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はじめに 

このたびは、ER/Studio Data Architect をご導入いただき、ありがとうございます。このドキュメントは、

ER/Studio Data Architect のライセンスについて、説明しています。 

このドキュメントの内容は、予告なしに変更されることがあります。 

ライセンスの種類 

ER/Studio Data Architect には、4 種類のライセンスがあります。 

トライアル ライセンス 

すべての機能を使用できますが、インストール日から 14 日間の評価期間が設けられています。トライアル ラ

イセンスが無効になると、製品が起動しなくなります。 

ワークステーション ライセンス 

特定の個人が 1 台のコンピューターにインストールして使用できるライセンス形態です。ワークステーショ

ン ライセンスを複数のユーザーで共有したり、譲渡したりすることはできません。また、仮想環境上では、

使用できません。 

ネットワーク指名ユーザー ライセンス 

組織内でライセンスを割り当てられたユーザーが使用できるライセンス形態です。ライセンスは、組織内のネ

ットワーク上にあるライセンス サーバーで管理します。 

ネットワーク コンカレント ライセンス 

組織内で不特定多数のユーザーが同時に使用できるライセンス数を規定するライセンス形態です。ライセンス

は、組織内のネットワーク上にあるライセンス サーバーで管理します。 

仮想環境で使用する場合の注意点 

ER/Studio 製品を仮想環境で使用するには、ネットワーク コンカレント ライセンスが必要です。 

ワークステーション ライセンスは、仮想環境で使用できません。ワークステーション ライセンスを既にお持

ちの場合は、仮想環境で使用するために、ネットワーク コンカレント ライセンスへアップグレードする必要

があります。 

詳細については、『ER/Studio 製品を仮想 OS 上で利用する場合のご注意』を参照してください。 

  

http://www.jsys-products.com/support/techinfo/ERStudio_LicenseUse_VirtualEnvironment.pdf
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Embarcadero Developer Network 

ER/Studio 製品を使用するには、Embarcadero Developer Network (EDN) への登録が必要です。 

EDN は、エンバカデロ・テクノロジーズが運営しているコミュニティ サイトです。EDN では、インストー

ラーの取得やライセンスの認証などのサービスが提供されます。EDN の詳細については、エンバカデロ・テ

クノロジーズにお問い合わせください。 

EDN への登録は、次の URL から実施します。 

https://members.embarcadero.com/newuser.aspx?lang=jp 

メンテナンス ポータル サイト 

ER/Studio 製品のメンテナンス契約が有効な期間に新しいバージョンがリリースされた場合、バージョンアッ

プするには、メンテナンス ポータル サイトから、新しいバージョンのライセンスを取得する必要があります。 

メンテナンス契約が有効な期間に新しいバージョンがリリースされると、新しいバージョンの案内として、メ

ンテナンス ポータル サイトのログイン情報をライセンス許諾先のメール アドレスに受信します。新しいバ

ージョンのライセンスは、メンテナンス契約が有効な期間に取得する必要があります。 

メンテナンス ポータル サイトは、エンバカデロ・テクノロジーズが運営しているポータル サイトです。メ

ンテナンス ポータル サイトの詳細については、エンバカデロ・テクノロジーズにお問い合わせください。 

お問合わせ先 

製品およびメンテナンス契約について 

富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 

🌐URL: http://www.fujitsu.com/jp/group/fetec/solution/erstudio/ 

✉E-mail: fetec-request@dl.jp.fujitsu.com 

📞TEL: 045 (345) 7010 

ライセンス認証および登録について 

エンバカデロ・テクノロジーズ合同会社 インフォメーション サービスセンター 

⏲受付時間: 月～金 (祝祭日、定休日を除く) 10：00～12：00、13：00～17：00 

🌐URL: http://www.embarcadero.com/jp/company/contact-us-japan/ 

✉E-mail: japan.info@embarcadero.com 

📞TEL: 03 (4540) 4148 

  

https://members.embarcadero.com/newuser.aspx?lang=jp
http://www.fujitsu.com/jp/group/fetec/solution/erstudio/
fetec-request@dl.jp.fujitsu.com
http://www.embarcadero.com/jp/company/contact-us-japan/
japan.info@embarcadero.com
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製品を評価するには 

本章は、製品を評価するときの無償トライアルについて、説明しています。 

製品を評価するには、無償トライアルの申し込みをして ”トライアル ライセンス” を取得します。トライア

ル ライセンスでは、評価期間中のみ本製品をお使いいただけます。 

トライアル ライセンスでは、すべての機能を使用できますが、インストール日から 14 日間の評価期間が設

けられています。トライアル ライセンスが無効になると、製品が起動しなくなります。 

無償トライアルの申し込み 

製品を評価するには、次の URL からトライアルの申し込みをします。 

https://ssl.fetec.fujitsu.com/user/regist/trial-reqest.php 

後日、トライアルの申し込みで登録したメール アドレスにトライアル ライセンスおよびインストーラーのダ

ウンロード URL を受信します。5 営業日を過ぎても連絡がない場合、お手数ですが、「お問合わせ先」(2 ペ

ージ) にある富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社の連絡先までお問い合わせください。 

ライセンスの認証 

製品をお使いいただくには、オンラインまたはオフラインでライセンスを認証します。 

オンラインでライセンスを認証する 

オンラインでライセンスを認証するには、次の情報が必要です。 

 Serial Number (XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX): トライアル ライセンス 

 EDN アカウントまたは登録したメール アドレス 

 EDN パスワード 

1 ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイアログで、[I have a serial number 

(Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX).)] をクリックします。 

2 [Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] をクリックします。 

4 [Embarcadero 製品登録] ダイアログで、[Serial Number]、[EDN ログイン名または電子メール アドレス]、

および [EDN パスワード] を入力して、[登録] をクリックします。 

 Serial Number は、トライアルの申し込みで登録したメール アドレスに受信します。 

https://ssl.fetec.fujitsu.com/user/regist/trial-reqest.php
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オフラインでライセンスを認証する 

オンラインでライセンスを認証するには、次の情報が必要です。 

 使用許諾コード ファイル 

 Serial Number (XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX): トライアル ライセンス 

 EDN アカウントまたは登録したメール アドレス 

 EDN パスワード 

 登録コード 

 

 使用許諾コード ファイルについては、「お問合わせ先」(2 ページ) にある富士通エンジニアリ

ングテクノロジーズ株式会社の連絡先にお問い合わせください。 

インターネットに接続できる場合は、次の方法でも使用許諾コードを取得できます。 

1 [ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイア

ログで、[I have a serial number (Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-

XXXX).)] をクリックします。 

2 [Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] をクリックします。 

4 [Embarcadero 製 品 登 録 ] ダ イ ア ロ グ で 、 [ 接 続 中 に 問 題 が 発 生 し た の で す か ? 

Embarcadero Web 登録を使用してください。] をクリックします。 

5 エンバカデロ・テクノロジーズの Web サイトに接続しますので、画面にしたがって使用許

諾コードを取得します。この操作には、EDN にログインする必要があります。 
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1 ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイアログで、[I have a serial number 

(Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX).)] をクリックします。 

2 [Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[インポート...] をクリックします。 

4 [ライセンス ファイル (*.slip または reg*.txt) を参照してインポート] ダイアログで、使用許諾コード フ

ァイルを指定して、[開く] をクリックします。 
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ワークステーション ライセンス 

本章は、ワークステーション ライセンスについて、説明しています。 

ワークステーション ライセンスは、“永久ライセンス” として本製品をお使いいただけます。ライセンス 

(Serial Number) は、新規に購入した場合は、製品パッケージに同梱されています。バージョンアップの場合は、

バージョンアップのご案内時に、ライセンス許諾先として登録されているメール アドレスにバージョンアッ

プに関する情報を受信しています。 

ワークステーション ライセンスには、有効期限はありません。 

ライセンスの認証 

製品をお使いいただくには、オンラインまたはオフラインでライセンスを認証します。認証後、更に別の製品

を追加認証することもできます。 

オンラインでライセンスを認証する 

オンラインでライセンスを認証するには、次の情報が必要です。 

 Serial Number (XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX): ワークステーション ライセンス 

 EDN アカウントまたは登録したメール アドレス 

 EDN パスワード 

1 ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイアログで、[I have a serial number 

(Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX).)] をクリックします。 

2 [Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] をクリックします。 

4 [Embarcadero 製品登録] ダイアログで、[Serial Number]、[EDN ログイン名または電子メール アドレス]、

および [EDN パスワード] を入力して、[登録] をクリックします。 

 Serial Number は、新規に購入した場合は、製品パッケージに同梱されています。バージョン

アップの場合は、バージョンアップのご案内時に、ライセンス許諾先として登録されているメー

ル アドレスにバージョンアップに関する情報を受信しています。 
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オフラインでライセンスを認証する 

オンラインでライセンスを認証するには、次の情報が必要です。 

 使用許諾コード ファイル 

 Serial Number (XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX): ワークステーション ライセンス 

 EDN アカウントまたは登録したメール アドレス 

 EDN パスワード 

 登録コード 

  

 使用許諾コード ファイルは、ユーザーからエンバカデロ・テクノロジーズに請求します。使用

許諾コード ファイルについては、「お問合わせ先」(2 ページ) にあるエンバカデロ・テクノロ

ジーズ インフォメーション サービス センターにお問い合わせください。 

インターネットに接続できる場合は、次の方法でも使用許諾コードを取得できます。 

1 [ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイア

ログで、[I have a serial number (Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-

XXXX).)] をクリックします。 

2 [Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] を選択します。 

4 [Embarcadero 製 品 登 録 ] ダ イ ア ロ グ で 、 [ 接 続 中 に 問 題 が 発 生 し た の で す か ? 

Embarcadero Web 登録を使用してください。] をクリックします。 

5 エンバカデロ・テクノロジーズの Web サイトに接続しますので、画面にしたがって使用許

諾コードを取得します。この操作には、EDN にログインする必要があります。 
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1 ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイアログで、[I have a serial number 

(Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX).)] をクリックします。 

2 [Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[インポート...] をクリックします。 

4 [ライセンス ファイル (*.slip または reg*.txt) を参照してインポート] ダイアログで、使用許諾コード フ

ァイルを指定して、[開く] をクリックします。 

製品を追加認証する 

アドオン製品を追加でお使いいただくには、製品を追加認証します。追加認証に必要な情報については、「オ

ンラインでライセンスを認証する」(3 ページ) または「オフラインでライセンスを認証する」(4 ページ) を参

照してください。 

1 ER/Studio Data Architect を起動して、[ヘルプ | ライセンス マネージャの起動] メニューをクリックしま

す。 

 

2 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] または [インポート...] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログで、オンラインまたはオフラインで認証します。 
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ネットワーク指名ユーザー ライセンス 

本章は、ネットワーク指名ユーザー ライセンスについて、説明しています。 

ネットワーク指名ユーザー ライセンスは、“永久ライセンス” として本製品をお使いいただけます。ライセ

ンス (ログイン名およびパスワード) は、新規に購入した場合は、製品パッケージに同梱されています。バー

ジョンアップの場合は、バージョンアップのご案内時に、ライセンス許諾先として登録されているメール ア

ドレスにバージョンアップに関する情報を受信しています。 

ライセンス サーバー (ELC; Enterprise License Center) を構成して、ユーザーがライセンス ファイルを生成し

ます。ELC については、『Embarcadero License Center 5.3 の設定』、『Help for AppWave Enterprise License Center 

(英語)』および『AppWava Enterprise License Center 5.3 インストール & セットアップ簡易ガイド』を参照して

ください。 

ネットワーク指名ユーザー ライセンスには、有効期限はありません。 

  

http://support.embarcadero.com/jp/article/44577
http://docwiki.embarcadero.com/ELC/53/en/Main_Page
http://docwiki.embarcadero.com/ELC/53/en/Main_Page
http://download.jsys.co.jp/list_erstudio.php?product=ERStudio
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ネットワーク コンカレント ライセンス 

本章は、ネットワーク コンカレント ライセンス (フローティング ライセンス) について、説明しています。 

ネットワーク コンカレント ライセンスは、“永久ライセンス” として本製品をお使いいただけます。ライセ

ンス (ログイン名およびパスワード) は、新規に購入した場合は、製品パッケージに同梱されています。バー

ジョンアップの場合は、バージョンアップのご案内時に、ライセンス許諾先として登録されているメール ア

ドレスにバージョンアップに関する情報を受信しています。 

ライセンス サーバー (ELC; Enterprise License Center) を構成して、ユーザーがライセンス ファイルを生成し

ます。ELC については、『Embarcadero License Center 5.3 の設定』、『Help for AppWave Enterprise License Center 

(英語)』および『AppWava Enterprise License Center 5.3 インストール & セットアップ簡易ガイド』を参照して

ください。 

ネットワーク コンカレント ライセンスには、有効期限はありません。 

  

http://support.embarcadero.com/jp/article/44577
http://docwiki.embarcadero.com/ELC/53/en/Main_Page
http://docwiki.embarcadero.com/ELC/53/en/Main_Page
http://download.jsys.co.jp/list_erstudio.php?product=ERStudio
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コンピューターを変更するには 

本章は、コンピューターを変更するときの手続きについて、説明しています。 

ワークステーション ライセンス  

古いコンピューターと同じ手順で、新しいコンピューターにライセンスを認証します。認証時、エラー メッ

セージが表示される場合は、次の URL からエンバカデロ・テクノロジーズにお問い合わせください。 

http://supportforms.embarcadero.com/ 

ネットワーク指名ユーザー ライセンス 

新しいコンピューターにライセンス ファイル (.slip) を配置します。 

ユーザー リスト ファイルを変更する場合は、『Help for AppWave Enterprise License Center (英語)』を参照して

ください。 

ライセンス サーバー (ELC; Enterprise License Center) を変更する場合は、次の URL からエンバカデロ・テク

ノロジーズにお問い合わせください。 

http://supportforms.embarcadero.com/ 

ネットワーク コンカレント ライセンス 

新しいコンピューターにライセンス ファイル (.slip) を配置します。 

ユーザー リスト ファイルを変更する場合は、『Help for AppWave Enterprise License Center (英語)』を参照して

ください。 

ライセンス サーバー (ELC; Enterprise License Center) を変更する場合は、次の URL からエンバカデロ・テク

ノロジーズにお問い合わせください。 

http://supportforms.embarcadero.com/ 

  

http://supportforms.embarcadero.com/
http://docwiki.embarcadero.com/ELC/53/en/Main_Page
http://supportforms.embarcadero.com/
http://docwiki.embarcadero.com/ELC/53/en/Main_Page
http://supportforms.embarcadero.com/
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用語集 

EDN アカウント 

Embarcadero Developer Network のアカウント名です。EDN ログイン名と呼ばれることもあります。EDN サー

ビス (インストーラーの取得やライセンスの認証など) を利用するときに必要です。 

EDN ログイン名 

Embarcadero Developer Network のアカウント名です。EDN アカウントと呼ばれることもあります。EDN サー

ビス (インストーラーの取得やライセンスの認証など) を利用するときに必要です。 

Embarcadero Developer Network/エンバカデロ デベロッパー ネットワーク 

エンバカデロ・テクノロジーズが運営しているコミュニティ サイトです。EDN と呼ばれることもあります。

EDN サービス (インストーラーの取得やライセンスの認証など) が提供されます。 

Enterprise License Center/エンタープライズ ライセンス センター 

ライセンス サーバーのことで、ELC と呼ばれることもあります。ネットワーク指名ユーザー ライセンスお

よびネットワーク コンカレント ライセンスで、ライセンスを管理するために使用します。 

Serial Number/シリアル ナンバー 

ライセンス キーのことで、トライアル ライセンスおよびワークステーション ライセンスで使用します。 

トライアル ライセンスでは、EDN から無償トライアルをダウンロードして取得します。 

ワークステーション ライセンスでは、新規に購入した場合は、製品パッケージに同梱されています。バージ

ョンアップの場合は、バージョンアップのご案内時に、ライセンス許諾先として登録されているメール アド

レスに受信しています。 

アクティベーション 

トライアル ライセンスおよびワークステーション ライセンスで、ライセンスを認証する作業のことです。

EDN アカウントと Serial Number を紐付けます。 

オフライン認証 

ライセンスの認証方法の 1 つです。ER/Studio Data Architect を使用するコンピューターがインターネットに

接続できない場合は、この認証方法を使用します。 

  



 

 13 /14 FUJITSU ENGINEERING TECHNOLOGIES LIMITED 

オンライン認証 

ライセンスの認証方法の 1 つです。ER/Studio Data Architect を使用するコンピューターがインターネットに

接続できる場合は、基本的に、この認証方法を使用します。 

ホスティング/ホスト設定 

ネットワーク指名ユーザー ライセンスおよびネットワーク コンカレント ライセンスで、ライセンス サーバ

ー (ELC; Enterprise License Center) を認証する作業のことです。ライセンス証明書と ELC を紐付けます。ELC 

および ER/Studio Data Architect に適用するライセンス ファイル (.slip) が生成されます。原則として、一旦ホ

スティングすると、ELC を別のサーバーに移動することはできません。 

メンテナンス ポータル サイト 

エンバカデロ・テクノロジーズが運営しているポータル サイトです。ER/Studio 製品のメンテナンス契約が有

効な期間に新しいバージョンがリリースされた場合、バージョンアップのためのライセンスが提供されます。 

ライセンス 

トライアル ライセンスおよびワークステーション ライセンスでは、Serial Number のことです。 

ネットワーク指名ユーザー ライセンスおよびネットワーク コンカレント ライセンスでは、ライセンス証明

書またはライセンス ファイルのことです。 

Registration Code/登録コード 

オフライン認証で、使用許諾コード ファイルを申請するのに必要なコードです。次の手順で取得します。 

1 ER/Studio Data Architect を起動して、[Embarcadero Product Registration] ダイアログで、[I have a serial number 

(Serial number format is XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX).)] をクリックします。 

2 [Registration Code] を確認します。 

または、[Advanced >>] をクリックします。 

3 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] をクリックします。 

4 [登録コード] を確認します。 

 

製品を追加認証する場合は、次の手順で取得します。 

1 ER/Studio Data Architect を起動して、[ヘルプ | ライセンス マネージャの起動] メニューをクリックしま

す。 

2 [Embarcadero 製品登録] ダイアログの右ペインで、[登録...] をクリックします。 

3 [登録コード] を確認します。  
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