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SQL にくわえ Btrieve でも大幅にパフォーマンスを向上させ

たデータベースマネージメントシステムの最新版 
Pervasive.SQL V8 を発売 
 

 

 

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：

安 藤 由 男 ) で は 、 Pervasive Software ( 本 社 ： 米 国 、 テ キ サ ス 州 オ ー ス チ ン ) が 開 発 し た 
Pervasive.SQL の日本語最新版として「Pervasive.SQL V8」を 2003 年 1 月 20 日より出荷開始とし、12
月 11 日より受注を開始いたします。 

Btrieve として知られたシンプルで高速なデータベースは SQL 機能を統合され、Pervasive.SQL として

発展してまいりました。Btrieve API と SQL、二つのアクセス手段を標準で提供しており、組み込み用デ

ータベースとして広く採用されています。最新版の Pervasive.SQL V8 では、従来の改良が SQL/ODBC
など付加機能部分に集中していたのに対し、データベースエンジンの改良を主眼に、Btrieve API 利

用のアプリケーションにおいても高速化が可能となりました。従来からの高度な互換性により、アプリケ

ーション側は手直しせずにシステムのパフォーマンス改善に役立ちます。また.NET など、最新のテクノ

ロジーに対応し、インターフェースや機能性の向上により一層使いやすくなりました。 

エージーテックでは業務パッケージ開発や受託開発業者向けに、初年度  (～2003 年 3 月) 2000 本の

出荷を見込んでおり、既存のエージーテック販売代理店、AGDP（AG-TECH デベロッパープログラム）

あるいは、Web を通し販売活動を行ってまいります。また期間限定で Btrieve6.15 などの古いバージョ

ンからのアップグレードを割引価格でご提供するキャンペーンや登録ユーザ様向けの割引キャンペー

ンなどを実施いたします。 

開発者向けには本製品の出荷に合わせ、株式会社テクナレッジの「Btrieve Classes for .NET」の販売

を開始するとともに、AGDP メンバー向けに無償あるいは特別価格での提供を行ってまいります。これ

により Btrieve API アプリケーションの.NET 対応が可能になります。 

 

■「Pervasive.SQL V8」の特徴  

【業界をリードするパフォーマンスとスケーラビリティー】  

トランザクショナルおよびリレーショナル方式のデュアルモード・アクセス・データは、複雑なクエリー

を容易にかつ素早く利用することができます。単独ワークステーションからインターネットまで、スケ

ーラブルな Pervasive.SQL はさらにスピードアップし、制限のない Btrieve とさらに強力な SQL エン

ジンがすぐに使用できます。 

【組込みやすさ】  

Pervasive は、組込み用データベースとして他製品の追随を許しません。Pervasive.SQL V8 は、ビジ

ネスクリティカルなアプリケーションに対するシームレスな組込みが可能であり、成功を強力にサポー

トする重要なバックボーンをユーザに提供します。また、少ないフットプリント、簡単なインストールとシ

ンプルな組み込みにより、Pervasive.SQL V8 は、全世界の開発者に選ばれる組込み用データ管理

ソリューションとして市場をリードします。 
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【低い TCO 】  

自動設定、自己チューニング、組込み可能設計が、最小限のデータベース管理を約束します。これ

により、価値の高いソリューションが提供可能となります。 
【最新のニーズに対応する拡張性】  

Pervasive.SQL V8 では、お使いのオペレーティング・システムを、互換性の高い最新のプラットフォ

ームにアップグレードすることができます。さらに、Pervasive.SQL V8 は Pervasive.SQL データベース

間でリアルタイムにデータを複製し、ウォーム・バックアップの維持、レポート・サーバーのロード、複

数オフィスへの接続などのビジネス・ニーズに対応する新しい Pervasive DataExchangeTM(日本語版

出荷時期未定）と連動します。 

【信頼性の向上】  

Pervasive.SQL V8 は、その機能の向上により、フェイルオーバーに対応した RAID ストレージ・サブ

システム、マルチプロセッサ・システム、クラスタリング・テクノロジーに対する実績ある互換性により、

全システムの信頼性とスケーラビリティーを向上させます。 

【多くの標準をサポート】  

最先端のツールと開発環境を用いて、データ・アクセス、既存データのさらなる活用が可能となりま

す。Pervasive.SQL V8 では、データベース設計、レポート作成、特別クエリーに ODBC、ADO/OLE 
DB、JDBC などの業界スタンダードのインターフェースを使用することができます。 

【柔軟性】  

Pervasive.SQL V8 は、単独デスクトップから Web まで、様々な規模、プラットフォームに対応しており

マルチプラットフォームが必要とされる企業に最適なソリューションを用意します。 
 

■システム要件  

 【Server】 
Pervasive.SQL V8 Server for Windows NT/2000 

  ・Windows 2000 
  ・Windows NT4.0 (SP6a 以上) 

Pervasive.SQL V8 Server for NetWare 
  ・NetWare 4.2 以降 
  ・NetWare 5.0 以降 
  ・NetWare 6.0 以降 
   Pervasive.SQL V8 Server for Linux 
  ・Kernel 2.4 以上、Glibc 2.2 以上 
 【Client/Requester】 
  ・Windows 2000 

・Windows NT4.0(SP6a 以上) 
  ・Windows 98/ME/XP (DOS、Win16、Win32 アプリケーションサポート) 
  ・DOS 5.0 以上 
 【Workgroup】 
  ・Windows 2000 
  ・Windows NT4.0(SP6a 以上) 
  ・Windows 98/ME/XP (DOS、Win16、Win32 アプリケーションサポート) 
 

■価格  

Pervasive.SQL V8 Server (Windows, NetWare, Linux) 各版 

 10 user  \198,000 

 20 user \348,000 

 50 user \760,000 

 100 user \1,320,000 

 250 user \1,980,000 
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 500 user \2,650,000 

 Unlimited user \3,200,000 

Pervasive.SQL V8 Workgroup  

 5 user \49,000 

 25-seat \198,000 

 100-seat \480,000 

 1000-seat \1,980,000 

Internet/Intranet Licensing (含む Server Engine 6 user)  

 Licensing per CPU  \420,000 

Btrieve Classes for .NET 

株式会社テクナレッジ製品 (http://www.techknowledge.co.jp) 
\58,000 

この他にアップグレード製品、キャンペーン製品、デベロッパー向け特別製品などがあります。 

詳しくはホームページをご覧ください。（http://www.agtech.co.jp) 
 

■製品写真・製品ロゴ・評価版  

報道関係の皆様向けに、Pervasive.SQL V8 の製品写真、製品ロゴ、評価版等を用意しております。 

製品写真・製品ロゴ  >>> 

以下の URL にデータを用意してございますので、ご活用ください。 
http://www.agtech.co.jp/press/index.html 
評価版  >>> 

TEL : 03-3293-5300 (担当：堀川) または E-mail : PR@agtech.co.jp までご連絡ください。 

 

■株式会社エージーテックについて 

1984 年 4 月設立以来、組み込み用データベースソフト Btrieve を中心に開発者向け製品を輸入、日本語化して

販売を行っている。扱っている製品は４つのカテゴリに分けられ、データベース系の主な製品は Pervasive.SQL 
(旧 Btrieve)、ビジネスインテリジェンス系では Crystal Reports、コンポーネント系では IP*Works!やList & Label、
そしてツール･ユーティリティ系では Winternals や WinReporter など。2001 年 7 月にパーベイシブ・ソフトウェア株

式会社と経営統合し、社内にパーベイシブ･ソフトウェア･ディビジョンを設置。2002 年 12 月には最新版の

Pervasive.SQL V8 をリリース。 
 
※ Pervasive および Btrieve は Pervasive Software の登録商標です。 
※ Pervasive.SQL および Pervasive DataExchange は Pervasive Software の商標です。 
※ Microsoft および Windows は Microsoft Corp. の登録商標です。 
※ その他社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。 
 
 ■ 本件に関する一般からのお問い合せ先 

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


