
「エッジからエンタープライズまで」
コネクテッドオペレーションを実現

AVEVA™ Unified Operations Center

AVEVA™ System Platform（旧製品名：Wonderware）

AVEVA™ InTouch HMI（旧製品名：Wonderware）；AVEVA™ Citect

AVEVA™ Edge

AVEVA™ Edge IoT



今日の競争の激しい環境では、設備資産のパフォーマンス 
向上、連携強化、そして既存の自動化システムから更なる 
価値を生み出すことが重要です。また、卓越したオペレー 
ションで設備資産による利益を最大化する必要があります。 
そして企業競争力の維持には、プラントオペレーション 
の高速化・効率化と課題解決に継続的に取り組んでいか
なければなりません。

AVEVAは、組織がビジネスをリアルタイムに遂行し、プロ
セスの合理化、オペレーションの最適化、安全性の向上、
そして正しい意思決定をサポートします。当社のソリュー
ションは、データドリブンで可視化、業務効率、連携を改善 
し、機会損失を最小限にとどめます。

最適なポートフォリオ
産業用ソフトウェアとして広く深く 
カバーしたポートフォリオ。

最適なライセンス
エッジからエンタープライズまでに 
及ぶ最適なサブスクリプションの
提供。

最適な解決法
IoTエッジデバイスのランタイムの
可視化、エッジ制御およびリモート
管理を自動的に生成する、レスポン
シブなオペレーション管理インター
フェース（OMI）を提供する唯一の
ポートフォリオ。



• プラットフォームおよびベンダーにとらわれないソフトウェアは、ITおよび業務システムを含む 
PLC、RTU、PAC、IIoTデバイスと接続可能。

• 世界初の表示デバイスに依存しない（レスポンシブな）OMIの可視化機能はデータドリブン
で文脈を意識したもの（コンテクスト・アウェアネス）

• すぐに使用できる標準アプリケーションによる比類のない作業効率性――オートメーション 
ライブラリ、グラフィックライブラリおよびランタイムフレームワーク

• ハイブリッド IIoTプラットフォーム――クラウドおよびオンプレミスアーキテクチャで柔軟性
を実現

• アプリケーションの自動生成――ランタイム表示はマルチフォームファクターレイアウトに 
基づいています。

• シームレスな変更管理および継続的な改善のための、独自の一元化された展開

• Webベースのアクセス――インストール不要、Java JREの必要なし

• 無制限の拡張性、無制限のクライアント、無制限の IO

• ノード間 TLS暗号化機能を備えた最も安全な産業用プラットフォーム

• クラウドベースの SaaSを含む、高性能な統合プロセスヒストリアン

• 30年を超えるオペレーショナルテクノロジー統合の経験

AVEVAの差別化要因

無制限の拡張性 
無制限の IO、 
無制限のクライアント
ビジネスの成長に合わせて、 
追加コストなしで拡張。

システムを今後も 
有効な状態に
競争力維持のため、技術変革の最前線 
にいるソフトウェアプロバイダーとの 
取り組み。
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「エッジからエンタープライズまで」の可視化 
―― 1つのプラットフォーム、多くの業務に対応

AVEVA Unified Operations Center
ループのコラボレーションと実行に向けた 
リアルタイムの業務パフォーマンス管理の基盤。

AVEVA System Platform
レスポンシブな OMIの可視化機能により、
企業全体の標準化を実現。

AVEVA InTouch HMI；AVEVA Citect
世界のプラント・施設の 3分の 1に導入、 
リモートWebベースのブラウザに対応。

AVEVA Edge
小さなフットプリント（少ないメモリ消費）でも 
動作する組み込みおよび OEMアプリケーション
向けのフル機能 HMI。

AVEVA Edge IoT
Linuxベースの Edge Management IIoT
およびクラウド対応。



AVEVAはエッジ管理からWebベースのHMI SCADA、
クラウドまで、ビジネスのどの段階でも互いに連携・動作
する統合されたソフトウェアソリューションを提供します。
AVEVAの「エッジからエンタープライズまで」戦略は、 
ポートフォリオ内におけるすべてのソフトウェア間のネイ
ティブ統合を提供します。
 
HMI SCADAのポートフォリオに及ぶ共通の可視化する 
グラフィックを通し、1つの設備資産から複数拠点まで、 
サプライチェーン全体を可視化します。産業用グラフィック 
はデータにコンテキストを供給し、より速い分析および 
作業員の有効性向上を実現します。また Industrial 
Graphics はポータブルで、どのプラットフォームにも 
対応しており、さまざまなオペレーティングシステムの 
デスクトップクライアント、モバイルクライアント、Web
サーバー、そしてクラウドクライアントをサポートします。

さらに Industrial GraphicsはAVEVAのクラウド内での
保存と管理をサポートし、企業の標準化とチームや拠点間
での再利用を促進します。



どこでも機能するHMI

AVEVAは無制限のクライアントライセンスおよびHTML5 Industrial Graphics 
テクノロジーを通し、拡張された可視性を提供します。AVEVA InTouch HMI
および AVEVA System Platformによりお客様は無制限のネイティブWeb
ブラウザ、モバイルおよびリモートデスクトップ・クライアント・セッションを 
利用でき、そしてどのデバイスでも可視化できます。企業の可視性は、ライセンス 
コストの増加、場所やデバイスによって制限されることはもうありません。

AVEVA InTouch HMIの技術的、 
商業的にいいところはそのままで更に進化



AVEVAの 2020年のリリースでは、何千人 
ものスタンドアロン InTouchユーザーが、
InTouch Unlimitedを用いた近代化の恩恵
を受けました。

InTouch Unlimitedは最大タグ、無制限の 
読み取り／書き込みWebアクセス、統合され 
たヒストリアン、レポート、グラフィックス用の
クラウドストレージや一連の通信ドライバーを
含む開発ツールのパワーを最大限に引き出し
ます。InTouchの最大の特徴は、既存アプリ 
ケーションを再設計なしで利用できること 
です。これにより、InTouchのユーザーは、 
クラウドおよびウェブの両方を活用した、真に
シームレスなアップグレードプロセスを手に 
入れます。
 
従来の InTouchユーザーは今、以下のような 
豊富で近代的なユーザーエクスペリエンス 
から利益を得ることができます。

• 無制限のWeb、モバイルおよび 
リモートデスクトップクライアント接続

• 状況認識ライブラリ
• 豊富なアニメーション
• タッチ操作可能
• パン＆ズーム
• 超高速のパフォーマンス
• 鮮やかなベクター画像
• 品質、状況表示
• 他多数

InTouch UnlimitedはAVEVAの確固とした 
コミットメントの最たる例であり、ソフトウェア
のバージョンアップグレードを通し、お客様の 
エンジニアリング投資もサポートします。また、 
数十年前に構築されたレガシーアプリケー
ションをネイティブのWebブラウザでの 
サポートについては最小限設定で可能です。
さらに重要なことは、InTouch Webクライ 
アントとしてのウィンドウビューアー全体で、
使い慣れたユーザーエクスペリエンスが維持
されていることです。

Webアクセスを超えた AVEVA InTouch HMIの近代化



レスポンシブなOMIアプリケーションの構築は、現代の 
コンテンツ管理システム（CMS）のアプローチととても似て 
います。CMSと同様にOMIはコンテキスト認識および
データドリブンな可視化を自動生成し、インターフェイス
設計に時間を費やす必要はありません。

コンテキスト化されたアプリケーションフレームワークは
コンテンツをプレゼンテーションから分けます。これにより
ユーザーの専門知識が限られていたとしても、技術的な 
アプリケーションビルダーの介入なしにコンテンツを 
追加、修正および削除することができます。技術者はグラ
フィカルなドラッグアンドドロップの視覚的ワークフロー
を使い、新しく入れ替わったデバイスを操作できます。

コンテキストを意識したデータドリブンな 
産業用アプリケーションを構築する革新的な方法 

さらに、フレームワークは自動モデル駆動型ナビゲーション 
を提供するため、ナビゲーション階層の手動作成は不要 
です。自動ナビゲーションモデルは必要に応じてアセット
にダイナミックなコンテキストビューを提供できるように 
カスタムナビゲーションをサポートします。

さまざまなフォームファクターデバイスむけに標準化され
たオートメーションオブジェクト、グラフィックライブラリ
およびランタイムでレスポンシブレイアウトを兼ね備えた
完全なフレームワークは、産業界における革新的な提案 
です。

設備モデル ナビゲーションモデル

InTouch OMIアプリケーションスクリーン統計データナビゲーション
レイアウト

コンテンツ

ナビゲーションアプリ .NETコントロール
Industrial Graphics 

シンボル

カメラアプリ



レスポンシブなエクスペリエンス： 
構築して、どこにでも展開
最新世代のHMIは、単に一枚の PC画面上に存在する
だけではありません。
 
AVEVA System PlatformはOperations Management 
Interface（OMI）を提供します。スワイプ、ピンチおよび
ズームといったマルチタッチ操作をサポートし、複数の 
プラットフォームにわたる最新ユーザーエクスペリエンス
として世界初のレスポンシブ OMIです。マルチモニター
のアプリケーションは、今ではスクリプティングやプログラ
ミング不要で 5分以内で設定可能です。
 

レスポンシブ OMIアプリケーションは、全ての表示画面で
動作するよう最適化されます。複数のHMI画面のアプリ 
ケーションコンテンツを構築および再設計することは決し 
てありません。一度アプリケーションを設定すればどこ 
でも、どのデバイスでもコンテンツを展開できます。

解像度に依存しない展開により、アプリケーションは 
スマートフォンでも 4K解像度の高精細スクリーンでも 
同じように美しく表示されます。解像度に依存しない 
ベクターグラフィックは、グラフィックがレンダリングされ
るデバイスに自動的に適応します。これにはエンジニア 
リングの手間は一切かかりません。



AVEVAは産業界における最高のスタンダードを、テンプ
レート化されたバーティカルソリューションとして製品化
しました。AVEVA Unified Operations Centerは、オペ 
レーション、プロセス、エンジニアリング、メンテナンス 
および財務から利用可能なすべてのデータを統合します。
 
「システム・オブ・システム」のアプローチに基づき、
Unified Operations Centerはプラグインアプリ、KPI、
分析、CCTV映像、GISマップ、ERPシステム、3Dエンジ
ニアリングモデルおよび P&ID図を備えたすぐに使用でき
る業界ソリューションのテンプレートを提供します。

このテンプレート化された業界固有のアプローチはカス 
タムメイドのエンジニアリング実装と比較して、価値を 
生み出すまでの時間を最大 60％短縮できます。
 
さらに、AVEVAはサードパーティソフトウェアパートナー
にOMIソフトウェア開発キット（SDK）を提供し、リアル
タイムのオペレーションデータへのプラットフォーム接続
と IT／OTコンバージェンスが可能でビジネスシステム 
統合を活用できる豊富なOMIアプリを構築します。

新しいレベルの統合オペレーションを体験
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圧力 位置 グラフィック

KPI 作業指示書 レポート

OEE アセットヘルス アラーム
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Map OMI App

モデルベースのナビゲーションを強化する地理的な
コンテキスト表示を提供します。地図アプリは、安全
な GISオーバーレイをサポートし、Google Maps、
Bing、Open Street、ESRIなどの主要な地図サーバー
をサポートしています。

3D Viewer OMI App

InTouch OMIで設備の 3Dモデルをコンテキストに
応じてレンダリングします。3Dモデルにより、オペレー
ターはアラーム、アラート、ステータス変更のコンテキ
ストをすばやく直感的に理解できます。プラントオペ
レーターは、設備資産の物理的環境のコンテキストで
オペレーション情報の影響を可視化できるようになり
ました。

Newsfeed OMI App

リアルタイムの意思決定のコンテキストに人工知能
（AI）を組み込みます。

PLC Logic Viewer OMI App

技術者がリアルタイムで PLCのロックアップをトラブル
シューティングできるようにします。

Content Presenter OMI App

エリアの KPI、シンボル、またはアラームステータスを
使用してランタイムダッシュボードを動的に作成する
機能を提供します。

AVEVA™ NET 1D、2D および 3D Viewer 

AVEVA NET 2D Appは、アセットが選択されると
InTouch OMI内に関連する2Dのドキュメント（P＆ID 
など）を表示します。



AVEVA Connect
• 安全なクラウドを通じたソフトウェアの供給
• 産業用アプリケーションの開発
• あらゆる場所から同時に複数拠点を監視
• チーム間での共同並行開発を促進
• ライブラリの Industrial Graphicsをチーム
間で保存し、企業の標準化を可能にします

IIoT Edge Device Management
• アプリケーションをリモートで更新
• エッジコントロールソフトウェアをリモート
で更新

• クラウドからエッジデバイスへアクセス
• MQTT Spark plugデバイスをサポート



IIoTプラットフォームとして 
クラウドの力を活用する 

AVEVA Connectは地理的に分散した設備資産、オペレーションおよび人員の
課題をサポートします。これにより、場所が地理的に分散し、異なるネットワーク 
上にある場合でも情報を送信できます。
 
エッジデバイスを含むオペレーション全体のデータを収集・集約し、クラウド上
で可視化することで、AIと機械学習がコンテキストを追加し、迅速な意思決定
を可能にします。
 
AVEVAは新しいクラウドおよびモバイルエクスペリエンスを可能にし、開発、
可視化、ストレージおよび選択したクラウドのAVEVA InTouch HMIまたは
AVEVA System Platformの実行まで、隅々まで摩擦のないワークフローを
可能にします。今までにない新しいレベルのオペレーションおよびエンジニア 
リングの効率のよさを体験してください。

アプリケーション開発

作成、 保存、 共有
（Industrial Graphics）

設備資産の可視化

IoTデバイスの管理



AVEVAは、お客様の長期的なデジタルトランスフォーメーションのパートナー
として、テクニカルサポート担当者、販売代理店、システムインテグレーター、
VAR/OEMの世界クラスのグローバルネットワークに支えられ、世界中のあら 
ゆる場所でお客様をサポートすることをお約束します。

AVEVAのポートフォリオは、ハードウェアにとらわれず、設計からオペレー 
ション、メンテナンスに至るまでの情報を完全に可視化し、ビジネスのあらゆる
側面から価値を提供します。

AVEVAとのパートナーシップで 
デジタルトランスフォーメーションを加速



当社のプラットフォームのアプローチは、シンプルなHMIノードから包括的な工場規模の情報システムまで、無限の 
拡張性により柔軟なアーキテクチャを可能にします。ビジネスニーズに応じてアドオン機能を徐々に追加することもでき
ます。AVEVA System Platform MES、ワークフロー、品質、バッチ、企業統合などのプラグインモジュールを提供し、
持続的な生産と継続的な業務改善を実現します。

AVEVAとのパートナーシップにより、オープンなデジタルプラットフォームで、小規模から始めてお客様のペースでビジ
ネスを成長できます。

AVEVA独自の技術革新、柔軟な商用モデル、およびお客様の投資を保護する取り組みにより、大小を問わず、あらゆる
規模の企業が 1つのソフトウェアプラットフォームで標準化できるようになります。

AVEVA™ Historian、 
旧製品名：Wonderware Historian

高性能プロセスヒストリアンは、プラント施設で発生
する大量のデータを保存することができます。リレー
ショナルデータベースのパワーと柔軟性が真のオート 
メーションプロセスヒストリアンのスピードと圧縮を
実現します。データのヒストリー化はワンクリック 
操作です。ビルトインWebベースの報告はWeb開発 
のコストを削減し、タイムトゥーバリューを加速させ 
ます。

AVEVA™ Manufacturing  
Execution System、 
旧製品名：Wonderware MES

製造プロセスで作業を完了するには多くのステップが
必要です。在庫管理、生産管理、品質管理、そしてプラ
ントパフォーマンス監視機能の完全なセットはモデル 
駆動型プロセス中心のアプローチで業務のデジタル 
トランスフォーメーションを行い、工場や複数拠点
の製造オペレーションにおける持続可能な標準化、 
再利用、継続的な改善のためのベストプラクティスを 
提供します。

AVEVA™ Workflow Management
製造業むけ業務プロセスのデジタルトランスフォー
メーションと自動化、およびベストプラクティスの標準
化をサポートする産業用ビジネスプロセス管理ソフト
ウェアです。ワークフローにより、企業は業務プロセス 
のモデル化、実行、分析、改善を行い、コラボレーション、 
生産性、イノベーションのレベルを向上できます。

AVEVA™ Mobile Operator
ハンドヘルドデバイスのタスクおよびワークフローの
堅牢な管理と現場作業員に向け統合された意思決定
サポートシステムです。標準的なオペレーション手順
およびモバイルワーカーへのデータ収集タスクを推し
進めることをかつてないほど容易にします。



https://www.aveva.com/ja-jp/
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