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概要 
 

本書では、ERDAS IMAGINE 2018 のインストールやライセンス設定において、問題が発生したときの状況と対処方法（トラブルシューティン

グ）について紹介しています。 

 

2 つのセクションに分けて、対応策を説明しています。 

⚫ ライセンス登録・設定編 

⚫ インストーラー・トラブル編 

 

ライセンス登録・設定編 

Geospatial Licensing 2018 のインストールやライセンスの設定時に関連したトラブルシューティングを紹介しています。 

 

インストーラー・トラブル編 

ERDAS IMAGINE 2018 のインストーラーに関連したトラブルシューティングを紹介しています。 
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ライセンス登録・設定編 
 

このセクションでは、ライセンスの設定に関する問題への対処方法について説明します。 

状況 ページ 

複数の製品のライセンスサーバーを共存させたい 5 ページ 

ファイアウォールによってライセンスサーバーに接続できない 12 ページ 

ハードウェアキーのドライバーの競合によりサーバー側でライセンス認証が行えない 21 ページ 

ハードウェアキーのホスト IDが (not present) と表示され ID を確認できない 24 ページ 

問題が解決しない場合のお問い合わせ方法 27 ページ 

 

 

❏ 複数の製品のライセンスサーバーを共存させたい 
 

問題と原因 

同じコンピューターで複数の異なるバージョンの ERDAS IMAGINE のライセンスサーバーを共存させようとすると、ライセンスの登録・設定がで

きない場合があります。多くの場合、それぞれのライセンスサービスが使用しているポートが競合していることに原因があります。 

以下のようなケースでこの現象が発生します。 

⚫ ERDAS IMAGINE 2011 と ERDAS IMAGINE 2013/2014/2015/2016/2018のライセンスサーバーが共存している 

原因：IMAGINE 2011 までは ERDAS-Net Licensing というライセンス管理機能を採用していましたが、IMAGINE 2013 以

降、新しい Intergraph/Geospatial Licensing というライセンス管理機能に変わりました。それぞれの異なるライセンスサービスが存

在しており、かつ、これら 2 つの機能では、デフォルトで 27000 というポートを使用しているために問題が発生します。 

⚫ Flexra社の技術を採用している他社製品のライセンスサーバーも同じコンピューターに共存している 

原因：IMAGINE では Flexra 社の技術を使用してライセンスを管理しています。この技術は、他社の GIS、リモートセンシングソフ

トウェアでも採用されており、これらの製品のライセンスサービスが同一のポートを使用する設定になっていると問題が発生します。 
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対処方法 

どちらのケースも、各製品のライセンスサービスが異なるポートを使用するように設定すると、ポートの競合が解消され、複数のライセンスサービス

を同じコンピューターで管理することができます。 

 

⚫ ステップ１. 使用中のポート番号の確認 

⚫ ステップ２. ERDAS IMAGINE 2018 のライセンスサービスが使用するポートの変更と設定 

⚫ ステップ３. クライアントコンピューター側でライセンスサーバー参照設定時にポートを指定 

 

ステップ 1. 使用中のポート番号の確認 
 

以下の方法で、それぞれのライセンスサービスで使用しているポート番号を確認します。 

1. ライセンスサーバーコンピューターの以下のディレクトリーに存在している lmtools.exe をダブルクリックして起動します。 

32-bit OS: C:¥Program Files¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

64-bit OS: C:¥Program Files (x86)¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

2. Flexera 社のライセンス機能、LMTOOLS が開きます。[Service/License File] タブでこのコンピューターに登録されているライセ

ンスサービスを確認できます。 

 

 

3. 上図の白いボックス内で IMAGINE 2018 のライセンスサービス、 [Intergraph Licensing Service] をクリックして選択します。 

4. [Server Status] タブをクリックして、[Perform Status Enquiry] ボタンをクリックします。選択したライセンスサービスのステータス

情報がダイアログ下部のボックスに表示されます。 

この例では、IMAGINE 2011 の

ERDAS-Net License と

IMAGINE 2018 の Intergraph 

Licensing のライセンスサービス 2 つ

が存在していることを確認できます。 
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⚫ [License server status:] の項目に、「ポート番号@サーバーPC名」の形式で IMAGINE 2018 の Geospatial 

Licensing 2018 が使用しているポート番号を確認できます。 

⚫ この例では、「27000@svrimg-PC」と記載があり、デフォルトの 27000 のポートが使用されています。 

 

5. [Service/License File] タブをクリックして、次に IMAGINE 2011 が使用しているライセンスサービス、[ERDAS-Net License 

Server] をクリックして選択します。 

 

 

6. [Server Status] タブをクリックして、[Perform Status Enquiry] ボタンをクリックします。 
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⚫ [License server status:] の項目に、「ポート番号@サーバーPC名」の形式で IMAGINE 2011 の ERDAS-Net 

Licensing が使用しているポート番号を確認できます。 

⚫ この例では、「27000@svrimg-PC」と記載があり、Intergraph Licensing のポートと競合していることが判ります。 

⚫ それぞれ異なるポート番号を使用している場合は、別の問題でライセンスの認証・設定ができていない可能性がありま

す。 

 

ステップ 2. ERDAS IMAGINE 2018 のライセンスサービスが使用するポートの変更と設定 
 

ポートが競合していることが判明したら、IMAGINE 2018 のライセンスサービスが使用するポートを変更し、競合しない状態にします。 

1. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] > [Geospatial Licensing 2018] > [Geospatial License 

Administration 2018] をクリックします。 

 

2. Hexagon Geospatial License Administration のダイアログが開きます。 
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3. メニューから [Server] > [Configure License Service Port…] をクリックします。

 

 

4. Configure License Service Port のダイアログが表示されます。[Port] フィールドに IMAGINE のライセンスサーバーに使用する

ポート番号を指定し、[OK] をクリックします。 この例では、「27007」 のポートを IMAGINE のライセンスサーバーが使用する設定

にしています。 

 

 

5. ライセンスサービスの登録が問題なく完了すると下図のように、ライセンスソースパネルのライセンスサーバー名の左横の黒い三角のア

イコンをクリックすると、利用できるライセンスの詳細がリスト表示されます。 

 

この状態でライセンスサーバー側での認証が完了した状態になります。 

 

 

ポートを指定できないときは？ 
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 Port フィールドにポート番号を入力しても、フィールドの枠が赤く表示され、OK ボタンが押せない場合があります。入力フィールドにマウスカーソ

ルを置くと、上図のように入力したポートが別のアプリケーションやプロセスで使用されていることが判ります。この場合は、別のポートを指定して

ください。 

 

 

使用するポートの選択 

⚫ ライセンスサーバーが使用するポートを変更するときは、ご利用の環境の IT管理者に確認し、適切なポートを

選択してください。 

⚫ 他のライセンスサーバーやプログラムが使用していないポートを選択する必要があります。 

⚫ 指定したポートがファイアーウォールによってブロックされていると、他のコンピューターからライセンスサーバーを参照

できません。ファイアーウォールで通信が許可されるように設定する必要があります。本書「ファイアウォールによっ

てライセンスサーバーに接続できない」のセクションを参照してください。 

 

 

ステップ 3. クライアントコンピューター側でライセンスサーバー参照設定時にポートを指定 
 

ライセンスサーバーのコンピューターとは別のコンピューターに IMAIGNE 2018 をインストールしている場合は、このコンピューター（クライアント

PC）でライセンスサーバーの参照設定時に、前のステップで指定したポート番号を入力する必要があります。 

 

1. クライント PC でWindows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] > [Geospatial Licensing 2018] > 

[Geospatial License Administration 2018] をクリックします。 

2. Hexagon Geospatial License Administration が開きます。メニューから [View] > [Add Concurrent License Source...] 

を選択します。 

 

3. Add Concurrent License Source ダイアログが表示されます。[Computer name] フィールドにライセンス サーバーに設定した

コンピューター名とポート番号を指定します。[OK] をクリックします。 
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この例では、前のステップで設定した 27007 を入力しています。ステップ 2 で異なるポート番号を指定している場合は、適切な値を

入力してください。 

 

4. ライセンスソースパネルに登録したライセンスサーバーの情報が表示されたら、ライセンス参照の設定は完了です。 

 

IMAGINE 2018 をインストールしているすべてのクライアントコンピューターでステップ３の操作を繰り返し、ライセンスサーバーの参

照設定を行って下さい。 
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❏ ファイアウォールによってライセンスサーバーに接続できない 
 

問題と原因 

ライセンスサーバーとクライアントコンピューターの間でファイアウォールによって通信が阻害されている場合、クライアント側からライセンスの参照を

行えないために、ライセンス参照設定でエラーが発生する場合があります。 

 

対処方法 

IMAGINE のライセンスマネージャーは、ライセンスブローカー(lmgrd.exe)とベンダーデーモン(INGRTS.exe)の 2 つのプログラムを使用していま

す。また、ライセンスブローカー（ライセンスマネージャーのデーモン）は、デフォルトで 27000 の TCP ポートを使用する設定になっています。ベ

ンダーデーモンのポートは、利用可能なポートが自動的に設定されます。このため、ライセンスサーバーを再起動する度にポートが変わります。 

まず、ライセンスサービスが使用する、2 つのポートを固定します。さらに、ファイアウォールの設定において、IMAGINE 2018 のライセンスサーバ

ーが使用している 2 つのプログラム、およびそれぞれが使用しているポートの接続を許可する設定を行う必要があります。 

 

⚫ ステップ 1. 使用しているポートの確認 

⚫ ステップ 2. ポートの固定 

⚫ ステップ 3. ファイアウォールの設定 

 

ステップ 1. 使用しているポートの確認 
 

利用可能な TCP ポートを探す方法として、ライセンスブローカーとベンダーデーモンが現在使用している TCP ポートをライセンスサーバーのログ

情報から読取ることができます。 

 

ライセンスサーバーのログ情報は、[IntergraphLicensingService.log] という名称で以下の場所に保存されています。 

Windows Server 2003:  C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Intergraph¥Licenses 

Windows 7/8/10/Server 2008/2012:  C:¥Users¥Public¥Intergraph¥Licenses¥ 

 

このログファイルにライセンスサーバーが起動したときに、アサインされた TCP ポートの情報が記録されています。以下に、ライセンスサーバーのロ

グに記述されている内容の抜粋を掲載しています。 

この例では、ライセンスブローカは 27000 の TCP ポート、ベンダーデーモンは、64517 の TCP ポートを使用しているのが確認できます。 
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15:51:40 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000 

15:51:40 (lmgrd) Starting vendor daemons ...  

15:51:40 (lmgrd) Started INGRTS (pid 10236) 

... 

15:51:41 (lmgrd) INGRTS using TCP-port 64517 

 

※pid 10236 は、プロセス ID を示し、TCP ポートではありません。 

 

もし、ベンダーデーモンが使用している TCP ポートが固定されている場合は、ログファイルに以下のように記述されます。 

この例では、ベンダーデーモンは 1205 の TCP ポートを常に使用するように設定されています。 

 

7:44:15 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000 

7:44:15 (lmgrd) Starting vendor daemons ...  

7:44:15 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 1205 

7:44:15 (lmgrd) Using vendor daemon port 1205 specified in license file 

7:44:15 (lmgrd) Started INGRTS (pid 5316) 

 

 

ステップ 2. ポートの固定 
 

使用する TCP ポートの固定方法は、それぞれ異なります。 

⚫ ベンダーデーモンのポート: IMAGINE 2018 のライセンスファイルに記入して指定 

⚫ ライセンスブローカーのポート: IMAGINE 2018 のライセンス管理機能（Geospatial Licensing 2018）を使用して指定 

 

ベンダーデーモンのポートの固定 

ここでは、ベンダーデーモンが使用するポートの固定方法について説明します。 

アクティベーション後に以下の場所にライセンスファイルが生成されます。 

Windows Server 2003:  C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Intergraph¥Licenses¥Server 

Windows 7/8/10/Server 2008/2012:  C:¥Users¥Public¥Intergraph¥Licenses¥Server 

 

使用するポートを直接このライセンスファイルに記入することでベンダーデーモンのポートを固定できます。この操作は、IMAGINE 2018 のライセ

ンス管理機能、Geospatial Licensing 2018、でアクティベーションライセンスファイルを読み込後む前に実施する必要があります。 
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ライセンスファイル編集時の注意 

ライセンスファイルは、指定した箇所以外を編集してしまうと、ライセンス機能で正常に認識されなくなる場合があります。編

集を行う前に、必ずライセンスファイルのバックアップを作成してください。 

 

1. IMAGINE 2018 のライセンスファイル(拡張子 *.lic)をメモ帳などのテキストエディターで開きます。 

2. 2 行目の VENDOR INGRTS 行の後ろに半角スペースを入力し、「port=<ポート番号>」の形式で、使用する TCP ポートの情報

を記載します。この例では、TCP ポート 1205 を指定しています。 

編集前 編集後 

SERVER this_host COMPOSITE=47XEX3C6XXEB 

VENDOR INGRTS 

USE_SERVER 

INCREMENT… 

SERVER this_host COMPOSITE=47XEX3C6XXEB 

VENDOR INGRTS port=1205 

USE_SERVER 

INCREMENT… 

 

3. 編集を保存します。ファイル形式は変更せずに、拡張子を「*.lic」の形式のままで保存してください。 

 

 

使用するポートの選択 

⚫ ライセンスサーバーが使用するポートを変更するときは、ご利用の IT環境の管理者に確認し、適切なポートを

選択してください。 

⚫ 他のライセンスサーバーやプログラムが使用していないポートを選択する必要があります。 

⚫ 指定したポートがファイアーウォールによってブロックされていると、他のコンピューターからライセンスサーバーを参照

できません。ファイアーウォールで通信が許可されるように設定する必要があります。 

 

4. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] > [Geospatial Licensing 2018] > [Geospatial License 

Administration 2018] をクリックします。 

 

5.  [Server] メニューから [Stop License Service] をクリック後、[Server] メニューから [Start License Service] をクリックす

ることでライセンス・サービスを再起動でき、編集したライセンスファイルを読み込むことができます。 

6. 下図のように、ライセンスサーバー名がライセンスソースパネルに登録されると、正常にライセンスファイルが読み込まれた状態です。 
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この時点でライセンスの登録が正常に完了しない場合 

この状態では、ライセンスブローカーが使用している TCP ポートは、デフォルトの 27000 のままです。27000の TCP ポート

が使用できない場合は、ライセンスの認証でエラーが発生します。このような場合は、次頁のライセンスブローカーのポートの

指定の操作に進み、27000以外のポートの指定を行ってください。 

 

 

ライセンスブローカーのポートの指定 

ここでは、ライセンスブローカーが使用するポートをデフォルトの 27000以外の TCP ポートに指定する方法を説明します。 

ライセンスブローカーのポートの指定は、Geospatial Licensense Administration でアクティベーション後に行います。 

1. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] > [Geospatial Licensing 2018] > [Geospatial License 

Administration 2018] をクリックします。 

 

2. Geospatial License Administration のダイアログが開きます。 

3. メニューから [Server] > [Configure License Service Port…] をクリックします。 

       

4. Configure License Service Port のダイアログが表示されます。[Port] フィールドに IMAGINE のライセンスサーバーに使用する

ポート番号を指定し、[OK] をクリックします。 この例では、「27008」 のポートを IMAGINE のライセンスサーバーが使用する設定

にしています。 
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ポートを指定できないときは？ 
 

 

 

 

 Port フィールドにポート番号を入力しても、フィールドの枠が赤く表示され、OKボタンが押せない場合があります。入力フィー

ルドにマウスカーソルを置くと、上図のように入力したポートが別のアプリケーションやプロセスで使用されていることが判ります。

この場合は、別のポートを指定してください。 

 

5. ライセンスサービスの登録が問題なく完了すると下図のように、ライセンスサーバー名の左横の黒い三角のアイコンをクリックすると、利

用できるライセンスの詳細がリスト表示されます。 

 

この状態でライセンスブローカーが使用する TCP ポートの設定が完了です。 

 

 

ステップ 3. ファイアウォールの設定 
 

Windows の異なるバージョンによって、操作方法が多少異なります。該当する OS の操作を行ってください。 

Windows 7/Server 2008のファイアウォールの設定 

1. Windows のコントロールパネルから、[Windows ファイアウォール] をクリックします。 

2. Windows ファイアウォールのダイアログの左側パネルから [詳細設定] をクリックします。 

3. ライセンスブローカー(lmgrd.exe)のプログラムを受信の規則に追加します。 
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a. 「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」のダイアログで、[受信の規則] を右クリックし、[新しい規

則] を選択します。「新規の受信規則ウィザード」が開きます。 

 

b. 「規則の種類」のページで、[プログラム(P)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

c. 「プログラム」のページで、[このプログラムのパス(T)] を選択し、[参照(R)] をクリックします。以下のパスに存在し

ている「lmgrd.exe」を選択し、[開く(O)] をクリックします。[次へ(N)>] をクリックします。 

32-bit OS: C:¥Program Files¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

64-bit OS: C:¥Program Files (x86)¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

d. 「操作」のページで、[接続を許可する(A)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

e. 「プロファイル」のページで３つのオプションを全て選択します（ドメイン、プライベート、パブリック）。[次へ(N)>] をク

リックします。 

f. 「名前」のページで、この規則の名前を指定します。例えば、「2014lmgrd」など後でわかり易い名称にします。[完了

(F)] をクリックします。 

g. 新しく作成した受信の規則が登録されているのを確認してください。 

 

4. ベンダーデーモン(INGRTS.exe)のプログラムを受信の規則に追加します。 

a. 「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」のダイアログで、[受信の規則] を右クリックし、[新しい規

則] を選択します。「新規の受信規則ウィザード」が開きます。 

 

b. 「規則の種類」のページで、[プログラム(P)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

c. 「プログラム」のページで、[このプログラムのパス(T)] を選択し、[参照(R)] をクリックします。以下のパスに存在し

ている「INGRTS.exe」を選択し、[開く(O)] をクリックします。[次へ(N)>] をクリックします。 

32-bit OS: C:¥Program Files¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

64-bit OS: C:¥Program Files (x86)¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 
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d. 「操作」のページで、[接続を許可する(A)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

e. 「プロファイル」のページで３つのオプションを全て選択します（ドメイン、プライベート、パブリック）。[次へ(N)>] をク

リックします。 

f. 「名前」のページで、この規則の名前を指定します。例えば、「2014INGRTS」など後でわかり易い名称にします。

[完了(F)] をクリックします。 

g. 新しく作成した受信の規則が登録されているのを確認してください。 

 

5. ライセンスブローカー(lmgrd.exe)が使用する TCP ポートを受信の規則に追加します。 

a. 「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」のダイアログで、[受信の規則] を右クリックし、[新しい規

則] を選択します。「新規の受信規則ウィザード」が開きます。 

 

b. 「規則の種類」のページで、[ポート(O)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

c. 「プロトコルおよびポート」のページで、[TCP(T)] を選択し、[特定のローカルポート(S)] のフィールドに lmgrd が

使用するポート番号を指定します（例えば、27007 など。ここに入力するポート番号はステップ 2 の操作で指定し

たライセンスブローカーが使用するポート番号です）。[次へ(N)>] をクリックします。 

d. 「操作」のページで、[接続を許可する(A)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

e. 「プロファイル」のページで３つのオプションを全て選択します（ドメイン、プライベート、パブリック）。[次へ(N)>] をク

リックします。 

f. 「名前」のページで、この規則の名前を指定します。例えば、「2014LMGRD_PORT27007」など、後でわかり易い

名称にします。[完了(F)] をクリックします。 

g. 新しく作成した受信の規則が登録されているのを確認してください。 

 

6. ベンダーデーモン(INGRTS.exe)が使用する TCP ポートを受信の規則に追加します。 
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a. 「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」のダイアログで、[受信の規則] を右クリックし、[新しい規

則] を選択します。「新規の受信規則ウィザード」が開きます。 

 

b. 「規則の種類」のページで、[ポート(O)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

c. 「プロトコルおよびポート」のページで、[TCP(T)] を選択し、[特定のローカルポート(S)] のフィールドに INGRTS

が使用するポートポート番号を指定します（例えば、1205 など。ここに入力するするポート番号はステップ 2 の操作

で指定したベンダーデーモンが使用するポート番号です）。[次へ(N)>] をクリックします。 

d. 「操作」のページで、[接続を許可する(A)] を選択し、[次へ(N)>] をクリックします。 

e. 「プロファイル」のページで３つのオプションを全て選択します（ドメイン、プライベート、パブリック）。[次へ(N)>] をク

リックします。 

f. 「名前」のページで、この規則の名前を指定します。例えば、「2014INGRTS_PORT1205」など、後でわかり易い

名称にします。[完了(F)] をクリックします。 

g. 新しく作成した受信の規則が登録されているのを確認してください。 

 

Windows Server 2003のファイアウォールの設定 

1. Windows のコントロールパネルから、[Windows ファイアウォール] をクリックします。 

2. Windows ファイアウォールの設定ダイアログが表示されます。[例外] タブをクリックして選択します。 

3.  [プログラムの追加(R)] ボタンをクリックします。[参照] ボタンをクリックして、以下のパスに存在している「lmgrd.exe」を選択し、

[開く(O)] をクリックします。[OK] をクリックします。 

32-bit OS: C:¥Program Files¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

64-bit OS: C:¥Program Files (x86)¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

「lmgrd.exe」という名称でプログラムが例外リストに追加されます。 

4. [プログラムの追加(R)] ボタンをクリックします。[参照] ボタンをクリックして、以下のパスに存在している「INGRTS.exe」を選択し、

[開く(O)] をクリックします。[OK] をクリックします。 

32-bit OS: C:¥Program Files¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

64-bit OS: C:¥Program Files (x86)¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 
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「INGRTS.exe」という名称でプログラムが例外リストに追加されます。 

5. [ポートの追加(O)] ボタンをクリックします。「ポートの追加」ダイアログが表示されます。 

⚫ [プロトコル] で [TCP(T)] を選択します。 

⚫ [ポート番号(P)] のフィールドに lmgrd が使用するポートポート番号を指定します（例えば、27007 など。ここに入力

するするポート番号はステップ 2 の操作で指定したベンダーデーモンが使用するポート番号です）。 

⚫ [名前(N)] のフィールドに、適切な名前を指定します。例えば、「2014LMGRD_PORT27007」など、後でわかり易い

名称にします。[OK] をクリックします。 

指定した名称で、ポートが例外リストに登録されます。 

6. [ポートの追加(O)] ボタンをクリックします。「ポートの追加」ダイアログが表示されます。 

⚫ [プロトコル] で [TCP(T)] を選択します。 

⚫ [ポート番号(P)] のフィールドに INGRTS が使用するポートポート番号を指定します（例えば、1205など。ここに入力

するするポート番号はステップ 2 の操作で指定したベンダーデーモンが使用するポート番号です）。 

⚫ [名前(N)] のフィールドに、適切な名前を指定します。例えば、「2014INGRTS_PORT1205」など、後でわかり易い名

称にします。[OK] をクリックします。 

指定した名称で、ポートが例外リストに登録されます。 
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❏ ハードウェアキーのドライバーの競合によりライセンス認証が行えない 
※ 本問題はハードウェアキーでライセンス管理を行っていない場合は、該当しません。 

問題と原因 

ハードウェアキー(ドングル)で ERDAS IMAGINE/LPS 2011 以前のライセンスを管理していたコンピューターにおいて、IMAGINE 2018 のライ

センスサーバーのライセンス認証が正常に完了しない場合があります。この問題は、旧バージョンのハードウェアキーのドライバーにより発生してい

る可能性があります。 

 

対処方法 

この問題を解決するには、ライセンスサーバーのコンピューターにおいて、以下の操作を行って下さい。 

⚫ ステップ 1. ドライバーのバージョンの確認 

⚫ ステップ 2. 旧バージョンのドライバーのアンインストール 

⚫ ステップ 3. 新しいバージョンのドライバーのインストール 

 

ステップ 1. ドライバーのバージョンの確認 
 

Windows のコントロールパネルの「プログラムと機能」で、インストールされているドライバーのバージョンを確認します。 

Sentinel Driver の提供元である Safenet 社では、Sentinel System Driver 単体のインストーラーと Sentinel System Driver 以外のツー

ルも含んだ Sentinel Protection Installer という 2 種類のインストーラーを提供しています。 

この 2 つのインストーラーのバージョン番号は必ずしも一致しないため、複数の Sentinel System Driver/Protection Installer がインストール

されている環境では古いバージョンかどうかの判断が難しい場合があります。 

 

 図: コントロールパネルの「プログラムと機能」に表示される名前の違い 

＜Sentinel System Driver の場合＞ 

   

 ＜Sentinel Protection Installer の場合＞ 

   

 ※ Intergraph製品のライセンス機能に付随しているインストーラーは、ドライバーのみを含む Sentinel System Driver 7.5.7 です。 
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ステップ 2. 古いドライバーのアンインストール 
 

ステップ１で確認した情報をもとに、以下の該当する操作を実施してください。 

⚫ Sentinel System Driver の異なるバージョンがインストールされている場合 

IMAGINE 2018 のライセンス機能に付随して提供される Sentinel System Driver ドライバーのバージョンは 7.5.7 です。これより

小さいバージョン番号の Sentinel Driver を全てアンインストールしてください。 

例: Sentinel Driver 7.4.xがインストールされている場合は、このドライバーはアンインストールする対象になります。 

⚫ Sentinel Protection Installer の異なるバージョンがインストールされている場合 

⚫ 古いバージョンの Sentinel Protection Installer がインストールされている場合、IMAGINE 2018 のライセンス機能に

付随して提供されている Sentinel System Driver 7.5.7 をインストールすることができます。この場合は、PC にインス

トールされているその他のバージョンの Sentinel Protection Installer を全てアンインストールしてください。 

 

ステップ 3. 新しいドライバーのインストール 
 

Geospatial Licensing 2018 に付随しているハードウェアキーのドライバーは次の方法でインストールしていただけます。 

1. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] > [Geospatial Licensing 2018] > [Geospatial Licensing 

Host ID] を選択します。Intergraph License Host ID ダイアログが開きます。 

2. ダイアログ下部の SafeNet driver のセクションに、「Installed version: (not installed)」と記載されている場合は、ドライバーが

インストールされていない状態です。[Install driver 7.5.7] のリンクをクリックしてドライバーをインストールしてください。 

 

3. ドライバーが正常にインストールされると下図のような表示に変わり、インストールされているドライバーのバージョンが表示されます。 

 

Vendor Defined Hardware ID のフィールドに ID情報が表示されているかどうか確認してください。 
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Sentinel System Driver 7.5.7 よりも新しいバージョンのドライバーがインストールされている場合 

Sentinel System Driver 7.5.7 よりも新しいバージョンのドライバーがインストールされている場合、インストーラーの画面で

「A New version of the Sentinel System Driver was found!」というメッセージ（下図参照）が表示されます。 

 

このメッセージが表示された場合は、Intergraph から提供されている Sentinel System Driver をインストールすることなく、

ドングルの Host IDが認識されます。この状態で、ライセンス認証を行っていただけます。 
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❏ ハードウェアキーの ID が (not present) と表示され ID を確認できない 
※ 本問題はハードウェアキーでライセンス管理を行っていない場合は、該当いたしません。 

問題と原因 

下図のように、Geospatial License Host ID ダイアログで、Vendor Defined Hardware ID のフィールドにホスト ID が表示されない場合、

ハードウェアキーの ID が正常に認識されていない状況にあります。 

 

対処方法 

複数の原因が考えられます。以下のステップに沿って、原因に適した操作を行って下さい。 

 

 

  

ステップ4. IMAGINE 2011以前のバージョンのライセンスをこのコンピューターで管理していた? (24ページ)

はい: 

19ページからの操作を行い古いドライバーをアンインストールしてください。

いいえ:

詳細情報とともに、弊社までお問い合わせ下さい。

ステップ3. 別のUSB/パラレル・ポートに装着してIDを確認 (23ページ)

ハードウェアキーのIDが確認できる: 

この状態で引き続き、インストール・ライセンスの設定を行って下さい。

別のUSB/パラレル・ポートでもIDが認識されない: 

ステップ4へ

ステップ2. ハードウェアキーのドライバーのインストール状況? (23ページ)

インストールされている:

ステップ3 へ

インストールされていない: 

最新のドライバーをインストールしてください。

ステップ1. ハードウェアキーの装着状態? (23ページ）

ライセンスサーバーのコンピューターに装着されている:

ステップ2 へ

装着されていない:

装着した後に、再度IDを確認してください。
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ステップ 1. ハードウェアキーの装着状態の確認 
 

ライセンスサーバーとして設定しているコンピューターの USB ポート（またはパラレルポート）に IMAGINE 用のハードウェアキーが正常に装着

されているかどうか確認してください。USB キーの場合、正しく挿入されていると、黄緑色のライトが点灯します。 

 

ステップ 2. ハードウェアキーのドライバーのインストール状況の確認 
 

ハードウェアキーの IDは、専用のドライバーがインストールされていないと認識されません。以下の操作で、ドライバーのインストール状況を確認

して下さい。 

1. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] > [Geospatial Licensing 2018] > [Geospatial Licensing 

Host ID] を選択します。Intergraph License Host ID ダイアログが開きます。 

2. ダイアログ下部の SafeNet driver のセクションに、「Installed version: (not installed)」と記載されている場合は、ドライバーが

インストールされていない状態です。[Install driver 7.5.7] のリンクをクリックしてドライバーをインストールしてください。 

 

3. ドライバーが正常にインストールされると下図のような表示に変わり、インストールされているドライバーのバージョンが表示されます。 

 

Vendor Defined Hardware ID のフィールドに ID情報が表示されているかどうか確認してください。 

 

適切なドライバーがインストールされているにも関わらず、ハードウェアキーが認識されない場合は、ステップ３の操作に進みます。 

 

ステップ 3. 別の USB/パラレル・ポートに装着して ID を確認 
 

ハードウェアキーを装着しているポートが故障していることにより、ID の情報が認識されない場合があります。同じコンピューターの異なる USB

ポート（もしくはパラレル・ポート）にハードウェアキーを装着して、IDが認識されるかどうか確認してください。 
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異なるポートにハードウェアキーを装着すると、ドライバーをインストールする必要がある場合があります。この場合は、ステップ２の操作を実施し

てください。ドライバーのインストール後に、ID が認識されているかどうか確認してください。 

引き続き、ID が認識されない場合は、ステップ４の操作に進みます。 

 

ステップ 4. IMAGINE 2011以前のバージョンのライセンスを当該コンピューターで管理していた場合 
 

問題が発生しているコンピューターで IMAGINE 2011 以前のバージョンのライセンスを管理していた場合、ハードウェアキーの古いバージョンの

ドライバーが存在していることにより、問題が発生する場合があります。 

この状況に該当する場合は、19 ページで紹介している、「ハードウェアキー(ドングル)のドライバーの競合によりライセンス認証が行えない」の対

処方法を実施して、古いバージョンのドライバーをアンインストールしてください。 

 

これに該当しない場合は、別の原因で問題が発生していることになります。問題の詳細とともに、弊社までお問い合わせください。 

お問い合わせ方法につきましては、25 ページの「問題が解決しない場合のお問い合わせ方法」をご覧ください。 
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❏ 問題が解決しない場合のお問い合わせ方法 
 

ライセンスの認証および設定において問題が解決しない場合は、以下の情報とともに製品サポート窓口宛てに E メールにてお問い合わせ下さ

い。 

必要な情報 

1. Geospatial Licensing のログ情報 

2. エラーの画面のスクリーンショット画像（エラーが表示される場合） 

3. 問題や実施された操作の詳細 

4. コンピューターの OS およびバージョン 

5. 使用されている IMAGINE のバージョン 

 

お問い合わせ先 

製品サポート窓口: erdas_support_jp@hexagon.com 

ログ情報の入手方法 

ログ情報は、以下の操作で得ることができます。 

1. ライセンスサーバーのコンピューターで、以下のフォルダーを開きます。 

2008/2012/7/8/10:  C:¥Users¥Public¥Intergraph¥Licenses¥ 

2003: C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Intergraph¥Licenses 

 

2. フォルダー内に存在している「IntergraphLicensingService.log」というファイルにログ情報が記載されています。 

このファイルをメールの添付としてご提供ください。 

 

または、LMTOOLS という機能を使用してログ情報を得ることが出来ます。 

1. 下記の対応する OS のディレクトリー内に存在する [lmtools.exe] をダブルクリックします。 

32 ビット OS: C:¥Program Files¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

64 ビット OS: C:¥Program Files (x86)¥Hexagon¥Geospatial Licensing 2018¥program 

2. LMTOOLS ダイアログの [Service/License File] タブの白いボックで [Intergraph Licensing Service] を選択します。 



 

ライセンス登録・設定編 

 

28 

 

3. [Config Services] タブにて [Path to the debug log file] の項目の [View Log] ボタンをクリックします。 

 

4. 表示されたログの内容を全て選択し、メモ帳等のテキストエディターにコピー＆ペーストします。テキスト形式で保存します。 

 

5. [Close Log] ボタンでログのウィンドウを閉じます。LMTOOLS のダイアログ右上の [X] アイコンをクリックして閉じます。 

6. テキストファイルを E メールの添付として送信してください。 
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インストーラートラブル編 
 

このセクションでは、ERDAS IMAGINE のインストーラートラブルに関する問題の対処方法を紹介します。 

 

状況 ページ 

ERDAS IMAGINE等のインストーラーの ZIP ファイルを解凍できない 27 ページ 

ファイル名やフォルダー名が長いためにデータを削除できなくなってしまった 28 ページ 

問題が解決しない場合のお問い合わせ方法 30 ページ 

 

 

❏ ERDAS IMAGINE等 のインストーラーの ZIP ファイルを解凍できない 
 

問題と原因 

ダウンロードしたインストーラーを解凍しようとしたときに「ファイル名が長い」という警告が表示され、処理を実行できない場合があります。

Windows の仕様で、保存したファイル名とディレクトリーへのパスを含む文字数が規定の文字制限を超えてしまった場合にこのようなエラーが

発生します。例えば、C ドライブの Program Files に保存した Installer_xxx.zip という ZIP ファイルの場合、「C:¥Program 

Files¥Installer_xxx.zip 」のパス全ての文字数がファイル名の文字数となります。  

 

対処方法 

この問題を解決するには、長いフォルダー名やファイル名を変更する、またはデータを C ドライブの直下などに移動し、パスに含まれる文字数を

最小限にした後に、ファイルの解凍をお試しください。  

  

参考資料：  

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;320081  

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-vista/file-names-and-file-name-extensions-frequently-asked-questions 
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❏ ファイル名やフォルダー名が長いためにデータを削除できなくなってしまった 
 

問題と原因 

ファイル名やフォルダー名が長すぎるとそのデータ自体を削除できなくなる場合もあります。 

 

対処方法 

このような場合は、以下の操作をお試し下さい。 

⚫ フォルダー/ファイル名を短く変更してから削除をお試しください。 

⚫ 名前を短くしてもデータの削除を行えないときは、Windows で自動的に生成される MS-DOS と互換性のある 8.3 形式の名前

を使用し、コマンドプロンプトでデータを削除することができます。この操作方法を以下で説明しています。 

 

ステップ 1. 8.3 形式の短いファイル名の確認 
 

8.3 形式の短いファイル名を確認するには、Windows のコマンドプロンプト機能を使用します。 

⚫ 該当するファイルやフォルダーが存在するディレクトリーに移動し、dir /x というコマンドで 8.3 形式の短いファイル名を確認し、del コ

マンドを使用して該当するファイルを削除します。 

⚫ フォルダーを削除する場合は、rmdir というコマンドを実行します。  

 

ここでは、C:¥temporary1 という名前のディレクトリーに存在しているフォルダーとファイルの削除方法を例として紹介します。 

 

1. Windows のスタートメニューから [すべてのプログラム] > [アクセサリ] > [コマンド プロンプト] を選択します。 

コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行し、C:¥temporary1 のディレクトリーに移動します。 

cd C:¥temporary1 

2. 下図のように dir /x のコマンドを実行します。  
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図①.  8.3 形式の短いファイル名です。元のファイル名が 8.3 形式の長さで表現できる場合は、この部分は空白になります。  

図②.  通常の長いファイル名です。/x のオプションを付けずに dir コマンドを実行するとこのファイル名だけが表示されます。 

 

ステップ 2. データの削除 
 

⚫ 「長いディレクトリ名長い」というディレクトリーとその中に含まれるファイルやサブディレクトリーを削除するには、rmdir (option) 

[directory name] のコマンドを実行します。  

例）rmdir /s 長いデ~1  

 

 

※ここでは /s のオプションを使用してディレクトリー内のすべてのデータを削除しています。  

 

⚫ ファイルを削除する場合は、del (option) [file / directory] のコマンドを実行します。  

例） del /P 長い名~1.TXT  

 

 

※ここでは、/P のオプションによりテキストファイルの削除前に確認メッセージを表示させています。  
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❏ 問題が解決しない場合のお問い合わせ方法 
 

ERDAS IMAGINE 2018 のインストールに関連した問題が解決しない場合は、以下の情報とともに製品サポート窓口宛てに E メールにてお

問い合わせ下さい。 

必要な情報 

1. エラーの画面のスクリーンショット画像（エラーが表示される場合） 

2. 問題や実施された操作の詳細 

3. コンピューターの OS およびバージョン 

4. 使用されている IMAGINE のバージョン 

 

お問い合わせ先 

製品サポート窓口: erdas_support_jp@hexagon.com 

 

 

  

mailto:erdas_support_jp@hexagon.com
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