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はじめに 
InterSystems IRIS®および InterSystems IRIS for Health™は、インターシ

ステムズのデータ管理ソフトウェアの最新の製品です。データ負荷や分析負

荷の高い最先端のハイパフォーマンスアプリケーションの構築基盤となる、強

力なテクノロジーを提供することを目的に開発されました。 

現在、アプリケーションはより賢く、処理の高速化はますます進展し、API 駆

動型の傾向も強まり、統合性も高まっています。組み込まれる分析機能の数

と種類は増え、クラウドやコンテナの技術も活用されています。 

組織が生き残り成長していくためには、こうしたテクノロジーのトレンドに遅れ

を取ることは許されません。こうしている間にも競合他社は次々と新しいアプ

リケーションを導入し、既存のアプリケーションを改良して新機能を生み出し

ています。InterSystems IRIS は、新たな市場機会の獲得、競争力と市場適

合性の維持を支援し、あらゆる業界の組織に貢献するデータプラットフォーム

ソフトウェアです。そして、InterSystems IRIS の機能拡張として位置付けられ

るのが、医療データの複雑な接続、管理、変革を支援する InterSystems 
IRIS for Health です。 

このドキュメントでは、現在 InterSystems Caché®および InterSystems 
Ensemble®をお使いのお客様向けに、InterSystems IRIS と InterSystems 
IRIS for Health が提供する新機能について説明します。このドキュメントから、

パフォーマンスと拡張性を大幅に高める新しい機能や新分野の分析機能を

活かしたアイデアや計画が生まれ、現行アプリケーションの修正や更新、あ

るいは新規アプリケーションの開発へとつなげていただければ幸いです。 

 

InterSystems IRIS への移行 

2018 年に初めて提供を開始した InterSystems IRIS は、現在では数百のお

客様によって本番環境で運用されており、市場における地位を確実なものに

しています。インターシステムズは、既存のお客様やパートナー様向けに

Caché と Ensemble のサポートを引き続き提供していますが、新機能の開発

では InterSystems IRIS に注力しています。 

Caché と Ensemble のアプリケーションを InterSystems IRIS に移行するこ

との重要性と緊急性については、これまでに多くのお客様の声が寄せられて

います。このためインターシステムズでは、アプリケーションをその場でマイグ

レーションする方法を提供し、移行作業を最大限容易にするためのツールを

提供しています。 

このドキュメントでは、InterSystems IRIS が提供する重要な新機能をまとめ

ています。これらの機能の詳細情報については、ドキュメントやトレーニング

資料をご覧いただくか、インターシステムズのアカウントチームにお問い合わ

せください。 

簡潔にする目的から、このドキュメント全体で使用される「InterSystems 
IRIS」は、InterSystems IRIS と InterSystems IRIS for Health の両方
を意味しています。すべてのセクションは両方の製品に適用されます。
ドキュメントの末尾には、InterSystems IRIS for Health への移行に関
する医療分野に限定した情報を記載しています。 

分析機能 

相互運用性 データベース 



 

4 

パフォーマンスと拡張性：実行のスピード、規模、効率を向上 

パフォーマンス 

InterSystems IRIS のパフォーマンスと効率は Caché や Ensemble と比べ

て大幅に向上しています。グローバルに直接アクセスするアプリケーションは、

カーネルレベルで多数提供される拡張性とパフォーマンスの機能強化からメ

リットを得られます。たとえばノードテーブルでは、キャッシュされたデータブ

ロックの完全に透過的な最適化によって、グローバルのランダムアクセスが

20%、グローバルの逆走査が最大 75%高速化できることが、複数のテストで

判明しています。 

また、InterSystems IRIS の SQL エンジンには、Caché 2018.1 以降、改善

され完全に自動化された並列処理、コード生成の最適化、高度な統計の利

用によるクエリプラン最適化など、数多くの重要な機能強化が組み込まれて

います。実際のアプリケーションを使用して行われたテストによると、

InterSystems IRIS で実行される SQL クエリは、同一ハードウェアの Caché
または Ensemble で同じクエリを実行した場合と比べて、通常は少なくとも

25%、多くの場合はそれ以上に大幅に高速化されます 1。 

InterSystems IRIS を基盤とするアプリケーションによる分析は、より多くの

データソースから、より多くのデータをより速く分析することで、精度の高いリ

アルタイムの洞察に基づく行動を可能にします。 

たとえば、株式取引における不正取引の分析やコンプライアンスルールの適

用に InterSystems IRIS を使用すれば、機械学習アルゴリズム、ビジネスイ

ンテリジェンス、ビジネスルールを、取引や売買の完了後ではなくリアルタイ

ムで実行できます。 

 

 

図 1：複雑なクエリの実行時間（グラフの長さ=時間） 

 

 
1 www.intersystems.com/resources/detail/sql-performance-benchmark-of-intersystems-iris-data-platform 
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拡張性 

InterSystems IRIS では拡張性が大幅に強化されています。 

利用可能なシステムリソースの最大活用をもたらす垂直方向の拡張性は、イ

ンターシステムズが常に強みとしてきた特長です。その投資は InterSystems 
IRIS でも継続されており、ジャーナリングとデジャーナリングの効率化など

カーネルレベルの機能強化を通して、利用可能なメモリ、CPU、IO 帯域幅を

最先端のハードウェアプラットフォームで活用できます。 

SQL アプリケーションの拡張では、InterSystems IRIS は、改善され自動化さ

れた並列処理により、個々のクエリに対してメモリと複数の CPU を効率的に

使用します。この機能をサポートする InterSystems IRIS のワークキューマ

ネージャーインフラストラクチャは ObjectScript 開発者にも提供されるため、

Caché と Ensemble の手動による JOB コマンドに依存していたアプリケー

ションの利便性、堅牢性、効率性が向上します。 

InterSystems IRIS には、水平方向の拡張性に対応するシャーディングと呼

ばれるメカニズムが実装されています。これは、大規模なデータベーステーブ

ルを分割して、分割後のそれぞれの部分を、独立した個別の InterSystems 
IRIS インスタンスに格納するものです。これらの「データノード」の一つひとつ

に CPU とメモリリソースが個別に割り当てられ、自由に使用できます。シャー

ディングされたテーブルへのクエリは各ノード上で並列に実行されるため、ク

エリ結果の生成時間は大幅に短縮されます。 

この新機能は、ECP（エンタープライズキャッシュプロトコル）アプリケーション

サーバーを追加してアプリケーションのコンピューティング層を拡張し、分散

キャッシュを構築して、大量ユーザーの処理を効率化できるインターシステム

ズの ECP 機能を補完するものです。InterSystems IRIS ではさまざまな手法

で ECP が強化されていますが、特に力を入れているのが、数万人の同時

ユーザーをサポートする最も要求の厳しい稼働システムを支援することです。 

共通の傾向として、現時点ではデータセットが小規模なアプリケーションで

あっても、時間とともにデータ量は増え、より多くのデータを有意義な洞察と

アクションにリアルタイムに変換する能力が求められるようになります。 
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展開：クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド 

コンテナテクノロジーのサポート 

InterSystems IRIS は、OCI 準拠の Docker コンテナとして提供され、

InterSystems IRIS を含むお客様作成のコンテナもサポートしています。コン

テナはクラウド展開において急速に採用が進んでいますが、オンプレミスや

デバイスベースの配備でも、移植性や DevOps 上のメリットが得られます。 

コンテナを使用することで、ソリューションのソフトウェアと必要な設定および

構成（InterSystems IRIS ソフトウェア、アプリケーションコード、依存関係、そ

の他のライブラリなど）を不変の「イメージ」にパッケージ化して、あらゆる OCI
準拠のエンジンに配備して実行できるようになります。 

配備に Docker イメージを使用することで、アプリケーションを環境間で移動

する際に、構成ミスやライブラリ不足などの問題が発生しなくなります。 

アプリケーションがコンテナイメージにパッケージ化されると、開発者やテスト

担当者は、ローカルやクラウドインフラ上にイメージをすばやく簡単に展開し

インスタンス化して、臨時のテストやデモンストレーションに使用することがで

きます。必要な作業が終われば、インスタンスは簡単に破棄できます。 

コンテナイメージは、開発用などのサーバーからテスト用など別のサーバー

に移動できます。また、クラウドインスタンスにプッシュして、そのイメージに基

づくコンテナをクラウドインスタンスから「起動」することもできます。 

コンテナイメージとコンテナは、最新の DevOps ワークフローとインフラストラ

クチャに欠かせない構成要素です。数多くの組織が、日々行われるソフトウェ

アの機能強化や修正点を適宜スピーディに適用する方法を模索しています。

そうした中でコンテナは、ソフトウェア開発ライフサイクルの負担削減に貢献し

ます。 

 

InterSystems Kubernetes Operator 

Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードやサービスを管理するための

オープンソースのプラットフォームです。宣言型の構成と自動化を促進する

Kubernetes の大規模なエコシステムは急速に拡大しており、Kubernetes の

サービス、サポート、ツールも幅広く提供されています。あらゆる主要パブリッ

ククラウドではマネージドサービスとして利用できます。 

InterSystems Kubernetes Operator（IKO）は、InterSystems IRIS 固有の知

見とベストプラクティスを、使いやすい自動化ツールにまとめたものです。IKO
による Kubernetes API の拡張では、InterSystems IRIS のシャードクラスタ

を表すカスタムリソースが使用されます。この IrisCluster と呼ばれるリソース

は、IKO がインストールされるすべての Kubernetes プラットフォームに展開

できます。 

IKO を中心とする InterSystems IRIS によるコンテナテクノロジーのサポー

トを活用することで、テスト設定の効率化から完全に自動化された CI/CD パ

イプラインの展開まで、幅広い DevOps 手法を実践できるようになります。 
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クラウドのサポート 

クラウド配備をサポートする InterSystems IRIS は、InterSystems Cloud 
Manager と呼ばれるツールを提供しています。Cloud Manager を使用するこ

とで、次の作業を自動化できます。 

 サーバーの作成（プロビジョニング）：Microsoft Azure、Amazon Web 
Services、Google Cloud Platform などが対象となります。構成には、単一

サーバーアーキテクチャ、ミラー化サーバーアーキテクチャ、複数ホストを

持つアーキテクチャなどがあります。 

 ソフトウェアアプリケーションの配備：特定ソリューションのコンテナイメージ

を指定する構成ファイルに基づき、プロビジョニング済みインフラストラク

チャに配備します。 

Cloud Manager を使用することで、クラウド環境やオンプレミス環境へのイン

フラストラクチャのプロビジョニングと、それらの環境へのアプリケーション展

開を高速化および自動化できます。この「オールイン型」のアプローチにより、

クラウドやコンテナテクノロジーに初めて触れる InterSystems のお客様もす

ぐに作業を開始し、ベストプラクティスの構成に従ってソリューションを配備す

ることができます。 
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開発：API ファースト、使い慣れた言語 

API 管理 

ソリューション開発者は、InterSystems IRIS が提供するフルライフサイクル

の API 管理プラットフォームである InterSystems API Manager を使用して、

InterSystems IRIS で開発およびホストされた REST API コレクションを管理

することができます。 

 

InterSystems API Manager は、認証、暗号化、分散型サービス拒否攻撃

に対する防御、API フィルタリングなどさまざまな機能を提供します。 

さらに、ログ記録、要求の監視と管理、API 使用状況の分析、API のバージョ

ン管理サポート、さらに、新しい API バージョンのリリース前に行われる「カナ

リア」テストのサポートも提供します。API Manager は、InterSystems IRISの

お客様の間で利用率が非常に高く、これまで Caché や Ensemble を使用し

てきたお客様による InterSystems IRIS への移行を強く後押しする要因にも

なっています。 

Caché と Ensemble でも REST のサポートを提供していましたが、

InterSystems IRIS では API ファーストの開発アプローチを提供しています。

これにより、OpenAPI 仕様に基づく REST API エンドポイントの設計から開

発をスタートでき、その後の作業は、サービスの機能を実際に InterSystems 
IRIS に実装するバックエンドのプログラミングコードと、サービスを使用するフ

ロントエンド GUI（必要な場合）の開発となります。このアプローチでは、機能

変更に関するコミュニケーションと実装の重要なポイントを API が担うことで、

フロントエンドチームとバックエンドチームが効果的な合意を形成することが

できます。 

さらに InterSystems IRIS では、InterSystems IRIS の REST API へのユー

ザーインターフェイスを構築する追加機能が提供されます。これは OpenAPI
仕様の採用により実現されています。 

現在、InterSystems IRIS で定義されているあらゆる REST API の OpenAPI
仕様を生成することができます。この仕様を Swagger などのツールやその他

のアプリケーションに読み込むことで、API を使用するソリューションを迅速に

開発できます。 
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クライアントサイド/サーバーサイドプログラミングの強化 

従来、Caché および Ensemble ソリューションの開発者には、クライアントサ

イドインターフェイスや中間層アプリケーションを構築するためのテクノロジー

の選択肢が豊富に提供されてきました。これらの多様な言語環境は、データ

の取得や送信のため、ドライバを介してバックエンドの Caché または

Ensemble アプリケーションに接続されます。 

InterSystems IRIS では、こうした言語の接続機能を見直しました。さらに重

要なのは、クライアントとサーバー間の通信パフォーマンスが強化されている

点です。 

サポートされている言語には Java、.NET、Node.js、Python などがあります。

開発者は豊富な選択肢から使いやすいテクノロジーを選び、クライアントアプ

リケーションの基盤にすることができます。外部プログラムによる

InterSystems IRIS への接続には、ODBC、JDBC、ADO.NET、Hibernate、
Entity Framework、XEP、固有の直接的アクセスなど、さまざまな接続オプ

ションを使用できます。 

また InterSystems IRIS は、Angular や React などの JSON および REST 
Web フレームワークを使用したモバイルクライアント開発もサポートします。 

InterSystems IRIS の最近のリリースでもサポートが大幅に強化され、外部

言語ゲートウェイを使用してサーバーサイドのビジネスロジックを Java、.NET、
Python、R で実装し、ObjectScript、SQL、または相互運用性機能由来のビ

ジネスプロセスから直接呼び出せるようになりました。このゲートウェイテクノ

ロジーにより、ソリューション開発者は、最高のスループットと堅牢性を維持し

つつ、アプリケーションのあらゆるレベルの作業を使い慣れた技術で遂行す

ることができます。 
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分析機能と AI：よりスマートなアプリケーションの構築 

InterSystems IRISは、お客様とパートナー様の多様な要件に応じたさまざま

な種類の分析機能を提供します。InterSystems IntegratedML™と自然言語

処理（NLP）機能は、InterSystems IRIS のすべてのお客様にご利用いただ

けます。また、一般的なサードパーティのビジネスインテリジェンス（BI）ツー

ルから ODBC と JDBC を介して直接アクセスできます。InterSystems IRIS
のオプションとして利用できる追加機能には、 InterSystems Reports、
InterSystems IRIS Business Intelligence、InterSystems IRIS® Adaptive 
Analytics などがあります。 

Adaptive Analytics 

Adaptive Analyticsはオプションの拡張機能です。BIや人工知能（AI）の一般

的なクライアントツールと InterSystems IRIS の間にビジネス指向の仮想

データモデル層を提供し、InterSystems IRISをさらに強化します。これにより

データ管理者やビジネスユーザーは、IT 部門の力を借りずに簡単にデータを

探索し分析できるようになります。 

Adaptive Analytics では、データの再構成、一貫性のある計算済みメジャー

の定義、明確なデータフィールドの命名を可能にする「仮想キューブ」形式の

データモデルを、直観性に優れたユーザーインターフェイスで構築できます。

データモデルが一元化、共通化されることで、定義や計算方法が一致しない

という問題を解決できるだけでなく、ビジネスの指標やデータの特性を、一貫

性のある統合ビューでエンドユーザーに提示できるようになります。 

Adaptive Analytics の主な特長には次のようなものがあります。 

 データが InterSystems IRIS に保持されるため、データのコピーや移動に

伴う複雑性やパフォーマンス低下の問題を回避できる。 

 データ管理者が Adaptive Analytics モデラーを使用してビジネスユーザー

が利用できる形式でデータを提供するため、複雑なデータ構造、テーブル、

リレーションシップの知識は不要。 

 データモデルの変更は仮想キューブとして公開されるため、ユーザーの作

業は中断せず、キューブの再構築を待つ必要がない。 

 分析機能のユーザーは、Microsoft Excel、PowerBI、Tableau などの使い

慣れた BI ツールを使用して、共通の OLAP（Online Analytical Processing）
モデルを利用できる。 

 Adaptive Analytics は、InterSystems IRIS に保存されているあらゆるデー

タをライブ接続で利用するため、コンテンツを部分的にしか利用できない問

題や、抽出データが古いといった問題がない。 

 データアクセスの統制や不正アクセスに対する機密データ保護を、

Adaptive Analytics が提供する単一の層で実行できる。 
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ビジネスインテリジェンス 

Caché と Ensemble は、InterSystems IRIS Business Intelligence（旧称

InterSystems DeepSee）を使用した OLAP キューブのモデル化をサポートし

ています。この機能により、リアルタイムのビジネスインテリジェンスを組み込

み、多次元分析クエリに迅速に応答を返せるようになります。この OLAP エン

ジンをデータプラットフォーム内部で利用できるということは、アプリケーション

パートナーは、サーバーサイドやクライアントサイドへの追加インストールなし

で、アプリケーションに分析機能やダッシュボードを組み込めることを意味し

ます。これによって開発と導入がさらに迅速かつ容易になります。 

InterSystems IRISでは、BIクエリのパフォーマンス強化と新しいSelective 
Build機能により、従来のような再設計作業に伴うダウンタイムを必要とせず

に次元モデルを変更できるようになりました。 

 

 

機械学習 

機械学習（ML）や AI などの高度な分析機能をソリューションに組み込むこと

に対する需要は高まるばかりです。 

ある程度の AI 機能を提供しないアプリケーションは今後市場シェアを失い続

けるだろうと複数のアナリストが予測しており、実際このような傾向はあらゆ

る業界で見られます。 

精度の高い ML モデルを構築するにはデータサイエンティストならではのスキ

ルが必要です。そして今、データサイエンティストは、最も人材が枯渇してい

る役職の 1 つとなりました。データサイエンス人材の獲得にそれほど苦労しな

かった場合でも、MLモデルを本番アプリケーションに組み込み運用可能にす

るという、別の困難が待ち受けています。これについては、構築されたモデル

の半数以上が運用開始を迎えていないことが複数のアナリストの報告で指

摘されているとおりです。 

これら 2 つの課題を解決するのが、InterSystems IRIS に組み込まれた

AutoML 機能の InterSystems IntegratedML です。IntegratedML の使いや

すい SQL インターフェイスにより、アプリケーション開発者はデータサイエン

スの事前トレーニングなしでMLモデルを迅速に構築し、テストすることができ

ます。 

 



 

12 

 

これらのモデルをアプリケーション内で利用する場合に必要なのは、シンプル

な SQL 関数を呼び出すことだけです。接続やモデル管理の部分は、運用化

の作業の多くが複雑化する原因となりますが、これをすべて InterSystems 
IRIS に任せることができます。 

InterSystems IntegratedML によってアプリケーション内 ML の常識が変

わります。アプリケーション開発者は、かつて経験したことがないスピードと使

いやすさで ML モデルを構築し、組み込めるようになります。 

IntegratedML は、従来はデータサイエンティストの仕事だった特徴量エンジ

ニアリングや反復最適化を、追加のコンピューティングリソースを活用して実

行しますが、IntegratedML 自体はデータサイエンティストに代わる存在では

ありません。IntegratedML は、データチームによる初期モデルの迅速な構築

を支援し、具体的な問題に対するデータセットの予測値評価の負担を軽減す

るものです。その後、経験を積んだデータサイエンティストが、自身が持つス

キルと経験を必要とするような難しい課題を選ぶことで、モデルの精度をさら

に高めることができます。ここで IntegratedML が果たしているのは、手元に

あるスキルの効率的な活用を通して、チームの処理能力を高める役割です。 

InterSystems IRIS が提供する Apache Spark コネクターを使用し、Apache 
Spark と InterSystems IRIS を高スループッ トで接続することで、

InterSystems IRIS で管理される大規模データセットを使ったデータサイエン

ティストの作業を効率化できます。大規模なデータセットを扱うデータサイエン

ティストの多くが、Apache Spark を使用してデータと ML パイプラインを構築

しているため、この部分のスループットは非常に重要です。InterSystems 
IRIS は、指定された構成でのデータロケーションに関する情報とすべての実

装済みデータベースシャードの情報を使用して、コンピューティングワーク

ロードをインテリジェントに分散することで、データプラットフォームソフトウェア

の複数インスタンスにわたるクエリの並列処理を可能にします。 

その結果、システムリソース利用の効率化、スループットの向上、クエリ時間

の短縮、データサイエンティストのユーザーエクスペリエンスの向上が実現さ

れます。 

IntegratedML が既定で使用するのは、TensorFlow や scikit-learn などの有

名なオープンソースパッケージを基盤とする InterSystems独自のAutoMLエ

ンジンですが、大手 AI プロバイダーである H2O や DataRobot のサードパー

ティエンジンを選択することもできます。これらのエンジンは、前述のシンプル

な SQL ベースの API に従って追加設定なしで使用できます。 

DataRobot もインターシステムズのパートナー企業です。DataRobot のエン

タープライズ AI 向けクラウドベースプラットフォームを活用することで、

InterSystems IRIS を基盤とするアプリケーションに、同社の最新の成果を常

に取り込むことができます。 

データサイエンティストが外部ツールを使って開発した機械学習モデルも、

InterSystems IRIS のプロダクションにシームレスに組み込み、業界標準の

PMML（Predictive Modeling Markup Language）に基づいてデータベースエ

ンジン内でネイティブに実行できます。これらのモデルは、リアルタイムのビジ

ネスプロセスに埋め込み、リアルタイムのデータを使って高パフォーマンスで

実行できます。これにより、既存のプロダクションが AI 対応ソリューションに

生まれ変わります。 



InterSystems.com/jp/ 
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テキスト分析 

InterSystems IRISに搭載されている自然言語処理（NLP）機能を使用するこ

とで、非構造化データを探索し、特定の情報を抽出して、洞察を得ることがで

きます。この機能がその他の手法と異なるのは、独自のボトムアップアプロー

チを採用している点です。これは、対象のドメインを絞り込むトップダウンアプ

ローチではなく、テキストそのものの中からコンセプトとコンテキストを検出し、

深い言語理解を活用するものです。これにより、手間と制約の多い辞書やオ

ントロジーの事前定義プロセスは不要になります。 

この強力な機能により、構造化データに限定されないあらゆるデータの分析

が実現します。アプリケーション内で直接使用するのはもちろん、従来の BI
機能と組み合わせることも可能です。 

現在 InterSystems IRIS では、NLP が追加コストなしで標準搭載されていま

す。さらに InterSystems IRIS は UIMA（Unified Information Management 
Architecture）標準もサポートしているため、ソリューション開発者は、

InterSystems、サードパーティ、カスタムの NLP コンポーネントを単一のパイ

プラインに埋め込み、その出力を InterSystems IRIS アプリケーションで簡単

に管理し、活用することができます。 

InterSystems のレポート 

レポートやフォームの配布や閲覧を必要とするお客様は、InterSystems IRIS
が提供する堅牢かつ最新のレポートソリューションである InterSystems 
Reports を利用できます。InterSystems Reports は次のような機能を提供し

ます。 

 組み込み型の運用レポート：レポート開発者とエンドユーザーの両方がカス

タマイズできます。 

 ピクセル単位の精度によるフォーマット設定：非常に特殊なフォームのグ

リッドや、請求書、文書、フォーム向けの専門的なレイアウト要素を開発で

きます。 

 グループ化されたレイアウト：集計データと詳細データに対応した構成を提

供します。 

 ヘッダー、フッター、集計、詳細データ、画像、サブレポートを正確に配置で

きる機能 

 ページレポートの豊富な選択肢 

 大型の動的レポートのスケジュール設定および配布機能（PDF、XLS、

HTML、XML その他のファイル形式へのエクスポートなど）、印刷機能、法

規制準拠のためのアーカイブ機能 
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統合と相互運用性：フィールド接続アプリケーション 

相互運用性 

他のシステムと接続できることは、ほぼすべてのアプリケーションに現在求め

られる必須条件です。その目的も、シンプルなデータ転送、複数ソースの情

報を集約する新しいサービス、多様なシステムに基づく一貫したデータによる

ビジネスユーザーのサポート、エンドツーエンドのシームレスな複合型ワーク

フローによるプロセス自動化などさまざまです。インターシステムズではこうし

た声に応え、Ensemble の接続アプリケーション向け統合エンジンおよび開

発フレームワークを InterSystems IRIS に組み込みました。 

InterSystems IRIS は「ローコード」のアプローチで相互運用性を実現するこ

とで、統合ソリューションの提供に要する時間を短縮しています。ビジネスプ

ロセスの設計、ビジネスルールや手動ワークフローの適用、データおよびメッ

セージ変換の定義に、グラフィカルなドラッグアンドドロップエディターを使用

できます。さらに InterSystems IRIS では Ensemble にはなかった数多くのイ

ンターフェイスが新たに追加または強化されています。これらのインターフェ

イスを使用すれば、最も複雑な設定作業でもわかりやすく進めていくことがで

きます。 

InterSystems IRIS は、IRIS と外部のアプリケーションやシステムとの間の接

続状態、接続アダプター（TCP、FTP、リレーショナルデータベース、REST な

ど）、メッセージキュー、ペイロードをすべて管理します。 

メッセージは自動保存され、監査や視覚的な追跡も簡単に行うことができる

ため、送受信トラフィック、キュー、メッセージ量などの監視プログラムをソフト

ウェア開発者が開発する必要はありません。また、履歴メッセージコンテンツ

の永続化、メッセージの再送/再ルーティング/アラート/イベントのログ記録、

プロセスロジックを実行する同時スレッド間の調整に関する懸念も不要です。 
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プロダクションの拡張機能 

さまざまな規格や通信プロトコルは常に変化を続けています。このため、外部

ソースやシステムとの接続に専用のアダプターが必要となる場合があります。 

InterSystems IRIS Production EXtension（PEX）は、既存のライブラリや

コードを使用した、Java および .NET プログラミング言語による新たな

InterSystems IRIS 相互運用性コンポーネントの開発を可能にする、Java 開

発者と.NET 開発者の能力を拡張するフレームワークです。 

PEX により、PEX 対応言語や InterSystems ObjectScript で実装されたビジ

ネスサービス、プロセス、オペレーションを柔軟に接続できるようになります。

また、インバウンドアダプターとアウトバウンドアダプターの開発にも PEX を

使用できます。PEX フレームワークでは、アプリケーション開発者がプロダク

ション全体を Java または.NET で作成することも、Java、.NET、または

ObjectScript のコンポーネントが混在するプロダクションを作成することもで

きます。これらが統合されると、Java や.NET で記述されたプロダクションコン

ポーネントが実行時に呼び出され、PEX フレームワークを使用してプロダク

ション内のその他のコンポーネントにメッセージが送信されます。 

PEX によって、InterSystems IRIS が統合可能および通信可能なアプリ

ケーションとシステムのライブラリは大幅に拡大されます。 

医療分野独自の機能：InterSystems IRIS for Health 

InterSystems IRIS for Health は、医療データの形式を変換する機能が組み

込まれた、InterSystems IRIS の拡張プラットフォームです。インターシステム

ズでは、相互運用性に対応した医療業界の最新標準である HL7 FHIR 
Release 4（R4）をサポートしているため、FHIR R4 に基づく、病院内外の

データを統合する革新的な医療アプリケーションを開発することができます。

インターシステムズの FHIR サポートには、FHIR のプロファイルとパッケージ、

FHIRPath、以前の医療標準（HL7v2 など）から FHIR R4 への変換などがあ

ります。HL7 Migration Toolingは、Cloverleaf、DataGate、eGateなど、その

他のインターフェイスエンジンから Health Connect へのロジック移行を支援

します。 

インターシステムズはさらに X12 スキーマのサポートも提供します。たとえば

要素の検証によってデータ品質を向上できるため、請求アプリケーションの

サポートの可能性が生まれます。また、新しい X12 ビジネスサービスと X12
ビジネスオペレーションを使用して、X12メッセージを転送および変換すること

ができます。 

InterSystems IRIS for Health は各種の IHE プロファイルもサポートしています。 

参考資料 

その他の情報については、インターシステムズのセールスエンジニアにお問

い合わせいただくか、InterSystems.com/jp/Migrate/をご覧ください。 

 

https://www.intersystems.com/jp/migrate-to-intersystems-iris/


 

 

インターシステムズ製品の機能比較 

機能 
InterSystems 

IRIS for 
Health 

InterSystems 
IRIS Ensemble Caché 

正規化された医療メッセージモデル ✔    

事前設定済みの医療メッセージング変換 ✔    

高度な FHIR 開発 ✔    

FHIR リソースリポジトリ ✔    

標準のサポート強化 – FHIR および IHE ✔    

医療インターフェイスエンジニア向けの生産性ツール ✔    

展開の柔軟性：オンプレミス、クラウド、マルチクラウド、またはハイブリッド ✔ ✔   

コンテナ、Kubernetes によるソフトウェア提供 ✔ ✔   

クライアントサイド開発、ODBC、JDBC、Java、.NET、Python、Node.JS の強化 ✔ ✔   

IntegratedML による機械学習 ✔ ✔   

Adaptive Analytics によるセルフサービス分析 ✔ ✔   

Apache Spark コネクターおよびデータ変換 ✔ ✔   

フルライフサイクルの API 管理 ✔ ✔   

ピクセル単位の精度によるレポート作成 ✔ ✔   

データとコンピューティングに対する水平方向の拡張性 ✔ ✔   

グラフィカルエディターによるビジネスプロセスオーケストレーション ✔ ✔ ✔  

複合型のビジネスプロセスオーケストレーション ✔ ✔ ✔  

メッセージ配信が保証されたメッセージングエンジン ✔ ✔ ✔  

接続アダプターとデータ変換 ✔ ✔ ✔ ✔ 

テキスト分析 ✔ ✔ ✔ ✔ 

組み込み型のビジネスインテリジェンス ✔ ✔ ✔ ✔ 

行レベルのセキュリティ、認証、承認、監査 ✔ ✔ ✔ ✔ 

マルチモデルデータベース ✔ ✔ ✔ ✔ 

マルチワークロードデータベース（トランザクションと分析） ✔ ✔ ✔ ✔ 
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