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Cisco® フォグ コンピューティング ソリューション：
Internet of Things のパワーを解き放つ 

モノをつなぐ。モノで生成されるデータの分析とそれに基づくアクションをミリ秒単位で実行す

る。そして、適切なデータをビッグデータ分析と保存のためにクラウドに送信する。 

Internet of Things（IoT）では、イベントの認識と対応が迅速化されます。

それは、製造、石油/ガス、公益事業、運輸、公安、地方自治体など、あら

ゆる産業を変えつつあります。 

しかし、IoT を利用するには新しいインフラストラクチャが必要です。クラウ

ドだけでは、広い地域に分散する膨大な数のさまざまなモノに接続してそ

のデータを分析することはできません。IoT の力を発揮させるには、次の

ことが行えるソリューションが必要です。 

• ネットワークに新しい種類のモノを接続。厳しい環境に置かれるモノもあ

れば、IP ではなく産業用プロトコルを使用して通信するモノもあります。 

• データを生成するモノを保護。また、ネットワーク エッジからクラウドに

移動するデータを保護する。このためには、物理的セキュリティとサイ

バーセキュリティを組み合わせて使用する必要があります。 

• これまでに前例のないデータの量、多様性、速度に対応。これまでは

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。このようなデータをすべて分析と保存のた

めにクラウドに送信することは現実的ではありません。さらに、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。 
 

Cisco フォグ コンピューティング ソリューションは、このようなすべての要件を満たしています。フォグ コンピューティング ソ

リューションは、Cisco IoT System の一部で、Internet of Things の導入、価値の促進、Internet of Things によるイノベー

ションを実現します。Cisco フォグ コンピューティング ソリューションでは、次のことが実現します。 

• あらゆる種類の IoT デバイスを接続する。 

• IoT デバイスを保護し、それらのデバイスで生成されるデータをネットワーク エッジとクラウド間の移動中に保護

する。 

• フォグ アプリケーションを迅速に開発、導入する。 

• 分析に最適な場所（フォグ ノードまたはデータセンター クラウド プラットフォーム）にデータを送信する。（最適な場

所は、分析の緊急性の程度や、データ プライバシーの要件に基づいて決まります。） 

• プロビジョニングを自動化し、広いエリアに分散した多数のフォグ ノードの管理をシンプルにする。 
 

利点  

Cisco フォグ コンピューティング ソリューションでは、
次のような独自のメリットを提供しています。 

• データのプライバシー：必要に応じて、センシティ
ブ データをリモート データセンターに送信せずに
建物内で分析します。Cisco フォグ データ サービ
スは、あなたのポリシーを適用して、分析に最適
な場所を判断します。 

• 包括的セキュリティ：他の IT 資産の保護に使用
するのと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して、
フォグ ノードを保護します。これらのソリューショ
ンは、攻撃前、攻撃中、攻撃後に必要となる機能
を提供します。 

• ビジネスの俊敏性：IoT デバイスに近い位置でア
プリケーションをホストし、ソースに近い位置で
データを分析することで、ビジネスに役立つ情報
をより迅速に取得できます。 

• 迅速なイノベーション：シスコの Infrastructure-as-
a-Service（IaaS）および Platform-as-a-Service
（PaaS）製品を使用して、新しいアプリケーションを
作成、導入します。あるいは、シスコのエコシステ
ム パートナーの産業別フォグ アプリケーションを利
用して、開発作業全体を短縮します。 

• 運用コストの削減：Cisco PRIME または Cisco 
Industrial Operations Kit を使用して管理をシン
プルにします。データをクラウドに送信して分析す
るのではなく、必要に応じて、フォグ ノードでデー
タを分析することで、ネットワーク帯域幅を節約し
ます。 
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Cisco フォグ コンピューティング ソリューションのコンポーネント 

フォグ コンピューティング ソリューションを構築するために必要なものはすべて Cisco IoT System から入手することができ

ます。これには、シスコとシスコのパートナーによる次の用途の製品が含まれます。 

• ネットワーク接続 

• 物理的セキュリティとサイバーセキュリティ 

• フォグ アプリケーションの開発およびホスティング 

• データ分析 

• 管理と自動化 
 

ネットワーク接続 
IoT デバイスを接続するフォグ ノードには、シスコ ルータ、スイッチ、ワイヤレス アクセス ポイント、ビデオ監視カメラ、

Cisco Unified Computing System（UCS）サーバなど、さまざまな種類があります。 

すべての Cisco フォグ ノードでは、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージが集約されています。このため管理が

シンプルになり、電力およびスペースの要件が軽減されます。クラウドの IoT アプリケーションを開発および拡張し、クラウ

ドとフォグで実行するために導入します。また、さまざまな種類のフォグ ノードで同じアプリケーションを変更なしで実行でき

ます。 

物理的セキュリティとサイバーセキュリティの統合 
IoT データは、フォグ ノード上と、フォグ ノードからクラウドへの転送時の両方で保護する必要があります。現場の変電所、

車道や線路沿いなどの遠隔地に配置されたフォグ ノードへの物理的なアクセスを制御するには、Cisco Video 

Surveillance とアクセス制御のソリューションを使用します。 

フォグ ノードからクラウドへのデータの移動中には、シスコのサイバーセキュリティ ソリューションを使用してデータを保護し

ます。これらのソリューションは、攻撃前、攻撃中、攻撃後の各過程にわたって保護を実現します。たとえば、Cisco 

NetFlow、Cisco TrustSec、および Cisco Identity Services Engine（ISE）を使用して異常な活動を検知します。Cisco 

Advanced Malware Protection を使用して侵害を防止します。セキュリティ ポリシーを自動的に適用して、異常な活動に

対応します。Cisco Intrusion Prevention System（IPS）により、セキュリティ ポリシーに脅威の標的を反映できます。IT 環

境での脅威に対しては、検疫またはシステム シャットダウンで対応します。オペレーショナル テクノロジー（OT）環境での同

脅威に対しては、最適なアクションを決定できる知識を持つシステム オペレータへ通知して対応します。 
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Cisco IOx の仕組み 

Cisco IOx は、Cisco フォグ ノードのハイパーバイザで稼働するゲスト オペレーティング システム（GOS）でアプリケーションをホス
トします（図 1）。Cisco IOx には Yocto Linux が付属していますが、開発者は任意のオペレーティング システムを使用できます。 

図 1. Cisco IOx で Fog Infrastructure as a Service の提供が可能に 

 

アプリケーション プラットフォーム 
フォグ アプリケーション開発を簡素化するため、なじみのあるクラウド アプリケーション開発モデルを複製しました。これは、

PaaS および IaaS を基に構築された Software as a Service（SaaS）です。その仕組みを説明しましょう。 

• IaaS：新規または既存のアプリケーションをフォグ ノードでホストします。Cisco IOS® オペレーティング システムと 

Linux を組み合わせた Cisco IOx API を使用します（図 1）。現在、Cisco IOx はシスコ ルータで動作します。たと

えば、メーカーは Cisco IOx を使用して Rockwell FactoryTalk ソフトウェアを工場内のルータでホストできます。

フォグ アプリケーションは Cisco IOx API を使用して、どんなプロトコルを使った IoT デバイスとでも通信できます。

また、フォグ アプリケーションは非標準のプロトコルや独自のプロトコルを IP に変換することで、IoT データをクラウ

ドに送信することもできます。 

• PaaS：フォグ アプリケーションを開発します。Cisco DSX と呼ばれるシスコ初の IoT PaaS 製品は、フォグ アプリ

ケーションの開発をさまざまな面で簡素化します。 

◦ デバイスの抽象化：フォグ アプリケーションはさまざまな IoT デバイスと通信する必要があります。しかし、たとえ

ば各ベンダーの温度センサーごとに個別のアプリケーションを作成することは非現実的です。Cisco DSX の IoT 

デバイスの抽象化ビューを使用すれば、アプリケーション開発者がそのような作業をする必要はありません。 

◦ 複数の開発環境をサポート：Machine as a service（MaaS）を提供する IoT アプリケーションは通常、さまざまな

環境とプログラミング言語を使って開発されます。Cisco DSX により、フォグ ノードは複数の開発環境に対応で

きます。 

◦ フォグ アプリケーションのシンプルな管理：増加するフォグ アプリケーションを管理することも、非現実的です。

Cisco DSX により管理が簡素化され、ポリシーの適用が自動化されます。 

• SaaS：MaaS を提供します。たとえばロボットを扱うベンダーは、Cisco DSX を使用して、特定の顧客が使用できる

機能を指定できます。顧客はこれらの機能だけを購入するだけでサービスを享受できます。ベンダーは後でこの顧

客にその他の機能へのアクセス権限を追加で付与することもできます。これは、ソフトウェアの簡単な変更で実現で

き、本社からでも実行できます。 
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データ分析：Cisco フォグ データ サービス 
Cisco フォグ データ サービスを使用して、IoT データの量、多様性、速度を管理します（表 1）。これらのサービスは、ポリ

シーに基づいて、分析に適した場所（クラウドまたはフォグ）にデータを送信します（図 2）。IT 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。開発者は、Cisco DevNet で Cisco 

フォグ データ サービスを REST API として使用できます。 

表 1. Cisco フォグ データ サービス 

サービスのタイプ サービス内容 

クラウドでの処理とフォグでの処理の
調整 

ビジネス ルールを適用し、ローカルで処理するデータと、クラウドに送信するデータを決定する。 

パターン認識、予測、および異常検出に基づいてルールを動的に調整する。 

分析 アクションを必要とするデータ（指定されたしきい値を上回るかまたは下回る計測温度など）を特定する。 

セキュリティ ソースを隠して、データを匿名にする。 

 

図 2.   フォグ データ サービスによるフォグからクラウドへのデータ移動の調整 

 

 

Cisco フォグ データ サービスは、たとえば、高速通勤鉄道網で実現されています。携帯電話ネットワークでのライブ ビデオ

の常時ストリーミングは、非常にコストがかかります。したがって、ほとんどのオペレータは電車に搭載されているビデオ シ

ステムからのビデオを保存し、Wi-Fi が導入されている駅に電車が到着するまで、ビデオの転送を待ちます。しかし、電車

が脱線するなど、乗客の安全がかかっている場合、携帯電話ネットワーク経由でビデオをストリーミングする必要がありま

す。Cisco フォグ データ サービスを使用すれば、アプリケーション開発者は、センサーが強いブレーキ操作と電車の転倒を

検出したときだけ、ライブ ビデオを携帯電話ネットワーク経由で運用センターにストリーミングするというルールを作成でき

ます。 

管理と自動化 
産業とアプリケーションによっては、フォグ ノードの数は数百、数千、数万規模になることがあります。シスコの管理アプリ

ケーションを使用すれば、プロビジョニングを自動化し、フォグ ノードの管理を簡素化できます。  
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フィールド エリア ネットワークを導入している組織（公益事業、輸送、鉱業などの企業）は、Cisco Industrial Operations Kit

（IOK）の一部である、Cisco Connected Grid ネットワーク管理システム（CGNMS）を使用してフォグ ノードを管理できま

す。Cisco IOK は ワンボックス型ソリューションです（仮想ルータなどの仮想サービスが付いた Cisco UCS サーバ、ネット

ワーク管理、セキュリティ、認証、認可、およびアカウンティング（AAA）、ゼロタッチ導入、ネットワーク サーバ、および自己

構成ツール）。仮想サーバと仮想ルータにより、先行投資の導入と継続的な管理にかかるコストが削減されます。また、付

属しているスクリプトにより、ネットワーク サービスの設定にかかる時間を数週間から数日に短縮することができます。 

メーカーは、Cisco Prime Infrastructure を使用してフォグ ノードを管理します。管理者は単一のインターフェイスから、ネッ

トワーク、フォグ ノード、アプリケーション、およびユーザを管理します。 

また、Cisco IOx API を使用して独自の管理および自動化ツールを Cisco フォグ ノードに導入することもできます。 

使用例 
鉄道 電車、線路周辺、駅、および運用センターにおける状況とイベントに関するリアルタイムの情報から、以下が可能になります。 

• 乗客の安全向上：電車と駅に設置された高耐久カメラからのデータを分析して関連付けます。車輪とブレーキに装着されたセン
サーを監視し、故障が原因で事故が発生する前に、部品の点検修理が必要となる時点を判別します。センサーが車両の脱線を検
出すると、車両に搭載されているビデオ監視カメラから運用センターへビデオを自動的にストリーミングします。 

• 重要な運用システムへのサイバーセキュリティ攻撃の阻止：運用の一時停止やフェールオーバー システムへの制御の移行などの
自動アクションを実行します。 

• 運転手に対し、前方に危険な状況があることを通知：フォグ ノードは線路と電車のセンサー データを収集し、危険な状況を検出し
ます。速度を安全なレベルまで調整できるように、運転手に対して自動的に通知します。電車が危険な状態で運行している場合は
スーパーバイザにも通知されます。 

• 乗客の満足度の向上：車両内で Wi-Fi を提供します。アクセス ポイントは、車両に搭載されているフォグ ノードに接続します。フォ
グ ノードは乗客に Wi-Fi を提供するだけでなく、線路周辺の Wi-Fi アクセス ノードにも接続し、電車のさまざまなシステムに関する
リアルタイムの情報をリレーします。 

製造業 • 俊敏性の向上：素早く生産ラインを変更して、新製品に対応します。フォグ ノードは、命令を IP から工場内の機器で使用されてい
る独自の産業用プロトコルに変換します。 

• ダウンタイムの削減：予測メンテナンスを実施して、コストのかかる機器のダウンタイムを回避します。フォグ ノードはマシン データ
を収集し、問題の初期兆候を報告します。 

• マシンとデータの保護：ネットワーク デバイスからのデータを分析し、作業員または工場の安全を脅かす可能性があるネットワーク
攻撃の最も初期の兆候を検出します。 

• マシンへのアクセスの承認：マシンへのアクセス権限を付与する前に、ユーザの身元と、特定のマシンを使用する権限があるかど
うかを確認します。 

• 安全システムが変更されていないことを継続的に確認する：異なる形式で送信されたマシン データをリアルタイムで分析します。
ユーザが通知に対応するまで待たずに、セキュリティが侵害された装置を自動的にシャットダウンします。 

公益事業 • 電力を迅速に復旧：フォグ ノードは発電所、送電網、変電所、顧客エンドポイントからデータを収集します。継続的にデータを分析
し、初期段階の問題を特定し、システム オペレータに通知します。 

• 物理的セキュリティ侵害の可能性の検出：遠隔地の変電所に設置した高耐久化カメラが侵入を検出し、また複数ロケーションでの
イベントを関連付けます。 

• サイバーセキュリティ侵害の可能性の検出：自動応答により、安全を損なう可能性のある感染を防ぎます。 

• メンテナンス コストの削減とシステムの信頼性の向上：フォグ ノードは重要なシステムからデータを収集し、システムのメンテナン
スが必要であることを示す証拠を探します。予測メンテナンスは、停止の防止に役立ち、コストを削減できます。どこからでも問題を
診断して解決します。システム全体に配置されているセンサーが電力の変動、スパイク、およびその他の重要なイベントに関する
通知を送信します。 

 

Cisco Capital 

目標の達成を支援するファイナンス 
Cisco Capital は、お客様が目標の達成と競争力の維持に必要なテクノロジーを導入できるよう支援します。CapEx の削

減をサポートし、成長を加速させ、投資金額と ROI を最適化します。Cisco Capital ファイナンス プログラムにより、ハード

ウェア、ソフトウェア、サービス、および補完的なサードパーティ製機器を柔軟に購入することができます。支払いが統一さ

れるため、予想外の支払いが発生することもありません。シスコ キャピタルは 100 ヵ国以上でサービスを利用できます。詳

細はキャピタル ページをご覧ください。  
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シスコが選ばれる理由 

必要なすべてのものを幅広い製品群から選択可能 
クラウドからフォグへ展開するアプリケーションを開発、ホスト、管理するために必要なすべてのアイテムを提供しているの

は、シスコだけです。 

• ネットワーク接続：さまざまなフォグ ノード（スイッチ、ルータ、Cisco UCS サーバ、ビデオ監視カメラなど）から選択

できます。高耐久化製品も用意しています。 

• セキュリティ：すでにご利用のシスコの物理的セキュリティとサイバーセキュリティのソリューションを使用して、フォグ 

ノードとデータを保護します。 

• 分析：Cisco フォグ データ サービスを使用して、分析に適切な場所（フォグ ノードまたはクラウド プラットフォーム）

へデータを送信します。遅延に影響されやすいデータはフォグ ノードで分析するようにポリシーで規定できます。 

• 管理と自動化：Cisco PRIME または Cisco CGNMS を使用して多数のフォグ ノードの導入と管理を簡素化します。 

• アプリケーション プラットフォーム：Cisco IOx API と Cisco DSX を使用してフォグ アプリケーションを短期間で開

発し、Internet of Things によるイノベーションを促進します。スイッチ、ルータ、Cisco UCS サーバ、ビデオ監視カメ

ラなどさまざまな Cisco フォグ ノードで同じアプリケーションを実行できます。 
 

IoT におけるリーダーシップと投資 
シスコは、クラウドとフォグの標準を策定する産業グループと積極的に関わっています。これにより、シスコのソリューション

は、最新のアイディアを反映して、常に最新の標準に沿うようにアップデートされます。また、期待されるフォグ コンピュー

ティングの新しい技術に取り組む新興企業を育成しています。 

IoT エコシステム パートナー 
拡大するシスコのエコシステムのパートナーは、製造、石油/ガス、公益事業、運輸、公安、地方自治体などの産業を対象と

したクラウドツーフォグ アプリケーションを開発しています。商用アプリケーションを使用すると、イノベーションがさらに迅速

化し、時間と開発コストを削減できます。 

各業界に特化した IoT サービス 
シスコ コネクテッド アナリティクス ソフトウェア ポートフォリオを使ってクラウドで収集する IoT データから、より実用的な洞

察を得ることができます。リアルタイム情報の確認、トレンドの迅速な特定、今後の予測に役立ててください。また、この情報

は、データ仮想化、高度なデータ分析のコンサルティング、データ サイエンス サービスのためにシスコ サービスとともにご

利用ください。 
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次のステップ 

フォグ コンピューティングは現実のものとなっています。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、IoT のイノベーションを促進することができます。必要なすべてのコンポーネントを 1 つのベンダー、つまりシス

コから入手できます。 

Cisco IoT システムの詳細については、www.cisco.com/jp/go/iot を参照してください。 

IoT アプリケーション開発のための API については、Cisco DevNet（https://developer.cisco.com/iot.）を参照してください。 
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