東 京 電 力 テプコシステムズ
一般電気事業者／売上高 6 兆 8,024 億円（2014 年度）

バッチ処理の高速化、保守性や開発生産性の向上、
シンプルなシステム思考を習得。大量データ処理がキーとなる
大規模プロジェクトに向けて磨きをかけています。

オリジナルコマンドを活用。稼動統計バッチサーバの
日次・月次処理をそれぞれ 720倍、360倍に高速化
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