
IoT データの価値
を引き出す

すべての IoT データから真のビジネス価値を獲得しましょう。Cisco® Kinetic プラットフォー

ムの強力な機能を使用すれば、接続されているモノからデータを取得して処理し、さまざまな

アプリケーションに移動させることで、ビジネス上の利益を最大限に高めることができます。

IoT データの可能性を最大限に引き出すことで
ビジネス成果の向上を促進 
 
企業のすべてのモノによって生成されるデータは、最大限に活用できれば、ビジネスの

方向性を変えることができる価値の高い資産となります。しかし、異種のモノおよび多

様なアプリケーションがエッジ ノード、フォグ ノード、データセンター、プライベート ク

ラウド、およびパブリック クラウドに存在する環境にある場合、それを実現するのはた

やすいことではありません。

Cisco Kinetic を使用すると、分散したデバイス（「モノ」）をネットワークに簡単に接続

し、これらのデバイスからデータを取得し、処理して、分散したアプリケーションに安全

に移動できます。

さらに、このプラットフォームは、いつ、どこに、どのデータを移動するかについてデータ

所有者が定義したポリシーを適用するうえで重要な役割を果たします。

© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Data Sources Apps

Apps

Apps

Apps

Apps

効果

優れた意思決定

能率を向上

コストを低減

ダウンタイムを削減

Cisco Kinetic

データ
取得

データ
処理

データ
移動

Cisco Kinetic は、最適
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します。

A T - A - G L A N C E CISCO KINETIC の概要
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Cisco Kinetic は、IoT データ ファブリックという新しい機能を持つプラットフォームです。この分散ソフトウェア システムは、3 つの

重要な機能を実行することによって、企業の IoT 運用を合理化します。Cisco Kinetic の機能は以下のとおりです。

 
  

    データ取得：プロトコルを問わず多様な送信元（「デバイス」）からデータを取得して変換し、ビジネス価

値を提供するアプリケーションで活用できるようにします。

  
  

   

    データ処理：エッジから送信先までの任意の場所でデータを処理し、必要に応じて処理能力を提供しま

す。これにより、アクションのポイントで意思決定を迅速に下し、遅延を大幅に短縮し、ネットワーク リソー

スの使用効率を最大限に高めることができます。

   

    データ移動：プログラムを使用して、最適なデータを、最適なアプリケーションに、最適なタイミングで移

動します。このプラットフォームは、マルチクラウド、マルチパーティ、および複数拠点の環境でのデータ

配布のニーズに対応し、ポリシーを実行してデータの所有権、プライバシー、およびセキュリティを適用し

ます。
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高度な分散型 IoT エコシステムの課題に対応
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Cisco Intent-Based Network：
多様なデバイスの接続、セキュリ
ティ保護、および管理を簡素化

Cisco Kinetic：データを取得して処
理し、最適なデータを最適な送信先
に最適なタイミングで移動



接続、自動化、拡張
 
Cisco Kinetic は、スケーラブルなオープン システムのプラットフォームであり、幅広い業界でさまざまなユース ケースに適応でき

ます。モジュラ設計を採用しているため、IoT の迅速な導入と拡張が必要な企業に最適です。

主な特長：

ソフトウェア コネクタ さまざまなプロトコル アダプタを使用して、多様な送信元からデータを取得します。

多様な送信元からのデータを共通の形式および精度に変換して、アプリケーションに
よる解釈と取り込みを簡素化します。

データ変換 

承認されたアプリケーションおよびサービスによるデータのサブスクリプションを許可
します。

Northbound アプリケーション 
コネクタ 

リモート Cisco 8x9 サービス統合型ルータ（IR8x9）ゲートウェイを即時にプロビジョニ
ングします。健全性を継続的に監視および維持します。

Cisco IOx アプリケーション環境の構成とソフトウェアを単一のインターフェイスから大
規模に管理します。

Cisco ゲートウェイ上の Cisco コンテナにマイクロ サービスを展開し、アプリケーショ
ンのライフサイクルを管理し、必要な場合は一括更新を行います。

クラウドベースのゲートウェイ
管理 

共有するさまざまなデータの種類とデータの集合の構造を定義できます。データ モデル 

いつ、どこに、どのデータを移動するかに関するデータ フロー ポリシーを定義できます。データ制御 

変化するデータに対して複雑なルールを実行して、データを最適な方法でインテリジェ
ントに削減、圧縮、および送信します。

ネットワークの任意の場所に処理能力を追加します（たとえばエッジに、および複数の
エッジ ノードからのデータの集約および処理機能に追加して、次の宛先に送信する前
にデータをさらに削減します）。

データ フロー トポロジの上流でのあらゆる処理でコストと遅延を発生させずに、重要
な意思決定を下して適切なアクションを実行できます。

エッジおよびフォグ処理 
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実績に裏打ちされたシスコの包括的な IoT ソリューション
 
Cisco Kinetic は、Cisco Intent-Based Network の最上層に位置し、IoT の重要な基盤である多様なデバイスを安全に接続し

て管理するための処理を簡素化します。シスコのセキュリティ テクノロジーは、スタック全体にわたって、ネットワークとソフトウェア

の両方の層で統合されています。

Intent-Based Network + 

Cisco Kinetic 分散環境に最適

中立的なデータ管理信頼でき

るルール エンフォーサ

スタック全体にわたる、ネットワーク

とソフトウェアの両方のレベルでの

信頼できるシスコ セキュリティ

Cisco Kinetic プラットフォームの 3 つの主要モジュール

Gateway Management Module（GMM）：ゲートウェイを大規模にプロビジョニング、
監視、および管理

Edge & Fog Processing Module（EFM）：ネットワークの分散されたノード上でコン
ピューティングを実現

Data Control Module（DCM）：ポリシーを適用し、最適なデータを最適なアプリケー
ションに最適なタイミングで移動

ソリューションの詳細
www.cisco.com/jp/go/kinetic をご覧ください。
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