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PowerBuilder ロードマップ
Simple, Fast, Open-Standards Development



DISCLAIMER

The following information is being shared in order to outline some of our current product
plans. We are hopeful that the following can shed some light on our roadmap, but it is
important to understand that it is being shared for INFORMATIONAL PURPOSES ONLY,
and not as a binding commitment. Please do not rely on this information in making
purchasing decisions because ultimately, the development, release, and timing of any
products, features or functionality remains at the sole discretion of Appeon, and is
SUBJECT TO CHANGE.
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PowerBuilder 日本語版の
「これまで」と「これから」

2018                          2019                          2020                    2021                                  

2017 

R2

Jan.

2017 R3

LTS

Sep.

Oracle 

18/19

2019 R3

LTS

安定した LTS バージョンがローカライズされ、品質が保証される

Jan.

メンテナンス
アップデート

メンテナンス
アップデート
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新しいデスクトップ機能

• セキュアなランタイム DLL

• 64-bit 強化 (e.g. RichText)

• ファイル圧縮関数
• Base32 エンコード/デコード
• 強化された HTTP & REST Client

• ネイティブな C# ライブラリの呼び出し
• SQLOLEDB Driver for SQL Server

• SQL Server 2019

• Windows Server 2019

Smart Client

セキュリティ

互換性

…そして
これから

2019 R3
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新しい UI 関連機能

• UI テーマ
• Ribbon コントロール
• Chromium Web Browser 

コントロール

グラフのモダ
ナイゼーショ
ン

…そして
これから

2019 R3
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新しいクラウド機能

• .NET DataStore & Converter

• PowerScript Migrator

• C# IDE (SnapDevelop)

• Web APIs (REST, 非同期)

• Docker インテグレーション
• AWS Aurora Database

• Azure SQL Database

• .NET Core 3.1 (LTS)

ASP.NET Web 

Projects

Amazon AWS 

Projects

HTML5 

DW

…そして
これから

2019 R3
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新しい IDE 機能

• オブジェクトブラウザ検索機能強化
• ソースファイルのあるフォルダを
素早く開く機能の追加

• ピクチャ選択ツール
• 強化された Git ソースコントロール

(view difference, ブランチ…)

• 強化された SVN ソースコントロー
ル (view difference, need lock…)

• IDEからPB ランタイムを分離
• 64-bit デバッグ

2019 R3

Tabbed Editor

…そして
これから



Demo



Thank You


