Quark License Administrator 4.5
インストールガイド
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サイトライセンス製品と Quark License Administrator
サイトライセンス製品とは？
QuarkXPress の複数ライセンスと、それらのライセンスを LAN 環境下で管理するソフト
ウェア「Quark License Administrator」（以下 QLA）が 1 セットになっている製品が、
QuarkXPress サイトライセンス製品です。QLA を使用するにはサイトライセンス製品を
ご購入いただく必要があります。サイトライセンス製品のご購入は、QuarkXPress 9 にお
いては同一プラットフォーム 2 ライセンス以上、１ライセンス単位での追加が可能です。
実際のご利用方法は、LAN 環境でサーバーをたてて QLAServer アプリケーションをイン
ストールすることにより、ユーザーが使用する QuarkXPress のライセンス数を管理
します。

QLA の主なメリットとしては、下記があげられます。

・例えば、2 ライセンスで何台のマシンにもインストールすることができるので、購入ライ
センス数以上の台数にインストールできます（同時に起動できるのは 2 台です）。
・サーバーでライセンス数を管理するため、アクティベーションの手続きが不要になりま
す。
・外出時に QuarkXPress を使用する際には、ライセンスのチェックアウトを行うことに
より、LAN 外でも利用することができます。
・購入ライセンス数に応じてボリュームディスカウント価格が適用されます。
Quark License Administrator の入手方法
サイトライセンス製品は、通常ダウンロード版での提供となります。
納 品された『Customer Information Card』に記載されている内容に従って、『Quark
License Administrator』および『QuarkXPress』をダウンロードしてください。
QuarkLicenseAdministrator 専用 Web サイトでアカウントを作成、ログオンいただくこ
とにより、必要に応じて、後から『Quark License Administrator』をダウンロードいた
だくこともできます（アカウント作成については P.8 をご参照ください）。
メディアパック（ライセンス情報を持たないメディアのみのパッケージ）を別途ご購入いた
だいた場合は、
『Quark License Administrator』の CD と『QuarkXPress』の DVD が同
梱されています。
『Quark License Administrator』の CD から QLAServer と QLAClient
を、『QuarkXPress』の DVD から QuarkXPress をインストールしてください。
メディアパックの『QuarkXPress』DVD は通常のアプリケーション DVD と同一ですが、
インストールにご利用いただくバリデーションコードはサイトライセンス製品専用のコー
ドになります。
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QLAServer をインストールする前に
QLAServer をインストールする OS を決めよう
QLAServer は Macintosh、Windows、Solaris などの OS にインストールすることができ
ます。普段クライアントマシンとして使用している OS や ServerOS へのインストールも
可能なため、作業環境に合わせてプラットフォームをお選びください。
また、QLAServer インストール後にプラットフォームを変更することも可能です*。
QuarkXPress を使用する際は、QLAServer に指定したマシンを常時起動している必要が
あります。
QLAServer4.5 のシステム最小構成につきましては、下記 URL をご参照ください。
http://ﬁles.quark.com/download/documentation/QLA/4/QLA_4.5_ReadMe.pdf
QLAServer をインストールするマシンについて知っておくこと
QLAServer として使用するマシンの以下の情報を確認、決定する必要があります。
1）IP アドレス
2）Ethernet アドレス（Mac アドレス）
Mac の場合：アップルメニュー＞この Mac について＞詳しい情報 ＞ネットワーク
Win の場合：スタート＞プログラム＞アクセサリ＞コマンドプロンプトで
『ipconﬁg /all」コマンドを入力
3）QLAServer の使用するポート番号（1024〜65535 の未使用ポート番号）
QLAServer インストール時の設定
QLAServer インストール時に設定する『ユーザー名』、『パスワード』は、QLAClient が
起動する時にのみ使用するものになります。
・バックアップサーバーとしてインストール
バックアップサーバーとしてインストールする時にのみオンにします。最初のインスト
ールでは通常オフ。
・サービスとしてインストールする
OS 起動時に自動的に QLAServer が起動する設定です（デフォルトでオン）。
dat ファイル（ライセンスファイル）の入手方法
QLAServer のインストールが完了するとブラウザが起動し、QLALicense.dat ファイル
（ライセンスファイル）を取得するための Web サイトが開きます。QLAServer を起動す
るには、必ず dat ファイルが必要です。QLALicense.dat ファイルの取得は、インストー
ル完了後にお客様のご都合の良い時に取得することも可能です。
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Quark License Administrator 4.5 をインストールする
Quark License Administrator Server / Client 4 以前をインストールされている場合
は、事前にアンインストールしてください。アンインストールは、アプリケーションがイン
ストールされているフォルダ内にあるアンインストーラーより行ってください。
既に QLALicense.dat ファイル（ライセンスファイル）を取得されている場合は、Quark
License Administrator 4.5 にも同じ dat ファイルを流用することが可能なため、アンイ
ンストール前に dat ファイルのみ、デスクトップなどに退避してご利用ください。
Macintosh
1. インストーラから、QLA
Server Installer をダブルク
リックしてください。[続け
る ]を ク リ ッ ク し て く だ さ
い。

5. [インストール]をクリッ
クしてください。

2. 使用許諾契約を確認して
[続ける]をクリックしてくだ
さい。

6. コンピュータの仕様を確
認後、[OK]をクリックして
ください。

3. インストール先を指定し
て[続ける]をクリックしてく
ださい。

7. インストールが完了しま
した。

4. ユーザー名、パスワードを
入力してください。[バック
アップサーバーとしてイン
ストール]は、バックアップ
サーバーとしてインストー
ルする時だけオンにします
（デフォルトはオフ）。入力
後、[OK]をクリックしてくだ
さい。
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Quark License Administrator 4.5 をインストールする
Windows
1. インストーラから、QLA
ServerInstall.exe をダブル
クリックすると、言語選択の
ウィンドウが表示されます。
選択後[OK]をクリックして
ください。

5. [次へ]をクリックすると、
ライセンスファイルの取得
ウィンドウが開きます。

2. 使用許諾契約を確認して
[次へ]をクリックしてくださ
い。

6. コンピュータの仕様を確
認後、[次へ]をクリックして
ください。

3. インストール先を指定し
て[次へ]をクリックしてくだ
さい。

7. インストールが完了しま
した。

4. ユーザー名、パスワードを
入力してください。[バック
アップサーバーとしてイン
ストール]は、バックアップ
サーバーとしてインストー
ルする時だけオンにします
（デフォルトはオフ）。入力
後、[次へ]をクリックしてく
ださい。
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QLALicense.dat ファイルを取得する
インストールされた QLAServer のフォルダ（Quark＞QuarkLicenseAdministrator＞
server フォルダ）内に『QuarkLicense.dat』ファイルを入れることにより、初めて
QLAServer の起動を行うことができます。
『QuarkLicense.dat』は QuarkLicenseAdministrator 専用 Web サイトから入手できま
す。このサイトは QLAServer インストール後、自動的に開きます。
QuarkLicenseAdministrator 専用 Web サイト
Language：日本語／Region：ASIA を選択します（トップページは英語です）。

初めてログオンをする時には、右上の『新規アカウント』を選択してください。
ここで要求されるユーザー名、パスワードは QLAServer インストール時に設定した
ものとは全く関係ありません。任意で設定してください。

7

QLALicense.dat ファイルを取得する
お客様番号：『Customer Information Card』に
記述されている『カスタマー番号』を入力します。
ユーザー名／パスワード：このサイトにログオン
をするための専用のものになります。任意で設定
してください。

QLAServer をインストールしたマシンの設定を
入力します。
サーバー名：システム環境設定＞ネットワーク＞
TCP/IP *IP アドレスを入力してください。
サーバーのポート番号：1024〜65535 の未使用
ポート番号で任意の数値を入力してください。
サーバーのホスト ID：システム環境設定＞ネット
ワーク＞Ethernet
アドレス内にコロンの入力はしないでください。
例 ） 00:0a:95:92:87:6c → 000a9592876c と
入力してください。
バックアップサーバーを使用している場合は、サー
バー情報と同様に、バックアップサーバーの情報を
ご入力ください。バックアップサーバーを使用して
いない場合は入力不要です。

製品シリアル番号：QuarkXPress サイトライセン
ス製品のシリアル番号を入力します。複数のシリア
ル番号をお持ちの場合は、改行するか、セミコロン
で区切って入力してください。
すべての入力が完了しましたら、『送信』ボタンを
クリックしてください。
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QLALicense.dat ファイルを取得する
『送信』ボタンをクリックすると、こちらのページに
遷移します。
『すぐにダウンロード』をクリックする
と、
『QuarkLicense.dat』がダウンロードされます。
ご注意
『すぐにダウンロード』をクリックしても正常に
ダウンロードができない場合には、キーボードの
option キーを押しながら、『すぐにダウンロード』
ボタンをクリックして再度ダウンロードをお試し
ください。
※Windows の場合
右クリックで『対象をファイルに保存』をお試し
ください。
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QLAServer の起動
イ ン ス ト ー ル が 完 了 し た ら 、QuarkLicense.dat を QLAServer フ ォ ル ダ に 入 れ 、
QLAServer の起動アイコンをクリックして正常に起動することをご確認ください。その
後、QuarkXPress のインストール、起動をお試しください。
QuarkXPress のインストール時には、QLAServer をインストールしたマシンの IP アド
レスとポート番号の入力が必要となります。
QLAServer の起動についてのご注意点
■dat ファイルの名称
『QuarkLicense.dat』のファイル名でのみ起動できます。
お客様の環境により『QuarkLicense.dat.txt』など拡張子が付加されている場合には、
『QuarkLicense.dat』にファイル名を手動で修正してください。
■「サーバーに設定されたポート番号は使用中です』と表示された場合
Quark License Administrator（Server）インストール時に、
『サービスとしてインストー
ルする』チェックボックスをオンにした場合、MacOS 起動時にサービスとしてサーバーが
自動起動するため、手動で起動する必要はありません。サーバーが起動している状態で、さ
らに起動を試みた場合は「サーバークラッシュ情報:サーバーに設定されたポート番号は使
用中です」が警告されますのでご注意ください。
■ 緊急ライセンスファイルの使用方法
dat ファイルの取得後、アカウント情報で入力した E メールに緊急ライセンスが添付して
送付されます。オリジナルライセンスファイルの破損などが発生した場合にご利用くだ
さ い 。フ ァ イ ル 名 は 『QLALicenseBak.dat』で す 。使 用 す る 際 に は フ ァ イ ル 名 を
『QLALicense.dat』に変更してご利用ください。
■ 緊急ライセンスファイルを使用した場合は起動するが、Web サイトからダウンロード
した dat ファイルを使用すると起動しない
緊急ライセンスファイルを使用すると起動できる場合や、サーバークラッシュ情報が表示
される場合は「サーバーのホスト ID」項目の入力値(Ethernet カードアドレス)が異なって
いる可能性があります。正確な ID をご確認の上、QLALicense.dat ファイルの再取得をお
試しください。
■ ポート番号の重複
設定いただいたポート番号が既に使用されている場合には、起動することができません。
別のポート番号を設定後、dat ファイルの再取得をお試しください。
ポート番号を確認するには、ハードディスク＞アプリケーション＞ユーティリティ＞ネッ
トワークユーティリティを起動し、ポートスキャンタブを選択してください。
IIP アドレスを入力して[Scan]をクリックするとマシンのポート情報が表示されます。
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QLAServer のアンインストール
アンインストール前に、必ず QLAServer が起動していないことを確認してください。アン
インストーラが QLAServer の起動を確認した場合には、警告が表示されます。
Mac OS
1. “Quark_License_Administrator”アプリケーションフォルダ > “_uninstServer”フォル
ダ > QLA Server 4.5 アンインストーラファイル（QLAServer Uninstaller.app）を
ダブルクリックしてください。開始のダイアログが表示されます。
2. ［続ける］をクリックしてください。確認のためのダイアログボックスが表示されます。
3. ［する］をクリックします。認証のためのダイアログボックスが表示されます。
4. 管理者権限のユーザー名とパスワードを求められた場合は、ユーザー名とパスワードを
入力して、OK をクリックしてください。
5. アンインストーラが QLA アプリケーションファイルの削除を開始します。アンインス
トールが完了したら、完了のダイアログボックスが表示されます。
6. ［終了］をクリックしてください。
Windows
1. スタートメニュー > プログラム > Quark License Administrator > Uninstall QLA
Server を選択してください。
2. 言語のドロップダウンメニューからご希望の言語を選択して、OK をクリックしてくだ
さい。開始のダイアログが表示されます。
3. ［次へ］をクリックしてください。アンインストーラが QLA アプリケーションファイル
の削除を開始します。アンインストールが完了したら、完了のダイアログボックスが表
示されます。
4. ［終了］をクリックしてください。
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