伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
導入事例

大規模業務システムのデータ連携基盤を刷新
従業員12000人のワークスタイル変革を支援
連携フローの開発効率は従来の 2 倍、処理性能は最大 3 倍を実現
大手システムインテグレーターの伊藤忠テクノソリューションズ。同社は、大規模な社内
システムをSOA（サービス指向アーキテクチャ）のアプローチで構築・運用してきた。し
かし近年、その中核を担うデータ連携基盤に、継続運用に際してのライセンス追加コスト
や開発工数の問題が顕在化。そこで同社は「ASTERIA WARP」へのリプレースを決
定・実施した。これにより、連携処理などにかかる開発効率は従来の2倍、処理性能は
約3倍という効果を得ている。
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基幹系システム、人事系システム、ワークフロー系システム、
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