
チームの生産性のためのアプリ - アーキテクチャ例



TeamONEアプリの利点を実現するのに役立つ3つのネットワークセットアップのオプション
があります。選択したアーキテクチャによって異なるモジュールを使用します。

ネットワークアーキテクチャ例 1: 
コラボレーションモジュール。これらのモジュール
のインターネットアクセスが必要です。

ネットワークアーキテクチャ例 2a & 2b: 
デバイス・トラブルシューティング･モジュール。
これらのモジュールのプラントネットワークにアクセス
する必要があります。

ネットワークアーキテクチャ例 3: 
統一バンドセットアップ全体ですべてのモジュール。
このセットアップには、インターネットとプラントネット
ワークの両方へのアクセスが必要です。

詳細は、以下のConverged Plantwide Ethernet (CPwE)の資料を参照して
ください。
• http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/

documents/qr/iasimp-qr033_-en-e.pdf

• http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/

documents/td/enet-td006_-en-p.pdf

ご不明な点がございましたら、電子メール(ramobilesupport@ra.rockwell.com)にてお問い合わせください。
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セルまたはWI-FI対応デバイス
にアプリをダウンロード

チームを作るか、チームに
参加

インターネットで使用

TeamONEはFactoryTalk
クラウドのチームデー
タベースと同期してい
ます。
ログインとチーム作成
はオンラインで行なわ
れました。

ARCHITECTURE 1 

1



ネットワークアーキテクチャ例 1
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IT WiFi

事務所の
ラップトップ

TeamONE用のSmartPhone WiFi専用端末
(コラボレーションのみ)

オプション1

TeamONE用のSmartPhoneセルサービス端末
(コラボレーションのみ)

オプション2

WiFi iOSまたは携帯データサービス付きAndroid搭載端末(サポートされているデバイスリストを参照)。
WiFiのみのiOSまたはAndroid搭載端末(サポートされているデバイスリストを参照)

コラボレーションモジュールのみ -
以下の例はこれを実現する方法を示すネットワークアーキテクチャです
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セルまたはWI-FI対応デバイス
にアプリをダウンロード

1つまたは複数のチームを
作成

パネルWiFiネットワークに
接続

ログインとチーム作成
はオンラインで行なわ
れました。
デバイスデータは
同期していません。

ARCHITECTURE 2 



デバイスモジュール - 
以下の例はこれを実現する方法を示すネットワークアーキテクチャです
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バンド外 - 「キャビネット内」のWiFiアクセスポイント(クラウドアクセスありまたはなし)

ネットワークアーキテクチャ例 2

オプション2a - 自律的 オプション2b - 統一

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

セル/エリアゾーン- レベル0-2
(ライン、マシン、スキッド、機器)

AP = アクセスポイント(ローカルに管理)は、MACフィルタリング、
ブロードキャストSSIDなし、WPA2を推奨

LWAP = 軽量ワイヤレス・アクセス・ポイント
WLC (ワイヤレス・ラン・コントローラ)は、セキュリティポリシー、アクセス制御などを集中管理します。

分散
スイッチ

分散
スイッチ

アプリ LWAP

WLC
(アクティブ)

WLC
(スタンバイ)

WGB WGB

プログラミング用
ラップトップ
(Studio 5000)

プログラミング用
ラップトップ
(Studio 5000)

コントローラ コントローラ

コントローラ コントローラコントローラ コントローラFactoryTalk
クライアント

FactoryTalk
クライアント

I/O I/Oドライブ ドライブ

TeamONE用のSmartPhoneデバイス
(モニタ&コラボレーション)

TeamONE用のSmartPhoneデバイス
(モニタ&コラボレーション)

セル/エリアゾーン- レベル0-2
(ライン、マシン、スキッド、機器)

オプションの同期 オプションの同期

OTレイヤから切断して、セルラー/
ITネットワークに接続したとき

OTレイヤから切断して、セルラー/
ITネットワークに接続したとき

推奨 - WiFiのみのiOSまたはAndroid搭載端末 (サポートされているデバイスリストを参照)

WiFi iOSまたは携帯データ サービス付きAndroid搭載端末(サポートされているデバイスリストを参照)。
すべてのモジュールは利用可能になりますが、これはクラウドとの間でどのデバイス データも同期を
とりません。ユーザは同期が発生するためにローカルWi-Fiから切断する必要があります。 

WiFiのみを使用するTeamONEモジュールの詳細:

デバイスの健常性 – EtherNet/IPデバイスにのみ接続して、 高レベルステータスを読取ります。
Parameterタブは、Powerfl ex 525または755のデバイス詳細のページにのみ表示されます。 

トレンド – PowerFlex 525または755にのみ接続して、任意のパラメータの リアルタイムトレンドを実行します。
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OT & ITネットワークの間に
ファイアウォールをセットアップ

アプリをダウンロード

同期とプッシュメッセージングを
有効にするために、必ずポートを
開いてください

チームを作成して、チーム
に参加

OTワイヤレスネットワークに
デバイスを追加 

ファイアウォールを介する
クラウドへのルートを使用

OTネットワーク

DMZ

ITネットワーク

TeamONEは、クラウド
を介して同期する
モジュール用の
ゲートウェイとして
機能します。
デバイスデータは
同期していません。



8

すべてのモジュール - 以下の例はこれを実現する方法を示すネットワークアーキテクチャです

バンドセットアップで統合

ネットワークアーキテクチャ例 3

• Port 443 (TeamONE DBは クラウドと交互に同期する)
• Ports 5223, 2195 & 2196 ( Appleプッシュメッセージング用)
• Ports 5228, 5229, 5230 (Google/ Androidクラウドメッセージング用)

• OTネットワーク内でアプリプラットフォームを実行するすべてのデバイスは これらのポートにアクセスする必要があります。
WiFiのみのiOSまたはAndroid搭載端末 (サポートされているデバイスリストを参照)

IES 

IES 

IES 

IES 

IES 

エンタープライズゾーン: レベル4-5

産業非武装ゾーン(IDMZ)

産業ゾーン - レベル0-3

(プラント全体のネットワーク)

セル/エリアゾーン - レベル0-2

(ライン、マシン、スキッド、機器)

企業
WAN インターネット

外部DMZ/
ファイアウォール

コア
スイッチ

コア
スイッチ

WLC (エンタープライズ)

ISE PAN/PSN

ISE MnT

ISE PSN

分散
スイッチ

ファイアウォール
(アクティブ/スタンバイ)

WLC (アクティブ/スタンバイ)

WLC (アクティブ/スタンバイ)

LWAP

WGB

プログラミング用ラップトップ
(Studio 5000)

コントローラ

コントローラコントローラFactoryTalk
クライアント

I/Oドライブ
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