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Cisco ネットワーク データ プラットフォーム
Cisco ネットワークデータ プラットフォームは、様々なソースのネットワーク デー
タの収集とそれぞれ関連付けを単純化します。多機能の API セットを活用する
ことで、ネットワーク データ分析を合理化でき、ユーザの日々の運用をサポー
トします。
製品の概要
今日、企業はデータという海の中で溺れているような状態です。デジタル変革がネットワークに課す多様性、速度、ボリューム、および正確さ
におけるトレンドは、非常に効率的な IT 組織にとっても大きな課題となる場合があります。Cisco® ネットワーク データ プラットフォーム（NDP）
は、ネットワークで実際に発生している事象を正確かつ有用な仕方で表示することで、IT チームを強力に支援できます。NDP は従来のツー
ルとは異なり、単にデータを生成して一括転送するのではなく、データを収集してから適正に精査し、コンテキストを判断してプラットフォーム
に送信します。プラットフォームはネットワーク デバイスから必要なテレメトリを収集し、適切なコンテキスト情報を追加します。
この新しいアプローチは、各層で改善が図られた、さらにシンプルでモジュール度が高いプラットフォームを基に構築されています。その利
点として、帯域幅使用量の低減、効率的で関連性の高いデータ収集、およびデバイスからの収集内容に対する詳細な制御などが挙げられ
ます。これは、的を絞ったソフトウェア ソリューションをしばしば難航させるデータ問題を処理します。さらに、開発者がプラットフォームの分析
エンジンの能力をカスタマイズするために使用できる、組み込み API を備えています。
Cisco デジタル ネットワーク アーキテクチャ（Cisco DNA™）において、NDP は、次世代デジタル ネットワークを導入して管理するためのイネー
ブル層であり、Cisco DNA Center で利用できるアシュアランス タスクの基盤となります。この水平方向の統合は、ネットワーク トポロジの認
識、デバイス機能、および設定において、Cisco DNA 自動化とシームレスに連携します。
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機能と利点
機能

利点

コンテキスト化

● ネットワーク データを、ユーザまたはデバイスのコンテキスト（たとえば、位置情報、ピーク時間、事業部門、テクノロジー
タッチポイント、そのほかの関連するローカリゼーション）に応じて処理します。

関連付け

● トラブルシューティングを合理化します。さらに異種データ セットを関連付けて 2 次的な洞察を導き出すことで、ビジネス
の俊敏性、復元力、対応性を向上させます。
● コスト ポリシーおよび帯域利用率を使用して、ビジネスに不可欠な WAN リンク上のトラフィック輻輳をプリエンプション
処理したり、基準値を追跡して標準からの偏差や逸脱を識別したります。

傾向分析

● データ セットの履歴に示される偏差を比較しながら、履歴データを用いて将来のシナリオを推定したり予測したりします。

標準ベースの API

● 直観的なデータ アクセスや洞察により、必要なデータ セットのみを取得して、複数の層での開発をより迅速かつ簡単に
行うことができます。

ネットワーク エンジニアリングとデータ サイエン
スの統合

● コンテキスト解釈に、ネットワーク データ グラフと関係性の推測を利用します。

低遅延のネットワーク データ収集

● 分散データ処理により、洞察を加速します。
● 各ネットワーク セグメントでローカルに実行される集約および重複排除により、デバイスからプラットフォームへのデータ
転送は効率的かつ安全に行われます。

Cisco Application Policy Infrastructure
Controller Enterprise Module（APIC-EM）との
連携

● デバイスの属性に合わせて、ネイティブ APIC-EM インスタンスとシームレスに連携します。

Cisco DNA アシュアランスとの統合

● 認証、許可、およびアカウンティング（AAA）、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）、RF、およびローミング
などの接続エクスペリエンス用にクライアントをオンボーディングします。

● デバイス タイプ、トポロジ、機能、OS バージョンを収集します。
● テレメトリ収集を実現するための自動化に対応しています。

● 可用性、ヘルス、カバレッジ、キャパシティ、接続、およびスループットに関する広範なネットワーク メトリックにアクセスし
ます。
● IP サービス レベル契約（IP SLA）およびアプリケーション パフォーマンス管理（APM）を通して、タイプ、トラフィック、およ
びアプリケーション エクスペリエンスについてエンドユーザのアプリケーション統計を測定します。
● インライン モニタリングにより、最善のデータ解決および深層学習を実現します。

適切な情報を迅速に検出
テレメトリ指数は、スイッチ、ルータ、ワイヤレス アクセス ポイントとコントローラ、およびエンドポイントからテレメトリ データを収集するための
ネットワークの適性度を示す測定基準です。Cisco ネットワーク データ プラットフォームは、デバイスの機能を自動的に判断し、ユーザが単
一インターフェイスからテレメトリを実現できるようにします。それと同時にネットワーク トラフィック全体に対する影響も追跡します。テレメトリ
の関連付けは、先進的なビッグ データの手法を使用して実行され、ネットワークの主要なコンポーネント間の関係を作成します。
●

リアルタイム ストリーム処理は、ネットワークの過負荷や不要なノイズを生じさせることなく、デバイスから目的のテレメトリを直接収
集するメカニズムを提供します。

●

処理エンジン内の機械学習モジュールは、 アクティビティの基準としきい値を追跡し、ネットワーク パフォーマンス標準を確立して比
較できるようにします。

●

コンテキスト検索では自然言語を使用するので、ユーザはプラットフォームと直観的に対話して、検索している情報を適切なコンテキ
ストで検出できます。
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●

拡張性によりユーザは、ネイティブ インターフェイスを使用して、プラットフォームからの出力を利用したり、標準の公開 API を使用し
てデータを抽出したりできます。

シスコおよびパートナーのブランチ オフィス向けサービス
シスコと認定パートナーが提供するサービスは、分析によりネットワークを変革し、ビジネスの刷新および成長を加速させます。シスコは深く
幅広い専門知識により、個々のデバイスから Cisco DNA Center までの広範なテクノロジーを対象とした、堅固な分析ソリューションを構築し
ています。計画および設計サービスでは、テクノロジーとビジネス目標との整合性を図り、展開の正確性、速度、および効率性を向上させる
ことができます。テクニカル サービスは、運用効率の向上、費用の削減、およびリスクの緩和に貢献します。また最適化サービスは、パ
フォーマンスの向上に継続的に努めるとともに、お客様が新しいテクノロジーを使用して成功を収められるよう設計されています。詳細につ
いては、次のサイトを参照してください。http://www.cisco.com/jp/go/services/

Cisco Capital
目標の達成を支援するファイナンス
Cisco Capital® では、目標を達成し、競争力を維持するために必要なテクノロジーの取得を支援します。CapEx の削減をサポートし、成功を加
速させ、投資金額と ROI を最適化します。Cisco Capital ファイナンス プログラムは、お客様がハードウェア、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取得できるようにします。また、それらの購入を 1 つにまとめた計画的なお支払い方法をご用意してい
ます。Cisco Capital は 100 ヵ国以上でサービスを利用できます。Cisco Capital についての詳細はこちら をご覧ください。
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いま取り組むべきこと
効率的なネットワーク管理のための洞察
今日のデジタル変革の複雑さと早さからすると、ネットワーク運用、基幹業務、および重要な IT 意思決定でビジネス価値を推進するために、
ネットワーク テレメトリの活用を認識することは、これまで以上にますます重要になっています。詳しくは、DNA アナリティクスおよびアシュア
ランス にアクセスしてください。
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