
MIMICを使用することにより、製造業者は、各製品が異種環境に展開された時に正常に動作するように、IoTアプリケーションが様々な規模の
接続、トピック及び様々な種類のメッセージを処理できることを顧客に保証することができます。

・評価 - 予想される障害シナリオ及び成長シナリオを用いてアプリケーション
の適合性を評価、又は展開前に購入に適したものにすることが容易です。

MIMICは、IoTプラットフォーム、センサー、ブローカー及びアプリケーションのサプライヤが、仮想のスケーラブルなネットワーク環境において、
セキュリティ保護された接続を使用してブローカー、ロードバランサ及びクライアントのテスト、デモやPoC（ Proof-of-Concept：概念実証）を可
能にします。

・セールスデモ - セールス部門は、個々の顧客の環境に合わせてプレゼン
テーションを調整することができます。

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

Gambit Communications社（アメリカ）が開発した、
MIMIC MQTT（Message Queueing Telemetry Transport）シミュレータは

最大１００，０００のIoTセンサー及びデバイスを用いて仮想ラボを実現します！

・トレーニング環境- 現実的なトレーニングシナリオは、全ての考えられる
ケースを検証することができます。

・開発及びテスト - MQTT開発者は、製品を迅速に実装し、10０，０００のセ
ンサーに対するスケーラビリティを確実にテストすることができます。

・展示会 – マーケティング部門は、展示会においてパワフルな「ライブ」のデ
モンストレーションをセットアップすることができます。

アプリケーション例

・パブリッシャーからブローカーを介してサブスクライバーに移動
するメッセージのエンドツーエンド遅延(レイテンシ)を監視

IoT/MQTTを用いた試験環境

・様々なQoSレベルを用いてメッセージを送信

・様々なメッセージ長、異なる頻度又は悪意のある情報を用い
てメッセージを送信して、セキュリティをテストします。

・（試験環境での）保守や関連作業を不要にします

・障害のあるセンサーネットワークをシミュレートして、サブスクラ
イバーアプリケーションのロバストネス（耐性）を検証します。

・あらゆる接続の(ユーザ名/パスワードで)認証されたメッセージ
を含みます。

・TLSを使用するセキュリティ保護された接続を使用して、ブロー
カー、ロードバランサ及びクライアントに接続

・各パブリッシャーは、サブスクライバーになることもできます。

・各サブスクライバーは、ワイルドカードトピックを含む複数の一
意のトピックをサブスクライブすることができます。

・各パブリッシャーは、複数の一意のトピックをパブリッシュするこ
とができます。

・各々に独自のIPアドレス、ポート、クライアントID及び認証を

・最大１００，０００のパブリッシャー及びサブスクライバーをシミュ
レート

主な導入メリット

・ハードウェアを不要にすることで10～100倍のコスト削減が
可能です

・あらゆるベンダーのセンサーをシミュレーションします

・開始・休止の制御が自由に行えます

・信頼性のある試験環境の構築を可能にします

・最大規模のマルチベンダーラボ環境が構築可能です

・トレーニングラボ環境の構築を容易にし、トレーニングのシ
ナリオや方法の一様化を可能にします

・障害や問題の再現を含むシナリオの作成を高速化

特に、ラボ（研究・設計・開発・検証）予算を圧倒的に削減することが可能です！

Publishers

MQTTシミュレーション – 完全なIoTスマートシティ

ISO Std v3.1.1
MQTT v3/v5

“IoTプロジェクトの３０％はPoCの段階で失敗する”

Microsoft

“IoTプロジェクトの３/４は失敗している”

Cisco Systems

Broker

Subscribers

MIMIC Simulator

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp
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MIMICの機能

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

顧客（一部）

3） MIMICShell
MIMICコマンドラインインターフェース（CLI)によってシミュレータ機
能を制御することができます。

Gambit Communications社（アメリカ）について
1995年に設立され、1997年以来MIMIC Simulatorを
開発・製造し続けています。
その顧客は既にデバイス及びネットワーク機器やそ
れらの管理システムベンダーをはじめ、通信業者、
企業、教育組織に至るまで幅広い実績があります。

2） SNMPシミュレータ
MQTTシミュレーションをSNMPシミュレーションと組み合わせて、完
全なサーバ挙動シミュレーションを実現します。
MQTTサービスと併せてSNMPを使用し、サーバを管理することが
できます。

・100,000のデバイスをシミュレーション

コンポーネント

1） MQTTシミュレータ
100,000のMQTTv3/MQTTv5ベースのセンサー及びデバイスをシ
ミュレートします。
各センサー/デバイスは、個別に又はグループ単位で開始又は停
止することができます。開始されると、デバイスは、ネットワーク内の
どこからでも、任意のブローカー又はアプリケーションとの間の
MQTTリクエストの送信及び応答を開始します。

・ライブラリ – Config FilesとScripts

・マネジメント/ コンフュギレーション
MQTT, CoAP, IPv6, REST, Telnet/ SSH

・プラットフォーム
Linux, Windows, Cloud/ VMware

・スクリプティング
Java, C++, Tcl, Perl, Python, PHP

制御システムのシミュレーション（温度の変化とFANのON/OFF制御)

様々なトピックに関する何千ものメッセージを受信

MQTT
simulator

Copyright 2020 Cornet Solutions K.K
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・インダストリー4.0
・スマートファクトリー
・スマートシティ
・スマートアグリカルチャー

イベント駆動型アーキテクチャ
MIMICは、IoTアプリケーション、ミドルウェア、ブローカー、ロードバランサー、MQTTゲートウェイ及びクライアントが必要とする全てのプロト
コルをカバーすることによってエンドツーエンドのIoTテストを実施するように設計されたシミュレータのスイートです。

概要

MIMICを使用して、サプライヤは、異種環境にわたって展開されたときに正常に動作するように、アプリケーションが様々な規模の接続、トピッ
クや様々な種類のメッセージを処理できることを顧客に保証することができます。
センサーのスケーラビリティ、メッセージ及びトピックのボリュームを示す様々なベンチマークを作成することもできます。

開発及びテスト
IoTアプリケーション開発者は、製品を迅速に実装し、確実
にテストすること、特に数千のセンサーに対するスケーラビ
リティのテストを行うことができます。

展示会
マーケティング部門は、展示会においてパワフルな「ライブ」のデモンストレーションをセットアップすることができます。

MIMICは、センサー、デバイス及びアプリケーションのサプライヤが、仮想のスケーラブルなネットワーク環境において、セキュリティ保護され
た接続を使用して、アプリケーションを設計・開発・テストすることを可能にします。

アプリケーション例

・MIMIC IoTシミュレータを用いることで、スマートシティを作成することができます。
・数千のパブリッシャー及びサブスクライバーをシミュレートします。
・各々が独自のIPアドレス、ポート、クライアントID及び認証を有しています。
・各パブリッシャーは、複数の一意のトピックをパブリッシュすることができます。
・各サブスクライバーは、ワイルドカードトピックを含む複数の一意のトピックをサブスクライブすることができます。
・各パブリッシャーは、サブスクライバーになることもできます。
・TLSを使用するセキュリティ保護された接続を使用して、ブローカー、ロードバランサー及びクライアントに接続します。
・あらゆる接続の(ユーザ名/パスワードで)認証されたメッセージを含みます。
・様々なQoSレベルを用いてメッセージを送信します。
・様々なメッセージ長、異なる頻度又は悪意のある情報を用いてメッセージを送信して、セキュリティをテストします。
・必要に応じて接続(Connect)及び再接続(Re-Connect)を構成します。
・障害があるセンサーネットワークをシミュレートして、サブスクライバーアプリケーションのロバストネスを検証します。
・パブリッシャーからブローカーを介してサブスクライバーに移動するメッセージのエンドツーエンド遅延(レイテンシ)を監視します。

トレーニング環境
現実的なトレーニングシナリオは、全ての考えられるケースを検証することができます。トレーニング環境は、教室ベースではなく、持ち運び
可能なものとすることができます。

セールスデモ
セールス部門は、個々の顧客の環境に合わせてプレゼンテーションを調整することができます。

MIMIC IoTシミュレータは、何千もの管理可能なIoTセンサー、ゲートウェイ及びその他の被接続デバイスを用いて現実的なテストラボを作
成して、以下に関連するIoT環境をシミュレートします。

MIMICは、迅速なプロトタイプ作成、多数のシナリオの負荷/機能テストによって、大規模なIoTアプリケーションの展開に関連するリスクを
軽減するように特別に設計されています。

POC(概念実証)
センサー及びデバイスの様々な異種環境を作成することに
よって、予想される障害シナリオ及び成長シナリオを用いて
アプリケーションの適合性を評価すること、又は展開前に概
念実証を行うことが容易です。

MIMIC® IoTシミュレータ
MQTT、CoAP、Modbus、HTTP、HTTPS、REST

Publishers
IoT シミュレータの最も一般的な用途:

Broker

Subscribers

MIMIC Simulator

●

●

●

●

●

●
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MIMIC シミュレータスイート
デバイス及びトポロジーを用いてテストラボを作成したい場合、MIMICシミュレータスイートにより、SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3、NetFlow、
sFlow、IPMI、Cisco IOS、Juniper JUNOS、Telnet/SSHベースのデバイスを作成することができます。

2） HTTP/REST シミュレータ
HTTP/HTTPS/RESTを使用してセンサー及びデバイスと通信します。
開始されると、デバイスは、ネットワーク内のどこからでも、任意のアプリケーションに対するRESTリクエストに応答し始めます。

3） CoAP シミュレータ
1つまたは複数のクライアントによって管理されるべき数千のCoAPデバイス(サーバ)をシミュレートします。

コンポーネント

5） MIMICShell 
GUIに加えて、MIMICコマンドラインインターフェースを使用して全てのアクティビティを制御します。
サポート対象プラットフォーム: Windows®、Linux及びAmazon Cloud

4） Modbus シミュレータ
TCPを介してModbusマスターと通信する多数のシミュレートされたModbusスレーブデバイスを作成します。
各スレーブは、独自のIPアドレスを有し、マスターからのリクエストに応答します。

ラボ内で100,000台ものデバイスをシミュレートすることができます。MIMICシミュレータスイートには、プロダクションネットワークをレコードし、そのプロダクショ
ンネットワークをテストラボ内で複製するMIMICレコーダが含まれています。

１）MQTT シミュレータ
MIMICは、100,000台のMQTTv3.1又はMQTTv3.1.1ベースのセンサーやデバイスをシミュレートすることができます。
各デバイスは、独自のIPアドレス、ポート及びバージョンを有しており、個別に又はグループ単位で開始又は停止することができます。
開始されると、デバイスは、ネットワーク内の何処からでも、任意のブローカー又はアプリケーションとの間のMQTTリクエストの送信及び応答
を開始します。

・100,000のデバイスをシミュレーション

・ライブラリ
Config FilesとScripts

・マネジメント/ コンフュギレーション
MQTT, CoAP, IPv6, REST, Telnet/ SSH

・プラットフォーム
Linux, Windows, Cloud/ VMware

・スクリプティング
Java, C++, Tcl, Perl, Python, PHP

MQTT
simulator

顧客（一部）

Gambit Communications社（アメリカ）について
1995年に設立され、1997年以来MIMIC Simulatorを
開発・製造し続けています。
その顧客は既にデバイス及びネットワーク機器やそ
れらの管理システムベンダーをはじめ、通信業者、
企業、教育組織に至るまで幅広い実績があります。

●

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp



事実上の「業界標準」管理プロトコルとしてのSNMPの出現以来、
エンタープライズ管理ツールは機能において長足の進歩を遂げ
てきました。
しかし、製品の複雑性とスケーラビリティは、中規模及び大規模
なエンタープライズNMS環境におけるこれらの製品の有効利用
に対する重大な障壁であり続けています。
何故でしょうか?

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

R&D、顧客サポート、トレーニング、又はデモ目的に関わらず、全てのネットワーク管理ツールに対して、MIMICはネットワークになります。

MIMIC®

エンドユーザには、NMSの機能をきちんと学習する時間
がない。
NMSツールを学習、テスト、及び利用するのに必要なト
レーニング施設の不足。
管理アプリケーションメーカーは、自社のソフトウェアを制
限する独自のMIBにアクセスするのに難航している。
複雑なマルチベンダネットワークトポロジーは、トレーニン
グ及びテストに法外なコストがかかる。
問題の再現及び解決のためのサポートラボにおけるハー
ドウェアの不足。

SNMPベースのネットワークシミュレーションツールのソフトウェア
専用スイートであるMIMIC SNMPエージェントシミュレータは、
NMS展開における上記の制限を克服するように設計されました。

MIMICは、管理ベンダ及びネットワークマネージャなどが直面する困難な開発/サポート/トレーニング問題の多くを解決します。

MIMICは、1台のPC又はワークステーション上に完全な「仮想」マルチベンダネットワーク環境を作成して、複雑なハードウェアセットアップ
を削減します。

MIMICは、ネットワーク管理ツールを容易に、安全且つ効果的に教育し、デモンストレーションし、又はテストすることができる、制御された
「ラボ」環境を提供します。

エンタープライズネットワークのSNMPベースのシミュレーション

Gambit Communications

1/4

●

●

●

●

●

●

●

●

仮想ラボ: 
MIMICは、LAN/WAN上の全てのタイプの

管理対象デバイス（最大10万）をシミュレートします。

LAN/WAN上で複数のデバイスを管理する
ネットワーク管理システム(NMS)の一般的なシナリオ。

管理対象デバイス

NMS
(管理ドメイン)

NMS
(管理ドメイン)

Copyright 2020 Cornet Solutions K.K.

プラットフォーム
MIMICは、Windows、Solaris及びLinuxの各オペレーティング
環境をサポートします。最新のシステム要件につきましては
お問合せください。

管理対象デバイス

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp



MIMICのメリット

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

・ユーザに影響を与えず性能試験！
MIMICを用いれば、ネットワークマネージャは、「仮想」エンタープライズネットワーク全体を容易に管理・構成し、エンドユーザに影響を及
ぼすことなしに、安全に複雑なネットワーク管理製品の性能を試すことができます。オフザシェルフ製品は、サイト固有のポリシーに合わせ
てカスタマイズすることができます。

・投資効果（ROI)の向上！
MIMICは、ハードウェアの購入及び管理に比べてはるかに低い手間とコストで、より現実的で説得力のあるネットワーク管理製品のデモ
を可能にします。

・顧客サポートコストの削減！
MIMICは、開発からQA、顧客サポートまでのライフサイクル全体を通じて、より優れた製品品質を可能にします。
これは、顧客サポート宛ての電話の減少及びより迅速な顧客サービスにつながります。更に、顧客サポート作業のかなりの部分は、ベンダ
のラボで顧客の問題を再現することに費やされます。MIMICは、ベンダの施設における再現のために正確な顧客の構成を容易にキャプ
チャし、問題の切り分け及び診断を迅速化します。

・製品化までの時間を短縮！
開発段階の間のデバイスプロトタイプのシミュレーションは、並行開発を容易にし、製品化までの時間を早めます。

・ネットワーク管理スタッフの生産性向上に！
MIMICは、より完全で効果的なトレーニングを通じて、SNMPベースの管理のより良い理解を可能にします。

・カスタムシミュレーション
直感的なグラフィカルインターフェース、又は柔軟なスクリプト言語により、仮想ネットワーク環境を完全制御します。
単一のデバイス、又はグループ全体のステータス、到着率、及び利用率などの変数値を変更します。MIB構造自体を拡張して、全く新しい
「デバイス」のプロトタイプを作成することもできます。

・リアルタイムの監視及び管理
・新しいデバイス又はネットワークセグメント全体を単体又はグループで、すぐにインスタンス化します。
・SNMP変数の変更、デバイスの開始/停止、又はトラップの生成を行うネットワーク「シナリオ」をスケジュールします。
・複数のネットワーク管理ツールは、それぞれが独自のシミュレートされたネットワークビューを有する、同じMIMICがシミュレートした複数の
デバイスをクエリすることができます。

・より信頼性の高いネットワーク管理製品に！
MIMICは、エンタープライズネットワークの複雑性及び範囲をシミュレートし、製品リリース前のより迅速でより完全な品質保証(QA)テストを
可能にします。MIMICのシミュレーションは、形式化されたリグレッションテストを可能にします。

・ネットワーク構成の「キャプチャ及びプレイバック」
実際のネットワーク構成を容易に再現します。MIMICレコーダを使用して、デバイスMIBのスナップショットを撮ります。その後、ラボ内でそ
れを即座に「リプレイ」します。又は、SNMP変数に対する制御された調整を行って、問題を再現するか構成の変化をテストします。
MIMICを用いれば、ラボで実ネットワークを再現することができます。

MIMICの機能

2/4

MIMICデバイスライブラリ
シミュレートする準備がで
きたデバイスを様々なメー
カーから選択します。
MIBを追加/削除すること
によって、シミュレーション
をカスタマイズします。

Copyright 2020 Cornet Solutions K.K.
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拡張性のあるMIB
MIMICの広範なMIBライブラリは、全ての
大手データネットワーク機器ベンダを標準
でサポートします。
加えて、MIMICコンパイラは、新規及びカ
スタムのMIBを容易にインポートして、任意
のSNMP互換デバイス管理エージェントの
完全なシミュレーションを提供します。

スケーラビリティ
MIMICは、1台のサーバ上で最大1万の
エージェントをサポートするので、大規模な
エンタープライズネットワークのシミュレー
ションを可能にします。
勿論、複数のMIMICサーバで、無制限の
スケーラビリティを提供することができます。

使い易さ
MIMICは、グラフィカルユーザインター
フェース(GUI)とスクリプトの両方を提供しま
す。
GUI内の幾つかのアプリケーションウィザー
ドはシミュレーションの初期セットアップを
容易にし、スクリプトはリグレッションテスト
及びデモを自動化します。

MIBブラウザ
MIBツリーをトラバースするこ
とによって、任意のMIBのパ
ブリック変数又はプライベート
変数を取得又は設定します。

オブジェクトタイプ、アクセス
モード及び値範囲の特定が
容易になります。

MIMICViewエクスプローラ
それぞれが独自のデバイス
タイプ、IPアドレス、ポート及
びコミュニティを有するエー
ジェントを個別に,又はグ
ループで容易に構成します。
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・柔軟なトレーニング環境を提供
インストラクターは、より効果的なネットワーク管理トレーニングを提供します。
MIMICは、持ち運び可能なエンタープライズネットワークであり、生徒が日常的な/予測外の
ネットワーク管理シナリオを調査することを可能にします。

・より徹底した製品評価とテストの自動化
エンドユーザは、購入前に新しい管理製品を容易に且つ徹底的に評価し、購入後にその
管理製品をカスタマイズすることができます。MIMICのスクリプトは、仮想MIMIC環境におい
てネットワーク条件をシミュレートすることによって、テストを自動化します。

・仮想「テストネットワーク」環境
開発者は、QAテストケースのシミュレートや、顧客環境を再現することができます。
MIMICは、大規模で複雑なマルチベンダネットワーク環境をシミュレートすることによって、製
品の信頼性を高めるので、より優れた製品品質及びより迅速に対応する顧客サービスを保
証します。

・持ち運び可能： 製品のデモンストレーションや展示会に
マーケティング及び販売の担当者は、ネットワーク管理製品機能を容易に、確実に且つ効
果的にデモンストレーション可能です。デモのセットアップを簡略化し、携帯性を高め、売上
原価を削減します。

MIMICの主な使用例●

Copyright 2020 Cornet Solutions K.K.

最大100,000のSNMPデバイス
MIMIC SNMPシミュレーターは、1つのサーバー上で最大100,000のSNMP管
理可能デバイスのネットワークを作成します。 SNMP管理アプリケーションを使
用して、様々なデバイス構成を実行するために、任意の数のパブリック、又は
プライベートMIBでSNMPベースのデバイスをシミュレートできます。

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp
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・MIMICシミュレータ
MIMIC SNMPエージェントシミュレータにより、1台のIntelベースのPC又はSun Sparc上でエンタープライズネットワーク全体をシミュレートす
ることができます。あらゆるSNMPベースのデバイスをサポートしているので、管理アプリケーションを用いて様々なデバイス構成を動作させ
ることができます。

・MIMICデバイスライブラリ
MIMICは、大手ネットワーク企業のシミュ
レートされたデバイス、ネットワーク及び事前
にコンパイルされたMIBの大型ライブラリを
標準装備しています。

MIMIC製品スイートの3つのコンポーネント（シミュレータ、レコーダ、コンパイラ）が連携して、1台のPC上で完全なSNMPベースの
ネットワークシミュレーション機能を提供します。
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* Gambit Communications, Inc.について
1995年に設立されたGambit Communications 
(アメリカ、ニューハンプシャー州）は、ネット
ワーク管理開発者及びエンタープライズユー
ザのコストを抑えながら生産性を高めるSNMP
ベースのネットワーク管理ツールを提供するこ
とを専門にしています。
*MIMICはGambit Communications, Inc.の商標です。
全ての他の商標又はサービスマークはそれぞれの所有者
に帰属します。

・構成は、個別に/全体的に完全にランタイムカスタマイズ可能です。
MIMICは、構成されたIPアドレスの内の何れかでSNMP v1、v2及びv3のクエリに応答するので、ネットワーク管理アプリケーションが実際の
デバイスに話しかけているかのように見えます。任意の数のターゲットデバイスを並行してレコードしたり、デバイスMIBオブジェクトの任意の
サブセットをレコードすることができます。例えば、問題調査がMIBの一部分に重点を置いている場合、関連するMIBサブツリーのスナップ
ショットを撮ることができます。
レコーディングは、後で編集/注釈付けするためのフォーマットで保存し、電子メール経由でやり取りすることができ、ソースコードを制御する
ことができます。

MIMIC製品スイート

・MIMICコンパイラ
MIMICコンパイラにより、ユーザは、任意のSMI準拠MIBをインポートし、定義されたデバイスのセットを拡張して、独自の機器をサポートする
ことができます。ベンダはMIMICコンパイラを使用して、プロトタイプ開発段階の新しいデバイスの定義をインポートします。
直感的なグラフィカルインターフェース、又はパワフルで柔軟なスクリプト言語により、ユーザは、MIMICライブラリ内の任意のデバイスを更に
カスタマイズして、独自のネットワーク挙動をシミュレートすることができます。

・MIMICレコーダ
MIMICレコーダにより、実際の動作時のデバイスMIBの「スナップショット」をキャプチャすることによって、ネットワーク上の実際のデバイスの
挙動を自動的にシミュレートすることができます。その後、SNMPエージェントシミュレータによってスナップショットを容易にリプレイして、ユー
ザの手間を最小限にしてネットワーク全体をシミュレートすることができます。

・MIMICウィザード
MIMICウィザードは、巨大なネットワークのコンパイル、レコード及びシミュレーションを行うためのユーザフレンドリーな方法を提供します。
MIBウィザードは新しいMIBをインポートすることを可能にし、ディスカバリウィザードは大規模なネットワークをレコードし、シミュレーションウィ
ザードは開発中のデバイスのシミュレーションを作成するのを支援し、トポロジーウィザードは様々なネットワークトポロジーをカスタマイズし、
スクリプトジェネレータはGUIにおけるアクションに基づいてスクリプトを生成します。
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顧客（一部）

MIMICアーキテクチャー

MQTT
simulator



MIMICウェブシミュレータ

MIMICウェブシミュレータは、シミュレートされた数百台のウェブ
サーバを用いて仮想ラボを作成します。

・プロトコル – HTTP、HTTPS及びHTTP Redirectに加えてSOAP、REST、XML及びWSDL

MIMICシミュレータは、ウェブベース及びSNMPベースの監視及び構成を統合します。
MIMICシミュレータにより、開発者は現実世界の統合されたテストを仮想のスケーラブルなネットワーク環境において実施することができま
す。異種環境にわたって展開された時にアプリケーションが正常に動作することを顧客に保証することができます。

・展示会 - マーケティング部門は、展示会においてパワフルな「ライブ」のデモンストレーションをセットアップすることができます。
セールスデモ - セールス部門は、個々の顧客の環境に合わせてプレゼンテーションを調整することができます。

・仮想マシン(VMWare、Oracle VirtualBox、RHEVなど)

アプリケーション

・ネットワークインフラ

ウェブシミュレーション

・シミュレーションのカスタマイズ – 何のカスタマイズも行わずに使用を開始するか、任意の/全てのトランザクションを完全にカスタ
マイズします。

MIMICとCisco Prime Collaboration

・統合された通信環境

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp

●

●
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サポート対象プラットフォーム
Linux

・開発及びテスト - ウェブアプリケーション開発者は、製品を迅速に実装し、確実にテストすることができます。

・評価 - 企業は、予想される障害シナリオ及び成長シナリオを用いてアプリケーションの適合性を評価すること、又は展開前に購入に適
したものにすることができます。

・トレーニング環境 - 現実的なトレーニングシナリオは、全ての考えられるケースを検証することができます。トレーニング環境は、教室
ベースではなく、持ち運び可能なものとする ことができます。

コンポーネント

1. シミュレータ: 
数千台のサーバをシミュレートします。各サーバは、個別に又はグループで開始/停止することができ、独自のIPアドレス及び構成を有して
います。開始すると、各サーバは、ネットワーク内のどこからでもアプリケーションのウェブクエリに応答し始めます。

2. ウェブウィザード: 
ウェブサーバのあらゆる側面をレコードすることができます。ウェブクライアントとサーバとの間のセッションをキャプチャします。
その後、レコーディングをシミュレーションに変換します。

3. WSDLコンパイラ:
シミュレーションと共に含めるWSDLファイルをコンパイルします。

4. SNMPシミュレータ: 
ウェブシミュレーションをSNMPシミュレーションと組み合わせて、完全なサーバ挙動シミュレーションを行います。
ウェブサービスと共にSNMPを使用してサーバを管理することができます。

5. MIMICShell: 
シミュレータ機能は、MIMICコマンドラインインターフェースによって制御することができます。

MIMICウェブシミュレータにより、ウェブクライアント、管理/監視製
品を容易に開発・テストすることができます。

●

仮想のスケーラブルな環境を有することで、アプリケーションをテストす
る様々なシナリオを試行して、異種環境にわたって展開された時にウェ
ブサービスが正常に動作することを顧客に保証することができます。
特に、ラボ予算を大幅に削減することができます。

●

●



MIMIC NetFlowシミュレータは、様々なフローを生成し、アプリケーションを完全にテストすることを可能にします。生成されたフローセットを
完全に制御できるので、グラフ作成アプリケーションが値を正確に表示しており、コレクターが精密に生成されたフローセットを正確に収集し
ていることを容易に検証することができます。

Flow Simulation フローシミュレーション:

概要

•トラフィック生成
ボトルネック及び帯域幅ホグ(大食い)と共に、シミュレートされたネットワークトラフィックの包括的なビューを作成します。

•開発及びテスト: 
NetFlow管理アプリケーション開発者は、製品を迅
速に実装し、確実にテストすることができます。

•構成
シミュレートされたNetFlowデバイスを構成して、表したいネットワークの機能(ネットワークがどのように、誰によって、どのような目的で使用さ
れるか)を厳密に作成します。

•セールスデモ: セールス部門は、個々の顧客の
環境に合わせてプレゼンテーションを調整するこ
とができます。

•展示会: 
マーケティング部門は、展示会においてパワフルな
「ライブ」のデモンストレーションをセットアップするこ
とができます。

無償トライアルをダウンロードして、どのようにMIMIC NetFlowシミュレータがCisco® NetFlow、Juniper® J-Flow、IPFIX、NBAR、NBAR2及び

Cisco Flexible NetFlowデータに基づくデバイスで一杯のラボを作成して、Flow監視、管理及び解析アプリケーションを完全に評価・テスト
するかを理解しましょう。

•相関
指定されたポート、送信元/宛先IP及びプロトコルから到着するトラフィックの相関をテストします。

•評価: 
企業は、予想される障害シナリオ及び成長シナリオ
を用いてアプリケーションの適合性を比較・評価す
ること、又は展開前に購入に適したものにすること
ができます。

MIMIC® NetFlow Simulator

NetFlowシミュレータの最も一般的な用途:

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp

●
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•トレーニング環境:
現実的なトレーニングシナリオは、全ての考えられ
るケースを検証することができます。トレーニング
環境は、教室ベースではなく、持ち運び可能なも
のとすることができます。

•シミュレーションのカスタマイズ
何のカスタマイズも行わずに使用を開始するか、任意の/全てのフローレコード値を完全にカスタマイズします。

•フロー変更
特定のルールに従って値の変更が検出されることを証明します。

•複数の宛先
フローを多数のコレクターに一度に送信します。

•SNMPからNetFlowへ
デバイスのSNMP値を変更し、Flowアプリケーションにおいてその結果をレポートします。

•NetFlowからSNMPへ
デバイスのFlow値を変更し、SNMPベースアプリケーションにおいてその結果をレポートします。

NetFlow及びSNMPをサポートする業界初の統合シミュレーションツールであるMIMIC NetFlowシミュレータにより、開発者は現実的な統合
デバイスシミュレーションを実行することができます。
MIMICは、NetFlow対応ネットワーキングデバイスをシミュレートします。MIMICにより、NetFlowデバイス及びアプリケーションのサプライヤ
は、仮想のスケーラブルなネットワーク環境において製品を設計・開発・テストして、アプリケーションが異種環境にわたって展開されたとき
に正常に動作することを顧客に保証することができます。

サポート対象プラットフォーム:
Windows®、Solaris、Linux及びAmazon Cloud

https://www.gambitcomm.com/site/netflowsimulator-application.php

