
重要なオペレーションのための
データ記録システム

PI Core
INTRODUCING

エンジニアがデータに基づいた意思
決定を行い、業務効率を向上させる
ために必要な情報を適切なタイミング
で得ることが出来ます



データに基づ いた洞察力でチームを強化し、品質
と安全性の維持を支援します。アセットのパフォー
マンスと稼働時間、 およびプロセスの効率性を向
上させ、また法規制やコンプライアンスへの対応
性を確保します。 

オペレーションデータに最適化
重要なデータの完全性と可用性は、事業会社の意
思決定者にとって非常に重要です。しかし、オペレー
ションデ ータは 他 のタイプ のデ ータとは 異 なりま
す。何百、何千ものデータストリームは、コンテキ
ストを追加しないと、その内容を理解して使用する
ことが困難です。

また、データへの高速なアクセスには、リレーショ
ナルデータではなく時系列に最適化されたデータ
ベース構造が必要です。 最も重要なことは、プロ
グラミングのスキルを持たない現場のエンジニア
や技術者が、リアルタイムでオペレーションデータ
を利用出来るということです。
PI Core は、オペレーションデータの収集、 強化、
可視化、共有を目的として設計された、高度な産
業用ソフトウェア製品のポートフォリオです。
PI Core を使用することで、運用チームは稼働時間
の最大化、安全性の維持、プロセス効率の向上等
に必要なデータに安全かつ迅速にアクセスすること
が出来ます。

エンジニア、オペレーター、プラントマネージャー、アナリストは皆、
リアルタイムで忠実度の高いオペレーションデータを得るために、
信頼出来る記録システムを必要としています。

The PI System   統合された製品ポートフォリオ

PI Cloud
高 度 な 分 析 の た め に 
ス ケ ー ラブ ル で 統 合 
されたデータサービス

PI Edge
遠隔設備とIIoTデバイスの
た め の 広 汎 なリアルタイム
データ収集

PI Core
オンプレミス上で
24時間365日
クリティカルな
運用に対応

PI Core はPI Systemの中核であり、リアルタイムのオペレーションデータをオンプレミスで管理します。
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運用面でのメリット
● オペレーションデータの収集にかかる時間と労力を
削減

● 重要なリアルタイムデータの完全性と可用性を確保

● オペレーションスタッフが、特別なプログラミング
等を用いずにセルフサービスでデータにアクセス
出来るようにすることで、より迅速に洞察を得るこ
とが可能

ビジネス面でのメリット
● 予測分析を行うため、数年分のデータに簡単にアク
セスすることが可能

● 厳選された信頼性の高いデータでビジネスアプリ
ケーションを推進

● 分析プラットフォーム、エンタープライズアプリケー
ション、ビジネスインテリジェンスツールへのデー
タの迅速な統合が可能

PI CORE
オンサイトオペレーションのリアルタイムデータを収集、保存、強化し、人、プラットフォーム、アプリケーション
に配信する産業用のソフトウェアの製品ポートフォリオ

任意のソースから時系列データを収集
PI Core は、 多様なソースから忠実度の高い時系
列データを収集するための豊富なオプションを提供
しています。当社は、レガシーアセットや独自開発
されたアセット、制御システム、センサーからのデー
タをネイティブにストリーミングするための何百も
のソリューションを開発してきました。最新の接続
規格や、 ベンダー固有の技術にも対応することが
可能です。これらの接続ソリューションを使用する
と、オペレーションデータ内の必要な情報にすぐに
アクセス出来るため、時間のかかる手動でのデー
タ収集作業が不要になります。

データの完全性と可用性
ネットワーク障害時に重要なデータが失われないよ
うにするために、PI Core の全てのデータ収集オプ
ションには、データバッファリング機能が含まれて
います。
また、フェイルオーバーやデータソースの自動検出
を選択して、クリーンで信頼性の高いデータを確保
することも出来ます。

データの保存、管理、強化 
PI Core ポートフォリオの中核をなす PI Server は、
業界で最も信頼性が高く、堅牢なデータヒストリア
ンです。PI Server は、時系列データの完全なオリ
ジナルデータを保持しているため、必要なときにい
つでもすぐにリアルタイムでデータを検索し、デー
タを可視化することが出来ます。
PI Server は、Microsoft Windows と Windows 
Core OS 上で動作し、 最高のパフォーマンスを実
現します。また、PI Server をプライベートクラウド・
インフラストラクチャーの環境上にコンテナ化して
展開することにより、クラウドのコスト削減の恩恵
を受けることも出来ます。
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Data Archive は、数年分のオペレーションデータの保存が可能な
ため、エンジニアやアナリストは、効率よくパターンやトレンドを
発見したり、データ関係を可視化したりすることが出来ます。

PI Coreソフトウェアのポートフォリオは、重要な運用環境においてリアルタイムのオペレーションデータを収集、強化し、適切な人に
適切なタイミングで提供します。

オペレーションデータのインフラストラクチャー

データのコンテキストと体系化
何百万ものデータストリームを理解するのは、コン
テキスト無しでは困難です。
PI Server には、オペレーションデータの使用、解釈、
共有を容易にする機能が搭載されています。Asset 
Framework を使用すると、データにラベルを付与、
集約し、論理的で再利用可能な構造に整理して分
かりやすいコンテキストを提供し、全体像を容易に
明らかにすることが出来ます。
例えば、アセットタイプ、場所、プロセス、その他
の意味のあるカテゴリでデータをグループ化するこ
とが出来ます。

データの計算
生データを正確に収集するだけでも莫大な価値があり
ますが、それらの生データを リアルタイムで計算するこ
とで、変革的な洞察を得ることが出来ます。PI Server
には、単純な平均値や単位変換から、総エネルギー使
用量や原材料の残存日数といったより複雑な計算まで、
すべてを実行するための計算ツールが含まれています。
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Deliver data securely and 
efficiently 

イベントのトラッキングと通知 
様々なシフト、バッチ、設備の起動、プロセスの変
更などの影響は、類似するイベント（製造の状況変
化や事案）と比較することで分析が容易になります。
PI Server Event Frames を使用すると、 定義した
イベントのコンテキスト内でデータを特定して分析
することが出来ます。 例えば、 比較、 根本原因分
析の実行、一貫性の確保、環境全体でのベストプ
ラクティスの複製などが可能です。
状 況 が 介 入 を 必 要 と す る 場 合 は、PI Server 
Notifications により、 適切なチームメンバーやシ
ステムにリアルタイムで警告を出すことが出来ます。

データの可視化
PI Core のポートフォリオには、エンジニアやオペ
レータが使い慣れたフォーマットでデータにアクセ
ス出 来るセルフサ ービスツー ルも含まれており、
リアルタイムでの意思決定と迅速な行動を可能に
します。

Self-service, mobile displays
PI Vision は、 直 感 的 な Web ベースのツールで、
リアルタイムでモバイルフレンドリーなデータ表示
を作成することが出来ます。
シンプルなドラッグ・アンド・ドロップ・インター
フェースで、トレンドライン、 数 値、 ゲージなど、
表示したいデータやその表示方法を選択することが
出来ます。ダッシュボードを数秒で作成し、接続さ
れているデバイスに表示し、同僚と共有することで、
コラボレーションを促進し、全員が同じページを共
有 することが 出 来 ま す。 PI Vision は、Windows
の統合セキュリティを使用して、データの安全性を
確保します。

スプレッドシート分析
PI DataLink は、PI Server の デ ー タ を Microsoft 
Excel に直接流し込むことが出来るため、使い慣れ
たスプレッドシート機 能を用 いてオペレ ーション
データを分析することが出来ます。アセットやプロ
セスをリアルタイムで比較・分析する、インタラク
ティブなスプレッドシートベースのモデルをその場
で作成出来ます。また、数年分の過去データを要
約して現在の値と並べて表示し、回帰分析を使用し
て変移を予測することも可能です。
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データの共有
オペレーションデータを、社内外の別の PI Server 
と 簡 単 に 共 有 す る こと が 出 来 ま す。PI Cloud 
Connect は、PI Server のデータを公開し、他の加
入 者 に アク セ ス を 許 可 す ること が 出 来 る SaaS

（Software as a Service) ツールです。 社内では、
このソフトウェアを使用して、上流と下流のビジネ
スユニット間でデータを共有することが出来ます。
社外では、サプライヤーやジョイントベンチャーの
パートナーとデータを共有するために使用します。
PI Cloud Connect を使用すると、完全な整合性を
保ったまま PI Server 間でデ ータを転 送 出 来るた
め、VPN を必要としません。

データをシームレスに統合
オペレーションデータをビジネス全体で共有すれば
するほど、その価値は高まります。 組織や部門間
でデータを安全に共有するために、PI Core ポート
フォリオには、 幅広いツール、アプリケーション、
プラットフォームへのデータ転送を迅速かつ安全に
行うための製品が含まれています。

データを分析ツールに転送
基礎となるデータベースの設計が異なるため、セン
サーベースのデータや時系列データは、リレーショ
ナルデータベースやツールと統合するための特別
な準備が必要です。
PI Integrators は、PI Server 内から必要なデータ
を選択し、プログラミング不要で、きれいな補間さ
れた行列形式に整形することが出来る “直感的なイ
ンターフェース” で、この準備の負担を軽減します。
これにより、分析が可能なオペレーションデータを、
ビジネスインテリジェンスツール、機械学習アルゴ
リズム、クラウドプラットフォームに簡単に転送す
ることが出来ます。

PI Integrator for Business Analytics を使 用 する
と、データを他のプラットフォームに転送して便利
な分析を行うことが出来、Azure や AWS、Google 
Cloud Platform 上に構築されたデータレイクを簡
単に埋めることが出来ます。IBM Cognos、Power 
BI、Qlik、SAP、SAS、Tableau、TIBCO Spotfire
な ど の 使 い 慣 れ た ツ ー ル や、Open Database 
Connectivity （ODBC）や SQL 標準を使用してデー
タにアクセスするツールを使用して、大規模で複雑
なデータセットを分析します。
PI Integrator for Esri ArcGIS は、可視化およびジ
オアナリティクスとリアルタイムのオペレーション 
データを組み合わせることで、 地図に命を吹き込
みます。多くの企業では、この組み合わせをリアル
タイムの状況認識の基盤として使用しています。

プログラムデータアクセス
構築済みの統合ツールに加えて、API や SDK の豊
富なライブラリを利用することで、PI Server のデー
タにプログラム的にアクセスすることが出来ます。
これらの開発者ツールを使用すると、高品質のオペ
レーションデータを独自のカスタムアプリケーション
やシステムに簡単に追加することが出来ます。
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まとめ

PI Core は、オペレーションデータの収集、 強化、
可視化、 共有に特化して設計された産業用ソフト
ウェア製品のポートフォリオです。
PI Core を使用すると、 エンジニア、オペレータ、
アナリストは、効率性、生産性、アセットパフォー
マンス、 安全性、 法規制、コンプライアンス対応
等を最適化するために必要なデータを簡単かつ迅
速に入手することが出来ます。

 

PI Core プロダクトによる最適化：
● リアルタイムのセンサーデータや時系列データを洩ら

すことなく収集して保存します。

● ユーザビリティー向上のため、コンテキストでデータ
ストリームを強化します。

● プログラミング不要で、迅速かつ簡単なセルフサービ
スのデータアクセス環境を提供します。

● 人やアプリケーション、およびプラットフォーム等へ、
高い信頼性および忠実度のオペレーションデータを、
迅速かつ安全に転送します。

PI Core：オペレーションに特化した産業用のデータ管理ソフトのポートフォリオ

データの収集：

PI Interfaces, 
PI Connectors,  
and PI Adapters

何百もの接続オプションが、既存の制御システム、アセット、およびセンサーから
高周波データを収集し、それを PI Server に送信します。 最適な選択は、特定のデー
タソースとコレクションの設定によって異なります。

データの保存と加工：

PI Server 大量の時系列オペレーションデータと、関連するコンテキスト情報を管理するため
のデータストレージ、および処理ソフトウェアで構成されています。

データの可視化と統合：

PI Vision PI Server のデータを使用して、リアルタイムでプロセスを監視するための表示や、
ダッシュボードを作成するための、セルフサービスの Web ベース視覚化ツール
です。

PI DataLink Microsoft Excel へのアドオンツールで、各種分析やコンプライアンスレポート
の作成のために、PI Server のデータを使い慣れたスプレッドシートに流し込む
ことが可能です。

PI Integrators 生の PI Server データを、ビジネスインテリジェンスツール、AI / 機械学習プラット
フォーム、または地理空間マップ用のクレンジングされた行列データセット等に
変換するソフトウェアです。

PI Cloud Connect 単一の企業内、または企業間において、特定の PI Server から別の PI Server へ
データを安全に転送するための Saas（Software as a Service）ツールです。
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世界で最も重要かつ複雑な産業は、産業用エンター
プライズ・オペレーション・データの生命線を維持・管
理するためにOSIsoftを選択しています。

OSIsoftは、効率性、信頼性、セキュリティ、持続可能性、
回復力といった次世代の要求を満たすために産業組
織を支援してきた40年以上の経験を持つ、オペレー
ションデータ管理ソフトウェアのパイオニアでありグ
ローバル・リーダーです。

市場をリードするOSIsoftのPI Systemは、発電・公
益事業、水、石油・ガス、鉱業、金属、製造、製薬、設備、
輸送、食品・飲料などの重要なセクターにおける
オペレーションデータの記録として実績のあるシ
ステムです。

世界146カ国の産業界の専門家が日々PI Systemを利
用して、運用パフォーマンスを向上させ、健康と安全
を守り、照明を点灯させ、世界をよりスムーズに運営
しています。

フォーチュン500社の産業組織の3分の2がPI System
を選ぶ理由については 、w w w . o s i s o f t . c o m を

ご覧ください。

Corporate Headquarters:
1600 Alvarado Street
San Leandro, CA 94577, USA
Contact: +1 510.297.5800

OSIsoft Japan株式会社
〒160-0022
東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー８F
☎ 03-6709-8545
mail：osisoftjapan@osisoft.com
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