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はじめに

    
本インストールおよび展開ガイドの内容

本マニュアルでは FactoryTalk View Site Edition Product and System の製品とシス

テム、インストール前にシステムで実行すべきタスク、詳しいインストール手
順、FactoryTalk アクティベーションを使用してインストールした製品のライセン

スを有効にする方法、アプリケーションを展開するためのタスク、および既存
システムのアップグレード方法について説明します。

本インストールおよび展開ガイドの内容は、新しいシステムや既存のシステム
でのインストール時に使用するであろう順序で表示されます。

FactoryTalk View Site Edition の基本では、Site Edition システム (第 1 章) のソ
フトウェア コンポーネントやレイアウトについて説明します。

ハードウェア、オペレーティング システムおよびドメイン情報はコン
ピュータやオペレーティング システム (第 2 章) の要件を特定しています。

インストールの準備には、コンピュータ システムで新しくインストールま
たはアップグレードするために必要な情報が記載されています (第 3 章)。
インストール手順では、完全なインストール時に表示される画面を順に説明
します (第 4 章)。
ソフトウェアのアクティベートシステム内のすべてのコンピュータでソフト
ウェア ライセンス情報を取得するために必要です (第 5 章)。
新しいアプリケーションの展開は必要となる複数の展開タイプについて説明
します (第 6、7、および 8 章)。
既存のアプリケーションのアップグレード HMI アプリケーションをインス
トール済みで、FactoryTalk View 7.0 へアップグレード中の場合 (第 9 章)。

FactoryTalk View マニュアルについて

FactoryTalk View インストール ガイドに加え、FactoryTalk View ドキュメント 
セットには以下が含まれます。

FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイドには、FactoryTalk View SE ア    
プリケーションの設計および開発に関する包括的な情報が含まれています。

ユーザーズ ガイドは、FactoryTalk View Studio のヘルプ メニュー、セット

アップ ウィザードを含むディスク、および Rockwell Automation 文書ライブ

ラリから PDF 形式で利用できます。
xi
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リリースノート。FactoryTalk View と支援ソフトウェアをインストールおよ
び使用する前に、リリース ノートをお読みください。

FactoryTalk View SE、RSLinx Enterprise、および RSLinx Classic のリリース
ノートは、FactoryTalk Viewインストール DVD から利用できます。

FactoryTalk Services Platform のリリース ノートは、FactoryTalk ヘルプの [内
容] ページから利用できます。ヘルプを開くには、[スタート] > [すべての
プログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックし、
[FactoryTalk ヘルプ] をクリックします。

ヘルプ。手順および参照情報は、FactoryTalk View Studio のヘルプ メニュー 
および FactoryTalk View SE アプリケーションの開発に使用されるエディタお
よびダイアログ ボックスから利用できます。

FactoryTalk View インストールでの情報の取得 
インストール時に表示されるほとんどのダイアログ ボックスには [View インス
トール ガイド] の選択肢が含まれます。[View インストール ガイド] をクリック
するとインストール ガイド PDF ファイルが開きます。

また、更新プログラムやプログラム機能に関する 新情報を含む、アプリケー
ションのリリース ノートを開くこともできます。[選択した製品のリリース 
ノートを表示する] をクリックします。



はじめに •   
•  •  •  •  •
本マニュアルの内容

インストール ガイドは、FactoryTalk View インストール DVD、FactoryTalk View 
Studio のヘルプ メニューおよび Rockwell Automation 文書ライブラリから PDF 
形式で利用できます。

本マニュアルの各章では以下を説明します。

FactoryTalk View SE を実行するコンピュータの設定方法

FactoryTalk View SE および支援ソフトウェアのインストール方法

FactoryTalk View SE ソフトウェアをアクティベートします

FactoryTalk View SE ネットワークおよびローカルアプリケーションの配置方法

FactoryTalk View SE コンポーネントをアップグレードする

各章には、カスタマイズに使用するタスクのチェックリストが含まれますアプ
リケーションのニーズに合わせた手順。

その他のドキュメント

文書ライブラリで、 新版のインストール ガイドおよびユーザーズ ガイドを探すには、文字列 
VIEWSE を含む発行番号を検索します。

ドキュメント 説明

FactoryTalk Alarms and Events  
システム設定ガイド 
発行 FTAE-RM-001

FactoryTalk 対応システムの一部と

して FactoryTalk Alarms and Events 
サービスをインストール、設定およ
び使用するタスクについて説明しま
す。使用します。

アクティベートの方法  
発行 FTA-QS002

システムのすべてのコンピュータ
用にアクティベーションを取得し、
インストールします。

FT Security System 設定ガイド  
発行 FTSEC-QS001

FactoryTalk Security の設定、アカ

ウントの設定および許可の設定に
ついて順に説明します。
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FactoryTalk View オンライン マニュアルを開くには、以下の手順   

に従ってください

FactoryTalk View Studio での作業中、FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイ

ド、インストール ガイド、およびリリースノートをオンラインで利用できます。

オンライン マニュアルを開くには、以下の手順に従ってください。

1. FactoryTalk View Studio を開きます。

2. [ヘルプ] メニューで [オンライン ブック] を選択し、必要なマニュアルをク

リックして開きます。

 Rockwell Automation テクニカル サポートへのお問い合わせ

マニュアルまたはインターネットで質問に対する回答が見つからない場合は、
以下のいずれかの方法で、Rockwell Automation テクニカル サポートまでお問い

合わせください:

電話: 1-440-646-3434
オンライン: http://support.rockwellautomation.com

サポートの受付時間は、休日を除く月曜から金曜の午前 8 時から午後 5 時まで 
(米国およびカナダの現地時間) です。

Rockwell Automation テクニカル サポートに電話するときは

電話をおかけになる前に、コンピュータを起動させ、以下の情報をお手元に準備
しておいてください。

製品のシリアル番号とプロダクト キーは、製品のソフトウェア DVD に同封
されているアクティベーション証明書に記載されています

FactoryTalk View 製品のバージョン番号

FactoryTalk Services Platform のバージョン番号

接続性 (RSLinx Enterprise または RSLinx Classic) バージョン番号

使用しているハードウェアのタイプ

コンピュータにインストールされている他の Rockwell Automation 製品の名前

コンピュータに表示されたメッセージがある場合は、その正確な文言

発生した問題の状況、および問題が発生したときの操作内容

問題を解決するために実行した操作内容

インストール時、オンライン マニュアルを表示できるよう、Adobe Reader をインストール

することができます。Adobe Reader の使用に関しては、製品のドキュメントを参照してく

ださい。
xiv
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FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションを実行している場合に

は、以下の情報も準備してください。

ネットワーク アプリケーションに参加しているコンピュータ数

ネットワーク上のコンピュータが、Windows ドメインコントローラまたは

ワークグループを使用して接続されているかどうか

参加しているコンピュータにインストールされている FactoryTalk View SE 
コンポーネント

どのコンピュータがサーバー (Network Directory サーバー、HMI サーバー、
データ サーバー、またはタグ アラームとイベント サーバー ) を実行してい
るか、サーバーが冗長で設定されているかどうか

どのコンピュータがクライアント (FactoryTalk View SE Client または 
FactoryTalk View Studio) を実行しているか
xv
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1 FactoryTalk View の基本

FactoryTalk View (FactoryTalk View Site Edition および FactoryTalk View Machine 
Edition を含む) は、HMI アプリケーションの開発時間と研修時間を短縮できる

よう、共通の外観と雰囲気、ナビゲーションを使用して設計されたヒューマン 
マシン インターフェイス (HMI) ソフトウェア製品です。

Rockwell 自動化統合アーキテクチャをサポートする FactoryTalk View は、ネット

ワーク全体でスタンド アロン マシン レベルのアプリケーションを監視レベルの 
HMI アプリケーションへと広げるよう作られた監視および制御ソリューション

の拡張可能かつ統合されたパッケージの一部です。このパッケージは生産性の
向上、運営費の削減、および品質の改善を実現できるよう、共通の開発環境、
アプリケーションの再使用およびアーキテクチャを提供します。

FactoryTalk View には、PC ベースの開発ツールである FactoryTalk View Studio や 
FactoryTalk View Machine Edition、FactoryTalk View Site Edition などが含まれます。

FactoryTalk View Site Edition について

FactoryTalk View Site Edition (FactoryTalk View SE とも呼ばれる) は、ネットワー

ク上に分散された複数のユーザーやクライアント、サーバーを含む、HMI アプ

リケーションを開発および実行するための統合ソフトウェア パッケージです。

FactoryTalk View Site Edition は強力で信頼性の高いプロセス監視および監視制

御アプリケーションを構築するために必要なツールをすべて提供します。

FactoryTalk View SE System はただの HMI サーバーおよびクライアントではあり

ません。RSLinx Enterprise や RSLinx Classic などの FactoryTalk Services Platform 
およびデータ通信製品も含まれています。
1
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FactoryTalk View システムの構造について

ネットワーク分散 FactoryTalk View SE システムは以下のように複数のコンポー

ネントで構成されています。

この分散システムの例には、FactoryTalk ディレクトリ サーバー、FactoryTalk 
View SE サーバーおよびクライアント、RSLinx Enterprise データ サーバー、およ

びアプリケーションの開発および設定用の FactoryTalk View Studio などが含まれ

ます。

FactoryTalk View Studio Enterprise
FactoryTalk View Studio Enterprise は FactoryTalk View SE ネットワーク分散、ネッ

トワーク ステーション、ローカル ステーション、および FactoryTalk View ME ア
プリケーションの開発および検証用設定ソフトウェアです。
2
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FactoryTalk View Studio には、完全なアプリケーションを構築するためのエディ
タのほかに、構築したアプリケーションを検証するためのクライアントおよび
サーバー ソフトウェアが含まれています。エディタを使用して、必要に応じて、
単純な、または複雑なアプリケーションが構築できます。

FactoryTalk View Site Edition (SE) サーバー

FactoryTalk View SE Server (別称、HMI サーバー ) は、グラフィック ディスプレ
イなどの HMI プロジェクト コンポーネントを格納し、それらをクライアントに
提供します。またこのサーバーは、タグのデータベースが装備されており、ア
ラーム検出、および履歴データ ロギング を行います。

FactoryTalk View SE Server には、ユーザー インターフェイスはありません。イン
ストールされたこのサーバーは、要求時にクライアントへ情報を提供する

「ヘッドレス」の Windows サービスとして動作します。

FactoryTalk View Site Edition Client
FactoryTalk View SE Client は、実行時に FactoryTalk View SE のローカル ステー    
ション、ネットワーク ステーションおよびネットワーク分散アプリケーションを 
照会し、これらのアプリケーションと対話するためのソフトウェアです。
3
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FactoryTalk View SE Client ウィザードを使用して、クライアント ホスト コン
ピュータに配置可能なクライアント設定ファイルを作成します。詳細について
は、FactoryTalk View SE Client のヘルプを参照してください。

FactoryTalk View Site Edition Station
FactoryTalk View SE Station は、エンタープライズ ソリューション向けの監視 
HMI ソフトウェア パッケージです。SE Station は、ローカルまたはネットワーク 
FactoryTalk ディレクトリのいずれかで動作できる 1 台のコンピューター HMI で
す。SE Distributed と View SE Station には大きな違いがあります。

View SE Distributed は複数のクライアントと HMI や画面を共有できます。

View SE Station は他の View SE Station と HMI 画面やデータを共有することは

できません。

ネットワーク ステーション展開 (以下) には、ディレクトリ サーバー 1 台と 
RSLinx 通信サーバー 1 台を使用した複数の HMI ステーションを含めることが

できます。各 HMI ステーションは共有 RSLinx Enterprise サーバーを通じて同じ

コントローラ データにアクセスでき、共有ディレクトリ サーバーを通じて同じ

ディレクトリ リソースへアクセスできますが、グラフィックやマクロ、データ

ログなどの独自の HMI データへのみアクセスできます。
4
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Local Station FactoryTalk View SE システム (以下) には複数の HMI コンピュー
ターを含め、それぞれに独自の FactoryTalk ディレクトリ サーバーとコントロー
ラへのデータ サーバー接続が含めることができます。

スタンド アロン RSLinx Enterprise Server
RSLinx Enterprise は FactoryTalk Live Data サーバーであり、FactoryTalk Alarms 
and Events サーバーとして有効化できます。アプリケーションは、RSLinx 
Enterprise を使用してコントローラや I/O スキャナなどのデバイスと通信できま
す。これによって、センサーの読み取りやプラント フロア デバイスからのその
他のコントローラ データなどの値を、デスクトップ コンピュータまたは専用 
PanelView Plus 端末で確認することができます。

スタンド アロン FactoryTalk ディレクトリ サーバー

FactoryTalk Directory は、1 つの物理プロジェクトファイル内にすべての定義が存
在しなくてもよいように、FactoryTalk system 用の一元化された検索サービスを
提供します。FactoryTalk ディレクトリは、FactoryTalk 対応製品や FactoryTalk 対
応サービスで使用し、必要な時に定義を探すことができるよう、参照を保存し
ます。これによって、クライアントはシステム組織、サーバーの場所やポリ
シー情報などの重要な構成情報を見つけることができます。FactoryTalk ディレ
クトリは分散システム内の FactoryTalk 対応アプリケーションで共有された工場
リソースの共通の住所録や電話帳を提供します。
5
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FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk Services Platform は、制御システム内で使用されるすべての FactoryTalk    
製品とアプリケーション向けの共通のサービス (診断メッセージ、ヘルス モニタ  
リング サービス、およびリアルタイム データへのアクセスなど) を提供します。

FactoryTalk Services Platform は、どの FactoryTalk 対応製品でも自動的にインス    

トールされます。

FactoryTalk Administration Console
FactoryTalk Administration Console は、複数の FactoryTalk View アプリケーション    

の開発、管理および保護のためのスタンドアロン ツールです。

管理コンソールを開くには、デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] >    
[Rockwell Software] をクリックし、[FactoryTalk 管理コンソール] をクリックします。

FactoryTalk Directory
FactoryTalk Directory は、自動制御システムに参加するシステム リソースや、す

べての FactoryTalk 製品やコンポーネントの名前へのアクセスを一元化します。

FactoryTalk ネットワーク ディレクトリは FactoryTalk View SE ネットワーク アプ

リケーション用のリソースを管理し、FactoryTalk ローカル ディレクトリは 
FactoryTalk View SE ローカル アプリケーション用のリソースを管理します。

FactoryTalk Alarms and Events
FactoryTalk Alarms and Events は FactoryTalk View SE のインストール時にバック

グラウンドでインストールされ、FactoryTalk Directory で一元的なシステム全体

のアラーム監視および管理機能を提供します。

FactoryTalk View SE アプリケーションでデバイスおよびタグ ベースのアラームを

配布するには、アプリケーションで FactoryTalk Alarms and Events サービスを設定

することができます。

FactoryTalk Security 
FactoryTalk Security は、FactoryTalk Directory でのユーザー認証および許可権限を

一元化します。
6
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FactoryTalk Live Data
FactoryTalk Live Data は、FactoryTalk 製品とデータ サーバー間の接続を管理し

ます。

FactoryTalk Diagnostics
FactoryTalk Diagnostics は、FactoryTalk システム全体で生成されたアクティビ

ティ、ステータス、警告およびエラー メッセージへのアクセスを収集および提

供します。

FactoryTalk Activation
FactoryTalk Activation サービスは Rockwell Software 製品をアクティブ化し、ソ
フトウェアのアクティベーション ファイルを管理する、セキュアなソフトウェア 
ベースのシステムを提供します。

接続性

アプリケーションのデータをどのように取得するかにより、インストールする
通信ソフトウェアが決まります。

FactoryTalk View SE に同梱されている RSLinx Enterprise または RSLinx Classic ソ
フトウェアを使用するか OPC (OLE for Process Control) 通信をサポートするその
他のソフトウェアおよびデバイスを使用することができます。

RSLinx Enterprise
RSLinx Enterprise は、FactoryTalk テクノロジーを使用して構築された通信サー
バーで、FactoryTalk View Site Edition アプリケーションの開発および実行を支援
します。

Allen-Bradley ローカル デバイスおよびリモート デバイス - 特に Logix5000 コン
トローラと通信する場合 - RSLinx Enterprise は特に FactoryTalk View アプリケー
ション用のデータ通信ソフトウェアに推奨されます。

ただし、RSLinx Enterprise ではエイリアス トピック ショートカットの作成また
は RSLogix 5000 ファイルのアップロードやダウンロードなどのオンライン タス
クの実行はできません。これらの機能が必要な場合は、RSLinx Classic をデータ
通信サーバーとして使用してください。

RSLinx Enterprise FactoryTalk View アプリケーションでは自動的にインストールされます。イン

ストール手順の実行時に RSLinx Classic を含めるよう選択することもできます。
7
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RSLinx Classic
RSLinx Classic は、Logix5000 などの幅広い範囲のデバイスに通信を提供するソ
フトウェアです。RSLinx Classic は、HMI タグ データベースまたは RSLinx 
Enterprise から FactoryTalk Live Data (FTLD) タグを提供できる OPC Data Access 
v2.05a 準拠データサーバーです。RSLinx Classic はパソコンでのみ使用できます。

例えば、RSLinx Classic をインストールして使用すれば、DH+ (Data Highway +) 
ネットワークからのデータの提供、複雑なブリッジングおよびルーティングの
サポート、そしてコントローラから RSLinx への予期しないメッセージのサポー
トが可能になります。

また、RSLinx Classic ではエイリアス トピック ショートカットの作成または 
RSLogix 5000 ファイルのアップロードやダウンロードなどのオンライン タスク
の実行が可能です。

インストール DVD

FactoryTalk View Site Edition DVD は、単一のコンピュータに限定されたローカ

ル アプリケーション、またはネットワーク上で接続されている複数のコン

ピュータを含む分散制御システムの開発および実行に必要なすべてのソフト
ウェアを提供します。

ニーズによっては、FactoryTalk View 分散アプリケーションの構造が工場または

プロセスの様々な部分を表す複数のクライアントやサーバーに関係してくる場
合があります。これらの要件に対応するために、セットアップウィザードには
次の FactoryTalk View programs プログラムが含まれています。

Studio Enterprise 

Site Edition Server

Site Edition Client

Site Edition Station

スタンド アロン RSLinx Enterprise Server
8
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スタンド アロン FactoryTalk Directory server

 

その他の 2 つのアプリケーション -- Studio for Machine Edition および Machine Edition Station 
for Windows -- は、FactoryTalk View Machine Edition アプリケーション用のセットアップ ウィ

ザードからインストールすることもできます。
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2 ハードウェア、オペレーティング システム

およびドメイン情報

このセクションでは、FactoryTalk View SE システムに対するコンピュータや 
Microsoft Windows のサポート情報について説明します。

この章の内容

使用するコンピュータを決定する

コンピュータ ハードウェア要件を確認する。

オペレーティング システム要件を確認する。

Windows ドメインまたはワークグループの使用状況の決定

Windows ドメインまたはワークグループの設定。

コンピュータ名の決定

実稼動で使用される名前でのコンピュータの設定。

1 台のサーバーで何をインストールして実行できますか

ネットワーク アプリケーションで、表のハードウェア条件を満たす単一のサー
バーで以下のすべてのコンポーネントをホストすることが可能です。

1 台の FactoryTalk View SE Server

1 台の RSLinx Enterprise データ サーバー (FactoryTalk Alarms and Events デバイ

ス ベース アラーム サーバーとしても設定可能)

1 台の RSLinx Classic OPC-DA サーバー (別の OPC データ サーバー )

1 台の FactoryTalk Alarm and Event Tag ベースのアラーム サーバー

FactoryTalk Network ディレクトリ

単一コンピュータ上での 2 つ以上の HMI サーバーの実行は推奨されません。

2 台以上のサーバー (または、2 組の冗長サーバー ) と 20 のクライアントを使用するネットワー

ク分散アプリケーションを配置する場合は、お近くの Rockwell Automation 営業所に連絡して、

アーキテクチャに関するアドバイスを受けることをお勧めします。冗長 FactoryTalk View SE 
サーバーの設定については、『FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイド VIEWSE-UM006』
の「Chapter 14, Setting up FactoryTalk system availability」を参照してください。
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FACTORYTALK VIEW SITE EDITION インストール ガイド
•  

•  
•  

•  
•

ハードウェア要件の確認

FactoryTalk View SE System のインストールや動作に使用するコンピューター 
ハードウェアは、各コンポーネントで必要なサイズに十分なものを選択してく
ださい。これらの仕様は FactoryTalk View 製品およびサポートされるオペレー
ティング システムで必要なハードウェアに基づいています。 

一般的に、FactoryTalk View SE Server、FactoryTalk Alarms and Events、および
RSLinx Enterprise などのアプリケーション サーバーではオペレーター用ワーク
ステーションやエンジニアリング ワークステーションよりも高速な CPU やより
多くの RAM を必要とします。要求が高いほど、より強力なシステムが必要にな
ります。

さらに、物理 RAM のサイズの 2 倍以上のサイズの仮想メモリを獲得するため
に、十分なディスク容量のハードドライブを指定することをお勧めします。

このリリースを FactoryTalk View ソフトウェア アップグレードの場合、お使い
のハードウェアをこれらのレベルまでアップグレードすることを推奨します。

タイプ 説明 CPU RAM

オペレータ  
ワークステー
ション

FactoryTalk View SE Client

または

FactoryTalk View SE Station

Intel Core 2 
Duo 以上

2 GB 以上

エンジニア 
リング ワークス

テーション

FactoryTalk View Studio Enterprise

RSLinx Classic

RSLinx Enterprise

RSLogix 5000

Intel Core 2 
Duo 以上

4 GB 以上

アプリケー 
ション サーバー

FactoryTalk View SE Server

FactoryTalk View Studio Enterprise

FactoryTalk Alarms & Events Tag 
Based Server

FactoryTalk Alarms and Events を
有効化した RSLinx Enterprise 
データサーバー

小型のシステ
ム: Intel Core 2 
Duo 以上

2 GB 以上

中型から大型
のシステム: 
Quad core Intel 
Xeon ファミリ

以上

4 GB 以上
12



2 • ハードウェア、オペレーティング システムおよびドメイン情報   
•  •  •  •  •

  
オペレーティング システム要件を確認する

FactoryTalk View SE ソフトウェアは、以下の Microsoft Windows オペレーティング    
システム上で動作するよう設計されています。

小サーバー要件しか満たさないコンピュータでは、FactoryTalk Alarms and Events サー

バー (Rockwell Automation デバイス サーバーまたはタグアラームとイベントサーバー ) を
実行しないでください。 

オペレーティング システム 32 ビット 64 ビット

Windows 7 Ultimate (Service Pack 1) X
Windows 7 Professional X X
Windows 7 Professional (Service Pack 1) X X
Windows 7 Enterprise Edition (Service Pack 1) X
Windows Server 2008 R2 Standard Edition X
Windows Server 2008 R2 Standard Edition 
(Service Pack 1)

X

Windows Server 2008 Standard Edition 
(Service Pack 2) 

X X

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 
(Service Pack 1)

X

Windows Vista Business (Service Pack 2) X
Windows XP Professional (Service Pack 3) X
Windows Server 2003 R2 Standard Edition 
(Service Pack 2)

X X

Windows Vista は、1 台のコンピューター上で実行するスタンドアロンまたは分散アプリケー

ションをホストするため、または同じコンピュータ上でホストされるアプリケーションまたは
リモート コンピュータ上でホストされるアプリケーションへ接続可能な FactoryTalk View SE 
Client または FactoryTalk View Studio ソフトウェアを実行するためにのみ使用できます。

Windows Vista を使用して他のクライアントが接続する HMI サーバーをホストにすることは

できません。HMI サーバーをホストにするには、代わりに Windows 7 Professional、Windows 
XP、Windows Server 2003、または WindowsServer2008 を使用してください。
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•  

•  
•  

•  
•

コンピュータがアプリケーション クライアントまたはサーバーのどちらをホスト
するかによって一部選択内容が異なります。Windows サーバー オペレーティング 
システムでオペレータまたはエンジニアリング ワークステーションのどちらを
実行するか選択しますが、これは必須要件ではありません。

サーバー コンピュータはほとんどの場合、重要なコンポーネントをホストし、
FactoryTalk View SE application アプリケーションでの処理負荷も大きいため、ア
プリケーション サーバーの推奨仕様は他に比べ融通がきくものではありません。

アプリケーション サーバーの推奨オペレーティング システム

アプリケーション サーバー (HMI サーバー、データ サーバー、またはタグ ア
ラームとイベント サーバー ) をホストしているコンピュータの場合、サポート
するクライアント接続が 10 を超えるか、または 10 未満かによってオペレー
ティング システム要件が異なります。

クライアントは、FactoryTalk View SE Client、FactoryTalk View Studio、
FactoryTalk View SE Administration Console、FactoryTalk Transaction Manager コネ
クタ、または別の FactoryTalk View SE Server のいずれかになります。

以下をサポートするアプリケーション サーバーの場合:

10 以上のクライアント接続、推奨されるオペレーティング システム (適切な数
のクライアント アクセス ライセンス (CAL) がインストールされていること)

Windows Server 2008 Service Pack 2 (32 ビットまたは 64 ビット)

Windows Server 2003 R2 Standard edition (Service Pack 2、32 ビットまたは 
64 ビット)

Windows Server 2008 R2 Standard Edition (Service Pack 1、64 ビット)

クライアント接続が 10 台未満、 低要件は Windows XP Professional (Service 
Pack 3、32 ビット) または Windows 7 Professional (32/64 ビット) です。

Windows Vista は、リモート クライアントのアプリケーション サーバーのホスト
として使用することはできません。

FactoryTalk View SE ソフトウェアは、オリジナルの Microsoft メディアからインストールされ

たオペレーティング システムでのみ検証およびサポートされています。サポートされていな

いオペレーティング システムの使用は推奨されません。

異なるオペレーティング システムを使用する複数のコンピュータ上の冗長サーバー ペアでプラ

イマリおよびセカンダリ サーバーを実行しないでください。たとえば、プライマリ サーバーを 
Windows Server 2003 コンピュータで実行し、セカンダリ サーバーを Windows 2000 Server 
コンピュータで実行するといったことは行わないでください。
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2 • ハードウェア、オペレーティング システムおよびドメイン情報   
•  •  •  •  •
Windows ドメインまたはワークグループの設定

FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションに参加しているコンピュータ
の数で、コンピュータが Windows ドメインに属すのか、ワークグループに属す
のかが決定します。

ワークグループは、10 以下のコンピュータが含まれるアプリケーションでのみ
使用できます。10 を超えるコンピュータを Windows ワークグループで使用しな
いでください。その場合はドメインをお勧めします。

ドメインおよびワークグループの設定に関する詳細については、Rockwell 
Automation ナレッジ ベース回答 ID 32549 に添付の FactoryTalk View Site Edition 
システムの設計に関する考慮事項を参照してください。

ドメイン コントローラーを使用することで、一か所からネットワークやユー

ザー アカウントを管理することができます。一元化されたセキュリティ 
サービスを管理する FactoryTalk Security は Windows オペレーティングシステ

ムで管理および認証される Windows とリンク付けられたアカウントをサポー

トしますが、自動システムへアクセスするには別の権限が必要となります。

コンピュータがネットワーク上でお互いに通信するには、名前解決が必要
です。

1 つの FactoryTalk システムに参加するすべてのコンピューターは同じ 
Windows ドメインのメンバーでなければなりません。

FactoryTalk ソフトウェアと同じコンピュータ上にドメインコンピュータを

配置しないでください。Microsoft では、ドメイン コンピュータ上にサード 
パーティ ソフトウェアをインストールすることはお勧めしません。

ドメイン コントローラの要件

10 台を超えるコンピュータで構成されるネットワーク アプリケーションの場合、
ドメイン コントローラの使用をお勧めします。

以下のドメイン コントローラーがサポートされています。

Windows Server 2003 R2 (Service Pack 2 (Standard Edition、ネイティブ モード))

Windows Server 2008 with Service Pack 2 (Standard Edition)

Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1 (Standard Edition))

Windows オペレーティング システムと Service Pack の互換性に関する詳細につい
ては、Rockwell Automation ナレッジベース Answer ID 20450 を参照してください。

FactoryTalk Directory、FactoryTalk View SE Server、または他のアプリケーション ソフトウェ

アを Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータ上にインストールしないでください。

この構成はサポート対象外です。
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•  

•  
•  

•  
•

アプリケーション コンピュータでの時刻の同期化について

ネットワークされたシステム内で、アラーム、履歴データ、および診断のタイ
ム スタンプを正確にするために、すべてのアプリケーションで時刻の同期化を
設定することを強くお勧めします。

アプリケーション コンピュータの時計の 1 台の権限タイム サーバーへの同期に
関する詳細については、FactoryTalk View SE の設計に関する留意事項、
(Rockwell Automation 回答 ID 32549 に添付) を参照してください。

Windows ワークグループの要件

10 台以下のコンピュータで構成されるネットワーク アプリケーションの場合、
Windows ワークグループ ネットワーク環境で、FactoryTalk View SE を実行でき
ます。

Windows XP で実行されているワークグループ アプリケーションの場合、ワーク
グループ内の各コンピュータ上で、簡易ファイルの共有とユーザーの簡易切り
替えをオフにする必要があります。

コンピュータがネットワーク上でお互いに通信するには、名前解決が必要
です。

ワークグループではドメインコントローラを使用しないため、中央ネット
ワーク管理は利用できません。つまり、セキュリティおよびネットワーク通
信 (名前解決) などは、ワークグループ内の各個別コンピュータで処理しなけ

ればなりません。

ワークグループ内の各ワークステーションには、クライアント サーバー環境

に参加するすべてのマシンに対して、各マシン上で同じユーザー名とパス
ワードを使用する、同じユーザー アカウントを使用することはできません。

ワークグループ内のすべてのユーザーには管理者権限を割り当てる必要があ
ります。

FactoryTalk ディレクトリは Windows Server やドメイン サーバーがなくても一

元化されたセキュリティ サービスを提供します。Windows ワークグループ用

に FactoryTalk ネットワーク ディレクトリの一元化セキュリティを設定する

際には、Windows とリンク付けられたアカウントは使用しないでください。

代わりに、FactoryTalk Security で管理および認証されるユーザー アカウントを

作成します。
16



2 • ハードウェア、オペレーティング システムおよびドメイン情報   
•  •  •  •  •
実稼動で使用される名前でのコンピュータの設定

FactoryTalk View SE と共に FactoryTalk Services Platform をインストールする場合、
プログラムは現在のコンピュータの FactoryTalk アカウントをローカルおよび
ネットワーク FactoryTalk ディレクトリの下に作成します。

その結果、FactoryTalk View SE のインストール後、またはアプリケーションを
配置する際にコンピュータの名前を変更すると、FactoryTalk Directory はその名
前を認識しません。 

この問題を避けるために、FactoryTalk View SE ソフトウェアをインストールする
前にアプリケーション クライアントおよびサーバー ホスト コンピュータに本稼
動設定で使用される名前を設定することをお勧めします。

コンピュータの名前を変更する必要があり、このような問題が発生する場合には、Rockwell 
Automation Answer ID 35169 (FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションの場合) ま
たは Answer ID 38775 (FactoryTalk View SE ローカルおよび Machine Edition アプリケーション

の場合) を参照し、参考にしてください。
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•  

•  
•  

•  
•
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3 インストール前の設定

このセクションでは、FactoryTalk View SE 製品やサポートされる製品のインス

トール準備の手順を説明します。

コンピュータのインストール準備チェックリスト

自動 Windows Update を無効にする

簡易ファイルの共有およびユーザーの簡易切り替えをオフにします (Windows 
XP のみ)

オペレーティング システム テーマの無効化

ネットワーク インターフェイス カード (NIC) および スイッチ ポートの手動
設定

サードパーティ製ファイアウォールの無効化またはアンインストール

Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) のインストール: 
Windows XP および Windows 2003 のみ 

Internet Explorer 強化型セキュリティ設定の削除

Internet Explorer のコンポーネントへのアクセス 適化設定

データ実行防止 (DEP) の設定 必要な場合

不必要な DCOM ネットワーク プロトコルの削除

自動 Windows Update を無効にする

Microsoft サービス パックのリリースおよび Windows オペレーティング システム

の更新をインストールすることは、コンピュータ上の FactoryTalk View SE コン

ポーネントの動作に影響を及ぼす可能性がある新しいソフトウェアを導入する
ことになります。

すべてのプロダクション コンピュータで Windows Update を無効にしてください。Update は、

実行中のアプリケーションのシャットダウンやコンピュータの自動再起動など、予期せぬ動作を

引き起こす可能性があります。
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•  

•  
•  
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Windows XP および Server 2003 で自動 Windows Update を停止す

るには

1. Windows のコントロール パネルを開き、[システム] をダブルクリックします。

2. [自動更新] タブで、[自動更新を無効にする] オプションを選択します。

Windows オペレーティング システムと Service Pack の互換性に関する詳細につい
ては、Rockwell Automation ナレッジベース Answer ID 20450 を参照してください。

Windows 7 の自動更新を停止するには、以下の手順に従ってください

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Windows Update] をクリックします。

2. 左列で [設定の変更] をクリックします。

3. [重要な更新プログラム] ドロップダウン リストで [更新プログラムを確認し
ない] を選択します。

4. [推奨される更新プログラムについても重要な更新プログラムと同様に通知する] 
チェックボックスを選択します。

5. [すべてのユーザーにこのコンピューターへの更新プログラムのインストー
ルを許可する] チェックボックスをオフにします。

Windows XP の簡易ファイルの共有をオフにする 

1. デスクトップ上または Windows エクスプローラで、[マイ コンピュータ] を右
クリックし、[エクスプローラ] をクリックします。

2. [ツール] メニューの [フォルダ オプション] をクリックします。

3. [表示] タブの [詳細設定] の下で、[簡易ファイルの共有を使用する] チェック
ボックスをオフにします。

Windows XP のユーザーの簡易切り替えをオフにするには、以下の手
順に従ってください。

1. Windows のコントロール パネルを開き、[ユーザーアカウント] をダブルク
リックします。

2. ユーザーのログオンやログオフの方法を変更するのリンクをダブルクリック
します。

3. [ユーザーの簡易切換えを使用する] チェック ボックスをオフにし、[オプ
ションの適用] をクリックします。

オペレーティング システム テーマの無効化

コンピュータを独自のものにするサウンド、アイコン、およびその他のエレメン
トを有効にするオペレーティング システム テーマは、アラーム サマリなどの
一部の FactoryTalk View SE グラフィック コンポーネントを実行する際にコン
ピュータのプロセッサへの重負荷の原因となります。

パフォーマンスを 適化するには、すべてのテーマを無効にしてください。
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3 • インストール前の設定  
•  •  •  •  •
Windows XP または Windows Server 2003 を無効にするには

1. [スタート] > [コントロール パネル] をクリックします。

2. コントロール パネルで、[画面] をダブルクリックします。

3. [テーマ] タブの [テーマ] リストで、[Windows クラシック] をクリックし、
[OK] をクリックします。

Windows 7、Windows Vista または Windows Server 2008 でテー
マを無効にするには、以下の手順に従ってください。

1. [スタート] > [コントロール パネル] をクリックします。

2. コントロール パネルで、[デザインとカスタマイズ] をクリックします。

3. [カスタマイズ] の下で、[テーマの変更] をクリックします。

4. [テーマ] タブの [テーマ] リストで、[Windows クラシック] をクリックし、
[OK] をクリックします。

ネットワーク インターフェイス カード (NIC) および スイッチ ポー

トの手動設定

ネットワーク インターフェイス カード (NIC) はコンピュータ内のハードウェア
で、コンピュータをネットワーク上の他のデバイスに接続します。スイッチが
イーサネット ネットワーク上のトラフィックを管理します。一部のスイッチで
は、個別のポート  (物理接続)  設定が可能です。

ネットワーク接続のリンク速度とデュプレックスの設定は、デバイスが 良の
通信方法を決定するオートネゴシエーションにするか、変更できないように
ハードコーディングする手動での設定が可能です。

多くのネットワーク インターフェイス カードは、使用されていない時にネット
ワーク カードをオフにする節電機能も提供します。この設定は時にワイヤーフ
レーム、データの陳腐化、およびその他の不具合などのエラーの原因となり、
コンピュータのデータ受信を妨げる場合があります。これらのエラーを防止す
るには、コンピュータのネットワーク インターフェース カードの節電機能を無
効にしてください。詳細については、23 ページの中の「NIC の節電機能を無効
にするには」を参照してください。

FactoryTalk View SE アプリケーションの場合、管理されたスイッチをコントロー
ル システム ネットワーク全体で使用し、管理されたスイッチにすべてのネット
ワーク接続に対し同じリンク速度とデュプレックスを手動で設定することをお
勧めします。

また、同じ設定を使用して管理されたスイッチ ポートを手動で設定することも
お勧めします。スイッチ ポートの設定方法については、使用しているスイッチ
に付属の製品マニュアルを参照してください。
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ネットワーク上の接続デバイスの 良実践の概要については、Rockwell 
Automation 文書ライブラリ内の のイーサネット設計に関する留意事項を参照し
てください。(発行 ENET-RM002 を検索します。)

NIC のリンク速度とデュプレックスを設定するには、以下の手順

に従ってください

NIC のリンク速度とデュプレックスの設定ステップは、Windows オペレーティン
グ システムによって若干異なります。使用しているオペレーティング システム
に適用するセクションを参照してください。

Windows XP または Windows Server 2003 の場合

1. Windows のコントロール パネルを開き、[ネットワーク接続] をダブルクリッ
クします。

2. [ローカル エリア接続] を右クリックし、[プロパティ ] をクリックします。

3. [全般] タブで、ネットワーク デバイス名の横の [構成] をクリックします。

4. デバイスの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[詳細設定] タブをクリッ
クし、[速度とデュプレックス] を選択します。

5. [値] リストボックスで、接続の可能な限り高い値、[100 Mb Full] または [デュ
プレクス設定なしの 1000 Mb] を選択します。

Windows 7 Professional、Windows Vista または Windows Server 
2008 の場合

1. Windows のコントロール パネルを開き、[ネットワークとインターネット] を
クリックします。

2. カテゴリのリストで、[ネットワークと共有センター ] をクリックします。

3. 左側の [タスク] のリストで、[ネットワーク接続の管理] をクリックします。

4. [ネットワーク接続] のリストで、[ローカル エリア接続] を右クリックし、 
[プロパティ ] をクリックします。

5. [ネットワーク] タブで、[構成] をクリックします。

6. デバイスの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[詳細設定] タブをクリッ
クします。

7. デバイスの [プロパティ ] リストで、[Link Speed & Duplex] をクリックします。
Windows Server 2008 では、[Speed & Duplex] をクリックします。

8. [値] リストで、接続の可能な限り高い値を選択し、[OK] をクリックします。

管理されていないスイッチを使用している場合は、NIC 設定はオートネゴシエーションのまま

にしておく必要があります。オートネゴシエーション デバイスを手動設定されたデバイスに接

続すると、ネットワーク通信エラーの原因になることがあるため推奨されません。
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NIC の節電機能を無効にするには

NIC の節電機能の無効化ステップは、Windows オペレーティング システムに
よって若干異なります。使用しているオペレーティング システムに適用するセ
クションを参照してください。

Windows XP または Windows Server 2003 で節電機能を無効にする
には、以下の手順に従ってください

1. Windows のコントロール パネルを開き、[ネットワーク接続] をダブルクリッ
クします。

2. [ローカル エリア接続] を右クリックし、[プロパティ ] をクリックします。

3. [全般] タブで、ネットワーク デバイス名の横の [構成] をクリックします。

4. デバイスの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[電源の管理] タブをク
リックします。

5. [電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるよ
うにする] チェックボックスをオフにしてから、[OK] をクリックします。

Windows7 Professional、Windows Vista または Windows Server 
2008 で節電機能を無効にするには、以下の手順に従ってください

1. Windows のコントロール パネルを開き、[ネットワークとインターネット] を
クリックします。

2. カテゴリのリストで、[ネットワークと共有センター ] をクリックします。

3. 左側の [タスク] のリストで、[ネットワーク接続の管理] をクリックします。

4. [ネットワーク接続] のリストで、[ローカル エリア接続] を右クリックし、 

[プロパティ ] をクリックします。

5. [ネットワーク] タブで、[構成] をクリックします。

6. デバイスの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[電源の管理] タブをク

リックします。

7. [電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるよ

うにする] チェックボックスをオフにしてから、[OK] をクリックします。
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サードパーティ製ファイアウォールの無効化またはアンインス
トール

FactoryTalk View SE は Windows に内蔵のファイアウォールにのみ互換性があり、

予期しない結果が発生する可能性があるため、サードパーティ製のファイア
ウォールと一緒に使用しないでください。

FactoryTalk View SE をインストールする前に、コンピュータ上のサードパーティ   

製ファイアウォールを無効化またはアンインストールしてください。詳細につい
ては、ファイアウォール製品に付属のドキュメントを参照してください。

Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) のイン

ストール

Microsoft インターネットインフォメーションサービス (IIS) は、Distributed 
FactoryTalk View Site Edition System の重要なサービスです。このため、セット

アップ ウィザードはコンピュータで Microsoft インターネット インフォメー

ション サービス (IIS) が利用可能かどうかを検出し、ユーザーへインストール状

況を表示します。

以下のコンピュータでは IIS が必須です:

異なるオペレーティング システムのガイドライン

IIS の様々なバージョンと設定によっては、FactoryTalk View SE をインストール
する前に古いオペレーティング システムの手動手順の実行が必要となる場合も
あります。また、Microsoft はさまざまなオペレーティング システムで重要な IIS 
コンポーネントである WebDAV を含むポリシーを変更しました。これによって
も、古いオペレーティング システム用に WebDAV をダウンロードしてインス
トールする手動手順が必要となります。

次のオペレーティング システムでは IIS を手動でインストールおよび設定す
る必要があります (以下の手順を参照):

Windows Server 2003 以降の Service Pack

Windows XP 以降の Service Pack

IIS が必要 IIS は不要

FactoryTalk View SE Server
Network FactoryTalk View SE システ
ムへリモートで接続するために必要
な FactoryTalk View Studio

FactoryTalk View SE Client
FactoryTalk View Studio
Stand Alone RSLinx Enterprise Server
スタンドアロン FactoryTalk Directory 
Server
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Microsoft から Web DAV を手動でダウンロードしてインストールする必要がある:
Windows Server 2008 (Service Pack 2)

FactoryTalk View セットアップ ウィザードで IIS が自動的にインストールされる:

Windows Server 2008 以降の Service Pack

Windows Server 2008 R2 以降の Service Pack

Windows 7 以降の Service Packs

Windows Vista 以降の Service Packs

Windows Server 2003 に IIS をインストールするには、次の手順

に従ってください

1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. コンピュータの DVD ドライブに Windows DVD を置きます。

3. Windows のコントロール パネルを開き、[プログラムの追加と削除] をダブル
クリックします。

4. [プログラムの追加と削除] ウィンドウの左側で、[Windows コンポーネントの
追加と削除] をクリックします。

5. [Windows コンポーネント] ウィザードが開始したら、[コンポーネント] リス
トで、[アプリケーション サーバー ] をダブルクリックします。

6. [アプリケーション サーバー ] ダイアログ ボックスで、[Internet Information 
Services] をダブルクリックします。

7. [Internet Information Services] ダイアログ ボックスで、[World Wide Web サービ
ス] チェック ボックスを選択します。([インターネットインフォメーション 
サービスマネージャーおよび共通ファイル] のチェック ボックスは既に選択
されている必要があります。)

8. [World Wide Web サービス] をダブルクリックします。

IIS の設定に問題がある場合は第 C 章、Microsoft インターネット インフォメーション サー

ビスのインストール を参照することができます。

Windows Vista は、1 台のコンピューター上で実行するスタンドアロンまたは分散アプリケー

ションをホストするため、または同じコンピュータ上でホストされるアプリケーションまたは

リモートコンピュータ上でホストされるアプリケーションへ接続可能な FactoryTalk View SE 
Client または FactoryTalk View Studio ソフトウェアを実行するためにのみ使用できます。

Windows Vista を使用して他のクライアントが接続する HMI サーバーをホストにすることはで

きません。HMI サーバーをホストにするには、の代わりに Windows 7 Professional、Windows 
XP、Windows Server 2003、または WindowsServer2008 を使用してください。
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9. [World Wide Web サービス] ダイアログ ボックスで、[アクティブ サーバー 
ページ] と [WebDAV の発行] の各チェック ボックスを選択します。([World 
Wide Web サービス] チェック ボックスは既に選択されている必要があり 
ます。)

10. [Windows コンポーネント] ウィザードに戻るまで [OK] をクリックし、 
[次へ]をクリックします。

IIS のインストールを完了するには、ウィザードの指示に従ってください。

Windows XP へ IIS をインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. コンピュータのディスク ドライブに Windows XP ディスクを置きます。

3. Windows のコントロール パネルを開き、[プログラムの追加と削除] をダブル
クリックします。

4. [プログラムの追加と削除] ウィンドウの左側で、[Windows コンポーネントの
追加と削除] をクリックします。

5. [Windows コンポーネント] ウィザードが開始したら、[Internet Information 
Services] チェック ボックスを選択し、[詳細] をクリックします。

6. [Internet Information Services] ダイアログ ボックスで、[共通コンポーネント]、
[インターネット インフォメーション サービス スナップイン]、[World Wide 
Web サービス] の各チェック ボックスを選択します。

7. [OK]、[次へ] の順にクリックします。

IIS のインストールを完了するには、ウィザードの指示に従ってください。

IIS のアンインストールについて

何かの理由で Microsoft インターネット インフォメーション サービス を一度アン

インストールし、再インストールする必要がある場合、再インストール後に IIS 
で仮想ディレクトリを再度作成する必要があります。これを行うには、
FactoryTalk View SE と共にインストールされている RSViewWebManager プログ

ラムを実行します。

IIS に仮想ディレクトリを再度作成するには、以下の手順に従ってく

ださい

Windows Explorer で c:\Program files\Rockwell Software\RSView Enterprise を開き、

RSViewWebManager.exe をダブルクリックします。
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Internet Explorer 強化型セキュリティ設定の削除

Internet Explorer 強化型セキュリティ設定 (ESC) は、ユーザーのコンピュータ上

でのインターネットおよびイントラネット Web サイトの参照方法を制限するこ

とによりサーバーを保護する Windows Server 2003 および Windows Server 2008 に
おけるデフォルト セキュリティ設定のグループです。

FactoryTalk View SE ソフトウェア コンポーネントを有するコンピュータにインス

トールされる場合、Internet Explorer 強化型セキュリティ設定が FactoryTalk View 
SE Client のアプリケーション サーバーへの接続を妨害することがあります。

予期しない動作の発生を避けるためには、FactoryTalk View SE を実行する 
Windows Server 2003 コンピュータから強化型セキュリティ設定を削除することを

お勧めします。

Windows Server 2003 の ESC を削除するには、次の手順に従ってく

ださい。

1. Windows のコントロール パネルを開き、[プログラムの追加と削除] をダブル

クリックします。

2. [プログラムの追加と削除] ダイアログ ボックスの左側で、[Windows コン

ポーネントの追加と削除] をクリックします。

3. [コンポーネント] リストで、[Internet Explorer セキュリティ強化の構成] の
チェック ボックスをオフにし、[次へ] をクリックします。

4. ウィザードの指示に従って、Internet Explorer 強化型セキュリティ設定の無効

化を完了します。
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Windows Server 2008 の ESC を削除するには、次の手順に従ってく

ださい。

1. [スタート] をクリックし、[管理ツール] をポイントし、[サーバー マネー

ジャー ] をクリックします。

2. [サーバー マネージャー ] ウィンドウで、[セキュリティ情報] の下の [IE ESC 
の構成] をクリックします。
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3. [Internet Explorer セキュリティ強化の構成] ダイアログ ボックスで、[管理者] 
および [ユーザー ] 欄で [オフ]をクリックして Internet Explorer 強化型セキュ

リティ設定を無効化し、[OK] をクリックします。

Internet Explorer のコンポーネントへのアクセス 適化設定

FactoryTalk View はグラフィック ディスプレイと他の HMI サーバー コンポーネン
トのキャッシュされたコピーをインターネット一時ファイル フォルダに保存して
いるため、アプリケーション クライアントがそれらのコンポーネントを要求する
際にそれらを素早くロードすることができます。

HMI サーバー コンポーネントへのアクセスを 適化するには、すべてのアプリ
ケーション クライアントおよびサーバー コンピュータで Internet Explorer を特定
の設定にすることが推奨されます。

オフライン作業設定

Internet Explorer がキャッシュされた HMI サーバー コンポーネントの更新を検知
し、FactoryTalk View SE Client がまだキャッシュにないコンポーネントをロード
できることを確実にするため、[オフライン作業] 設定がオフになっていることを
確認します。

オフライン作業をオフにするには、以下の手順に従ってください。

Internet Explorer の [ファイル] メニューで、[オフライン作業] の横にチェック 
マークがある場合は、[オフライン作業] を選択してチェック マークをオフにし
ます。

FactoryTalk View SE は、Internet Explorer 6.0、7.0、8.0、および 9.0 をサポートしています。
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ページを表示するごとに新しいバージョンを確認する

FactoryTalk View SE Client が常に 新バージョンの HMI サーバー コンポーネン
トをダウンロードおよび使用できるようにするために、Internet Explorer をペー
ジを表示するごとに保存されたページの新しいバージョンを確認するように設
定します。

ステップは、Windows オペレーティング システムによって若干異なります。使用
しているオペレーティング システムに適用するセクションを参照してください。

Internet Explorer 6 で新しいバージョンを確認するには、以下の手順
に従ってください。

1. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネット オプション] をク
リックします。

2. [全般] タブの、[インターネット一時ファイル] の下の [設定] をクリックし 
ます。

3. [保存しているページの新しいバージョンの確認] の下の [ページを表示する
ごとに確認する] をクリックします。

Internet Explorer 7 以降で新しいバージョンを確認するには、以下の
手順に従ってください。

1. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネット オプション] をク
リックします。

2. [全般] タブの、[参照履歴] の下の [設定] をクリックします。

3. [インターネット一時ファイルと履歴設定] ダイアログ ボックスで、[ウェブ
ページを表示するごとに確認する] を選択します。

十分なディスク容量の指定

FactoryTalk View Studio が HMI プロジェクトを開くことができ、FactoryTalk View 
SE Client が HMI サーバー コンポーネントを開けるようにするために、使用可能
なディスク容量を HMI プロジェクト フォルダのサイズの 2 倍に設定します。

アプリケーションに複数の HMI サーバーが含まれる場合は、すべての対応する 
HMI プロジェクト フォルダのサイズ を合計し、その数字を 2 倍してください。

HMI プロジェクト ファイルの保存場所

HMI プロジェクト ファイル は、ネットワーク アプリケーションで HMI サー
バーをホストするコンピュータの以下の場所に保存されています。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合: 
...\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects

Windows XP および Windows Server 2003 の場合: 
...\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\RSView  
Enterprise\SE\HMI Projects
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ステップは、Windows オペレーティング システムによって若干異なります。使用
しているオペレーティング システムに適用するセクションを参照してください。

Internet Explorer 6 で十分なディスク容量を指定するには、以下の手
順に従ってください。

1. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネット オプション] をク
リックします。

2. [全般] タブの、[インターネット一時ファイル] の下の [設定] をクリックし
ます。

3. [使用するディスク領域] の下のスライダーを移動させるか、HMI プロジェク
トフォルダの少なくとも 2 倍のサイズを MB で入力します。

HMI プロジェクトフォルダは ...\Documents and Settings\All Users\Shared  
Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\ にあります。ファルダには 
FactoryTalk View Studio 内の対応する HMI サーバー と同じ名前が付いてい 
ます。

Internet Explorer 7 で十分なディスク容量を指定するには、以下の手順に従っ
てください。

1. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネット オプション] をク
リックします。

2. [全般] タブの、[参照履歴] の下の [設定] をクリックします。

3. [インターネット一時ファイルと履歴設定] ダイアログ ボックスの、[使用す
るディスク領域] の下に、HMI プロジェクト フォルダの少なくとも 2 倍のサ
イズを MB で入力します。

HMI プロジェクト フォルダは ...\Users\Public\Documents\RSView  
Enterprise\SE\HMI Projects\ にあります。ファルダには FactoryTalk View 
Studio 内の対応する HMI サーバー と同じ名前が付いています。

データ実行防止 (DEP) の設定

データ実行防止 (DEP) は、Windows XP (Service Pack 2 以降)、Windows Server 
2003 (Service Pack 1 または R2)、Windows 7 Professional、Windows Vista および 
Windows Server 2008 における Microsoft Windows のセキュリティ機能です。DEP 
は、プログラムおよびサービスのウィルスおよびその他のセキュリティ脅威か
らの保護を目的としています。

DEP の設定により、DEP プロテクションで保護されるプログラムとサービスが
決定されます。FactoryTalk View SE コンポーネントを実行するコンピュータで
は、重要な Windows プログラムおよびサービスについてのみ DEP を有効にする
ことをお勧めします。

ステップは、Windows オペレーティング システムによって若干異なります。使用  
しているオペレーティング システムに適用するセクションを参照してください。
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Windows XP または Windows Server 2003 で DEP を設定するには、
以下の手順に従ってください。

1. Windows のコントロール パネルを開き、[システム] をダブルクリックします。

2. [詳細設定] タブの、[パフォーマンス] の下の [設定] をクリックします。

3. [パフォーマンス オプション] ダイアログ ボックスで、[データ実行防止] タ
ブをクリックします。

4. [重要な Windows のプログラムおよびサービスについてのみ DEP を有効にす
る] オプションを選択し、[適用] をクリックします。

Windows7 Professional、Windows Vista または Windows 
Server2008 で DEP を設定にするには、以下の手順に従ってください。

1. Windows のコントロールパネルを開き、[コントロール パネル ホーム] をク

リックし、[システムとメンテナンス] をクリックします。

2. [システム] をクリックします。

3. 左側の [タスク] のリストで、[システムの詳細設定] をクリックします。

4. [システム プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[詳細設定] タブをクリック

します。

5. [詳細設定] タブの、[パフォーマンス] の下の [設定] をクリックします。

6. [パフォーマンス オプション] ダイアログ ボックスで、[データ実行防止] タ
ブをクリックします。

7. [重要な Windows のプログラムおよびサービスについてのみ DEP を有効にす

る] オプションを選択し、[OK] をクリックします。

不必要な DCOM ネットワーク プロトコルの削除 

コンピュータ上に複数の DCOM プロトコルがインストールされ、設定されてい

る場合、FactoryTalk View SE システムにおける通信性能が悪影響を受ける可能性

があります。DCOM 通信が正常に機能し、システムの性能に影響しないよう、

TCP/IP 以外のプロトコルはすべて削除してください。

不必要な DCOM プロトコルを削除するには、以下の手順に従ってく

ださい。

1. デスクトップで、[スタート] をクリックし、[実行] をクリックします。

2. [実行] ダイアログ ボックスに dcomcnfg を入力し、[OK] をクリックします。
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3. コンポーネント サービス ツールで、コンポーネントサービスを展開し、[コン

ピュータ] フォルダを開き、[マイ コンピュータ] を右クリックして、[プロパ

ティ ] をクリックします。

4. [デフォルトプロトコル] タブをクリックします。DCOM プロトコル リストに 
TCP/IP 以外のプロトコルが表示される場合は、それらの不必要なプロトコルを

削除します。たとえば、Connection-oriented SPX プロトコルは削除します。
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4 インストール FactoryTalk View 
FactoryTalk View インストール DVD は、FactoryTalk View Site Edition (SE) を使用
してネットワーク上の複数のコンピュータを含む分散システムまたは単一のコン
ピュータに限定されたローカル アプリケーションの開発および実行に必要なす
べてのソフトウェアを提供します。

本章では、FactoryTalk View Studio Enterprise を使用してインストール手順につい
て説明します。FactoryTalk View Studio Enterprise は [ようこそ] 画面の他の選択肢
に含まれるすべての必須インストールおよびオプションのインストールに含ま
れています。

FactoryTalk View SE のアップグレードまたは既存のバージョンについては、 
109 ページの「作動中の FactoryTalk View SE アプリケーションのアップグレー
ド」を参照してください。

FactoryTalk View Site Edition (SE) のインストール手順

この章では、FactoryTalk View SE をインストールするための各ステップについて
説明しています。全体的なインストール プロセスには次の手順が含まれます。

どの FactoryTalk View SE コンポーネントをインストールするかを決定する

インストールの準備

セットアップ ウィザードを起動し、インストール内容を選択する

共通のセットアップおよび IIS インストール

インストールに関する情報の提供

選択内容を確認してインストール プロセスを開始する

インストールの完了

インストール後の手順

どの FactoryTalk View SE コンポーネントをインストールするかを

決定する

FactoryTalk View セットアップ ウィザードでは、FactoryTalk View Site Edition ソ
フトウェアをインストールするためのさまざまなオプションを提供します。以
下を選択できます。

Studio Enterprise 
Site Edition Server
Site Edition Client
Site Edition Station
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スタンド アロン RSLinx Enterprise Server

スタンド アロン FactoryTalk ディレクトリ サーバー

選択するオプションは、コンピュータまたはコントロール システムの設計上で

実行することになっている FactoryTalk View Site Edition アプリケーションまたは

ソフトウェア コンポーネントのタイプによって異なります。

[ようこそ] 画面の各選択肢について、以下の表はインストールが必須、推奨お

よびオプションのソフトウェア コンポーネントを示しています。

選択したアプリケーション 必須アプリケーション 推奨およびオプション

Studio Enterprise FactoryTalk View Studio Enterprise

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Activation Manager

FactoryTalk Alarms and Events

RSLinx Enterprise

FactoryTalk View SE Server

FactoryTalk View SE Client

Faceplates and Add-on Instructions

RSLinx Classic

Site Edition Server FactoryTalk View SE Server

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Activation Manager

FactoryTalk Alarms and Events

RSLinx Enterprise

FactoryTalk View SE Client

RSLinx Classic

Site Edition Client FactoryTalk View SE Client

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Activation Manager

FactoryTalk Alarms and Events
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インストールの準備

ソフトウェアをインストールするユーザーが Windows の管理者権限を持って

いることを確認してください。

FactoryTalk View Studio Enterprise をインストールする場合、インストール時

にシリアル番号を要求するメッセージが表示されますので、シリアル番号を
確認しておいてください。シリアル番号は一般的にインストール メディアの

オリジナル パッケージに記載されています。

インストール時に操作アプリケーションのアップグレードまたはコンピュー
タの置き換えを選択した場合のシステムの定期ダウンタイム。

セットアップ ウィザードを起動し、インストール内容を選択する

1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. FactoryTalk View インストール DVD をコンピュータの DVD ドライブに挿入

します。インストールが自動的に開始します。

インストールが自動的に開始しない場合は、D:\FTView\Setup.exe を実行

します。ここで D:\ は DVD が格納されているドライブを粟原します。

Site Edition Station FactoryTalk View SE Server

FactoryTalk View SE Client

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Activation Manager

FactoryTalk Alarms and Events

RSLinx Enterprise

FactoryTalk View Studio

Faceplates and Add-on Instructions

RSLinx Classic

スタンド アロン RSLinx  
Enterprise Server

RSLinx Enterprise 

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Activation Manager

FactoryTalk Alarms and Events

RSLinx Classic

スタンド アロン FactoryTalk  
ディレクトリ サーバー

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Activation Manager

選択したアプリケーション 必須アプリケーション 推奨およびオプション
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起動後、セットアップ ウィザードは自動的に必要なソフトウェアを、前提

条件 (必要な場合) をインストールします。

Windows インストーラ 4.5

Microsoft XML 4.0 SP2 

[ようこそ] 画面には、インストールする製品を選択するためのプルダウン 
メニューが表示されます。

3. アップグレードまたはインストール対象コンピュータに適した製品を選択します。

4. チェックボックスをオフにしない限り、Adobe Reader がインストールされま
す。インストール ガイド、ユーザーズ ガイドおよびその他のドキュメントを
開くには Adobe Reader が必要です。

5. リストから選択した後、セットアップ ウィザードには、インストールできる
さまざまなソフトウェア製品が自動的に表示されます。選択して、[次へ] を
クリックします。選択したアプリケーションによって、インストール手順が
決定します。

選択した製品のプロンプト画面に従います。

Windows XP および Windows Server 2003 では、DriverPkgx64.msi および 32 ビット 
USBCIP ドライバ用の新しいドライバ証明書をインストールする必要があります。インス

トーラは、システムにこの証明書が含まれているかどうかを自動判別します。含まれてい

ない場合、次のメッセージが表示されます。[はい] をクリックして先へ進みます。

FactoryTalk® サービスのインストールを続行するには、 新のソフトウェア発行者ルート証

明書を使用してこの証明書を更新する必要があります。この更新を行うことで、お使いのシ

ステムは Rockwell Automation やその他のソフトウェア発行者からのドライバを信頼します。

Studio for Machine Edition および Machine Edition Station for Windows に関する情報が

「FactoryTalk View Machine Edition インストール ガイド VIEWME-IN007」に表示されます。
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共通のセットアップおよび IIS インストール

[インストールするソフトウェア製品を選択してください] と表示されたダイア
ログ ボックスには、3 つのオプションが表示される場合があります。

選択したアプリケーションの一部として自動的にインストールされる必須  
(グレイアウトされ、チェックマークが入っている) ソフトウェア

推奨 (チェックボックスに緑色のチェックマークが入っている) は、Rockwell 
がそのアプリケーションに対して推奨するソフトウェアを表します。ボック
スのチェックマークを外し、インストールをしないよう選択することもでき
ます。

オプション l (チェックボックスはオフ) は、システムによっては含める可能

性のあるソフトウェアを表します。インストール時にソフトウェアを含める
には、ボックスにチェックマークを入れます。

製品が既にインストール済みの場合、グレイアウトされますがチェックマークは外されます。
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真ん中の選択ボックスから新しい製品を選択すると、バージョン情報やアップ
グレード情報が右側のテキスト ボックスに表示されます。該当する場合、前の

バージョンに関する情報が右のテキスト ボックスに表示されます。

上記の例では、Factory Talk Services Platform v2.60.00 をインストールできます。

必要な変更を行い、[次へ] をクリックして先へ進みます。

FactoryTalk Activation の警告

一部の製品では、FactoryTalk Activation Manager を使用してアクティベーションを

行う必要があります。以前別のアクティベーション方法を使用した場合であって
も、FactoryTalk Activation Manager を使用してすべての FactoryTalk View 7.0 ソフト

ウェアをアクティベートする必要があります。[次へ] をクリックして先へ進み

ます。
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Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) の
チェックとインストール

Windows Server 2003 および Windows XP サービス以外のサポートされているすべ

てのオペレーティング システムでは必要に応じてセットアップ ウィザードは自

動的に Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) をインス

トールします。[IIS をインストールする] をクリックして先へ進みます。

  

Windows XP および Windows Server 2003 で IIS をインストールするには、24 ページの

「Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) のインストール」 を参照してくだ

さい。
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IIS のインストールを選択すると、画面上部に次のテキストが表示されます。

IIS をインストール中 - 数分かかる可能性があります。お待ちください…

IIS のインストールが完了すると、画面上部に次のテキストが表示されます。

IIS が正しくインストールされています。[次へ] をクリックして続行してください。

必要に応じて IIS および WebDAV をダウンロードした後、[次へ] をクリックして

先へ進みます。

依存ソフトウェアプロセス終了の警告

インストールの間、セットアップ ウィザードは置き換える Rockwell Automation 
ソフトウェアを識別します。プログラムは以下のダイアログ ボックスに表示さ

れているプログラムを自動的に終了します。

Windows Server 2008 SP1 および SP2 を実行中のネットワーク アプリケーションの場合は、IIS 
に WebDAV モジュールをインストールしている必要があります。[WebDAV のダウンロード] を
クリックして、Microsoft Web サイトから拡張機能をダウンロードし、インストールします。

この手順では、プロセス アプリケーションをシャットダウンすることはできません。インス

トールまたはアップグレードしているアプリケーションによっては、工場自動化システムが操

作不能となり、プロセスがシャットダウンされる可能性があります。このダウンタイムに対す

る準備と、会社のシステムのすべてがこれらのアプリケーションを終了させる準備が整ってい

ることを確認してください。
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[次へ] をクリックして先へ進みます。
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インストールに関する情報の提供

インストールで FactoryTalk View Studio Enterprise を選択した場合、セットアップ 
ウィザードにはこのシリアル番号のみが表示されます。その他の製品シリアル
番号は、インストール完了後に FactoryTalk Activation Manager を通じてのみ入力

できます。

ユーザー名および組織はすべてのインストールにおいてオプションであり、必
須ではありません。シリアル番号から、購入いただいた FactoryTalk® View の
バージョンがわかります。アクティベーション キーを取得し、テクニカル サ
ポートへ電話するには有効なシリアル番号が必要です。有効なシリアル番号を
入力しなければ、インストールを進めることはできません。シリアル番号情報
は製品パッケージに記載されています。

シリアル登録情報を入力し、[次へ] をクリックします。
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使用許諾契約書

使用許諾契約書 (EULA) には、権利と責任が記載されています。インストールさ

れているアプリケーションによって、このページに複数の使用許諾契約書が表
示される場合があります。個別の使用許諾契約書は、テキスト ボックスの上に

表示されます。

一部のソフトウェア製品は、各使用許諾契約書の条件に合意しない限り、提供
または利用できません。
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使用許諾契約書へ同意するには

1. ダイアログ ボックスの一番上で契約書選択し、使用許諾契約書を読みます。

2. 各使用許諾契約書に対してこれを繰り返します。

3. すべての使用許諾契約書を読んだら、[すべて同意] にクリックして表示され

ているすべての使用許諾契約書の条件に合意し、続行します。

使用許諾契約書の条件に合意できない場合は、[拒否] をクリックします。

セットアップ ウィザードが終了します。

[戻る] をクリックすると前の画面に戻ります。

製品インストール用のファイルの場所

Rockwell Automation ソフトウェアの場所を選択します。必要に応じて、プルダ

ウン メニューを選択して別のドライブの場所を参照します。

ドライブを選択したら、[次へ] をクリックします。
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セットアップのタイプの選択

このダイアログ ボックスでは、アプリケーションのインストールに も適した

タイプを選択できます。

を完了すると、セットアップ ウィザードで利用可能なすべてのコンポーネン

トをインストールします。

カスタムの を使用すると、ヘルプやデモ アプリケーションなどのオプション

のコンポーネントを選択できます。

セットアップのタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
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SQL Server サインインまたはインストール

インストールの間、セットアップ ウィザードはコンピュータで互換性のある 
SQL サーバーが利用可能かどうかを決定します。

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express または Standard version FTVIEWx64TagDB  
インスタンスがローカルに存在する場合、セットアップ ウィザードは SQL 構成

ステップをスキップします。

まだインストールされていない場合、セットアップ ウィザードに新しいパス

ワードを促す画面が表示され、上記のパスワードを検証するよう求められます。

新しいパスワードは強力なパスワードでなければなりません。[ガイドライン] を
クリックし、強力なパスワードの要件を確認します。

パスワードを入力して検証してから、[次へ] をクリックします。

選択したパスワードが記録され、システム メンテナンス担当者用の別の管理者パスワードとと

もに保存されます。
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強力なパスワード ガイドライン

強力なパスワードは他人によって容易に推測されず、コンピュータ プログラムを

使用して容易にハッキングできません。強力なパスワードには以下の禁止条件を
使用することはできません。

空白または NULL 条件

パスワード

Admin

管理者

sa

sysadmin

強力なパスワードに、インストール コンピュータと関連付けられる以下の条件を

使用することはできません。

現在マシンにログイン中のユーザー名

コンピュータ名

強力なパスワードは 8 文字以上で、以下の 4 つの条件のうち 3 つ以上を満たさな

ければなりません。

大文字を含む

小文字を含む

数字を含む

#、%、^ などの記号を含む
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製品の設定

カスタム セットアップを選択した場合は、FactoryTalk View Studio Enterprise イン

ストールの実行時にデモ アプリケーションやヘルプ ファイルをインストールし

ないよう選択できます。

一部のアプリケーションでは選択肢がない場合があります。

[次へ] をクリックして先へ進みます。
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選択内容を確認してインストール プロセスを開始する

すべての選択を行ったら、セットアップ ウィザードにインストールする前提条件
および Rockwell ソフトウェアが表示されます。

設定のサマリには、インストールプロセスに含まれるソフトウェアが表示さ
れます。

前提条件ソフトウェアは、Rockwell ソフトウェア アプリケーションをサポー

トするため、コンピュータで必要となります。

Rockwell ソフトウェアアプリケーションはインストールを待機中 Rockwell 
アプリケーションです。

このステップでは、セットアップ ウィザードでの選択に基づいてインストール

されるソフトウェアの一覧が表示されます。

ソフトウェアの名前を選択して下のテキスト ウィンドウに説明を表示します。

別の製品を選択するには、[戻る] をクリックします。

リストの内容に問題がないようでしたら、[インストール] をクリックしてインス 

トール プロセスを開始します。
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選択したソフトウェアのインストール

前提条件をインストールした後、インストーラは前に選択されたすべての 
Rockwell ソフトウェアを自動的にインストールします。インストールは自動的

に行われ、ユーザーから入力を行う必要はありません。

インストール状況の更新情報が画面下の、進捗状況バーのすぐ上に表示されます。
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インストールの完了

FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストールが完了すると、[セットアップ
の完了] ダイアログ ボックスが開きます。

インストールされたコンポーネントのアクティベーションへ直接進むには、[終
了] をクリックします。[actoryTalk アクティベーションを使用して製品をアク
ティベートする] のチェックボックスをオフにして、アクティベートせずに終了
することもできます。57 ページの「FactoryTalk View ソフトウェアのアクティブ
化」を参照してください。

[終了] をクリックした後、コンピュータの再起動を求める画面が表示されます。
[はい] をクリックしてコンピュータを再起動します。[いいえ] をクリックして
ポップアップを終了します。

インストール後の手順

これで FactoryTalk View 製品がインストールされました。まだいくつかの 終的

な手順が必要となる場合があります。

製品更新プログラムのインストール

Network Directory サーバーの場所を指定する
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製品更新プログラムのインストール

FactoryTalk View コンポーネントのいずれかをインストールした後、システム上

のソフトウェア製品のパッチを探し、インストールする必要があります。パッ
チを探すには、Rockwell Automation ナレッジベースで パッチ TOC (目次) を検索

します。TOC には、お使いのソフトウェアで利用可能なすべてのパッチが表示

されます。http://rockwellautomation.custhelp.com/ へ移動し、[ナレッジベース検

索] タブを選択します。

パッチ TOC は、特定の製品およびバージョンについてリリースされた更新を説

明し、ソフトウェアがインストールされているコンピュータに更新をダウン
ロードおよびインストールするための手順を提供するものです。

Rockwell Automation ナレッジベースのパッチ TOC を検索するには

1. Web ブラウザのアドレス バーで「https://rockwellautomation.custhelp.com/」と

入力し、Enter を押します (登録またはログインが必要となる場合があります)。

2. Rockwell Automation サポート センター ページで、[ナレッジベース検索] タ
ブの下矢印をクリックします。[製品別] をクリックします。
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3. [ソフトウェア] までスクロールし、[FactoryTalk View SE] をクリックします。 
[検索] ボックスで、[パス TOC] と入力し、[検索] をクリックします。

検索結果から、FactoryTalk View Site Edition DVD からインストールしたすべ
ての製品に関連するパッチ TOC を探してください。必要に応じて、次のよう
な 近インストールされたその他のアプリケーションに対し、追加の検索を
行います。

SE Client
SE Server
SE Station
Studio Enterprise
FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk Alarms and Events
RSLinx Enterprise
RSLinx Classic

Network Directory サーバーの場所の指定

アプリケーション サーバーおよびクライアント コンピュータの FactoryTalk 
Directory Server Location ユーティリティを使用して、FactoryTalk ネットワーク 
ディレクトリ サーバーをホストするコンピュータを指定します。
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ローカルコンピュータを Network Directory サーバーとして設定する

には

1. ネットワーク ディレクトリ コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラ

ム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] を選択してから、[FactoryTalk 
ディレクトリの場所を指定する] をクリックします。ローカル コンピュータ

に管理者としてログオンする必要があります。

2. localhost が [ディレクトリ サーバーをホストしているコンピュータ] フィール

ドに表示されている場合は、コンピュータはすでに Network Directory ホスト

として指定されています。ユーティリティを閉じることができます。

localhost が表示されていない場合は、[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[このコン

ピュータ] をクリックして [OK] をクリックします。

4. もう一度 [OK] をクリックして、FactoryTalk Directory サーバーの場所ユー

ティリティを閉じます。

クライアントおよびサーバー コンピュータで Network Directory を指

定するには

1. ネットワーク ディレクトリ コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログ

ラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] を選択してから、

[FactoryTalk ディレクトリの場所を指定する] をクリックします。

ローカル コンピュータに管理者としてログオンする必要があります。

2. リモート コンピュータが Network Directory サーバーをホストしている場合

は、[ディレクトリ サーバーをホストしているコンピュータ] フィールドの 

横にある [参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[リモート コン

ピュータ] をクリックします。

4. Network Directory サーバー コンピュータの名前を入力するか、[参照] ボタンを

クリックしてコンピュータを特定し選択してから、[OK] をクリックします。

リモート コンピュータに管理者としてログオンする必要があります。

5. もう一度 [OK] をクリックして、FactoryTalk Directory サーバーの場所ユー

ティリティを閉じます。

同じネットワーク アプリケーションに参加するすべてのクライアントおよび

サーバー コンピュータ上で 1 から 5 のステップを繰り返します。
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5 FactoryTalk View ソフトウェアのアクティ

ブ化

FactoryTalk View Site Edition およびその他の Rockwell Software 製品を継続して使
用するには、ソフトウェアを実行しているコンピュータがアクティベーション 
ファイルにアクセスする必要があります。

FactoryTalk View Site Edition ソフトウェア コンポーネントに対するアクティベー
ションを管理および提供するには、FactoryTalk View と共にインストールされた 
FactoryTalk Activation ソフトウェアを使用します。

FactoryTalk Activation について

FactoryTalk Activation は Rockwell Software 製品をアクティブ化し、ソフトウェ
アのアクティベーション ファイルを管理する、セキュアなソフトウェア ベース
のシステムを提供します。

FactoryTalk Activation では、アクティベーション ファイルは電子的に生成、配布
されるため、物理的な「マスタ ディスク」や物理メディアは必要ありません。

FactoryTalk View SE 製品は 2 種類のアクティベーションを使用します。

フローティング同時アクティベーションはネットワーク上のアクティベー
ション サーバーからチェックアウトされ、継続的なネットワーク接続を
必要とします。

借用同時アクティベーションはネットワーク上のアクティベーション 
サーバーからチェックアウトされた期限切れアクティベーションであり、
継続的なネットワーク接続は必要ありません。

製品ソフトウェアの標準インストールの場合、FactoryTalk View Site Edition では
共有同時アクティベーションの両方のタイプの使用しかサポートしません。ノー
ド ロック アクティベーションはサポートされません。

Windows Vista でのソフトウェアのアクティブ化

Windows Vista は、FactoryTalk View SE Client、開発用スタンドアロン、または分
散アプリケーションを単一のコンピュータ上で実行する場合、または 
FactoryTalk View Studio を実行し、リモート HMI サーバーに接続する場合のみに
使用できます。

Windows Vista を使用して他のクライアントが接続する HMI サーバーをホストに
することはできません。HMI サーバーをホストにするには、代わりに Windows 7 
Professional、Windows XP、Windows Server 2003、または Windows Server 2008 を
使用してください。

その他の Rockwell Automation 製品が使用できるアクティベーションのタイプについては、製品

マニュアルを参照するか、 寄の Rockwell Automation 営業所にお問い合わせください。
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Windows Vista のアクティベーション キーを選択する際は、ネットワーク アプリ
ケーションのアクティベーション キーをインストールすることは可能ですが 
Windows Vista で使用することはできませんので注意してください。特定のアク
ティベーション キーに関する詳細については、60 ページの「FactoryTalk View ソ
フトウェア コンポーネントのアクティベーション キー」 を参照してください。

FactoryTalk View がアクティブ化されていない場合
たとえば、アクティベーション サーバーが利用できないため、または借用アク
ティベーションが失効したためにインストールした FactoryTalk View コンポー
ネントをアクティブ化できない場合、ソフトウェアは 大 7 日間実行し続けます。

7 日間の猶予期間により、重要なアプリケーションを中断することなく、アク
ティベーション取得の問題を修正するための時間が与えられます。アクティ
ベーションが 7 日間以内に復元されると、通常の動作を再開します。

アクティベーションが復元されないと、猶予期間が期限切れになります。猶予
期間の期限が切れた後、FactoryTalk View SE を再起動したときにアクティベー
ションがまだ使用できない状態にある場合、ソフトウェアは 2 時間デモ モード
で実行されます。

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションがデモモードで実行され
ていると、以下のことが可能です:

FactoryTalk View Studio で、 大で 5 つの HMI サーバーをローカルに作成ま
たはロードします。

HMI サーバーあたり 大 5 つのグラフィック ディスプレイを作成またはロー
ドします。

高 2 時間まで FactoryTalk View アプリケーションを実行します。デモ モー
ドでは、リモートは FactoryTalk View サーバーに接続できません。

Symbol Factory でそれぞれのカテゴリの 初のグラフィックのみをインポー
トします。

フローティング アクティベーションを取得するためのクライアント 
コンピュータの設定

フローティング同時アクティベーションは、アクティベーションを必要とする
クライアントに自動的に割り当てられ、クライアント上で FactoryTalk View SE 
の実行が停止するか、クライアント コンピュータがシャットダウンするときに、
自動的にアクティベーション サーバーのプールに返されます。

クライアント コンピュータは、アクティベーション サーバーからフローティン
グ アクティベーションを取得するように設定されている必要があります。

クライアント用の借用アクティベーションを使用したい場合は、59 ページの
「開発コンピュータ用にアクティベーションを借用する」 へ。
58



5 • FACTORYTALK VIEW ソフトウェアのアクティブ化    
•  •  •  •  •
アクティベーション サーバー (複数の場合も) を設定したら、各クライアント コン
ピュータがアクティベーションを取得するサーバーを指定することができます。

クライアントがサーバーに接続したら、FactoryTalk View ソフトウェア (たとえば 
FactoryTalk View SE Client) を実行するだけでアクティベーション サーバーが取得
できます。サーバーが使用可能なアクティベーションを自動的に発行します。

フローティング アクティベーションをアクティベーション クライアントで使用
するには、継続的なネットワーク接続が必要となります。クライアントがフ
ローティング アクティベーションを取得した後、アクティベーション サーバー
で、そのクライアントの接続が切断されていることが検出されると、アクティ
ベーションはサーバー プールに返されます。

重要なソフトウェア コンポーネント (冗長 HMI サーバーなど) が常に必要なアク
ティベーションを取得できるようにするには、ソフトウェアが実行されている
コンピュータにアクティベーション サーバーを設定してください。

ネットワーク アプリケーション コンポーネントのアクティブな状
態を確保する

ネットワークが中断された場合であっても、フローティング アクティベーションを
使用したネットワーク アプリケーションの重要なソフトウェア コンポーネント
が常に必要なアクティベーションを取得できるようにするには、FactoryTalk View 
SE ソフトウェアが実行されるすべてのコンピュータの FactoryTalk Activation サー
バーを設定します。これには、冗長であるか否かに関わらずすべてのクライアン
トとサーバーが含まれます。

たとえば、冗長 FactoryTalk View SE Server を常にアクティブな状態にするには、
冗長サーバー ペアをホストしている両方のコンピュータにアクティベーション 
サーバーをインストールしてから、これらのコンピュータに必要なアクティ
ベーションを追加します。

開発コンピュータ用にアクティベーションを借用する
アクティベーション サーバーが存在するネットワークに接続されたままになっ
ていることが開発コンピュータにとって都合が悪い場合は、アクティベーション 
サーバーに一時的に接続して一定時間のみ同時アクティベーションを借用して
から切断することが可能です。制限アクティベーションが失効すると、関連す
るソフトウェアはアクティブ化されなくなり、アクティベーションが自動的に
サーバーのアクティベーション プールから再び利用可能な状態になります。

借用できるのは FactoryTalk View Studio アクティベーションのみです。ネット
ワークから切断されたネットワーク アプリケーションの開発中は、FactoryTalk 
View Studio アクティベーション キーはアプリケーション内のクライアントおよ
び HMI サーバーによって共有され、すべての必要なコンポーネントを開発用に
実行することが可能になります。

借用アクティベーションを使用するには、借用アクティベーションが使用されるすべてのサー
バーおよびクライアント コンピュータ上で FactoryTalk Activation 3.30 以降 (FactoryTalk CPR 9 
SR 4 製品の DVD に付属) にアップグレードする 必要があります。
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FactoryTalk View ソフトウェア コンポーネントのアクティベー
ション キー

Rockwell Software アクティベーション Web サイトからダウンロードするアク
ティベーション ファイルには、購入したアクティベーション キーが暗号化され
た形式で含まれています。アクティベーション キーは、FactoryTalk View SE コン
ポーネントをアクティブ化するソフトウェアです。FactoryTalk View Site Edition 
および Machine Edition 製品により使用されるアクティベーション キーの一覧は、
以下のとおりです。

アプリケーションでのその他の Rockwell Automation 製品のアクティブ化に必要なキーについ

ての情報は、製品マニュアルを参照してください。

このソフトウェア製品またはコンポーネントを 
アクティブ化するには

以下のキーを 
使用します

FactoryTalk View Studio*

*FactoryTalk View Site Edition および Machine Edition アプリケー 

ションの開発およびテストのためのソフトウェアを含む

RSV.STUDIO

FactoryTalk View SE Server (ネットワーク アプリケーション)、 
無制限のディスプレイ

RSVSESRV.MAX

FactoryTalk View SE Server (ネットワーク アプリケーション)、 
ディスプレイ 250 台

RSVSESRV.250

FactoryTalk View SE Server (ネットワーク アプリケーション)、 
ディスプレイ 100 台

RSVSESRV.100

FactoryTalk View SE Server (ネットワーク アプリケーション)、 
ディスプレイ 25 台

RSVSESRV.25

FactoryTalk View SE Client (ネットワーク アプリケーション)、 
読み取りおよび書き込み

RSVSECLI.RW

FactoryTalk View SE Client (ネットワーク アプリケーション)、 
表示専用

RSVSECLI.RO

FactoryTalk View SE Station (ネットワークステーションとロー 

カル ステーション アプリケーション)、無制限のディスプレイ

RSVSE.MAX

FactoryTalk View SE Station (ネットワーク ステーションとロー 

カル ステーション アプリケーション)、ディスプレイ 250 台
RSVSE.250

FactoryTalk View SE Station (ネットワーク ステーションとロー 

カル ステーション アプリケーション)、ディスプレイ 100 台
RSVSE.100
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複数のソフトウェア コンポーネント間でキーを共有する

複数の FactoryTalk View SE ソフトウェア コンポーネントは、以下の場合に 1 つ
のアクティベーション キーを使用して機能します。

同じコンピューター上で実行されている FactoryTalk View Studio または 
FactoryTalk View SE Client の複数のインスタンスは、コンポーネントが 
Terminal Services セッションで実行されていない限り、1 つのキー 
(RSV.STUDIO または RSVSECLI) を使用できます。

ネットワーク アプリケーションで、開発およびテストのために 1 つの 
FactoryTalk View Studio キーが FactoryTalk View SE Client および SE Server を同
じコンピュータ上でアクティブ化します。リモート クライアントとサーバー
には、コンポーネント固有のアクティベーションが必要です。

ローカル アプリケーションは、1 つのキー (RSVSE.*) を使用して FactoryTalk 
View SE Client と FactoryTalk View SE Server の両方を実行時にアクティブ化し
ます。同時に実行されるこれらのコンポーネントは、FactoryTalk View SE 
Station とも呼ばれます。

読み取りと書き込み vs 表示専用アクティベーション

ネットワーク アプリケーションで、FactoryTalk View SE Client は次の 2 つのタイ
プのアクティベーションを使用できます。

読み取り/書き込みキー (RSVSECLI.RW) では、完全な読み取りおよび書き込み
権限が付与されます。

表示専用キー (RSVSECLI.RO) は表示専用権限を付与します。

FactoryTalk View SE Station (ネットワーク ステーションとロー 

カル ステーション アプリケーション)、ディスプレイ 25 台
RSVSE.25

FactoryTalk View SE Station (ネットワーク ステーションとロー 

カル ステーション アプリケーション)、ディスプレイ 15 台
RSVSE.15

FactoryTalk View SE Server アクティベーション (アプリケーション内のディスプレイ数に基づ

いているため「キャパシティ」アクティベーションと呼ばれる) は共有できません。

このソフトウェア製品またはコンポーネントを 
アクティブ化するには

以下のキーを 
使用します
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FactoryTalk View SE Client が読み取り/書き込みモードで実行されるか、表示専用
モードで実行されるかは、クライアントが使用できるアクティベーション キー
のタイプと、クライアント自体が読み取り/書き込みまたは表示専用として設定
されているかどうかによって異なります。 

アクティベーション サーバーが表示専用ライセンスしか提供できない場合、
読み取り/書き込みクライアントはこれらのライセンスのいずれかを取得しま
す。その後アクティベーションにより、クライアントの設定が上書きされ
て、クライアントは表示専用モードで実行されます。

アクティベーション サーバーが読み取り/書き込みライセンスしか提供でき
ない場合、表示専用クライアントはこれらのライセンスのいずれかを取得し
ます。その後アクティベーションにより、クライアントの設定が上書きされ
て、クライアントは表示専用モードで実行されます。

FactoryTalk View SE Client が、読み取り/書き込みモードで実行されるか、ま
たは表示モードで実行されるかを、使用可能なアクティベーション キーに依
存して決定しないでください。代わりに、クライアントが常に表示専用モー
ドで実行されることを確認するには、クライアントの設定ファイルを設定す
る際に、表示専用オプションを選択します。詳細については、FactoryTalk 
View SE Client ウィザードの [ヘルプ] を参照してください。
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6 ネットワーク分散アプリケーションの展開

FactoryTalk View Site Edition ネットワーク分散アプリケーションの開発およびテ
ストを終了したら、工場フロアなどの実際の設定で実行するために展開するこ
とができます。ネットワーク分散アプリケーションの展開には、複数のクライ
アントおよびサーバー コンポーネント上のすべての FactoryTalk View SE ソフト
ウェア コンポーネントのインストールが含まれます。

ソフトウェアのインストールに関する詳細については 第 4 章、インストール 
FactoryTalk View を、すでに展開されているネットワーク アプリケーションの
アップグレードについての情報は 第 9 章、作動中の FactoryTalk View SE アプリ
ケーションのアップグレード を参照してください。

ネットワーク分散アプリケーションの構造および内容についての詳細は、
『FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイド』の「第 6 章、ネットワーク分
散アプリケーションの展開 」を参照してください。

タスクの概要: ネットワーク分散アプリケーションの展開

本セクションのチェックリストには、FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプ
リケーションの展開に含まれる基本タスクが要約されています。各タスクの詳
細については、本章の後半で説明します。必要があれば手順を追加または削除
して、FactoryTalk View アプリケーションの設計および内容に合せてカスタマイ
ズした手順を作成します。例えば、アプリケーションには追加の通信または
データベース サーバーが含まれる可能性があります。

FactoryTalk Alarms and Events サーバーの展開に関する詳細については、
『FactoryTalk Alarms and Events 設定ガイド』を参照してください。Windows の  

[スタート] メニューから、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software] > [FactoryTalk ツール] > [FactoryTalk Alarms and Events 設定ガイド] をク
リックします。

ネットワーク分散アプリケーションを展開するためのタスク 
チェックリスト

ネットワーク分散アプリケーションのバックアップ

FactoryTalk Network Directory が設定されていることを確認する

アプリケーションの HMI プロジェクト ファイルの移動

ネットワーク分散アプリケーションの復元

アプリケーション コンピュータ上の Network Directory の場所の指定

アプリケーションのデータサーバー ファイルの移動
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データ サーバー ホスト コンピュータ名を指定

データ サーバーのショートカット、トピック、デバイス パスの更新

HMI サーバーのホスト コンピュータ名を指定

追加 HMI サーバー プロパティの設定

FactoryTalk View SE Client の設定

アプリケーションをテストするための FactoryTalk View SE Client の実行

ネットワーク分散アプリケーションのバックアップ

FactoryTalk Studio Enterprise を使用して FactoryTalk View SE ネットワーク分散ア

プリケーションをバックアップします。バックアップ操作によって、領域名、
サーバー名、サーバーのプロパティおよびアプリケーション言語を含むアプリ
ケーション アーカイブが作成されます。また、RSLinx Enterprise のショート

カット名もバックアップする必要があります。詳細については、73 ページの

「RSLinx Classic 設定のバックアップと復元」を参照してください。 

バックアップ操作にシステム情報を含む場合は、ユーザーおよびコンピュータ 
アカウントもその他の FactoryTalk システム レベル設定とともにアーカイブされ

ます。詳細については、次の「アプリケーションとシステム情報のバックアッ
プについて」を参照してください。 

HMI プロジェクト ファイル、製品アクティベーション、ログ記録された履歴

データ (トレンド、アラーム、診断メッセージ) などの HMI サーバー固有のプロ

ジェクト コンポーネントは、HMI サーバー バックアップおよび復元ユーティリ

ティを使用して個別にバックアップおよび復元する必要があります。 

FactoryTalk Tag Alarm and Event Servers に属するファイルのバックアップと復元についての

情報は、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。
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アプリケーションとシステム情報のバックアップについて

以下の図は、FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションの外観およ

びどのタイミングで FactoryTalk View Studio を開くかを示しています。

FactoryTalk Network Directory (Network Directory とも呼ぶ) は、アプリケーション

階層の 上部に表示されます。その下のシステム フォルダには、同じ Network 
Directory に属するすべてのアプリケーションが使用する設定が保存されます。

例えば、各アプリケーションに設定された FactoryTalk ユーザーおよびコン

ピュータ アカウントはシステム フォルダに保存されます。

ネットワーク分散アプリケーションをバックアップしても、アプリケーションの
システム情報は自動的にアーカイブされません。例えば、ユーザーおよびコン
ピュータ アカウントを保存するためにシステム情報を保存するには、[アーカイブ

にシステムをバックアップする] のチェックボックスを選択する必要があります。

ネットワーク分散アプリケーションとともにシステム情報をバックアップする
と、アプリケーションの復元時にアーカイブされたシステム情報も復元するか
どうかを選択することもできます。

この場合は、復元したシステム情報が現在の FactoryTalk Network Directory に保

存されている既存の FactoryTalk システム設定にマージされていないという点に

留意してください。

HMI プロジェクト

コンポーネント 
およびエディタ

アプリケーション

領域

FactoryTalk Network 
Directory 
(ホスト コンピュータ名)。

LOCALHOST は、アプリ

ケーションのディレクトリ
がローカル コンピュータに

あることを示します。

HMI サーバー 

システム フォルダには、 

このツリーの 上部に
表示されている Network 
Directory に属するすべ 

てのアプリケーション
の FactoryTalk 設定が保  

存されます。
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例えば、システム情報を復元する場合、およびローカル コンピュータの 
Network Directory がアクティブな場合は、その他のアクティブなディレクトリを

使用するアプリケーションに設定されたユーザーおよびコンピュータ アカウン

トを置き換えることになります。

ネットワーク分散アプリケーションをバックアップするには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > Rockwell Software > [FactoryTalk View] を
クリックし、[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [ネットワーク分散] を
選択し、[OK] をクリックします。

3. [Site Edition (ネットワーク分散) アプリケーションを新規作成/開く] ダイアログ 
ボックスでバックアップするアプリケーションをクリックします。

RSLinx Enterprise デバイス パスはシステム情報と一緒に保存されますが、アプリケーションが

復元されるコンピュータには適切ではない可能性があります。アプリケーションの復元後のデバ

イス パスの確認についての情報。127 ページの「RSLinx Enterprise ショートカットの検証」を

参照してください。

アプリケーションをバックアップする前に、アプリケーションの復元後に必要になる場合がある

ので、アプリケーションに設定された管理者ユーザーのユーザー名とパスワードを記録します。

ネットワーク分散アプリケーションをバックアップするには、ログオンしたユーザーが 
FactoryTalk 管理者権限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められたら、

システム管理者に問い合わせてください。
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4. Explorer ウィンドウで、バックアップするアプリケーションを右クリックして 
[バックアップ] をクリックします。

5. アーカイブ名と場所を指定します。

デフォルト以外の場所を指定するには、パスを入力するか [参照] ボタンをク

リックして場所を参照して選択します。

6. [アーカイブにシステムをバックアップする] チェックボックスを選択または

クリアします。

バックアップ操作によって、.bak 拡張子のアプリケーション アーカイブ ファ

イルが指定された場所に保存されます。デフォルトの場所は以下の通りです。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合は C:\Documents and 
Settings\All Users\Documents
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Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合は 
C:\Users\Public\Documents

7. [暗号化ファイルの内容] チェックボックスを選択またはクリアします。ファ
イルの内容を暗号化する場合はパスフレーズを入力し、確認しなければなり
ません。[OK] をクリックします。

FactoryTalk Network Directory が設定されていることを確認する

FactoryTalk Network Directory をホストするコンピュータで、FactoryTalk 
Services Platform がインストールされており、localhost が Network Directory の
場所として指定されていることを確認します。

Network Directory の場所を localhost として指定するには

1. Network Directory コンピュータで [スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックし、次に [FactoryTalk 
Directory の場所を指定する] をクリックします。

ユーティリティを使用するには、ローカル管理者としてログオンしなければ
なりません。

2. localhost が [ディレクトリ サーバーをホストしているコンピュータ] フィール
ドに表示されている場合は、コンピュータはすでに Network Directory ホスト
として指定されています。ユーティリティを閉じることができます。

localhost が表示されていない場合は、[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[このコン
ピュータ] をクリックして [OK] をクリックします。

4. もう一度 [OK] をクリックして、FactoryTalk Directory サーバーの場所ユー
ティリティを閉じます。

[アーカイブにシステムをバックアップする] チェックボックスを選択する場合は、アーカイ

ブされたシステム情報をアプリケーションと一緒に復元しないことを推奨します。これを

行うと既存のコンピュータ アカウントが削除されてユーザーが正常に Network Directory に
ログオンできなくなるためです。 

現在の Network Directory を使用しているアプリケーションがない場合、または既存のアプリ

ケーションの影響が 小限である場合にのみ、復元操作にシステム情報を含めてください。
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アプリケーションの HMI プロジェクト ファイルの移動

HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを使用して展開してい
るアプリケーションの HMI サーバーに属する HMI プロジェクト ファイルを
バックアップします。

HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを実行するには、[ス
タート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [ツール] > [HMI サーバー
のバックアップと復元] をクリックします。ユーティリティの使用法の詳細につ
いては、[ヘルプ] ボタンをクリックします。

HMI プロジェクト ファイルのバックアップ後に、必要に応じて Windows 
Explorer を使用して、バックアップしたファイルを手動で開発コンピュータ (ま
たはコンピュータ) から HMI サーバーが実行されているプロダクション コン
ピュータに移動します。

そして、HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを再度使用し
て、新しい場所に HMI プロジェクト ファイルを復元します。

HMI プロジェクト ファイルの保存場所

HMI プロジェクト ファイル は、ネットワーク分散アプリケーションで HMI 
サーバーをホストするコンピュータの以下の場所に保存されています。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合: 
...\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects

Windows XP および Windows Server 2003 の場合: 
...\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\RSView 
Enterprise\SE\HMI Projects

HMI プロジェクトファイルはその HMI サーバーと同じ名前のフォルダに保存さ
れます。例えば、Water と名づけられた HMI サーバーに属するファイルは以下
に保存されます。

...\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\Water

冗長 HMI サーバーを含むアプリケーションを展開している場合は、HMI サーバーのバックアッ

プと復元ユーティリティを使用して、冗長ペアごとに HMI プロジェクト ファイルをプライマリ

およびセカンダリ プロダクション コンピュータにコピーする必要があります。

Windows Vista は、1 台のコンピューター上で実行するスタンドアロンまたは分散アプリケー

ションをホストするため、または同じコンピュータ上でホストされるアプリケーションまたは

リモート コンピュータ上でホストされるアプリケーションへ接続可能な FactoryTalk View SE 
Client または FactoryTalk View Studio ソフトウェアを実行するためにのみ使用できます。

Windows Vista を使用して他のクライアントが接続する HMI サーバーをホストにすることはで

きません。HMI サーバーをホストにするには、代わりに Windows 7 Professional、Windows 
XP、Windows Server 2003、または WindowsServer2008 を使用してください。
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ネットワーク分散アプリケーションの復元

アプリケーションの HMI プロジェクト ファイルを Network Directory サーバー 
コンピュータ上のプロダクション コンピュータに移動してから、FactoryTalk 
Studio Enterprise を使用してバックアップした FactoryTalk View SE ネットワーク

分散アプリケーションを復元します。

ネットワーク分散アプリケーションを復元するには

1. Network Directory サーバーコンピュータで [スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] をクリックし、FactoryTalk Administration Console をク

リックします。

2. [ネットワーク] を選択してから [OK] をクリックします。

3. Explorer ウィンドウで、ツリー上部の [ネットワーク] アイコンを右クリック

してから [復元] をクリックします。

4. アプリケーション アーカイブの場所へのパスを入力するか、[参照] ボタンを

クリックしてアーカイブを特定し選択してから、[次へ] をクリックします。 

5. [復元] ダイアログ ボックスの [アーカイブ タイプ] が

[アプリケーション] の場合、アーカイブにはアプリケーション情報のみ

が含まれます。 

[アプリケーションとシステム] の場合、アーカイブにはアプリケーション

と FactoryTalk システム情報のみが含まれます。

ネットワーク分散アプリケーションを復元するには、ログオンしたユーザーが FactoryTalk 
管理者権限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められたら、システム管

理者に問い合わせてください。

アプリケーション アーカイブ ファイルには .bak 拡張子があります。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合、デフォルトのアプリケーション ファイ

ルの場所は C:\Documents and Settings\All Users\Documents です。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合、デフォルト

の場所は C:\Users\Public\Documents です。
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6. アーカイブされたシステム情報なしで アプリケーションを復元するには、 

[システムを復元する] チェックボックスをクリアします。復元操作によっ

て、アプリケーションがコンピュータ上の FactoryTalk Network Directory に追

加されます。

7. この元の名前でアプリケーションを復元するには、[新しいアプリケーション

名に復元する] チェックボックスをクリアしてから [完了] をクリックします。

アプリケーションのバックアップ時にパスフレーズを入力した場合、ここで
パスフレーズの入力が必要となる場合もあります。 

新しい名前でアプリケーションを復元して、例えば変更可能な元のアプリ
ケーションのコピーを作成するには、[新しい名前を入力する] チェックボッ

クスを選択してから [完了] をクリックします。

アーカイブされたシステム情報を復元すると、コンピュータ上の既存の FactoryTalk システ

ム設定が置き換えられます。FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションを展

開する場合は、アプリケーションとともにシステム情報を復元しないことを推奨します。

復元すると、既存のコンピュータ アカウントが削除されたユーザーが Network Directory に
ログオンできなくなるためです。 

 

現在のネットワーク ディレクトリを使用しているアプリケーションがない場合、または既

存のアプリケーションの影響が 小限である場合にのみ、復元操作にシステム情報を含め

てください。
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アプリケーション コンピュータ上の Network Directory の場所の指定

ネットワーク分散アプリケーションの復元後、FactoryTalk Directory サーバーの場
所ユーティリティを使用してすべてのアプリケーション クライアントとサーバー 
コンピュータ上の FactoryTalk Network Directory サーバーの場所を指定します。

このタスクを実行するには、複数の FactoryTalk セキュリティ資格情報が必要に
なる場合があります。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ル コンピュータの管理権限がなければなりません。

Network Directory のリモート ロケーションを指定するには、リモート コン
ピュータの管理権限がなければなりません。

クライアントおよびサーバー コンピュータで Network Directory を
指定するには

1. クライアントまたはサーバー コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログ
ラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックし、[FactoryTalk 
Directory の場所を指定する] をクリックします。

2. [ディレクトリ サーバーをホストするコンピュータ] のフィールドの横の [参
照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[リモート コン
ピュータ] をクリックします。

4. Network Directory サーバー コンピュータの名前を入力するか、[参照] ボタンを
クリックしてコンピュータを特定し選択してから、[OK] をクリックします。

5. もう一度 [OK] をクリックして、FactoryTalk Directory サーバーの場所ユー
ティリティを閉じます。

展開されたネットワーク分散アプリケーションに参加するすべてのクライアン
トおよびサーバー コンピュータ上で 1 から 5 のステップを繰り返します。

アプリケーションのデータサーバー ファイルの移動

アプリケーションクライアントおよびサーバー上の FactoryTalk Network 
Directory の場所を指定したら、必要な通信ソフトウェア (RSLinx Enterprise、
RSLinx Classic、またはその他の OPC ソフトウェア) がデータ サーバーが実行さ
れるコンピュータにインストールされていることを確認します。

そして、展開したデータ サーバーに必要であれば、設定ファイルをプロダク
ション コンピュータに移動して、新しいホスト コンピュータ名を指定します。

RSLinx Classic ではなく OPC データ サーバーの設定ファイルの移動についての情報は、OPC 
サーバーの製品マニュアルを参照してください。
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RSLinx Enterprise 設定の復元

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションをバックアップすると、
アーカイブには RSLinx Enterprise ショートカット名が含まれますが、デバイス 
パス情報は含まれません。 

アプリケーションの復元後、FactoryTalk View Studio で通信セットアップ エディ
タを開き、各設定ショートカットにデバイス パスを再適用する必要があります。

詳細については、76 ページの「データ サーバーのショートカット、トピック、
デバイス パスの更新」を参照してください。

RSLinx Classic 設定のバックアップと復元

RSLinx Classic 設定ファイルは、ネットワーク分散アプリケーションをバック
アップには含まれません。このファイルは手動でバックアップ、移動、復元し
なければなりません。

RSLinx Classic が開発およびプロダクション コンピュータにインストールされて
いる場合は、RSLinx Classic のバックアップ/復元 ツールを使用して設定ファイ
ルのバックアップと復元を行うことができます。

RSLinx Classic 設定ファイルを移動するには

1. 開発用コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software] > [RSLinx] をクリックし、次に [RSLinx Classic のバックアップと復
元ユーティリティ ] をクリックします。

2. RSLinx Classic のバックアップ/復元ツールで、[バックアップ] をクリックし
ます。

RSLinx Classic の設定ファイルは RSLinx Classic ソフトウェア設定プログラムの [ウィザード

の完了] ウィンドウから復元することも可能です。 
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3. バックアップ ファイル用のフォルダを選択し、ファイル名を入力して [保存] を
クリックします。

4. Windows Explorer で、バックアップ ファイル (rsx 拡張子の付いたファイル) を
コピーしてデータ サーバーのプロダクション コンピュータの場所に貼り付け
ます。

5. プロダクション コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [RSLinx] をクリックし、次に [RSLinx Classic のバック
アップと復元ユーティリティ ] をクリックします。

6. RSLinx のバックアップ/復元ツールで、[復元] をクリックします。

7. 移動したバックアップ ファイルを検索して選択し、[開く] をクリックします。

データ サーバー ホスト コンピュータ名を指定

データ サーバーの構成ファイルをプロダクション ファイルへ移した後、

FactoryTalk View Studio Enterprise を使用して復元したネットワーク分散アプリ

ケーションを開きます。各データ サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックス

で、サーバーのホスト コンピュータの名前を指定します。

そして、必要に応じて RSLinx ショートカット、トピック、デバイス パスを更新

します。詳細については、76 ページの「データ サーバーのショートカット、ト

ピック、デバイス パスの更新」を参照してください。

その他のデータ サーバー プロパティの設定についての情報を確認するには、

サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックするか製品

マニュアルを参照してください。

RSLinx Enterprise サーバー コンピュータ名を変更するには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をクリックしてから 
[FactoryTalk Administration Console] をクリックします。

2. [FactoryTalk Directory を選択] ダイアログ ボックスで、[ネットワーク]、を選

択してから [OK] をクリックします。

データ サーバーの移転後にはじめてアプリケーションを開いたとき、サーバーがロードしてい

ない場合、[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、ホスト コンピュータ名を変更すること

ができるはずです。コンピュータ名が更新されると、サーバーは期待通りにロードします。
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3. Explorer ウィンドウで、復元されたアプリケーションの名前を展開し、
RSLinx Enterprise サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] をクリック
します。 

4. [全般] タブの [RSLinx Enterprise サーバーをホストするコンピュータ] フィール
ドに産業用コンピューターの名前を入力するか、[参照] をクリックしてコン
ピュータを検索して選択し、[OK] をクリックします。必要に応じ、[OK] をク
リックして警告を確認します。

RSLinx Classic サーバー コンピュータ名を変更するには

1. FactoryTalk Administration Console で復元したアプリケーションを開きます。
この方法については、前のタスクを参照してください。

2. Explorer ウィンドウで、復元されたアプリケーションの名前を展開し、
RSLinx Classic サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] をクリックし
ます。
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3. [全般] タブの [OPC サーバーを実行するコンピュータ] フィールドに、プロダ
クション コンピュータの名前を入力するか、[参照] をクリックしてコン
ピュータを検索して選択し、[OK] をクリックします。

データ サーバーのショートカット、トピック、デバイス パスの更新
アプリケーションで RSLinx データ サーバーを復元してその新しいホスト コン
ピュータの名前を指定したら、必要に応じて各データ サーバーに関連付けられ
ているトピック、ショートカット、デバイス パスを更新または検証します。

冗長データ サーバーを復元する場合は、デバイス パスを確認してプライマリと
セカンダリ サーバーの両方に再適用しなければなりません。

RSLinx Enterprise デバイスパスを更新するには

1. FactoryTalk Administration Console で復元したアプリケーションを開きます。
この方法については、前のページの 「RSLinx Enterprise サーバー コンピュー
タ名を変更するには」 を参照してください。

2. Explorer ウィンドウで、データ サーバー (RSLinx Enterprise) を展開してから  
[通信セットアップ] をダブルクリックします。

3. 通信セットアップ エディタで、設定された各 RSLinx Enterprise のショート
カットを選択し、現在のデバイスのショートカットをポイントして、[適用] を
クリックします。

4. 設定を保存してから通信セットアップ エディタを閉じます。

RSLinx Classic トピックを検証するには

1. データ サーバー コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [RSLinx] をクリックしてから [RSLinx Classic] をクリッ
クします。

2. [DDE/OPC] メニューの [トピックの設定] をクリックします。

3. [トピックの一覧] で、各設定トピックを選択して対応するデータソースが正
しく更新されていることを確認します。

4. [高度な通信] タブをクリックして、リモート アドレスに指定されたデバイス 
パスがあることを確認し、[完了] をクリックします。
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HMI サーバーのホスト コンピュータ名を指定

データ サーバー コンピュータ名の更新後に、各 HMI サーバーの [プロパティ ] ダ
イアログ ボックスで HMI サーバーのホスト コンピュータの名前を指定します。

サーバー コンピュータ名を指定して HMI サーバー プロパティを設定するため、
FactoryTalk View Studio から [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開くことができ
ます。コンピュータ上の利用可能なツールを使用します。

HMI サーバー コンピュータ名を変更するには

1. FactoryTalk View Studio Enterprise で復元されたアプリケーションを開きます。

2. Explorer ウィンドウで、HMI サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] を
クリックします。

3. [全般] タブの [サーバーをホストするコンピュータ] フィールドに、プロダク
ション コンピュータの名前を入力して [OK] をクリックします。

[参照] をクリックしてプロダクション コンピュータを参照して選択すること
も可能です。

追加 HMI サーバー プロパティの設定

FactoryTalk View Studio で復元済みアプリケーションが開いている状態で、HMI 
サーバーをホストするプロダクション コンピュータの名前の指定に加えて、以
下の HMI サーバー プロパティを設定することもできます。

HMI サーバーの移転後にはじめてアプリケーションを開くと、サーバーがロードしていない場

合、[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開きホスト コンピュータ名を変更することができる

はずです。コンピュータ名が更新されると、サーバーは期待通りにロードします。
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[全般] タブで、HMI サーバーがロードされるタイミングを決定して [起動タイ   
プ] を選択します。 

初にクライアントが HMI サーバーに接続を試みたとき (オンデマンド)、ま

たはホスト コンピュータの起動時 (オペレーティング システムの初期化時に

起動コンポーネントをロードおよび実行する) に HMI サーバーがロードする

よう指定することができます。2 盤ねのオプションはプロダクション HMI 
サーバーでは推奨、冗長ペアの一部である HMI サーバーでは必須です。
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[冗長] タブで、HMI サーバーの冗長性を設定するため、まず [セカンダリ

サーバーを使用して冗長性を提供する] のチェックボックスを選択して、切

り替えオプションを選択します。

冗長ペアにセカンダリ サーバーを指定するには、その前に手動で HMI プロジェクト ファイ

ルをセカンダリ サーバー コンピュータにコピーする必要があります。これを行うには、 

69 ページの「アプリケーションの HMI プロジェクト ファイルの移動」を参照してください。
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[コンポーネント] タブで、HMI サーバーの起動時に自動的に起動するアプリ
ケーション コンポーネントを選択し、サーバーのシャットダウン時に実行さ
れるマクロを選択します。また、コンポーネントを手動で起動または停止す
ることも可能です。

HMI サーバーが冗長である場合は、プライマリ サーバーおよびセカンダリ 
サーバーのコンポーネントの起動および停止、および [アクティブ時] および 
[スタンバイ時] のマクロも選択できます。

展開している FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションの各サー
バーに個別に、HMI サーバー プロパティを設定する必要があります。HMI サー
バーを実行しているコンピュータ上、またはリモート コンピュータからこれを
実行することが可能です。

HMI サーバー プロパティ設定の情報については、『FactoryTalk View Site Edition 
ユーザーズ ガイド』の「第 6 章、ネットワーク分散アプリケーションの展開」を
参照してください。冗長 HMI サーバーの設定の情報については、『FactoryTalk 
View Site Edition ユーザーズ ガイド』の「Chapter 14, Setting up FactoryTalk system 
availability」を参照してください。
80



6 • ネットワーク分散アプリケーションの展開  
•  •  •  •  •
冗長 HMI サーバーおよびプロジェクトの同期化

HMI サーバーの冗長性設定後、HMI サーバーの同一コピーおよびプロジェクト
ファイルが、プライマリおよびセカンダリ コンピュータ上で実行されているこ
とを確認し、プライマリ サーバーからセカンダリ サーバーに変更を複製します。

複製操作によって、[コンポーネント] タブの設定を含むプライマリ サーバーの
設定ファイルがセカンダリ サーバーにコピーされます。

例えば、[アクティブ時] および [シャットダウン] マクロがプライマリ サーバー
に選択されている場合は、この設定はセカンダリ サーバーに複製されます。つ
まり、プライマリ サーバーに指定されたものと同じマクロがセカンダリ サー
バーがアクティブ化、またはシャットダウンされたときに実行されます。

複製操作に含まれない情報は、実行時に生成されるダイアログ ファイル、[HMI 
メモリ] タグの現在値、保持タグ、HMI タグ アラーム抑圧リストです。

プライマリ サーバーからセカンダリ サーバーに変更を複製するには

1. FactoryTalk View Studio Enterprise で復元されたアプリケーションを開きます。 

2. Explorer ウィンドウで、HMI サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] を
クリックします。

3. [冗長] タブをクリックして、[プライマリからセカンダリに複製] をクリック
します。

複製を終了するには、画面の指示に従ってください。複製操作が完了したら、
セカンダリ サーバーが再起動されます。

FactoryTalk View SE Client の設定

FactoryTalk View SE Client は、ローカル アプリケーションのための完全かつセ
キュアな実行時環境を提供します。例えば、オペレータはクライアントを使用
して以下のことを実行できます。

アプリケーションの HMI サーバーからのグラフィック ディスプレイのロー
ド、表示、操作。

アラームの監視と制御 (HMI タグ アラームと FactoryTalk Alarms and Events)。

トレンドの表示と操作。

複製操作を正常に終了するには、HMI プロジェクト ファイルのコピーがすでにセカンダリ サー

バー コンピュータに存在していなければなりません。加えて、操作中は、プライマリ サーバー

の状態はアクティブで、セカンダリ サーバーの状態はスタンバイでなければなりません。HMI 
プロジェクト ファイルをコピーする必要がある場合は 69 ページの「アプリケーションの HMI 
プロジェクト ファイルの移動」 を参照してください。 

セカンダリ サーバーが指定されていない場合は、[冗長] タブの [プライマリからセカンダリ

に複製] ボタンは利用できません。
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セットポイントの調整。

サーバー コンポーネントの起動および停止。

ネットワーク分散アプリケーションでは、FactoryTalk View SE Client、HMI サー
バー、データ サーバーはネットワークに接続している複数のコンピュータで実
行可能です。

すでに FactoryTalk View SE Client ファイルを ネットワーク分散アプリケーション
に設定している場合は、プロダクション コンピュータにファイルをコピーする
ことができます。まだ設定していない場合は、新しいクライアント ファイルを
作成することができます。

新しい FactoryTalk View SE Client ファイルの作成

FactoryTalk View SE Client 設定ファイルは、クライアントが接続されるアプリ
ケーションの名前、接続確立時に起動するコンポーネント、実行時のクライアン
トの動作を指定します。

新しいクライアント ファイルを作成するには、FactoryTalk View SE Client ウィ
ザードを使用します。また、ウィザードを使用して既存のクライアントファイ
ルを修正または実行すること、または利用可能なファイルの一覧からクライアン
トを削除することが可能です。

新しい FactoryTalk View SE Client ファイルを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから [FactoryTalk View Site Edition クライ 
アント] をクリックします。

2. FactoryTalk View SE Client で [新規] をクリックして、画面の指示に従ってく
ださい。ウィザードのオプションの詳細については、[ヘルプ] を参照してく
ださい。

クライアント ファイルは .cli 拡張子で指定した場所に作成されます。

既存の FactoryTalk View SE Client ファイルのコピー

ネットワーク分散アプリケーションに FactoryTalk View SE Client ウィザードを使
用するために、クライアントが接続される HMI サーバー (またはサーバー ) を起
動する必要はありません。

FactoryTalk View SE Client ウィザードを使用するために、クライアントが接続される HMI サー

バー (またはサーバー ) を起動する必要はありませんが、FactoryTalk ディレクトリへアクセス

する必要があります。
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FactoryTalk View SE Client ファイルをコピーするには

開発コンピュータからプロダクション実行時クライアント コンピュータに .cli 
ファイルをコピーします。 

デスクトップ、またはクライアント コンピュータ上のその他の場所からクライ
アント設定を実行することができます。

デフォルトでは、クライアント設定ファイルは次の場所に保存されます。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合: 
...\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Client

Windows XP および Windows Server 2003 の場合: 
...\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\RSView 
Enterprise\SE\Client

オペレータを実行時環境にロックする

例えばオペレータを実行時に、FactoryTalk View SE Client にロックしてその他の
プログラムによるコンピュータへのアクセスを防止するには、以下の方法の 1 つ
または複数を試してください。

選択したディスプレイからタイトル バーを削除するか、ボタンを 小化・  
大化して、グラフィック ディスプレイの操作権限を制限します。

これを行うには、[ディスプレイ設定] ダイアログ ボックスで [タイトル  
バー ]、[ボタンの 小化]、および [ボタンの 大化] のチェックボックスを
外します。詳細については、FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイド 
の Chapter 16, Creating graphic displays を参照してください。

クライアントからタイトルバーを削除するか、ボタンを 小化・ 大化して、
クライアント ウィンドウの操作権限を制限します。

これを行うには、FactoryTalk View SE Client ウィザードで [タイトルバーの 
表示]、[システムメニューの表示] のチェックマークを外してボタンを閉じ
ます。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの [ヘルプ] を
参照してください。

別のアプリケーションへの切り替えを防ぎます。これを行うには、
FactoryTalk View SE Client ウィザードで [別のアプリケーションへの切り替えを
無効化] のチェックボックスを選択します。

詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの [ヘルプ] を参照し
てください。

DeskLock ツールを使用して デスクトップへのアクセスを制限します。

Desklock を開くには、デスクトップ上で [スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] をクリックしてから、
DeskLock] をクリックします。 

DeskLock の使用法の詳細については、ツールの [ヘルプ] をクリックします。
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FactoryTalk View SE Client の実行
ネットワーク分散アプリケーションが完全に展開されたら、FactoryTalk View SE 
Client を実行してテストします。

クライアントとサーバー間の通信を稼動させるためのヒントについては、
FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

.cli ファイルを使用して SE Client を実行するには

以下のデフォルト フォルダで、クライアント設定ファイル (.cli) をダブルクリッ
クします。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合: 
...\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Client

Windows XP および Windows Server 2003 の場合: 
...\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\RSView 
Enterprise\SE\Client

FactoryTalk View Studio から SE Client を実行するには 
1. FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[SE Client の起動] をクリック

します。

2. [FactoryTalk View SE Client の起動] ダイアログ ボックスで、.cli ファイルの名
前を入力して [OK] をクリックします。ファイルを検索して選択するには、
[参照] ボタンをクリックします。

Windows 起動時に SE Client を起動するには

1. .cli ファイルへのショートカットを作成します (デスクトップ上など)。

2. ショートカットを Windows の [スタートアップ] フォルダに移動します。

[スタートアップ] フォルダへのショートカットの追加については、Windows 
のヘルプを参照してください。

FactoryTalk View SE Client をネットワーク分散アプリケーションに接続するには、アプリケー

ションのすべてのクライアントおよびサーバー コンポーネントが同じ FactoryTalk Network 
Directory サーバーを指定していなければなりません。詳細については、72 ページの「アプリ

ケーション コンピュータ上の Network Directory の場所の指定」 を参照してください。
84



6 • ネットワーク分散アプリケーションの展開  
•  •  •  •  •
FactoryTalk View SE Client へのログオンについて 
FactoryTalk View SE Client を起動、またはクライアントの実行中にユーザーを変
更するには、ログオンしているユーザーに必要なセキュリティ権限がなければ
なりません。

権限がない場合は、[FactoryTalk View SE Client] ダイアログ ボックスが開き、別
のユーザーでログオンします。
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7 ネットワーク ステーション アプリケー

ションの展開

FactoryTalk View Site Edition ネットワーク ステーション アプリケーションの開発
およびテストを終了したら、工場フロアなどの実際の設定で実行するために展
開することができます。ネットワーク ステーション アプリケーションの展開に
は、アプリケーションのホスト コンピュータ上のすべての FactoryTalk View SE 
ソフトウェア コンポーネントのインストールが含まれます。

ソフトウェアのインストールについての詳細は、第 4 章、インストール 
FactoryTalk View を参照してください。

ネットワーク ステーション アプリケーションの構造および内容についての詳細
は、『FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイド』の「第 8 章、ローカルス
テーションアプリケーションの展開」を参照してください。

タスクの概要: ネットワーク ステーション アプリケーションの展開
本セクションのチェックリストには、FactoryTalk View SE ネットワーク ステー
ション アプリケーションの展開に含まれる基本タスクが要約されています。こ
のチェックリストを必要なタスクの実行時のガイドとして使用します。各タス
クの詳細については、本章の後半で説明します。

特有なものであれば、詳細を追加または削除して、FactoryTalk View アプリケー
ションの設計および内容に合せてカスタマイズした手順を作成します。たとえ
ば、お使いのアプリケーションに追加通信サーバーまたはデータベース サー
バーが含まれている場合は、これらの手順を適宜繰り返す必要があります。

ネットワーク ステーション アプリケーションを展開するためのタ
スク チェックリスト

ネットワーク ステーションアプリケーションの移動

アプリケーション コンピュータ上の Network Directory の場所の指定必要な場合

アプリケーションのデータサーバーファイルの移動

データサーバーのホストコンピュータ名を指定

データサーバーのショートカット、トピック、デバイスパスの更新

HMI サーバーコンポーネントの起動または停止のタイミング指定

FactoryTalk View SE Client の設定

アプリケーションをテストするための FactoryTalk View SE Client の実行

アプリケーションにタグ アラームやイベント サーバーが含まれる場合は、FactoryTalk Alarms 
and Events ヘルプを参照してこれらのサーバーの展開についての情報を確認してください。
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ネットワーク ステーションアプリケーションの移動
ネットワーク ステーション アプリケーションの移動に関しては次の 2 つの手順
があります。開発用コンピュータではアプリケーションのバックアップ、産業
用コンピュータではアプリケーション アーカイブの復元です。

これらの手順はいずれもアプリケーション マネージャ ツールで実行することが
できます。アプリケーション マネージャーのオプションについての詳細を確認
するには、[ツール] の [ヘルプ] をクリックします。

ネットワーク ステーション アプリケーションをバックアップするには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックしてから [アプリケーション マネー
ジャ ] をクリックします。

2. アプリケーション マネージャで Site Edition (ネットワーク ステーション) を
選択し、次に [次へ] をクリックします。

3. バックアップ操作を選択して、アプリケーション マネージャの指示に従って
操作を完了します。

4. .apa ファイルを新しい (産業用) コンピュータへコピーします。

ネットワーク ステーション アプリケーションを復元するには

1. プロダクション コンピュータのデスクトップで、[スタート] > [すべてのプロ
グラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] を選択し、次に  
[アプリケーション マネージャ ] をクリックします。

2. Site Edition (ネットワーク ステーション) を選択して、[次へ] をクリックし 
ます。

アプリケーションをバックアップする前に、アプリケーションの復元後に必要になる場合がある

ので、アプリケーションに設定された管理者ユーザーのユーザー名とパスワードを記録します。

ネットワーク ステーション アプリケーションをバックアップするには、ログオンしたユー

ザーが FactoryTalk 管理者権限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められ

たら、システム管理者に問い合わせてください。

元のアプリケーションのコピーを含むコンピュータのネットワーク ステーション アプリケー

ションを復元する場合は、アプリケーションが実行中でないことを確認し、アプリケーション 
マネージャを使用して操作の復元を開始する前に元のアプリケーションを削除 (または名前の 

変更) します。

ネットワーク ステーション アプリケーションを復元するには、ログオンしたユーザーが 
FactoryTalk 管理者権限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められたら、

システム管理者に問い合わせてください。
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3. 復元操作を選択して、アプリケーション マネージャの指示に従って操作を完
了します。

4. バックアップ アプリケーションを新しい (プロダクション) コンピュータへコ
ピーします。

アプリケーション コンピュータ上の Network Directory の場所の    
指定

まだ実行していない場合は、FactoryTalk Directory Server Location ユーティリ
ティを使用して FactoryTalk Network Directory サーバーの場所を指定します。

このタスクを実行するには、複数の FactoryTalk セキュリティ資格情報が必要に
なる場合があります。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ル コンピュータの管理権限がなければなりません。

Network Directory のリモートロケーションを指定するには、リモートコン
ピュータの管理権限がなければなりません。

アプリケーション コンピュータ上で Network Directory を指定する    
には

1. クライアントまたはサーバー コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログ
ラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックし、[FactoryTalk 
Directory の場所を指定する] をクリックします。

2. [ディレクトリ サーバーをホストするコンピュータ] のフィールドの横の [参
照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[リモート コン
ピュータ] をクリックします。

4. Network Directory サーバー コンピュータの名前を入力するか、[参照] ボタンを
クリックしてコンピュータを特定し選択してから、[OK] をクリックします。

5. もう一度 [OK] をクリックして、FactoryTalk Directory サーバーの場所ユー
ティリティを閉じます。

アプリケーションのデータサーバーファイルの移動
アプリケーション コンピュータ上の FactoryTalk Network Directory の場所を指定
したら、必要な通信ソフトウェア (RSLinx Enterprise、RSLinx Classic、またはそ
の他の OPC ソフトウェア) がデータ サーバーが実行されるコンピュータにイン
ストールされていることを確認します。
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そして、展開したデータサーバーに必要であれば、設定ファイルをプロダク
ション コンピュータに移動して、新しいホストコンピュータ名を指定します。

RSLinx Classic 設定のバックアップと復元

RSLinx Classic 設定ファイルは、ネットワーク ステーションアプリケーションを
バックアップには含まれません。このファイルは手動でバックアップ、移動、
復元しなければなりません。

RSLinx Classic が開発およびプロダクション コンピュータにインストールされて
いる場合は、RSLinx Classic のバックアップ/復元 ツールを使用して設定ファイ
ルのバックアップと復元を行うことができます。

RSLinx Classic 設定ファイルを移動するには

1. 開発用コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software] > [RSLinx] をクリックし、次に [RSLinx Classic のバックアップと復
元ユーティリティ ] をクリックします。

2. RSLinx Classic のバックアップ/復元ツールで、[バックアップ] をクリックし
ます。

3. バックアップ ファイル用のフォルダを選択し、ファイル名を入力して  
[保存] をクリックします。

4. Windows Explorer で、バックアップファイル (.rsx file) をコピーしてデータ 
サーバーのプロダクション コンピュータの場所に貼り付けます。

5. プロダクション コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [RSLinx] をクリックし、次に [RSLinx Classic のバック
アップと復元ユーティリティ ] をクリックします。

6. RSLinx のバックアップ/復元ツールで、[復元] をクリックします。

7. 移動したバックアップ ファイルを検索して選択し、[開く] をクリックします。

RSLinx Classic ではなく OPC データ サーバーの設定ファイルの移動についての情報は、OPC 
サーバーの製品マニュアルを参照してください。

RSLinx Classic の設定ファイルは RSLinx Classic ソフトウェア設定プログラムの [ウィザード

の完了] ウィンドウから復元することも可能です。
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データサーバーのホストコンピュータ名を指定
データ サーバー設定ファイルを産業用コンピュータに移動してから、復元した
ネットワーク ステーション アプリケーションを開いて、各データ サーバーの  
[プロパティ ] ダイアログ ボックスからサーバーのホスト コンピュータの名前を
指定します。

そして、必要に応じて RSLinx ショートカット、トピック、デバイス パスを更新
します。詳細については、92 ページの「データサーバーのショートカット、ト
ピック、デバイスパスの更新」を参照してください。

その他のデータ サーバー プロパティの設定についての情報を確認するには、
サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックするか製品
マニュアルを参照してください。

RSLinx Enterprise サーバー コンピュータ名を変更するには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をクリックしてから 
[FactoryTalk Administration Console] をクリックします (Studio Enterprise でこの
手順を実行することも可能です)。

2. [FactoryTalk Directory を選択] ダイアログ ボックスで、[ネットワーク]、を選
択してから [OK] をクリックします。

3. Explorer ウィンドウで、復元されたアプリケーションの名前を展開し、
RSLinx Enterprise サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] をクリック
します。

4. [全般] タブの [RSLinx Enterprise サーバーをホストするコンピュータ] フィール
ドに産業用コンピューターの名前を入力するか、[参照] をクリックしてコン
ピュータを検索して選択し、[OK] をクリックします。

RSLinx Classic サーバー コンピュータ名を変更するには

1. FactoryTalk Administration Console で復元したアプリケーションを開きます。
この方法については、前のタスクを参照してください。

2. Explorer ウィンドウで、復元されたアプリケーションの名前を展開し、
RSLinx Classic サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] をクリックし
ます。

3. [全般] タブの [OPC サーバーを実行するコンピュータ] フィールドに、プロダ
クション コンピュータの名前を入力するか、[参照] をクリックしてコン
ピュータを検索して選択し、[OK] をクリックします。

データサーバーの移転後にはじめてアプリケーションを開いたとき、サーバーがロードしてい

ない場合、[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、ホストコンピュータ名を変更することが

できるはずです。コンピュータ名が更新されると、サーバーは期待通りにロードします。
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データサーバーのショートカット、トピック、デバイスパスの更新
アプリケーションで RSLinx データサーバーを復元してその新しいホストコン
ピュータの名前を指定したら、必要に応じて各データ サーバーに関連付けられ
ているトピック、ショートカット、デバイス パスを更新または検証します。

冗長データ サーバーを復元する場合は、デバイスパスを確認してプライマリと
セカンダリサーバーの両方に再適用しなければなりません。

RSLinx Enterprise デバイス パスを更新するには

1. FactoryTalk Administration Console で復元したアプリケーションを開きます。
この方法については、上記の「RSLinx Enterprise サーバー コンピュータ名を
変更するには」 を参照してください。

2. Explorer ウィンドウで、データ サーバー (RSLinx Enterprise) を展開してから  
[通信セットアップ] をダブルクリックします。

3. 通信セットアップエディタで、設定された各 RSLinx Enterprise のショート
カットを選択し、現在のデバイスのショートカットをポイントして、[適用] を
クリックします。

4. 設定を保存してから通信セットアップ エディタを閉じます。

RSLinx Classic トピックを検証するには

1. データ サーバー コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [RSLinx] をクリックしてから [RSLinx Classic] をクリッ
クします。

2. [DDE/OPC] メニューの [トピックの設定] をクリックします。

3. [トピックの一覧] で、各設定トピックを選択して対応するデータソースが正
しく更新されていることを確認します。

4. [高度な通信] タブをクリックして、リモートアドレスに指定されたデバイス 
パスがあることを確認し、[完了] をクリックします。

HMI サーバーコンポーネントの起動または停止のタイミング指定
FactoryTalk View Studio で、アプリケーションの HMI サーバーの [プロパティ ] 
ダイアログ ボックスを開いて、HMI プロジェクトファイルの場所、アプリケー
ション内の現在のディスプレイ数、可能なディスプレイの 大数を表示します。

[コンポーネント] タブで、HMI サーバーの説明を追加し、HMI サーバーの実行
開始時に起動するコンポーネントを選択することができます。
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[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログボックスを開くには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をクリックしてから、
[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [View Site Edition (ネットワーク ステーション)] を選択してから、[続行] をク
リックします。

3. [既存] タブをクリックし、ネットワーク ステーション アプリケーション名を
選択してから[開く] を選択します。

4. Explorer ウィンドウで、HMI サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] を
クリックします。

HMI サーバー コンポーネントの起動および停止方法

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスから、HMI サーバーの実行開
始時にネットワーク ステーションアプリケーションのどのコンポーネントを自
動で起動させるかを指定します。

ネットワーク ステーションアプリケーションでは、HMI サーバーの負荷および
指定コンポーネントは FactoryTalk View SE Client のアプリケーションへの接続時
に実行開始します。クライアントが実行停止すると、HMI サーバーがアップ
ロードされ、指定シャットダウン マクロが実行されます。

また、HMI サーバーコンポーネントを手動で起動または停止することも可能で
す。これを行うには、[コンポーネント] タブで [起動コンポーネントを実行] ま
たは [実行中のすべてのコンポーネントを停止] をクリックします。

HMI サーバーの起動およびシャットダウンのコンポーネントを選択す 
るには

1. [HMI サーバー プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コンポーネント] タブを
クリックします。

2. 起動コンポーネントを指定するには、コンポーネントのチェックボックスを
選択してから、HMI サーバーの実行開始時に自動で起動させたいコンポー
ネントを選択します。

3. シャットダウンマクロを指定するには、[シャットダウン マクロ] チェック
ボックスを選択してから、HMI サーバーの実行停止時に起動するマクロを
選択します。

FactoryTalk View SE Client の設定 
FactoryTalk View SE Client は、ネットワークアプリケーションのための完全かつ
セキュアな実行時環境を提供します。例えば、オペレータはクライアントを使用
して以下のことを実行できます。

HMI サーバーからの複数のグラフィックディスプレイのロード、表示、操作

アラーム情報の管理
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トレンドの表示

セットポイントの調整

サーバー コンポーネントの起動および停止

ネットワーク アプリケーションを実行するには、FactoryTalk View SE Client が 
HMI サーバーと同じコンピュータ上で実行されていなければなりません。

すでに FactoryTalk View SE Client ファイルをアプリケーションに設定している場
合は、産業用コンピュータにファイルをコピーすることができます。まだ設定
していない場合は、新しいクライアント ファイルを作成することができます。

新しい FactoryTalk View SE Client ファイルの作成
FactoryTalk View SE Client 設定ファイルは、クライアントが接続されるアプリ
ケーションの名前、接続確立時に起動するコンポーネント、実行時のクライアン
トの動作を指定します。

新しいクライアントファイルを作成するには、FactoryTalk View SE Client ウィ
ザードを使用します。また、ウィザードを使用して既存のクライアントファイ
ルを修正または実行すること、または利用可能なファイルの一覧からクライアン
トを削除することが可能です。

新しい FactoryTalk View SE Client ファイルを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから [FactoryTalk View Site Edition クライ 
アント] をクリックします。

2. FactoryTalk View SE Client で [新規] をクリックして、画面の指示に従ってく
ださい。ウィザードのオプションの詳細については、[ヘルプ] を参照してく
ださい。

クライアント ファイルは .cli 拡張子で指定した場所に作成されます。

オペレータを実行時環境にロックする

例えばオペレータを実行時に、FactoryTalk View SE Client にロックしてその他の
プログラムによるコンピュータへのアクセスを防止するには、以下の方法の 1 つ
または複数を試してください。

選択したディスプレイからタイトル バーを削除するか、ボタンを 小化・
大化して、グラフィック ディスプレイの操作権限を制限します。

これを行うには、[ディスプレイ設定] ダイアログ ボックスで [タイトル  
バー ]、[ボタンの 小化]、および [ボタンの 大化] のチェックボックスを
外します。詳細については、FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイド 
の Chapter 16, Creating graphic displays を参照してください。

FactoryTalk View SE Client ウィザードを使用するために、クライアントが接続される HMI サー

バーを起動する必要はありません。
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クライアントからタイトル バーを削除するか、ボタンを 小化・ 大化して、
クライアント ウィンドウの操作権限を制限します。

これを行うには、FactoryTalk View SE Client ウィザードで [タイトルバーの 
表示]、および [システム メニューの表示] チェックボックスをオフにし、ボ
タンを閉じます。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの  
[ヘルプ] を参照してください。

別のアプリケーションへの切り替えを防ぎます。これを行うには、
FactoryTalk View SE Client ウィザードで [別のアプリケーションへの切り替えを
無効化] のチェックボックスを選択します。詳細については、FactoryTalk View 
SE Client ウィザードの [ヘルプ] を参照してください。

DeskLock ツールを使用して デスクトップへのアクセスを制限します。

Desklock を開くには、デスクトップ上で [スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] を選択してから 
[DeskLock] をクリックします。DeskLock の使用法の詳細については、ツー
ルの [ヘルプ] をクリックします。

FactoryTalk View SE Client の実行 
ネットワークアプリケーションが展開されたら、FactoryTalk View SE Client を実
行して検証します。

.cli ファイルを使用して SE Client を実行するには

以下のデフォルト フォルダで、クライアント設定ファイル (.cli) をダブルクリッ

クします。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合: 
...\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Client

Windows XP および Windows Server 2003 の場合: 
...\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\RSView 
Enterprise\SE\Client

FactoryTalk View Studio から SE Client を実行するには 
1. FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[SE Client の起動] をクリック

します。

2. [FactoryTalk View SE Client の起動] ダイアログ ボックスで、.cli ファイルの名

前を入力して [OK] をクリックします。ファイルを検索して選択するには、 

[参照] ボタンをクリックします。

ツールのヘルプを読んで仕組みについて理解するまでは DeskLock を使用しないでください。

そうでない場合、デスクトップからロックされてしまう可能性があります。
95



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION インストール ガイド
•  

•  
•  

•  
•

Windows 起動時に SE Client を起動するには

1. .cli ファイルへのショートカットを作成します (デスクトップ上など)。

2. ショートカットを Windows の [スタートアップ] フォルダに移動します。

[スタートアップ] フォルダへのショートカットの追加については、Windows 
のヘルプを参照してください。

FactoryTalk View SE Client にユーザーがログオンするには 
FactoryTalk View SE Client を起動、またはクライアントの実行中にユーザーを変

更するには、クライアントにログオンしているユーザーに必要なセキュリティ
権限がなければなりません。

ユーザーに必要な権限がない場合は、FactoryTalk View SE Client ダイアログボッ

クスが開き、別のユーザーでログオンします。

展開されたネットワーク ステーション アプリケーションの管理
アプリケーションの展開後にアプリケーションにマイナーな変更を行うには、
FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console を使用

します。SE Administration Console には、以下のエディタのサブネットが含まれ

ます。

SE Administration Console でこれを 
行うには

このエディタを使用します

HMI サーバーのプロパティを変更し

ます。

HMI サーバーのプロパティ

データサーバーのプロパティを変更
します。

データサーバーのプロパティ

FactoryTalk ユーザーをアプリケー 

ションに追加します。

実行時セキュリティ

コマンドおよびマクロのセキュリ
ティを設定します。

保護されたコマンド
96



7 • ネットワーク ステーション アプリケーションの展開    
•  •  •  •  •
ウィザードのオプションの詳細については、[ヘルプ] を参照してください。

SE Administration Console のローカル ステーション アプリケー
ションを開くには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > 
[ツール] をクリックしてから、SE Administration Console をクリックします。

2. [View Site Edition (ネットワーク ステーション)] を選択してから、[続行] をク

リックします。

3. [既存] タブをクリックし、復元されたアプリケーションの名前を選択してか

ら、[開く] をクリックします。

FactoryTalk View コマンドを実行します。 コマンドライン

HMI タグ アラームのログ方法を変更

します。

アラームセットアップ 

データ ログ モデルのパスを変更します。 データ ログパス

HMI タグ アラーム ログ ファイルを

管理します。

アラームログ セットアップ

HMI タグをインポートおよびエクス

ポートします。

タグのインポートおよびエクス
ポートウィザード

SE Administration Console でこれを 
行うには

このエディタを使用します
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8 ローカルステーションアプリケーションの

展開

FactoryTalk View Site Edition ローカルステーションアプリケーションの開発およ
びテストを終了したら、工場フロアなどの実際の設定で実行するために展開す
ることができます。ローカルステーション アプリケーションの展開には、アプ
リケーションのホストコンピュータ上のすべての FactoryTalk View SE ソフト
ウェア コンポーネントのインストールが含まれます。 

ソフトウェアのインストールについての詳細は、第 4 章、インストール 
FactoryTalk View を参照してください。

ローカルアプリケーションの構造および内容についての詳細は、『FactoryTalk 
View Site Edition ユーザーズガイド』の「第 8 章、ローカルステーションアプリ
ケーションの展開」を参照してください。

タスクの概要: ローカルステーションアプリケーションの展開

本セクションのチェックリストには、FactoryTalk View SE ローカル アプリケー

ションの展開に含まれる基本タスクが要約されています。このチェックリストを
必要なタスクの実行時のガイドとして使用します。各タスクの詳細については、
本章の後半で説明します。

特有なものであれば、詳細を追加または削除して、FactoryTalk View アプリケー

ションの設計および内容に合せてカスタマイズした手順を作成します。例えば、
アプリケーションには追加の通信またはデータベース サーバーが含まれる可能性

があります。

ローカルステーションアプリケーションを展開するためのタスク
チェックリスト

ローカルアプリケーションの移動

データサーバーの移動およびそのプロパティの変更

OPC データサーバーホストコンピュータ名を指定

HMI サーバーコンポーネントの起動または停止のタイミング指定

FactoryTalk View SE Client の設定

アプリケーションをテストするための FactoryTalk View SE Client の実行

アプリケーションにタグアラームやイベントサーバーが含まれる場合は、FactoryTalk Alarms 
and Events ヘルプを参照してこれらのサーバーの展開についての情報を確認してください。
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ローカルアプリケーションの移動

ローカルステーションアプリケーションの移動に関しては次の 2 つの手順があり
ます。開発用コンピュータではアプリケーションのバックアップ、産業用コン
ピュータではアプリケーションアーカイブの復元です。 

これらの手順はいずれもアプリケーションマネージャ ツールで実行することが
できます。アプリケーションマネージャーのオプションについての詳細を確認
するには、[ツール] の [ヘルプ] をクリックします。

ローカルステーションアプリケーションをバックアップするには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、次に [アプリケーション マネー
ジャ ] をクリックします。

2. アプリケーションマネージャで Site Edition (ローカルステーション) を選択し
て、次に [次へ] をクリックします。

3. バックアップ操作を選択して、アプリケーションマネージャの指示に従って
操作を完了します。

4. .apa ファイルを新しい (産業用) コンピュータへコピーします。

ローカル ステーション アプリケーションを復元するには

1. プロダクションコンピュータのデスクトップで、[スタート] > [すべてのプロ
グラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] を選択し、次に  
[アプリケーション マネージャ ] をクリックします。

2. Site Edition (ローカルステーション) を選択して、[次へ] をクリックします。

3. 復元操作を選択して、アプリケーションマネージャの指示に従って操作を完
了します。

アプリケーションをバックアップする前に、アプリケーションの復元後に必要になる場合がある

ので、アプリケーションに設定された管理者ユーザーのユーザー名とパスワードを記録します。

ローカルアプリケーションをバックアップするには、ログオンしたユーザーが FactoryTalk 
管理者権限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められたら、システム管

理者に問い合わせてください。

元のアプリケーションのコピーを含むコンピュータのローカルステーションアプリケーションを

復元する場合は、コンピュータを再起動してから、アプリケーション マネージャを使用して操作

の復元を開始する前に元のアプリケーションを削除 (または名前の変更) します。 

ローカルアプリケーションを復元するには、ログオンしたユーザーが FactoryTalk 管理者権

限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められたら、システム管理者に問

い合わせてください。
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アプリケーションとシステム情報の復元について
FactoryTalk View Studio では、ローカルステーションアプリケーションのトップ
レベルのシステムフォルダに、同じ FactoryTalk Local Directory (Local Directory と
も呼ぶ) を使用するすべてのアプリケーションのユーザーアカウントセットアッ
プなど FactoryTalk Security の情報が含まれます。

ローカルアプリケーションをバックアップすると、この FactoryTalk システム情
報は自動的にアーカイブに保存されます。ローカルステーション アプリケー
ションを復元する際は、アプリケーションとともにシステム情報を復元するか
どうかを選択できます。

ローカル ステーション情報とともに FactoryTalk システム情報を復
元するには

アプリケーションマネージャツールで、復元するアーカイブを指定した後、オプ
ションを選択し、FactoryTalk View SE (ローカルステーション) および 
FactoryTalk Local Directory を選択します。

操作を完了するには、アプリケーションマネージャにログオンしたユーザーに、
復元中の Local Directory の FactoryTalk 管理者権限がなければなりません。

データサーバーの移動およびそのプロパティの変更
FactoryTalk View SE ローカルステーションアプリケーションには、1 つの RSLinx 
Enterprise データ サーバーを含むことができます。このデータサーバーはアプリ
ケーションと同じコンピュータになければなりません。

加えて、ローカルステーションアプリケーションには複数の OPC データサー
バー (RSLinx Classic またはその他の OPC サーバー ) を含むことができます。こ
れらは、リモートコンピュータに配置可能です。 

必要な通信ソフトウェアがプロダクションコンピュータにインストールされて
いることを確認してから、展開する各リモート OPC データ サーバーで、設定
ファイルをプロダクションコンピュータに移動し、新しいホストコンピュータ
名を指定します。

RSLinx Enterprise、RSLinx Classic、またはその他の OPC サーバー ソフトウェアを
産業用コンピュータにインストールしたら、必要に応じてデータ サーバーの設定
ファイルをコンピュータに移動することができます。

RSLinx Classic ではなく OPC データサーバーの設定ファイルの移動についての情報は、OPC 
サーバーの製品マニュアルを参照してください。
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Enterprise ファイルのバックアップ RSLinx と復元

FactoryTalk View SE ローカルステーションアプリケーションをバックアップする
と、アーカイブには RSLinx Enterprise ショートカット名が含まれますが、デバ
イスパス情報は含まれません。 

アプリケーションの復元後、FactoryTalk View Studio で通信セットアップエディ
タを開き、各設定ショートカットにデバイス パスを再適用する必要がありま
す。詳細については、76 ページの「RSLinx Enterprise デバイスパスを更新する
には」を参照してください。

RSLinx Classic 設定のバックアップと復元

RSLinx Classic 設定ファイルは、ローカルステーション アプリケーションのバッ
クアップには含まれません。このファイルは手動でバックアップ、移動、復元
しなければなりません。

RSLinx Classic が開発およびプロダクションコンピュータにインストールされて
いる場合は、RSLinx Classic のバックアップ/復元 ツールを使用して設定ファイ
ルのバックアップと復元を行うことができます。

RSLinx Classic 設定ファイルを移動するには

1. 開発用コンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software] > [RSLinx] をクリックし、次に [RSLinx Classic のバックアップと復
元ユーティリティ ] をクリックします。

2. RSLinx Classic のバックアップ/復元ツールで、[バックアップ] をクリックし
ます。

3. バックアップファイル用のフォルダを選択し、ファイル名を入力して [保存] を
クリックします。

4. Windows Explorer で、バックアップファイルをコピーしてデータサーバーの
プロダクションコンピュータの場所に貼り付けます。

RSLinx Classic の設定ファイルは RSLinx Classic ソフトウェア設定プログラムの [ウィザード

の完了] ウィンドウから復元することも可能です。 
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5. プロダクションコンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [RSLinx] をクリックし、次に [RSLinx Classic のバック
アップと復元ユーティリティ ] をクリックします。

6. RSLinx Classic のバックアップ/復元ツールで、[復元] をクリックします。

7. 移動したバックアップファイルを検索して選択し、[開く] をクリックします。

OPC データサーバーホストコンピュータ名を指定

RSLinx Classic 設定ファイルを産業用コンピュータに移動してから、復元した
ローカルステーションアプリケーションを開いて、各データサーバーの [プロパ
ティ ] ダイアログ ボックスからサーバーのホストコンピュータの名前を指定し
ます。

その他のデータサーバープロパティの設定についての情報を確認するには、
サーバーの [プロパティ ] ダイアログボックスの [ヘルプ] をクリックするか製品
マニュアルを参照してください。

RSLinx Classic サーバーコンピュータ名を変更するには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をクリックしてから、
[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [View Site Edition (ローカル ステーション)] を選択し、[続行] をクリックし 
ます。

3. [既存] タブをクリックし、ローカルステーションのアプリケーション名を選
択してから [開く] を選択します。

4. Explorer ウィンドウで、RSLinx Classic サーバーの名前を右クリックして [プ
ロパティ ] をクリックします。

5. [全般] タブの [OPC サーバーを実行するコンピュータ] フィールドに、産業用
コンピュータの名前を入力するか、[参照] をクリックしてコンピュータを検
索して選択し、[OK] をクリックします。

RSLinx Classic データサーバーとは異なり、RSLinx Enterprise データサーバーのコンピュータ

名を変更する必要はありません。ローカル ステーションアプリケーションの RSLinx 
Enterprise データサーバーは、アプリケーションと同じコンピュータに配置しなければならず、

必ず localhost と名付けなければなりません。

データサーバーの移転後にはじめてアプリケーションを開いたとき、サーバーがロードしてい

ない場合、[プロパティ ] ダイアログボックスを開き、ホスト コンピュータ名を変更することが

できるはずです。コンピュータ名が更新されると、サーバーは期待通りにロードします。
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HMI サーバーコンポーネントの起動または停止のタイミング指定
FactoryTalk View Studio で、アプリケーションの HMI サーバーの [プロパティ ] 
ダイアログボックスを開いて、HMI プロジェクト ファイルの場所、アプリケー
ション内の現在のディスプレイ数、可能なディスプレイの 大数を表示します。

[コンポーネント] タブで、HMI サーバーの説明を追加し、HMI サーバーの実行
開始時に起動するコンポーネントを選択することができます。

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログボックスを開くには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をクリックしてから、
[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [View Site Edition (ローカル ステーション)] を選択し、[続行] をクリックし 
ます。

3. [既存] タブをクリックし、ローカルステーションのアプリケーション名を選
択してから[開く] を選択します。

4. Explorer ウィンドウで、HMI サーバーの名前を右クリックして [プロパティ ] を
クリックします。

HMI サーバー コンポーネントの起動および停止方法

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログボックスから、HMI サーバーの実行開
始時にローカルステーション アプリケーションのどのコンポーネントを自動で
起動させるかを指定します。

ローカルステーションアプリケーションでは、HMI サーバーの負荷および指定
コンポーネントは FactoryTalk View SE Client のアプリケーションへの接続時に実
行開始します。クライアントが実行停止すると、HMI サーバーがアップロード
され、指定シャットダウンマクロが実行されます。

また、HMI サーバーコンポーネントを手動で起動または停止することも可能で
す。これを行うには、[コンポーネント] タブで [起動コンポーネントを実行] ま
たは [実行中のすべてのコンポーネントを停止] をクリックします。

HMI サーバーの起動およびシャットダウンのコンポーネントを選択
するには

1. [HMI サーバー プロパティ ] ダイアログボックスで、[コンポーネント] タブを
クリックします。

2. 起動コンポーネントを指定するには、コンポーネントのチェックボックスを
選択してから、HMI サーバーの実行開始時に自動で起動させたいコンポー
ネントを選択します。

ローカルステーションアプリケーションでは、HMI サーバーおよびアプリケーションは同じ名前

です。HMI サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで名前を変更することはできません。
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3. シャットダウンマクロを指定するには、[シャットダウン マクロ] チェック
ボックスを選択してから、HMI サーバーの実行停止時に起動するマクロを
選択します。

FactoryTalk View SE Client の設定 
FactoryTalk View SE Client は、ローカル アプリケーションのための完全かつセ
キュアな実行時環境を提供します。例えば、オペレータはクライアントを使用
して以下のことを実行できます。

HMI サーバーからの複数のグラフィックディスプレイのロード、表示、操作

アラーム情報の管理

トレンドの表示

セットポイントの調整

サーバーコンポーネントの起動および停止

ローカルアプリケーションを実行するには、FactoryTalk View SE Client が HMI 
サーバーと同じコンピュータ上で実行されていなければなりません。

すでに FactoryTalk View SE Client ファイルをアプリケーションに設定している場
合は、産業用コンピュータにファイルをコピーすることができます。まだ設定
していない場合は、新しいクライアント ファイルを作成することができます。

新しい FactoryTalk View SE Client ファイルの作成

FactoryTalk View SE Client 設定ファイルは、クライアントが接続されるアプリ
ケーションの名前、接続確立時に起動するコンポーネント、実行時のクライアン
トの動作を指定します。

新しいクライアント ファイルを作成するには、FactoryTalk View SE Client ウィ
ザードを使用します。また、ウィザードを使用して既存のクライアントファイ
ルを修正または実行すること、または利用可能なファイルの一覧からクライアン
トを削除することが可能です。

新しい FactoryTalk View SE Client ファイルを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから [FactoryTalk View Site Edition クライ 
アント] をクリックします。

2. FactoryTalk View SE Client で [新規] をクリックして、画面の指示に従ってく
ださい。ウィザードのオプションの詳細については、[ヘルプ] を参照してく
ださい。

クライアント ファイルは .cli 拡張子で指定した場所に作成されます。

FactoryTalk View SE Client ウィザードを使用したい場合は、HMI サーバーを起動する必要はあ

りません。
105



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION インストール ガイド
•  

•  
•  

•  
•

オペレータを実行時環境にロックする

例えばオペレータを実行時に、FactoryTalk View SE Client にロックしてその他の
プログラムによるコンピュータへのアクセスを防止するには、以下の方法の 1 つ
または複数を試してください。

選択したディスプレイからタイトルバーを削除するか、ボタンを 小化・
大化して、グラフィックディスプレイの操作権限を制限します。

これを行うには、[ディスプレイ設定] ダイアログボックスで [タイトル 
バー ]、[ボタンの 小化]、および [ボタンの 大化] のチェックボックスを
外します。詳細については、FactoryTalk View Site Edition ユーザーズガイド
の Chapter 16, Creating graphic displays を参照してください。

クライアントからタイトルバーを削除するか、ボタンを 小化・ 大化して、
クライアントウィンドウの操作権限を制限します。

これを行うには、FactoryTalk View SE Client ウィザードで [タイトルバーの 
表示]、および [システムメニューの表示] チェックボックスをオフにし、ボ
タンを閉じます。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの  
[ヘルプ] を参照してください。

別のアプリケーションへの切り替えを防ぎます。これを行うには、
FactoryTalk View SE Client ウィザードで [別のアプリケーションへの切り替え
を無効化] のチェックボックスを選択します。詳細については、FactoryTalk 
View SE Client ウィザードの [ヘルプ] を参照してください。

DeskLock ツールを使用してデスクトップへのアクセスを制限します。

Desklock を開くには、デスクトップ上で [スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] を選択してから 
[DeskLock] をクリックします。DeskLock の使用法の詳細については、ツー
ルの [ヘルプ] をクリックします。

FactoryTalk View SE Client の実行 
ローカルステーションアプリケーションが展開されたら、FactoryTalk View SE 
Client を実行して検証します。

.cli ファイルを使用して SE Client を実行するには

以下のデフォルトフォルダで、クライアント設定ファイル (.cli) をダブルクリッ
クします。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合: 
...\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Client

Windows XP および Windows Server 2003 の場合: 
...\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\RSView 
Enterprise\SE\Client

ツールのヘルプを読んで仕組みについて理解するまでは DeskLock を使用しないでください。

そうでない場合、デスクトップからロックされてしまう可能性があります。
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FactoryTalk View Studio から SE Client を実行するには 
1. FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[SE Client の起動] をクリック

します。

2. [FactoryTalk View SE Client の起動] ダイアログボックスで、.cli ファイルの名
前を入力して [OK] をクリックします。ファイルを検索して選択するには、 
[参照] ボタンをクリックします。

Windows 起動時に SE Client を起動するには

1. .cli ファイルへのショートカットを作成します (デスクトップ上など)。

2. ショートカットを Windows の [スタートアップ] フォルダに移動します。

[スタートアップ] フォルダへのショートカットの追加については、Windows 
のヘルプを参照してください。

FactoryTalk View SE Client にユーザーがログオンするには 
FactoryTalk View SE Client を起動、またはクライアントの実行中にユーザーを変
更するには、クライアントにログオンしているユーザーに必要なセキュリティ
権限がなければなりません。 

ユーザーに必要な権限がない場合は、FactoryTalk View SE Client ダイアログボッ
クスが開き、別のユーザーでログオンします。

展開されたローカル ステーション アプリケーションの管理
アプリケーションの展開後にアプリケーションにマイナーな変更を行うには、
FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console を使用
します。SE Administration Console には、以下のエディタのサブネットが含まれ
ます。

SE Administration Console でこれを行うには このエディタを使用します

HMI サーバーのプロパティを変更します。 HMI サーバーのプロパティ

データサーバーのプロパティを変更します。 データサーバーのプロパティ

FactoryTalk ユーザーをアプリケーションに 

追加します。

実行時セキュリティ

コマンドおよびマクロのセキュリティを設
定します。

保護されたコマンド
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ウィザードのオプションの詳細については、[ヘルプ] を参照してください。

SE Administration Console のローカル ステーション アプリケー
ションを開くには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > 
[ツール] をクリックしてから、SE Administration Console をクリックします。

2. [View Site Edition (ローカルステーション)] を選択してから、[続行] をクリッ
クします。

3. [既存] タブをクリックし、復元されたアプリケーションの名前を選択してか
ら、[開く] をクリックします。

FactoryTalk View コマンドを実行します。 コマンドライン

HMI タグアラームのログ方法を変更します。 アラームセットアップ 

データログモデルのパスを変更します。 データログパス

HMI タグアラームログファイルを管理します。 アラームログセットアップ

HMI タグをインポートおよびエクスポート 

します。

タグのインポートおよびエクスポー
トウィザード

SE Administration Console でこれを行うには このエディタを使用します
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ションのアップグレード

自動および制御アプリケーションの FactoryTalk View Site Edition ソフトウェアを

アップグレードするには、既存ソフトウェアのアンインストールと、新しい
バージョンのインストールという 2 つの主要タスクが必要です。

新しいソフトウェア バージョンのインストール後は、FactoryTalk View Studio で 
FactoryTalk View SE アプリケーションを開くことができ、干渉されることなく 
FactoryTalk View SE Client でアプリケーションを実行することができるはずです。

ただし、制御システムの設計、内容、複雑さによっては、産業用環境における 
FactoryTalk View SE のアップグレード時には特に、アップグレードをサポートす

るための追加タスクを実行しなければならない場合があります。この章に記載
された情報はライブ アプリケーションを保護し、アップグレード プロセスが効

果的に成功するために役立ちます。

バージョン 6.0 以前で開発されたアプリケーションは、レガシー タグ データベース変換ユー

ティリティを使用した変換が必要となる場合があります。[スタート] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] > [レガシー タグ データベース変換ユーティリティ ] をクリックし

てユーティリティを起動します。ユーティリティの使用法の詳細については、[ヘルプ] ボタンを

クリックします。
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このような支援タスクを含むアップグレード パスを示すため、本章では以下の

コンポーネントで構成された展開済みネットワーク分散アプリケーションの
アップグレード方法を説明します。

この例では、サーバー #1 がプライマリサーバーコンピュータの名前、サーバー #2 
がセカンダリサーバーコンピュータの名前、ワークステーション #1 がエンジニ
アリング ワークステーションの名前です。

このタイプのアプリケーションに多くのバリエーションが考えられる場合は、
記載されているプロセスの一部は直接に実際にアップグレードするアプリケー
ションに適用されない場合があります。

アプリケーションが多かれ少なかれ提示されている例よりも複雑であるために、
本章で説明していない構造エレメントについて不明な点がある場合は、 寄の 
Rockwell Automation 営業所までお問い合わせください。

FactoryTalk View アプリケーションまたは支援ソフトウェアをインストールする前に、第 2 章、

ハードウェア、オペレーティング システムおよびドメイン情報 を確認して、必ず各アプリケー

ション ホストコンピュータの役割と設定に適したタスクを実行してください。

実行時クライアント

FactoryTalk Network Directory
FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk View SE Server
RSLinx Enterprise

FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk View SE Server
RSLinx Enterprise

FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk View Studio
RSLinx Enterprise

FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk View SE Client

サーバー #1 (プライマリ) サーバー #2 (セカンダリ)ワークステーション #1

例: 冗長サーバーのある FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーション
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アップグレードに役立つ情報

その他の Rockwell Automation 製品マニュアルや、Rockwell Automation Web サイ
トでも回答を探すことができます。xiv ページの「FactoryTalk View オンライン 
マニュアルを開くには、以下の手順に従ってください」 を参照してください。

新しい製品バージョンの機能について
展開したアプリケーションのすべてのソフトウェアコンポーネントをアップグ
レードしたら、新しい製品バージョンの機能について知るために製品リリース 
ノートを参照してください。FactoryTalk View SE、Machine Edition、RSLinx 
Enterprise、および RSLinx Classic のリリース ノートは、FactoryTalk View インス
トール DVD から利用できます。

インストール中、多くのダイアログボックスに [リリースノートを表示する] リン
クが表示されます。

FactoryTalk Services Platform (およびその他の FactoryTalk 製品) のリリースノート
は FactoryTalk ヘルプのコンテンツ ページから利用できます。[スタート] > [すべ
てのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックしてか
ら、[FactoryTalk ヘルプ] をクリックします。

概要: 冗長ネットワーク分散アプリケーションのアップグレード

以下の複数手順チェックリストを冗長ネットワーク分散アプリケーションの
アップグレードのガイドラインとして使用してください。各手順の詳細は本章
に記載されています。

パート 1: アップグレードの準備をする

ステップ 1 – アップグレードの準備

ステップ 2 – 展開したアプリケーションをバックアップする

RSView Enterprise は FactoryTalk View ソフトウェア製品ファミリの旧称です。RSView のいず

れかのバジョーンからアップグレードする場合、FactoryTalk View は過去の製品バージョンと

して扱われていますが、本章の情報は適用されます。

非冗長アプリケーションをアップグレードする場合は、次の「非冗長ネットワーク アプリケー

ションのアップグレードについて」の簡易な概要を参照してください。

アップグレードを行う前に、RSLinx Classic バックアップと復元ユーティリティを使用

して、RSLinx Classic 設定ファイルをバックアップする必要があります。そうでない場

合、RSLinx Classic 設定ファイルが失われます。
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パート 2: 個別の部分的にアップグレードされたシステムを設定する

手順 3 – 一時アップグレードシステムを設定する

ステップ 4 – サーバー #2 でソフトウェアコンポーネントをアップグレードする

手順 5 – ワークステーション #1 上のソフトウェアコンポーネントをアップグ
レードする

ステップ 6 – アプリケーション FactoryTalk View SE の移行

手順 7 – 選択した実行時クライアントのソフトウェアをアップグレードする

ステップ 8 – 移行された FactoryTalk View SE アプリケーションをテストする

パート 3: 残りのコンピュータをアップグレードし、冗長性を復元する

手順 9 – 残りのクライアントコンピュータをアップグレードする

手順 10 – サーバー #1 上のソフトウェアコンポーネントをアップグレードする

手順 11 – サーバー #1 をプライマリ アプリケーションサーバーとして復元する

手順 12 – アップグレードされたシステムの冗長性を設定する

手順 13 – アップグレードされたアプリケーション全部を再起動する

非冗長ネットワークアプリケーションのアップグレードについて
展開したネットワーク分散アプリケーションが非冗長である場合は、本章に記
載されている支援タスクの一部は関連性がないか不要になる可能性があります。

例えば、セカンダリサーバーをプライマリサーバーとして使用する場合は、一
時システムの設定や、無効化して冗長性を復元する必要はありません。

非冗長ネットワーク アプリケーションをアップグレードするには、以下の手順
はガイドラインとして使用し、例外があるという点に留意してください。

アップグレードの準備をします。113 ページの「ステップ 1 – アップグレード
の準備」 を参照してください。ほとんどの 近のアプリケーションファイル
がプライマリサーバーコンピュータ上にあることの確認についてのサブセク
ションは無視してください。

展開したアプリケーションをバックアップします。115 ページの「ステップ 
2 – 展開したアプリケーションをバックアップする」 を参照してください。ほ
とんどの 近のアプリケーションファイルがプライマリサーバーコンピュー
タ上にあることの確認についてのヒントは無視してください。

エンジニアリング ワークステーションをアップグレードします。125 ページ
の「手順 5 – ワークステーション #1 上のソフトウェアコンポーネントをアッ
プグレードする」 を参照してください。サーバー #2 を Network Directory の場
所として指定することに関する 後のサブセクションは無視してください。

展開したアプリケーションを移動します。127 ページの「ステップ 6 – アプ
リケーション FactoryTalk View SE の移行」 を参照してください。
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アプリケーションサーバーをアップグレードします。132 ページの「手順 10 
– サーバー #1 上のソフトウェアコンポーネントをアップグレードする」 を参
照してください。非冗長の場合は、アプリケーションサーバーコンピュータ
が FactoryTalk Network Directory、HMI サーバー、RSLinx Enterprise データ
サーバーをホストすると仮定します。

実行時クライアントのアップグレード。128 ページの「手順 7 – 選択した実
行時クライアントのソフトウェアをアップグレードする」 を参照してくださ
い。非冗長の場合は、アプリケーションを再起動する前にすべての実行時ク
ライアントをアップグレードします。

アプリケーションを再起動します。139 ページの「手順 13 – アップグレード
されたアプリケーション全部を再起動する」 を参照してください。非冗長の
場合は、1 つのサーバーと実行時クライアントのみを再起動します。

パート 1: アップグレードの準備をする

ステップ 1 – アップグレードの準備
アップグレードを開始する前に以下を行ってください。

アップグレードのためのダウンタイムの予定

管理者権限でログオンする

管理ユーザーの名前とパスワードを記録する

アプリケーションコンピュータで設定タスクを実行する

新のアプリケーションファイルがプライマリサーバーにあることを確認する

FactoryTalk View インストール DVD を用意する

アップグレードのためのダウンタイムの予定

本章に記載のアップグレード プロセス中は、展開された FactoryTalk View SE ア
プリケーションは 2 回シャットダウンする必要があります。

手順 3 では、アプリケーションはサーバー #2 を一時プライマリサーバーと
して設定できるようにするためにシャットダウンされます。

ステップ 9 から 11 (または 12) では、アプリケーションは残りのアプリケー
ションコンピュータをアップグレードできるようにするため、およびアプリ
ケーションサーバーを元の役割に復元できるようにするためにシャットダウン
されます。

実際のアップグレード プロセスでは、必ずダウンタイムを予定し、アプリケー
ションをシャットダウンしなければならない時間に影響を受ける人員に通知し
ます。
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管理者権限でログオンする

特定のタスクを実行するには、アップグレードを実行するユーザーは Windows お
よび FactoryTalk Network Directory の管理者権限を持っていなければなりません。

セットアップ プログラムはプログラムフォルダを作成しレジストリ エントリーを
修正するため、FactoryTalk View および支援ソフトウェアのインストールを行うに
は Windows 管理者権限が必要です。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用する際など、
FactoryTalk Network Directory にログオンするには FactoryTalk 管理者権限が必要
です。

ユーティリティを開くには、ローカルコンピュータに FactoryTalk 管理者として
ログオンする必要があります。リモート Network Directory ロケーションを指定
する際も、リモートコンピュータの管理権限がなければなりません。

FactoryTalk View SE アプリケーションのバックアップおよび復元を行う際も、
FactoryTalk 管理者権限が必要です。

管理ユーザーの名前とパスワードを記録する

展開されたアプリケーションをバックアップする前に、必ず FactoryTalk 管理者
グループに属するユーザーのユーザー名とパスワードを記録してください。

バックアップしたアプリケーションの復元後に必要な場合、FactoryTalk 管理者
グループのメンバーのみが、FactoryTalk ユーザー アカウントの追加、削除、修
正を行うことができます。

アプリケーションコンピュータで設定タスクを実行する

FactoryTalk View SE をアップグレードする前に、第 2 章、ハードウェア、オペ
レーティング システムおよびドメイン情報 を読んでください。

この章には、FactoryTalk View SE をインストール後に円滑に実行できるようにす
るためのアプリケーションコンピュータ上で実行可能なタスクの情報が記載さ
れています。ハードウェアおよびソフトウェア要件とアプリケーション制限に
ついての情報も記載されています。

新のアプリケーションファイルがプライマリサーバーにあることを
確認する

本章に記載しているアップグレード中には、プライマリサーバー (サーバー #1) 
でバックアップされたアプリケーションおよび HMI プロジェクトファイルがセ
カンダリサーバー (サーバー #2) で復元され、アップグレードされたエンジニア
リング ワークステーション (ワークステーション #1) の FactoryTalk View Studio 
に移行されます。

新のアプリケーションを移行および再適用したことを確認するには、プライマ
リサーバー上で、 初にバックアップしたアプリケーションと HMI プロジェク
トファイルが 新のアプリケーションファイルであることを確認してください。
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FactoryTalk View インストール DVD を用意する

FactoryTalk Viewインストール DVD は、FactoryTalk View SE ソフトウェアコン
ポーネント、FactoryTalk Services Platform、RSLinx Enterprise のインストールのた
めの設定プログラムを提供します。

ステップ 2 – 展開したアプリケーションをバックアップする
新のアプリケーション データがアップグレードに利用可能であることを確認

するには、サーバー #1 上の展開したアプリケーションをバックアップするため
に次のタスクを実行します。

HMI プロジェクトのバックアップ

アプリケーションをバックアップする

HMI プロジェクトのバックアップ

サーバー #1 で、HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを使用し
てプライマリサーバーの HMI プロジェクトをバックアップします。[スタート] > [
すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] > [HMI 
サーバーのバックアップと復元] をクリックします。ユーティリティの使用法の
詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックします。

本章に記載しているアップグレード プロセスでは、HMI サーバーのバックアッ
プと復元ユーティリティをサーバー #1 およびサーバー #2 にインストールする
必要があります。

このアップグレード例では、 新のアプリケーションファイルがプライマリサーバーにあると

仮定して 初のバックアップ操作がサーバー #1 で実行されます。ただし、 新のファイルが

確実に保存されるようにするには、セカンダリサーバーコンピュータ上のファイルもバック

アップすることをお勧めします。

64 ビットのオペレーティングシステムへアップグレードする際には、特別な手順が必要となる

場合があります。アプリケーションがバージョン 6.0 以前のバージョンで設計されていた場合、

32 ビットのオペテーティングシステムが搭載されたコンピュータでレガシー タグ データベー

ス変換ユーティリティを実行する必要があります。 

 

[スタート] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] > [レガシー タグ データベース

変換ユーティリティ ] をクリックしてユーティリティを起動します。ユーティリティの使用法

の詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックします。
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アプリケーションをバックアップする
サーバー #1 で、FactoryTalk Administration Console を使用して、展開された 
FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションをバックアップします。

バックアップ操作によって、領域名、サーバー名、サーバーのプロパティおよび
アプリケーション言語を含むアプリケーション アーカイブが作成されます。

バックアップ操作にシステム情報が含まれるユーザーおよびコンピュータ アカ
ウントも、その他の FactoryTalk システム レベル設定とともにアーカイブされま
す。詳細については、次の「アプリケーションとシステム情報のバックアップ
について」を参照してください。

HMI プロジェクトファイル、製品アクティベーション、ログされた履歴データ 
(トレンド、アラーム、診断メッセージ) などのその他のアプリケーションファ
イルは、個別にバックアップおよび復元する必要があります。

アプリケーションとシステム情報のバックアップについて

以下の図は、FactoryTalk View Studio の Explorer ウィンドウで FactoryTalk View SE 
ネットワーク分散アプリケーションがどのように表示されるかを示します。

FactoryTalk Network Directory は、アプリケーション階層の 上部に表示されます。
その下のシステムフォルダには、同じ Network Directory に属するすべてのアプリ
ケーションが使用する設定が保存されます。

FactoryTalk Tag Alarm and Event Servers に属するファイルのバックアップと復元についての

情報は、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

HMI プロジェ 

クトコンポー
ネントおよび
エディタ

アプリケーション

領域

FactoryTalk Network Directory 
(ホストコンピュータ名)。

LOCALHOST は、アプリケー 

ションのディレクトリがロー
カルコンピュータにあるこ 
とを示します。

HMI サーバー 

システムフォルダには、この
ツリーの 上部に表示され
ている Network Directory に   

属するすべてのアプリケー
ションの FactoryTalk 設定が  

保存されます。
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例えば、各アプリケーションに設定された FactoryTalk ユーザーおよびコン
ピュータ アカウントはシステムフォルダに保存されます。

ネットワーク アプリケーションをバックアップしても、アプリケーションのシ
ステム情報は自動的にアーカイブされません。

例えば、ユーザーおよびコンピュータ アカウントを保存するためにシステム情
報を保存するには、[アーカイブにシステムをバックアップする] のチェック
ボックスを選択する必要があります。

ネットワーク アプリケーションとともにシステム情報をバックアップすると、
アプリケーションの復元時にアーカイブされたシステム情報も復元するかどう
かを選択することができます。復元したシステム情報が現在の FactoryTalk 
Network Directory に保存されている既存の FactoryTalk システム設定にマージさ
れていないという点に留意してください。

代わりに、ローカルコンピュータの Network Directory がアクティブな場合は、
その他のディレクトリを使用するアプリケーションに設定されたユーザーおよ
びコンピュータ アカウントと置き換えることになります。

ネットワーク分散アプリケーションをバックアップするには

1. サーバー #1 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をク
リックし、[FactoryTalk Administration Console] をクリックします。

2. [FactoryTalk Directory を選択] ダイアログボックスで、[ネットワーク] を選択
してから [OK] をクリックします。

3. Explorer ウィンドウで、バックアップするアプリケーションを右クリックして 
[バックアップ] をクリックします。

4. アーカイブ名と場所を指定します。

デフォルト以外の場所を指定するには、パスを入力するか[参照] ボタンをク
リックして場所を参照して選択します。

5. [アーカイブにシステムをバックアップする] チェックボックスを選択して 
[OK] をクリックします。

バックアップ操作によって、.bak 拡張子のアプリケーション アーカイブファ
イルが指定された場所に保存されます。デフォルトの場所は以下の通りです。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合は C:\Documents and 
Settings\All Users\Documents

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合は 
C:\Users\Public\Documents

アプリケーションをバックアップする前に、復元操作に必要になる場合があるので、アプリ

ケーションに設定された管理者ユーザーのユーザー名およびパスワードを記録します。
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パート 2: 一時システムを設定し、部分アップグレードを実行する
アップグレードのパート 2 では、一時システムがサーバー #2 (セカンダリサー

バー )、ワークステーション #1、選択した実行時クライアントに関連する部分

アップグレードをテストするために設定されます。テストでは、サーバー #2 が
プライマリサーバーとして機能するよう設定されます。

まず、サーバー #2 を Network 
Directory およびプライマリ HMI 
およびデータサーバー (冗長性

なし) として設定します。そし

て、サーバー #2 のソフトウェ

アをアップグレードします。

次に、ワークステーション #1 の
ソフトウェアコンポーネントを
アップグレードして、復元した
アプリケーションに移行します。

サーバー #2 ワークステーション #1

パート 2: サーバー #2、ワークステーション #1、
実行時クライアント

実行時クライアント

後に、一部の実行時クライ
アント上のソフトウェアコン
ポーネントのみをアップグ
レードし、部分アップグレー
ドをテストします。

サーバー #1

残りのクラ
イアント
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手順 3 – 一時アップグレードシステムを設定する

部分アップグレードをテストすることができるよう一時システムを設定するに
は、次のタスクを実行します。

すべてのクライアントコンピュータをシャットダウン

HMI およびデータサーバー冗長性の無効化

サーバー #2 を一時プライマリサーバーとして設定する

サーバー #1 およびすべてのクライアントコンピュータを再起動する

すべてのクライアントコンピュータをシャットダウン 
一時ファイルの設定中にアプリケーションサーバーとの通信を防止するため、
すべての実行時クライアントコンピュータおよびワークステーション #1 を
シャットダウンします。

クライアントコンピュータをシャットダウンするには

コンピュータ上で実行されているすべてのソフトウェアプログラムを停止して
から、コンピュータをシャットダウンします。

HMI およびデータサーバー冗長性の無効化

サーバー #2 をアップグレードのためにアプリケーションから取り外すことがで
きることを確認するには、FactoryTalk View SE Administration Console のアプリ
ケーションを開き、HMI サーバーおよびデータサーバーの冗長性を無効化します。

HMI およびデータサーバー冗長性を無効化するには

1. サーバー #2 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、[SE Administration Console] をク
リックします。

2. Administration Console で、[View Site Edition (ネットワーク分散)] を選択して
から [続行] の順にクリックします。

3. [Site Edition (ネットワーク分散) アプリケーションを新規作成/開く] ダイアログ
ボックスで、展開されたアプリケーションを選択し [開く] をクリックします。

4. HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] をクリックします。

アップグレードのこの手順では、FactoryTalk View SE アプリケーションは一時 FactoryTalk 
Network Directory が設定可能になるまでシャットダウンされます。実際のアップグレード プロ

セスでは、必ずダウンタイムを予定し、アプリケーションをシャットダウンしなければならな

い時間に影響を受ける人員に通知します。
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5. [冗長] タブで、[セカンダリサーバーを使用して冗長性を提供する] チェック
ボックスをクリアして [OK] をクリックします。

6. Explorer ウィンドウで、データサーバー (RSLinx Enterprise) を右クリックして 
[プロパティ ] をクリックします。

7. [冗長] タブで、[セカンダリサーバーを使用して冗長性を提供する] チェック
ボックスをクリアして [OK] をクリックします。

サーバー #2 を一時プライマリサーバーとして設定する

サーバー #2 を一時プライマリサーバーおよび FactoryTalk Network Directory と
して設定するにはいくつかのタスクがあります。

このプロセスの一環として、サーバー #1 でバックアップされた元の HMI プロ
ジェクトおよびアプリケーションファイルがサーバー #2 で復元されます。復元
されたアプリケーションは、ワークステーション #1 がアップグレードされた後
に移行されます。

サーバー #2 にバックアップされたファイルをコピーする

サーバー #2 を Network Directory の場所として指定する

HMI プロジェクトファイルを復元する

アプリケーションファイルを復元する

冗長性を無効化し、サーバー #2 をプライマリサーバーにする

詳細については、以下の手順を参照してください。

サーバー #2 にバックアップされたファイルをコピーする

1. サーバー #2 で Windows Explorer を開き、サーバー #1 上のバックアップされ
た HMI プロジェクトおよびアプリケーションファイルが保存されている場
所を参照し、ファイルをコピーします。

2. Windows Explorer の別のインスタンスを開いて、バックアップした HMI プロ
ジェクトおよびアプリケーションファイルをサーバー #2 の同じ場所に貼り
付けます。

互換性のないソフトウェアコンポーネントのバージョンの展開済みプロダクションシステムへ

の使用を防止するため、どのようなソフトウェアをアップグレードする前にも、必ず HMI プロ

ジェクトおよびアプリケーションファイルを復元してください。
120



9 • 作動中の FACTORYTALK VIEW SE アプリケーションのアップグレード      
•  •  •  •  •
サーバー #2 を Network Directory の場所として指定する

1. サーバー #2 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk ツール] をクリックしてから [FactoryTalk Directory の場所を指定
する] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。

2. サーバー #1 が [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィー
ルドに表示されます。[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、[このコン
ピュータ] をクリックして [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、Network Directory コンピュータ  
(ローカルまたはリモート) の管理者としてログオンしなければなりません。

4. [OK] をクリックしてからサーバー #2 を再起動します。

 HMI プロジェクトファイルを復元する

1. サーバー #2 で HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを開
きます。[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] > [HMI サーバーのバックアップと復元] をク
リックします。ユーティリティの使用法の詳細については、[ヘルプ] ボタンを
クリックします。

2. サーバー #1 からコピーした HMI プロジェクトファイルを復元するには、
ウィザードの指示に従ってください。

復元するアプリケーションが FactoryTalk View 6.0 以前のバージョンで作成されていた場合は、

レガシー タグ データベース変換ユーティリティの実行が必要となる場合があります。

[Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] > [レガシー タグ データベース変換ユーティ

リティ ] をクリックしてユーティリティを起動します。ユーティリティの使い方についての詳

細は、[ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

Windows Vista は、FactoryTalk View SE Client、開発用スタンドアロン、または分散アプリ

ケーションを単一のコンピュータ上で実行する場合、または FactoryTalk View Studio を実行し、

リモート HMI サーバーに接続する場合のみに使用できます。Windows Vista を使用して他のク

ライアントが接続する HMI サーバーをホストにすることはできません。HMI サーバーをホスト

にするには、代わりに Windows 7 Professional、Windows XP、Windows Server 2003、または 
Windows Server 2008 を使用してください。
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アプリケーションファイルを復元する

1. サーバー #2 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をク
リックしてから、[FactoryTalk Administration Console] をクリックします。

2. [ネットワーク] を選択してから [OK] をクリックします。

3. Explorer ウィンドウで、[ネットワーク (このコンピュータ)] を右クリックして 
[復元] をクリックします。

4. アプリケーション アーカイブの場所へのパスを入力するか、[参照] ボタンを
クリックしてアーカイブを特定し選択してから、[次へ] をクリックします。

5. このアップグレード例では、アプリケーションのバックアップ時 (116 ページ
の「アプリケーションをバックアップする」 を参照) にシステム情報が含まれ
ていたため、[アプリケーションとシステム] が [アーカイブ タイプ] のフィー
ルドに表示されているはずです。

アプリケーション アーカイブファイルには .bak 拡張子があります。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合、デフォルトのアプリケーションファイ

ルの場所は C:\Documents and Settings\All Users\Documents です。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合、デフォルト

の場所は C:\Users\Public\Documents です。
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[システムの復元] チェックボックスを選択して [OK] をクリックします。

冗長性を無効化し、サーバー #2 をプライマリサーバーにする

1. サーバー #2 で、SE Administration Console で復元したアプリケーションを開
きます。

Administration Consoleを開くには、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、[SE 
Administration Console] をクリックします。

2. アプリケーションが開いたら、HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] を
クリックします。

3. [冗長] タブで、[セカンダリサーバーを使用して冗長性を提供する] チェック
ボックスをクリアして [適用] をクリックします。

4. [全般] タブの [サーバーをホストするコンピュータ] フィールドに、サー
バー #2 を入力して [OK] をクリックします。

5. Explorer ウィンドウで、データサーバー (RSLinx Enterprise) を右クリックして 
[プロパティ ] をクリックします。

6. [冗長] タブで、[セカンダリサーバーを使用して冗長性を提供する] チェック

ボックスをクリアして [適用] をクリックします。

7. [全般] タブの [RSLinx Enterprise サーバーをホストするコンピュータ] フィー

ルドに、サーバー #2 を入力して [OK] をクリックします。

サーバー #1 およびすべてのクライアントコンピュータを再起動
する
展開されたアプリケーションを再起動するには、サーバー #1 を再起動してサー

バー #1 の起動が終了するまで待ち、その後でアプリケーション クライアントコン

ピュータ (ワークステーション #1 およびすべての実行時クライアント) を再起動し

ます。

システム情報を復元するとユーザーおよびコンピュータ アカウント、RSLinx Enterprise デ
バイス パス、ローカルコンピュータ上の FactoryTalk Directory の設定が置き換えられます

ので注意してください。

展開されたアプリケーションは、冗長すべてのコンピュータのソフトウェアがアップグレード

されるまでアクティブサーバーとしてサーバー #1 で冗長性なしで実行されます。ソフトウェア

のアップグレード後には、サーバー #1 とサーバー #2 をプライマリとセカンダリサーバーとし

ての元の役割に復元することができ、アップグレードされたアプリケーションを起動できます。
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サーバー #1 が起動を終了したことを確認するには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツー

ル] をクリックしてから、[Diagnostics Viewer] をクリックします。

2. FactoryTalk Diagnostics Viewer で、次の診断メッセージを確認します。

HMI サーバー <ApplicationName>//サーバー #1 はアクティブなサーバーです。

ステップ 4 – サーバー #2 でソフトウェアコンポーネントをアップグ
レードする

FactoryTalk View SE のインストール 
1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. FactoryTalk View インストール DVD をコンピュータの DVD ドライブに挿入

します。

3. DVD が自動的に実行されない場合は、D:\FTView\Setup.exeを実行します。
ここで D とは DVD が含まれるドライブを表します。FactoryTalk View 製品リ
ストから Site Edition Server を選択し、[次へ] をクリックします。

Diagnostics Viewer でより早いメッセージを探すには、[ビュー ] メニューで [オプション] を
クリックします。そして [フィルタ] タブでメッセージから複数のキーワードを含むメッ

セージフィルタを作成します。
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必要な製品アップデートのインストール
手順については、142 ページの「製品更新プログラムのインストール」 を参照し
てください。

手順 5 – ワークステーション #1 上のソフトウェアコンポーネントを
アップグレードする

ワークステーション #1 の FactoryTalk View SE および支援ソフトウェアをアップ
グレードするには次のタスクを実行してください。

ワークステーション #1 で実行されているソフトウェアのシャットダウン

ワークステーション #1 を Network Directory の場所として設定する

インストール FactoryTalk View SE

必要な製品アップデートのインストール

サーバー #2 を Network Directory の場所として指定する

ワークステーション #1 で実行されているソフトウェアのシャットダ
ウン
ワークステーション #1 で現在実行されているすべてのソフトウェア プログラムを
シャットダウンします。

ワークステーション #1 を Network Directory の場所として設定
する
ワークステーション #1 上のソフトウェアのアップグレードの準備をするには、
ワークステーション #1 を Network Directory の場所として指定します。

ワークステーション #1 を Network Directory として指定するには

1. ワークステーション #1 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックし、次に [FactoryTalk Directory の
場所を指定] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ  
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。

2. サーバー #1 が [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィー
ルドに表示されます。[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、[このコン
ピュータ] をクリックして [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、Network Directory コンピュータ  
(ローカルまたはリモート) の管理者としてログオンしなければなりません。

4. [OK] をクリックしてからワークステーション #1 を再起動します。
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インストール FactoryTalk View SE 
1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. FactoryTalk View インストール DVD をコンピュータの DVD ドライブに挿入
します。

DVD が自動的に起動しない場合は、D:\FTView\Setup.exeを実行します。こ
こでは、D は DVD を含むドライブのことです。

3. FactoryTalk View 製品リストから Studio Enterprise を選択し、[次へ] をクリッ
クします。

必要な製品アップデートのインストール
手順については、125 ページの「必要な製品アップデートのインストール」 を参
照してください。

サーバー #2 を Network Directory の場所として指定する

ワークステーション #1 上のソフトウェアのアップグレード後、サーバー #2 を 
Network Directory の場所として指定します。

サーバー #2 を Network Directory として指定するには

1. ワークステーション #1 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software > FactoryTalk ツール] をクリックし、次に [FactoryTalk Directory の場
所を指定する] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。

2. Localhost が [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィールド
に表示されます。[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、サーバー #2 を
入力して [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、Network Directory コンピュータ  
(ローカルまたはリモート) の管理者としてログオンしなければなりません。

4. [OK] をクリックしてからワークステーション #1 を再起動します。
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ステップ 6 – アプリケーション FactoryTalk View SE の移行
サーバー #2 で復元された FactoryTalk View SE アプリケーションを移行するには
次のタスクを実行してください。

FactoryTalk View Studio のアプリケーションを開く

RSLinx Enterprise ショートカットの検証

移行されたアプリケーションのテスト

詳細については、以下の手順を参照してください。

FactoryTalk View Studio のアプリケーションを開く 
アプリケーションを移行するには、アップグレードされたワークステーション #1 
にインストールされた新しいバージョンの FactoryTalk View Studio で開きます。

アプリケーションを開くには 
1. ワークステーション #1 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 

Software] > [FactoryTalk View] をクリックしてから、[FactoryTalk View Studio] を
クリックします。

2. [View Site Edition (ネットワーク分散)] をクリックしてから [続行] をクリック
します。

3. [既存] タブでアプリケーション名をクリックし、アプリケーションの言語を
選択してから [開く] をクリックします。

アプリケーション内の HMI サーバーおよびすべてのプロジェクトコンポー
ネントがロードされるまで待ち、アプリケーションを FactoryTalk View Studio 
で開いたままにしておきます。

RSLinx Enterprise ショートカットの検証

データ通信が移行されたアプリケーションで正しく設定されていることを確認す
るには、RSLinx Enterprise ショートカットが正しいデバイスを指していることを

確認します。

RSLinx Enterprise ショートカットを確認するには

1. FactoryTalk View Studio で、データサーバー (RSLinx Enterprise) を展開してから 
[通信セットアップ] をダブルクリックします。

2. 通信セットアップ エディタで、設定された各 RSLinx Enterprise ショートカッ
トを選択し、正しいデバイスを指していることを確認します。

3. 設定を保存して通信セットアップ エディタを閉じます。
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移行されたアプリケーションのテスト
移行されたアプリケーションをテストするには、ワークステーション #1 でアプ
リケーションを実行します。

移行されたアプリケーションを実行するには

ワークステーション #1 で FactoryTalk View SE Client 設定を開始し、データ通
信が期待通りに機能していることを確認します。

手順 7 – 選択した実行時クライアントのソフトウェアをアップグ
レードする

選択した実行時クライアント上の FactoryTalk View SE および支援ソフトウェアを
アップグレードするには、各クライアントコンピュータで次のタスクを実行して
ください。

クライアントで実行されているソフトウェアのシャットダウン

クライアントを Network Directory の場所として設定する

インストール FactoryTalk View SE

必要な製品アップデートのインストール

サーバー #2 を Network Directory の場所として指定する

クライアントで実行されているソフトウェアのシャットダウン
クライアントコンピュータで現在実行されているすべてのソフトウェアプログ
ラムをシャットダウンします。

クライアントを Network Directory の場所として設定する

クライアントコンピュータ上のソフトウェアのアップグレードの準備をするに
は、クライアントを Network Directory の場所として指定します。

クライアントコンピュータを Network Directory として指定するには

1. クライアントコンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックしてから [FactoryTalk 
Directory の場所を指定する] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。

一部のアプリケーション クライアントでソフトウェアをアップグレードし、アップグレードし 

たアプリケーションが期待通りに実行されていることを確認してから残りのクライアントでソ

フトウェアをアップグレードすることをお勧めします。 初にアップグレードするクライアン

トの数はユーザーの判断によります。
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2. サーバー #1 が [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィー
ルドに表示されます。[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、[このコン
ピュータ] をクリックして [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、Network Directory コンピュータ  
(ローカルまたはリモート) の管理者としてログオンしなければなりません。

4. [OK] をクリックしてからクライアントコンピュータを再起動します。

インストール FactoryTalk View SE 
1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. FactoryTalk View インストール DVD をコンピュータの DVD ドライブに挿入
します。

DVD が自動的に起動しない場合は、D:\FTView\Setup.exe を実行します。こ
こでは、D は DVD を含むドライブのことです。

3. [Site Edition Client] を選択して、[次へ] をクリックします。

必要な製品アップデートのインストール
手順については、142 ページの「製品更新プログラムのインストール」 を参照し
てください。

サーバー #2 を Network Directory の場所として指定する

クライアントコンピュータ上のソフトウェアのアップグレード後、サーバー #2 を 
Network Directory の場所として指定します。

1. クライアントコンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックしてから [FactoryTalk 
Directory の場所を指定する] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。

2. Localhost が [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィールド
に表示されます。[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、サーバー #2 を
入力して [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、Network Directory コンピュータ  
(ローカルまたはリモート) の管理者としてログオンしなければなりません。

4. [OK] をクリックしてからクライアントコンピュータを再起動します。
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ステップ 8 – 移行された FactoryTalk View SE アプリケーションをテ
ストする

残りのアプリケーションコンピュータをアップグレードする前に移行されたア
プリケーションをテストするには、次のタスクを実行します。

サーバー #2 を起動して起動が終了するまで待つ

移行されたアプリケーションをアップグレードしたクライアントで実行する

システムが期待通りに機能していることを確認する

サーバー #2 を起動して起動が終了するまで待つ

サーバー #2 がまだ起動していない場合は、サーバーを起動し、サーバーが起動を
終了するまで待機します。

サーバー #2 が起動を終了したことを確認するには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツー
ル] をクリックしてから、[Diagnostics Viewer] をクリックします。

2. FactoryTalk Diagnostics Viewer で、次の診断メッセージを確認します。

HMI サーバー <ApplicationName>//サーバー #2 はアクティブなサーバーです。

移行されたアプリケーションをアップグレードしたクライアント
で実行する

アップグレードした各実行時クライアントコンピュータで、既存の FactoryTalk 
View SE Client 設定ファイル (.cli) を実行します。

システムが期待通りに機能していることを確認する
アップグレードされたクライアントコンピュータ上でアプリケーションが起動
したら、ディスプレイネゴシエーション、オブジェクトアニメーション、通信、
アラーム (設定されている場合) およびその他のアプリケーション機能が期待通
りに機能しているかどうか検証します。

Diagnostics Viewer でより早いメッセージを探すには、[ビュー ] メニューで [オプション] を
クリックします。そして [フィルタ] タブでメッセージから複数のキーワードを含むメッ

セージフィルタを作成します。
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パート 3: サーバー #1 および残りのクライアントをアップグレード
する

次に図示するアップグレードのパート 3 には、サーバー #1 および残りの実行時ク

ライアントのアップグレードおよびサーバー #1 をプライマリアプリケーション

サーバーとして意図された役割に復元することが含まれます。

手順 9 – 残りのクライアントコンピュータをアップグレードする
部分的にアップグレードされたシステムをテストした後に残りの実行時クライ
アント上の FactoryTalk View SE ソフトウェアをアップグレードするには、 

128 ページの「手順 7 – 選択した実行時クライアントのソフトウェアをアップグ

レードする」 のステップ 1 から 7 に従います。

アップグレードのステップ 9 から 11 (または 12) では、FactoryTalk View SE アプリケーション

は残りのアプリケーションコンピュータをアップグレードしアプリケーションの元の役割に復

元できるようになるまでにシャットダウンされます。

実際のアップグレード プロセスでは、必ずダウンタイムを予定し、アプリケーションをシャッ

トダウンしなければならない時間に影響を受ける人員に通知します。

実行時クライアント

まず、パート 2 でアップグ

レードしなかった実行時ク
ライアント上のソフトウェ
アコンポーネントをアップ
グレードします。

サーバー #1 

パート 2 で、ソフトウェアコンポーネント

はサーバー #2、ワークステーション #1 お
よび選択した実行時クライアント上でアッ
プグレードされた、アプリケーションは 
FactoryTalk View Studio に移行されました。

サーバー #2 ワークステーション #1 パート 3: サーバー #1、残りの実行時クライアント

実行時ク 
ライアント次に、サーバー #1 上のソフト

ウェアをアップグレードして 
Network Directory およびプラ

イマリ HMI およびデータサー

バーとします。 後に冗長性を
復元してアップグレードしたア
プリケーションを再起動します。
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手順 10 – サーバー #1 上のソフトウェアコンポーネントをアップグレー
ドする

サーバー #1 の FactoryTalk View SE および支援ソフトウェアをアップグレードす
るには次のタスクを実行してください。

インストール FactoryTalk View SE

必要な製品アップデートのインストール

インストール FactoryTalk View SE
1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. FactoryTalk View インストール DVD をコンピュータの DVD ドライブに挿入
します。

DVD が自動的に起動しない場合は、D:\FTView\Setup.exe を実行します。ここ
では、D は DVD を含むドライブのことです。

3. [Site Edition Client] を選択して、[次へ] をクリックします。

必要な製品アップデートのインストール
手順については、142 ページの「製品更新プログラムのインストール」 を参照し
てください。

手順 11 – サーバー #1 をプライマリ アプリケーションサーバーとして
復元する

サーバー #1 を FactoryTalk Network Directory およびプライマリサーバーとして復
元するには、次のタスクを実行します。

サーバー #2 で、移行されたアプリケーションをバックアップする

サーバー #1 にバックアップされたアプリケーションファイルをコピーする

サーバー #1 で HMI プロジェクトとアプリケーションを復元する

サーバー #1 をプライマリ HMI およびデータサーバーとして指定する

サーバー #1 をクライアントの Network Directory として指定する

すべてのアップグレードされたクライアントからアプリケーションの実行テ
ストを行う
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サーバー #2 で、移行されたアプリケーションをバックアップする

移行されたアプリケーションデータをサーバー #1 に移動する準備として、サー
バー #2 で移行された HMI プロジェクトおよびアプリケーションファイルをバッ
クアップします。

バックアップおよび復元操作についての詳細は、115 ページの「ステップ 2 – 
展開したアプリケーションをバックアップする」を参照してください。

HMI プロジェクトをバックアップするには

サーバー #2 で、HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを使用
してプライマリサーバーの HMI プロジェクトをバックアップします。[スター
ト] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] > 
[HMI サーバーのバックアップと復元] をクリックします。ユーティリティの使
用法の詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックします。

アプリケーションをバックアップするには

1. サーバー #2 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をク
リックしてから、[FactoryTalk Administration Console] をクリックします。

2. [ネットワーク] を選択してから [OK] をクリックします。

3. Explorer ウィンドウで、バックアップするアプリケーションを右クリックして 
[バックアップ] をクリックします。

4. アーカイブ名と場所を指定します。

デフォルト以外の場所を指定するには、パスを入力するか [参照] ボタンをク
リックして場所を参照して選択します。

5. [アーカイブにシステムをバックアップする] チェックボックスを選択して 
[OK] をクリックします。

アプリケーションをバックアップする前に、復元操作に必要になる場合があるので、管理者権

限のある FactoryTalk ユーザーのユーザー名とパスワードを記録します。

ネットワーク アプリケーションをバックアップするには、ログオンしたユーザーが 
FactoryTalk 管理者権限を持っていなければなりません。ログオンするよう求められたら、

システム管理者に問い合わせてください。

アプリケーション アーカイブファイルには .bak 拡張子があります。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合、デフォルトのアプリケーションファイ

ルの場所は C:\Documents and Settings\All Users\Documents です。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合、デフォルト

の場所は C:\Users\Public\Documents です。
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サーバー #1 にバックアップされたアプリケーションファイルを
コピーする
サーバー #2 上の移行されたアプリケーションおよび HMI プロジェクトファイルを
バックアップしてから、サーバー #1 上の同じ場所にファイルをコピーします。

サーバー #1 にバックアップファイルをコピーするには

1. サーバー #1 で Windows Explorer を開き、サーバー #2 上のバックアップされ
た HMI プロジェクトおよびアプリケーションファイルが保存されている場
所を参照し、ファイルをコピーします。

2. Windows Explorer の別のインスタンスを開いて、バックアップした HMI プロ
ジェクトおよびアプリケーションファイルをサーバー #1 の同じ場所に貼り
付けます。

サーバー #1 で HMI プロジェクトとアプリケーションを復元する

サーバー #1 を FactoryTalk Network Directory およびプライマリサーバーとしての
元の役割に復元させる前に、サーバー #1 上の移行された HMI プロジェクトおよ
びアプリケーションファイルも復元します。

HMI プロジェクトファイルを復元するには

1. サーバー #1 で HMI サーバーのバックアップおよび復元ユーティリティを開
きます。[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] > [HMI サーバーのバックアップと復元] をク
リックします。ユーティリティの使用法の詳細については、[ヘルプ] ボタンを
クリックします。

2. サーバー #2 からコピーした HMI プロジェクトファイルを復元するには、
ウィザードの指示に従ってください。

アプリケーションファイルを復元するには

1. サーバー #1 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] をク
リックしてから、[FactoryTalk Administration Console] をクリックします。

2. [ネットワーク] を選択してから [OK] をクリックします。

3. Explorer ウィンドウで、[ネットワーク (このコンピュータ)] を右クリックして 
[復元] をクリックします。

4. アプリケーション アーカイブの場所へのパスを入力するか、[参照] ボタンを
クリックしてアーカイブを特定し選択してから、[次へ] をクリックします。

アプリケーション アーカイブファイルには .bak 拡張子があります。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合、デフォルトのアプリケーションファイ

ルの場所は C:\Documents and Settings\All Users\Documents です。

Windows 7 Professional、Windows Vista および Windows Server 2008 の場合、デフォルト

の場所は C:\Users\Public\Documents です。
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5. このアップグレード例では、アプリケーションのバックアップ時 (133 ペー
ジ を参照) にシステム情報が含まれていたため、[アプリケーションとシステ
ム] が [アーカイブ タイプ] のフィールドに表示されているはずです。

この例では、[システムの復元] チェックボックスを選択して [OK] をクリッ
クします。

サーバー #1 をプライマリ HMI およびデータサーバーとして指定
する
サーバー #1 をプライマリサーバーとしての元の役割に復元するには、サー
バー #1 を HMI およびデータサーバーをホストするコンピュータとして指定し
ます。

サーバー #1 をプライマリサーバーとして設定するには 
1. FactoryTalk Administration Console を閉じて、FactoryTalk View SE 

Administration Console で復元したアプリケーションを開きます。

2. HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] をクリックします。

3. このボックスの [サーバーをホストするコンピュータ] に、サーバー #1 を入
力して [OK] をクリックします。

4. Explorer ウィンドウで、データサーバー (RSLinx Enterprise) を右クリックして 
[プロパティ ] をクリックします。

5. この [RSLinx Enterprise サーバーをホストするコンピュータ] フィールドに、
サーバー #1 を入力して [OK] をクリックします。

サーバー #1 をクライアントの Network Directory として指定する

サーバー #1 を FactoryTalk Network Directory サーバーとしての元の役割に復元す
るには、実行時クライアントコンピュータおよびワークステーション #1 でサー
バー #1 を Network Directory の場所として指定します。

サーバー #1 を Network Directory として指定するには

1. クライアントコンピュータで、[スタート] > [すべてのプログラム] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] をクリックしてから [FactoryTalk 
Directory の場所を指定する] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。

アプリケーションを復元する際には、[システムの復元] チェックボックスを選択した場合に

コンピュータ上に FactoryTalk Network Directory を使用しているアプリケーションがあると、

復元操作によってアプリケーションに設定されたユーザーおよびコンピュータ アカウントが

置き換えられますので注意してください。
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2. [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィールドの横の [参照] 
ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、[リモートコン
ピュータ] をクリックします。

4. サーバー #1 を入力して [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、新しい Network Directory コン
ピュータの管理者としてログオンしなければなりません。この場合、新しい
場所はリモートになります。

5. [OK] をクリックしてからクライアントコンピュータを再起動します。

6. 手順 1 から 5 をすべてのアプリケーションの実行時クライアントおよびワー
クステーション #1 で繰り返します。

すべてのアップグレードされたクライアントからアプリケー
ションの実行テストを行う

サーバー #1 およびアップグレードされた実行時クライアントが期待通りに機能
していることを確認するには、既存の FactoryTalk View SE Client 設定ファイルを
各クライアントコンピュータ上で実行します。

手順 12 – アップグレードされたシステムの冗長性を設定する

アプリケーションサーバーの冗長性を復元するには、次のタスクを実行します。

サーバー #1 をサーバー #2 の Network Directory として指定する

すべてのクライアントコンピュータをシャットダウン

HMI サーバーの冗長性の設定

データサーバーの冗長性の設定

プライマリサーバーファイルをセカンダリサーバーに複製する

サーバー #1 をサーバー #2 の Network Directory として指定する

これで、サーバー #1 が FactoryTalk Network Directory として復元されていますの
で、サーバー #2 がこのディレクトリサーバーの場所を指すように設定します。

サーバー #1 を Network Directory として指定するには

1. サーバー #2 で、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk ツール] をクリックし、次に [FactoryTalk Directory の場所を指定
する] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ローカ
ルコンピュータの管理者としてログオンしなければなりません。
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2. Localhost が [ディレクトリサーバーをホストするコンピュータ] のフィールド
に表示されます。[参照] ボタンをクリックします。

3. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログボックスで、[リモートコン
ピュータ] をクリックします。

4. サーバー #1 を入力して [OK] をクリックします。

Network Directory の場所を変更するには、新しい Network Directory コン
ピュータの管理者としてログオンしなければなりません。この場合、新しい
場所はリモートになります。

5. [OK] を再度クリックしてからサーバー #2 を再起動します。

すべてのクライアントコンピュータをシャットダウン
クライアントとサーバーコンピュータを切断するには、ワークステーション #1 を
含むすべてのアプリケーションクライアントをシャットダウンします。

これを行うには、クライアント上で現在実行されているアプリケーションをす
べてシャットダウンしてからコンピュータをシャットダウンします。

HMI サーバーの冗長性の設定

サーバー #2 をセカンダリ HMI サーバーとしての元の役割に復元するには、サー
バー #1 の HMI サーバーの冗長性を設定します。

HMI サーバーの冗長性を設定するには

1. サーバー #1 の FactoryTalk View SE Administration Console で、復元および移行
されたアプリケーションを開きます。

2. Explorer ウィンドウで、HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] をク
リックします。

3. [全般] タブで、[オペレーティングシステムの初期化時に起動コンポーネントを
ロードおよび実行する] のオプションが選択されていることを確認します。

4. サーバー #1 が [サーバーをホストするコンピュータ] のフィールドに表示さ
れていることを確認します。

5. [冗長] タブで、[セカンダリサーバーを使用して冗長性を提供する] チェック
ボックスを選択します。

6. [サーバーをホストするコンピュータ] フィールドに、サーバー #2 を入力し
ます。

7. 冗長 HMI サーバー ペアで切り替えオプションを選択し、[OK] をクリックし
ます。

オンデマンドでの起動に設定されているサーバーは冗長にできません。
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データサーバーの冗長性の設定
サーバー #2 をセカンダリデータサーバーとしての元の役割に復元するには、
サーバー #1 のデータサーバーの冗長性を設定します。

データサーバーの冗長性を設定するには

1. FactoryTalk View SE Administration Console のサーバー #1 で、データサーバー 
(RSLinx Enterprise) を右クリックして [プロパティ ] をクリックします。

2. [全般] タブでサーバー #1が [RSLinx Enterprise サーバーをホストするコン
ピュータ] のフィールドに表示されていることを確認します。

3. [冗長] タブで、[セカンダリサーバーを使用して冗長性を提供する] チェック
ボックスを選択します。

4. [セカンダリサーバーを実行するコンピュータ] フィールドに、サーバー #2 を
入力します。

5. 冗長データサーバー ペアで切り替えオプションを選択し、[OK] をクリック
します。

プライマリサーバーファイルをセカンダリサーバーに複製する
アプリケーション全体を再起動する前に、プライマリサーバーからセカンダリ
サーバーにファイルを複製してサーバー #1 およびサーバー #2 のサーバー設定
および内容を同期化します。

複製操作によって、[コンポーネント] タブの設定を含むプライマリサーバーの
設定ファイルがセカンダリサーバーにコピーされます。

例えば、[アクティブ時] および [シャットダウン] マクロがプライマリサーバー
に選択されている場合は、この設定はセカンダリサーバーに複製されます。つ
まり、プライマリサーバーに指定されたものと同じマクロがセカンダリサー
バーがアクティブ化、またはシャットダウンされたときに実行されます。

複製操作に含まれない情報は、実行時に生成されるダイアログファイル、[HMI 
メモリ] タグの現在値、保持タグ、HMI タグアラーム抑圧リストです。

複製を正常に行うには、複製操作中にプライマリサーバーがアクティブなまま
で、セカンダリサーバーはスタンバイ状態のままでなければなりません。

プライマリサーバーとセカンダリサーバーのステータスを確認する
には

FactoryTalk View SE Administration Console のサーバー #1 で、HMI サーバーを右
クリックしてから [サーバーのステータス] をクリックします。[サーバーのス
テータス] ダイアログボックスで:

コンピュータ名およびプライマリサーバーのステータスが [プライマリサー
バー ] および [プライマリステータス] それぞれに表示されます。

コンピュータ名およびセカンダリサーバーのステータスが [セカンダリサー
バー ] および [セカンダリステータス] それぞれに表示されます。
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プライマリサーバーファイルをセカンダリサーバーに複製するには

1. FactoryTalk View SE Administration Console のサーバー #1 で、HMI サーバーを
右クリックしてから [プロパティ ] をクリックします。

2. [冗長] タブで [プライマリからセカンダリに複製] をクリックします。

画面の指示に従ってください。複製操作が完了したら、セカンダリサーバー
が自動的に再起動されます。

手順 13 – アップグレードされたアプリケーション全部を再起動する
アップグレードプロセスの 後の手順は、全システムの再起動です。次のタス
クを実行します。

サーバー #1 およびサーバー #2 の起動

すべての実行時クライアントを起動する

サーバー #1 およびサーバー #2 の起動

システム全体の再起動の準備として、まずサーバー #1 を再起動してからサー

バー #2 を起動します。

両方のサーバーの起動が完了するまで待ち、これらがプライマリとセカンダリ
の役割で機能していることも確認します。

サーバー #1 およびサーバー #2 が起動を終了したことを確認するには

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツー

ル] をクリックしてから、[Diagnostics Viewer] をクリックします。

2. FactoryTalk Diagnostics Viewer で、次の診断メッセージを確認します。

HMI サーバー <ApplicationName>//サーバー #1 はアクティブなサーバーです。

稼働中。サーバー RNA://$Global/<ApplicationName>:

コンピュータのサーバー #2 (セカンダリ) の <HMIServerName> はスタンバイ状態です。

[プライマリからセカンダリに複製] ボタンは、[冗長] タブが選択されており、プライマリ

サーバーがアクティブな場合にのみ選択可能になります。

Diagnostics Viewer でより早いメッセージを探すには、[ビュー ] メニューで [オプション] を
クリックします。そして [フィルタ] タブでメッセージから複数のキーワードを含むメッ

セージフィルタを作成します。
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すべての実行時クライアントを起動する
アップグレードされたアプリケーション全体が期待通りに機能していることを
確認するには、既存の FactoryTalk View SE Client 設定ファイルを各実行時クライ

アントコンピュータ上で実行します。
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付録 A
共通アップグレード手順

このセクションには、FactoryTalk View 製品のインストール時に役立つ、

Rockwell Automation ナレッジベースからの注記事項、共通の手順や方法が含ま

れます。

本セクション内の手順:

141 ページの「SQL Server 2008 Express インスタンスを作り直す」

142 ページの「製品更新プログラムのインストール」

SQL Server 2008 Express インスタンスを作り直す

SQL Server 2008 Express インスタンス FTVIEWx64TagDB は、HMI サーバーや 
View Studio がアクセスするすべての FactoryTalk View SE タグおよび HMI アラー

ム データを保存するために作られています。以下のような場合には、SQL 
Server 2008 Express インスタンス FTVIEWx64TagDB を手動で作り直す必要があり

ます:

何らかの理由で SQL Server 2008 Express インスタンス FTVIEWx64TagDB を
アンインストールし、再度インストールする必要がある。

FactoryTalk View SE Client のみを以前にインストールしたコンピュータで。

ユーザーがまだ実行していない場合は SQL サーバー インスタンスを作り直すよ

う求めるメッセージが表示される。

SQL Server 2008 Express インスタンスを作り直すには

1. 必要があれば、すべての開いている Windows プログラムを閉じて、コン

ピュータの FactoryTalk View Site Edition DVD ドライブに DVD を挿入してく

ださい。

2. 起動しない場合は D:\FTView\Redist\SQLServer2008\SQLServerInstall.exe を
実行してください。ここで D:\ is は DVD を含むドライブを意味します。

既存の SQL サーバーを使用して FactoryTalk View をインストールする場合には Rockwell 
Automation ナリッジベース回答 ID 463910 を参照してください。

この手順では Windows Installer 4.5 および .NET Framework 3.5 SP1 が必須です。
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3. SQL Server インストール ウィンドウに SA アカウントのパスワードを入力お
よび確認し、[OK] をクリックします。[ガイドライン] をクリックして SQL 
SA 強力なパスワードの使用ガイドラインのクイックリファレンスを見るか、
49 ページを参照してください。

4. ソフトウェアのインストールを完了するには、ウィザードの指示に従ってく
ださい。

製品更新プログラムのインストール

FactoryTalk View SE をインストールした後、システム上のソフトウェア製品の
パッチを探し、インストールする必要があります。パッチを探すには、Rockwell 
Automation ナレッジベースで パッチ TOC (目次) を検索します。TOC には、お使
いのソフトウェアで利用可能なすべてのパッチが表示されます。
http://rockwellautomation.custhelp.com/ へ移動し、[ナレッジベース検索] タブを
選択します。

FactoryTalk View SE、FactoryTalk Services Platform、FactoryTalk Alarms and Events、
RSLinx Enterprise、RSLinx Classic など、インストールされた各製品には独自の
バージョン固有のパッチ TOC があります。

Rockwell Automation ナレッジベースのパッチ TOC を検索するには

1. Web ブラウザのアドレス バーに、[www.rockwellautomation.custhelp.com] と入
力し、Enter を押します。

2. Rockwell Automation サポート センター ページで、[ナレッジベース検索] タ
ブの下矢印をクリックします。[製品別] をクリックします。
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3. [ソフトウェア] までスクロールし、[FactoryTalk View SE] をクリックします。

[検索] ボックスで、[パス TOC] と入力し、[検索] をクリックします。

検索結果から、FactoryTalk View Site Edition DVD からインストールしたすべ

ての製品に関連するパッチ TOC を探してください。必要に応じて、次のよう

な 近インストールされたその他のアプリケーションに対し、追加の検索を
行います。

FactoryTalk View SE Client

SE Server

SE Station

Studio Enterprise

FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Alarms and Events

RSLinx Enterprise

RSLinx Classic
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付録 B
FactoryTalk Tools とユーティリティ

FactoryTalk View ツール

以下のツールを実行するには、デスクトップ上で、[スタート] > [すべてのプロ
グラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ツール] をクリックしてか
ら、実行したいツールをクリックします。

アプリケーションドキュメンタは、FactoryTalk View SE および ME アプリ
ケーションの詳細情報を提供するスタンドアロン ユーティリティです。この
ユーティリティは、アプリケーションのコンポーネントの内容およびこれら
コンポーネントに使用されているタグの表示を可能にするブラウザです。ま
た、情報を印刷およびエクスポートすることもできます。

アプリケーションマネージャは、FactoryTalk View SE Station および FactoryTalk 
View ME アプリケーションの名前変更、コピー、削除、バックアップ、復元
のためのソフトウェアです。

FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションの場合、アプリケーション 
マネージャを使用してアプリケーションの名前変更および削除のみ実行可能
です。 

DeskLock は、FactoryTalk View SE Client および FactoryTalk View ME のユー
ザーが Windows デスクトップとシステム キーにアクセスできないようにす
るソフトウェアです。

FactoryTalk View SE セキュア Web サイト セットアップは、インターネット 
インフォメーション サービス (IIS) の下でのアプリケーション コンポーネン
トへのセキュアなアクセスを設定するためのソフトウェアです。

FTVIEWUSER アカウントリセットは、FTVIEWUSER SQL アカウントをデ
フォルトへリセットするソフトウェアです。

FTView Graphic Strings Search Replace は、グラフィック ディスプレイ内に
含まれる文字列での検索および置き換え操作を実行するソフトウェアです。
文字列に含まれるもの: タグ、式、コマンドおよびオブジェクトに割り当て
られたテキスト。

HMI サーバー バックアップと復元は、FactoryTalk View SE HMI サーバーの実
行時におけるバックアップ用のユーティリティです。スタンドアロン システ
ムのバックアップまたは復元を行う、または分散システムを 1 セットのコン
ピュータから別のセットに展開する場合にこのユーティリティを使用します。

レガシー タグ データベース変換 ユーティリティは、レガシー タグ データ
ベース (View 6.0 以前) を Microsoft SQL データベースで作業する新しい形式
へ変換するソフトウェアです。
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SE Administration Console は、配置された FactoryTalk View SE アプリケー
ションを管理するためのソフトウェアです。

SE Administration Console には、実行時にアプリケーションに軽微な変更を加
えるために使用できる、FactoryTalk View Studio エディタのサブセットが含ま
れています。

SE HMI タグ アラーム ログ セットアップは、HMI タグ アラーム ロギングを

設定するためのソフトウェアです。

SE HMI タグ アラーム ログ ビューアは、HMI タグ アラーム ログ ファイルの

内容を照会するためのソフトウェアです。

SE サービス マネージャーは、FactoryTalk View HMI サービスのコンピュータ

上での手動による停止および開始を可能にするツールです。

タグのインポートおよびエクスポート ウィザード は、FactoryTalk View 
SE Server のタグ データベースをインポートまたはエクスポートするための

ソフトウェアです。

FactoryTalk ツール

以下のツールを実行するには、デスクトップ上で、[スタート] > [すべてのプロ

グラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk ツール] を選択し、実行したいツー

ルをクリックします。

Diagnostics Counter Monitor は、タグのステータスを確認し、ネットワーク

クライアントが診断目的で利用可能にしたカウンターや文字列のランタイム
値を監視するソフトウェアです。

Diagnostics Viewer は、FactoryTalk Diagnostics ログの内容を表示し、システム

のトラブルを解決する手助けをするためのソフトウェアです。

FactoryTalk Directory 設定ウィザードは、コンピュータ上に FactoryTalk 
Network Directoryまたは Local Directory を設定するためのソフトウェアです。

RSSecurity 設定のインポートは、RSSecurity 設定情報を FactoryTalk Security 
にインポートするためのソフトウェアです。

FactoryTalk にログオンするは、FactoryTalk Directory でユーザーのログオン

およびログオフを行うためのソフトウェアです。

Rockwell Software データ クライアントは、アプリケーション内でクライアン

トとサーバー データの接続をテストするための診断ソフトウェアです。
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RSSecurity Emulator インストールは、レガシー製品の RSSecurity サーバーを

エミュレートする RSSecurity Emulator をインストールするためのソフトウェ

アです。

FactoryTalk Directory の場所の指定は、FactoryTalk Network Directory サービ

スを含むネットワーク上のコンピュータを指定するためのソフトウェアです。

Windows ファイアウォール設定ユーティリティは、FactoryTalk View のファ

イアウォール設定を設定するためのソフトウェアです。
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付録 C
Microsoft インターネット インフォメーション  
サービスのインストール

FactoryTalk View SE を Windows 7、Windows Server 2008 または Windows Vista に
インストールするとき、IIS が FactoryTalk View セットアップ ウィザードで自動
的にインストールされます。この付加サーバーは、問題のトラブルシューティン
グや IIS 設定の検証でリファレンスとして役に立ちます。

以下に FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションに対する IIS をインス
トールする必要があります。

FactoryTalk View SE Server (別称、HMI サーバー ) を実行するすべてのコン
ピュータ。

すべての FactoryTalk View SE ソフトウェア コンポーネントを実行するエンジ
ニアリング ワークステーション。

FactoryTalk View SE ローカル アプリケーションのみを開発および実行する場合
には、IIS をインストールする必要はありません。 

必要であれば、Microsoft Windows オペレーティング システム DVD から IIS を
インストールできます。

Windows 7 Professional に IIS をインストールするには、次の手順

に従ってください。

1. Windows [コントロール パネル] を開き、[プログラム] をクリックします。

2. [プログラムと機能] の下で、[Windows の機能の有効化または無効化] をク
リックします。[Windows の機能] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [インターネット インフォメーション サービス] の左側のチェックボックスを
クリックして、設定を有効にします。

4. [Web 管理ツール] フォルダを展開し、[IIS 6 管理互換] フォルダを展開します。

5. [IIS メタベースおよび IIS6 構成との互換性] チェック ボックスを選択します。

6. [World Wide Web サービス] フォルダを展開し、次に [アプリケーション開発
機能] フォルダを展開します。

7. [ASP] チェック ボックスを選択します。[ISAPI 拡張機能] チェック ボックス
は自動的に選択されます。

8. [World Wide Web サービス] フォルダを展開し、[HTTP 共通機能] フォルダを
展開します。

9. [WebDAV 発行] チェックボックスを選択します。
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10. [World Wide Web サービス] フォルダの下で、[セキュリティ ] フォルダを展開
します。

11. [Windows 認証] と [URL 承認] チェックボックスを選択します。

Windows Server 2008 に IIS をインストールするには、次の手順に

従ってください。

1. [スタート] をクリックし、[管理ツール] をポイントし、[サーバーマネー

ジャー ] をクリックします。

2. [サーバー マネージャー ] ウィンドウで、[役割の概要] の下の、[役割の追加] を
クリックします。

3. [役割の追加] ウィザードを使用して、[Web サーバー (IIS)] を役割に追加し 

ます。

4. Web サーバーをインストールするには、一部の追加 Windows 機能をインス

トールする必要がある場合があります。いずれの場合も、[必要な機能を追

加] をクリックします。

5. [役割サービスの追加] ダイアログ ボックスで、[HTTP 共通機能] を展開し、

[WebDAV 発行] をクリックします。

6. クリックして、[アプリケーション開発] を展開し、[ASP] をクリックします。

IIS が正しくインストールされると、HMI サーバー ステータス ページをまずローカルホストで、

次に別のホストで開けるようになります。これをテストするには、Internet Explorer® を開き、

アドレス フィールドに http://localhost/rsviewse あるいは http://computername/rsviewse と
入力し、Enter キーを押します。

Windows Server 2008 Standard Edition (Service Pack 2) で実行している場合、WebDAV をイン

ストールする手順が異なります。C-153 ページの「WebDAV の Windows Server 2008 Standard 
Edition (Service Pack 2) へのインストール」を参照してください。 
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7. ISAPI 拡張機能をインストールするよう求められたら、[必要な役割サービ

スを追加] をクリックします。

8. [セキュリティ ] の下で、[Windows 認証] と [URL 承認] を選択します。

9. クリックして [管理ツール] を展開し、[IIS 6 管理互換] を展開します。
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10. [IIS 6 管理互換] の下で、[IIS 6 メタベース互換] を選択します。

11. [次へ] をクリックし、すべてのステップが完了するまでウィザードの残りの

各ステップで [次へ] をクリックしてデフォルトの選択を受け入れます。

12. ウィザードの 後で、[インストール] をクリックして Web サーバーの役割を

インストールします。

13. Web サーバーの役割をインストールした後、次項で説明するように、

WebDAV をインストールします。
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WebDAV の Windows Server 2008 Standard Edition (Service 
Pack 2) へのインストール

WebDAV により、リモートクライアントは Windows Server 2008 Standard Edition 
(Service Pack 2) を実行しているコンピュータにある HMI サーバーに接続するこ

とが可能になります。

Windows Server 2008 Standard Edition (Service Pack 2) では、Microsoft は IETF 
WebDAV 拡張機能の HTTP への自動配布を行っていません (RFC 2518 に記載)。
Windows Server 2008 Standard Edition (Service Pack 2) では、次の場所から 
Microsoft の拡張機能をダウンロードしインストールします。

IIS 7.0 (x86 または x64) 用 Microsoft WebDAV 拡張機能

http://www.iis.net/download/webDAV

Windows Vista へ IIS をインストールするには、次の手順に従ってく

ださい。

1. 開いているすべての Windows プログラムを閉じます。

2. Windows のコントロールパネルを開き、[コントロール パネル ホーム] をク
リックし、[プログラム] をクリックします。

3. [プログラムと機能] の下で、[Windows の機能の有効化または無効化] をク
リックします。

4. [Windows の機能] ダイアログ ボックスで、[Internet Information Services] 
チェック ボックスを選択します。

5. [Windows の機能] リストで [Web 管理ツール] を展開し、次に [IIS 6 管理互 
換] を展開します。

6. [IIS メタベースおよび IIS 6 構成との互換性] チェック ボックスを選択します。

IIS が正しくインストールされると、HMI サーバー ステータス ページが開けるようになります。

これをテストするには、デスクトップで [スタート] をクリックし、[実行] をクリックして、

http://localhost/rsviewse を入力し、Enter を押します。

Windows Vista は、FactoryTalk View SE Client、開発用スタンドアロン、または分散アプリ

ケーションを単一のコンピュータ上で実行する場合、または FactoryTalk View Studio を実行し、

リモート HMI サーバーに接続する場合のみに使用できます。Windows Vista を使用して他のク

ライアントが接続する HMI サーバーをホストにすることはできません。HMI サーバーをホスト

にするには、代わりに Windows XP、Windows 7 Professional、Windows Server 2003、または 
Windows Server 2008 を使用してください。
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7. [Windows の機能] リストで、[World Wide Web サービス] を展開し、次に [ア
プリケーション開発機能] を展開します。

8. [ASP] チェック ボックスを選択します。[ISAPI 拡張機能] チェック ボックス

は自動的に選択されます。

9. 完了したら、[OK] をクリックします。

IIS が正しくインストールされると、HMI サーバー ステータス ページが開けるようになります。

これをテストするには、デスクトップで [スタート] をクリックし、[実行] をクリックし 
http://remotehost/rsviewse (リモートホストは、HMI サーバーをホストするコンピュータの名

前) を入力し、Enter を押します。
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