
Partner Case Study

Internet of Everything の活用で、 
鉱業会社の産出量が 4 倍に

今、インターネットの次なる大きな局面「Internet of Everything」の時
代を迎えようとしています。ここでは、人、プロセス、データ、モノがこれ
までにない範囲と規模でつながり、ネットワーク接続がこれまで以上
に重要な意味を持つことになります。Dundee Precious Metals は、こ
の Internet of Everything を活用して、世界最古の業種の 1 つに変革
を起こしました。

Dundee Precious Metals が、革新的な IT 戦略で地下と地上の 
人、プロセス、データ、モノをつなぐ

課題
何百年もの間、鉱山事業にはほとんど変化
がありませんでした。しかし、それが変わる
時が来ました。

Dundee Precious Metals（DPM）は、カナダ
に本社を置く国際的な鉱業会社で、貴金属
を扱っています。同社は、コストが低く寿命
の長い鉱区の特定、獲得、出資、開発、および
運用を目指しています。

ブルガリアのチェロペチにある DPM の主
力鉱山では、金、銀、銅の精鉱が産出されて
います。DPM は 2010 年に、産出量 30 % 
増加という目標を設定しました。IT 部門に
は、人員や車両の数を増やさずに、この目標
を達成する方法を見つけることが求められ
ました。

「坑内の可視化が必要だった」と、Dundee 
Precious Metals の IT 担当取締役、Mark 
Gelsomini 氏は話します。「坑内の状況をシ
フト交替時に知るのではなく、リアルタイム
で正確に把握したいと考えました」。重要な
情報には、鉱山作業員の位置、機器の位置、
満杯になっているバケットの数、車両の状態

などがあります。たとえば、エンジンやオイル
の温度をトラッキングすることにより、車両
の問題によって作業が中断される前に修理
を実施できます。

坑内の状況を常時把握するためには、新し
い通信方法も必要になります。「鉱山におけ
る通信は非常に厄介な問題です。というの
も、これまで地下では Wi-Fi が通じなかった
からです」と Gelsomini 氏は言います。代わ
りに鉱業会社では通常、リーキー フィーダー
と呼ばれるものを設置しています。これは、
坑内に敷設され、電波の送受信を行うケー
ブルです。ただ、信号は固い岩盤を通過でき
ません。そのため、鉱山作業員と監督者が同
じ坑内にいるときにしか通信できません。

DPM では、監督者が 8 時間のシフトを終え
て報告書への記入を済ませるまで、鉱山管
理者は生産状況を把握できていませんでし
た。「シフトが交替するまでの間に、管理者
が作業の中断を知ることはほとんどありませ
んでした」と Gelsomini 氏は話します。同社
では、生産に影響が及ぶ前に問題を修復す
ることができていなかったのです。

ソリューション

•  人員やリソースを増やさずに産出の
質と量を向上させる 

•  鉱山作業員の安全性を強化する
•  コストを最小限に抑える

•  Internet of Everything を活用して、作
業員同士の連携、作業員と車両の位
置の追跡、車両の状態の監視、ビル管
理の自動化を実現

•  Wi-Fi、ユニファイド コミュニケーショ
ン、コラボレーション、およびデータセ
ンター向けのシスコ ソリューションを
導入
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Internet of Everything

課題
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結果 

•  産出量が年間 50 万トンから 
200 万トンへ 4 倍増 

•  長距離通信費を 2 年間で 250 
万米ドル削減

•  爆破システムを位置追跡システム
と連携させて、鉱山作業員の安全
性を強化

顧客名：Dundee Precious Metals
業種：鉱業
所在地：本社をカナダに置き、世界中
でビジネスを展開



ソリューション
DPM は、何世紀と続いた採掘プロセスを
変革するのに成功しました。その際に活用
したのが Internet of Everything です。シス
コ ゴールド認定パートナーである Acrodex 
が、計画と実装に関して DPM の IT チーム
と緊密に連携しました。

ソリューションの基盤は、Cisco® Unified 
Wireless Network です。280 台の Cisco 
Aironet® ワイヤレス アクセス ポイントが 
50 キロに及ぶ鉱坑をカバーしています。「シ
スコを選ぶ決め手となったのは、その責任
感です」と Gelsomini 氏は言います。「当社
が地下で機能する 2.4 GHz アンテナをカス
タム開発する際、シスコは惜しみない支援
を提供してくれました」 

DPM は、ワイヤレス IP ネットワークを大規
模に使用する、世界でも数少ない鉱業会社
の 1 つです。このネットワークはすべての人
だけでなく、多くのモノをつないでいます。
たとえば、Cisco Unified Wireless IP Phone 
がつながっています。車両もつながっていま
す。車両内のタブレットや、ビデオ監視カメ
ラ、Cisco TelePresence® ユニットもつな
がっています。工場のコンベヤー システムで
稼働している、社内開発の採掘作業用アプリ
ケーション、プログラマブル ロジック コント
ローラ（PLC）もあります。ライト、換気扇、電
力、さらには爆破システムまでがつながって
いるのです。

Internet of Everything によって、作業効率
も向上しています。たとえば、ドライバー、監
督者、管理者は、Cisco Unified Wireless IP 
Phone を使用して、地上でも地下でも、場所
の制約を受けずに通信しています。DPM の 
IT 部門は、この IP 電話がプッシュツートーク
（PTT）デバイスの機能も果たすようカスタ
マイズしました。「当社が以前に使用してい
たリーキー フィーダー システムよりもシス
コ ユニファイド コミュニケーションが優れ
ているのは、その復元力です」と Gelsomini 
氏は言います。

シフト監督者とドライバーは、坑内のどこに
いても、iPhone、iPad、Android デバイス、
PC、Mac 上の Cisco Jabber® を使用して
インスタント メッセージを交換できるように
なりました。ドライバーは、向かうべき場所
が指示されたメッセージを受け取ります。ま

た、下ろしたバケットの数や、シフト交替まで
に積むべきバケットの数も確認できます。車
両の不具合などの問題が生じ、目標達成の
妨げとなった場合、ドライバーはタブレット
を使用してビデオを撮り、リアルタイムで専
門家と共有します。

人と車両の位置をトラッキングするために、
DPM では、作業員の帽子と車両に RFID タ
グを取り付けています。このタグから発信さ
れる信号をワイヤレス ネットワークが拾い、
コントロール センターに転送します。それを
受信した DPM のカスタム ソフトウェアが、
位置を 3D 地図上に表示します。「目的は安
全の確保です」と Gelsomini 氏は話します。
「このシステムで、作業員の現在地やそれま
での動きを把握しています」

こういった新しいコラボレーション機能は、
他の拠点にも拡張されています。たとえば、
異なる拠点にいる管理者、地質学者、冶
金学者は、Cisco TelePresence と Cisco 
WebEx® を使用して、対面でコラボレーショ
ンすることができます。お互いの顔を見なが
ら、生産や開発、プロジェクト スケジュール
について議論すれば、理解や意思決定の向
上につながります。これは、スタッフが第 2 
言語や第 3 言語で会話する国際的企業で
は、特に重要な要素です。

DPM では、同じテクノロジーをアルメニア
にも構築し、現在はナミビアでも導入しよう
としています。「新しい産出区域を開設する
ときに当社が行うのは、シスコのワイヤレス 
アクセス ポイントを新たに 1 台設置し、光
ファイバ ケーブルに接続するだけです」と 
Gelsomini 氏は言います。「それで終わりで
す。ダウンタイムもありませんし、リピータや
バランサも必要ありません。」

結果
生産力の向上
人、プロセス、データ、モノが Cisco Unified 
Wireless Network につながって以来、DPM 
では、産出量が年間 50 万トンから 200 万
トンへと増大しました。これは、目標だった 
30 % をはるかに上回る 400 % の増加率
です。

「鉱業は進化しています。
Internet of Everything 
が、リアルタイムの情報
に基づく安全性の強化、
生産力の向上、およびリ
ソースの最適化を実現
しているのです」

̶  Mark Gelsomini 氏 
 Dundee Precious Metals 
 IT 担当取締役
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監督者は 1 日を通して、シフトの交替、作業
員の位置、満杯になったバケットや輸送され
たバケットの数、車両の状態を把握するこが
できます。「各車両の位置が分かるので、より
多くの鉱石を積めるように、ドライバーにイ
ンスタント メッセージを送信してルートを
調整できます。「また、以前は遊ばせていた
車両を再配置して、稼働率を 100 % に近づ
けています」

ビデオをリアルタイムで共有できる点も、生
産力の向上に役立っています。この機能の
価値は、DPM のアルメニア鉱山で車両が頻
繁に故障し、原因が分からなかったときに
実証されました。この車両はカナダ製でし
た。以前であれば、DPM は、問題を診断す
るためにカナダからアルメニアまで技術者
を派遣する費用を拠出する必要がありまし
た。しかし今回、技術者はビデオをリアルタ
イムで見ながら問題を診断しました。「私た
ちはこの問題を、1 週間かかるところを数時
間で解決し、出張費約 50,000 ドルと時間
を節約できました」と Gelsomini 氏は言い
ます。

安全性の強化
ほとんどの鉱業会社では、リーキー フィー
ダー システムを通じて爆破の点火を行って
います。現在の DPM は、ワイヤレス ネット
ワークを通じて爆破の合図を送信している、
世界でも数少ない会社の 1 つです。ネット
ワーク上で爆破システムが作業員追跡シス
テムと統合され、安全性の強化を実現してい
ます。「坑内に人がいる限り爆破が起こらな
いようにするための予防策の 1 つです」と 
Gelsomini 氏は話します。

資産活用の向上
Internet of Everything を通じて、DPM では、
車両が故障して作業が中断する前に車両を
修理できるようにもなりました。車両からは、
エンジンやオイルの温度、タイヤ圧、1 分あ
たりの回転数、下ろしたバケットの数などの
テレメトリ データがワイヤレス ネットワー
クを通じて継続的に送信されます。データ値
が所定の範囲を超えると、車両は修理のた
めに呼び戻されます。予定の時間に車両が
準備できていない場合も車両から通知が送
信されるため、監督者は別の車両を要請で
きます。

通信費とエネルギー コストの削減
4 ヵ国における DPM のすべての事業所で、
シスコ ユニファイド コミュニケーションが
利用されています。「私は坑内の最も深い場
所で、トロントのスタッフと会話したことがあ
ります」と Gelsomini 氏は話します。音声と
ビデオ会議に WAN を使用することで、2 年
間で長距離通信費が 250 万米ドル節約さ
れました。

また、エネルギー コストも削減されていま
す。換気扇、ライト、電力がネットワークを通
じて中央アプリケーションで制御されている
ためです。「区域の作業員が増えると、換気
扇の回転数が上がり、ライトも明るくなりま
す。誰もいないときは、ライトが消え、換気扇
の回転数も下がるのです」。

次のステップ
DPM では現在、露天掘り環境向けにシスコ
のインフラストラクチャに変更を加えていま
す。また、Internet of Everything の概念を健
康管理に拡張するというアイデアも検討して
います。環境センサーの接続の案も挙がっ
ています。

Gelsomini 氏は締めくくりとして、次のように
話します。「この業界では進化が起こってい
ます。Internet of Everything が、リアルタイ
ムの情報に基づく安全性の強化、生産力の
向上、およびリソースの最適化を実現してい
るのです」

技術の実装
DPM では、チェロペチのデータセンター
に Cisco Unified Computing System™
（UCS®）C240 ラックサーバを導入し、
Cisco Unified Communications Manager 
などの仮想化されたビジネス アプリケー
ションと大規模な地質データベースをそこ
でホストしています。チェロペチと他の拠点
の間の WAN 帯域幅は、Cisco Wide-Area 
Application Services（WAAS）によって最
適化されています。この機能により、データ
センター間で数ギガバイト規模の地質デー
タベースのレプリケーションをしても、他の
アプリケーションの処理速度が低下するこ
とはありません。「海外拠点間のアプリケー
ションの応答時間の速さが 5 倍に向上しま
した」と Gelsomini 氏は言います。「音声と
ビデオのトラフィックは増えましたが、ネット
ワーク コスト全体は実質的に下がりました」 

「各車両がどこにあるか
が分かるので、より多く
の鉱石を積めるように、
ドライバーにインスタン
ト メッセージを送信し
てルートを調整できま
す。また、以前は遊ばせ
ていた車両を再配置し
て、稼働率を 100 % に
近づけています」

̶  Mark Gelsomini 氏 
 Dundee Precious Metals 
 IT 担当取締役
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詳細情報
Internet of Everything の詳細については、http://www.cisco.com/tomorrowstartshere [英
語] をご覧ください。
鉱業と Internet of Things については、http://www.cisco.com/go/mining [英語] をご覧くだ
さい。

製品リスト

ネットワーキング
•  Cisco Catalyst® 2960、3560、および 3750 シリーズ スイッチ
•  CleanAir® テクノロジーを採用した Cisco Aironet 1500 および 2602 シリーズ アクセス ポイント 
•  Cisco 5508 ワイヤレス コントローラ
•  Cisco Wide Area Application Services

ユニファイド コミュニケーションおよびコラボレーション
•  Cisco Unified Communications Manager
•  Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G
•  Cisco Jabber
•  Cisco TelePresence（プロファイル、MX、SX、および EX シリーズ） 
• Cisco WebEx Meetings

データセンター
•  Cisco Unified Computing System C240 ラックサーバ 

セキュリティ
•  Cisco AnyConnect®
•  Cisco ASA 5500

管理
•  Cisco Prime Infrastructure
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