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1 トライアルバージョンの申請 

Appeon ウェブサイトでトライアルバージョンの申請を行う必要があります。 

申請を行うと、Appeon ウェブサイトのアカウントが、製品にログインするユーザーアカウントとなるように

トライアルライセンスが自動的に付与されます。1 つのアカウントは、1 つの PowerBuilder (および

PowerServer)のみアクティベートできます。 

トライアルバージョンの申請手順: 

1. 以下の Appeon ウェブサイトを開きます。 

Appeon PowerBuilder トライアルバージョンの申請: https://www.appeon.com/freetria

l?product=pb 

PowerBuilder と PowerServer Mobile を利用可能な Universal エディションのみ

トライアルバージョンの申請が行えます。 

Appeon InfoMaker トライアルバージョンの申請: https://www.appeon.com/freetrial?p

roduct=im 

2. 必要な情報を入力し、Submit をクリックします。 

 申請が完了すると、以下が自動で行われます。 

 登録されたメールアドレスは、Appeon ウェブサイトと PowerBuilder IDE (および

PowerServer)へログインするためのアカウントとして使用できます。 

 アカウントに PowerBuilder (および PowerServer)のトライアルライセンスが付与されます。 

 Appeon ウェブサイトの User Center にトライアルライセンスが表示されます。 

User Center にはトライアルライセンスの有効期間も表示されます。トライアルバージョンを

使用する前に、有効なライセンスが表示されていることを確認してください。 

備考 

トライアルライセンスの期限が切れた後、少なくとも 6 ヶ月間は新しいトライアルバージョンの申請を

行うことができません。トライアルライセンスの有効期限が切れたマシンでは、少なくとも 6 ヶ月間は

トライアルライセンスをアクティベートできません。 

  

https://www.appeon.com/freetrial?product=pb
https://www.appeon.com/freetrial?product=pb
https://www.appeon.com/freetrial?product=im
https://www.appeon.com/freetrial?product=im
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2 トライアルライセンスのアクティベーション 

Installation Guide for PowerBuilder (および Installation Guide for PowerServer)に従って

PowerBuilder (および PowerServer)をインストールします。 

インストール後、以下の手順で PowerBuilder にログインしてアクティベートできます。 

1. (重要) PowerBuilder をインストールしたコンピューターが、インターネットに接続可能か確認します。 

2. PowerBuilder IDE を起動して、表示されたウィンドウのログインをクリックします。 

手動でオフラインライセンスをアクティベートするは、トライアルライセンス用のオプションではないため

使用できません。 

 

3. メールアドレスとパスワードを入力します。 

4. ログインをクリックします。アカウントが検証され、ライセンスが Appeon ライセンスサーバーによって

直ちにアクティベートされます。 

InfoMaker のトライアル版をアクティベートする手順も同様です。  

https://www.appeon.com/support/documents/appeon_online_help/pb2017/installation_guide_for_pb/index.html
https://www.appeon.com/support/documents/appeon_online_help/pb2017/installation_guide_for_powerserver_pb_edition/index.html


トライアルライセンスのアクティベーション Appeon PowerBuilder® 2017 R2 

トライアルライセンスアクティベーションガイド Page 3 

PowerServer のアクティベートとログイン: 

PowerBuilder のモバイル機能と PowerServer Mobile コンポーネントを評価するには AEM: 

http://localhost/aem にログインする必要があります。 

admin/admin(インストール時にデフォルトから変更していない場合)でログインした後、AEM | 

サーバー | ライセンス管理 | オンラインライセンスページに PowerBuilder ログインアカウントと

同じアカウントを入力して、PowerServer をアクティベートします。 

トライアルライセンスでは、オフラインライセンスは使用できません。 

インターネット接続をプロキシサーバー経由で行う場合は、AEM | サーバー | ライセンス管理 |

インターネット接続ページでプロキシサーバーの設定を入力します。 

 

http://localhost/aem

