
フローティングライセンス導⼊⼿順書

はじめに
本書は、Scideamのフローティングライセンスのシステムを、組織内に展開するために必要な⼿順について
記載しております。本書では簡易的な⼿順について⾔及しており、実際にシステムを稼働させるためには、
実環境に応じて固有のネットワーク関連の作業が必要になる場合があります。

ライセンスサーバーの構築

ライセンスサーバーのシステム要件
ライセンスサーバーのシステム要件は以下の通りです。

Microsoft Windows 10
組織内のイントラネットに接続されたネットワークインターフェース
ドングルを接続するためのUSBポート

ライセンスサーバーのセットアップ
CodeMeterランタイムのインストール

ダウンロードした「CodeMeterRuntime.exe」を実⾏します（ランタイムのダウンロード⽅法は付録
『CodeMeterランタイムのダウンロード』の項を参照してください）。

インストーラーが起動します。「次へ」をクリックしてください。



仕様許諾契約書に同意し「次へ」をクリックしてください。

適当なユーザー名と組織名を⼊⼒し、「このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール」を
選択して、「次へ」をクリックしてください。



インストールする機能はデフォルトのまま、「次へ」をクリックしてください。

「インストール」をクリックしてください。



インストールが完了したら、「完了」をクリックしてください。

インストール後、タスクトレイに「コードメーター コントロール センター」が常駐するようになります。こ
のサービスは今後Windowsを起動するたびに⾃動的に起動されるようになります。



ドングルの接続

弊社より配布しましたドングルを、ライセンスサーバーの任意のUSBポートに接続してください。ドングル
接続後、タスクトレイに表⽰されている「コードメータ コントロール センター」のアイコンをダブルクリッ
クすると、ウィンドウが表⽰されドングルの情報を確認することができます。

「シリアル」や「バージョン」の値は弊社が配布したドングルによって異なります。

ドングルを接続した状態で、「コードメータ コントロール センター」に表⽰されているボタンをクリックす
ることで「WebAdmin」を呼び出し、さらに詳細な情報を確認することができます（下図を参照）。



ブラウザが⾃動的に起動し、「WebAdmin」の画⾯が表⽰されます。



「ライセンスモニタリング」のタブをクリックすると、購⼊した製品とオプションのライセンス数、利⽤状
況などが確認できます。

WebAdminの設定

ライセンスサーバーは、ドングルに保存されているライセンス情報を、クライアントの要求に応じて照合を
⾏います。そのための設定を「WebAdmin」で実施する必要があります。

「WebAdmin」は、CodeMeterランタイムをインストール後、ブラウザで表⽰することが可能になり、主に
次の2通りの⼿順で呼び出すことができます。

タスクトレイのアイコンから「コードメータ コントロール センター」を呼び出し、ウィンドウ右下に
表⽰されているボタンをクリックする



ブラウザを起動し、以下のURLを⼊⼒する

  http://localhost:22352 

「WebAdmin」のページを表⽰したら、以下の⼿順でサーバーへのアクセスを許可する設定を⾏ってくださ
い。

1. 「設定」→「サーバー」→「サーバアクセス」を選択

2. ネットワークサーバーを「可」に変更して適⽤



クライアント端末の準備
ライセンスサーバーとライセンス情報を共有することが可能なようにするため、実際に製品を利⽤するクラ
イアント端末の準備を⾏います。

クライアント端末のシステム要件
クライアント端末には製品も同時にインストールするため、下記に加えて製品のシステム要件を満たしてい
る必要があります。製品のシステム要件については、弊社WEBサイトの製品ページをご参照ください。

Microsoft Windows 10 （64bitのみ）
組織内のイントラネットに接続されたネットワークインターフェース

クライアント端末のセットアップ
Scideamのインストール

クライアント端末にScideamをインストールします。SELサポートセンター（https://www.smartenergy-
support.com/sign_in）にログインし、Scideamをダウンロードしてください。

Scideamはバージョン1.0.4以降で、フローティングライセンスに対応しており、それ以前のバージョンでは
利⽤することができません。

https://www.smartenergy-support.com/sign_in


ダウンロードした「ScideamSetup-x.x.x.x.exe」を実⾏し、Scideamをインストールしてください。

CodeMeterランタイムのインストール

ダウンロードした「CodeMeterRuntime.exe」を実⾏します（ランタイムのダウンロード⽅法は付録
『CodeMeterランタイムのダウンロード』の項を参照してください）。



インストーラーが起動します。「次へ」をクリックしてください。

仕様許諾契約書に同意し「次へ」をクリックしてください。



適当なユーザー名と組織名を⼊⼒し、「このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール」を
選択して、「次へ」をクリックしてください。

インストールする機能はデフォルトのまま、「次へ」をクリックしてください。



「インストール」をクリックしてください。

インストールが完了したら、「完了」をクリックしてください。



インストール後、タスクトレイに「コードメーター コントロール センター」が常駐するようになります。こ
のサービスは今後Windowsを起動するたびに⾃動的に起動されるようになります。

WebAdminの設定

クライアント端末がライセンスサーバーに接続するために必要な設定を「WebAdmin」で⾏います。

「WebAdmin」は、CodeMeterランタイムをインストール後、ブラウザで表⽰することが可能になり、主に
次の2通りの⼿順で呼び出すことができます。

タスクトレイのアイコンから「コードメータ コントロール センター」を呼び出し、ウィンドウ右下に
表⽰されているボタンをクリックする



ブラウザを起動し、以下のURLを⼊⼒する

http://localhost:22352

「WebAdmin」のページを表⽰したら、以下の⼿順でサーバーへのアクセスを許可する設定を⾏ってくださ
い。

1. 「設定」→「基本」→「サーバー検索リスト」を選択します

2. 「新しいサーバーの追加」をクリックします



3. ライセンスサーバーのIPアドレスを⼊⼒し、追加／適⽤します

ライセンスサーバーのIPアドレスが、固定となるようなネットワーク構成にしてください。IPアドレス
が動的に変化する場合、DNSなどが必要になる場合があります。

ショートカットの作成

Scideamをインストールすると、⾃動的にデスクトップにショートカットが作成されます。このショートカ
ットからアプリを実⾏した場合、SELサポートセンターで管理されているライセンス情報を読み込み、フロー
ティングライセンスの情報は反映されません。

SELサポートセンターで管理されているライセンスで製品を利⽤する予定がない場合、これらのショートカッ
トは削除しても問題ありません。

Scideamはインストールした際、インストールディレクトリ内にフローティングライセンスに対応した実⾏
ファイルを同時に配置しています。そのため、以下の⼿順でショートカットを作成することで、フローティ



ングライセンスに対応した実⾏ファイルを呼び出すことが可能になります。

1. 下記のいずれかの⽅法で、Scideamのインストールディレクトリに移動します

⾃動的に作成されたショートカットのコンテキストメニューから「ファイルの場所を開く」を
選択

下記ディレクトリをエクスプローラーに⼊⼒

  C:\Program Files\Scideam 

2. インストールディレクトリ内にある以下のファイルを右クリックし、コンテキストメニューの「送
る」→「デスクトップ（ショートカットを作成）」を実⾏します

 SmartEnergyLaboratory.Scideam.Floating.exe 



3. 同様に以下のファイルを右クリックして、コンテキストメニューの「送る」→「デスクトップ（ショ
ートカットを作成）」を実⾏します（Scaleフォルダ内に保存されています）

 Scale\Scale.Floating.exe 



4. デスクトップに作成されたショートカットに適当な名称を付けてください

（本⼿順書ではScideamとSCALEをそれぞれ、 Scideam Floating 、 SCALE Floating と編集してい
ます）

5. Scideamのオプション有無を選択するショートカットを作成します

先ほどの⼿順で作成したショートカットをコピー＆ペーストで複製します。



6. 複製したショートカットを右クリックし、コンテキストメニューから「プロパティ」を表⽰します

7. 「リンク先」の欄を以下のように編集し、「OK」ボタンを押下します

 "C:\Program Files\Scideam\SmartEnergyLaboratory.Scideam.Floating.exe" --
floating --options 1 



Scideam実⾏時に、引数として --options を指定し、そのあとに有効にするオプションの番号を指定
します。

8. ショートカットの名称を適当な名前に変更します

（本⼿順書では Scideam Floating - Digital Palette としています）

9. 編集したショートカットでScideamを実⾏し、AddBoxのボタンでDigital Paletteが有効になっているこ
とを確認します



10. ⼿順5.〜7.を繰り返し、同様なショートカットを作成し、リンク先を以下のように編集します

SL Paletteを有効にするショートカット（⾃動的にDigital Paletteも有効になります）

  "C:\Program Files\Scideam\SmartEnergyLaboratory.Scideam.Floating.exe" 
--floating --options 1 2 

Motor Paletteを有効にするショートカット

  "C:\Program Files\Scideam\SmartEnergyLaboratory.Scideam.Floating.exe" 
--floating --options 3 

全てのオプションを有効にするショートカット

  "C:\Program Files\Scideam\SmartEnergyLaboratory.Scideam.Floating.exe" 
--floating --options 1 2 3 

購⼊したライセンスに応じて必要な分を適宜作成してください。

11. SCALEのオプション有無を選択するショートカットを作成します

⼿順4.で作成したショートカットをコピー＆ペーストで複製します。

12. 複製したショートカットを右クリックし、コンテキストメニューから「プロパティ」を表⽰します



13. 「リンク先」の欄を以下のように編集し、「OK」ボタンを押下します

"C:\Program Files\Scideam\Scale\Scale.Floating.exe" --option 4 



SCALE実⾏時に、引数として --option を指定し、そのあとに有効にするオプションの番号を指定し
ます。 （SCALEで指定可能なオプション番号は4のみです）

14. 編集したショートカットでSCALEを実⾏し、HelpメニューからPower Optionが有効になっていること
を確認します

（引数に --option を指定していないショートカットから実⾏した場合、Power Optionは無効になっ
た状態で起動します）

 



SL Paletteのインストール

オプションのSL Paletteを購⼊している場合、SimulinkにSL Paletteのブロックライブラリをインストールする
作業が必要になります。 SL Paletteをフローティングライセンスの環境で利⽤するためには、これに対応した
専⽤のSL Paletteをインストールしなければなりません。

1. SL PaletteのブロックライブラリをインストールするMATLABを管理者権限で実⾏します。

2. Scideamのインストールフォルダーに保存されている、SLPaletteフォルダーのパスをMATLABのカレン
トディレクトリに指定します。下図のようにフォルダブラウザーで指定するか、コマンドウィンドウ
からcdコマンドでパスを指定してください。

3. SLPaletteフォルダーをカレントディレクトリに指定後、現在のフォルダー内容が下図のように表⽰さ
れることを確認してください。



4. カレントディレクトリにあるInstallFloating.pファイルを実⾏してください。実⾏するためには、
コマンドウィンドウでInstallFloatingコマンドを実⾏するか、下図のようにInstallFloating.pフ
ァイルのコンテキストメニューから実⾏ F9を選択してください。 

5. SimulinkにSL Paletteのブロックライブラリーが⾃動的に追加され、インストール成功のメッセージが
表⽰されます。



6. 下図のように「Simulink ライブラリ ブラウザー」で、「Scideam SL Palette」が追加されていることが
確認されたらインストール完了です。

SL Paletteのアンインストール

フローティングライセンス対応版のSL Paletteをアンインストールする場合は、インストールする時とほとん
ど同じ⼿順になります。



1. SL PaletteのブロックライブラリをインストールするMATLABを管理者権限で実⾏します。

2. Scideamのインストールフォルダーに保存されている、SLPaletteフォルダーのパスをMATLABのカレン
トディレクトリに指定します。下図のようにフォルダブラウザーで指定するか、コマンドウィンドウ
からcdコマンドでパスを指定してください。

3. SLPaletteフォルダーをカレントディレクトリに指定後、現在のフォルダー内容が下図のように表⽰さ
れることを確認してください。



4. カレントディレクトリにあるUninstallFloating.pファイルを実⾏してください。実⾏するために
は、コマンドウィンドウでInstallFloatingコマンドを実⾏するか、下図のように
UninstallFloating.pファイルのコンテキストメニューから実⾏ F9を選択してください。 

5. 「Simulink ライブラリ ブラウザー」で、「Scideam SL Palette」が削除されていることが確認されたら
アンインストール完了です。

フローティングライセンスシステムの動作確認
本⼿順書で構築したフローティングライセンスシステムの動作確認を⾏います。



Scideamの起動（SCALEの起動）
フローティングライセンスに対応した実⾏ファイルをリンク先に指定したショートカットをクリックし、製
品を起動します。

ライセンス利⽤状況の確認
ライセンスサーバーの「WebAdmin」にアクセスし、「ライセンスモニタリング」→「すべてのライセン
ス」を表⽰します。

ライセンスサーバーではなくクライアント端末からライセンス利⽤状況を確認する場合は、付録の「クライ
アント端末からライセンスサーバーの利⽤状況を確認には」を参照してください。

製品のライセンスの利⽤状況が⼀覧で表⽰されます。製品を起動している端末の数の分、ライセンスが使⽤
中になっていることを確認してください。

（下図はDigital Paletteを有効にしたScideamを起動している場合の利⽤状況です）



付録

CodeMeterランタイムのダウンロード
CodeMeterランタイムはWIBU-SYSTEMSより配布されており、ユーザーが⾃由にダウンロードすることが可
能です。

サンカーラ株式会社 のWEBサイトからダウンロード

1. 以下のURLをブラウザに⼊⼒し、サンカーラのWEBサイトのダウンロードページにアクセスして
ください。

http://www.suncarla.co.jp/download/index.html

2. 「コードメータ・ランタイムキット Verx.xx」をクリックしダウンロードページに遷移してくだ
さい。（x.xxの箇所にはバージョンの数字が⼊ります。バージョンは最新のものを選択してくだ
さい）

3. 遷移したページでダウンロードするファイルを選択します。「CodeMeter ランタイムキット
（x86/x64統合版）」を選択してダウンロードしてください。

http://www.suncarla.co.jp/download/index.html


WIBU-SYSTEMS AG のWEBサイトからダウンロード

1. 以下のURLをブラウザに⼊⼒し、WIBU-SYSTEMSのWEBサイトのダウンロードページにアクセス
してください。

https://www.wibu.com/jp/support/user/downloads-user-software.html

2. ⼀覧から、「CodeMeter User Runtime for Windows」を探し、「download」の箇所をクリック
するとダウンロードが開始されます。

https://www.wibu.com/jp/support/user/downloads-user-software.html


クライアント端末からライセンスサーバーの利⽤状況を確認には
毎回ライセンスサーバーに物理的にアクセスせずに、クライアント端末からライセンスの利⽤状況を確認す
ることが可能です。

1. サーバー端末で「WebAdmin」を表⽰し、「リモートによる読込みアクセス」を「許可」に変更しま
す

2. クライアント端末で「WebAdmin」を表⽰し、画⾯下部の部分をクリックします



3. サーバーの検索がしばらく実⾏され、⾒つかったサーバーが表⽰されます

4. 対象のサーバーを選択し、「IPアドレス使⽤」にチェックをつけ「適⽤」ボタンを押下します



組織のイントラネット内でDNSが利⽤可能な場合は、IPアドレスではなくホスト名でもアクセス可能
です。この場合「IPアドレス使⽤」にチェックをつける必要はありません。

5. 接続が完了すると画⾯右下にライセンスサーバーのアドレスが表⽰されます

6. 「ライセンスモニタリング」→「すべてのライセンス」を選択します

7. 製品のライセンス利⽤状況が⼀覧で確認可能です

ライセンスが使⽤中のまま戻らない場合

ネットワーク切断や端末故障などの事態により、使⽤済みのライセンスがラインセンスサーバーに返却され
ない現象が発⽣することがあります。その場合、「WebAdmin」でもライセンスが恒常的に「使⽤中」の状
態になっていることが確認可能です。このような状態を解決するために、ライセンスサーバーの
「WebAdmin」で使⽤中のライセンスを開放する機能がありますので、その⼿順について下記にまとめま
す。

1. ライセンスサーバーの「WebAdmin」にアクセスし、「ライセンスモニタリング」→「セッション」
を選択します



2. セッションの⼀覧の中から、ライセンスを占有している項⽬を探して選択します

ライセンスはクライアント単位で消費されるため、PC名を基にライセンスを占有していると推定され
るセッションを選択してください

セッションは製品本体だけでなく、オプション（Digital Paletteなど）単位でも⽣成されるます。本⼿
順を参考に、必要に応じてオプションのセッションも削除してください。

3. 「ライセンス監視詳細」が表⽰されるので、クライアントのIPアドレス、PC名、ユーザー名を確認
し、ライセンスを占有しているものかどうか判断してください

4. アクションに表⽰されているごみ箱アイコンをクリックし、セッションを削除します 以上でライセン
スの開放は完了です

ライセンスサーバーの動作ログを記録
ライセンスサーバーの動作ログをテキストファイルに保存することが可能です。動作ログを保存するために
は、ライセンスサーバーで以下の⼿順の作業を実施する必要があります。

1. ライセンスサーバーにログインし、「コードメーター コントロール センター」のウィンドウを表⽰し
ます

2. メニューの「ファイル」→「ログ」を押下し、ログを有効にします



⼀旦ログの記録を有効にすると、次回から端末を再起動しても有効の状態になります。

3. ログがテキストファイルとして、以下のディレクトリに保存されるようになります

 C:\ProgramData\CodeMeter\Logs 

動作ログのファイルはライセンスサーバーのストレージ上に保存されます。このファイルを参照する場合に
は、直接ライセンスサーバーにログインするなどの必要があります。

クライアント端末から動作ログを参照する場合は「WebAdmin」を利⽤します。ライセンスサーバーの
「WebAdmin」にアクセスし、メニューから「診断」→「イベント」を選択すると動作ログが閲覧可能で
す。



要求ライセンスが⾒つからなかった場合のエラー

2020-02-07 10:30:57: Entry (103005:102000000 RD=2020-02-05) not found - Event 
WB0200 (ENTRY NOT FOUND), Request IP-Address 192.168.11.46(DESKTOP-
KDUK6HH\USER_NAME,Scale.Scideam.Floating.exe) with StationShare Mode 
2020-02-07 10:30:57: API Error 200 (ENTRY NOT FOUND) occurred! 

サポート期間が超過した場合のエラー

2020-02-07 10:33:59: Entry (103005:102000000 RD=2020-02-05) not found - Event 
WB0078 (MAINTENANCEPERIOD FAILED), Request IP-Address 192.168.11.46(DESKTOP-
KDUK6HH\USER_NAME,Scale.Scideam.Floating.exe) with StationShare Mode 
2020-02-07 10:33:59: API Error 78 (MAINTENANCEPERIOD FAILED) occurred!


