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「SI Object Browser for Oracle Ver.12.0 中国語版」中国で販売開始 

～ユニコードに対応した最新版を本格的に中国市場へ展開～ 

 

株式会社システムインテグレータ（本社：さいたま市南区 代表取締役社長：梅田弘之、以下シ

ステムインテグレータ）は、ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」を中国語対応し

た「SI Object Browser for Oracle Ver.12 中国語版」を、中国大連市に本社を置く大連百易軟件

株式会社（本社：中国大連市高新園区 代表取締役社長 李遠明、以下、百易軟件）から 2013 年 6

月 1 日に販売開始いたします。 

 

「SI Object Browser」シリーズは、1997 年にリリースして以来、日本国内で 1万 3千社、23 万

ライセンスの実績をあげてデファクトスタンダードとなっているデータベース開発支援ツールで

す。2008 年に製品の中国語対応版「SI Object Browser 中国語版」を中国国内に投入しましたが、

海賊品が出回ってしまい対応に苦慮しておりました。 

このたび、中国大連市に本社を置く百易軟件を中国国内における販売総代理店にしました。販売

体制の強化とともに不正防止策を講じることにより、本格的に中国市場への普及を目指します。 

そこで、多言語（ユニコード）による開発や、64 ビット OS での利用が可能な最新バージョンを

中国語対応し、中国市場に再投入します。 

 

百易軟件は、現地企業ならではの中国市場へ浸透させるノウハウも有している企業であり、「SI 

Object Browser」シリーズのユーザーとしても既に高い製品熟練度も持つことから、本製品の中国

市場開拓を大きく推進できるものと期待しています。今回の中国販売開始により、日本からのオフ

ショア開発はもとより、中国現地企業に対しても広く浸透できる販売体制となります。 



 

■「SI Object Browser for Oracle Ver.12 中国語版」の機能 

機能は「SI Object Browser for Oracle Ver.12 日本語版」と同様ですが、中国市場には製品版の

他に無償版（トライアル版）を用意しました。無償版では一部の機能が利用できない他、広告が表

示されるなどの制限があります。まずは無償版で開発業務の合理化・効率化を実感してもらい、続

いて製品版にアップグレードしてもらうことを期待しています。 

製品の機能および無償版の制限内容は以下の表の通りです。 

機能 説明 無償版 製品版 

 オブジェクト管理 

オブジェクト作成機能 テーブル･インデックスなどをGUIで簡単作成・検索 ○ ○ 

オブジェクトのソース編集  オブジェクトのソース表示やデータ編集が可能 ○ ○ 

統計情報取得機能  統計情報を更新 ✕ ○ 

権限付与機能  オブジェクトの SELECT権限、EXCECUTE権限などの付与 ○ ○ 

データ出力  テーブルデータのクリップボード、EXCEL出力 ○ ○ 

データ生成ツール 結合テスト等向けに大量のランダムデータを一発作成 ✕ ○ 

SQL実行 

SQL実行  SQLの作成･実行･結果表示･履歴管理・実行計画の表示 ○ ○ 

ユーザー定義 SQL機能 あらかじめ登録した SQLをショートカット実行 ✕ ○ 

スクリプト実行機能 SQLスクリプト一括実行機能 ✕ ○ 

DBA向け機能 

ユーザー情報表示 ログイン・ユーザー・ロールを一覧表示、作成、権限付与 ○ ○ 

表領域情報表示 表領域、データファイルの情報の表示/編集 ○ ○ 

ロック情報表示 ロックされているオブジェクト、経過時間を一覧表示 ○ ○ 

データベース情報表示 データベースの SGA情報表示、初期化パラメータの編集等 ○ ○ 

SQLキャッチ トレース情報から SQL文を抽出し、一覧表示 ✕ ○ 

テーブルアクセス表 トレース情報を基に、CRUD表の作成 ✕ ○ 

エクスポート・インポート データベース単位で一括バックアップ・復元 ○ ○ 

その他ユーティリティ 

接続先リスト機能 ログイン情報を登録し、次回より簡易 DB 接続が可能 ○ ○ 

クロスリファレンス機能 オブジェクトの関連情報を一覧表示 ○ ○ 

マトリクス表機能 複数オブジェクトの参照情報、列項目を表形式で表示 ✕ ○ 

オブジェクト比較機能 異なるスキーマ同士から一致するオブジェクトを検索 ✕ ○ 

インデックスアドバイザ インデックスのチューニングが可能 ✕ ○ 

コメントチェック コメント行のみ抜き出して一覧表示 ✕ ○ 

レポート出力 EXCELのテーブル定義書、オブジェクト一覧が出力可能 ✕ ○ 

SQLリファレンス SQL文、関数のリファレンスを搭載 ✕ ○ 

DB負荷テスト 任意のセッションを指定し、負荷テストシュミレーション ✕ ○ 

パフォーマンスレポート STATSPACKによる分析レポートを表示 ✕ ○ 



 

 

■「SI Object Browser」シリーズ製品について 

当社は、ソフトウェア開発の近代化を推進し、日本の IT 産業の国際競争力強化を目指しており

ます。「SI Object Browser」シリーズは、その目標のための製品群で、ソフトウェア・ライフサイ

クル・プロセス（SLCP）全体をカバーする総合支援ツールです。現在の「SI Object Browser」シ

リーズは次の 3製品です。 

・データベース開発支援ツール「SI Object Browser」 

・データベース設計支援ツール「SI Object Browser ER」 

・統合プロジェクト管理ツール「SI  Object  Browser PM」 

「SI Object Browser」シリーズの出荷ライセンス数は、1996 年 10 月の販売開始以来、すでに 

23 万ライセンス を超えており（2013 年 3月末日時点）、データベース関連ツールとしては業界ト

ップクラスのユーザ数となっています。 

 

■「SI Object Browser for Oracle Ver.12 中国語版」の販売計画  

本製品の無償版は広告モデルとして提供します。無償版ではメイン画面にバナー広告が表示され

ますが、バナー広告の表示をなくし、より快適に使うためにはライセンス購入が必要となります。

その他、無償版では試用期間がありますが、従来製品よりも長い「90日間」としています。無償利

用を促進することにより、本製品の機能や使いやすさを中国国内のエンジニアが直接評価できるよ

うになります。 

また、現地の販売パートナーである百易軟件が、直接テクニカルサポートを実施することから、中

国人技術者へ広く浸透を図れるものと見込んでおります。 

「SI Object Browser for Oracle Ver.12 中国語版」は 2013年度から 3年間で１万ライセンス、

「SI Object Browser」シリーズ全製品では 20億円の販売を見込んでおります。 

 

■「SI Object Browser for Oracle Ver.12 中国語版」のライセンス体系及び価格（税抜） 

（ライセンス数により異なります。※ 1元≒16円） 

ライセンス数 
価格 

 

1  クライアントライセンス \46,500 （2,900中国元) 

5  クライアントライセンス \118,500 (7,400中国元) 

10  クライアントライセンス \166,500 (1,040中国元) 

20  クライアントライセンス \226,500 (14,150中国元) 

50  クライアントライセンス \456,500 (28,530中国元) 

100 クライアントライセンス \684,500 (42,780中国元) 

200 クライアントライセンス \1,027,000 (64,190中国元） 

  



 

【システムインテグレータについて】 

会社名  株式会社システムインテグレータ  

証券コード  3826 （東証マザーズ）  

所在地  埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10番1号 ラムザタワー7F  

設立  1995年3月  

代表者  代表取締役社長 梅田 弘之  

資本金  3億6,372万円  

URL  http://www.sint.co.jp/ 

事業内容  業務用パッケージ開発・販売、コンサルティング、  

システムインテグレーション （EC、ERP、プロジェクト管理、データ

ベース開発支援ツール、e-learning、O2Oマーケティング等）  

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社システムインテグレータ 

Object Browser本部：濱田 

TEL：048-707-7061 FAX：048-707-7066 

E-mail：oob@sint.co.jp 

※本広報資料の転送／引用は、ご自由にご利用下さい。 

※記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。 

http://www.sint.co.jp/

