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導入アーキテクチャー：Service Oriented Architecture

株式会社サイバーリンクス
「サイバーリンクスSOAクラウド」のインフラストラクチャーに
IBM WebSphereソフトウェア製品群を採用
にはSOAベースの商用ミドルウェアを導入する
ことを決定しました。
そこでまず8社のベンダーの
製品を比較・検討することから始めたと、CDE
開発室 課長 松山 浩士氏は話します。
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WebSphereソフトウェア製品群により
早期の事業化を実現

2009年1月に正式発表された「サイバーリン
クスSOAクラウド」は、2009年の上半期から実

株式会社サイバーリンクス

お客様名

るため、
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