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お客様の作業 事前準備＆ライセンス登録

ライセンス購入

XPL-SDKWの準備

ライセンス登録
キーの入手

XPL-SDKW準備完了

準備 • XPL-SDKWを購入し、購入コード（購入キー）を入手します。
・ご購入方法につきましては、弊社特約店にお問い合わせください。

【ご注意】
本SDKを動作させるためには、XC-SDK2020 (x64) （無償）の事前インストールが必要
です。

SDKをダウン
ロード

• 弊社ウェブサイトより、偏光カメラSDK XPL-SDKW (以下SDK) をダウンロードしま
す。

SERIAL ID(機
器固有IDを取得)

• SDKをお客様のPCにインストールします。この時点でSDKは保護されています。
• SDKに同梱されているSERIAL ID(機器固有ID)取得ツール“XPL LicenseID Tool”を使
用し、SERIAL ID(機器固有ID)を取得します。

• SDKをご使用になるPC毎にSERIAL ID(機器固有ID)が必要です。

ライセンスファイ
ルを入手

• 弊社ULMSウェブサイトに購入コード（購入キー）とSERIAL ID(機器固有ID)を入力
し、PC毎のライセンスファイルを入手します。

• ULMSウェブサイトでは、ユーザー登録およびログインが必要です。
• https://ulms.sony.net/

SDKアクティ
ベーション

• ライセンスファイルをPCにコピーし、SDKをアクティベートします。
• SDKの準備完了です！

事前準備
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ライセンスファイルを入手 ISP ホームページ
https://www.sony.co.jp/ISPJ/

発行手順は、ネットワークにつ
ながるPCで行う必要があります。

SDKをインストールしたPCの代
わりに、ネットワークに接続し
たPCで発行手続きを行い、
ダウンロードしたライセンス
ファイルを、SDKをインストー
ルしたPCにコピーして使用しま
す。
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ライセンス発行手順

ULMSサイト
https://ulms.sony.net/

XPL-SDKW XPL-SDKW CN, XPL-SDKW SYM

ULMSウェブサイトにアクセスします。
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ライセンス発行手順 アカウント作成/サインイン

初めてULMSウェブサイトを使用する場合、アカウントの作成が必要です。
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ご注意

ABCD-EFGH-1234-5678ABCDEFGH12345678

ABCD-EFGH-1234-5678

ABCDEFGH12345678

購入コード（購入キー）は、「－」を除い
て入力してください。

ライセンス発行手順 購入コード（購入キー）入力
購入コード（購入キー）を入力します。
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ライセンス発行手順 機器固有ID入力
機器固有IDを入力します。
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ライセンス発行手順 購入コード(購入キー）と機器の紐づけ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ライセンスファイル（インストールキー）を取得します。
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ライセンス発行手順 ライセンスファイルを保存する
ライセンスファイル（インストールキー）を保存します。
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ライセンス発行手順 確認ページ（マイページ）

ABCDEFGH12345678

ライセンスファイル（インストールキー）の発行を確認する。
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ライセンスを再発行する場合
・ライセンスファイルを削除した
・PCが壊れてしまった
・性能の高いPCに交換したい
・運営用PCに交換したい
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1. SERIAL ID(PCの機器固有ID)が変わらない状態で，
同じライセンスファイルを再発行したい場合

⇒お客様自身でご対応ください。

ライセンス再発行について
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・SERIAL ID(機器固有ID)が変わらない状態で
⇒同じライセンスファイル（インストールキー）を再発行

お客様自身での対応

①
• ULMS マイページ へアクセス

②
•ステータス項目、発行済み当該SERIAL ID(機器固有ID)行の右端、オプションをクリック

③
•オプション項目内、「ライセンスインストール」を選択し、再度ライセンスファイルをダウンロード

④
•ダウンロードしたファイルをPCにコピー、再度SDKをアクティベートします

マイページ

② ②

③

①
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2. SDKをインストールしたPCを変更することにより、
SERIAL ID(機器固有ID) が変わってしまい，
新たなライセンスファイルが必要な場合

⇒購入コードとSERIAL ID(機器固有ID)の紐づけの解除が必要です 。
SDKを購入した特約店へご相談下さい。

ライセンス再発行について
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新たなライセンスファイル（インストールキー）が必要

お客様

• SDKを新しいPCにインストールします。

•SDKに同梱されているSERIAL ID(機器固有ID)取得ツール“XPL LicenseID
Tool”を使用し、SERIAL ID(機器固有ID)を取得します。

•特約店から、「XPL-SDKW 機器固有ID変更 依頼書」をもらい、記入、提出ください。

特約店
•依頼書に従い、ソニーがデータベースを「新SERIAL ID」に書き換えます。
•依頼書に処理完了日を書いて、お客様に返送いたします。

お客様
•ULMS マイページへアクセス （上記データベース変更の反映に１日ほど時間が必要）

お客様
•「情報の更新」をクリックすると、ライセンスファイルの情報が更新されます。
•ウンロードしたファイルをPCにコピー、再度SDKをアクティベートします
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新たなライセンスファイル（インストールキー）が必要

お客様

• SDKを新しいPCにインストールします。

•SDKに同梱されているSERIAL ID(機器固有ID)取得ツール“XPL LicenseID
Tool”を使用し、SERIAL ID(機器固有ID)を取得します。

•特約店から、「XPL-SDKW 機器固有ID変更 依頼書」をもらい、記入、提出ください。

特約店
•依頼書に従い、ソニーがデータベースを「新SERIAL ID」に書き換えます。
•依頼書に処理完了日を書いて、お客様に返送いたします。

お客様
•ULMS マイページへアクセス （上記データベース変更の反映に１日ほど時間が必要）

お客様
•「情報の更新」をクリックすると、ライセンスファイルの情報が更新されます。
•ウンロードしたファイルをPCにコピー、再度SDKをアクティベートします

マイページ①

③

②
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