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1. ライセンスの質問 
 

1.1 全般的な情報 

Q.: SmartBear (AutomatedQA) 製品にはどんなタイプのソフトウェア ライセンスがありますか? 

A.: SmartBear (AutomatedQA) 製品には 2 つのライセンス オプションがあります。ノードロック ラ

イセンス(旧名、固定ユーザー ライセンス) とフローティング ライセンスです。 

ノードロック ライセンス:  

ノードロック ライセンスは、ソフトウェア購入時に指定した 1 ユーザーが使用できます。 ノードロ

ック ライセンスは、1 台のコンピュータでのみアクティベートできます。 複数のマシンでノードロッ

ク ライセンスをアクティベートすることはできません。 インストールされたソフトウェアは、同時

に 1 つのインスタンスだけ実行できます。 

フローティング ライセンス:  

同時使用ライセンスあるいは共用ライセンスとして知られるフローティング ライセンスを用いると、

同じネットワーク上の 2 ユーザー以上がこのソフトウェアを使用できます。しかし、購入したライセ

ンス数により同時に使用できるユーザーは制限されます。 フローティング ライセンスの目的は、ソ

フトウェアの 1 ライセンスで複数のユーザーが利用可能とすることです。  

各フローティング ライセンスは一度に 1 ユーザーのみ使用可能です。  

次に示すような使用頻度に応じたライセンス数を推奨します。  

• 使用頻度大 : グループの 3 ユーザーごとに 1 フローティング ライセンスを購入  

• 使用頻度中 : グループの 6 ユーザーごとに 1 フローティング ライセンスを購入  

• 使用頻度小 : グループの 10 ユーザーごとに 1 フローティング ライセンスを購入  

 

Q.: どの TestComplete ライセンスを購入したら良いでしょうか? 

A.: TestComplete には、2 つのライセンス タイプがあります: フローティング ユーザー と ノードロ

ック (別名、Named User - 固定ユーザー)。 次の web ページでこの 2 つのライセンスの違いと選択

するときのヒントがまとめています: 

http://www.automatedqa.com/products/testcomplete/difference-between-licenses/  

TestComplete タイセンス タイプを選択するには: 

http://www.automatedqa.com/products/testcomplete/difference-between-licenses/
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1. 仮想マシンでテストを実行する予定があるかどうか決める。 

実行する場合は、TestComplete フローティング ライセンスを使用する必要があります。あるいは、

ノードロックライセンスといっしょに別製品の TestExecute を使用する必要があります。 

TestComplete のノードロック ライセンスは、仮想マシンにはインストールできません。

TestExecute またはフローティング ユーザー ライセンスだけが仮想マシンで実行できます。 

2. 何台のマシンで TestComplete を使用するか決める。 

大きな会社で多数のコンピュータを使用する場合は、フローティング ユーザー ライセンスを推奨し

ます。 このライセンスは、管理が簡単で (ひとつのコンピュータでライセンスをアクティベートする

だけです)、このライセンスを使用すると必要とされる TestComplete のインストンスをすぐに増やす

ことができます。 

少数のコンピュータでそれぞれにライセンスを持ちたい場合は、ノードロック ライセンスを推奨しま

す。 このノードロック ライセンスは、フローティング ユーザー ライセンスのような厳しい制限(た

とえば、ネットワーク接続)がありません。 このノードロック ライセンスのもうひとつの利点は、登

録された利用者がログインしていないときに、他のユーザーによってライセンスを利用されないこと

です。 そのため、各ユーザーは他の利用者が何人いても、自分のライセンスを確保できます。 

ライセンスの選択で質問が有る場合は、弊社営業部までお問い合わせください。 

 

 

Q.: 購入した TestComplete ライセンスのインストールとアクティベートの方法は? 

A.: TestComplete ライセンスをインストールしてアクティベートする方法は、ライセンスのタイプに

よって異なります。 

ノードロック ライセンス (別名、固定ユーザー(Named User) ライセンス) 

1. 開発元である SmartBear 社の ClientServices ポータル (https://clientservices.automatedqa.com) 

に、あなたの E-mail、Security ID、ログイン用パスワードを入力してログインし、製品のダウンロー

ドページに進みます。 

2. カスタマー ポータルの My Products ページで、ダウンロードしたい TestComplete のバージョ

ンをクリックします。 そのバージョンの詳細を含んでいるページが表示されます。 

3. 製品の詳細セクションに表示されるタイプと License key (ライセンス キー) を書き留めます。 

TestComplete のライセンスをアクティベートするときにこの情報が必要になります。 

4. ダウンロードを開始するには、Downloads セクションのリンクをクリックします。 

https://clientservices.automatedqa.com/
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5. ファイルのダウンロード ダイアログで、[保存] をクリックして、インストール パッケージを保存

する場所を指定します。 

6. この後で、TestComplete を物理マシンにインストールして、起動します。 TestComplete のライ

センスをアクティベートする画面が表示されます。 表示されるメッセージ ボックスで  [Activate] 

をクリックし、License Activation ウィザードの指示に従います。 

フローティング ユーザー ライセンス 

1. 特別な License Manager ユーティリティをネットワーク上の 物理マシンにインストールし、この

コンピュータ上でライセンスをアクティベートするためにこのユーティリティを使用します。 このコ

ンピュータが License Manager PC (ライセンス マネージャー PC) になり、ライセンスの利用をコン

トロールします。 このユーティリティは、次の Web サイトからダウンロードできます: 

http://downloads.automatedqa.com/LicenseManager/AQALicenseManager.exe 

注意: 

フローティング ユーザー ライセンスをアクティベートするために、License Manager PC 

上に TestComplete をインストールすることもできます。 しかし、License Manager PC 上

でテストを実行しない場合は、スタンドアロンの License Manager ユーティリティを使用

することを推奨します。 

2. TestComplete のインスタンスを実行する各ワークテーションでフローティング ユーザー ライセ

ンスをアクティベートする必要はありません。 これらのワークステーションで TestComplete が起動

されたときに、自動的にアクティブな License Manager を探して実行するための許可をリクエストし

ます。 

3. TestComplete のワークステーションは、ライセンスのチェックのため License Manager PC にネ

ットワーク接続されていなければなりません。 

TestComplete のライセンスのアクティベートに関する詳細は、TestComplete Licensing Guide を参照

してください。 

 

 

Q.: フローティング ユーザー ライセンス用にライセンス サーバーが必要ですか? 

A.: はい。 フローティング ユーザー ライセンスを購入したとき、サーバー コンピュータにインスト

ールし、ライセンスの使用を管理する License Manager ユーティリティを受け取ります。 

http://smartbear.com/support/viewarticle/14444/
http://downloads.automatedqa.com/LicenseManager/AQALicenseManager.exe
http://smartbear.com/support/viewarticle/14433/
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また、ライセンス管理モジュールは TestComplete のパッケージにも含まれています。 そのため、

TestComplete インスタンスをサーバーにインストールし、そこでライセンスをアクティベートするこ

ともできます。 

 

 

Q.: TestExecute を  TestComplete Enterprise パッケージの同梱製品として購入しました。 

TestExecute のライセンス キーはどのようにアクティベートしたらいいですか? 

A.: デフォルトで、TestComplete Enterprise パッケージ (ノードロック または フローティング ユー

ザーのどちらでも) には、TestExecute ライセンスが含まれています。 TestComplete ライセンスを

適切にアクティベートするために使用するライセンス キーは、同梱の TestExecute のライセンスを

アクティベートする情報も含んでいます。 そのため、この場合は TestExecute ライセンスを別途ア

クティベートする必要はありません。 TestComplete ライセンスをアクティベートするだけで、

TestExecute ライセンスが自動的にアクティベートされます。 その後で、TestComplete ライセンス

をアクティベートするために使用された License Manager PC は、TestExecute インスタンス用の 

License Manager PC になります。 

 

 

 

Q.: テストを実行するビルド  サーバーや、他のほとんど無人で動作させるコンピュータ用の 

TestComplete ライセンスを購入する必要はありますか? 

A.: この質問の答えは、所有するライセンスに依存します。 

• ノードロック ライセンス (別名 Named User(固定ユーザー)ライセンス)を持っている場合、

TestComplete のテストを実行するすべてのコンピュータ用にライセンスを購入する必要があります。 

テストを実行するだけで、テストの作成や編集を行わない場合は、 TestExecute を使用することがで

きます。 これは、TestComplete がインストールされていないコンピューター上で TestComplete テ

ストを実行するために設計された、低価格、リソースフレンドリーなユーティリティです。 

• フローティング ライセンスを持っている場合、新規の TestComplete ライセンスを購入する必要

があるかは、利用状況に依存します。 同時使用の TestComplete インスタンス数がライセンスで指定

された制限を超えない場合、新規のライセンスは不要です; TestComplete をビルド サーバーにインス

トールでき、ライセンス許諾契約に基づいて使用できます。 しかし、使用できる TestComplete のイ

ンスタンスの空きがない場合、TestComplete のライセンスを必要なインスタンス数まで増やすように

アップグレードする必要があります。 

 

http://smartbear.com/support/viewarticle/14444/
http://www.automatedqa.com/products/testexecute/
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Q.: TestComplete や TestExecute のサイト ライセンスは、どのように購入できますか? 

A.: サイト ライセンスは、AutomatedQA 製品では用意されていません。 ただし、このようなリクエ

ストに柔軟に対応するライセンス オプションの提供を開発元に交渉できる場合があります。 弊社営

業部までお問い合わせください。 

 

 

Q.: ネットワーク上で複数の License Manager を使用できますか? 

A.:はい。可能です。 これをするには、複数の TestComplete ライセンスをそれぞれ別の物理マシン

上でアクティベートします。それらのマシンは、自動的に License Manager PC になります。 そのた

め、TestComplete を実行した後でライセンス メカニズムがネットワーク上で実行中の 

License Manager の検索を開始し、最初に見つけたサーバーを選択します。 

特定のライセンス サーバーに接続させたい場合 (たとえば、TestComplete  Standard と 

TestComplete Enterprise ライセンスを持っている場合)、次のようにします: 

• TestComplete ワークステーションでインターネット ブラウザで 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html ページを開きます。 

• オプションの [Broadcast Search for Remote Licenses] チェックボックスを外します。 

• 目的のライセンス サーバーの IP アドレス (または、コンピュータの名前) を [Specify Search 

Parameters] フィールドに指定します。 

• 次に [Submit] をクリックします。 

 

 

Q.: License Manager PC が壊れたり、盗まれた場合は、どうなりますか? 

A.: この場合、Emergency license key (緊急ライセンス キー) を使用できます。 この Emergency 

license key は、アクティベート後 14 日間有効です。 その後、有効期限が切れます。 

この特別なライセンス キーは、一度だけ利用できます。 

License Manager PC に問題が発生した後に、弊社営業部まですぐに連絡してください。 ライセンス

の問題について、開発元に対応をお願いしている間は、この Emergency license key を利用できます。 

Emergency key を取得するには: 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html
http://www.automatedqa.com/support/viewarticle/?aid=14488
http://www.automatedqa.com/support/viewarticle/?aid=14488
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• 開発元の AutomatedQA Client Services ポータルにログインします: 

https://clientservices.automatedqa.com  

• TestComplete 製品のページに進み、右側のメニューから [Emergency License Key] をクリック

します。 ウィザードの指示に従います。 

• Emergency license key を取得したら、新しいマシンでそれをアクティベートします。 

 

 

Q.: TestComplete ノードロック ライセンスを 1 つ持っています。 このライセンスで同時に 2 つ以

上のセッションで使用できますか? 

A.: いいえ。 ノードロック ライセンス (別名、Named User (固定ユーザー) ライセンス) は、同時に 

1 つだけの TestComplete インスタンスのみ許可されます。 

 

 

Q.: TestComplete ライセンスを使用していた社員が会社を辞めました。 新しいユーザーがこのライ

センスを使用するには、どうしたらいいですか? 

A.: 所有しているライセンスのタイプに依存します。 

サーバーにインストールされている フローティング ユーザー ライセンスの場合、新しい社員のコン

ピュータに TestComplete を インストールするだけです。 

所有しているライセンスが ノードロック ライセンス (別名、Named User (固定ユーザー)ライセンス) 

の場合、最初に古い社員のシステム上のライセンスのアクティベートを解除(ディアクティベート)する

必要があり、それから新しい社員のマシンでライセンスをアクティベートします。 

アクティベーション解除の方法は、TestComplete Licensing Guide の Uninstalling and Moving 

Licenses  参照してください。 

 

 

Q.: ウィルス検出ソフトウェアが TestComplete インストール パッケージでウィルスを検出しまし

た。 どうすればいいですか? 

A.: この問題は、AVG または McAfee AntiVirus ソフトウェアの古いバージョンで見られる問題です。 

これらのウィルス検出ソフトウェアのあるバージョンでは、TestComplete のインストール パッケー

ジ モジュールと競合します。 この問題を解決するには、ウィルス検出ソフトウェアを次のバージョ

ンにアップグレードすることを推奨します: 

https://clientservices.automatedqa.com/
http://smartbear.com/support/viewarticle/14439/
http://smartbear.com/support/viewarticle/14439/
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• AVG version 9.0.790 またはそれ以降。 

• McAfee AntiVirus Plus version 10.5.189.0 またはそれ以降、かつ database version 6099 またはそ

れ以降 
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1.2 ライセンスのアクティベート、アクティベート解除、移動 

 

Q.: インターネットに接続していないコンピュータで TestComplete ライセンスをアクティベート

できますか? 

A.: はい、できます。 手動で AutomatedQA web サイトとデータ交換をする必要があります。 これ

をするには、あなたのコンピュータのほかにネットワーク接続し、インターネットに接続している別

のマシンで作業する必要があります。 このコンピュータはあなたのコンピュータと AutomatedQA 

Web サイトを仲介します。 

手動によるアクティベートを始めるには: 

• AutomatedQA Client Services ポータルにログインし (https://clientservices.automatedqa.com)、

TestComplete 8 ページを開きます。 

• ページの右側にあるメニューから Manual Activation をクリックします。 ライセンスのアクティベ

ーション プロセスをガイドするウィザードが開きます。 ウィザードの指示に従ってください。 

このプロセスの詳細については、TestComplete Licensing Guide の Manual Activation Procedure ト

ピックを参照してください。 

 

 

Q.: TestComplete のライセンスを別のコンピュータに移動できますか? 

A.: はい、できます。 ライセンスの移動は、2 つのステップで行われます: 

1. 現在アクティベートされているコンピュータ上のライセンスのアクティベートを解除する 

2. 別のコンピュータでそのライセンスをアクティベートする。 

アクティベート解除が必要なとき 

ライセンス モジュールをアンインストールして、ライセンス モジュールを移動するときにだけ、ラ

イセンスのアクティベート解除(ディアクティベート) が必要となります。 

• ノードロック ライセンスを使用している場合は、TestComplete をアンインストールして移動する

ときは毎回しなければなりません。 

• フローティング ユーザー ライセンスを使用している場合、License Manager をアンインストール

して移動する場合にだけ、これを行います。 ワークステーションで実行する TestComplete インスタ

ンスをアンインストールおよび移動することは、ライセンスのアクティベーション解除を必要としま

せん。  

https://clientservices.automatedqa.com/
http://smartbear.com/support/viewarticle/14435/
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TestComplete Enterprise に同梱される TestExecute インスタンスをアンインストールおよび移動す

ることは、ライセンスのアクティベート解除を必要としません。 

重要: ライセンスのアクティベート解除は、3 回まで可能です。 それ以上のアクティベート解除は、

開発元に連絡する必要がありますので、弊社営業部までお問い合わせください。 

 

アクティベート解除の手順 

ライセンスのアクティベート解除は、手動または自動でできます。 

TestComplete をアンインストールする時、自動アクティベート解除が行われます。 アンインストー

ル ウィザードがあなたのコンピュータ上にアクティブなライセンスを検出した場合、ライセンスを削

除するかを確認するダイアログを表示します。 このアクションを確認した場合、ウィザードはライセ

ンスのアクティベートを解除します。 

手動でライセンスのアクティベートを解除するには、Client Services ポータル 

(https://clientservices.automatedqa.com) にログインし、TestComplete 8 製品ページを開き、右側の

メニューにある Deactivate License をクリックします。 これにより、アクティベート解除プロセス

をガイドするウィザードが表示されます。 画面の指示に従います。 

新しいコンピュータでのライセンスのアクティベート 

アクティベート解除が完了したあとで、ライセンス用の新しい Registration key が取得できます。 

Client Services ポータルの TestComplete 8 の製品ページでこのキーを見つけることができます。 新

しいコンピュータでライセンスをアクティベートするために、このキーを使用してください。 新しい 

TestComplete ライセンスをアクティベートする方法は同じです。 

 

 

Q.: Sentinel HASP License Manager サービスのインストールに失敗しました。 どうしたら修復で

きますか? 

A.: 使用しているオペレーティングンシステムとサービスのモジュールに競合が起こっている可能性

があります。 Windows 7 オペレーティング システムで発生します。 この問題を解決するには、次

のことを試してください: 

• コマンドライン ウィンドウを実行します (これをするには、タスクバーのスタート ボタンをクリ

ックし、[名前を指定して実行] を選択し、ダイアログボックスに cmd と入力します)。 

https://clientservices.automatedqa.com/
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• フォルダ位置を C:¥Program Files¥Aladdin¥HASP 

SRM¥Redistribute¥Runtime Environment¥Setup フォルダに移動します。 これをするには、

次のコマンドを実行します: 

cd "C:¥Program Files¥Aladdin¥HASP SRM¥Redistribute¥Runtime Environment¥Setup" 

• HASP License Manager Service をアンインストールします。 これをするには、次のコマンドを入

力します: 

haspdinst.exe -r –purge 

• HASP License Manager をインストールします。 これをするには、次のコマンドを入力します: 

haspdinst.exe –I 

この後で、HASP License Manager が開始するはずです。 

この解決策でうまくいかない場合、サポート チームにご連絡ください: 
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1.3 License Manager 接続 

 

Q.: 製品は License Manager とどれくらいの頻度で通信しますか? これをコントロールできます

か? 

A.: TestComplete は、テスト プロジェクトおよびその項目にアクションを実行するとき 

License Manager とポーリングします。 たとえば、TestComplete は新規または既存のプロジェクト

を開くときは毎回、License Manager PC に接続します。 この動作は、あなたも、ライセンス アドミ

ニストレータもコントロールまたは変更することができません。 

 

 

Q.: TestComplete をインストールしたマシンからライセンス サーバーが "見えません"。 どうすれ

ばいいですか? 

A.: この問題には、3 つの可能性が考えられます。 

1. あなたの License Manger PC が ネットワーク接続をサポートしていない。 

License Manger PC のネットワーク接続を確認してください。 

2. ワークステーションと License Manager PC が、異なるネットワークに接続している。 

この問題を解決するには、VPN (TestComplete  ワークステーションから License Manager PC に接

続するため) を利用できます。あるいはグローバル IP アドレス を指定して別の社内ネットワーク上

のコンピュータで見えるようにします。 

3. 目的のマシン用に適切な設定が指定されていない。 

この問題を解決するには、ライセンス サーバーが見えないマシン上で次のページを開きます: 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html。 

ライセンス サーバーがインストールされた PC の IP アドレスを 'Specify Search Parameters (検索

パラメータの指定)' ボックスに追加して、Submit(送信)ボタンをクリックします。 

それでもこの問題が解決できない場合、テクニカル サポート チームにお問い合わせください: 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html
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Q.: License Manager が何かの理由で利用できなくなったら? 

A.: License Manger は、色々な理由で利用できなくなることがあります。 たとえば、License Manager 

PC への接続が失われことがあります。 TestComplete が実行中にこの状況が発生した場合、この問

題を知らせるメッセージが表示されます。 これを解決するには、次のことを試してください: 

• License Manager PC 上で、Sentinel HASP License Manager サービスが実行していることを確

認します。 サービスは License Manager ユーティリティまたは TestComplete がインストールされ

た後で、自動的に開始します。 

サービスが実行中かどうか判断するには、コントロール パネル | 管理ツール | サービス を開き、

Sentinel HASP License Manager サービスがサービスの一覧に含まれて、実行中かを確認します。 

サービスが実行していない場合、それを開始してから、メッセージボックス内の [Try Again] をクリ

ックします。 

• License Manager PC と TestComplete 実行のワークステーションがネットワーク接続があるか

確認します。 必要に応じて、ネットワーク管理者に確認してください。 ネットワーク接続が確立し

ている場合、メッセージボックス内の [Try Again] をクリックします。 

• TestComplete のワークステーションが特定のライセンス サーバーを "見る" ことができない。 こ

の問題を解決するには、ワークステーションの web ブラウザで次のページを開きます: 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html 

ライセンス サーバーがインストールされた PC の IP アドレスを 'Specify Search Parameters (検索

パラメータの指定)' ボックスに追加して、Submit(送信)ボタンをクリックします。 

License Manager がまだ利用できない場合、サポートチームまでお問い合わせください: 

 

 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html
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1.4 アップグレード 

 

Q.: TestComplete のインスタンスがもっと必要です。 そのためには、ライセンスをどうのようにア

ップグレードすればいいのですか? 

A.: TestComplete のインスタンスをさらに必要とする場合、新規ライセンスとして購入するか、ある

いは既存のライセンスをアップグレードできます。 

新規ライセンスを購入する場合、新しい License key を受け取ります。 このキーは、現在使用してい

る License Manager PC 上でアクティベートすることができません。アクティベートすると既存ライ

センスを上書きしてしまいます。 そのため、この新しいキー用に新しい License Manager PC を見つ

けてください。 

既存ライセンスをアップグレードする場合、現在の License Manager PC を維持できて、さらに多く

の TestComplete のインスタンスを制御できます。 複数の License Manager PC を利用する問題を

避けるために、既存ライセンスをアプグレードするように、新規ライセンスを購入することを推奨し

ます。 この場合、新しい  License key が生成され、現在の License Manager PC でそれをアクティ

ベートできます。 

注意：このアップグレードは フローティング ユーザー ライセンスの場合にのみ可能です。 ノード

ロック ライセンス (Standard および Enterprise の両方とも) は、アップグレードして複数の 

TestComplete インスタンスをサポートできません。 フローティング ユーザー ライセンスのアップ

グレードの可能性は、TestComplete のエディションに依存します: 

• 現在のライセンスが TestComplete Standard エディションのフローティング ユーザー ライセン

スの場合、そのライセンスでコントロールされる TestComplete のインスタンス数を増やすために新

規ライセンスを購入してアップグレードできます。 

• 現在のライセンスが TestComplete Enterprise エディションのフローティング ユーザー ライセ

ンスの場合、そのライセンスでコントロールされる TestComplete と TestExecute のインスタンス数

を増やすために新規ライセンスを購入してアップグレードできます。 

ライセンス アップグレードの購入およびアクティベートに関する情報は、TestComplete Licensing 

Guide の Upgrading Existing TestComplete 8 Licenses をご参照ください。 

既存の TestComplete ライセンスのアップグレードに関する質問またはサポートは、弊社営業部また

はサポート チームまでお問い合わせください: 

 

http://smartbear.com/support/viewarticle/14491/
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Q.: TestComplete 7 ノードロック ライセンスを TestComplete 8 ライセンスにアップグレードす

るには、どうすればいいですか? 

A.: TestComplete 8 では、新しいライセンス システムが採用されています。 新しいタイプは、ノー

ドロックです（製品の以前のバージョンでは、Named user - 固定ユーザーと呼ばれていました)。 

TestComplete 8 ノードロック ライセンスのアクティベーションと利用方法は、以前のバージョンの 

TestComplete の named user (固定ユーザー) ライセンスのアクティベートと利用方法とは異なりま

す。 

TestComplete 8 のノードロック ライセンスをアクティベートするには、あなたのコンピュータに 

TestComplete 8 をインストールしてそれを起動します。 TestComplete が開始されたとき、ローカル 

コンピュータおよびネットワーク上にある利用可能なライセンスを検索します。 ライセンスが検索で

きなかった場合、その問題をメッセージボックスに表示します。 ライセンスをアクティべートするに

は、メッセージボックスの [Activate] をクリックし、表示されるウィザードの指示に従います。 

 

 

 

Q.: TestComplete 7 フローティング ユーザー ライセンスを TestComplete 8 にアップグレードす

るにはどうすればいいですか? 

A.: TestComplete バージョン 8 は、新しいライセンス メカニズムを採用しています。 

TestComplete 8 フローティング ユーザー ライセンスのアクティベートと利用方法は、以前のバージ

ョンの TestComplete のアクティベーションと利用方法とは異なります。 

TestComplete 8 のフローティング ライセンスをアクティベートするには、以下のステップに従いま

す: 

• ネットワーク上の 1 台の物理コンピュータに License Manager ユーティリティをインストールし

ます。 TestComplete を実行するワークステーションから、常に利用可能なサーバーにインストール

することを推奨します。 

• このコンピュータで TestComplete 8 フローティング ユーザー ライセンスをアクティベートし

ます。 このコンピュータが License Manager PC になり、ライセンスの利用をコントロールします。 

• ネットワーク上の任意の数のワークステーションに TestComplete をインストールします。 それ

らのワークステーションではライセンスをアクティベートする必要がありません。 TestComplete の

インスタンスを開始したとき、License Manager PC に接続し、実行するための許可をリクエストしま

す。 このため、ワークステーションは、License Manager PC へのネットワーク接続が必要になりま

す。 

ワークステーションに TestComplete をインストールした後で、それを実行し利用できます。 同時に

http://smartbear.com/support/viewarticle/14440/
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実行できる TestComplete のインスタンス数は、フローティング ユーザー ライセンスのユーザー数

によって制限されます。 

 

Q.: ノードロック ライセンスからフローティング ユーザー ライセンスへのアップグレードはどの

ようにできますか? 

A.: ノードロック ライセンス (別名、Named user 固定ユーザー ライセンス) からフローティング ユ

ーザー ライセンスにアップグレードするには、弊社営業部までお問い合わせください。 

 

注意: 新規のライセンスをアクティベートする前に、既存のライセンスのアクティベートを解除する

必要があります。 

フローティング ユーザー ライセンスは、アクティベートのために License Manager ユーティリティ

が必要です。 そのため、コンピュータ上のノードロック ライセンス(固定ユーザー ライセンス) のア

クティベートを解除した後で、ネットワーク上のサーバー コンピュータに License Manager をイン

ストールし、そこで新規のフローティング ユーザー ライセンスをアクティベートしてください。 

 

 

 

 

http://smartbear.com/support/viewarticle/14440/
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1.5 仮想環境での TestComplete の使用 

 

Q.: TestComplete を仮想環境で使用できますか? 

A.: TestComplete を仮想マシン上で実行することは可能です。 しかし、そこでライセンスをアクティ

ベート することはできません。 

ノードロック ライセンス (別名 Named user、固定ユーザー ライセンス) は、仮想マシン上で動作し

ないライセンス タイプであることを意味します。 

フローティング ユーザー ライセンスは、物理コンピュータ上でライセンスをアクティベートでき、

それから仮想マシン上で TestComplete をインストールし、インスタンスを実行できます。 これらの

仮想マシンは、License Manager PC (つまり、ライセンスをアクティベートした物理コンピュータ) に

ネットワーク接続していなければなりません。 

ノードロック ライセンスを所有していて、TestComplete を仮想マシン上で使用したい場合、フロー

ティング ユーザー ライセンスへのアップグレードを検討してください。 

TestComplete Enterprise 版のノードロック ライセンスを所有している場合、もうひとつのオプショ

ンがあります: Enterprise 版には、TestExecute が同梱されています。 この TestExcecute のインス

タンスは仮想マシン上にもインストールでき、そこでテスト プロジェクトを実行できます。 

 

Q.: TestComplete ライセンスをリモートでアクセスできますか? 

A.: はい、できます。 この方法は、ライセンスのタイプに依存します。 

フローティング ユーザー ライセンス 

この場合、目的のライセンスをリモートで使用するには、自宅のコンピュータが License Manager PC 

にネットワーク接続していなければなりません。 

方法のひとつとして、VPN 経由で作業することです: TestComplete を自宅のコンピュータにインスト

ールし、VPN 経由で License Manager PC に接続し、作業することです。 

別のソリューションは、License Manager PC の グローバル IP アドレスを指定することで 

License Manager PC に接続することです。 それで、このアドレス経由でライセンス サーバーに接続

して TestComplete を自宅で使用できます。 

ノードロック ライセンス (別名、固定ユーザー(Named User) ライセンス) 

このライセンスをリモートで使用するには、たとえば、自宅のマシンから接続するためにリモートデ

スクトップ プロトコル (RDP)  テクノロジーを使用することです。 
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TestComplete のリモートでの使用に関して、質問がある場合は、弊社営業部またはサポート部までご

連絡ください。 

 

 

Q.: TestComplete 8 を Remote Desktop サービス (例: Citrix 環境で) 使用できますか? 

A.: Citrix 環境は、Terminal Service 環境です。 ユーザーは、"シンクライアント" マシンで作業し、

サーバーに接続し、サーバーにインストールされたアプリケーションを使用します。 

これらの環境で TestComplete を使用できます: サーバー上に TestComplete をインストールし、こ

のサーバー上でいくつかのユーザー セッションを開き、これらのセッションで TestComplete を使用

します。 

同時に実行できる TestComplete のインスタンス数は、ライセンスに依存します: 

• フローティング ユーザー ライセンスの場合、同時使用のインスタンス数は、ライセンス キーで

制限されます。 

• ノードロック ライセンス (別名、Named user 、固定ユーザーライセンス) の場合、同時に実行で

きる TestComplete のインスタンスはひとつだけです。つまり、ひとつのセッションでのみ 

TestComplete を使用できます。 複数のインスタンスで TestComplete を使用したい場合、フローテ

ィング ユーザー ライセンスにアップグレードしてください。 

必要な数の TestComplete インスタンスを実行することをサポートするフローティング ユーザー ラ

イセンスを購入することを推奨します。 

別のソリューションとして、TestExecute ライセンスを購入して、サーバーでそれをアクティベート

し、ユーザー セッションでテストを実行するために TestExecute を使用することです。 

 

 

 

Q.: TestComplete Enterprise のノードロック ライセンスを持っています。付属の TestExecute を

仮想環境で実行したい。 それは可能ですか? 

A.: はい、可能です。 TestComplete ライセンスは、TestComplete パッケージに同梱される 

TestExecute インスタンスの使用をコントロールします。 TestComplete ノードロック ライセンスを

アクティベートしたコンピュータが TestExecute インスタンスのための License Manager として動

作します。 
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TestComplete のライセンスのタイプ (ノードロックまたはフローティング ユーザー) に関わらず、

TestExecute はフローティング ユーザーとして動作します。 そのため、物理マシン上で 

TestComplete ライセンスをアクティベートし、次に仮想環境で TestExecute をインストールし、使

用できます。 

TestComplete を実行する仮想マシンは、TestComplete のコンピュータにネットワーク接続していな

ければなりません。 ネットワーク内に複数の License Manager PC を持っている場合、仮想マシン上

のライセンス設定を変更して、TestExecute が適切な License Manager からライセンスを取得するよ

うにする必要があります。 

 

 

Q.: 仮想マシン OS を使用する ESX サーバー上の仮想マシンがあり、そのサーバー以外に物理ハー

ドウェアがありません。仮想マシンは Windows です。 このような環境で TestComplete を使用で

きますか? 

A.: フローティング ユーザー ライセンスを使用する必要があります。 物理コンピュータでそれをア

クティベートし、次に仮想マシンに TestComplete をインストールしてから、物理コンピュータの IP 

アドレスを仮想マシンのライセンス設定で指定します。 

TestComplete Licensing Guide に役に立つトピックが あります -- 

• Using TestComplete on Virtual Machines (仮想マシンでの TestComplete の使用) 

• Specifying License Manager for Connection (接続する License Manager の指定) 

• Using TestComplete in Cloud Computing (クラウド コンピューティングで TestComplete を使用) 

 

 

Q.: クラウド コンピュータ上で TestComplete を使用できますか? 

A.: クラウド コンピュータは、仮想マシンです。 したがって、クラウド コンピュータ上で 

TestComplete を使用するには、仮想マシンでの使用方法と似ています。 仮想マシンでの 

TestComplete の使用に関する詳細情報は、次の FAQ を参照してください。TestComplete を仮想環

境で使用できますか? 

TestComplete の評価のために、クラウド コンピュータでそれをアクティベートすることを推奨しま

せん (評価ライセンスが仮想マシンでアクティベートできたとしても)。 その理由は、

TestComplete のライセンス サブシステムが仮想マシンを実行している物理コンピュータにライセン

スを "結び付ける" からです。 クラウド エンジンは、クラウド マシンを実行するため自動的に物理

コンピュータを選択します。 エンジンがライセンスが結び付けられている以外の物理コンピュータで

http://smartbear.com/support/viewarticle/14451/
http://smartbear.com/support/viewarticle/14443/
http://smartbear.com/support/viewarticle/15209/
http://smartbear.com/support/viewarticle/18477/
http://smartbear.com/support/viewarticle/18477/
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クラウド コンピュータを実行する場合、ライセンス モジュールはライセンスをブロックし、それを

使用することができません。 このようにライセンスがブロックされた場合、サポートまでご連絡くだ

さい。 

分散テストの手段として、クラウド コンピュータ上でテストを実行したい場合、ネットワーク上のワ

ークステーションで TestComplete をアクティベートし、クラウド コンピュータでテストを実行する

ために TestExecute を使用してください。 この構成を実現するには、クラウド マシンに VPN 接続

が必要です。 詳細は、クラウド コンピューティングで TestComplete を使用を参照してください。 

 

 

 

http://smartbear.com/support/viewarticle/15209/
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1.6 分散環境で TestComplete を使用 

 

Q.: License Manager に VPN 経由で接続できますか? 

A.: はい、可能です。 あなたのコンピュータのライセンス設定で License Manager PC の IP アドレ

ス(またはコンピュータ名) を指定する必要があります。 TestComplete は、このコンピュータからラ

イセンスを取得します。 詳細については、TestComplete License Guide の Using TestComplete in 

Virtual Private Networks を参照してください。 

 

 

 

Q.: 社内の複数のネットワークはお互いに接続されていません。 TestComplete のフローティング 

ユーザー ライセンスを使用できますか? 

A.: このような状況でのライセンス問題を解決するには、次のいずれかが可能です: 

• 社内の各ネットワーク用に TestComplete フローティング ユーザー ライセンスをそれぞれ購入

します。 詳細は、弊社営業部までお問い合わせください: 

 

• 任意のネットワークに接続している 1 台のコンピュータで TestComplete ライセンスをアクティ

ベートします。次に、VPN テクノロジーを使用して、他のネットワーク上のマシンからこのライセン

ス サーバーに接続します。 

• すべての社内コンピュータ用に 1つのライセンスを所有するこのケースでの可能性のある別のソリ

ューションは、ライセンス サーバーのために グローバル IP アドレス を指定することです。 それ

からは、ライセンス マネージャーがネットワーク上のすべてのコンピュータから "見える" ようにな

り、TestComplete を利用する間、ライセンス サーバーに接続することができます。 

 

 

 

Q.: 複数のオフィスがあります。 これらのオフィスで TestComplete を共有することは可能でしょ

うか? 

A.: 1 つのオフィスで TestComplete フローティング ユーザー ライセンスをアクティベートできま

す。 他のオフィスで実行中の TestComplete インスタンスは、WAN 経由で接続されます。 

http://smartbear.com/support/viewarticle/15210/
http://smartbear.com/support/viewarticle/15210/
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デフォルトでは、TestComplete が License Manager を見つけるために使用する検索設定は、ローカ

ル ネットワーク内でのみ動作します。 そのため、異なるオフィス間でライセンスを共有する場合、

License Manager PC は、恒久的な外部 IP アドレスを持つ必要があり、各テスト用ワークステーショ

ンのライセンス検索設定でこの IP アドレスを指定する必要があります。 もうひとつのソリューショ

ンは、オフィス間で VPN を構築することです。 ( WAN で TestComplete を使用 を参照してくださ

い)。 

 

 

 

 

 

http://smartbear.com/support/viewarticle/15207/
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1.7 TestExecute と TestRecorder のライセンス 

 

Q.: TestExecute のライセンスはどのようになっていますか? 

A.: TestExecute はフローティング ライセンスです。概要は前のフローティング ライセンスの質問を

参照し、詳細は製品の EULA を参照してください。 

 

Q.: TestRecorder のライセンスはどのようになっていますか? 

A.: TestRecorder は、使用料なしでアプリケーション内に組み込みおよび配布が可能な開発者コンポ

ーネントです。 TestRecorder を使用する各々の開発者は、TestRecorder ライセンスを購入する必要

があります。 詳細は、製品の EULA を参照してください。 

 

Q.: 各開発者に、購入した TestRecorder ライセンスをインストールすることはできますか? 

A.: はい。一度 TestComplete Enterprise ライセンスを購入したら、お客様のサイトの他の開発者に 

TestRecorder をインストールすることができます。 TestRecorder ライブラリを用いて、アプリケー

ションをコンパイルし、テスト レコーディング機能を追加することをお勧めします。 

TestComplete Enterprise ライセンス購入時に附属の TestRecorder ライブラリは、お客様の組織の任

意の開発者によって、インストールおよび使用することができます。 

もちろん、TestRecorder ライブラリで作成したスクリプトの表示と編集を行うには、TestComplete ラ

イセンスを購入する必要があります。 

 

Q.: TestRecorder ライブラリを使用するアプリケーションを再配布することはできますか? 

A.: はい。使用料なしで、TestRecorder ライブラリでコンパイルしたアプリケーションを配布できま

す。このライブラリの機能はアプリケーションにコンパイルされ、その機能を含むアプリケーション

を自由に配布することができます。 必要は無いと思いますが、TestRecorder 単体を配布することは

できません。 

 

Q.: アプリケーションと一緒に TestExecute を再配布することはできますか? 

A.: TestExecute をアプリケーションと共に配布するためには、各エンドユーザーに対して 

TestExecute を 1 ライセンスを購入してください。弊社営業部までお問い合わせください: 

xlsoftkk@xlsoft.com。 

 

mailto:xlsoftkk@xlsoft.com
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1.8 その他の質問 
 

Q.: 私のライセンスに関する質問の回答がここにはありません。 その他のライセンスの質問は、どこ

に問い合わせたらいいですか? 

 

A.: ライセンスに関する情報は、 TestComplete Licensing Guide に記載されています。 

その他のライセンスに関する質問は、弊社営業部までお問い合わせください: 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

エクセルソフト株式会社 

email: xlsoftkk@xlsoft.com 

問い合わせ ページ: http://www.xlsoft.com/jp/qa/ 

弊社営業部にお問い合わせする場合、製品価格＆ライセンスを選択し、SmartBear 製品、

TestComplete を選択してください。お問い合わせの詳細内容に、ご質問を記入してください。 

Web からのお問い合わせフォームを利用すると迅速な回答が得られます。 E-mail で回答が

届きます。その後の継続する返信は、e-mail で行われます。 お問い合わせの最初は、必ず「お

問い合わせ」フォームをご利用ください。 

 
開発元(SmartBear Software 社)のお問い合わせページ:  
http://smartbear.com/support/message/?prod=TestComplete 

http://smartbear.com/support/viewarticle/14433/
http://www.xlsoft.com/jp/qa/
http://smartbear.com/support/message/?prod=TestComplete

