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即効性のある、低コストでの統合
現在、あらゆる規模の企業が、困難で増大しつつある「統合ギャップ」
に直面しています。このギャップは、組織全体および組織を超えたミッ
ションクリティカルな情報を集約して共有する能力を妨げています。統
合に対する需要は増加し続けています。その要因としては、合併吸収活
動、電子商取引イニシアティブ、複数のアプリケーションの利用、法順
守の要件、ビジネスインテリジェンスに対するニーズ、サプライチェー
ンの管理、XML ベースの Web サービスなどがあります。しかし、これま
での統合ツールおよび手法が多大な費用と時間を必要とするために、企
業はこのギャップを埋めることができません。

Pervasive Data lntegrator
ETL（抽出、変換、ロード）
レガシデータの統合

Pervasive Business lntegrator
アプリケーションの統合
サプライヤおよび取引先との
統合
メッセージベースの統合インフ
ラストラクテャ

Pervasive Integration Products
Pervasive 統合フレームワークに基づいて構
築された Pervasive Data lntegrator はこの
統合上のギャップを狭めて、コスト効率良く
市場導入までの期間を短縮します。
Pervasive 統合パッケージによって、IT 部門
は常に変化する需要に対応し、同時に統合イ
ンフラストラクチャを必要に応じて強化して
います。これらの柔軟で組み込み可能なソリ
ューションを拡張性のあるプロジェクトの遂
行に迅速に導入して、低コスト（TCO）を実現
することができます。

利点：
大量のデータソースを集約して、
ビジネスインテリジェンスと報
告業務を改善します。
緊急の ETL プロジェクトに迅速
かつ簡単に対処します。
データヘのアクセスとデータ変
換プロセスを自動化します。

Pervasive Data Integrator

IT スタッフの能力を伸ばして､ど
のようなデータ移行プロジェク
トも取り扱うことができるよう
にします。

データを迅速かつコスト効率良く集約
および統合
インテリジェントな組織は、組織の全体像を把握
して分析し、意思決定機能を改善するために、す
べての情報源から集中保存装置にデータを適時
に効率良く集約しなければならないという問題
に直面しています。
Pervasive Data lntegrator は、大規模プロジェ
クトに対応しているばかりでなく、小規模なプロ
ジェクト志向のデータ移行タスクのための優れ
たソリューションでもある完全なデータ統合ソ
リューションを提供することによって、抽出、変
換、ロード（ETL）プロジェクトを新たな水準ま
で押し上げます。非構造化データなど、ほとんど
すべてのデータにアクセスし、それを変換してデ
ータウェアハウス、データマートや他の目標シス
テムにロードします。Pervasive Data lntegrator
を導入すれば、組織は、あらゆるデータ移行作業
を適用範囲にかかわらずイベント駆動または定
期的スケジュールによって自動化する、巧妙で柔
軟性に富んだソリューションを得ることができ
ます。

強み：

Pervasive Business Integrator
組織内または組織を超えて複数のアプリ
ケーションを統合
Pervasive Business lntegrator は、エンター
プライズアプリケーションやレガシデータス
トアヘの直接接続機能や XML ベースの基準な
ど業界取引標準のサポート機能、メッセージベ
ースのプロセス用に特別に構築されたインフ
ラストラクチャのサポート機能を備えており、
そうした機能によって統合問題に真正面から
取り組んでいます。そのイベント駆動型の、メ
ッセージベースのモデルは組織内外のアプリ
ケーションをコスト効率良く統合します。使い
勝手の良いグラフィック環境によって、技能的
にどのような水準のユーザーであろうとも即
座に生産性を高めることができ、同時に、業務
やデータフローに内在する非常
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レガシデータを整理整頓し、新し
いシステムにロードすることに
よって新しいアプリケーション
を導入しやすくします。
孤立したデータストアを開いて、
あらゆる場所に保存されている
データを組織内外で共有するこ
とができるようにします。
これまではレガシシステムや自
社製のシステムに孤立して保存
されていた貴重なデータを利用
できるようにします。

即効性のある、低コストの統合
に複雑な統合問題も解決する柔軟性も備え
ています。Pervasive Business Integrator
は設計時のメタデータを保存する XML ベース
のリポジトリや大規模なプロセス要件に対
応した高性能作成エンジンも備えています。

広範囲にわたる接続オプション
Pervasive 統合パッケージは、メッセージバ
スや Web サービス、一般的な ERP や CRM アプ
リケーションなどのデータソースに対する
豊かな接続機能を備えています。EDI、SWIFT、
EDIFACT、HIPAA など業界取引標準への対応
能力によって統合に要する時間を節減し、デ
ータの精度を改善します。

柔軟性を追求して構築
どのような規模の企業であれ、それぞれの企
業は独白の複雑なアプリケーションベース
のビジネスブロセス要件を持ち、管理部門の
データを取引先と共有して、Web サービスや
自動受注処理などを行っています。今日の
「より少ないリソースでよリ多くの処理を
こなす」という環境にあっては、多くのシス
テムに散在し、増加しつつあるデータヘアク
セスしたいというユーザーの要望がますま
す強まり、そのために総合的統合手法の必要
性が急増しています。Pervasive 統合パッケ
ージを使用すれば、組織はコスト効率良くレ
ガシシステムや既存のシステムを利用する
ことができ、新しい技術でゼロからやリ直す
必要はありません。貴社のビジネスシステム
および業務への接続性、貴社のビジネスニー
ズを満たすソリューションを構築する柔軟
性、統合ワークフロー管理、将来の成長に備
えた拡張性、オーブンアー牛テクチャなど、
すべて兼ね備えていれば、そのソリューショ
ンは利用可能な最も効率の良い統合ソリュ
ーションとなります。

カスタマイゼーション
Pervasive 統合ソフトウェアを使用するこ
とにより、IT 部門は変化し続けるビジネス
ニーズに対応可能な統合コンピュータ環境
を構築することができます。ロジックや業務
の規則をカスタマイズして、貴社独白の情報
システムと貴社の取引先のシステムとを非
常に柔軟性のある、編集しやすいグラフィッ
ク設計環境によって統合することができま
す。

すべて一体化されたワークフロー
プロセス管理
ドラッグ＆ドロップの簡単な操作でデータ
変換プロセスのフローの設計、変換や外部プ
ログラムの実行、SQL の実行、Microsoft DTS
（データ変換サービス）との連携、実行条件
制御などを行います。作成したプロセスは再
利用が可能です。

価値実現までの期間を短縮

短期間での導入

「短期間で導入することが
できたので、多くのデータ変
換やシステム統合にかかる
当社の膨大な時間とコスト
を節約しました。データ変換
時の使い勝手の良さ、柔軟
性、データソースと変換先の
タイプに対する無限とも思
われるサポートによって、悪
夢のようなプロジェクトを
何とか遂行し、完了すること
ができました。」
JWC Environmental

プロジェクトの
拡張性

「Pervasive Data lntegrator
はカスタムアプリケーション
の IO 倍以上のスピードで動作
しますが、同時にカスタムプロ
グラミングをせずに、その内容
を変えることができる柔軟性
を兼ね備えています。これまで
当社がデータの移行に費やし
ていた時間を半減することが
できました。」
Health Midwest Medical
Health Midwest
GroupMedical
Group

低総所有コスト

「お客様に提供する統合オプ
シ ョ ン に Pervasive Data
lntegrator を加えています。
それというのも、この製品は
非常に優れた時間節約の手段
として使い勝手が良く、他の
統合企業のコストと比べれば
ほんのわずかなコストで広範
囲にわたるフォーマットに対
する接続機能を提供してくれ
るからです。」
SmartStream Technologies

拡張性
Pervasive 統合ソフトウェアは、企業の成長
と共に進化して、増加し続けるユーザーの要
望とデータ呈に対応する拡張性のある統合モ
デルを求める声に応えています。Pervasive
の手法は、拡大し続けるユーザーの要求とト
ランザクションの負荷に対応するリアルタイ
ムの、イベント駆動型の、拡張性のあるソリ
ューションを提供することです。

低コスト
分散型アプリケーション統合の利点はほとん
どの組織がよく理解してはいますが、従来の
統合技術を用いて統合プロセスを展開、メン
テナンス、修正するには法外なコストがかか
ります。Pervasive Data lntegrator は次のよ
うな方法で統合コストを抑えます。

・
オープンアーキテクチャ
Pervasive は、新しく現れるアプリケーショ
ンに対応し、新しい技術をエンタープライズ
に取り入れたときに｢ブラグアンドブレイ｣機
能で対応できる柔軟な統合フレームワークを
備えています。Pervasive の統合に対する手
法は、組織が現在のニーズに対応することが
でき、同時に将来に対しても備えることがで
きるようにすることです。

価値の実現に要する期間の短縮
従来、アプリケーション統合ブロジェクトに
は長期間の学習や緩慢な展開スケジュール、
コストのかかる専門家による数力月に及ぶサ
ポートが必要でした。
Pervasive Data lntegrator は、簡単な統合
プロジェクトから最も複雑なものまで、あら
ゆる統合プロジェクトの開発期間を短縮し、
コストを削減します。
・学習しやすいため、開発者は最低限の
トレーニングさえ受ければ、統合ブロ
ジェクトに直ちに取り掛かることが
できます。
・統合プロセスや変換マップを設計しや
すいため、導入を早めることがで
きます。
・展開しやすいため、緊急の IT ブロジェ
クトを短期間で展開することができます。
・全社の IT スタッフからデータを他のア
ブリケーションに移植するエンドユー
ザーに至るまで、あらゆる技能レベル
の人たちが簡単に使用することができ
ます。

プロジェクトの拡張性
リスクを嫌い、予算に敏感な経営陣には、
小規模のプロジェクトが成功して、「再利
用可能な」コンポーネントがあれば、その
全社的な展開を承認する傾向があります。
したがって、Pervasive Data lntegrator は
この流れに応じて設計されています。多く
のユーザーに認められている実証済みのプ
ロジェクト設計コンポーネントは、他の部
門でも再利用することができ、時間と労力
を節約します。そこから、開発者は一部門
の統合プロジェクトを他部門にまたがるプ
ロジェクトにリンクさせ、全社的なプロジ
ェクトに展開させることができます。

・

・

・

・

強力で柔軟な設計環境によって、コスト
のかかるカスタムプログラミングを不要
にします。
組織の機能と効率を向上させる新しい統
合プロジェクトにプログラマを投入する
ことができるため、開発リソースを最大
限活用することができます。
短期間で導入し、
展開することによって、
全統合プロセスのコストやリスク を削
減します。
業界取引標準や本質的に異なるプラット
フォーム、
通信および転送プロトコ ル、
データフォーマットに対してさまざまな
接続オプションを備えています。
プロジェクトに拡張性があるため、組織
はまず小規模の統合プロジェクトから着
手し、その後大規模な統合プロジェクト
を展開して投資することができます。

組み込み可能
Pervasive 統合ソリューションを他のアプリ
ケーションに組み込んだ方が組織の統合ニー
ズを満たす場合、開発者が組み込みを望むこ
ともあるでしょう。Pervasive 統合ソリューシ
ョンは他のアプリケーションにシームレスに
組み込むことが可能で、そうすることによっ
て、統合プロセスを制御し、管理することが
できます。実装面積が小さく、複数のブログ
ラミングインターフェイスを備えているた
め、開発者にとって魅力的な組み込み統合オ
プションです。

Pervasive 統合プラットフォーム
Pervasive 統合パッケージの基本アーキテク
チャによって、開発者は 1 つの総合的環境で
ソリューションを設計し、展開し、管理する
ことができます。
・ 設計：使い勝手の良い、柔軟な開発環 境
は時間を節約し、コストを削減します。
トランスペアレントで再利用可能な設計
は他のプロジェクトで再利用することが
できます。
・ 配 備 :Windows の 実 装 環 境 に 適 合 さ せ
られる運用エンジン製品によって、開
発者はパフォーマンスを調整し、あら
ゆる規模のプロジェクトおよび統合シ
ナリオにも適応させることができます。
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利点：
統合プロセスの管理によってシ
ステム管理コストを削減します。
IT インフラストラクテャの柔軟
性を高めることによって、ビジネ
スの対応性を改善します。
組織全体にわたってデータフロ
ーを改善することができます。
レガシシステムを現在および将
来の業務にとって重要な新しい
技術と統合します。
複雑で多段階の業務を統合し、調
整します。
常に変化するビジネスニーズに
対して柔軟なデータアクセスと
データフローを可能にします。
どのようなアプリケーションま
たはデータソースでもＸＭＬの
やり取り、Web サービスの利用、
作成を可能にします。

即効性のある、低コストの統合
Pervasive Software の概要
管理：集中型の XML ベースのメタデー
タリポジトリによって、分散型統合管
理が可能になります。業務をリアルタ
イムで監視することにより、ダウンタ
イムを削減し、性能を最大限に発揮さ
せることができます。

Pervasive Software のアプリケーションおよびデータ統合パッケージ
求めるものが複数のアプリケーションの統合であっても、多くのデータソースのデータの
集約であっても、Pervasive 統合ソフトウェアはその必要条件を満たしています。
Pervasive Data lntegrator に関する詳細につきましては、
http://www.dataondemand.co.jp/ をご覧ください。

Pervasive Software はデータインフラス
トラクテャソフトウェアの世界的なリー
ディングカンパニーです。同社の受賞し
た製品を使用すれば、お客様はその基準
データの管理や統合、分析、保護を行う
ことができ、業界で最高のパフォーマン
ス、信頼性、コストを実現することがで
きます。Pervasive の強さはその顧客ベ
ースの大きさと多様さが証明しており、
世界中のほとんどすべての産業市場の数
万社に上る企業の役に立っています。テ
キサス州オースティンに本拠を置く
Pervasive は、1994 年に創立され、その
製品を 150 力国以上の国々で販売してい
ます。

Pervasive 統合ソリューションに関す
る詳細情報につきましては、
http://www.dataondemand.co.jp/
をご覧ください。

データ・オンデマンド ソフトウェア株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1－21－1
昭栄神田橋ビル３階
Tel:03-3293-5151 Fax:03-3293-5270
お問合せ：
salesinfo@dataondemand.co.jp

