
Wonderware Information Server 

製造業の企業情報 Web 配信ソリューション 

Information Server とは 

Wonderware Information Server（旧製品名：SuiteVoyager）は、

製造業の企業情報ポータルサイトの開発・管理を行うアプリケーショ

ンです。 

Information Server を導入すれば、製造現場のリアルタイムデータや

履歴データ、企業内のさまざまな情報システムのデータを包括的に参

照し、高度な分析機能を利用して情報活用できる Web 環境を手に入れ

ることができます。Information Server の提供するソリューションは、

自動車や一般消費財、電気、飲食品、鉄鉱業、紙パルプ、石油化学、

医薬品、公共施設など、幅広い業種・分野に大きなメリットをもたらすものです。 

 

 

 

Information Server が提供する価
値 

共通の Web ソリューションを土台として、プラント 

レベルでのプロセス改善を促進します。 

今日の製造業者にとって取り組むべき重要な課題の

ひとつは、プラントの本当の能力を理解することです。

すなわち、重要なのはより信頼性の高い正確な情報で

す。すべてのプロセスと生産データを集約して、プラ

ントにいる誰もがそのプラントの能力を明確に頭に描

けるようになるには、どうすればよいでしょうか。 

 

Wonderware Information Server は、多岐におよぶ膨

大なプラント情報を包括して、ユーザーへの情報配信

を実現できる唯一の Web ソリューションです。

Information Server は 、 InTouch や Industrial 

Application Server、Historian、Historian Clients な

どの Wonderware 製品と完全に統合されているだけで

はありません。Wonderware 製品はもちろんのこと、

サードパーティのアプリケーションや外部のデータベ

ースが持つプラント情報をも結合することで、高度に

インタラクティブなデータの表象を実現することがで

きます。これら Information Server のコンテンツへは、

Web に接続できる PC さえあれば、いつでもどこから

でもアクセス可能です。Information Server を用いれば、

ユーザーは適切な情報をすばやく手に入れて、現在の

プロセスに内在する本当の問題を解決するだけでなく、

将来のプロセス改善に必要な課題の優先度も見極める

ことができるようになります。 

 

 

Information Server の主な特長 

 さまざまなコンテンツの配信 

Information Server では、Wonderware のソフトウェ

アによって作成されたプロセスのグラフィックやトレ

ンド、レポートなどのコンテンツを利用できます。さ

らに、Information Server は、Wonderware 以外のデー

タソースとの接続も行えるので、ユーザーはプラント

全体のデータへアクセスすることが可能です。 

 

 



 容易な Web サイトの構築 

Information Server は、Web プログラミングの知識が

なくてもサイトを構築できるように設計されています。

ユーザーは、最小限の Information Server の使い方さえ

覚えれば、充実した内容のプラント情報 Web サイトを

構築して、運用することができます。 

 既存の Web サイトとの統合 

 Microsoft の Web パーツ テクノロジーを利用すれ

ば、Information Server のコンテンツを他の Web ポ

ータル サイトに組み込むことができます。ユーザ

ー独自の既存の Web ポータルのほか、Microsoft 

Sharepoint や SAP の NetWeaver などを利用したビジ

ネス ポータルに組み込んで、それらの価値をより

高めることができます。 

 

Information Server の主な機能 

 

企業内のさまざまなデータソースへの 

アクセスが可能 

Information Server は、以下のような多様なデータソ

ースへのアクセスの手助けをします。 

 Wonderware Industrial Application Server や InTouch、

DA Server、I/O Server からの情報 

 Wonderware Historian や InTouch アラームデータベ

ース、Oracle、Microsoft SQL Server など、ADO/ODBC

接続をサポートするデータベース 

また、XML や OPC、OLE、SQL、Web サービス、

HTTP、SOAP などのオープンなインターフェースを活

用することによって、Wonderware 製品をあらゆるサ

ードパーティのシステムやアプリケーション、データ

ベースに統合することができます。さらに、ブラウザ

で表示するように設計された CAD 図面や HTML レポ

ートを、Information Server のサイトへ埋め込むことも

できます。 

 

 

Table Weaver によるインテリジェント
なコンテンツのリンク設定 

Table Weaver は Information Server の強力な分析機

能／レポート機能の中核をなす機能のひとつです。 

 さまざまなデータソースの情報を集約 

 テーブルのほか、棒グラフ／円グラフ／折れ線グラ

フなどのさまざまな形式でデータを表示 

 データのリンク付け 

 KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）

を設定可能 

 

 

 

 

生産情報を包括的に理解するには、個々のデータを

適切な関連性の中で見ることが重要です。また、同じ

情報を別の角度から見るだけで、プラント性能の改善

につながる新しいきっかけを発見できることがよくあ

ります。Table Weaver を用いてコンテンツを作成すれ

ば、例えば詳細情報を知りたい特定の材料を画面上で

クリックするだけで、すぐにその在庫情報を表形式や

さまざまなタイプのグラフで表示させることができま

す。また、データの条件に応じた KPI を設定すれば、

より直観的でわかりやすい情報表示を行うこともでき

ます。 

 

強力なレポート作成機能 

Microsoft SQL Server の Reporting Service との統

合や、Wonderware Historian の高度な検索モードの利

用によって、Information Server が強力なレポート作成

ソリューションとなりました。膨大なプラント データ

を集計して、簡単なものからより洗練されたものまで、

プラントの作業者から管理者、IT 担当者まで、プラン

トに関わるすべての人の情報ニーズを満たす充実した

レポートを作り出すことができます。 

 



Information Server

を利用すれば、多くの

ユ ー ザ ー が

Wonderware の提供す

るさまざまなソフト

ウェア ソリューショ

ンとともに作成した

レポートを利用でき

るようになります。 

 

 

 

 Historian Clients Workbook によるパフォーマンス解

析レポート 

 Table Weaver による動的かつ充実した内容のレポ

ートおよびデータ分析 

 Equipment Performance Module（EPM）をソース

とした、総合設備効率／設備稼働・停止時間のレポ

ート、KPI ダッシュボード 

 Equipment Operations Module（EOM）をソースとし

たレポート 

 製造イベントとフォーミュラ（レシピ）のレポート 

 計画対実績の比較を含む原材料の消費情報 

 ロットやバッチ、シリアル番号にひもづいた材料や

設備、作業員、製造イベントなどのトレーサビリテ

ィ情報 

 完全なトレーサビリティ実現による公的規制への

準拠 

 Microsoft SQL Server 2005 の Reporting Service との

統合 

 Reporting Service の強力なレポート作成機能を利用

したレポート 

 Wonderware Historian との機能統合 

 Historian の高度なデータ検索モードを用いたレポ

ート 

 

プロセスのグラフィック画面へいつで
もどこからでもアクセス 

Information Server では、InTouch で作成されたウィ

ンドウや SmartSymbol グラフィックをインポートし

て、精細なデータ表示画面や KPI ダッシュボードを作

成することができます。これにより、インターネット

やイントラネットを通して、どこからでもリアルタイ

ムのプロセス画面表示と制御が実現可能になります。

作業担当者や管理者、エンジニアなど、ユーザーは重

要なプロセス画面

を直接見ることが

できるので、関係者

間の連携を強化し

たり、トラブルシュ

ーティングを効率

的に行うことができます。オプションで指定可能な書

き戻し機能を用いれば、プロセスの制御さえもリモー

トで実行可能です。 

 

 SmartSymbol との統合による充実したデータ表示 

SmartSymbol は InTouch の強力なグラフィック管理

機能です。SmartSymbol を利用してタグ変数のデータ

読書きを簡単に行ったり、アニメーションをつけてい

っそう直感的でわかりやすくしたりすることもできま

す。また、SmartSymbol は再利用性に優れているので、

Web サイトの構築および保守を行う際の TCO を減ら

すこともできます。 

 Web パーツ テクノロジーによる充実したコンテン

ツの作成 

Information Server は Microsoft の Web パーツ テク

ノロジーをサポートしています。 

 

 

 

 

これにより、InTouch のプロセス グラフィックを

Web パーツに変換して、SharePoint のサイトや他の

Web パーツ コンテナ アプリケーションに簡単に組み

込むことができます。Web パーツを利用して、プラン



トの稼動情報表示をカスタムのアプリケーションに統

合させれば、より強力なアプリケーションを実現する

ことができます。 

 グラフィックの描画パフォーマンスの向上 

Information Server では、特に Industrial Application 

Server を利用しているシステムにおいて、従来に比べ

てグラフィックの描画パフォーマンスが約 20～４0%

向上しています。 

 

データ分析機能のさらなる強化 

Information Server には、従来 Historian Clients で提

供されていたWebアプリケーションであるReporting 

Website が統合され、よりわかりやすい構成となりま

した。これによって、Information Server という単一の

Web インターフェースから、Historian Clients のトレ

ンド表示・解析機能やクエリ作成・データ取得機能を

利用して、Historian のデータへ簡単にアクセスするこ

とができます。さらに、Information Server へ登録した

Historian Clientss WorkbookやReportで作成したグ

ラフや図を含むレポートも、そのまま利用可能です。 

 

その他の機能 

 サイト設定をユーザーごとにカスタマイズ 

 セキュリティの統合 

 アプリケーションの中央一元管理 

 マルチビュー ウィンドウ 

 サイト全体のカスタマイズ 

 バナーや配色、トップページの変更など。 

 強力な検索機能 

 多言語サポート 

 日本語や英語のほか、フランス語、ドイツ語、簡体

中国語をサポート 

 

使用環境 

【ポータルサーバ環境】 

<OS> 

Windows Server 2003 SP2/ R2 SP2 (32bit) 

Windows Server 2008 SP2 (64bit) 

Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise (32bit) 

Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise (64bit) 

（各環境で Microsoft IIS 6.0 or 7.0 の利用） 

<データベース> 

Microsoft SQL Server 2005 SP3 (32bit) 

Microsoft SQL Server 2008 SP1 (32bit) 

【クライアント環境】 

Office 2003 / 2007 

Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 

 

Invensys, Wonderware, ArchestrA, QI Analyst, InTouch, Wonderware 

Historian, Historian Clients, FactorySuite は、 Invensys plc の商標また

は、登録商標です。Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation

の米国およびその他の国における登録商標です。その他の製品名および

社名は、各社の商標または登録商標です。製品仕様などに関しては、予

告なく変更される場合がありますので了承ください。 

 

 
 

 

 

 

<エンジニアリングプロダクト事業部> 

〒140-8526 東京都品川区東品川 2-4-11 

  TEL: 03-6701-3450   FAX: 03-6701-3390 

ホームページ: http://www.canon-its.co.jp/wonder/ 

e-mail: info-sw-sales@canon-its.co.jp 
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