
Copyright © 2015- fusions corporation    

  

 

 

 

 

fusion_place premium 

ライセンス管理手続き 

対応製品バージョン：3.x 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2.1 版：2015年 1月 18日 

 

 

fusion_place は、株式会社フュージョンズの商標です。 



Copyright © 2015- fusions corporation    

 

Oracle, Java は、米国 Oracle Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商

標です。 Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国

およびその他の国における登録商標です。その他のブランド名および製品名は、各社の商標また

は登録商標です。 

 

この文書の著作権は株式会社フュージョンズおよびその供給者に帰属します。著作権者が発行し

た文書による許可がない限り、個人的な使用目的以外でこの文書の一部または全部をいかなる形

式または方法でも（転写、記録、情報検索システムへの利用などの電子的または機械的な方法を

含む）複製または転載することを禁じます。 

 

警告: この文書に含まれる情報はすべて、予告なしに変更されることがあります。株式会社フュ

ージョンズは、この文書の誤りに対して責任を負いません。また、この文書の提供、実行または

使用に関して生じた損害に対しても責任を負いません。 
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はじめに－当マニュアルの位置づけ 

fusion_place ソフトウェアには、standard （無償版）と premium （有償版）、２つのエ

ディションがあります。当マニュアルは、このうち「fusion_place premium」に関するライセ

ンス管理手続きをご説明しています。 

 

ライセンス管理手続きの概要 

fusion_place premium（以下、fusion_place）をご利用いただくには、毎年、計算

年度の開始月までに「ライセンス許諾ファイル」をシステムに組み込んで頂く必要があ

ります。加えて、ライセンス計算年度の途中でユーザ数を変更頂く場合も、「ライセン

ス許諾ファイル」の組み込みが必要となります。 

ライセンス許諾ファイルは必要に応じて当社（フュージョンズ社）からお送りしま

すが、一回目については、貴社の fusion_place システムの識別記号を含む「購入オー

ダファイル」を作成してお送り頂く必要があります。 

 

購入オーダファイルの作成手順 

購入オーダファイルを作成するには、fusion_placeマネージャを用いて、まず、購

入したいラインセンスの内容を指定します。次に、その未購入のライセンスをもとに購

入オーダファイルを作成します。 

ご留意事項 

 購入オーダファイルは可読形式ですが、テキストエディタなどで内容を修正し

ないで下さい。弊社で処理できなくなる場合があります。 

 購入オーダファイルは、必ず、ライセンスを適用したいシステム（すなわち 

fusion_place データベース）を用いて作成して下さい。購入オーダファイルを

もとに弊社が作成するライセンス許諾ファイルは、購入オーダファイルの作成

に用いたシステムにしか組み込めません。 

 以降の操作は、「ライセンス管理権限」を付与された設計者あるいは管理者の

ユーザアカウントで実行する必要があります。fusion_place premium インス

トール時に初期登録されるユーザアカウント「admin」は、この条件を満たし

ています。 
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1  購入したいライセンスの内容を指定する 

まず、fusion_placeマネージャにログインして下さい（アプリケーションを選択す

る必要はありません）。その後、次のステップで新しいライセンス（未購入ライセンス）

を作成してください。 

① [ファイル] メニューから、[ライセンス管理]を選択します。 

「ライセンス管理」ダイアログの「ライセンスとユーザ数」パネルが表示されます。 
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② ダイアログ上の「ライセンス追加」ボタンをクリックします。 

「未購入のライセンス」一覧に、新しいライセンスの行が追加されます。ライセン

スの「状況」は「作成中」となっています。 

 

③ 追加されたライセンスの各項目に値を入力します。入力可能な項目は以下のとおり

です（上図赤枠部分内の白抜きの入力欄）。 

◦ユーザ数 …使用権許諾条件書通りに入力下さい。 

◦開始月 …最初の計算年度の開始年月を入力下さい。 

◦月数 …最初の計算年度に含まれる月数を入力下さい（１２未満となること

もあります）。 

④ 全項目を入力し終えたら、そのライセンス行をクリックして選択した状態で、「ラ

イセンス内容確定」ボタンをクリックします。 

「状況」が「内容確定済」となります。 

このまま次のステップに進んでもかまいませんが、ここで中断して作業内容を保存

することもできます。そうしたい場合は、「閉じる」ボタンをクリックして下さい。「変

更を保存しますか？」と尋ねられますので「はい」をクリックして下さい。作業内容が

保存された上でダイアログが閉じられます。 
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2  未購入のライセンスをもとに購入オーダファイルを作成する 

購入したいライセンスの内容を指定した後、ダイアログをいったん閉じられた方は、

もう一度、[ファイル] メニューから、[ライセンス管理]を選択して下さい。前のステッ

プの最後の画面が表示されるはずです。 

続いて、以下のステップに従い、購入オーダファイルを作成して下さい。 

① 「お客様側管理名称」が未設定なら、設定して下さい。 

お客様側管理名称は、お客様がお使いの他の fusion_placeシステムと当システムを

区別するわかりやすい名称をお付け下さい。 

一度設定するとその名称が保存されるので、次回以降は設定不要です。 
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② ダイアログ上の「未購入のライセンス」一覧上で、購入したいライセンスの行をク

リックして選択します。 

「購入オーダファイル作成」ボタンが使用可能になります。そうならない場合は、

選択した行の「状況」が「内容確定済」であるか確認してください。 

 「状況」が「作業中」のライセンスについては、先に「ライセンス内容確定」ボタ

ンをクリックして内容を確定すれば、「購入オーダファイル作成」ボタンが使用可能に

なります。 
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③ 「購入オーダファイル作成」ボタンをクリックして下さい。 

「購入オーダファイル作成」ダイアログボックスが表示され、ファイルを作成する

フォルダとファイル名の指定が求められます。ファイル名は以下のように自動設定され

ています。 

license_(お客様側管理名称)_(開始年)-(開始月)_(期間数)M_(ユーザ数)P.frequest   

ファイル名は変更しても問題ありませんが、変更するとファイルとライセンスの結

びつきがわかりにくくなりますのでこのままお使い頂くことを推奨いたします。 

 

④ フォルダとファイル名を指定（あるいは確認）して、「購入オーダファイル作成」

ボタンをクリックしてください。 

指定したフォルダに指定したファイル名で購入オーダファイルが作成されます。こ

のファイルを弊社にお送り下さい。 
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ライセンス許諾ファイルの組み込み手順 

購入オーダファイルを弊社にお送り頂くと、ライセンス許諾ファイルを折り返しお

送りします（以後、ライセンス計算年度ごとにお送りします）。 

ライセンス許諾ファイルを組み込むには、購入オーダファイル作成時と同じく、

fusion_place マネージャのライセンス管理ダイアログを使用します。 

 

まず、fusion_placeマネージャにログインして下さい（アプリケーションを選択す

る必要はありません）。その後、次のステップでライセンス許諾ファイルを組み込んで

ください。 

 

① [ファイル] メニューから、[ライセンス管理]を選択します。 

「ライセンス管理」ダイアログの「ライセンスとユーザ数」パネルが表示されます。 
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② 「モラトリアム」タブをクリックして、「モラトリアム」パネルを表示し、モラト

リアムキー欄の文字列を消去して下さい。 

 

モラトリアムキー欄が空白の場合は、消去する必要はありません。消去した後は、

「ライセンスとユーザ数」タブをクリックしてもとのパネルに戻って下さい。 

 

※ 「モラトリアムキー」とはライセンスチェック機能を停止する期間をあらわす

情報をコード化した英数字の列です。fusion_placeのインストール時には、試

用期間中ライセンスチェック機能を停止するためのモラトリアムキーが組み込

まれますので、それをここで消去します。 
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③ 「ライセンス許諾ファイル組込」ボタンをクリックして下さい。 

「ライセンス許諾ファイル組込」ダイアログボックスが表示され、フォルダとファ

イル名の選択を求められます。 

 

④ フォルダとファイル名を指定（あるいは確認）して、「ライセンス許諾ファイル組

込」」ボタンをクリックしてください。 

指定したライセンス許諾ファイルが組み込まれます。すなわちライセンス許諾ファ

イルに含まれるライセンスデータが、「購入済みライセンス」一覧に追加されます（ラ

イセンス許諾ファイルが、購入オーダファイルをもとに作成されたものである場合は、

併せて、画面上の「未購入のライセンス」一覧から、その購入オーダファイルのもとっ

となったライセンスデータが削除されます）。 

 

これで、許諾されたライセンスが有効になります。 
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