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2015 年 2 月 2 日 

 

プライベート／パブリック／ハイブリッドクラウドに完全対応した 

Actian PSQL v12 の販売を開始 
 

中堅・中小企業のデータベース利用の包括的なトータルソリューションを実現 

 

PC ソフトの開発／流通を手掛ける株式会社エージーテック (本社：東京都千代田区 / 代表取締役

CEO：安藤由男) は、Actian Corporation.（本社：米国、カリフォルニア州レッドウッドシティ）

が開発した  Actian PSQL の最新版「Actian PSQL v12（日本語版）」を 2015 年  2 月  2 日より

販売開始いたします。  

世界中の開発者から育まれてきた PSQL 製品は、完全なセキュリティ、暗号化、管理および監視ツー

ルなど多彩な機能を有し、アプリケーション開発のコアシステムとして利用されており、管理者不要

（Z-DBA）で TCO に優れたデータベースとしても様々なシーンで幅広く採用されています。 

 

今回リリースする最新版の Actian PSQL v12 は、プライベート／パブリック／ハイブリッドクラウド

に完全対応、柔軟でスケーラブルなシステム利用を可能とし、既存システムのデータベース利用の発

展形として、クラウド上においても効率的なデータベース利用の包括的なトータルソリューションを

提供します。 

 

さらに、PSQL v12 のクラウド環境での利用を目的に、機能強化された PSQL Vx エディションでは、

同時利用データ量の制限のみで、コア数、ユーザー数、セッション数など一切気にすることなく、Web

サーバーまたはアプリケーションサーバー用のバックエンドのデータベースに最適な無制限ライセン

スモデルとして利用が可能となりました。 

 

今日、大企業だけではなく、中堅・中小企業に広まるクラウド利用の推進に、PSQL は、その牽引役

としてサービスを提供していきます。また、エージーテックでは、DB 市場の常識を覆す、開発用ラ

イセンス、技術情報やテクニカルサポートなど完全無償化を実現し、開発者を全力で支援してまいり

ます。 

 

  ○「PSQL v12」の製品情報  http://www.agtech.co.jp/products/actian/psql/v12/ 

 

■今回のリリースに際し、以下のエンドースメントをいただいております。 
 

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社 

代表取締役社長 佐藤 敏雄 様 

このたびのエージーテック様の「PQSL v12」最新版の発売開始を歓迎します。弊社のビジネスアプリ

ケーション開発プラットフォーム「Magic xpa」で作られた業務アプリケーションパッケージソフトの

多くは、「PSQL」をサポートし中堅・中小企業の基幹業務システムを長年支え続けています。仮想化

環境に完全対応した「PSQL v12」により、柔軟でスケーラブルな利用が可能となり、大規模システム

やクラウド環境での利用も拡大するものと期待しております。 

 
 

http://www.agtech.co.jp/products/actian/psql/v12/
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■  Actian PSQL v12 の主な特徴  

【業務運用中のデータベース最適化によってパフォーマンスを維持】  

PSQL v12 では、データの断片化を検出し、修正するツールが追加されています。最適化中に読み取

りおよび書き込みが可能なため、システムを停止することなく、データベースのパフォーマンスを

維持することが可能です。 

【全エディション、ライブマイグレーションを含めクラウド環境を完全サポート】  

PSQL v12 では、ライブ マイグレーション機能が Workgroup および Server エディションでも使用

できるようになり、クラウド環境や仮想環境においてモビリティがさらに向上します。仮想マシン

のライブ マイグレーションが PSQL の全エディションで可能となりました。 

【 SQL 系インターフェイス  Unicode 化】  

PSQL 利用のお客様のグローバル化のため、従来のトランザクショナル（Btrieve）Unicode データ·

タイプをリレーショナル経由で参照できるように、UCS-2 データ用の新しいリレーショナル·データ

·タイプが追加され、ODBC、JDBC、および ADO.NET インターフェイスの Unicode 対応を実現。 

【クラウド  コンピューティング実現のためのライセンスモデル】  

プライベート／パブリック／クラウド コンピューティングに対応したライセンスモデルを提供。全

エディションで、製品の認証にマシン名のみが使用されるようになり、ハードウェアなどの構成変

更を自由に行うことが可能になりました。PSQL Vx エディションでは、運用にインターネット接続

が不要となり、オフライン認証が可能になりました。また、PSQL Vx は、同時利用データ量のみで

制限するライセンス体系となり、コア数、ユーザー数、セッション数を意識することなく利用が可

能となりました。クラウド環境構築に、最適なライセンスモデルを提供します。 

 

 

■システム要件  

Windows Vista から最新の Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 までの Windows OS に対応し

ています。 Linux OS は次期リリースで対応予定。詳細は、弊社 Web サイトをご参照ください。  

http://www.agtech.co.jp/products/actian/psql/v12/RequirementsCharts.html 

 

 

■希望小売価格  

製品名 ユーザー数 価格（税別） 

Actian PSQL v12 Server  10-User 237,000 円 

〃 20-User 417,000 円 

〃 50-User 912,000 円 

〃 100-User 1,248,000 円 

PSQL Vx Server 12 Medium (20GB) 800,000 円 

PSQL Vx Server 12 Large (50GB) 1,320,000 円 

PSQL Vx Server 12 Supersize (制限なし) 1,716,000 円 

 

*代表的なもののみ掲載。詳細は、弊社 Web サイトをご参照ください。 

http://www.agtech.co.jp/products/actian/psql/v12/price.html 

 

■製品ロゴ・スクリーンショット・評価版  

報道関係の皆様に｢Actian PSQL v12 / PSQL Vx Server 12｣の製品ロゴ、評価版等を用意しております。 

TEL : 03-3293-5300（担当：河村） または E-mail : pr@agtech.co.jp までご連絡ください。 
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■株式会社エージーテックについて 

エージーテックは、1984 年 4 月設立以来、組込み用データベースソフト PSQL を中心にしたデータ
ベース系製品をはじめ、IT のさまざまな局面に対応したビジネスインテグレーション＆インテリジェ
ンス系、開発ツール系、そして IT プロフェッショナルツール系の 4 つの製品群を輸入、日本語化およ
び販売を行っています。開発者やシステム管理者といったスペシャリストから、エンドユーザーやビ
ジネスオペレーションに至るまで、IT 活用に携わるすべての方々を対象とした豊富な製品ラインアッ
プを取り揃えています。 

 

※ Pervasive は Actian Corporation の登録商標です。  

※ Actian、Pervasive PSQL、Z-DBA は Actian Corporation の商標です。 

※ その他、会社名、製品名などは一般に各メーカーの登録商標または商標です。 

 

 

 

※ Btrieve、Pervasive は Actian Corporation の登録商標です。 

※ Actian、Pervasive PSQL は Actian Corporation の商標です。 

※ その他、会社名、製品名などは一般に各メーカーの登録商標または商標です。 

 

 

 

■ 本件に関する一般からのお問い合わせ先 

株式会社エージーテック 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-21-1 

TEL : 03-3293-5283 FAX : 03-3293-5270 

URL : http://www.agtech.co.jp/ E-Mail : info@agtech.co.jp 

 

◆ 報道関係の方々からのお問い合わせ先 

株式会社エージーテック  担当：河村 

TEL : 03-3293-5300 E-mail : pr@agtech.co.jp 


