SolvNet のご案内

平成 25 年 5月
日本シノプシス サポートセンター

1. SolvNet とは
米国Synopsys 本社が提供するインターネットを利用した各種サービスのことです。具体的なサービス内容
を以下に列記します。
◆Synopsys 製品に関するFAQの検索

◆製品リリース・アップデート・トレーニング情報

◆ライセンスキーの発行

◆製品マニュアルをオンラインで提供

◆FTP を利用したソフトウェアのダウンロード ◆Synopsys 本社からの各種アナウンスメント

2. SolvNet へのユーザー登録
SolvNet をご利用いただくにはユーザー登録が必要となります。以下に手順を説明します。

2.1 ユーザー登録ウィンドウを開く
次のURL を開いてください。https://solvnet.synopsys.com/ProcessRegistration
表示されたウィンドウの右下 "If No" の下の "SIGN UP FOR ACCOUNT" をクリックします。

2.2 最初のウィンドウでの入力
入力は全て半角の英数字にてお願いします(記号はEmail アドレスの @ 記号のみ）

注：ユーザー名は、英小文字と数字で指定し4 文字以上として下さい。
また、パスワードは右欄に表示されている制限事項にご留意ください。
記入が終わりましたら、 Submit をクリックし、次の登録ウィンドウへ進みます。

2.3 お客様のSite ID を入力
入力は全て半角の英数字にてお願いします

お客様サイト ID を入力

Synopsys 本社が提供しております全サービスを利用される場合、Site ID が必要となり
ます。Site ID を記入します(Site ID が不明の場合、御社管理ご担当または弊社営業まで
お問合せ願います)。次に Next をクリックします。また、
複数のSite ID を登録する場合、 Add Another Site をクリックして下さい。

2.4 登録申請終了ウィンドウ

ご記入いただいた内容で登録申請が送付されたことを示します。2.4 項に示す電子メールが届くまで
お待ち願います。
届きました電子メイルに記載されているWEBアドレスを開き、ユーザ名・パスワードを入力してください。新規
登録には 1~2 日要する時がありますので予めご承知おきお願い致します。
注. 1 つのSite ID に対して複数のユーザー登録が可能で、2.1 から2.4 の操作を繰り返します。

3. SolvNet の利用方法
SolvNet のご利用方法を簡単に記したドキュメントをご覧いただきますようお願いします。
"http://www.synopsys.co.jp/support/index.html"を開き、右上方の"SolvNet の利用方法"をクリッ
クして下さい。 SolvNet ホームページへのアクセスは以下のとおりです。
(1) Synopsys のホームページ(www.synopsys.com)を開き、左のメニューから、SolvNet を選択します。
又は、直接次のURL を開いてください。https://solvnet.synopsys.com
(2) ユーザ名とパスワードを尋ねるフォームが表示されますので、登録されたユーザー名とパスワー
ドを入力します。
(3) SolvNet ホームページが表示されます。
注. SolvNet からのライセンスキーの取得については「SCL Licensing Installing and Administration
ガイド」の「3 ライセンスキーファイルの入手とSCL ソフトウェアのダウンロード」項に記載されて
おります。併せてご覧頂きますようお願いします。
以上
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1. SolvNet の利用では何故cookie の設定が必要ですか
2. Netscape Navigator / Internet Explorer でのcookie の設定方法
3. パスワードを忘れた場合の措置
4. ユーザ名を忘れた場合の措置
5. ユーザ名とパスワードの両方を忘れた場合の措置
6. 登録内容を変更する場合 (e メールアドレス、会社名、住所等、SiteID)
7. 60 日毎の電子メールアドレスの確認
1. SolvNet の利用では何故cookie の設定が必要ですか
SolvNet ではcookie を使用して顧客情報(Profile)を管理しています。Cookie はSolvNet へログイン
した時にのみ使用されます。一旦ログアウトしますと、cookie はシステムから削除されます。
cookie とはWeb サイトがあなたのコンピュータに書き込んだ情報の事です。後で同じWeb サイ
トを訪問した際、この情報を使うことにより再度同じ情報を入力する必要が無くなります。言い換え
ると、cookie とは、サーバがユーザ固有の情報をユーザのコンピュータに保存する事を可能とする
仕組みのことです。
2. Netscape Navigator / Internet Explorer でのcookie の設定方法
Internet Explorer 5.X 及び 6.X で、cookie を受付可能とする手順:
① ツール メニューをクリック
② インターネットオプション を選択
③ プライバシー タブをクリック
④ 詳細設定 をクリック
⑤ “自動Cookie 処理を上書きにする” チェックボックスをオン
⑥ OK をクリック
⑦ OK をクリック
Fire Fox で、cookie を受付可能とする手順
① ツールー＞オプション を選択
② プライバシーをクリック
③ 「Cookieを表示」をクリック
④ 「全てのCookie を削除」をクリック
⑤ OKをクリック
Netscape Navigator 6.X 及び 7.X で、cookie を受付可能とする手順:
① 編集 メニューをクリック
② 設定(E)... をクリック
③ プライバシーとセキュリティをクリック
④ Cookie をクリック
⑤ "すべてのCookie を有効にする" をクリック
⑥ OK をクリック

3. パスワードを忘れた場合の措置
次のURL(https://solvnet.synopsys.com/RecoverProfile)をオープンし、所定の欄にユーザ名を入力
し、”Submit Username” をクリックします。
4. ユーザ名を忘れた場合の措置
次のURL(https://solvnet.synopsys.com/RecoverProfile)をオープンし、所定の欄に登録した電子メー
ル・アドレスを入力し、”Submit Email” をクリックします。
5. ユーザ名とパスワードの両方を忘れた場合の措置
次のURL(https://solvnet.synopsys.com/RecoverProfile)をオープンし、所定の欄に登録した電子メー
ル・アドレスを入力し、”Submit Email” をクリックします。これにより先ずユーザ名を回復します。
次に、再度上記URL をオープンし、新しい借りのパスワードをリクエストします。
6. 登録内容を変更する場合 (e メールアドレス、会社名、住所等、SiteID)
次のURL(http://solvnet.synopsys.com/DesktopServlet)をオープンし、SolvNet のトップページに入り、
左上の ”MY PROFILE” をクリックします。
”My Profile – Personalization” 画面が開きますので、ここで ”Update My Profile” をクリック
し、”Update My Profile” 画面を開きます。画面上の指示に従い、必要な情報を入力します。
7. 60 日毎の電子メールアドレスの確認
SolvNet システムでは、セキュリティの観点から60 日毎にe メールアドレスの再確認をお客様へ依
頼いたします。登録されているe メールアドレスが有効である事を確認するため、アカウントを一
旦非アクティブ状態にし、登録されたe メールアドレスへ送付された機密キーの入力を依頼します。
これは60 日単位で行われます。
SolvNet のMy Profile をチェックすることにより何日後に確認が行われるかを知ることができます。
これにより有効期間が過ぎる前に再確認を行うことが可能です。有効期限が切れる前にe メールア
ドレスの再確認を行わなかった場合、次回SolvNet へログインする時に再確認を求められます。アカ
ウントの非アクティブ化や再アクティブ化はアカウントの設定や履歴への影響はありません。再アク
ティブ化が行われると直ちに、非アクティブ化の前の状態に戻ります。
Synopsys のセキュリティに対する懸念をご理解されますようお願いします。
以上

