Rio Grande Pacific Corporation 社
交通

成長に応じた基盤を築く通勤鉄道会社
Rio Grande Pacific Corporation
規模： 従業員 300 人
業種： 交通
地域： テキサス州（米国）

ソリューション
• サービスの中断を回避するための自己修
復シスコ ネットワークの実装
• 信頼性の高い産業用スイッチ、ルータ、お
よび専用のネットワーク デバイスと鉄道
IoT のための基礎を構築
• 設備、
データ、およびアプリケーションをシ
スコのファイアウォールを使用して保護

結果
• 物理的およびネットワーク上での安全性と
セキュリティの向上
• 自己修復ネットワークによるサービスの中
断回避およびオンタイム パフォーマンスの
向上
• リアルタイムの運営意思決定を推進するた
めにより多くのデータを収集
• 進化を続ける新しい技術の合理的な導入
• 新しいネットワーク アプリケーションやサー
ビスの製品化を 50% 加速

デジタル トレンドを推進
世界中の運送会社は、
コミュニケーションと
コラボレーションに新しいデジタル ツール
を使用し、一方で大事な場面で、重要なイン
フラ要素のデータをリアルタイムで抽出し
て自らを変革しています。そのおかげで、安
全性の向上、費用削減とサービス中断の減
少、そして顧客満足度の向上などの効果が
得られています。
そのようなデジタル トレンドのリーダー
の 1 社として挙げられるのが Rio Grande
Pacific Corporation (RGPC) です。6 つの
州にわたる 4 つの短距離路線を管理する、
テキサス州に本拠地を置く会社であり、旅
客列車と貨物列車を運行し、一方で信号シ
ステムや鉄道要員専門の人材派遣などの付
随サービスを提供しています。
Denton County Transportation Authority
(DCTA) が 2016 年 6 月に運行および
メンテナンスの契約を発注したときには、
RGPC は通勤/通学路線である A-train の
路線メンテナンス、要員派遣、そして信号と
通信システム サービスを提供する業者とし
て指名されました。
さらに、ネットワーク
インフラストラクチャの更新も RGPC に
委託されました。

ていました。
シスコのソリューションを活用
して、複数の鉄道アプリケーションとサービ
スに単独の IE スイッチを使用できるように
なりました。

Internet of Things（IoT）の活用
RGPC は、
シスコの産業用イーサネット ス
イッチおよびサービス統合型ルータを基盤
として構築されたソリューションを選択しま
した。今では、長さ 22 マイルのトラックに
沿ってマイル単位に設けられたポストから、
シスコ機器が制御室にリアルタイム データ
を渡します。
「シスコを導入したことで、複雑な分析デー
タを活用した鉄道運営が可能になりました。
秒単位で状況を詳細に把握できるという、
画期的な効果が得られています」Brown は
こう言います。
同様に、
トラフィックの負荷、消耗、および温
度など、機器の故障につながる可能性のあ
る鉄道インフラの状態がリモートでチェッ
クされます。
このようにして RGPC は予測と
プロアクティブなメンテナンスですべてを
継続的にチェックし、
より信頼性の高い鉄道
サービスの違いを可視化して利用客に提供
します。

RGPC の CIO、Jason Brown はこう言いま 「シスコの産業用スイッチは運用効率の向
す「レガシー DCTA IT インフラストラクチャ 上のための深いインサイトを私たちに提供
し、利用客のオンタイム エクスペリエンスを
は、規模に応じた調整が困難になっていま
改善します。」Brown はさらにこのように言
した」。
「各鉄道機能が独自の専用ハード
ウェアと光ファイバーによる接続を必要とし います。
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シスコの IoT ネットワーク
ソリューションの特長：

カスタマー サービスの拡張を推進

より安全な鉄道運行に寄与
2008 年鉄道安全改善法は、通勤/通学用
鉄道システムが 2018 年 12 月 31 日まで
に Positive Train Control（PTC; ポジティブ
列車制御）
システムを装備することを義務
付けた連邦政府の要求であり、乗客の安全
をより確実なものとするための継続的な取
り組みです。
「当社は紛れもなく信頼性の高いネット
ワーク上で動作するこの安全に配慮した連
邦政府が要求するシステムを必要としてい
ます。当社はシスコのデバイスを使用して、
攻撃する隙の無いネットワークを構築する
ことができました。」DCTA の最高執行責任
者、Ray Suarez はこう言います。
今、エンジニアが赤信号を点灯できないよ
うな万一の事態が発生した場合でも、PTC
でリアルタイムにデータを取得し、列車を
自動的に停止できます。
この自動化された
複雑なデータ処理により、安全および運営
の意思決定が合理化されます。

緊急対応プロセスの改善

Internet of Things (IoT) ネットワーク対応
インテリジェンスにより、緊急時の対応状況
をより事実に基づいた、立証可能な形で管
理できるようになります。データは複数ポ
イントから収集およびマージされ、分析に
より理解が深まり、
より適切な洞察を導きま
す。RGPC は監査証跡を明らかにし、事件
の前後中にイベントに関連付ける目的で運
用データをロールバックすることができま
す。データの分析は、何が起こったかについ
ての理解を助けるだけでなく、再び起こる
可能性があるかどうかを予測し、再発防止
策を考慮できます。

タイミングに応じた適切な接続
サービスの中断は、すべての鉄道事業者に
とって大きな課題です。旅行者の生活に直
接影響し、公共イメージに悪影響を与え、
キャンセルによって重大な収益損失が発生
します。

鉄道インフラの監視による
コンプライアンスの推進

新しいシスコ ネットワークを使用すると、必
要なデータの 99% 以上を適切なタイミン
グで受け取ることができます。
「これはウィ
ンウィンの関係をもたらします。新しいネッ
トワーク インサイトで当社の乗客やクライ
アントは遅れないで確実に移動できるよう
になります。」Brown は言います。
「同時に、
当社の事業運営効率もアップします。」

IT パフォーマンスと生産性の向上
Brown は続けてこう言います。
「シスコ ス
イッチおよびルーターにより、集中的な IT
管理が可能になり、
アセット トラッキングが
改善されます。
したがって、サイトへの技術
者派遣頻度が減少します。
また、新しいサー
ビスを紹介するたびに余分なデバイスや
光ファイバーを提供する必要がなくなりま
す。
これで多大なコストと時間の節約になり
ます。」
シスコ プラットフォームは、ネットワーク待
機時間とキャパシティの問題を無くします。
ポート密度は 50% 増加し、RGPC は新し
いサービスを推進できるようになります。
破壊行為を抑止し、鉄道ヤード、停留所、設
備、および執務場所での危険な行動を抑
制する IP ビデオ監視カメラなどが新しい
サービスの例として挙げられます。
物理的セキュリティで重視されている対象
は、Cisco ASA 次世代ファイアウォールで
保護されるデータとビジネス アプリケー
ションのサイバー環境でも同様に保護対象
となります。高度な侵入検知と脅威監視機
能を本来持っており、異なる鉄道ゾーン間
での故障を防ぎます。
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「シスコを導入したことで、複雑
な分析データを活用した鉄道
運営が可能になりました。秒単
位で状況を詳細に把握できる
という、画期的な効果が得られ
ています」
Jason Brown
CIO
Rio Grande Pacific Corporation

製品とサービス
ルーティングとスイッチング

セキュリティ

• Cisco Industrial Ethernet 2000、
4000、および 5000 シリーズ スイッチ

• Cisco ASA 5505 および 5510 適応
型セキュリティ アプライアンス

• Cisco 4321 サービス統合型ルータ
• Cisco 829 サービス統合型産業用
ルータ

関連情報
この導入事例で説明したシスコの
ソリューションの詳細については、
次を参照してください。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/
about/case-studies-customersuccess-stories.html
www.cisco.com/go/ie
www.cisco.com/go/routers
www.cisco.com/jp/go/security/
www.cisco.com/jp/go/collaboration
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