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NTTデータ２０年の歩みと今後の展望

●日本オラクル
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そして、NTT データとオラクル
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トータル・バリューの提供により
顧客の IT 投資の価値を最大化する

に、ミドルウェアやビジネスアプリ
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図 1 クラウドコンピューティング環境に必要なコンポーネントをフルスタックで提供
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図 2 SOA によって実現したいアプリケーションの統合
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