Talk2M

リモート接続用 IIoT クラウド

Talk2M は、セキュアな産業用接続サービスクラウ
ドです。世界中に設置されたサーバーにより、信
頼性が高く、効率的かつ安全なリモート接続を実
現します。

We shape the world...

Ewon 製品

Talk2M VPN サーバー

が世界を描く

• 産業用 IoT クラウド接続サービス

• マシンにリモート接続するための信頼性の高いソリューション
• 世界中を独自のインフラでカバー

Talk2M 概要：

Ewon 製品登録 20 万台以上
VPN 接続 1700 万ポイント以上

伝送データ合計 198TB 以上

世界 196 ヶ国中 156 ヶ国で使用中

Talk2M、そして Talk2M ユーザーのコミュニティは拡大し続けています。リアルタイムの数字はこちらをチェック https://talk2m-live.ewon.biz

Talk2M

リモートソリューションのためのセキュアなクラウド
2006 年より、この独自のサービスは遠隔地からマシンに安全にアクセスしたいという
機械メーカー様やシステムインテグレーター様のご要望にお応えしてまいりました。
現場機器にリモートアクセスするためのクラウドであるという以上に、Talk2M は産業
用 IoT というバリューチェーンにおける重要な要素となっています。
ソフトウェアチームにとっては、現場のデータをセキュアに収集し、データに価値を付
加するためのアプリケーション開発に Talk2M のオープンプラットフォームをうまく利
用することができます。
アカウントやデバイスを管理するオペレーションサービスにより、Talk2M はお客様の
リモートソリューションに最適な選択肢となることでしょう。

パワフルで拡張可能なインフラストラクチャー

ビジネス継続性を最大限にする高可用性
2 つのオプションをご提案します。
•

Talk2M Free+ は、複数のホスティングパートナーを利用

•

Talk2M Pro は、Rackspace
パートナーを利用

TM

およびハイエンドホスティング

○

“ミッションクリティカル” なホスティングパートナー

○

99.6% のビジネス継続性を保証する SLA（Service Level
Agreement）

分散設置により低遅延を確実なものに

•
•

遅延を最小化するため最善のサーバー設置場所を選定
ホスティングサイトを世界各地域に分散（欧州、北米、
日本、中国、
オーストラリア、インド、南アフリカ等）

完全な冗長性を持つ
サーバーアーキテクチャ
•

地理的に分散した 3 つのホスティングプロバイ
ダーを使用することで接続性を最大化

•

ロールアウトメカニズムを最適化するためアクセ
スサーバーと VPN サーバーを分離

最高レベルの監視

•
•
•

24 時間、365 日 エンジニアが監視
すべてのサーバーから収集した KPI (Key
Performance Indicators) に基づき監視
実績のあるモニタリングソフトウェアを使用

(i.e. Munin)

階層化
セキュリティ
アプローチ

ポリシー遵守

ネットワークインフラストラクチャー
ユーザーおよびアクセス管理
トラフィック暗号化
ファイアウォール

Ewon デバイス

Talk2M は、「多層防御」とも呼ばれる「階層化セキュリティアプローチ」を採用し、高度なセキュリティ

を確保しています。

このアプローチは、情報システムの利用性や耐性と共に、情報の整合性や機密性を保護します。

ポリシー遵守

アクセス制御
•

•
•
•

Talk2M でユーザーや Ewon デバイスのグループを設定する
ことにより、ユーザーおよびデバイスの高度なアクセス制御
が可能

•

固有のユーザーログインとアカウント管理者によるカスタマイ
ズ可能なパスワードポリシーにより企業ユーザー識別やパス
ワードポリシーを遵守

•

ユーザーの携帯電話を使用した 2 段階認証

•

許可されていないユーザーによるパスワードの推測を目的と
した何度もの接続を防ぐためのユーザーロックアウト機能

•

ローカル制御可能なデジタル入力 / キースイッチ（オン / オフ）

対応するポリシー：

既存の企業セキュリティポリシー
ファイアウォールルール
プロキシーサーバー

ネットワークインフラストラクチャー
•
•
•

グローバルで冗長性を持つ最上位のホスティングパートナー

•

CSA コーポレートメンバー

24 時間、365 日監視
SOC1/SSAE 16/ISAE 3402、SOC2 & ISO 27001 認証済デー

タセンター

ユーザーおよびアクセス管理
•
•

アクセス制御

アカウンタビリティ：オーディット トレイル（接続追跡）

トラフィック暗号化
•

通信は OpenVPN、SSL-TLS プロトコルを使用して、エンド・
ツー・エンド暗号化トンネルを通して行われます。

ファイアウォール
•

IP、ポート、プロトコルフィルタリング / ファイアウォール
が利用可能

Ewon デバイス
•
•

ネットワーク分離、1:1 NAT

デバイス認証

定期的なセキュリティ監査

アカウンタビリティ：オーディット トレイル

各デバイスの接続レポートにアクセスし、アカウント管理者は下記を
閲覧可能：

•
•
•

誰が － 接続したユーザー
いつ － 接続が確立した時刻
どれくらい － 接続時間

オーディットトレイルは、法的規制やセキュリティ法令の遵守への対
応に便利なツールです。

Talk2M は、制限が最小のものから最もセキュアなものまで、4 つの
ファイアウォール設定ルールを適用可能です。
1.
2.
3.
4.

Standard
High
Enforced
Ultra
この 4 つのファイアウォールのレベルは定義されたデバイスの IP、
ポート、ゲートウェイ、Ewon サービス（FTP サーバー、HTTP サー
バー等）アクセスに基づきます。また、選択したユーザーグループ
にご希望の設定を適用することも可能です。

Talk2M のセキュリティ環境は定期的にテストされており、 NVISO （www.nviso.be）などのサイバーセキュリティ企
業によって監査されています。

Talk2M でリモートの現場に接続

PLC のプログラミングやトラブルシューティング
Talk2M VPN クライアントの eCatcher を使用して
お使いの PC から遠隔で PLC をプログラミング、

トラブルシューティング可能
VPN

設備の監視

Talk2M の HTTPS Web ポータル
M2Web を使用して標準ブラウザから
HMI や PC、IP カメラ、Web ページな

HTTPS

どにアクセスすることにより、設備を遠

WEB
RDP
VNC

隔監視

Talk2M でリモートにあるデータを収集

Talk2M は、現場のデータ収集やアラーム管理などのデータサービスを提供し、リモートからパフォーマンス監視や予知保
全を実現します。

リモートにある現場

クラウドプラットフォーム
1.

VPN

DataMailBox

サードパーティ
アプリケーション
ビジネスデータ
アプリケーション

DMWeb API

HTTPS

2. M2Web ポータル

M2Web API

（データヒストリアン、ERP、
ビジネスインテリジェンス等）

HTTPS*

1 - DataMailbox：履歴データをバッファリング
•

Web API により、DataMailbox のすべてのデータをポーリングし、ヒストリアンやビジネスインテリジェンス等に活用可能

•

データは重複のリスクなく同期されます

•

カスタムダッシュボードや他の監視アプリケーションを構築するため Web API を通してデバイスにポーリング

•

モバイル・アプリケーションにも対応可能

2 - M2WEB ポータル：瞬時値をポーリングし、デバイスを操作

* HTTPS を介して直接自社サーバーや IIoT プラットフォームへのデータ送信可能

Talk2M サービスを選ぶ
価格

Talk2M
Talk2MFree+
Free

Talk2M Pro

無償
無償

年間料金
99

登録デバイス数、ユーザー数が無制限

99

モバイル接続数（M2Web、eCatcher Mobile）

53

無制限

eCatcher 同時接続数

11

3+**

GB
11GB*

6 GB+*

ユーザーアクセス権の高度な管理

--

9

月間 SMS 送信数（Wake-up/Alarm）

-

50

SLA（99.6% の年間可用性、連続ダウンタイム：最大4時間）

-

9

データ通信量、SMS 送信数、同時接続数の追加

-

9

月間データ通信量

* 月々の割り当てデータ通信量（1GB Free/6GB Pro）を超えたアカウントは、
帯域制限（Free）
または超過料金（Pro）の対象となります。
** サブスクリプションで追加可能

Trusted all over the world

Ewon 製品
Talk2M VPN サーバー

お問い合わせ

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3
新横浜KSビル 6F
Tel : 045-478-5340（代表）
Fax: 045-476-0315
Email: jp-sales@hms.se
www.hms-networks.com

Part No: MKTLF0019-JP 3.0

www.ewon.biz

