
 

ホワイト ペーパー 

フォグ コンピューティングと Internet of Things：モノの
ある所にクラウドを拡大 

概要 

Internet of Things（IoT）はこれまでにない量と多様性に富んだデータを生み出しています。しかし、分析のためにデータをクラ

ウドに送信している間に、データに基づいて迅速に実行されるべきアクションがとれなくなることもあります。このホワイト ペー

パーは、IT およびオペレーショナル テクノロジーの専門技術者を対象としており、IoT データの分析とそれに基づくアクション

の新しいモデルについて説明します。これは、エッジ コンピューティングまたはフォグ コンピューティングとも呼ばれます。 

• 大量の IoT データをクラウドへ送信する代わりに、遅延の影響を受けやすいデータを、データ生成元に近いネット

ワーク エッジで分析します。 

• ポリシーに基づき、IoT データに基づくアクションをミリ秒単位で実行します。 

• 履歴分析と長期間保存のために、選択されたデータをクラウドに送信します。 

あなたのビジネスにとって IoT が意味するもの 

IoT は、イベントの認識とイベントへの対応にかかる時間を短縮します。製造、石油/ガス、公益事業、運輸、鉱業、公的機

関などの産業では、応答所要時間が短いほどビジネス成果が向上し、サービス レベルと安全性が強化されます。 

たとえば、工場内で重要なマシンに装着された温度センサーから、障害発生寸前の測定値が送信されるとします。すると、

コストのかかるシャットダウンを回避するために、マシンを修理する技術者がすぐに派遣されます。石油ガスの探査現場で

は、油送管のセンサーが圧力の変化を記録します。変化に対応して、事故を回避するためポンプの運転速度が自動的に

減速されます。公益事業では、遠隔地の変電所に設置された高耐久性カメラで侵入者が捉えられると、セキュリティ担当者

に通知されます。分析はほぼ同時に実行されるため、他の変電所でも類似したイベントが発生したことが判明すると、自動

的にアラートが最高レベルに引き上げられます。 

インターネットに新しいタイプのモノが接続されると、新しいビジネス チャンスが生まれます。この例としては、実走行距離連

動型自動車保険、lighting-as-a-service、machine-as-a-service（Maas）などがあります。 

インフラストラクチャにとって IoT とは 

IoT を活用するには、新しいタイプのインフラストラクチャが必要です。現在のクラウド モデルでは、IoT で生成されるデータ

の量、多様性、速度に対応できません。これまで接続していなかった数十億のデバイスから、毎日 2 エクサバイト以上の

データが生成されます。2020 年までに、500 億個の「モノ」がインターネットに接続すると推定されています。これらのモノ

からのすべてのデータを分析と保存のためにクラウドに送信するには、膨大な量の帯域幅が必要となります。 

現在のクラウド モデルでは、IoT で生成されるデータの量、多様性、速度に対応できない。 
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新しいモノが数十億あるということは、新しいモノのタイプも無数にあることを意味します（図 1）。その中には、IP ではなく産

業用プロトコルを使用してコントローラに接続するマシンがあります。この情報を分析や保存のためにクラウドに送信するに

は、事前に IP に変換する必要があります。 

図 1.   多くの異なるタイプのモノをクラウドに接続することは現実的でない 

 

この課題に加え、IoT デバイスではデータが常に生成されるため、分析処理が高速でなければなりません。たとえば、化学薬

品タンク内の温度が許容限界に急速に近づいている場合には、是正措置を速やかに実施する必要があります。温度測定値を

分析のためにエッジからクラウドに送信している間に、仕損ロットを回避する機会が失われてしまうおそれがあります。 

IoT データの量、多様性、速度に対応するには、新たなコンピューティング モデルが必要です。主に、次のような要件を満

たすモデルが必要です。 

• 遅延を最小限に抑える：製造ラインの停止を防ぐ場合や、電力サービスを復旧する場合には、ミリ秒単位の差が重

要になります。データを収集したデバイスの近くでデータを分析することが、惨事を回避できるか、システム障害が

連鎖発生するかの分かれ目となり得ます。 
 

データを収集したデバイスの近くでデータを分析することが、惨事を回避できるか、システム障害
が連鎖発生するかの分かれ目となり得る。 

 

• ネットワーク帯域幅の節約：海底油田では 500 GB のデータが毎週生成されます。商用ジェット機では、飛行時間 

30 分ごとに 10 TB のデータが生成されます。膨大な量のデータを数千または数十万のエッジ デバイスからクラウ

ドへ転送することは非現実的です。また、クラウド規模の処理や保存を必要としない分析も多くあります。そのような

場合、クラウドへの転送は必須でもありません。 

• セキュリティ問題への対処：IoT データは、転送中でも保管中でも保護される必要があります。このためには、攻撃

前、攻撃中、および攻撃後にわたる、攻撃サイクル全体における監視と自動対応が必要です。 

• 確実な運用：公共の安全や重要なインフラストラクチャに IoT データを使用することが増えています。そのため、

インフラストラクチャとデータの整合性や可用性が問題となるような状況は許されません。 

• 環境条件の違うさまざまな場所からのデータを収集/保護する：IoT デバイスは、数百平方マイル以上の地域に分

散される場合があります。道路、鉄道、変電所、車両などの厳しい環境に配備されるデバイスは、高耐久である必

要があります。空調が管理された屋内環境のデバイスとは異なる機能が求められます。 
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• 処理のために最適な場所へデータを移動：最適なデータ処理の場所は、どれほど迅速に意思決定を行う必要があ

るのかという点に依存します。非常に緊急性の高い決定は、データを生成/処理するモノの近くで行われる必要があ

ります。対照的に、履歴データに対するビッグデータ分析には、クラウドのコンピューティング リソースとストレージ 

リソースが必要になります。 

従来のクラウド コンピューティング アーキテクチャは、これらの要件すべてに対応していません。処理のためにデータをネッ

トワーク エッジからデータセンターに移動するという一般的な方法では、遅延が生じます。数千台のデバイスからのトラ

フィックは、帯域幅容量をすぐに超えてしまいます。規制やプライバシーの問題から、特定のタイプのデータをオフサイトに

保存することを禁じている業界もあります。また、クラウド サーバは、通信に IP だけを使用し、IoT デバイスで使用されるそ

の他の多くのプロトコルには対応していません。一般に、IoT データの分析に理想的な場所は、そのデータを生成して処理

するデバイスの近くです。これをフォグ コンピューティングと呼びます。 

フォグ コンピューティング入門 

フォグ コンピューティングとは 
フォグは、IoT データを生成したり処理したりするモノの近くまでクラウドを拡張します（図 2）。これらのデバイスはフォグ 

ノードと呼ばれ、工場内、電柱の上、線路脇、車両、石油掘削装置など、ネットワークに接続できるあらゆる場所に配備でき

ます。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク接続を備えたあらゆるデバイスをフォグ ノードにすることができます。た

とえば、産業用コントローラ、スイッチ、ルータ、組み込みサーバ、ビデオ監視カメラなどがこれに含まれます。 

IDC は、Internet of Things に物理的に近い位置にあるデバイスで分析されるデータの量は 40% にのぼると推定していま

す。1つまり、IoT データをその収集元の近くで分析することで遅延を最小限に抑えることができるということです。これによ

り、コア ネットワークからネットワーク トラフィックをギガバイト単位でオフロードでき、またセンシティブ データをネットワーク

内部に維持できます。 

IoT データをその収集元の近くで分析すると、遅延を最小限に抑えることができます。これにより、コア ネットワークからネッ

トワーク トラフィックをギガバイト単位でオフロードできます。また、センシティブ データがネットワーク内に維持されます。 

図 2.   フォグによりクラウドをデータ生成元デバイス近くまで拡張 

 

フォグ アプリケーションの例 
Internet of Things そのものと同様、フォグ アプリケーションもさまざまな形を取ります。共通の点は、ネットワークに接続し

たモノからのリアルタイム データを監視または分析して、アクションを実行することです。アクションには、Machine-to-

Machine（M2M）通信や、ヒューマン マシン インタラクション（HMI）があります。たとえば、扉の施錠、機器設定の変更、電

車のブレーキ、ビデオ カメラのズーム、圧力測定値に対応したバルブの開放、棒グラフの作成、技術者への予防的修繕の

実施を求めるアラートの送信などがあります。可能性は無限です。 

1 IDC FutureScape：世界規模での Internet of Things の予測（2015 年） 
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フォグ アプリケーションは、製造業、石油/ガス、電気水道、運輸、鉱業、公的機関の各業界で急速に実導入されています。 

フォグ コンピューティングを検討する状況 
• 厳しい環境のエッジ（車両、船舶、工場内、道路、線路など）でデータを収集する場合 

• 広大な地域で数千または数百万のモノがデータを生成 

• データの分析とデータに基づくアクションを 1 秒以内に実行する必要がある場合   

フォグの仕組み 
開発者は、ネットワーク エッジのフォグ ノード向けの IoT アプリケーションを移植または作成します。ネットワーク エッジに

最も近い位置にあるフォグ ノードが、IoT デバイスからデータを取り込みます。その後、表 1 に示すように、フォグ IoT アプ

リケーションは、さまざまな種類のデータを分析のために最適な場所に送信します。これが非常に重要となります。 

• 最も時間の影響を受けるデータは、そのデータを収集したモノに最も近いフォグ ノードで分析されます。たとえば 

Cisco スマート グリッドの配電網で最も緊急性の高い要件は、保護と制御ループが適切に機能していることを確認

することです。したがって、グリッド センサーに最も近い位置にあるフォグ ノードが問題の兆候を探り、問題の発生

を防ぐため制御コマンドをアクチュエータに送信します。 

• アクションを数秒または数分待機できるデータは、分析とアクションのために集約ノードに渡されます。スマート グ

リッドの例では、各変電所に専用の集約ノードが設置されていることがあります。このノードは、各下流供給器およ

び側面の運用状況を報告します。 

• 時間の影響をそれほど受けないデータは、履歴分析、ビッグデータ分析、および長期保存のためにクラウドに送信

されます（サイドバーを参照）。たとえば、数千または数十万のフォグ ノードから、グリッド データの定期的なサマ

リーが、履歴分析および保存のためにクラウドに送信されることがあります。 

表 1. フォグ ノードによるネットワーク エッジへのクラウドの拡張 

 IoT デバイスに最も近い位置にあるフォグ ノード フォグ集約ノード クラウド 

応答所要時間 ミリ秒～ 1 秒未満 秒～分 分、日、週 

アプリケーション例 M2M 通信ハプティクス 2、遠隔医療とトレーニン
グを含む 

可視化 

単純な分析 

ビッグデータ分析 

グラフィカル ダッシュボード 

 

IoT データの保存
期間 

一時的 短期間：時間単位、日単位、週単位 月単位または年単位 

対象地域 非常に局地的（例：市内の 1 区画） 広範囲 全世界 

 

2 ハプティクスは、触覚による制御テクノロジーです。現実的な体験のためには、1 ミリ秒以内のフィードバックが必要です。 
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フォグとクラウドで行われること 
 

フォグ ノード： 

• 任意のプロトコルを使用して IoT デバイスからフィードをリアルタイムで受信する 

• リアルタイム制御と分析を行うため IoT 対応アプリケーションを実行する（応答所要時間はミリ秒） 

• 一時的にデータを保存する（通常 1 ～ 2 時間） 

• クラウドに定期的なデータ サマリーを送信する 
 

クラウド プラットフォーム； 

• 複数のフォグ ノードからデータ サマリーを受信して集約する 

• IoT データおよびその他のソースからのデータに対して分析を実行し、ビジネスに役立つ情報を取得する 

• これらの情報に基づいてフォグ ノードに新しいアプリケーション ルールを送信する 

フォグ コンピューティングのメリット 

データを生成し、データに基づいてアクションを実行するモノの近くまでクラウドを拡張すると、ビジネスにとって次のようなメ

リットがあります。 

• ビジネスの俊敏性の向上：開発者は適切なツールを使用してフォグ アプリケーションを開発し、必要な場所へ導入

できます。機械メーカーは、MaaS を顧客に提供できます。フォグ アプリケーションは、それぞれの顧客が必要とす

る方法で動作する機械をプログラミングできます。 

• 優れたセキュリティ：IT 環境内の他の部分で使用しているのと同じポリシー、コントロール、手順を使用してフォグ 

ノードを保護できます。同じ物理的セキュリティ ソリューションとサイバーセキュリティ ソリューションを使用できます。 

• プライバシーを制御しながら有意義な情報を把握：センシティブ データは、分析のためにクラウドに送信するのでは

なく、ローカルで分析できます。IT チームが、データを収集、分析、保存するデバイスを監視および制御できます。 

• 運用コストの削減：一部のデータを分析のためにクラウドに送信する代わりにローカルで処理することで、ネットワー

ク帯域幅を節約できます。 

まとめ 

クラウドにフォグ コンピューティングを併せることで、Internet of Things で毎日生成される 2 エクサバイトのデータ処理が

可能になります。データの生成元およびデータを必要とする場所の近くでデータを処理することで、データの量、多様性、 

速度の課題を解決できます。 

フォグ コンピューティングは、分析のためにデータをクラウドへ送信しないようにすることで、イベントの認識と対応にかかる

時間を短縮します。コア ネットワークからネットワーク トラフィックをギガバイト単位でオフロードすることで、コストがかかる

帯域幅の増加が不要になります。また、企業内部の保護されている環境でセンシティブ IoT データを分析し、IoT データを

保護します。最後に、フォグ コンピューティングを採用する組織は、より有意義な情報を迅速に把握できます。これは、ビジ

ネスの俊敏性の向上、サービス レベルの向上、安全性の強化につながります。 
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関連情報 

フォグ コンピューティングは現在、Cisco IoT System の一部としてご利用いただけます。フォグ コンピューティングにより、

ビジネスの俊敏性を高め、より迅速に対応し、イノベーションを推進することができます。 

詳細については、www.cisco.com/jp/go/iot を参照してください。 
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