
主な利点 

データベース管理者が不要で、開発者が

構成可能 

NoSQL データ アクセス 

よく使用されるプログラミング言語に単一 

API で対応 

ローカル アプリに組み込み可能 

プラットフォーム間およびバージョン間での

データの可搬性 

ピアツーピアとクライアント/サーバーをサポート 

サポートされるプラットフォーム 

Android 5 以降 

iOS 10.3 以降 

Android Things 1.0 以降 

Android SDK 25 以降 

Xcode 10（iOS SDK 12 で対応） 

Actian Zen Core SDK 

2 MB のインストール フットプリント 

ライセンス 

開発 / 配布が無償提供製品 

Actian Zen Core ベーシ ッ クサポー ト 

 オプション 

Actian Zen Core データベースの Android 版および iOS 版は、エッジおよび IoT アプリケーショ

ン開発者のニーズに直接応え、スマート デバイスに組み込まれたインテリジェントなアプリケー

ションに永続的なローカル データと分散データを提供しています。Android SDK、iOS SDK、お

よび他のサード パーティ製のツールを使って開発を行い、開発したアプリケーションを、Android 

または iOS を実行する任意の標準的なプラットフォームまたは組み込みプラットフォームに展開

できます。Actian Zen Core データベースでは、ETL を行わずに、任意の Actian Zen ファミリ サー

バーまたはクライアント データベースとの間でデータを共有できます。 

Zen Core データべースは、データ管理プラットフォームをモバイル アプリに組み込む必要のある 

SI、ISV、OEM を対象とした、NoSQL 対応、データベース管理者不要、組み込み可能、微小な

フットプリント（最小 2 MB）のエッジ データベースです。そのターゲットはスマートフォンから PoS 

端末、製造業における IoT に至ります。API を介した直接データ アクセス、セルフチューニング、

レポーティング、データの可搬性、優れた信頼性、互換性が実現されるので、IoT およびエッジ

の開発者は、広範囲のプラットフォーム、開発言語および環境にわたって大規模にアプリケー

ションを提供することができます。 

データベース管理者不要 

設定すれば、後はお任せです。コンシューマー デバイス業界や製造業における IoT アプリ業界

においてエッジ コンピューティングは、データベース管理者が不要だということです。Zen Core 

データベースは、IT 部門のない環境向けに構築されており、コンサルタントや DBA が常時管理

しなくても済むようにします。ユーザーがアプリを保守しないことを選択するか、絶えずアプリに

パッチを適用して再展開することを選択するかに関係なく、またどのような状況であっても、Zen 

Core データベースでは、ユーザーのアプリで障害が発生することはありません。 

NoSQL 

Zen Core データベースでは、パフォーマンスとローカル分析のサポート用に NoSQL アクセスが

可能になっており、柔軟性とスピードの両方が最高度に実現されています。これにより、読み取り

と挿入、更新、および削除の高速なパフォーマンスと書き込み時の完全な ACID 応答が実現さ

れます。Zen Core データベースがモバイル プラットフォームと SDK の両方に対して提供する単

一の API により、Btrieve 2 API を介した NoSQL アクセスが可能になります。 

（SQL インターフェイスの追加は近日リリース予定） 

 

データの可搬性 

Zen Core データベースでは Actian Zen 製品ラインの他の製品と同じデータ型およびファイル形

式がサポートされているため、Android または iOS ベースのデバイスと、Windows IoT サーバー

あるいは Windows または Linux サーバーを実行する Raspberry Pi などの ARM デバイスとの間

でデータにアクセスしたりデータを移動したりするのに、通常の ETL オーバーヘッドがかかりま

せん。さらに、サポートされているすべてのプラットフォームと Actian Zen データベース製品の複

数のバージョンの間でも、データの可搬性があります。シームレスな可搬性により、開発、デプロ

イメント、メンテナンスが大幅に容易になります。ETL の作業などのオーバーヘッドがかからず、

データをコピーして作業を進めるだけで済みます。 

 

データ シート 

 

Actian Zen Core データベース 
Android 版/iOS 版 
エッジ アプリおよびスマート デバイスに組み込み可能な、データベース管理者 
不要のデータベース 



以前のバージョンとの互換性 

以前のバージョンとの互換性は、Actian Zen および旧 PSQL のバージョンにとって長い間最優先事項でした。最新リリースへのアップグレード

は簡単にできるように設計されており、データの移行やコードの書き直しも不要です。リリース間の移行は普段の保守作業と同様にストレスも

少なく円滑に行うことができ、イノベーションが可能になります。 

新しい Btrieve C および C++ API 

Java および C/C++ アプリケーションの開発者は、新しいバージョンの Btrieve 2 API を、オリジナルと同じアクセス呼び出しで利用することがで

きます。複雑な操作を行うことなく、Btrieve エンジンのパフォーマンスと柔軟性を手に入れられます。Btrieve 2 API SDK には、C#、Perl、PHP、

および Python 用の SWIG（Simplified Wrapper and Interface Generator）ファイルも含まれているため、これらの言語を使用する開発者は、

Btrieve によるデータへのアクセスをすぐに行えるようになります。 

多数の使用事例 

Zen Core データベースの Android 版および iOS 版は、スマートフォンにおける数百万の Intel および ARM プロセッサに現在配置されている

現実のソリューションを処理できるので、このコミュニティのアプリケーションに関する知識を、一連のデバイスに組み込まれている基幹系アプ

リケーションに導入することができます。最近の傾向としては、背後にあるリモートのデータ ソースやゲートウェイにおけるアクションを決定する

ためにクラウド内のすべてのデータを収集して集中管理するよりも、データをローカルに保管することで、エンド ユーザーのパフォーマンス、

セキュリティ、意思決定に関する要件を満たすために低待機時間の処理と分析を行えるようにするケースが増えています。この間、関連する

データのみが、追加でデータを管理、分析するためにクラウドに移行しています。 

現場サポートが不要で、マルチプラットフォーム対応の組み込み型のエッジ アプリケーション用データベース 

開発者、製品設計者、OEM は、1 つのデータ管理プラットフォームだけで複数のプラットフォームをサポートできることが必要です。Android ア

プリケーションや iOS アプリケーションは、ますます処理機能が高度になっているため、それに対するオペレーションをサポートするのにロー

カルのファイル システム内のデータを使用することが多くなっています。また、従来のデータベースや NoSQL プラットフォームは、あらゆる組

み込み型システム向けに限定的な構成も行えない、アプリに組み込めない、オンサイト サポートが必要、OEM モデルをサポートしていない、

などの特性があります。ほとんどの開発者と設計者は、複数のプラットフォーム、データ管理システム、ファイル システムにまたがる製品を作成

しています。このような製品は、複数の API を使用するため、設計とコーディングに時間がかかり、データの変換と面倒な保守サポートに ETL 

のオーバーヘッドがかかる可能性があります。 

コンシューマーおよび製造業における IoT のためのスマート デバイス 

ローカル アプリは、組み込まれる対象がスマートフォン、スマート トラクター、または化学処理プラントにおけるセンサーのネットワークのいずれ

である場合も、もはや「Silo Of Things」（サイロ化）としては運用されません。SQLite は、サイロ化されたアプリケーション用に設計されており、

数ギガバイトから成る単一の書き込みストリームを処理します。Actian Zen Core データベースの Android 版および iOS 版は、複数のサーバー

環境で ETL を行わずにデータを共有してスタンドアロン アプリケーションに組み込まれるよう設計されており、テラバイト級のデータをまとめて

サポートします。 

インテリジェントなゲートウェイ、複雑なマシンおよびインストルメンテーション  

Android のエコシステムでは、モバイル アプリと IoT アプリという 2 つの異なるコミュニティを 1 つの傘の下に統合しており、MCU および 64 MB 

メモリしかない非常に小さなデバイスから Raspberry Pi に至る、新しいクラスおよびレンジのデバイスに対して、Android SDK、ADT、Eclipse、

およびその他のサード パーティ製ツールを活用しています。また、Android Things 1.0 は、Google Cloud および Google の Machine Learning

（機械学習）プラットフォームとの統合も提供し、エッジへの組み込みによるインテリジェンスを可能にします。Actian Zen Core は、永続的な

ローカル メモリを、組み込みインテリジェンスのバックボーンとします。Actian は、この Actian Zen Core と Actian Zen Edge をゲートウェイおよ

びその他の複雑なインストルメンテーションにおける集約/収集ポイントとして統合し、また、Actian DataFlow と Vector を Azure と Amazon に

おけるクラウド ベースのビッグ データ分析プラットフォームとして統合することで、フル レンジのエッジ デバイスとマルチクラウド環境において

データ管理を完全にサポートします。 
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