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インダストリアル スマート ソリューション：
工場とエンタープライズ ネットワークの 
接続 
製造業向けシスコ ホワイト ペーパー

製造革命への備え
世界の製造業部門の急速な進歩と変革の勢いが止まりません。言うまでもなく、製造業は以前よりもグローバ
ルになっています。事実、General Motors をはじめ、Caterpillar、Samsung などの業界大手企業は、その
事業を世界中に拡大し、タイム ゾーンや大陸を越えて、縦横無尽に張り巡らされたサプライ チェーンを活用し
ています。製造業は広域に分散し、さまざまなサプライヤとカスタマーとの間に関係を築いています。しかし、た
ゆまぬテクノロジー イノベーションはグローバルな戦場に新しい局面を生み出しており、多くの製造メーカー
は、大きな競争力を得るために新しい種類のネットワーク アーキテクチャを選択しています。

その結果が、雑誌『The Economist』が呼ぶところの「第 3 次産業革命」です。インターネットベースの製造
ネットワークによって、工場の現場と、エンタープライズ システムおよび意思決定者とが 1 つにつながろうとし
ているのです。『The Economist』のページをめくると、IDC は、クラウド アプリケーション、ビッグ データ分
析、ソーシャルビジネス ソリューション、およびモビリティが単一のソリューションに統合される「第 3 次生産
性プラットフォーム」の出現によって、従来別々に分かれていた製造部門とビジネス部門が一体化することを予
測しています。      

この「革命」では、多くのマシンにセンサーが取り付けられ、そのセンサーがクラウドに接続され、他のマシンや
操作員とリアルタイムにやり取りするようになります（図 1）。これには多くの利点があります。たとえば、サプラ
イ チェーンの「トレーサビリティ」が向上します。また、自動車に接続機能を搭載すれば、メンテナンスが必要に
なったときに、ドライバーとサービス センターにアラートを発信することもできます。

図 1．  接続されたマシンの増加
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この来るべき革命により、工場部門とビジネス部門との関係は、製造メーカーを中心としたエコシステムへと進
化し、委託製造業者と本社のエンジニア、マネージャ、およびエグゼクティブは、より緊密なコラボレーションが
行えるようになります。この変化の中心にあるのは、セキュアなネットワーキング テクノロジーの普及です。こう
したテクノロジーは、特に新しい通信機能とコラボレーション機能を取り入れて、工場の現場と、より広い世界
のビジネス意思決定者、委託業者、および製造プロセスを提供する他の工場やサプライ チェーンとを結び付け
ます。Aberdeen Group によると、製造メーカーの役員の 70 % は、工場の現場のデータ イニシアチブを重
視しており、オペレーショナル エクセレンスとビジネス エクセレンス、市場投入時間の短縮、および工場のマシ
ンからデータへの迅速なアクセスを促進することに高い関心があります。

ネットワーク統合と接続機能をより強化すれば、製造メーカーが何十年間も懸命に取り組んできた課題の解
決に近づきます。たとえば、サプライ チェーンの中断回数の低減、熟練作業員の補充、サイバー脅威への対策、
資産活用率の向上といった課題を解決できる可能性があります。

統合型ネットワークの発展 
この「ネットワーク統合革命」は、今日の製造業の世界でどのような役割を果たすでしょうか。その 1 つの例を、
自動車業界に見ることができます。自動車業界は、統合型ネットワーク イニシアチブとイノベーションを積極的
に受け入れています。特に重要なのは、工場システムと、自動車メーカーのサプライヤ、エンジニア、および販売
スタッフの幅広いネットワークとを接続する「スマート製造」システムです。このようなモデルを採用している企
業では、ダウンタイムの低減、新製品導入コストの低下、および総合設備効率（OEE）の向上が報告されていま
す。

一般消費財（CPG）の製造業界では、いくつかの大手企業がインターネット接続された統合型製造システムの
導入を進めており、こうした動きをリーン生産に次ぐ新しいステップと捉える見方もあります。CPG メーカー
は、統合型製造ネットワークを使用して工場全体を可視化することで、ダウンタイムを減らし、需要に合わせて
生産をすばやくシフトします。また、生産ラインにセンサーを組み込んで、数マイル離れた場所にいるエンジニア
にアップデートとアラートを発行して、問題を迅速に解決します。

製造メーカーは、このネットワーク統合を、工場の現場という「リトル m」の世界を工場外の「ビッグ M」の世界
と統合するという視点で解釈しています。検証済みのセキュアなネットワーク アーキテクチャは、このような優
れたモデルを支えるとともに、競争の激しい業界環境に不可欠な相互運用性とサイバー脅威への対策を提供
します。多くの場合、さまざまな組み合わせのデータ ストリームがダッシュボードに集められ、統合された工場
データとビジネス データが、個々のユーザの情報ニーズに合わせて調整可能な 1 つのセキュアなビューに表
示されます。

「リーン生産の次のパラダイムを推進するには、製造メーカー（ビッグ M）全体
にわたるリアルタイム情報の共有を実現し、サプライヤから製造工場、そして
流通チャネルへとつながるバリュー チェーンを最適化する必要があります」

- 世界的な大手自動車メーカーのグループ マネージャ
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ネットワーク統合の活用：シスコ インダストリアル スマート ソリューション
グローバルな製造メーカー各社は、競争上の優位性を獲得するために、革新的な統合型ネットワークの設計
および導入を進めています。当然ながら、多くの製造メーカーはシスコに注目しています。シスコが提供する安
全なインテリジェント ネットワーク テクノロジーは、こうした高度な統合型製造システムの心臓部となります。
シスコはこの分野のパイオニアとして、シスコ インダストリアル スマート ソリューションと呼ばれる検証済みの 
IP ネットワーキング テクノロジーのポートフォリオをご用意しています。このソリューションは、ファクトリ オー
トメーションおよびコントロール システムをエンタープライズ ビジネス システムに接続して、生産業務の効率
性と柔軟性を高めるものです。

製造メーカーがシスコ インダストリアル スマート ソリューションに魅力を感じる理由の 1 つとして、このソ
リューションは、厳密なガイドラインと、定評のあるネットワーク設計に基づいて構築されており、ファクトリ 
オートメーション システムとエンタープライズ アプリケーションを、サプライヤ ソリューションとパートナー 
ソリューションが有機的に結びつく幅広いエコシステムに統合できるという点があります（図 3）。シスコと 
Rockwell が共同開発した Converged Plantwide Ethernet（CPwE）というオートメーション アーキテク
チャから派生するシスコ インダストリアル スマート ソリューションには、次のようなコンポーネントがあります。

• 産業イーサネットとエンタープライズ ネットワークの耐久性を高める共通アーキテクチャ
• 標準ベースの産業 IP イーサネット スイッチングとセキュリティ サービス
• スケーラブルでセキュアなリアルタイム性能予測とリモート アクセスを行う産業プラットフォーム向けのシス
コ エンタープライズレベル テクノロジー

• オープン スタンダードに基づく、検証済みの文書化されたアーキテクチャ ガイドライン（迅速な導入、信頼
性の高い性能、およびネットワーク セキュリティをサポートする一方で、個々の産業ネットワークの設計上
の微妙な違いに対応）

• シスコおよびパートナーの統合されたソリューションとロードマップ（工場の現場とエンタープライズ ネット
ワークの統合をサポートするエコシステム）     

新しい時代：Internet of Things（モノのインターネット） 
ここ 2 ～ 3 年、テクノロジー マーケット ウォッチャーは、「Internet of Things（モノのインターネッ
ト）」という現象の発展に注目しています。これは、モノに組み込まれたインテリジェンスによって、数十億
個のモノがインターネットを介して接続されるという現象です（図 2）。今日、インターネット トラフィッ
クの 20 % 以上は、非コンピューティング デバイスから発信されています。専門家は、2020 年までに、
500 億台のマシンがインターネットに接続されると予測しています。シスコ インダストリアル スマート 
ソリューションは、拡大するインテリジェント マシン ネットワークを有効に活用するための企業向けソ
リューションです。

図 2．  Internet of Things
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• 包括的なサポートおよびサービス ネットワーク（ライフサイクル サービス、5 年間製品保証、キャッシュ フ
ローを保護する融資オプションなど）

シスコ インダストリアル スマート ソリューションの利点 
ネットワーク統合は、製造メーカーのビジネス上の競争力にどのように転換されるでしょうか。シスコ インダス
トリアル スマート ソリューションに関して言えば、業界各社は、業務の生産性とコラボレーションの向上をは
じめ、総合設備効率の向上、市場応答性の向上、良好なカスタマー エクスペリエンスなど、さまざまな利点を挙
げています。シスコ ソリューションが実現する主な機能を次に説明します。

市場投入時間の短縮 
統合型の産業ネットワークおよびビジネス ネットワークを導入している製造メーカーは、工場システムとビジ
ネス アプリケーションとのオープンな情報フローからメリットを得ています。情報の分断がなくなることで、現
場とビジネスとの断絶が緩和されます。たとえば、研究開発部門が製造プランナと連携して、新製品の導入の
合理化を進めているとします。マネージャとエンジニアは、ダッシュボードとモバイル デバイスを使用すること
で、生産ニーズの変化、業務上の問題、および市場のシナリオに即座に対応できます。結果として、マネージャ
が言うところの「企業全体にわたる意思決定エンジン」が構築され、新製品を短期間で市場に投入し、サプライ 
チェーンの調整を以前よりもすばやく実施できるようになります。

オペレーショナル エクセレンス、生産性の向上
シスコ インダストリアル スマート ソリューションは、センサーや作動装置を搭載した、「自己認識型」の、無人
状態で他のマシンとやり取りできる新しいタイプの営業用資産の普及を促します。このようなインテリジェント 
マシンのネットワークは、作業条件の変化に合わせて自動的に調整され、故障する前にメンテナンスの必要性
をオペレータに知らせます（つまり、「故障時修理」モデルから「故障前修理」モデルへの転換です）。

図 3. シスコ インダストリアル スマート ソリューション アーキテクチャ 
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その結果、設備効率が向上し、ダウンタイムのリスクが低減します。また、センサー データに基づいて産業ネッ
トワークとのやり取りを行うデバイスのおかげで、事前対応型のメンテナンス プログラムが可能になり、コスト
が自動的に制御されます。

セキュリティの強化、リスクの低減 
セキュリティ意識の高い製造メーカーは、シスコ インダストリアル スマート ソリューションに魅力を感じてい
ます。このソリューションは、厳しいテストをクリアした実証済みのアーキテクチャを採用しており、サイバー犯
罪や不測の情報漏洩に対する万全な予防策を備えているからです。シスコは現在、NASDAQ など、顧客デー
タの保護義務を持つ金融企業から、機密情報を取り扱う政府機関まで、さまざまな組織にセキュアなネット
ワークを提供しています。

製造メーカーは、産業環境にも同様のセキュリティ対策（リモート ユーザとモバイル ユーザの厳密なアクセス
管理など）が欠かせないと主張しています。世界トップクラスの産業、医療、環境向けガス生産業者である Air 
Liquide のナショナル サプライおよびパイプライン オペレーションのディレクターを務めるチャールズ・ハー
パー氏は、次のように語っています。「これまではサイバー脅威を検出できませんでしたが、可視化の実現によっ
て、弊社が産業ネットワーク全体に導入していた侵入防御テクノロジーの効果が明らかになり、チームの自信
になりました」。図 4 に、インダストリアル スマート ソリューションの各種セキュリティ機能を示します。

図 4 シスコ インダストリアル スマート ソリューション セキュリティのポートフォリオ

グローバル パートナー エコシステムによる価値の強化
シスコの統合型産業プラットフォームは、Rockwell Automation、Honeywell、Emerson などの大手ベン
ダーの製造アプリケーションが形成する幅広いエコシステムを支えています。シスコ インダストリアル スマー
ト ソリューション アーキテクチャは、これらのパートナー ソリューションとの統合を念頭に置いて構築されて
おり、製造メーカーの業界固有のアプリケーションとシスコの統合型ネットワーク テクノロジーおよびライフサ
イクル サービスとを組み合わせた完全なソリューションを設計できます。
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「シスコ ソリューションの導入により、Anglo Platinum は所有コストを業界
平均の半分にまで低減できました。現在、弊社では、システムの可用性と集中
型サポートを保証し、包括的な可視性とレポート機能を利用しています」 

テオ・ファン・スターデン氏、インフラストラクチャ（IT）部門長、Anglo Platinum 
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イノベーション文化の促進
イノベーションとは何かを一口に説明することはできませんが、どの製造メーカーも、業務の縦割り構造の
壁  （  および業務ごとのデータ分断 ） をなくせば、コラボレーションが促進され、創造性が刺激されると認識して
います。製造メーカー各社は、これを緊密に統合されたインダストリアル スマート ソリューションから得られ
る最も有益な二次的効果の 1 つと考えています。つまり、工場の現場のエンジニアから遠方の専門家やパー
トナー企業までのさまざまな作業グループの間につながりを構築し、維持するということです。すでにいくつか
の企業が、シスコ プラットフォームを使用して、センサー対応型ネットワーク認識デバイスを組み込んだ新しい
サービス モデルに着手しています。数ある機能のなかで特に重要なのは、あらかじめ定義されている条件を満
たしたときに警告を送信し、適切な専門家を含めたコラボレーションやトラブルシューティング セッションを自
動的に開始する機能です。

Internet of Things の有効利用 
将来に目を向けると、最先端の統合型ネットワークによって、製造メーカーは新しい Internet of Things をよ
り活用しやすくなると予測されています。生産性を高め、無駄を省き、よりパーソナライズされたユーザ エクス
ペリエンスを実現しようとする製造メーカーの動きに合わせて、今後数年のうちに、センサー内蔵のインター
ネット対応マシンがますます普及するでしょう。ただし、こうした機会を生かすには、膨大な量の新しい産業
データ ストリームをセキュアに処理できる、新世代のネットワーキング プラットフォームと分析プラットフォー
ムが必要となります。これこそ、シスコ インダストリアル スマート ソリューションが目指しているものです。

主導権を握るために
今日の製造メーカーは、急速なペースで発展を遂げる相互接続されたモバイル市場で実際に役に立つテクノ
ロジー プラットフォームを探しています。現代社会では、製造業務を工場部門とビジネス部門とに分ける従来
型のテクノロジー アーキテクチャは、急速に廃れ、競争力を失いつつあります。そのため、先進的な製造メー
カーは、工場の現場とビジネス システムを安全に統合し、パートナー ソリューションにシームレスに接続し、イ
ンテリジェント マシンとセンサーによる新しいネットワーク（つまり Internet of Things）を有効に活用する統
合型ネットワークの採用を進めています。

スマートがベター

•  8 99.91 % 
•  11 % 
• 90 % OEE
•  +25 %  20 %

 67 %

67% Converged Industrial Ethernet Adoption Rate

Middle 50%

Bottom 30%

• Downtime: 36 hours/year
• OEE: 80%

• Downtime: 135 hours/year
• OEE: 60%

「見落としてはならない点がもう 1 つあります。それは、既存の製品ラインの
製品品質におけるシスコの評判の高さです。事実、製品ハードウェアの製造
メーカーと 20 年以上にわたり緊密に連携してきた企業として、工場現場で
数多くの経験を積み上げています」 

『Engineering and Technology Magazine』（2012 年 5 月）
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ホワイト ペーパー

シスコ インダストリアル スマート ソリューションは、こうした統合環境における製造メーカーの発展を支援す
るものです。この新しいソリューションは、製造メーカーにスピードと即応性をもたらし、工場、設備、およびサプ
ライ チェーン全体にわたるリアルタイムな可視性と、遠方の人材への即時アクセスを提供します。さらに、イン
ダストリアル スマート ソリューションは、すべての統合型ネットワークにかつてない産業セキュリティと脅威対
策を提供します。

シスコ インダストリアル スマート ソリューションの設計は十分な検証とテストが行われているため、迅速な導
入が可能であり、優位な競争力をいち早く獲得したいと望む製造メーカーに最適です。また、このアーキテク
チャは、多様なパートナー ソリューションのエコシステムに容易に接続することができ、幅広く応用可能な、汎用
性のある産業プラットフォームを形成できます。シスコは、統合の進む世界において、製造メーカーが他に先んじ
てチャンスをつかむために役立つ実証済みのネットワーク テクノロジーのポートフォリオを提供しています。

関連情報
詳しくは www.cisco.com/go/industrial/ をご覧ください。

インダストリアル スマート ソリューションの現状
• スマート アセンブリ：世界の大手製造メーカーの多くは、製造ネットワークとエンタープライズ ネット
ワークとの断絶をなくすために、シスコ インダストリアル スマート ソリューションを採用しています。こ
れらの統合型インテリジェント ネットワークは、システムとパートナーへのリモート アクセスを許可し、
工場の現場から本社に向けて精度、復元力、および信頼性に関する情報を提供することで、ダウンタイ
ムを低減します。

• ビジュアル ファクトリ：製造メーカーは、設備性能、リソース ニーズ、およびセキュリティ上の脅威につい
て、より高度な可視性を必要としています。シスコ インダストリアル スマート ソリューションは、マルチプ
ラント環境のダッシュボード ビューを提供し、効率性、安全性、および総資産利益率を高めます。

• ボディペイント パワートレイン組立工場：自動車製造メーカー各社は、新型モデル販売までの期間を
短縮する努力を継続的に行う一方で、全体的な製造コストの削減に努めています。いくつかの大手自動
車メーカーは Cisco Smart Business Architecture を使用することで、一般的なエンドツーエンド 
ネットワーク アーキテクチャを導入し、工場内（および複数の工場間）の柔軟性を強化し、サイバーセ
キュリティ対策をシンプル化しています。

• 工場全体の可視性：生産現場が世界中に分散している製造メーカーは、リード タイムを短縮するため
に、より高度な統合生産システムを必要としています。シスコ インダストリアル スマート ソリューション
は、エンタープライズ アプリケーションとリアルタイムな生産データを統合し、すばやい情報フロー、迅
速な意思決定、市場対応性の向上を実現します。

• 統合エネルギー管理システム：製造メーカーは、エネルギー価格の高騰に直面しています。シスコの統
合型ネットワークは、エネルギーおよび IT 管理システムを統合して、センサー ネットワークからリアル
タイムなエネルギー指標を収集します。これにより、状況を十分に理解したうえで、エネルギー コストを
制御できます。

• プラント アラートおよびイベント解決：一般的な工場には、生産ラインの設備故障時にリアルタイム通
知を発行するしくみがありません。シスコ インダストリアル スマート ソリューションにより、製造メー
カーは、故障を迅速に（あるいは故障する前に）検出するセンサーレベル ネットワークに接続し、全体
的な総合設備効率（OEE）を新しいレベルに押し上げるためのオープン スタンダードを導入できます。

www.cisco.com/go/industrial/
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