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InTouch
デファクトスタンダード「監視制御」ツール

Wonderware InTouch（ワンダーウェア インタッチ）は、
産業オートメーション業界で標準の監視制御ツールです。
製造現場でリアルタイムに監視・制御・データ収集を行なうシステムの
ヒューマンインターフェース（HMI）をMicrosoft Windows上で簡単に開発できます。

HMI/SCADA開発の新たな時代へ
Wonderwareは、三菱、オムロン、Allen Bradley、Siemensな

ど、国内・国外の主要メーカの制御装置からデータを取得できる

通信ソフトを提供しています。さらに 100 社以上のサードパーティ

からリリースされている 800 以上製品により、多くの制御装置との

接続性を確保することができます。すべての Wonderware 通信

ソフトは、Microsoft DDE 通信とWonderware SuiteLink、さ

らに最新の DA サーバでは、OPC DA 2.05 をサポートしていま

す。また、Wonderware Toolkit によって、独自の通信サーバを

開発することもできます。

Wonderware は、様 な々アプリケーション間のデータ交換を助け

るため、FactorySuite Gateway を提供しています。たとえば、

サードパーティのOPCサーバからDDEのクライアントソフトがデー

タを受け取ったり、逆に旧システムの DDE サーバから、最新の

OPCクライアントがデータを取得することができます。

優れた接続性

InTouchでは、アクセスレベルによるセキュリティモデルを使用するよう

に設定することができます。これは、InTouch アプリケーション上で、

ユーザ名とパスワードにアクセスレベルを付加して、そのアクセスレベル

をアプリケーションの様 な々アクションに割当て、ユーザそれぞれの権

限範囲に基づいて、ユーザのアクセス範囲を制限することができます。

このアクセスレベルセキュリティは、以下の３種類のセキュリティ認証

方法を選択して利用します。

◉InTouchセキュリティ連携

InTouchアプリケーションで独自に登録したユーザ名とパスワード

を利用します。

◉Microsoft Windowsユーザ認証

Microsoft Windowsのユーザ認証システムによる、ドメインコント

ローラもしくはローカルコンピュータで管理されているユーザ ID と

参加しているグループを利用します。

◉Application Serverセキュリティ認証

Application Serverでは、Microsoft Windowsユーザ認証

と、独自の“ArchestrA”セキュリティを設定でき、これを

InTouch で利用します。このセキュリティ認証を採用した場合、

InTouch HMIのすべての操作は、Application Serverで設

定されたセキュリティ操作と完全に統合されます。

操作セキュリティ

アクセスレベルパスワードセキュリティ

■ハードウェア推奨環境
プロセッサ：2 GHz 以上（32/64 ビット）。
　　　　　Intel Itanium 2はサポートしていません。
RAM容量：最低 1 GB, 4 GB 以上を推奨
ハードディスク空き容量：30 GB（32ビットOS）
　　　　　　　　　　40 GB（64ビットOS） 

■オペレーティングシステム
Windows 7 Professional 64ビット/32ビット, Windows Server 2008 R2 Standard
Windows 2008 Standard 64ビット/32ビット
Windows Vista SP1/SP2（Business/Enterprise/Ultimate）
Windows 2003 Server R2（Standard/Enterprise）
Windows 2003 Server SP2（Standard/Enterprise）
Windows XP Professional SP3, Windows XP Tablet 
（注：旧バージョンの対応 OSについては、別途お問い合せください）

InTouchを使用するためのシステム条件

Wonderware
クライアント

SuiteLink

SuiteLink

DDE MX

DDE OPC

OPC

InTouch

DDE Servers  IAS 

OPC Server

3rd Party DDE
クライアント（Excel）

FactorySuite Gateway

3rd Party OPC
クライアント 

※Windowsユーザ認証を選択することで、FDA21、
　CFR Part11に対応したシステムを構築可能です。

〒140-8526 品川区東品川2-4-11 
〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4

TEL.03-6701-3450  FAX.03-6701-3390
TEL.06-7635-3060  FAX.06-7635-3028
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デファクトスタンダード「監視制御」ツール

HMIの新時代を切り拓く、直感型開発ツール。
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InTouchの概要

InTouch は、各種産業システムのビジュアル化およびコントロール

システムの開発を目的として設計されています。

システム開発者は、InTouch の使いやすい開発環境と幅広い機

能を用いて、工場現場のリアルタイム情報を収集し提供する、強力

なユーザインターフェースシステムを迅速に開発、テスト、配備するこ

とができます。

InTouchは、500 種類以上の工業分野の各種装置とDDEや

SuiteLink、OPCなどを通して幅広く接続可能です。さらに上位ア

プリケーションとは、ODBCなどを経由して接続できるなど、個 の々ア

プリケーションの設計に柔軟に応えることができる、オープンで拡張

性のあるHMIソフトウェアです。

また、今日のHMI や操業管理アプリケーションに要求される多才

な構成に対して、様 な々バージョンと多彩な設定モデルを提供する

ことで、TOC の削減を助けます。

スタンドアロンマシン上、サーバ/ クライアントの分散アーキテクチャ、

Terminal Service を使用したシンクライアントアプリケーション、

さらに Wonderware の最新システム構築環境 Application 

Server を核とした System Platform を基盤とする統合分散環

境アプリケーション、など様 な々環境でInTouch はHMIとして真

価を発揮します。

使い易い開発環境

Wonderware InTouch（ワンダーウェア インタッチ）は、
産業オートメーション業界のHMI/SCADA開発ツールとして高い評価を得ています。
そのInTouchが、直感的でわかりやすいユーザインターフェースに加えて、
System Platformの開発環境であるIDEとのシームレスな統合によって、
さらに洗練された強力なシステム開発環境へと変貌しました。
最先端のグラフィック機能、オープンかつ拡張性に優れたHMIの開発環境を提供し、
エンジニアリングの生産性を飛躍的に改善させるとともに、
オペレータ・エンドユーザに対してより直感的でわかりやすい操作環境を提供します。
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画面拡大縮小の図

InTouch は、様 な々分野のシステムに対し、グラフィカルな監視画

面を、迅速にそして容易に開発することを可能にします。

InTouch の開発環境 WindowMaker で、さまざまなツールを

使用してグラフィック画面を開発することができます。

作画ツールには、標準のグラフィクコンポーネント、ビットマップイメー

ジ、ActiveX コントロール、数千種類の工業用のイメージを含むグ

ラフィックスライブラリのシンボルファクトリーなどが含まれています。画

面開発を助ける部品機能のスマートシンボルや ArchestrA シン

ボルは、オブジェクト指向型のグラフィック部品です。元となるシンボ

ルテンプレートを修正すると、画面に配置されたシンボル全てにその

変更が反映されるため、開発生産性を向上させることができます。

また画面開発時に、画面の一部を拡大表示することができ、より細

かな部品描画を実施することが可能です。

優れたグラフィックユーザインターフェース
　　　　　̶高い開発生産性を提供



アラーム・イベント処理
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使いやすい開発環境

InTouch は、ActiveX コンテナとして、同一環境にインストールさ

れた ActiveX コントロールを画面部品として利用できます。ユー

ザは、InTouch 単独では開発できない高度な機能をHMIへ追

加できます。

InTouch では、ユーザが作成可能なグラフィック部品に対して、

35 種類のアニメーション属性から、任意に選択して多彩な画面

表示を開発することが可能です。

InTouch アプリケーションでは、クイックスクリプトを使ったプログラミ

ングで、様 な々システム条件で特別な処理を実行することができます。

スクリプトは、アプリケーションイベント、特定のプロセス状態、データ変

化、ウィンドウイベント、キーボードイベント、ActiveX イベントおよびそ

の他多数のパラメータに基づいて、実行するように設定できます。

また、ユーザが作成したスクリプトをライブラリ化するクイック関数とい

う機能で、同じロジックをいくつものスクリプト内で記載することなく、ス

クリプトを簡素化することができます。

タグ変数クロスリファレンスは、タグ変数、スーパータグおよびリモート

タグの参照箇所を検索し、指定したタグ変数が使用されているウィ

ンドウもしくはクイックスクリプトを一覧表示します。

ActiveXを画面部品として利用可能

多彩なアニメーション属性

強力なクイックスクリプトエディタ

タグ変数クロスリファレンス

スマートシンボル（Smart Symbol）

SmartSymbol エディタ

ArchestrA Symbol
エディタ

アーケストラシンボル

使いやすい
クイックスクリプトエディタ

スマートシンボルは、ユーザ独自に作成した InTouch アプリケー

ションのグラフィックを、部品化して、再利用を可能とする機能です。

ユーザは、グラフィック部品をスマートシンボルマネージャを使用し

て、スマートシンボルテンプレートとして登録が可能です。スマートシ

ンボルマネージャでは、部品品目ごとにシンボル・ライブラリとして保

存し、InTouch で作成する画面に、ライブラリから選択して配置で

きるようになります。

System Platform の中核である Application Server の統合

開発環境IDEに搭載されたアーケストラシンボルエディタと連携し、

画面をより洗練されたグラフィック部品で構成することが可能です。

また、500 種類以上のアーケストラシンボルが登録済みで、ユーザ

はすぐに綺麗で高機能な部品を利用することができます。

アーケストラシンボル（ArchestrA Symbol）

アニメーション属性
ダイアログ

アラームシステムは、ダウンタイムの対策に必須です。InTouchで

は、監視・管理対象で発生したアラーム情報を、各種機能で有

効活用できます。

アラーム検知方法は、On/Off データ・しきい値・偏差値・単

位時間あたりの変化率の４種類です。またアラーム検知は、アラー

ム抑止タグを利用し、有効 / 無効を切り替えることができます。さら

に、特定のクライアントにおけるアラーム情報の表示を禁止するた

めに、アラームクラス、タグまたはグループを選択してアラーム表示

をコントロールすることができます。

システムが検知したアラームは、以下の処理を実施することが

可能です。

◉画面オブジェクトと連携したアニメーション表示

◉アラーム状況のオペレータによる確認と、そのイベントの記録

◉専用の表示オブジェクトを用いた画面上への一覧表示

 

◉アラーム発生回数・発生時間をパレート表示

 

◉発生情報をテキストファイル、データベース

  （MSSQL Server2005, MSDE2005）へ蓄積

◉イベント発生毎にラインプリンタへの印字

分散ネットワーク環境で、同一のアラーム情報の発生源が2つある

とき、プライマリとバックアップ（Hot Backup ペア）という 2 つのアラー

ムソースを 1 つの名前（Hot Backup ペア名）として設定できます。

アラームの検知とその制御

アラーム・イベントの処理・表示

アラームホットバックアップ機能

InTouchでは、制御装置から取得したデータを、画面アニメー

ションで表示するだけでなく、トレンドグラフで表示したり、履歴デー

タとしてハードディスクに蓄積する機能があります。

リアルタイムトレンドと、履歴トレンドグラフをオブジェクトとして準備し

ています。

 
InTouchHMIが制御装置から取得したデータ、ユーザ指定の

ホルダへ日付ごとに蓄積することができます。蓄積したデータは、

履歴トレンドグラフで表示したり、CSVファイルへ変換して別アプ

リケーションで活用できます。

データロギングとトレンド表示

トレンドグラフ機能

データロギング機能

InTouchは、英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語（簡体

字）のOSに対応しています。

InTouchでは、画面表示テキストの言語対応辞書を作成するこ

とで、ランタイム時に画面表示言語の切り替えが可能です。

各国OSに対応するInTouch

画面表示言語変換機能

多国語対応



65

スタンドアロン構成

Windows Tablet Edition 対応

ターミナルサービスアーキテクチャ

InTouchコンパクトによる現場操作簡易端末の開発

ステップ1
マスターアプリケーションの

修正

ステップ2
マスターアプリケーションの

修正箇所のみ転送

ステップ3
自動的にマスターアプリケーションの

アップデート

InTouchは、操業管理アプリケーションに要求される多才な構成

に対して、柔軟にそれぞれの構成に対応することができます。

◉スタンドアロン構成

◉InTouchコンパクトによる現場操作簡易端末

◉Windows Tablet Edition対応

◉ターミナルサービスを使用したシンクライアントアプリケーション構成

◉サーバ/ クライアントの分散アーキテクチャ構成

◉Wonderwareの最新システム構築環境Application Server

　を核としたSystem Platformを基盤とする統合分散環境アプリ

　ケーション

単純なスタンドアロン構成の場合には、開発機能と実行機能を合

わせ持ったライセンスを導入することで、システムの開発と実行、メンテ

ナンスを１台のマシンで完結することができます。

InTouchの開発環境として、ArchestrA IDEとWindowMaker

を使用して、WindowsCE端末で動作するInTouchアプリケー

ションを開発導入することが可能です。この環境は、通常のパソコン

で利用するInTouch HMIの開発環境と共用可能で、従来の簡

易端末では実現できなかった複雑なグラフィック、高度なアニメー

ション機能を組み込んだ操作端末を開発することができます。

InTouch アプリケーションを Tablet PC へインストールして利用

することで、プラントデータをモバイル環境で参照したり、Tablet 

PC が持っている手書き入力機能を使って、現場状況を確認し

ながらメモを取り、その結果を即座に転送することができるようにな

ります。

ターミナルサービスアーキテクチャは、ソフトウェアの集中配備、メン

テナンス、管理、ハードウェアの再利用、高いレベルでのセキュリティ

管理を可能にし、クライアントのオペレーティングシステムを選びませ

ん。クライアントのオペレーティングシステムには、Windows CE、

2000、XP、Vista, Linux 、Unix 等が使用できます。また、シンクラ

イアント端末を使用することもできます。アプリケーションの表示ノード

を安価に追加したり、レコーダーや温度コントローラのような表示装

置の交換に、通常のコンピュータノードに代えてシンクライアント端

末を使用することができます。

さらに、Terminal Services for InTouch は PDAでも使用す

ることができます。これにより、モバイルの操作端末を利用したシステ

ムの導入が可能になります。

開発環境で作成したマスターアプリケーションを、各クライアントノー

ドのローカルホルダにコピーし実行させる機能です。この機能によ

り、実行するアプリケーションを開発環境のみで集中メンテナンスす

ることができます。マスターアプリケーションが変更されると、開発環

境から、変更されたアプリケーションコンポーネントだけが、クライアン

トノードへ自動でダウンロードされ、全てのクライアントがすぐに最新

のアプリケーションにアップデートされます。

アプリケーションのアップデートタイミングは、作業のスケジュールにあ

わせて、任意に設定することが可能です。

Application Serverを核とする、System Platformを基盤とす

る統合分散環境では、InTouch アプリケーションを IDE で集中

管理し、ネットワーク上の各クライアントノードへリモート配信すること

が可能です。IDEから起動されたWindowMakerで作成された

InTouch アプリケーションに変更があった場合には、その変更が

各クライアントへ自動配信されます。NAD 機能と同様に、各クライ

アントノードへは、任意のタイミングでその変更を反映できます。

※InTouchコンパクトの動作環境については、別途お問合せ下さい。
※分散アーキテクチャ構成対応については、分散システム環境への対応を
　参照してください。

Terminal Service Client

Terminal Serviver

接続アプリケーション毎に
適切な帯域で通信

Terminal Serviceクライアントは
ほぼ20Kbps

モバイル接続 28.8Mbps

モバイルPC

データベースPC

Industrial SQL Server

IO Server IO Server

10MB/100MB Ethernet

システム構成の柔軟性

様々なシステム環境に対応̶幅広いシステム構成への展開を促進 分散環境に対応した優れた開発環境を提供̶システムの導入と保守を簡素化

表示機用
開発環境不用

InTouch
Compact

画面は共用

InTouch+ IDE
HMI 開発の統合環境

PLC
専用開発環境（PC）で
プログラミング

表示機
PCベースHMI の
監視画面を流用可能
前後の工程の監視・
情報共有も容易

PCベースHMI
ラインの全体監視
個別設備の監視
履歴データ収集
警報管理
MES接続など

分散システム環境への対応

NAD（Network Application Development）機能

◉DRC（Dynamic Resolution Conversion）

DRCは、アプリケーションの開発時解像度に関係なく、実行環境

の解像度を以下のように設定できる機能です。NADなど、様 な々

クライアントでアプリケーションを実行する場合に有効です。

◆実行環境のディスプレイ解像度に変換し実行

◆作成アプリケーションの解像度で実行

◆固定の解像度で常に実行

◉リモートタグリファレンス

ネットワーク上にあるInTouchアプリケーションのタグ情報を、タグ

変数を登録することなくリモート参照できます。独立した InTouch

システムの情報共有に有効な機能です。

◉分散履歴・分散アラーム機能

独立したInTouchシステムで発生しているアラーム情報や、蓄積

された履歴データをリモートノードで参照できます。複数のシステム

の履歴情報やアラーム情報を1 つ表示ノードで、一括比較・参

照が可能になります。

◉通信二重化設定

制御装置との通信径路がプライマリとバックアップの２系統ある場

合、それを1つの名前として登録し、通信径路の接続状態により自

動で接続先を切り替えることが可能です。

その他の分散環境対応機能

System Platformを基盤とする統合分散環境
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