットを使用して今すぐ Esri で認証。] を選択し [次へ] ボタンをク

リックします。 
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 インターネット接続が不可能な PC でライセンス認証を行う場合は、Esri 製品サポートサイトの以下の 

FAQ をご参照の上、認証を行ってください。 

インターネットに接続できないコンピューターでのライセンス認証と認証解除 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815 

 名前や住所などのユーザー情報を入力し [次へ] ボタンをクリックします。 

⚫ ユーザー情報は必ず英語 (半角英数字) で入力してください。日本語 (全角

文字、半角カタカナ) は使用できません。 

 

 業種などのユーザー情報を選択し [次へ] ボタンをクリックします。 

 

 ライセンス コンファメーション用紙に記載されている ArcGIS Desktop の認証

番号およびライセンス数を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815
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 上図は ArcGIS Desktop のエディションが Basic の場合の設定画面です。 

 [1 つまたは複数のエクステンション…] を選択し、ライセンス コンファメーショ

ン用紙をご確認の上、該当する製品の認証番号およびそれぞれのライセンス数を

入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 

➢ Network Analyst: Network Analyst の認証番号およびライセンス数を入力

してください。 

➢ Business: エクステンションの [機能] 欄に「Business」と手動で入力し、

Business Analyst の認証番号およびライセンス数を入力してください。 

 ライセンス コンファメーション用紙に記載されている番号は以下の通りです。 
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 自動的にライセンス登録が行われ、ソフトウェアの認証が完了します。[完了] ボ

タンをクリックし、ライセンス認証を終了します。 

 ライセンス認証が終了すると、[ArcGIS License Server Administrator – 2020.0] ウ

ィンドウが再び表示され、ツリー上の [利用可能ライセンス] で認証したライセ

ンスを確認することができます。最後に [OK] ボタンをクリックします。 

 

以上で、同時使用 (CU) ライセンスの認証は完了です。 

 ライセンス サーバーのポート開放について 

ファイアウォールが設定されている環境で、ArcGIS Desktop とライセンス サーバーが通信するためには、

ライセンス サーバー側のファイアウォールのポート開放が必要です。詳細は、Esri 製品サポートサイトの以

下の FAQ をご参照ください。 

ファイアウォールが構築されたネットワーク環境でライセンス マネージャーが使用するポートを固定して

ポートを開放する方法 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4377 

5.4 ライセンスの参照 

同時使用 (CU) ライセンスを使用されている場合、ライセンス サーバーへのライセンス参

照が必要になります。参照設定を行っていない場合は、設定を行ってください。なお、本節

ではエディションが Basic の場合の操作方法について説明しています。 

 必ず管理者権限を持つユーザー アカウントでコンピューターにログインして設定を行ってください。 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcGIS 

Administrator] を起動します。 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4377
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 認証する製品およびエディションを選択し、ライセンス サーバーのコンピュー

ター名または IP アドレスを入力します。なお、初回の表示画面と 2 回目以降の

表示画面で画面構成および操作方法が異なりますのでご注意ください。 

 下図は、ArcGIS Desktop のエディションが Basic の場合を表します。 

⚫ 初回表示画面の場合は、[1. 製品を選択します。] で認証したい製品のラジ

オボタンを選択し、[2. 同時使用ライセンス製品の～] の [今すぐライセン

ス マネージャーを定義] を選択し、ライセンス サーバーのコンピューター

名または IP アドレスを入力します。 

 

⚫ 2 回目以降の表示画面の場合は、認証したい製品のラジオボタンを選択し、

[ライセンス マネージャー (同時使用ソフトウェア製品用)] の [変更] ボタ

ンをクリックし、ライセンス サーバーのコンピューター名、または IP ア

ドレスを入力します。 
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 ライセンス マネージャーと BA Desktop を同一コンピューターにインストールしている場合は、

「localhost」と入力します。 

 [参照] ボタンをクリックしてネットワーク上のライセンス サーバーを参照することもできます。 

  [OK] ボタンをクリックしてライセンスの参照を完了します。 

5.5 ライセンス認証解除 

 ライセンス マネージャーからライセンスを借用しているコンピューターがある

場合は、ライセンス サーバーにすべてのライセンスを返却してください。 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [License 

Manager] → [License Server Administrator] を起動します。 

 ツリー内の [認証] フォルダーをクリックし、[認証解除] ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 続いて表示される [LSAdmin] ダイアログ ボックスで [はい] をクリックしま

す。 

 [インターネットを使用して今すぐ Esri で認証を解除します。] を選択し、[次

へ] ボタンをクリックします。 

 インターネット接続が不可能な PC でライセンス認証を行う場合は、Esri 製品サポートサイトの以下の 

FAQ をご参照の上、認証を行ってください。 

インターネットに接続できないコンピューターでのライセンス認証と認証解除 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4815
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 バージョン 10.1 以降の場合は、認証解除するライセンスのチェックボックスを

オンにして、[次へ] ボタンをクリックします。 

 認証解除が自動で行われます。[完了] ボタンをクリックして終了します。 
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BA Desktop 10.8.x ソフトウェアのアンインストール 

BA Desktop 10.8.x をアンインストールする場合は、コントロールパネルの [プログラムと

機能] から、以下の順番でプログラムを個別にアンインストールする必要があります。な

お、BA Desktop 用データはソフトウェアに関係なくアンインストールできます。 

 

順番 プログラム名 

1 ArcGIS 商圏分析ツール 10.8.x 

2 ArcGIS Business Analyst 10.8.x Background Geoprocessing (64-bit) 

3 ArcGIS Business Analyst 10.8.x – 日本語パック 

4 ArcGIS Business Analyst 10.8.x 

5 
ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パック 変換ツール Background 

Geoprocessing 用プログラム 

6 ArcGIS Desktop Background Geoprocessing 10.8.x (64-bit) 

7 ArcGIS Fonts 2020.10 – 国内対応パック 

8 ArcGIS Desktop 10.8.x - 国内対応パック 

9 ArcGIS Desktop 10.8.x - 日本語パック 

10 ArcGIS Desktop 10.8.x 
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トラブルシューティング 

BA Desktop の起動時にメッセージが表示される 

[ArcGIS Administrator] の使用ライセンス選択ボタンで、ライセンス サーバーで認証された

ライセンス以外の製品が選択されている場合やライセンス認証が完了していない場合、ライ

センス サーバーが設定されていない場合に表示されます。 

 

解決策 

 [Windows のスタート] メニュー → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcGIS 

Administrator] をクリック 

 左のツリーから [Desktop] を選択し、購入したライセンスを選択します。 

 

 同時使用 (CU) ライセンスの場合は、事前にライセンス マネージャーの参照を正しく行う必要がありま

す。詳細は、「5. 同時使用 (CU) ライセンスをご利用の場合」をご参照ください。 
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Business Analyst ツールバー、商圏分析ツールがグレーアウトする 

[Business Analyst Standard] のエクステンションが有効になっていないために発生します。 

 

解決策 

 [カスタマイズ] メニュー → [エクステンション] をクリックします。 

 [Business Analyst Standard] および [Network Analyst] にチェックを入れて、ダ

イアログを閉じます。 
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