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General Motors は、今後のグローバルな生産オペレー

ションに備え、次世代情報ネットワークを導入。ROI は 
5 年間で 166% に達する見込み 

サマリー 
世界を代表する自動車メーカーとして一時代を築い

た General Motors（GM）は、今もなお、世界の自動

車業界で無視できない存在であり続けています。近

年、戦略的な重点の絞り込みを進めてきた同社は現

在、アジアなどの新興市場におけるビジネスの拡大

に力を入れている他、コスト削減に向けた、製品の

品質向上と業務運営の効率化への取り組みも一段

と強化しています。 

この戦略を遂行するため、GM は、グローバルに統

一されたビジネス モデルを採用して、エンジニアリン

グと製造のプラットフォームを標準化しました。このプ

ラットフォームは、世界のどの市場にでも簡単に導入

してサポートすることができます。このように標準

ベースの運用モデルをグローバルに導入して、共通

のインフラストラクチャとコンポーネント、プロセスを

使用するようになったことで、GM の新興市場への

参入、効率化、コスト削減は大きく加速しました。 

運用モデルを統一するソリューションがいろいろある

中で、GM が投資を決めたのは、世界中の工場をこ

れまでよりも緊密に統合し、コストを制御し、コミュニ

ケーションとコラボレーションのアプリケーションの新

たな導入を促進するインフォメーション テクノロジー

でした。この戦略の鍵となったのは、プラント管理

ネットワーク（PFCN）と呼ばれる、標準ベースの最新

のネットワーク アーキテクチャを、世界 150 ヵ所の 
GM の生産工場に導入したことです。 

シスコのネットワーク設計と機器のセットを基盤とし

たこの PFCN ソリューションに置き換えられた、GM 
の従来のネットワークは、老朽化に加えてさまざまなカスタマイズが施されており、そのまま使用を

続けても信頼性が低下するばかりか、管理の複雑さとコストが高まる一方でした。PFCN ソリュー

ションに移行したことで、各工場で使用されるネットワークの設計が標準化され、世界中の工場の

概要 

お客様について 
● 地域：北米 
● 業種：自動車製造 
● 従業員数：235,000 人（全世界） 
● ビジネスの課題：製造現場の IT ネットワークの最

適化 

背景 
● 世界最大の自動車メーカーの 1 社  
● 世界 140 ヵ国で事業を展開し、主な市場は米

国、中国、ブラジル、英国、カナダ、ロシア、ドイツ  
● ビュイック、キャデラック、シボレー、GMC、GM 

大宇（韓国 GM）、ホールデン、オペル、ボクス
ホール、五菱（中国）のブランドを傘下に所持 

目標 
エンジニアリングと製造のプラットフォームを世界的に
標準化することで、新興市場への迅速な参入、製品
の品質向上、コスト効率の向上を実現する 

ソリューション 
以下を含むプラント管理ネットワーク（PFCN）ソリュー
ションを導入 
● CiscoWorks Network Management Suite 
● Cisco Unified Collaborations Server 
● Catalyst 6500 
● Catalyst 3750 
● Catalyst 2955 
● Catalyst 2960 

成果 
以下を含むプラント管理ネットワーク（PFCN）ソリュー
ションを導入 
● ROI は 5 年間で 166% となる見込み 
● 損失回避分 7,500 万米ドルが利益に貢献 
● ネットワークのダウンタイムを 75% 削減 
● 設計エンジニアの人件費を 2,100 万米ドル以上

削減 
● ネットワーク運用スタッフの人件費を 5,300 万米

ドル以上削減 
● •在庫維持費を 500 万米ドル削減 
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ネットワークの監視とトラブルシューティングを 1 つのチームで行えるようになりました。その結果、

ネットワークのダウンタイムが約 70% も減少し、製造現場で予定外の作業中断が起こることが少

なくなりました。さらに、以前の 3 分の 2 の人数のネットワーク エンジニアとネットワーク アナリスト

で、これまでと同じ数の工場をサポートできるようにもなりました。 

シスコのネットワークの設計が標準化されていることで、在庫管理が合理化され、以前のように多く

のネットワーク機器やパーツの在庫を抱える必要がなくなり、在庫維持費を 70% も削減できまし

た。また、コスト効率に優れた「グローバル アプリケーション」を作成して、すべての工場に短時間

で配備したり、これまでシステム管理者が行っていたアップグレードやパッチ適用などの作業を自

動化することもできます。これにより、GM の工場で使用されるソフトウェアの管理に要する時間は 
30% 削減されました。 

Mainstay Partners による分析では、シスコ製品を基盤とした PFCN ソリューションによる投資回

収率（ROI）は、少なく見積もっても 166% と推測されています1
。次に挙げる数字と図 1 は、このソ

リューションのさまざまな便益を示しています。 

● ネットワーク エンジニアの配置の効率化による人件費の削減：2,120 万米ドル 

● ネットワーク運用アナリストの配置の効率化による人件費の削減：5,390 万米ドル 

● 各工場でのネットワークの初回セットアップの時間を短縮したことによるコスト削減：1,640 万米ド

ル 

● 在庫の圧縮によるコスト削減：540 万米ドル 

● ネットワーク稼働時間の向上による損失回避分の利益貢献 7,630 万米ドル 

図 1 GM のプラント管理ネットワークの便益創出ファクター 

PFCN がもたらす便益の推計 1 億 7,300 万米ドル（5 年間） 

. 

将来のニーズにも対応し、多拠点への複製も管理も容易な PFCN プラットフォームは、GM の新た

な市場への迅速な参入も促進します。実際、海外の合弁事業パートナー数社には既に PFCN プ
ラットフォームが導入されています。また、工場で使用されるモバイル アプリケーションや、工場の

現場にいるエンジニアと世界の別の場所にいるエキスパートを結ぶコラボレーティブ エンジニアリ

                                                 
1  5 年間の推定純便益を 6,050 万米ドルとして、ネットワーク アップタイムの向上による便益を除いて少なめに

見積もった数値。ネットワーク アップタイムと全体的な導入コストを考慮に入れた「総所有コスト」の分析で

は、便益の総額は 1 億 1,180 万米ドル、ROI は 5 年間 で 182% と推計されます。 



 

 

Cisco Business Transformation Series – Connected Manufacturing 

All contents are Copyright © 1992–2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 11 

ング ソリューションなどの IP ベースのテクノロジーをサポートするためにも、シスコのプラットフォー

ムを活用する予定です。 

主な成功要因 
GM は、概念設計から導入までをスムーズに遂行できた要因として、次の点を挙げています。 

● 製造業務の運営と IT 管理の密接な関係の構築：工場では、ネットワークでの接続や、コラボ

レーション ソリューションの導入が進み、環境がますます複雑化していくため、現場の機器を管

理する製造部門のエンジニアと、それらの機器を稼働させるための IT システムを提供するネット

ワーク エンジニアとの間に強固な関係を構築することが不可欠になります。 

● 将来に向けた設計：今後予想される成長をサポートするためには、いくつかの新しいテクノロ

ジーが必要になります。段階的に対応していく方法もありますが、GM の IT チームは、今回の

ネットワークを、新しいテクノロジーに配慮した設計にすることを選択しました。これには、QoS、
セキュリティ、マルチメディア アプリケーションの計画的な統合も含まれています。 

● PFCN の性能の段階的な実証：製造部門の幹部は保守的な人物が多く、新しいシステムの必

要性に懐疑的な意見が出ることが予想されました。そこで GM では、ネットワーク設計のエンジ

ニアリングとテストを徹底的に行った後、2 つの工場で PFCN の試験運用を実施しました。試験

運用では、新しいネットワークを 2 ヵ月未満で工場に導入できること、導入コストは明確に定義さ

れ、低く抑えられていること、さらに、PFCN ソリューションを同時並行で実装してグローバルに展

開できることが証明されました。 

● 適切なパートナーの選択：シスコとそのパートナーが提供するネットワーク エンジニアリングの専

門知識を活用して、世界中の工場に適用する標準テンプレートとガイドラインを定義することがで

きました。また、シスコとそのパートナーは、高度なネットワーキングの知識が必要とされる場合

には Tier 3 レベルのエンジニアリング サポートも提供し、サポート モデル全体においても、その

存在は欠かせませんでした。 

ビジネス チャンス 
GM は、同社のエンジニアリング、製造、販売の業務運営を世界的に統合することを目標とした

「One Company」という基本計画を掲げ、昨今の厳しい経済状況にも負けず、将来の成功に向け

て正面から取り組んでいます。目標は、極めて効率性と柔軟性に優れた業務プラットフォームを構

築して、「グローバルな設計」を実現し、世界の「どこででも製造と販売」を推進できるようになること

です。 

この戦略の主要な要素となったのが、同社が世界に展開する生産工場をサポートする情報ネット

ワークの刷新と標準化を定めた複数年計画でした。世界の工場を円滑に操業するためのネット

ワークは、非常に複雑なものになります。現場で稼働するオートメーション化された機械やプログラ

ミング可能な機器を制御するだけでなく、責任者が生産状況を監督し、世界中のエンジニアやパー

トナーとコラボレーションするための通信インフラストラクチャも管理しなければならないからです。 

ネットワークをアップグレードして、GM は大きな成果を得ることができました。古いテクノロジーと旧

式の機器を使った以前の環境では、工場が抱える業務運営の問題を大きくするだけでした。ネット

ワークが頻繁に機能を停止し、それが工場の生産停止へと発展したり、製造原価を押し上げてい

ました。また、IP ベースの「インテリジェント ネットワーク」や QoS（Quality of Service）などに対応

した、次世代のオートメーション機器を工場に導入する場合に必要となるテクノロジーも備えていま

せんでした。エンジニアのリモート コラボレーション用のアプリケーションなど、効率化の計画を進

めるためにも、新しいネットワーキング インフラストラクチャが必要でした。 
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GM では、標準化によるコスト削減の可能性も予測していました。以前のネットワークは、製造元独

自の設計や各工場固有の仕様で構築されており、工場ごとにカスタマイズされたアーキテクチャを

使用しており、拠点ごとに独自の機器と部品が必要でした。 

このように多様化したネットワークを管理するには、設計エンジニアやオペレータが本来よりも多く

必要になります。しかも、ある工場で積んだエンジニアリングの経験を他の施設で活かせないた

め、スケールメリットも容易に実現できません。また、ネットワークが標準化されていないことで、よ

り多くの予備の機器を揃えざるをえなくなり、在庫維持費が常に高くなります。 

ソリューション：シスコのテクノロジーを基盤としたプラント管理ネットワーク（PFCN） 
コスト削減とサービス レベルの向上を最大限に実現する機会を求めて、GM は、世界の工場で使

用されている IT ネットワーク全体の徹底的な見直しを計画しました。プラント管理ネットワーク

（PFCN）と呼ばれる新しいプラットフォームは、ネットワーク設計を 1 つの標準セットにして世界中

の工場に実装するもので、シスコの最新のネットワーク テクノロジーと機器が使用されました
2
。

PFCN ソリューションは、世界の主な市場に展開された 150 以上の GM の工場に導入されていま

す。 

標準化されたネットワーク テンプレートを作成することによって、同じネットワークを世界の各工場

に導入することができ、エンジニアによるネットワークの設計と構築が以前よりも短期間で完了しま

す。また、基本設計はどの工場でも同じであるため、ネットワーク アナリストはどの工場のネット

ワークでも監視し、トラブルシューティングすることができます。PFCN プラットフォームには工場内

を監視するツールが組み込まれており、工場の数が多くても、離れた場所から簡単に情報収集して

集中管理できるようになっています。今回の移行により、エンジニアリング サービスを地域ごとに集

約したことから、コストの削減と問題解決の迅速化が可能になりました。 

PFCN ソリューションは、工場のネットワーキング機器の占有スペースを最小限に抑え、在庫として

保持されるパーツや SKU の数も減らすように設計されています。現在、各工場に設置されている

のは 5 つの標準機器のみです。したがって、予備の機器やパーツの全体数も必然的に少なくな

り、以前よりも多くの在庫をコスト効率のよい地域の倉庫で保管することができます。 

工場では標準の論理ネットワーク アーキテクチャ（VLAN）を使用することになっていますが、各工

場で最適なネットワーク パフォーマンスを確保するために、エンジニアがさまざまな種類の物理

ネットワークをローカル環境に構築することもできます。また、ソリューションには、大小さまざまな

規模のネットワークの設計を支援するガイドラインも含まれています。シスコのインテリジェント ネッ

トワーキング機能が搭載された PFCN ソリューションは、以前の環境と比べて、信頼性が高く、

フォールトトレラントなプラットフォームを提供します。 

以下で詳しく説明するように、ネットワークのダウンタイムが大幅に減ったため、製造原価も低下し

ました。また、新しい IP ベースのネットワークを導入したことで、IP テクノロジーへの対応が進む 
PLC（プログラマブル ロジック コントローラ）などの産業用機器の進化にも、容易に対応できます。

さらに、将来的には、従業員間の効率的なコラボレーションを促進するアプリケーションを、最小限

の導入リスクで統合することも可能です。 

 

                                                 
2 ソリューションに含まれる主なシスコ製品は 1 ページの「要約」に記載されています。 
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図 2 GM のプラント管理ネットワーク ソリューション 

 

 

 

現在、GM の全工場の約 90%（総面積 2000 万平方メートル超）で、32 ヵ月かけて導入した新しい 
PFCN ネットワークが稼働しています。GM の経営陣は、古いネットワーキング機器のアップグレー

ドが遅れることで深刻なリスクが生じることを認識し、また、PFCN への移行によって得られる便益

（生産設備のアップタイムの向上、TCO の削減など）を算定した事例を確認した上で、PFCN の導

入を決定しました。 

しかし、グローバルな展開へのゴーサインを出す前にも、地域ごとに 1 ヵ所の工場での試験運用

が実施されています。この試験運用での成功に促されて経営陣が最終的な決定を下した結果、図 
3 に示すように段階的な導入が 2004 年から始まりました。 

「PFCN は、GM のエンジニアリングにすばらしい成果をもたらしました。工場

のネットワークが標準化されたことで、コストとダウンタイムを削減でき、コラボ

レーティブ エンジニアリングなどの将来必要になるアプリケーションにも対応

する柔軟なプラットフォームを構築することができました」 
— グローバル製造および人事担当、プログラム情報責任者、Nick Bell 
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図 3 PFCN 導入のタイムライン（2004 年 ～ 現在） 

 

PFCN プラットフォームはエンジニアリングと運用の標準化を念頭に設計されているため、テクノロ

ジーの大規模な実装にともなうリスクとコストを最低限に抑えることができました。また、今後、ネッ

トワークの拡張機能を展開したり、モバイル アプリケーションやコラボレーティブ エンジニアリング 
プラットフォームなど、さらなる生産性向上に役立つ新たなテクノロジーを導入する場合でも、限界

費用を上げることなく、最低限のリスクで実施できます。 

生産性向上により、5,300 万米ドル相当の労力を削減 
Mainstay Partners によれば、GM が PFCN への投資によって削減できるネットワーク エンジニア

リング分野の人件費は、5 年間で 2,100 万米ドル以上に相当すると推測されています。これは、グ

ローバルな PFCN プラットフォームは旧システム比で 3 分の 2 のレベル 3 設計エンジニアでサ

ポートできるためです（図 4）。設計テンプレートのセットを統一することで、PFCN 環境で作業する

エンジニアは、これまで 3 ～ 4 週間かかっていた工場のネットワークの論理設計を 1 日で完了さ

せられるようになります。このように、初期設計フェーズでの作業が効率化されることによって、1 つ
の工場あたり 10 万米ドルのコストを節減することができました（導入時 1 回限りの節約）。 

PFCN により、1 つのグローバル エンジニアリング チームが、「フォローザサン」（Follow the Sun）
体制で、世界中のネットワークを監視できるようになりました。すべてのネットワークが同じ論理

アーキテクチャで構築されているため、レベル 3 の設計エンジニアは世界のどの工場のネットワー

クでもサポートできます。 
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図 4 工場 1 ヵ所あたりの必要なネットワーク設計エンジニアの人数 

設計エンジニアの削減の他にも、日常的な業務

運営とネットワークのメンテナンスを合理化する

ことによって、さらに 5,300 万米ドル（5 年間の

総計）以上を節減できると見込まれています。こ

こでもまた、PFCN の標準化されたネットワー

キング環境と、工場内のネットワーク状況を可

視化する機能の性能が発揮され、現場ではこ

れまでの 3 分の 1 のネットワーク運用スタッフ

で全工場をサポートできるようになりました（図 
5）。現在、平均すると、大規模な工場は 2 人、

小規模な工場は 1 人のネットワーク アナリスト

でサポートされています （1 人のアナリストが複

数の小規模な工場を担当するケースもありま

す）。 

図 5 グローバル ネットワーク アナリストの人数 

生産設備の稼働時間の向上が、7,600 万米

ドル相当の利益に貢献 
冗長性と高可用性、管理機能を組み込んで設

計された PFCN では、工場の生産停止に至

るようなネットワークの問題は発生しなくなりま

した （以前は、システム関連で発生した予定

外の生産停止の 70% は、ネットワークの機

能停止が原因でした）。たとえば、システムの

監視ツールによって、エンジニアは、状況が深

刻化する前に、問題を特定して解決できるの

で、ネットワークの機能停止が最低限に抑え

られます。シスコのプラットフォームを導入後、ネットワークの機能停止は年間およそ 11,000 分か

ら 2,500 分へと 75% も減少し、現在では 99.99989% のアップタイムで稼働を続けています。生

産ラインで計画外の停止が起こると製造コストが増加しますが、Cisco Business Transformation 
シリーズ – 製造業のネットワーク接続 アップタイムが向上することでコストの増加を回避できるた

め、最終的には営業利益を向上させることができます。Mainstay の分析によれば、ネットワーク 
アップタイムの向上により、生産停止中の損失が回避されることによって創出される利益は 7,600 
万米ドルに相当すると推定されます。図 6 は、ネットワークの機能停止の減少と、該当期間中の

アップタイムの向上が利益に与える影響を示すものです。 
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図 6 ネットワークの機能停止の減少と、損失の回避が利益に与える影響 

 

スペア パーツの在庫維持費を 540 万米ドル節減 

GM は、ネットワークキング関連のスペア パーツの在庫量を圧縮し、さらに、在庫を工場ごとに保

管するという効率の悪い方法から脱却して、コスト効率のよい地域の施設でこれまでより多くの

パーツを保管することによって、大幅なコスト削減を実現しています。これは、PFCN のシンプルで

標準化された設計により、ネットワークのパーツと部品構成が以前よりも少なくなり、工場の在庫の 
SKU が減った結果です。 

また、機能が向上した監視ツールにより、交換パーツのより正確なニーズ予測が可能になり、

Cisco Catalyst 6500 スイッチなどの主要コンポーネントも地域の物流センターで保管できるように

なりました。その結果、現在の在庫量は全体で 70% 削減され、これによって節減される在庫維持

費は 5 年間で 540 万米ドルと推定されています（図 7 と 8）。 

 

図 7 スペア在庫の削減（指数） 
 

 

図 8 在庫維持費の削減、2004 ～ 2008 年 
（百万米ドル） 
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製造現場のアプリケーション管理の効率化 
PFCN プラットフォームは信頼性の高い

標準ベースのネットワーク アーキテク

チャであるため、GM のエンジニアは、す

べての工場のローカル ネットワークで実

行可能なグローバルなソフトウェア アプ

リケーションのセットを作成して、実装す

ることができます。また、各工場のネット

ワークの構成やカスタマイズ状況を調査

する必要がなくなったため、世界各地の

工場にアプリケーションを短期間で実装

できるようになりました（図 9）。新しい標

準アプリケーションによって、アプリケー

ションのリモート監視や、ソフトウェアのパッチ適用やアップグレードの自動化など、システム管理を

効率化する機能が提供され、生産性がさらに向上します。GM の推計では、グローバル ネットワー

ク全体でのソフトウェアの管理時間は 30% 削減されています。 

将来の拡張性 
GM が PFCN ソリューションに求めたのは、導入してまず得られた運用の効率化とコストの削減の

成果だけではありません。シスコ製品を基盤としたソリューションを活用して、さまざまな新しいテク

ノロジーや機能拡張を導入できることにも期待しています。これにはたとえば次のものがあります。 

● モバイル アプリケーションの拡張：現場のエンジニアと離れた場所にいるエンジニアリング チー

ムをつなぐことができるワイヤレス ハンドヘルド デバイスなどの、高度なモバイル テクノロジー

を製造現場に導入する場合、PFCN は理想的なプラットフォームとなります。このようなテクノロ

ジーを導入することで、CAD の設計図のように高い伝送容量を必要とするデータも含めた、さま

ざまな種類の情報をモバイル デバイスで共有できるようになります。 

● 標準ベースのアプリケーションへの置き換え：GM では、製造元独自の仕様の産業用アプリケー

ションを、PFCN アーキテクチャに容易に統合可能な「プラグアンドプレイ」型の IP ベース ソ
リューションと交換する作業を進めて、さらなる複雑さの緩和とコストの削減を計画しています。 

● コラボレーティブ エンジニアリング ソリューション：コラボレーティブ エンジニアリングの目的は、

現場の担当者と、問題解決に最適なリソースをネットワークでつなぐことです。PFCN は、VoIP 
やビデオなどの通信機能を標準でサポートしているため、複数の場所にいるエンジニアやサプラ

イヤなどの組織が簡単にオンラインで連携でき、問題のトラブルシューティングや解決がスピー

ディになります。 

図 9 アプリケーションの実装時間（指数） 



 

 

Cisco Business Transformation Series – Connected Manufacturing 

All contents are Copyright © 1992–2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 10 of 11 

ビジネス上の便益の数値化 
Mainstay の分析によれば、シスコ製品を基盤とした PFCN ソリューションへの投資によって GM 
が得る純便益は 5 年間で 6,050 万米ドル、ROI は同じく 5 年間で 166% と推定されます。これ

は、ネットワーク エンジニアやネットワーク アナリストを以前よりも効率的に配置することによる労

力の削減、各工場への初回セットアップでのコスト節約、および在庫維持費の削減をもとに算定し

たものです。ネットワーク アップタイムの向上の効果 7,630 万米ドルも入れて分析すると、純便益

の総額は 1 億 3,680 万ドルになります。
3 図 10 は、PFCN への投資における増分コストと便益を

示すものです。
4 

Mainstay の推計は、導入コスト全体を算入する方式を採用しており、既存の機器の交換に関連し

た増分コストのみを分析するのでなく、新しいプラットフォームの設計、設備購入、導入のコストす

べてを考慮して算定されています。このモデルでは、投資コストが増えることになりますが、ネット

ワーク アップタイムの向上による便益 7,630 万米ドルが追加されるため、純便益の総額は 6,050 
万米ドルから 1 億 1,180 万米ドルへと増加しています。このシナリオでの GM の ROI は 182%、

内部収益率（IRR）は 70% と推計されます。 

図 10 正味現在価値の分析 

5 年間の正味現在価値（百万米ドル） 

 

このケース スタディについて 
引用されている調査および分析は、Mainstay Partners LLC によって実施されました。Mainstay 
Partners LLC は、シスコ、Oracle、SAP、Microsoft、Dell、Lexmark、HP、BearingPoint、EMC、

NetApp、EDS、Tidal Software など、情報テクノロジー分野の名だたるプロバイダーの調査を 300 
件以上行った実績のある独立したコンサルティング会社です。このケース スタディの内容は、販売

代理店の経営幹部や IT 担当のエグゼクティブ、IT 戦略の立案担当者からの意見聴取や、プロ

ジェクト文書の評価、業界関連の資料の調査に基づいています。ROI の算出での貨幣の時間的価

値については、業界標準の条件を前提としています。この文書に記載されている情報は、信頼でき

る情報源から得ていますが、情報の信頼性を Mainstay Partners LLC が保証するものではありま

せん。 
                                                 
3  アーキテクチャの構成からやり直して PFCN ソリューションを導入しなくても、古いネットワーキング機器を交

換するだけで同等のアップタイムを得られたと推測されるため、便益を少なく見積もった分析では、アップタイ

ム向上によるコスト削減を計算に入れていません。 
4 この分析のコストでは、標準化とアーキテクチャの再構築が行われた PFCN ソリューションの設計と導入の

増分コストを、既存のネットワーキング機器の交換にかかったコストに加えています。 
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