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はじめに 
 

このたびは、SmartBear Software 社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。 

SmartBear Software 社は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州に本拠を持ち、ソフトウェアの品質と

性能を向上させる優れたツールを開発者に提供しています。 

 

このログイン および イストール ガイドでは初めて SmartBear 製品を使用される方を対象に、製品

をダウンロードするための SmartBear 社の Customer Service Portal サイトへのログイン方法と製品

のインストールの手順について説明しています。 
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1. 製品のダウンロード 

1.1. カスタマー ポータルへログイン 

SmartBear 製品は、開発元のポータル サイトにアクセスし、購入した製品をダウンロードする必要

がございます。 

開発元にカスタマー ポータルは、以下の URL のリンクをクリックしてください。 

https://my.smartbear.com/login.asp 

ログイン画面が表示されたら、開発元から通知された ログイン情報を入力します。 

 

ログイン情報の詳細情報の通知メールは開発元のソフトウェア保護ポリシーにより、お客様にのみ

送付されます。弊社および販売代理店には通知されませんので、メールが届いていない場合は、

恐縮ですが弊社までご連絡していただきますようお願いいたします。 

https://my.smartbear.com/login.asp
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パスワードの初期設定/再設定について 

1.  SmartBear 社のポータルにアクセスします ( https://my.smartbear.com/ ) 

2.  Email と CustomerID を入力し、"Forget password" のリンクをクリックします。 

3.  SmartBear 社からパスワードのリセットに関するメールが自動送信されますので、 

    メール内に記載されている URL をブラウザーにコピーし、 

    パスワードの初期設定/再設定を行ってください。 

4.  再度、SmartBear 社のポータルサイトにアクセスし、ログインを試みてください。 

 

Forget password : Email と Customer ID を入力して "Forget password" リンクをクリックすると、

パスワードのリセット情報が自動送信されてきます。 

Reset my login info : Email を入力して "Resend my login info" リンクをクリックすると、Email と

Customer ID の情報が自動送信されてきます （パスワードは送られてきません）。 
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1.2. 購入した製品の選択 

ログインすると、MyProducts ページが開きます。ここで購入した製品の最新版 (Latest Version) の

リンクをクリックします。 古いビルドが必要な場合は、Show other versions のリンクをクリックします。 

 

選択した製品のバージョンが表示されたら、ファイル名をクリックして、ダウンロードを開始します。 

フローティング ライセンスを購入している場合、License Manager プログラムも忘れずにダウン

ロードしてください。 また、製品ごとに表示される License Key をコピーして保存しておいてくだ

さい。入力ミスを防ぐため、会社名、ユーザー名も同時にコピー＆貼り付けでファイルに保存してお

くことを推奨します。(会社名、ユーザー名、大文字小文字が区別されますので正確に入力してくだ

さい。) 



 

1. 製品のダウンロード  

 

7 SmartBear 製品のログインおよびインストール ガイド 

7 

 

 

 

 



 

2. 製品のインストール  

 

8 SmartBear 製品のログインおよびインストール ガイド 

8 

2. 製品のインストール 

2.1. インストールする前に 

TestComplete 8、TestExecute 8、AQtime Pro 7 からライセンス マネージャーによる新しいライセン

ス管理システムが採用されました。インストールする前にライセンス システムに関する説明を必ず

お読みください。 

TestComplete 8 およびそれ以降のライセンス システムについて (webページ) 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/tc8_licenseing_system.html 

 

TestComplete  インストールガイド (PDF)  

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/TestComplete_Installation_Guide.pdf 

 

2.2. ライセンス タイプ  

TestComplete には、次のような 2つのライセンス タイプがあります：  

Node-Locked (マシン固定) と Floating User (フローティングユーザー)。 

Node-Locked (マシン固定) ライセンスは、1 台のコンピュータに制限され、アクティベートしたコンピュータで

のみ TestComplete を実行できます。  

Floating User (フローティング ユーザー) ライセンスは、ローカル ネットワーク内の複数のコン

ピュータで実行できます。同時に実行できるインスタンスの数は、購入したユーザー数までに制限

されます。 

Node-Locked (マシン固定) ライセンス 

Node-Locked (マシン固定) ライセンスは、物理的な PC でのみ使用できます。仮想マシンでは利

用できません。  

Node-Locked (マシン固定) ライセンスをアクティベートするには、TestComplete をインストールした

コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。ライセンスがアクティベートされた後

は、インターネット接続は必要ありません。  

コンピュータがインターネットに接続されていない場合、ライセンスをアクティベートするには、「アク

ティベート方法ガイド」の手動アクティベートの手順をご参照ください。 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/tc8_licenseing_system.html
http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/TestComplete_Installation_Guide.pdf
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Floating User (フローティング ユーザー) ライセンス 

Floating User (フローティング ユーザー) ライセンスは、同一ネットワーク内のユーザー グループ

で共有され、同時に任意のユーザーが TestComplete を使用できます; 同時使用ユーザー数は、

ライセンスキーで指定された数を超えることはできません。  

TestComplete で Floating User (フローティング ユーザー) ライセンスを使用するには、最初に

ネットワーク内のコンピュータに AutomatedQA License Manager (AutomatedQA は、SmartBear 

の旧社名です) をインストールして、このコンピュータでライセンス キーをアクティベートする必要

があります。ライセンス マネージャーは、ネットワーク上の TestComplete ワークステーションからの

ライセンス  要求に対応します。  テスト環境によっては、ライセンス  マネージャー  PC と 

TestComplete をインストールするマシンが同一となる可能性もあります。 

重要: アクティベーションを実行するコンピュータがライセンス マネージャー PC になります。ライ

センスをアクティベートした後で、ネットワーク上で TestComplete をインストールした他のワークス

テーションでレジストレーション キー(ライセンスキー) を入力し、アクティベートする必要はありませ

ん。 TestComplete をインストールしたテスト用マシンは、TestComplete が起動されると、自動的に

ライセンス マネージャ PC を探して、利用可能なライセンスを取得します。 

 

2.3. 製品のインストール 

Node-Locked ライセンスの場合、ダウンロードした TestComplete インルトール用ファイルをダブル

クリックして、インストールします。インストールが完了すると、製品のアクティベート処理をするダイ

アログが表示されます。 

フローティング ライセンスの場合は、製品のインストールの前に、ライセンス マネージャー プログ

ラムをインストールしてアクティベートします。 

画面の指示に従いインストール操作してください。 

1. インストール用ファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。 

2. Welcome 画面が表示されたら、[Next] ボタンをクリックします。 

 

3. 表示される画面の指示に従い操作し、インストール処理を完了します。 
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TestComplete 12.60 のインストール時の注意点 

2018年 9月 18日にリリースされた TestComplete では、新しい OCR 機能が Intelligent Quality 

アドオンとしてインストールされますが、この機能はオプションとして用意されており、年間サブスクリ

プションをご購入いただくことでご利用いただけます。 

TestComplete 12.60 をインストールすると、以下のダイアログが表示されます。 

 

Intelligent Quality アドオンのライセンスを保有されている場合は、[Enable Intelligent Quality 

Add-on] のチェックを有効にしてインストールを進めてください (評価版ライセンスの場合は、この

アドオンをご利用いただけます)。 

アドオンのライセンスを保有されていない場合は、チェックを外して、インストールを進めてください。  

アドオンのライセンスを保有されていないお客様が、上記のオプションを有効にして、インストール

を行った場合、TestComplete の起動時に以下のように Intelligent Quality アドオンのライセンスの

登録を要求するダイアログが表示されます。 

TestComplete 12.60 のデフォルト インストールでは、

このチェックボックスはオンです。 アドオン ライセンス

を保有していない場合は、チェックを外してください。 
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[Continue without the Intelligent Quality add-on] を選択することで、Intelligent Quality のアドオン

が無効になりますので、そのまま TestComplete をご使用いただけます。 

 

既に TestComplete 12.60 をご使用いただいているお客様が Intelligent Quality アドオンのライセ

ンスを購入し、この機能を有効にされる場合は、TestComplete を起動後、 [File] – [Install 

Extentions…] を開き、Intelligent Quality のチェックを有効にすることで、アドオンのライセンスのア

クティベーションが可能になります。 
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2.4. 製品のアクティベトート (インターネット接続) 

評価版ライセンスは、ノードロック ライセンスの手順に沿ってください。 

TestComplete Platform とモジュール(Desktop、Web、Mobile) のライセンス キーが別々に発行さ

れている場合は、Platform のライセンス キーをアクティベート後に、各モジュールのライセンス 

キーをアクティベートしてください。 

※ Platform とモジュールのライセンス キーが統合されている場合は、 そのライセンス キーのみ

をアクティベートしてください。 

フローティング ユーザー ライセンスは、TestComplete プログラムまたはライセンス マネージャー 

プログラムをインストールしてアクティベートすると、そのマシンがライセンス マネージャー PC とな

ります。他のマシンでアクティベートの必要はございません。ライセンス マネージャーPC に接続す

ることで、TestComplete が利用できます。 

1台だけで評価する場合、ライセンス マネージャーPC とTestComplete を実行するPC を同じ PC 

にすることもできます。ライセンスマネージャー プログラムを使用しないで、TestComplete だけをイ

ンストールして起動するとアクティベート画面が表示されますので、そのマシンでアクティベートする

ことで、そのマシンがライセンス マネージャー PC を兼ねます。  

 

注意： TestComplete のインストール プログラムには、ライセンス マネージャー プログラムが含ま

れていますので、TestCompleteをインストールしてアクティベートしてしまうと、その PC がライセンス 

マネージャー PC を兼ねますのでご注意ください。他の PC で TestComplete を利用する場合、

常にその PC でライセンス マネージャーのサービスが動作している必要があります。 

ノードロック  ライセンスの場合、ライセンス  マネージャー  プログラムは使用しません。

TestComplete を実行するマシンを決めた後で、そのマシンに TestComplete をインストールして実

行すると、アクティベート画面が表示されますので、TestComplete をアクティベートしてください。 

製品版および評価版のインストールに関する詳細は、インストールガイドをご参照ください。 
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TestComplete または ライセンスマネージャー プログラムをインストールしたあと、実行するとアク

ティベート画面が表示されますので、画面の指示に従いアクティベート操作をしてください。 

1. License Activation Wizard が表示されたら、インターネット接続している場合、自動的に

SmartBear 社の Web サイトにアクセスしてアクティベートできます。この場合は、[Automatic 

activation (recommended)] を選択します。 

 

インターネット接続されていない場合、[Manual activation] を選択して、アクティベートに必要

なファイルを生成して手動でアクティベートする必要があります。手動でのアクティベートは、

後述の説明を参照してください。 

 

2. [Automatic activation (recommended)] を選択すると、アクティベートに必要な情報入力画面

が表示されます。 
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3. このダイアログに必要な情報を入力します。 

前述の『1.2 購入した製品の選択』で表示された会社名、氏名、License Key を正確に入力し

ます。入力ミスを防ぐため、会社名、ユーザー名、License Keyは、画面に表示された情報をコ

ピー＆貼り付けでファイルに保存しておいたものをコピーすることを推奨します。(会社名、

ユーザー名、大文字小文字が区別されますので正確に入力してください。) 

 

4. 製品のアクティベート完了のメッセージが表示されたら使用可能になります。 

 

 

 

2.5. 製品のアクティベトート (手動) 

手動によるライセンスのアクティベートは、インターネット接続のコンピュータを仲介して、ライセンス

をアクティベートするコンピュータからの情報をユーティリティで収集し、アクティベートに必要なファ

イルを SmartBear の Web サイトで生成し、それをダウンロードして、ライセンスをアクティベートする

コンピュータにコピーして、アクティベートを完了させます。 

詳細なステップは、『TestComplete アクティベート方法』 ガイドブックを参照してください。 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/SmartBear_activation.pdf 
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2.6. 製品の実行 

 

TestComplete の実行については、スタートガイド、チュートリアル ビデオをお読みください。 

また、機能の詳細につきましては、インストールされるオンラインヘルプ(英語)をご参照ください。 

TestComplete クイック スタートガイド (日本語) 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/Getting_Started_With_TestComplete.pdf 

TestComplete ライセンス システムについて (webページ) 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/tc8_licenseing_system.html 

TestComplete インストールガイド (PDF)  

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/TestComplete_Installation_Guide.pdf 

 

ご注意： 

購入していないモジュールをインストールして、その機能を利用使用とする場合、エラーメッセージ

またはアップグレード購入を促すメッセージが表示されます。 

例: TestComplete 9 Standard 版を起動すると、評価版 (Enterprise 版と同等の機能) で “Text 

Recognition” 機能を利用していた場合に、下記のメッセージが表示されることがあります。 

“Text Recognition” 機能は、Standard 版では利用できませんので、この機能を無効として製品を

利用するために、[Disable the unavailable product feature and continue] を選択してください。 

 

 

 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/Getting_Started_With_TestComplete.pdf
http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/tc8_licenseing_system.html
http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/files/TestComplete_Installation_Guide.pdf


 

3. テクニカル サポート  

 

16 SmartBear 製品のログインおよびインストール ガイド 

16 

3. テクニカル サポート 

3.1. テクニカル サポート 

FAQ 

FAQ については、弊社のサポート ページおよび開発元のサポート ページを参照してください。 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/support.html 

 

http://www.automatedqa.com/support/ 

 

 

お問い合わせ 

エクセルソフト株式会社ではテクニカル サポートを下記のお問い合わせ窓口より承っております。 

http://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html 

 

 

エクセルソフト株式会社 

〒108-0073東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F 

http://www.xlsoft.com 

E-Mail : xlsoftkk@xlsoft.com 

 

 

http://www.xlsoft.com/jp/products/smartbear/support.html
http://www.automatedqa.com/support/
http://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html
http://www.xlsoft.com/
mailto:xlsoftkk@xlsoft.com

