アジャイル・インテグレーション:
企業向けハイブリッドなシステム連携の
最新アプローチ
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概要

今日の企業は顧客や従業員との関わり方の変革やパフォーマンスの最適化を行うために、
事業継続性を維持しながらアプリケーション、
データ、
システム間をつなぐことがこれまで以上に
必要になります。
従来行ってきたインテグレーションの進め方ではコストがかかり、高まる要求
についていけません。

ビジネスには、最新のアジャイル・インテグレーション手法が必要となります。
アジャイル・インテグレーションでは、
システム連携を作成するチームの対象範囲を広げ、
インテグレーションの方式と機能をセットにして提供することで、全体の生産性を高めます。
デジタル・トランスフォーメーションを推進する組織は、最新のクラウド・プラットフォームの
メリットをいち早く享受できるよう、
インテグレーション・テクノロジーの活用や導入に対し
新たな手法を採用する必要があります。

IBM Redbook で詳細を

ご覧いただき、
アジャイル・
インテグレーションで

モダナイゼーションを加速

しましょう

ダウンロード
(英語)

多くの組織が、
マイクロサービス・アーキテクチャーなどのアジャイル・アプリケーション
開発技法を採用し始め、
その転換によるメリットを実感し始めています。

このスマート・ペーパーは、
アジャイル・インテグレーションと呼ばれる手法のメリットを探求
する IBM Redbook の一部を掲載しています。
アジャイル・インテグレーションとは、
デジタル・
トランスフォーメーションに求められる俊敏性、
拡張性、
回復力を実現する、
コンテナ・ベースで
分散型のマイクロサービスと親和性の高いシステム連携のアプローチです。
アジャイル・インテグレーションにより、
柔軟な対応が難しい一極集中型のインテグレーション・
アーキテクチャーから解放されます。
さらに、簡素化と自動化により、
システム連携の構築
スピードが加速します。
システム連携は、
イノベーションを阻害するものではなく、重要かつ
必要なものとなります。

この新たなアプローチは、
人やプロセスから、
アーキテクチャー、
テクノロジーにまでおよびます。
また、API、
マイクロサービス・アーキテクチャー、
クラウドネイティブ設計、DevOps、
イベント・
ドリブン・アーキテクチャー、
コンテナ・ベース・インフラストラクチャーなどの最新の
プラクティスおよび機能を活用します。

従来型のシステム連携
人とプロセス

集中型のテクノロジー・
チーム

アーキテクチャー
集中型の ESB

アジャイル・インテグレーション
ビジネスの
推進要因

イノベーション
最適化

人とプロセス

オーナーシップの分散化

チームによる実行

成果

開発の俊敏性

アジャイル・メソッド

アーキテクチャー

細粒度のデプロイメント
API 主導

イベント駆動

成果

デプロイメントの
俊敏性

マイクロサービスとの高い親和性

テクノロジー

管理された環境

テクノロジー

クラウドネイティブ・インフラストラクチャー
様々なシステム間連携方式

統一されたセキュリティー、
ガバナンス、運用
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成果

運用の俊敏性

アジャイル・インテグレーション: 企業向けハイブリッドなシステム連携の最新アプローチ

変化しつづけるシステム連携

企業は、顧客や従業員に対してパーソナライズされ、繋がり続ける新たな体験を
構築するための鍵として、
デジタル・トランスフォーメーションに期待を寄せています。
これは、
あらゆる種類のデータを活用するアプリケーションが連携することによって
実現されます。
プロセスと情報源を適切なタイミングで適切なコンテキストにまとめることは、
できたとしても困難であり、Software-as-a-service (SaaS) ビジネス・
アプリケーションを積極的に採用することを検討している場合はなおさらです。
競合優位性を高めるため、新しいソースからのデータをビジネス・
プロセスに注入する必要があります。

デジタル・トランスフォーメーションに対する
アジャイル・インテグレーションの価値

大量のデータが広く分散する中、
そうしたデータをまとめて API やイベントで使用
できるようにするスピードが、最新のイノベーションの成功にとって重要です。
アジャイル・インテグレーションにより、
以下のことを迅速に実現できるようになります。

新たなカスタマー・

エクスペリエンスを導き出す

ために、企業はますます
増加し続ける

アプリケーション、
プロセス、
情報源を活用

しなければなりません。
そのような背景から、

連携機能の必要性が高まり、

そのための投資が大幅に
拡大しています。

多様性への対応: 異なるクラウド環境を利用していても、
あらゆるシステムから
集められた異なるフォーマットのデータにアクセスしてまとめ、
より優れた洞察を
提供します。

バックエンド・システムの専門知識を活用: 最新のシステム連携では、複雑な
プロトコルやデータ・フォーマットに関するインテリジェンスが組み込まれるだけでなく、
実際のオブジェクト、
お客様のビジネス、
エンドシステムの機能に関する
インテリジェンスが取り込まれます。

データによるイノベーションの実現: アプリケーション・ソリューション設計者は
これまでの枠を越えてデータを結合し、
そこから新たな意味を生み出すことで、
多くのイノベーションを実現しています。
これは特にマイクロサービス・
アーキテクチャーに見られる特性です。

エンタープライズ・グレードの実行基盤: 統合フローでは、ベースとなる実行基盤から
多くの価値が生み出されます。
その中には、
エラー・リカバリー、
フォールト・トレランス、
ログの取得、
パフォーマンス分析などのためのエンタープライズ・グレードの機能が
含まれます。

システム連携を取り巻く環境は、企業や市場のシステムに対する要求に応じて
変化しています。
しかし私たちはどのようにして SOA (サービス指向アーキテクチャー) や
ESB (エンタープライズ・サービス・バス) から、最新のコンテナ化された
アジャイル・インテグレーション・アプローチへと移行したのでしょう。
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これまでの道のり – SOA と ESB のパターン

アジャイル・インテグレーションの未来に目を向ける前に、
まずは過去が
どうだったかを理解する必要があります。
SOA は 2000 年代初頭に出現しました。
当初 SOA が標準として広まったことは、
すべてのシステムが同期公開パターン
によって他のあらゆるシステムを発見し、通信できる輝かしい未来の始まりを
告げていました。
SOA は一般に、Web サービス上でのバックエンドシステムへの標準化された
同期接続を提供する ESB パターンを使用して実装されました。
多くの企業が
ESB パターンの実装に成功する一方で、多くの課題も引き起こしました。

ESB パターンは多くの場合、
サーバー・クラスター上で数十〜数百のシステム
連携を稼働させる全社向けの単一のインフラストラクチャーを採用していました。
ESB パターンでは過度の集中化は必須ではありませんでしたが、実装された
トポロジーはほとんどがそのように構築されました。

集中型 ESB パターンでは多くの企業が求めていた大幅なコスト削減が
進みませんでした。
ほとんどのインターフェースがプロジェクト間で再利用できず、
構築と保守のコストは、1 つのプロジェクトで負担するには、非常に高額でした。

SOA に関しては、
ESB の実装だけを行うことより複雑となり、
全社的なプログラムに
どの部門の予算を使うのか、
が課題となりました。
SOA やその基礎となる ESB の
ような企業全体の活動は予算確保に苦労しますが、多くの場合その予算は
構築コストをまかなえるだけ再利用可能なサービスにしか適用されません。

結果として、SOA専門家チームによるサービスの作成が、
プロジェクトの推進要因
ではなく、ボトルネックになってしまいました。

こうした課題はありますが、
集中型 ESB パターンは、
熟練したインテグレーション・
チームを有する離職率の低い企業や、予測可能で管理できる数の新規
インテグレーション要件を受け入れられる企業にとっては特に、一定のメリットを
もたらします。

中央集中型の ESB は、確実に実装の一貫性とガバナンスを簡素化します。
しかし、
多くの企業は変更が多く動的な要件を管理する必要があり、他の組織で活用が
始まっているクラウドネイティブ・テクノロジーやアジャイル方式を使用してシステム
連携を実装する必要に迫られています。
一例としては、
アプリケーション開発
現場でよく見られるマイクロサービス・アーキテクチャーへの移行などがあります。
このため、
より細分化されたシステム連携の展開に転換することが、俊敏性を
得るために必要となるのです。
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SOA とマイクロサービス・アーキテクチャー

SOA とマイクロサービス・アーキテクチャーは似ているように見え、
よく混同
されますが、実際は全く別の概念です。

SOA および関連する ESB パターンの利用は、SoR (Systems of Record、
定型業務処理システム) のデータと機能を新しいアプリケーションですぐに
使用できるようにするための企業全体の取り組みです。
ソリューション設計者は、
Web サービスや RESTful API などの再利用可能な同期インターフェースを構築
して SoR を企業全体に公開し、複数のシステムからデータをリアルタイムに
取り込むことで新しい革新的なアプリケーションをより素早く構築できるようにします。

SOA はエンタープライズ・サービスの公開に関連*

マイクロサービス

アプリケーション

アプリケーション

マイクロサービス

マイクロサービス・
アプリケーション
マイクロサービス

アプリケーション

マイクロサービス

マイクロサービスはアプリケーション・
アーキテクチャーに関連

一方マイクロサービス・アーキテクチャーは、
アプリケーションの俊敏性、拡張性、
回復力を高めるように、
個々のアプリケーションを一連の小さい (マイクロサービス)
コンポーネントとして作成する方法です。

まとめると、SOA はアプリケーション間のリアルタイムの統合であり、
マイクロサービス・アーキテクチャーはアプリケーション内部の構築方法です。
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アジャイル・インテグレーションに適している
ケース

マイクロサービスという概念がアプリケーションの世界でこれほど普及したのは
なぜでしょう。
それは、
これらが俊敏性の向上を実現するアプリケーション
構造化の代替手法となるからです。

マイクロサービスでは、
同一サーバーで稼働する大規模なコードのサイロと化した
アプリケーションではなく、完全に独立して実行される小規模なコンポーネントの
集合体から構成されるアプリケーションを構築できます。
マイクロサービス・アーキテクチャーでは、以下の 3 つの大きなメリットが
実現されます。

俊敏性の向上: マイクロサービスは小さいため、所有しているチームが完全に
把握でき、個別に変更できます。

アジャイル・

柔軟な拡張性: リソースの使用をビジネス・モデルに完全に結びつけることが
できます。

インテグレーションは、

「コンテナ・ベースで、

非集中型の、
マイクロサービスと
親和性の高いシステム連携

ソリューション向け

アーキテクチャー」
と定義
されます。

独立したレジリエンス: 適切に分離されているため、
あるマイクロサービス
に対する変更が他のマイクロサービスの実行に影響することはありません。

こうした利点を念頭に置き、集中型サイロに展開されていることの多いシステム
連携を、
マイクロサービス・アーキテクチャーをベースにした新しい視点で再創造
するとしたら、
どのようなものになるでしょう。
これが「アジャイル・
インテグレーション」
です。

従来型のシステム連携アーキテクチャー
一元的なプロビジョニングと管理

7

アジャイル・インテグレーション・アーキテクチャー

細粒度のデプロイメント、
オーナーシップの分散化、
クラウドネイティブ・イ
ンフラストラクチャー

アジャイル・インテグレーションには、以下のような、関連性がありながらも、
個別の 3 つの側面があります。

人とプロセス:

システム連携のオーナーシップの分散化。より自律的な
手法を活用し、
アプリケーション・チームが自分たちの
システム連携の作成と公開についてより細かく管理
できるようにするために、組織構造をどのように
調整すべきでしょうか。
また、作成された API、
メッセージ、
イベントを公開するにはどうすればよいでしょう。

アーキテクチャー:

細粒度のシステム間連携デプロイメント。
サイロ化された
ESB 上のシステム連携を、個々に保守および拡張できる
配置に分解することで、何が得られるでしょうか。
API およびイベントを使用して、企業全体でも企業外でも、
個々の統合を一貫して安全に使用できるようにする最も
簡単な方法は何でしょう。

テクノロジー:

クラウドネイティブ・インテグレーション・インフラストラクチャー。
コンテナなどのクラウドネイティブ・インフラストラクチャーを
最も適切に活用し、
ハイブリッドとマルチクラウドの環境全体で
アプリケーションとシステム連携の両方について生産性、
運用上の一貫性、移植性を向上するには、
どのようにすればよいでしょう。
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人とプロセス: インテグレーションに対するオーナーシップの分散

SOA は、集権化されたシステム連携チームと、
サービス・レイヤーの実装基盤を
作る傾向がありました。
集権化された専属チームは自分たちの連携テクノロジーを
よく把握していますが、連携対象のアプリケーションについて理解が不足
していたため、要件の解釈が遅く、
エラーを起こしがちでした。
プロジェクトが
動き始めると、
この関係が常に摩擦を生み出しました。

多くの組織ではアプリケーション・チームが独自のシステム連携環境を
所有することを望んでいましたが、
当時のテクノロジーとインフラストラクチャーでは
それを実現できませんでした。
細粒度のクラウドネイティブ・デプロイメントを
利用したアジャイル・インテグレーションへの移行により、構築、
テスト、
デプロイメントのパイプラインの多くが簡素化され、自動化されます。
これにより、
システム連携を構築・保守する責任を、
専属チーム以外にも分散することができます。

オーナーシップが分散化されたチーム

集中型のシステム連携チーム

連携

連携

連携

連携

連携

アプリケーション
連携の
開発者
スペシャリスト

アプリケーション
連携の
開発者
スペシャリスト

連携

システム
連携チーム

アプリケーション
開発者

アプリケーション
開発者

アプリケーション
開発者

アプリケーション
開発者

これは、
API 管理の重要性の向上と密接に関連しています。
チームは、
集権化された
API ゲートウェイ専門家チームに依存せずに、
チーム独自の API 公開を管理
できる必要があります。
API 管理により、
アプリケーション・チームは、
そうした
構成を自身で実行できるだけでなく、開発者ポータルに API とイベントの定義を
取り込み、
コンシューマーがそれらを簡単に見つけ、セルフ・オンボーディングして
使用できるようにすることもできます。
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さらに、
マイクロサービス・ベースのアプリケーションは多くの場合、
イベントを
使用して内部通信することを好みます。
集中型から分散型にしていくことにより、
それぞれで変更を行うことができ、
チームの自律性が向上します。
またアジャイル・
インテグレーションでは、
アプリケーション境界の内部でも外部でも、
チームが
イベント・ストリームを公開して利用できるようにする最良の方法について考慮
されています。

アーキテクチャー:細粒度のシステム連携デプロイメント

従来型のシステム連携は、ESB パターンによる集中型デプロイメントが特徴と
なってます。
このモデルでは、
すべてのシステム連携が、手厚く集中的に管理
されたサーバーにデプロイされますが、
これがプロジェクトのボトルネックとなる
可能性があります。
共有サーバーへのデプロイメントには、既存の重要な
インターフェースを不安定にさせるリスクがあります。
さらに、
個々のプロジェクトを
実行するチームが、新しい機能にアクセスするためにインテグレーション・
ミドルウェアをアップグレードすることを、単独で決定できません。

私たちは、
マイクロサービス・アーキテクチャーと同じ概念を利用して、
エンタープライズ全体の ESB をより小規模で管理しやすい専用コンポーネントに
分割できました。
こうした「細粒度のシステム連携デプロイメント」
パターンは、
専用の適切な規模のコンテナを提供して、
俊敏性、
拡張性、
回復力を改善するので、
これまでの集中型 ESB パターンとはまるで別のものに見えます。
次に説明する
クラウドネイティブ・インフラストラクチャーを活用することで、実行に専門家の
スキルを必要としない自動化されたパイプラインをセットアップすることがはるかに
容易になります。
これによって機械的なデプロイメント・プロセスが徹底的に簡素化
されるため、
統合によるビジネス上の価値の実現により多くの時間をかけることが
できます。
集中型 ESB

コンシューマー
(利用者）

細粒度のシステム連携デプロイメント
コンシューマー
(利用者）

システム連携

システム連携

プロバイダー(提供者)

プロバイダー
(提供者)

集中型 ESB と細粒度のシステム連携の単純比較
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細粒度のシステム連携デプロイメントは、
マイクロサービス・アーキテクチャーの
メリットを利用します。
細粒度のシステム連携デプロイメントの観点から、
マイクロサービスのメリットを振り返ってみましょう。
お客様が統合の

モダナイゼーションの行程の
どの段階にいるかを確認し、

アジャイル・インテグレーションの
実現に向けた次のステップを
確認してください。

アセスメントを始める
(英語)

俊敏性: ボトルネックになりがちな中央集中型のグループやインフラストラクチャーに
頼らずに、各チームが独立してシステム連携作業を行えます。
個々の統合フローへの
変更は他のフローとは独立して自動で再ビルドしてデプロイできるので、変更の
適用はより安全になり、稼働までのスピードを速めることができます。

拡張性: クラウド・インフラストラクチャーの効率的な伸縮可能スケーリングを活用し、
個々のフローが独立して拡張できるよう、運用上の懸念事項も自動化されています。

回復力: 独立した統合フローが個々のコンテナでデプロイされるので、
メモリー、
接続、CPU などの共有リソースを占有して別の統合フローに影響を与えることは
ありません。

テクノロジー: クラウドネイティブの連携インフラストラクチャー

アジャイル・インテグレーションでは、
システム連携機能がクラウドネイティブの
原則にそってデプロイされる必要があります。
これにより、Kubernetes ベースの
プラットフォームなどのクラウドネイティブ・プラットフォームが、
デプロイメント、
スケーリング、
可用性のタスクの多くを標準化された方法で実行できるようになります。
アジャイル・インテグレーションは、所定の機能をセットアップして管理するために
必要な連携のスキル・セットを標準化し、
その機能をマルチクラウド環境全体で
移植できるようにします。
クラウドネイティブ・アプローチを採用すると、
より多くのソリューションが軽量で
移植可能なアーキテクチャーに移行するため、DevOps チームが環境と対話する
方法と全体のソリューションに影響がもたらされ、効率性が向上します。

さらに、
クラウドネイティブのアプローチとテクノロジーにより、
ビルドと
デプロイメントのパイプラインの自動化がシンプルになり、
テスト環境のより
クリーンなセットアップと解体が可能になります。
これらのメリットは、
ビルドから
リリースまでのサイクルの大幅な短縮と、著しい生産性向上につながります。
クラウドネイティブ・アプローチへの移行は、大きな変化です。
大まかな特徴には
以下のものがあります。
細粒度のコンポーネント: 分割されたアプリケーションは、容易に変更し、
独立して拡張することができ、
リスクも低減します。

軽量ランタイム: 最小単位のコンポーネントを活用することにより、迅速な
デプロイメント、開始、
スケーリングが可能になり、
インフラストラクチャーの
リソースを最大限に活用できます。
Infrastructure as Code: コード化された記述から直接ビルドされた
インフラストラクチャーにより、
トポロジーが反復かつ移植可能なものになり、
信頼性の高い柔軟な環境を提供できます。
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アジャイル・メソッド: 実動への障害を最小限に抑え、機能を小規模な単位で
定期的にデリバリーすることで、
現行のビジネス・ニーズに合わせることができます。

上記の原則に従うと、Kubernetes のようなコンテナ・オーケストレーション・
プラットフォームでは、標準化された方法での自動スケーリング、
ロード・
バランシング、
デプロイメント、内部ルーティング、復元などが提供され、
プラットフォーム管理が大幅に簡素化されます。

最新のインテグレーション・ポートフォリオでは、
クラウドネイティブ・アプローチの
中核となる原則と標準を採用できる必要があります。
統合ランタイム、API 管理、
イベント・ストリーム、
メッセージング機能がすべてコンテナ・オーケストレーション・
プラットフォームを活用して、今日のソリューションで求められる移植性、運用の
一貫性、自動化を提供する必要があります。

アジャイル・インテグレーションのための
ハイブリッドなシステム連携プラットフォーム

システム連携プラットフォーム (アナリストの中には
「ハイブリッド・インテグレーション・
プラットフォーム」
と呼ぶ人もいます) は、中核となる連携機能を密接にまとめ、
組織がビジネス・ソリューションのためのシステム連携をより効率的で一貫した
方法で構築できるようにします。

ハイブリッド・インテグレーション・プラットフォームは、
オンプレミスとクラウドの
両方で実行されるシステム連携機能の集合です。
さまざまなスキル・レベルの
ユーザーが (インテグレーションの専門家も専門家以外も) 多様な連携パターンを
実行し、
それらを個々にデプロイして俊敏性を向上させることができます。

専門家でないユーザーは、簡単な問題を解決できるようになり、統合専門家は、
専門家レベルの管理機能を使用してより複雑なパターンを処理できるようになります。
これによって分散化が促進され、
ユーザーは共有資産を活用して個々にまたは
連携して作業することができる一方、ガバナンスが保持されます。

ハイブリッド統合
プラットフォームの採用を
推進する要因について、
最新の Ovums レポートを
お読みください。
ダウンロード
(英語)

クラウドネイティブ・インフラストラクチャーはますます一般的になっており、
お客様の連携プラットフォームも、
これを活用するように設計する必要があります。
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アジャイル・インテグレーション: 企業向けハイブリッドなシステム連携の最新アプローチ

IBM Cloud Pak for
Integration – Intel
テクノロジーで最適化。

IBM Cloud Pak for Integration

IBM Cloud Pak for Integration は、主要な一連の連携機能を、
シンプルかつ
高速で信頼性の高いプラットフォームに統合しています。

AI によって加速するアジャイル・インテグレーション・アプローチを採用して、
幅広いチームによるシステム連携の構築を実現し、統合のスタイルと機能の
セットを活用して、連携のライフサイクル全体に AI と自動化を組み込みます。
強化されたセキュリティー、ガバナンス、可用性を維持しながら、統合
デプロイメントを加速してコストを削減し、全体の運用の効率性を改善します。
強力なシステム連携と API を短時間で容易に構築し、優れたパフォーマンスと
拡張性を実現して、比類ないエンドツーエンド機能を提供します。

IBM Cloud Pak for Integration は、業界で最も充実したハイブリッド・
インテグレーション・プラットフォームであり、
システム連携に必要となる主な
スタイルと機能がすべて組み込まれています。
任意のオンプレミスおよび
クラウド環境にワークロードをデプロイでき、最大の柔軟性を発揮します。
アプリケーションとデータの統合

複雑なレガシー・システムからシンプルな SaaS アプリケーションまで、
オンプレミスまたはクラウド内のアプリケーションとデータ・ソースを連携し、
ビジネス情報の交換を調整して、
データが必要な時に必要な場所で利用
できるようにします。

事前構築されたスマート・コネクターと、共有可能な共通アセット・リポジトリー
により、
デリバリー速度が向上し、
ソースの不一致に関する不安が取り除かれます。

ローコード/ノーコードのインテグレーション・ツールでは、
統合フローの構築時に
カスタム・マッピングの提案を示すために、
自然言語処理 (NLP) と AI を活用します。
API 管理

社内外の厳選された開発者コミュニティー向けに、
ビジネス・サービスを
再利用可能な API として公開し、管理します。
API 戦略を採用して、開発者が
さらに効率的に独自のデータとサービス・アセットを共有し、新しい
アプリケーションとビジネス機会を促進できるようにすることができます。

API 呼び出しや、CRM のようなソースからの販売データまたはマーケティング・
データに基づいて事前トレーニングされた AI モデルを活用し、
ビジネス価値の
分析を浮き彫りにします。
AIOps プラクティスを活用し、要求に基づいて動的に
スケーリングします。実稼働中のパフォーマンス問題を検出、特定、解決し、
連携を作成するプロセスにフィードバックします。
また、ベスト・プラクティスに
基づき将来の連携に関わるアセット作成に向けてトレーニングします。
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エンタープライズ・メッセージング

システムやネットワークに問題が発生した場合でもメッセージの損失や重複、
複雑な復旧のない信頼できるメッセージ送信を実現することで、場所と時間に
関係なくリアルタイムの情報を入手できるようにします。
完全に自動化された
フェイルオーバー、
動的に分散されるメッセージング・ワークロード、
高スループット、
再利用するキューの提案により、可用性が高く低遅延のソリューションを提供
できます。
イベント・ストリーミング

イベントに関連付けられたデータを分析し、
リアルタイムに対応します。
未使用の
データを利用し、
データに関するリアルタイムの洞察を活用して、応答の早い
カスタマー・エクスペリエンスを構築できます。
高速データ転送

オンプレミスとクラウドの間、
あるいはクラウド間で、素早く予測可能な方法で、
セキュリティー・レベルを強化して大量のデータを転送できます。
データ・セットが
非常に大規模な場合、
クラウド・プラットフォームの採用が促進されます。

プラットフォーム・レベルのセキュリティー、自動化、
モニタリング

API、連携データ、
その背後にあるシステムを保護するエッジ機能により、
エンタープライズを越えて接続と統合を拡張します。
稼働中の問題を検出し、
関連する自動化機能に基づいて対応します。
IBM Cloud Pak for Integration

統合のコストを 33% 削減しながら統合を最大 300% 高速化

API 管理

アプリケーション &
データの統合

エンタープライズ・
メッセージング

イベント・
ストリーミング

高速転送

IBM Cloud Pak for Integration は、
アジャイル・
インテグレーションのためのプラットフォームです。
これを
使用することで、複数の企業がシステム連携の展開を
300% 高速化し、連携のコストを 33% 以上削減、全体的な
運用の俊敏性を向上させました。
詳しくはこちら

14

