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ソリューションのベース︓
Operations Hub  –Industrial IoT データの⾒える化ツール –
(GE Digital社のAutomation商材)



MSYS Corporate Profile

商号

略称 MSYS

株主 丸紅株式会社 100%

事業内容 コンピュータ、ネットワーク、情報システム等における最先端技術を基軸として、
あらゆる産業のＩＴライフサイクル全般に対するソリューションを提供すること。

“AI・IoT以外”の製造業様への取り組み事例︓



⾃分に合った画⾯に
カスタマイズしたい・・

他のシステムとデータ
を連携したい・・・ 異常発⽣時に

通知したい・・・

データを
すぐに⾒たい・・・

システム構築に
時間とお⾦が・・・

いろいろな機器の
データを統合したい・・

⼯場のオペレーションを管理するシステムに課題をお持ちのお客様

本⽇のターゲットになるお客様・・・



GE Digital社のAutomation商材

GEデジタルのオートメーションソフトウェアは、25年以上にわたり供給しており、
50万以上のノード |  約90か国 |  36業種 | 2万以上のお客様にご使⽤頂いております。

製造業のお客様に対して、デジタルトランスフォーメンションに貢献致します。

GE Digital社の紹介動画は、以下のサイトまたはORコードよりご覧頂けます
https://www.youtube.com/watch?v=OG6Gkx2F6Us



GE Digital の主なポートフォリオ

●HMI/SCADA（監視制御システム）
iFIX（プロセス製造⽤）/ CIMPLICITY（ディスクリート製造⽤）

●Historian（時系列⽤データベース）

●“Operations Hub”（新商品）

●Plant Applications (⽣産管理システム(MES))

●APM（設備の診断解析ツール）

メーカーOperations Hub紹介サイトは、以下のリンク先またはQRコードでご覧頂けます
https://www.ge.com/digital/applications/hmi-scada/operations-hub



Operations Hubとは?

ポイント

①産業⽤アプリケーションを迅速に構築するツール

ノンプログラミングの開発環境を提供

②ブラウザを利⽤した簡単なアクセスと分析した情報を

いつでもどこでも、どのデバイス（監視⽤PC/タブレット/モバイル）でも提供

デジタルトランスフォーメンションにより

“⼯場の運⽤を改善するツール”



“既存システム”を活かした課題解決
・センサ、PLCをはじめ、⼯場のオペレーションを管理する各種アプリケーションや、様々な3rdパーティデータソースなど

既存のシステムに接続できる“ハブ機能”と、“WEBブラウザを利⽤したアプリケーション”構築環境を提供します。
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データ⼊⼒
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＜オンプレミス / クラウド＞



Operations Hub の特徴 -開発環境 1

本作成⽅法の動画は、以下のサイトまたはQRコードよりご覧頂けます
https://www.youtube.com/watch?v=GGPnWRLobok&feature=emb_logo



豊富なウィジェットライブラリ

豊富なウィジェットライブラリを使⽤して、グラフ、表、チャート、画像、
ビデオ、地図などを含むビジュアルな画⾯を簡単に作成できます。

ノンプログラムでWebベースアプリケーションを構築

ドラッグアンドドロップで、画⾯上に視覚化コンポーネントを配置し、
次にクエリやデータソースを配置することにより、データ⾒える化が
可能になります。

端末を意識しない開発

レスポンシブデザインにより、開発者は各種端末画⾯をWYSIWYGで
開発可能となり、利⽤者は情報をいつでもどこからでも、
PC、タブレット、およびスマートフォン等の
端末より利⽤可能になります。

Operations Hub の特徴 -開発環境 1(動画の補⾜）



Operations Hub の特徴 –開発環境 2

アラート通知機能

操作やデバイスデータに基づいたトリガーなどによりアクションを起動できます。
アクションについては、データクエリの実⾏、電⼦メールの送信、コマンドの送信
など設定できます

クエリービルダーで簡単データ定義

各種デバイスのデータソースへの接続は簡単に定義でき、
容易にデータにアクセスすることが可能になります。

・クエリーの設定やアラート通知機能の設定もマウス操作の設定で可能です。
・“アジャイル開発”に最適であり、アプリケーションの開発に於いて、

要求仕様を明確に出来ない場合にOperations Hubは有効です。

他システムとのデータ連携

他のシステムとのデータ連携が可能です。
（ IGS Drivers *を使⽤して、異なるプロトコルを統合可能） *GE/3rdPartyプロトコル変換ドライバ



Operations Hubのターゲット開発ユーザー

Operations Hubが主たる対象としているユーザー層は、
パワーユーザー（現場の専⾨家）と呼ばれている⽅々です。

・⽣産技術の⽅や現場業務の⽅々

・プログラミング⾔語を使⽤したアプリ開発には
業務上直接はかかわってこなかった⽅々

Operations Hubでのアプリ開発︓

旧来型のアプリ開発⽅式でWebアプリを作ろうとした場合には、HTML、JavaScript、DB、

Javaなどの知識が前提となります。Operations Hubでは、これらの知識や経験がなくても、

1〜2⽇のトレーニングでWebアプリを作れるようになります。



監視アプリケーションの画⾯事例（部品供給の管理）

ページごとに
“それぞれの現場に
必要な情報“を表⽰



設備の異常発⽣の
⾒落としを解消し、

リアルタイムに
把握したい・・・

異常通知を必要な⼈へ必要
な情報を提供したい・・・

他のシステムと連携して
異常通知を統合して配信

したい・・・

作業を優先するため
両⼿を使って作業を

したい・・・
復旧時間を

短縮したい・・・

ALERT

導⼊事例のご紹介︓某製造業のお客様で頂いた課題



・各種表⽰デバイス（監視⽤PC、タブレット、スマートフォン、スマートウオッチ）への
アンドン表⽰を⾏い、設備に関する異常や警告を関係者にリアルタイムで共有

・アンドン情報を必要なオペレータに振り分けて通知し、関係するライン従事者と対応状況
を共有することにより、より少ないオペレータ⼈員で設備への対応を可能にした

物流AGV設備イメージ

スマートウオッチ表⽰

AGVアンドン*

製造ライン⽣産設備イメージ

スマートウオッチ表⽰

MFGアンドン

導⼊事例のご紹介︓某製造業のお客様で頂いた課題

“モバイルアンドン”というアプリケーションを構築して解決

*同サーバー上で後から追加のアプリケーションを増やしていくことが可能



モバイルアンドン –アプリ（DEMO）画⾯

（本DEMOはお打ち合わせにてお⾒せする環境にございますので、ご希望ございましたら
お⼿数をおかけしますが、弊社までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。）



Operations HubのAWS上での連携イメージ

⼯場

機器・PLC

Historian

ゲートウェイ

AWS Direct
Connect

Amazon EC2
AWS IoT Core

Amazon
QuickSight

AWS Lambda

AWS IoTAnalytics

Amazon SageMaker

Operations Hub
ノンプログラミング
アプリケーション開発ツールまたは専⽤線

専⽤線例︓
セキュアクラウドアクセス

MQTT/REST

オレンジ字︓AWS商材 ⾚字︓その他のGEDigital商材

Historian

IGS Driver

⻑期データの分析

機械学習モデルの構築・推論

⼯場ユーザー

時系列データDB

（データ変換）

AWS IoT
Greengrass

⻑期の⽣データの保存

データの振り分け

・
・
・

＊下記がすべての接続例ではございません。

サーバーの最⼩要件:

• 4コア CPU
• 16GB RAM

サポートしているオペレーティング・システム

• Microsoft Windows Server 2019
• Microsoft Windows Server 2016

Operations Hubの
ハードウェア要件

アナリティクスレイヤー
SCADA
監視制御システム

GE/3rdParty
プロトコル変換
ドライバ

インターネット

Amazon EC2

時系列データDB



モバイルアンドンを使うと・・・
・リアルタイムで通知、復旧処理の短縮化
・担当者別やライン別等、通知先の振り分けが可能
・復旧対応を誰が対処しているのか把握可能

本⽇のお話（まとめ）

・⼯場の運⽤を改善するツール
→ノンプログラミングで、⾒える化、効率化を

現場レベルで実現していけるツールです
・ブラウザを利⽤した簡単なアクセス

→デバイス（監視⽤PC/タブレット/モバイル）に依存しないので
場所を選ばす閲覧可能

Operations Hubとは・・・

という課題解決にお役に⽴てます。



お問い合わせ先︓
丸紅情報システムズ株式会社
デジタルITソリューション事業本部
AI・IoTソリューション部 IoTビジネス推進課
URL: https://www.marubeni-sys.com/operations-hub/
E-mail: GE_Digital-info@marubeni-sys.com

“Operations Hub 丸紅情報システムズ” で 検索


