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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. トライアルバージョンを申請するには、AppeonWeb サイトにアクセスしてください。 

• PowerBuilder 製品バンドル トライアルバージョンの申請：https:// 

www.appeon.com/freetrial?product=pb 

CloudPro Edition のトライアルバージョンは、PowerBuilder 製品バンドルで利用でき

ます。PowerBuilder IDE、PowerServer (PB Edition)、および SnapDevelop 

(.NETDataStore と PowerScriptMigrator を含む) をすべて評価できます。 

• RapidSharp 製品バンドル トライアルバージョンの申請：https:// 

www.appeon.com/freetrial?product=rs 

RapidSharp 製品バンドルで SnapDevelop (.NETDataStore および

PowerScriptMigrator を含む) を評価できます。 

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

freetrial?product=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。 

• 要求した製品のトライアルライセンスがアカウントに割り当てられます。 

• トライアルライセンスはオンラインライセンスです。 

https://www.appeon.com/freetrial?product=pb
https://www.appeon.com/freetrial?product=pb
https://www.appeon.com/freetrial?product=pb
https://www.appeon.com/freetrial?product=rs
https://www.appeon.com/freetrial?product=rs
https://www.appeon.com/freetrial?product=rs
https://www.appeon.com/freetrial?product=im
https://www.appeon.com/freetrial?product=im
https://www.appeon.com/freetrial?product=im
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• トライアルライセンスは、Appeon Web サイトのアカウントの User Center に表示されま

す (User Center のナビゲーションバーで License Management をクリックし、製品

の下の My Trial Licenses をクリックします)。 

SnapDevelop には 2 つの異なるトライアルライセンスがあります。1 つは

PowerBuilder 製品バンドルからインストールされた SnapDevelop トライアルライセンス

で、もう 1 つは RapidSharp 製品バンドルからインストールされた SnapDevelop トライ

アルライセンスです。 

ライセンス情報とステータスは、User Center で確認できます。 また、トライアルライセンス

でログインすると、Logout オプションが表示されるので、必要なときにいつでも手動でログア

ウトできます。 

 

User Center には、トライアルライセンスが有効な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、有効なトライアルライセンスがアカウントに表示されていることを確認して

ください。 

 

備考 

特定の製品のトライアルライセンスの有効期限が切れると、少なくとも 90 日間は新しいト

ライアルをリクエストできません。 また、特定の製品を搭載したマシンがトライアルライセンス

でアクティベートされ、トライアルライセンスの有効期限が切れると、このマシンは少なくとも 

90 日間はトライアルライセンスでアクティベートできません. 

2 つのトライアル間の一時停止期間は 180 日（90 日ではありません）です 。 
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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 

インストールガイド (PowerBuilder インストールガイド、RapidSharp インストールガイド、また

は InfoMaker インストールガイド) の指示に従って、製品をインストールします。 

インストール後、以下の手順で PowerBuilder または InfoMaker にログインしてアクティ

ベートできます。 

PowerBuilder IDE と InfoMaker は同じ方法でアクティベートできます。以下は、

PowerBuilder IDE を例に紹介します。 

1. （重要）トライアルライセンスはオンラインライセンスであるため、製品がインストールされている

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 を起動します。 

3. ログインページが表示されるまで、PowerBuilder IDE の右上隅にある[ユーザ切り替え]をク

リックします。 

4. 4.アカウントのメールアドレスとパスワードを入力します。 

 

5. 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。 

https://docs.appeon.com/pb2019r3/installation_guide_for_pb/index.html
https://docs.appeon.com/rs2019r3/Installation_Guide/index.html
https://docs.appeon.com/im2019r3/installation_guide_for_im/index.html
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5日以上インターネットに接続できない場合 

ローカルライセンスファイルは、次の場合にロックされます。1）インターネット接続が 5 日

以上検出されない。 2）製品の起動時にインターネット接続がまだ検出されない。 ライ

センスファイルがロックされた後、同じアカウントを使用して製品に再度ログインすると、「す

でにログインしています」というメッセージが表示されます。 これが発生した場合は、

Appeon Web サイトにアクセスして、問題のあるアカウントをログアウトさせてください。 

その後、同じアカウントを使用してログインし、製品を再度アクティベートできるようになり

ます。 

 

1 つのユーザーアカウントでトライアルバージョンと有料版に同時にログインすることはできません。 

ユーザーアカウントがトライアルバージョンにログインしている場合は、有料版にログインする前に、ま

ずログアウトする必要があります。 製品 IDE の Account management ページからユーザ

ーアカウントをログアウトするか、ライセンス管理者に AppeonWeb サイト : User Center | 

My Trial Licenses からアカウントをログアウトするように依頼できます。 

PowerServer (PB Edition) 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
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以下の手順で、ログインして SnapDevelop をアクティベートできます。 

SnapDevelop は、PowerBuilder 製品バンドルまたは RapidSharp 製品バンドルからイ

ンストールできます。 両方の製品バンドルのトライアルライセンスをリクエストした場合、

Appeon Web サイトの SnapDevelop の下に 2 つのトライアルライセンスがあります。

CloudPro エディションでマークされたものは PowerBuilder 製品バンドルからの 

SnapDevelop トライアルライセンスで、RapidSharp エディションでマークされたものは、 

RapidSharp 製品バンドルからの SnapDevelop トライアルライセンスです。 

SnapDevelop IDE を起動し、ユーザーアカウントを入力してログインし、SnapDevelop 

(.NET DataStore および PowerScript Migrator を含む) をアクティベートできます。 
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