
製品データシート

AVEVA™ Connect
AVEVA Connectは産業用クラウドプラットフォームです。クラウドおよびユーザーのPCの 
アプリケーションに対応するインターフェイスから、すべてのAVEVAポートフォリオにアクセス 
できます。また、AVEVAのソリューションへの登録と管理がセルフサービスポータルから可能
です。さらにAVEVA™ Flexサブスクリプションプログラムは、予算管理と使用状況のモニタ
リングもできます。

AVEVA Connectは、デジタルトランスフォーメーションを加速し、コスト削減や最適化による
業務の持続可能性を支援します。AVEVAの産業用クラウドプラットフォームは、エンジニア
リングを効率化してオペレーションを改善します。プラットフォームからSaaS機能にアクセス 
し、堅牢さを備えた産業用ハイブリッド設計をユーザーのPCで構築可能です。AVEVAの 
幅広い産業を網羅するノウハウは、お客様のビジネスとパートナーエコシステムを結びつけ
ながら包括的にお客様の業務をサポートします。

https://www.aveva.com/en/solutions/flex-subscription/


02 AVEVA Connect

AVEVA Connectのメリット

俊敏性と堅牢性
産業用SaaSへのアクセスと導入をサポートするAVEVA 
Connectはすぐに展開・アクセスでき、管理も簡単です。
柔軟なサブスクリプションプログラムにより既存のソフト
ウェア投資を最適化します。

既存システムの拡張
エッジからクラウドだけでなく、その先までカバーする
ハイブリッド設計が、SaaSの柔軟性を提供し、ユーザー
は堅牢な接続とユーザー制御を実現します。

信頼できるデータドリブンのインサイト
産業用データと分析、AI、および可視化機能を統合して
リアルタイムのデジタルツインを構築し、持続可能性の
高いビジネスの成長を実現します。データドリブンによる
インサイトは、エンジニアリングの効率化およびオペレー
ションの改善に貢献します。

チームの連携
広範囲にわたるネットワークとシステムのオープン接続で 
エンジニアリングとオペレーションのデジタルツールを
強化する、安全な産業用クラウドプラットフォームは、組織
内のチームとパートナーのエコシステムによる価値を創出
します。 
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業界特化した包括的なデジタルスレッドを提供
柔軟性と拡張性に優れた、信頼できる産業用ハイブリッドSaaSソリューションで業務価値を最大化し作業時間を短縮します。
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活用の実例
 y クラウドとユーザーPCのアプリケーションに対応する 
単一のインターフェイスから、すべてのAVEVAポート
フォリオにアクセスでき、ビジネスの成長に合わせて 
柔軟に拡張可能です

 y セルフサービスポータルからソリューションの登録・ 
管理ができます

 y AVEVA™ Flexサブスクリプションプログラムでは、予算
管理と使用状況のモニタリングができます 

 ∙ Flex Creditは、AVEVAのソフトウェアで使用される
単一通貨です

 ∙ AVEVAからFlex Creditを購入し、利用するソフト
ウェアの料金プランにFlex Creditを使用します

 ∙ クレジット契約はすぐに確認可能です。例えば 
アカウントのクレジット取引の確認、使用状況の 
モニタリングと予測、過去のクレジット契約料金が
確認できます

 y 迅速な展開とプロビジョニング:  AVEVA Connect
サービスは、インフラ、アプリケーションコンポーネント、 
構成、サポートなどを迅速に展開できます

アクセス
 y AVEVA Connectは、AVEVAソリューションのポート
フォリオ全体で一元的なユーザー管理とアクセス許可を
行います

 y AVEVA Connectでのユーザー管理は、グループ、役割、
フォルダー経由で実行可能です。この作業は管理者が 
実行できるため、ユーザーを迅速に更新できます

 y ユーザーがMicrosoft™ Azure Active Directoryを 
使用している場合は、SCIMのインポートプロセスに 
従ってAVEVA Connectに直接認証情報をインポート
できます

統合
 y クラウドからエッジまで、AVEVAのサービスとサード
パーティアプリケーションの統合を設定・管理できます

分析
 y インテリジェンスレポートが中心となり、Flex Creditの
使用、使用状況と導入、および監査ログに関する情報や
インサイトを提供します

セキュリティ、可用性、および耐障害性
 y AVEVA Connectサービスの契約では、99%を超える
稼働時間を保証しています。AVEVA Connectのサー
ビス状況や稼働状況に関するお知らせは、AVEVAの 
ステータスダッシュボードに掲示しています  
https://status.connect.aveva.com

 y ステータスダッシュボードは、システムの稼働状態と状況
に関する最新情報を提供します

 y 計画外のイベント、サービス停止、またはインシデントが
発生した場合、ステータスダッシュボードに掲示します

 y ユーザーは、ステータスダッシュボードのアラートを登録
でき、登録したユーザーには、計画的イベントと計画外 
イベントに関する通知がメールで送信します

 y サービス休止予定については、AVEVA Connectの 
バナー通知に表示します

主な特長

https://www.aveva.com/content/dam/aveva/documents/datasheets/Datasheet-AVEVA-FlexSubscription-22-02.pdf.coredownload.inline.pdf
https://status.connect.aveva.com/
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AVEVA Connect産業用クラウドプラットフォームから 
利用可能なサービスおよびアプリケーション

AVEVA Connectには、コアサービス (許可、認証、AVEVA Flex Credit管理、レポート) と共有サービス (AVEVA 
Edge Management、クラウドストレージ、クラウドプラットフォームホスティング、ライセンスおよびエンタイトルメント 
など) が含まれており、データストレージ、データバックアップ、ディザスタリカバリの標準的手法を利用しています。  
AVEVA Connectの機能サービスは、サービスレベル合意書に準拠しています。

AVEVA™ Customer FIRST

AVEVA Connectでは、AVEVA Global Customer Support (GCS) による24時間365日対応のテクニカルサポート
とクラウド管理が保証されます。サポートサービスは、英語対応のサービス窓口から提供されます。

 y AVEVA Global Customer Supportは、お客様への 
すべてのご連絡、チケット管理、およびすべてのインシ
デントとお客様からのサービスリクエストの初回トリ
アージ (インシデントのエスカレーションとユーザー 
管理を含む) を担当します

 y AVEVA Customer FIRSTサポートサービスは、極めて 
専門的なソリューションサポートチームと、AVEVA 
Connectサービスに精通したテクニカルサポート 
エキスパートによるサポートを提供します

AVEVA Connectで利用可能なソリューション

サービスカタログから、プラットフォーム内にあるAVEVAのすべてのハイブリッドSaaSポートフォリオにアクセスでき
ます。利用可能なソリューションについては、以下のリストをご覧ください。

•  AVEVA™ Unified Engineering
•  AVEVA™ Enterprise Resource Management 
•  AVEVA™ E3D Whitespace Optimizer 
•  AVEVA™ Contract Risk Management
•  AVEVA™ Dynamic Simulation 
•  AVEVA™ Simulation
•  AVEVA™ Unified Learning
•  AVEVA™ Unified Supply Chain

•  AVEVA™ Asset Information Management
•  AVEVA™ Information Standards Manager
•  AVEVA™ Data Hub 
•  AVEVA™ Point Cloud Manager
•  AVEVA™ Operations Control
•  AVEVA™ Integration Studio
•  AVEVA™ Insight
•  AVEVA™ Edge Management

https://www.aveva.com/en/legal/

