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本社
台北

2015 2016 2017 2018 2019 2020

● 2005年設立

● 世界の社員550名超過、このうちエンジニア数が80％
超過

● 台湾の主要なフィンテックソリューションプロバイダ

● Gartner アジア太平洋地区 2018 年 Cool Vendor 受賞

● 300+の各種プロジェクト成功実績

● 指標的な顧客:星展銀行、渣打銀行、澳盛銀行、易利信、
国泰集団、台新金控、台北市政府等

● 安定的な年度収益、年平均成長率CAGRは36％
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シンガポー
ル

ベトナムホー
チミン

台湾台北

昕力について

研究開発センター – 台北民権

プロジェクト管理センター

– 台北内湖
– 台中
– 新竹

開発センター

– 台南

– 高雄



特許の栄誉と世界の承認

GARTNER 経済部智慧財産局 経済部中小企業処 ISO
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Gartner 
2018年アジア太平洋地区

Cool Vendor獲得

台湾唯一の入選企業

DigiFusion
製品研究開発、

イノベーションそれぞれ

10項目の実用新案権と

特許県取得

(特許第M602231号)

SysTalk.Chat
2020年第2回スタートアップ

共同供給契約による購入

第1位

ISO 27001 認証
取得

情報セキュリティー

専門企業として承認



各産業を代表する顧客

銀行 保険 政府 交通電信消費ハイテク...
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企業用管理サービスプラットフォーム
DigiFusion 

digiRunner は、企業用 API サ

ービスプラットフォームです。

オープンアーキテクチャに

100%則り、完全な API 開発設

計、配置と配信、監視管理を

提供します。

digilogsは、複数のシステムデ

ータログを一括統合し、連結さ

れた軌跡の検索、完全な取引

プロセス解析を提供します。

API 

管理プラットフォー
ム

ログ

管理システム



The Best API 

Management 

Platform
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API 管理のFAQ
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API が多すぎ、管理方法がわからない 外部の提携パートナー
が使用可能な API及び
アクセス権が異なる

データの安全性を確
保できず、盗まれる
心配がある

API の管理が難しい 使用許諾

形式が統一されていない データの安全性

API の規格は多種あり、形
式が統一されていない。全
部書き換えることは困難



企業用 API 管理プラットフォーム

集中的 API管理及び使用許諾、全面的な情報セキュリティー、トラフィック保護、各種監視と

警報配信も考慮し、迅速に変化に対応し、企業用デジタルサービス提供の中核システムの役

割を担います 楽に 管理、配置、 APIs確立
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❖ 既存のAPI組み合わせ、各種

protocol連携

❖ 作成した APIは OAS 2.0 及び 3.0

と符合

❖ 強大且つ多種の開発ノード内蔵

❖ 迅速な形式変換及びバックエンド

システム連携

❖ API Reusable

❖ Swaggerドキュメントの設定、自動

作成が可能
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API 再構成・配置可能 制限なしの機動的な運用



❖ 使用者管理

❖ 顧客管理 (TSP)

❖ システム機能管理

❖ システムサービス申請と審査

❖ API管理

❖ API授権管理

❖ 顧客証明管理

❖ 各種レポート

❖ ポータルサイトバックグラウンド管理

❖ ポータルサイト顧客審査

❖ 監視管理

❖ システム現状照会
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容易な操作管理画面



• 各種配置環境を支援、ニーズに応じて柔軟な選択が可能

• On-Premise : 企業の自社環境配置を実現

• Cloud：主なクラウドプラットフォームを支援。

例:Azure、Google Cloud & Amazon AWS

• Hybrid：オンプレミスとクラウドを合体して環境配

置を統合

• Active-Active 構成

• High Availabilityを実現し、製品のバージョン更新時、

1台ごとに更新する方式で、ゼロダウンタイムを実現

● 支援する環境

○ Docker

○ VM

● 支援するOS

○ Linux

○ Windows 11

柔軟な配置構成
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The Best Log 

Management 

Platform
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データログ

ログは誰がいつ何をしたかを記録 ログ管理は困難

ログファイルの分散保存

手動でログを探すことは時間も手間もかかる
データは多く、複雑で、整理しても混乱しや
すい

問題発生を把握しにくい
システムの問題、エラー発生
結局IT担当者にしかわからない

柔軟性のない統一フィールド

各データベースの設定が異なる
データ検索の関連性が劣る

予測、警報配信が不能

システム問題防止のメカニズムが完備
されていない
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ITのO&Mを効率的にサポート - 企業運営を安全に継続
ログ管理機能を最適化、安全なハイテク管理戦略を確立

各システム別、取引別、
ホストルート解析

ログイン統合

LDAP、OAuth等
企業のシステム統合

権限管理

企業の権限
管理ニーズを統合

ログ検索

全文検索、柔軟な
コンテキスト関連検索

監視・警報配信

システム運用監視及び
ログ検知と即時警報配信

取引ルート

各種統計
分析レポート

分析レポート
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最良のワンストップ式ログ統合管理プラットフォーム

個人情報保護法と符合 GDPRと符合 挙証ニーズを満たす ITガバナンス実践

ログ集中管理プラットフォ
ーム

複数設備統合 アクセス権管理 個人パスワード非表示 データ分析

一括集中管理 全文検索 キーワード検索 ビッグデータの多元な解析



RDB と No SQL データベ

ースの高効率なあいまい

検索言語を支援➜ 検索の

高効率な一致を実現し、人

為ミスを減少

一般的なオープンネットワー

クアプリケーションセキュリテ

ィにおける共通の弱点を解決

➜ セキュリティを強化し、マ

ルウェアの攻撃から保護し、

安全な操作環境を提供

低難度のマルチノード分散コンピュー

ティングを支援し、動的増減計算能力

➜ 低難度の方式による分散コンピュ

ーティングを可能にし、動的計算機能

により、複数スケジュール同時進行時

の消化不能というデータベースの難

題を大幅に低減

特許取得の中核基盤構成
本製品の中核基盤構成は、当社が独自に研究開発し、8項目の実用新案権及び1項目の特許保護を取得しま

した。製品の稼働機能を効果的に向上し、開発者の進入難度を低下し、製品の競争力を強化します。これらの

重要且つ独特な応用は、以下を特長とします。

高効率なあいまい検索言語 情報セキュリティの弱点
をガード

低難度の分散コンピューティング
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オーダーメイドの専門サービス

すばやい開発、CI/CDと専門コンサルティングサービス

ワンストップ式企業ソリュー
ション

300を上まわる大型プロジェクト成功実績

ソフトウェア技術のパイオニア

企業用大型統合プロジェクトサービスを提供

認証を取得したベテランの専門職人員

> 55％が経験5年以上のエンジニア

自社ソフトウェア製品

企業のための完全なソリューションAIと新し
い応用

昕力の戦力とコアバリュー
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