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作業現場をコネクテッド コミュニケーションのハブに
工場全体におよぶリアルタイムの可視性を持つ価値とは何でしょうか。機
器に関する懸念事項について、それらが実際に問題になる前にリアルタイ
ムに対応して解決できます。機器専門家とのトラブルシューティングが、専
門家が現場に居合わせていない場合でも可能です。生産ラインの変更、ま
たは新製品のロールアウトに適応する柔軟性を持つこともできます。さらに
国内のエンジニアとリアルタイムにコラボレーションすることで、問題解決
の迅速化を図ることもできます。
工場フロアをビジネス システム、サプライ チェーン、生産管理者とつなげ
ることが、稼働か稼働停止かの分かれ目になり得ます。ワイヤレス接続は 
Connected Factory の構築に不可欠なコンポーネントです。しかしなが
ら工場フロアで一定したセキュアな Wi-Fi 領域を維持するのは困難でし
た。でもこれからは違います。
Cisco® Internet of Things（IoT）ソリューション サービスの一部である、
Cisco Connected Factory ワイヤレスは、セキュアで柔軟性のある接続
を工場のモバイル アプリケーションに提供します。マシン、データベース、
人の接続を実現するだけでなく、接続効率を改善し、品質およびスピード
の向上とさらなるコスト削減に役立ちます。

仕組み
Factory Wireless は Cisco Connected Factory の一部で、ファクトリ 
システムとビジネス アプリケーションを接続する際に役立つテクノロジーお
よびサービスの包括的なポートフォリオです。シスコの Factory Wireless 
により IT と運用技術（OT）ネットワークを統合できるようになり、工場フ
ロアとビジネス オフィス間のスムーズな接続とデータフローが実現します。

Factory Wireless は組織全体における、もの、マシン、データ、人と
の間の通信のやり取りに新たなレベルの柔軟性を創造します。Factory 
Wireless によって以下が可能となります。
• ワイヤレス トルク ツールなどのワイヤレス機器を必要なときにいつでも使
用でき、より迅速にプロジェクトを完了できます。

• 工場およびコントロール ルームのモビリティによって、マネージャおよ
び従業員は時間と場所を問わずいつでもトラブルシューティングを行うこ
とができます。

• 工場全域の移動ローミングを備えた AGV（自動搬送車）から、生産ア
セットおよびインベントリに迅速なアクセスを提供する Wi-Fi アセット タ
グまで、さまざまな産業用グローバル アプリケーションをサポートしま
す。モバイル HD ビデオ カメラによって、さらに効率的にトラブルシュー
ティングを行うことができます。

• IP フォンおよびスマートフォンによる従業員のセキュアなモビリティで、
情報へのアクセス、および従業員間または社内外のパートナーとのコラ
ボレーションを安全に行うことができます。
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• 工場全域のマシンと人をつなげ
ることで、迅速な意思決定と稼
働時間の増加につながります。

• ワイヤレスで資産を追跡し、ワイ
ヤレス ツールの使用を有効化す
ることで生産性を向上させます。

• 統合され、管理が簡単でセキュ
アなワイヤレス インフラストラク
チャによって、IT 運用のコスト
および複雑さが低減します。

• 製造プロセスに対する可視性を
向上することで、稼働時間を増
加し、トラブルシューティングを
向上します。

• リアルタイム ネットワーク イン
テリジェンスを使用して、常に
変化する市場状況に素早く対応
します。

• ネットワークに組み込まれたエ
ンドツーエンド セキュリティに 
より、複数レイヤによる保護を
提供し、セキュアな工場を構築
します。
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ROI（投資回収率）の向上 
ソリューションの計画、構築、管理に役立つサービスにより、セキュアで
信頼性のある Connected Factory Wireless 環境への移行を促進しま
す。シスコのサービスは、戦略から実行までを通して、ビジネス成果と 
Connected Factory の企業目標の整合性を維持し続けることで、ソリュー
ションからさらなる価値を実現するのに役立ちます。当社は包括的なコン
サルティング サービスを提供し、さらに当社の最先端のネットワーキング
知識と当社の技術パートナーによる業界の専門知識を統合することで、御
社のビジネス変革から一層の価値を引き出すことをお手伝いします。

次のサービスにより、ソリューション ライフサイクル全体をサポートします。
• Connected Factory アーキテクチャ ロードマップ
• Connected Factory マイクロ エンゲージメント
• Connected Factory スターター キット
• Connected Factory 設計および構築サービス
• ソリューション最適化サービス
• 製品サポート サービス

今すぐ始めるには 
Connected Factory スターター キットは、ご自身の施設内で限定的に
統合されたファクトリ ワイヤレス アーキテクチャを体験し評価するのに適
しています。また初期実稼働環境の導入が迅速かつ簡単にでき、御社
の ROI を検証できます。スターター キットは導入後、次の Internet of 
Everything 機能を可能にする強力な基盤となります。

• コンバージド接続 
• 包括的なセキュリティ 
• ロケーションベースのサービス 
• Cisco デジタル サイネージおよび Remote Expert を含む音声と 
ビデオのサービス 

• ビッグデータと分析の統合 

今後のステップ 
シスコの Connected Factory によるワイヤレスの詳細については  
www.cisco.com/jp/go/factorywireless を参照してください。
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すべての製造段階の製造業者に
とって画期的なテクノロジー
Factory Wireless は、以下のように 
ワイヤレス テクノロジーの導入レベルに
かかわらず、製造業者に多くの利点を
提供します。

• ワイヤレス テクノロジーがまだ
導入されていない場合、Fatory 
Wireless が変革の推進役となって、
より効率的な管理、優れた柔軟性、
高い安全性を提供することができま
す。

• ワイヤレス機能が制限されている場
合、早期のテクノロジーがまだ十分
ではなかったことに気付くでしょう。
今日のワイヤレス テクノロジーは、 
はるかに高い耐障害性および安全性
を備え、単一のユニファイド ネット
ワークのアプローチで完全統合され
ているため、運用に関する問題を削
減し、導入および運用コストも低減
します。

• 新たにファクトリを設立中、また
は既存ファクトリの改装中の場合、
Factory Wireless は事前に立証さ
れた試験済みの設計を提供して、 
プロセスの開始を支援します。

シスコの Connected Factory による
ワイヤレスでは、以下を含む製品を提
供します。
• Rockwell Stratix 5100 シリーズ  
ワイヤレス アクセス ポイント（WGB 
のみ）

• Cisco Aironet ™ 2602e および 
3602e アクセス ポイント（ワイヤ 
レス）

• Cisco 5508 ワイヤレス コントローラ
（LAN 用）

• Cisco Industrial Ethernet（IE）
2000 IP67 および 3000 シリーズ 
スイッチ
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