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はじめに 
米国政府によるサービスとしての（As-a-Service：aaS）消費モデルの利用の増加に伴い、 
クラウドテクノロジーの導入が加速を続けています。政府や自治体は、民間の組織と同じよう
な理由でクラウドを利用しています。 

• クラウドスマートで提唱されているテクノロジーとアーキテクチャは、政府機関に次の可
能性をもたらします。 

• 機関のミッションをより俊敏に達成する 

• 技術的負債に対処するとともに、進行中の民間のイノベーションを利用する 

• IT の取り組みと投資を統合して IT の価値を高め、ミッション達成に効果をもたらす必要
な機能を提供する 

• 増大するデータを処理および分析し、データ主導型の政策とデータ運用をサポートする  

クラウドアプリケーションを利用する際の成功と生産性を測定する最も重要な基準は、ユーザ
エクスペリエンスです。ビジネスや企業使命に対するクラウドの価値を実現する上で障害に直
面している IT 部門は 30% に上りますが、さらに多くの IT 部門は、クラウドで優れたユーザエ
クスペリエンスの提供に苦心しています。この傾向は必然とも言えるでしょう。今や政府機関
のネットワークは、組織とミッションの成功にとってかつてないほど重要になっています。つ
まり、クラウドに常駐するアプリケーションを使用するユーザも含めて、全ユーザに卓越した
総合的なエクスペリエンスを提供することが不可欠なのです。 

また政府機関のネットワークは、増え続ける高度に分散化されたアプリケーションもサポート
する必要があります。それらのアプリケーションは、データセンターおよびクラウド全体の仮
想マシン（VM）、コンテナ、ベアメタルハードウェアにわたってプロビジョニングされます。
アプリケーション、Internet of Things（IoT）センサー、人工知能/機械学習（AI / ML）エンジ
ンは高度に分散化されたデータを生成し、そのデータはクラウド、オンプレミス、そしてエッ
ジでも処理する必要があります。つまり、基本的に政府機関のミッションのニーズを満たす必
要のあるあらゆる場所です。そのため政府機関は、ユーザへの最適なサービスの提供と、組織
のアプリケーション合理化の推進のために、マルチクラウド導入モデル（プライベート、パブ
リック、コミュニティ、ハイブリッド）を活用しています。 

連邦政府機関によるクラウドベース ソリューションの速やかな導入とその成功を支援するため
に、クラウドスマートプログラムが策定されました。クラウドスマートの実用的な実装戦略は、
クラウド導入成功の 3 つの柱（セキュリティ、調達、ワークフォース）を中心とする実用的なガ
イダンスを政府機関に提供することを目的としています。これらの要素は、連邦政府の IT 最新
化を推進する総合的なアプローチを実現しています。 
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クラウドスマート導入成功のための重要な前提条件は、クラウドやその他の革新的なテクノロ
ジー（IoT、AI / ML、ビッグデータを含む）によって推進されるアーキテクチャの移行をサポー
トするネットワークの準備が整っていることです。2019 年 6 月 24 日に発行された『連邦クラ
ウドコンピューティング戦略（Federal Cloud Computing Strategy）』には、「政府機関は納税
者の資源の良き管理人を務める一方で、各機関の要件を評価し、ミッションの目標達成に最適な
環境とソリューションをクラウドその他に求める必要がある」と記載されています。これはクラ
ウド対応ネットワークが、政府機関のワークロード、アプリケーション、データの所在を問わ
ず、アクセスを効果的に提供しなければならないことを意味します。 

統合されたクロスドメインのクラウド対応ネットワークは、政府機関のキャンパス、ワイドエ
リアネットワーク、データセンター全体にわたるゼロトラストアクセスの実現に役立ちます。
将来に向けて踏み出そうとしている連邦政府機関は、「運用中のネットワークはクラウド対応
か」という重要な疑問に直面しています。 

 
 

アーキテクチャ要件の変化 
今日のネットワーク要件には根本的な変化が生じています。高度に一元化されたリソースに 
アクセスする従来のモデルに加え、分散型アーキテクチャのニーズも高まっているためです。
この変化は、次の 2 つの重要な要素によって推進されています。 

1. クラウド ソリューション プロバイダー（CSP）がホストする IaaS、PaaS、SaaS、 
およびその他のサービスを、パブリッククラウドとコミュニティクラウドで消費する 
集中型クラウド コンピューティング モデル（図 1） 

図 1：集中型クラウド コンピューティング モデル 
 

 
 

2. エッジデバイスと分散型アーキテクチャの急速な成長により、データをローカルで処理
したり、他のエッジデバイスと通信してリソースを共有することが可能に（図 2）。 
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図 2：エッジデバイス 
 

 
エッジデバイスと、それをサポートする分散型アーキテクチャの急増によって、分散型アーキ
テクチャがクラウドの主要な構成要素（コンピューティング、ストレージ、ネットワーキン
グ）をよりエッジに近づけるようになりました。遅延と帯域幅の制約がある状況では、政府機
関はエッジコンピューティングを活用できます。場合によっては、エッジ コンピューティング 
モデル（リアルタイムのデータ処理用）と集中型クラウド コンピューティング モデル（大量処
理用）を併用できます。 

たとえば、ML モデルをパブリッククラウドでトレーニングした後でエッジに展開することで、
ほぼリアルタイムの予測が可能になります。また、オンプレミスのプライベートクラウドモデ
ルまたはハイブリッドクラウド展開モデルを活用して、エッジでクラウドのコア機能を利用す
ることもできます（図 3）。 

図 3：分散型アーキテクチャ 
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連邦政府機関がクラウドへの移行を促進しつつリスクを
軽減するには、プライベート、コミュニティ、パブリッ
ク、ハイブリッドの各クラウドを含む、集中管理型クラ
ウドおよび分散型アーキテクチャの両方をサポートする
クラウド対応ネットワークが必要になります。 

このクラウド対応ネットワークは、政府機関の既存の
キャンパス、ローカルエリアネットワーク（LAN）、ワイドエリアネットワーク（WAN）、
データセンターの全体で、ブロードバンド環境や 4G/5G 環境を経て確実にクラウドにアクセ
スできるようにする必要があります。 

 
 

 クラウドサービスへの最適化された接続の保護  
従来のハブアンドスポーク ネットワーク アーキテクチャは、集中管理された「非武装地帯
（DMZ）」とデータセンターでホストされるアプリケーションとサービスをサポートするよう
に設計されています。このレイアウトでは、DMZ を介したインターネットトラフィックの
バックホール接続が必要なため、エンドユーザとアプリケーション間の距離を長くする非効率
的なトラフィックルートが生まれます。ほとんどの政府機関は現在でもこのアプローチに依存
し、信頼できる中央の接続ポイントを通じてオフプレミスの IaaS、PaaS、SaaS サービス宛
てのトラフィックをバックホール接続しています。 

しかし現在の環境では、データとデバイスがかつてないほど増加しているため、ハブアンドス
ポーク ネットワークは限界を迎えています。従来のネットワーク設計では、インターネットト
ラフィックのエッジからクラウドへの移動をサポートすることが難しくなり、ネットワークが
ほぼ対応不可能になっています（図 4）。 

図 4：ハブアンドスポーク ネットワーク アーキテクチャ 
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今日の政府機関のブランチオフィスユーザは、Webex、Office 365、その他のクラウドサービ
スを含む SaaS アプリケーションを使用して、オンラインでより頻繁にコラボレーションして
います。ブランチベースのエンドユーザは、帯域幅を大量に消費するクラウドホスト型アプリ
ケーションも使用しています。このシナリオでは、IaaS、PaaS、SaaS のパフォーマンスの課
題に対処するために、一般に次の 2 つのアプローチを使用します。 

1. インターネットへの出口を分散化および複数展開 

2. ブランチサイトからの高帯域幅の接続を直接提供 

しかし、柔軟性に欠ける従来の WAN テクノロジーのセキュリティ、複雑さ、およびコストを
考えると、このソリューションの大規模な実装は現実的ではありません。 

ルーティング、セキュリティ、一元化されたポリシー、およびオーケストレーションを統合す
るアーキテクチャを提供する Software-Defined Wide-Area Network（SD-WAN）を使用する
ことで、政府支給の機器を利用する政府機関のブランチオフィスとリモートユーザは、イン
ターネット トランスポート サービス（MPLS、セルラー、またはブロードバンド）の任意の組
み合わせを活用してアプリケーションに安全に接続できます。 

SD-WAN テクノロジーがクラウドホスト型アプリケーションに関連する帯域幅とパフォーマ
ンスの問題に対処するため、政府機関は安全な拠点をどこにでも拡大できます（図 5）。 

図 5：クラウドホスト型アプリケーション 
 

 
 

SD-WAN は政府機関に次のような利点を提供します。 

• 予測可能なアプリケーション エクスペリエンス。サービスレベル契約（SLA）ポリシー
に基づくリアルタイムステアリングを備えた複数のハイブリッドリンクを使用 

• ゼロトラストのネットワークセキュリティとセグメンテーション 
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• エンタープライズ ファイアウォール、侵入防御、高度なマルウェア防御、DNS レイヤ適

用、URL フィルタリング、およびウイルス対策で構成される統合型セキュリティ 

• シームレスなパブリッククラウドの拡張と SaaS の最適化 

• 集中型管理、ゼロタッチプロビジョニング、高度な自動化 

• 可視性、トラブルシューティング、計画のための詳細な分析 

• 10,000 以上の場所に拡張できる高度にスケーラブルなソリューション 

SD-WAN を使用することで、政府機関はスケーラブルでキャリアニュートラルな WAN インフ
ラストラクチャを構築し、同時に WAN のトランスポートコストとネットワーク運用コストを
削減できます。このテクノロジーは、クラウドホスト型アプリケーションの予測可能なエンド
ユーザ エクスペリエンスを保証し、シンプルな運用エクスペリエンス、統合型セキュリティ、
豊富な分析機能を提供するシームレスなマルチクラウド アーキテクチャをサポートします。 

 
 

SD-WAN による SaaS パフォーマンスの向上 
エンドユーザ エクスペリエンスの低下は、政府機関が SaaS を導入する際の大きな問題の 1 
つです。この問題は、インターネットゲートウェイで多くの動的な変化が発生すると SaaS の
パフォーマンスが不安定になることに起因します。SD-WAN はこれらの問題を解決し、すべ
ての政府機関のブランチに最適な SaaS ユーザエクスペリエンスを提供します。SD-WAN は
インターネットへの出口ポイントを複数作成し、帯域幅と遅延の問題をリアルタイムで動的に
回避するためです。 

また SD-WAN ファブリックが、ブランチからのすべての許容パスを通過する指定の SaaS  
アプリケーションのパフォーマンスも継続的に測定します。SD-WAN ファブリックにより、
パスごとに Quality of Experience（QoE）スコアが計算されるため、ネットワーク管理者はア
プリケーションのパフォーマンスを把握できます。また SD-WAN テクノロジーは、リモート
ブランチのエンドユーザとクラウドの SaaS アプリケーション間の最適なパスもリアルタイム
で決定します。 

可用性の強化とエンドユーザ エクスペリエンスの向上を目指す上で、政府機関はミッションの
ニーズとセキュリティ要件に基づいて、この機能をさまざまな方法で柔軟に導入できます。 

 
オプション 1：リモートブランチからのダイレクトクラウドアクセス 

リモートサイトで単一または複数の安価なブロードバンド インターネット回線を使用している
政府機関は、指定の SaaS に向けた一部のトラフィックをインターネットに直接送り出すブレ
イクアウトを利用できます。指定の SaaS 宛ての信頼性の高い重要なトラフィックのみがセ
キュアなローカルブレイクアウト接続を許可され、他のすべてのインターネット向けトラ
フィックは通常のパスを通過します。 
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たとえば、Exchange Online や SharePoint Online などの最もパフォーマンス要件が厳しく、
かつ信頼できる Office 365 アプリケーションにはローカルおよび直接インターネット接続を
利用し、顧客ネットワークの外の残りのユーザネットワーク通信は顧客のデータセンター経由
でルーティングさせるポリシーを指定できます（図 6）。 

 
図 6：リモートブランチからのダイレクトクラウドアクセス 

 

 
 

オプション 2：最適な地域ハブまたはキャリアニュートラルな設備を介したクラウド
アクセス 

SaaS で地域ハブ出力アーキテクチャの利用を希望する政府機関は、SD-WAN により、 
利用可能な地域ハブインフラストラクチャを介して最良のパスを確保できます。たとえば、
SD-WAN 機能を利用して、機関の Office 365 アプリケーション トラフィックに最適な地域
ゲートウェイを動的に選択することができます（図 7）。 

図 7：地域ハブインフラストラクチャ 
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オプション 3：Secure Web Gateway を介したローカル インターネット アクセス 

政府機関は、安価なブロードバンド インターネット回線を使用してリモートブランチを  
SD-WAN ファブリックに接続し、ユーザが接続しているサービスの種類に応じて差別化され
たセキュリティポリシーを適用できます。状況によっては、Secure Web Gateway（SWG） 
やクラウド アクセス セキュリティ ブローカ（CASB）にすべてのブランチトラフィックを 
送信するのではなく、的を絞って IT セキュリティポリシーを適用し、通常のトラフィックは 
SWG を通じてルーティングしながら、承認された一部の SaaS アプリケーションに対しては
最適なパフォーマンスの直接接続を許可する必要があります。 

たとえば、SD-WAN の機能を活用して複数のインターネット サービス プロバイダー（ISP）
から最適なパスを動的に選択できます。この機能は、直接の通信が許可されている Office 365 
アプリケーションや、SWG の連邦機関ごとのポリシーを通じてルーティング可能なアプリ
ケーションに対して使用できます（図 8）。 

図 8：Secure Web Gateway を介したローカル インターネット アクセス 
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連邦政府主導の TIC（Trusted Internet Connection）での 
SD-WAN の活用  

 
SD-WAN はアプリケーションに基づいてインテリジェントにパスを選択できますが、さらに重要
なのことは、WAN 内の特定のパスにおけるアプリケーションのパフォーマンスに基づいてパス
を選択できることです。政府機関がパブリッククラウド環境でより多くのアプリケーションを 
ホストし、より多くの SaaS を消費するようになったことで、TIC、つまり信頼できるインター
ネット接続に関する一層の複雑さに直面しています。 

行政予算管理局（OMB）は、個々のネットワーク接続、特にインターネットへの接続またはイン
ターネット経由の接続の保護を目的とする標準化と最適化を義務付けています。SaaS アプリ
ケーションを使用する機関は、連邦政府機関の境界を出る前に SaaS プロバイダー宛ての SaaS 
アプリケーション トラフィックを TIC ロケーションにリダイレクトする必要があるため、この 
要件はトラフィックパターンと WAN 設計に直接影響します。 

政府機関はアプリケーションの SaaS への移行を継続しているため、図 9 に示すような SD-WAN  
のさまざまなメリットを活用できます。これにより、TIC 通過の要件を確実に満たすことができます。 

図 9：TIC での SD-WAN の活用 
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SD-WAN を最大限に活用することで、次のような複数の大きなメリットを得られます。 

• 地域データセンターへの複数の WAN トランスポートパス（コスト効率の高いイン
ターネットパスを含む） 

• 政府機関ブランチでの SaaS アプリケーションのインテリジェンスにより、SD-WAN 
エッジルータはインテリジェントに転送方法を決定し、アプリケーションの Quality 
of Experience（QoE）要件（Office 365、Amazon Web Services、Google G Suite 
など）を満たす WAN パスを使用するため、エンドユーザ エクスペリエンスを全体的
に改善できる 

• クラウドアプリケーションへのアプリケーション認識プローブにより、さまざまな 
出口ポイントからの損失/遅延とアプリケーション到達可能性を測定する。この例で
は、政府機関のブランチの所在地、TIC プロバイダーの所在地、および地域データセ
ンター（連邦政府機関の施設または Equinix などのコロケーション）でアプリケー
ションプローブを活用できる 

SD-WAN が提供するアプリケーション認識機能により、WAN の機能は、宛先 IP アドレス/ド
メイン名に基づく IP パケットの転送から、プライベートデータセンター、パブリッククラウド
（AWS、Azure、Google）、および SaaS プロバイダー（Google、Cisco Webex、Microsoft 
Office 365 など）のアプリケーション パフォーマンスに基づく転送へと完全に転換されます。 

シスコの公共セクターでの SD-WAN ソリューションのユースケース、SD-WAN、 
セキュア インターネット ゲートウェイ（Cisco Umbrella）、クラウド アクセス セキュリ
ティ ブローカ（Cisco CloudLock）ソリューションの詳細をご覧ください。 

 
 

アプリケーション パフォーマンスの確保 
アプリケーションはかつてないほど動的かつ複雑になりました。多くのアプリケーションは
サービスやマイクロサービスに分解され、オンプレミスとオフプレミスのクラウド環境全体
に展開されています。多様なワークロードが混在する環境でも卓越したデジタルエクスペリ
エンスを提供するには、アプリケーションチームと IT インフラストラクチャチームが最も重
要なことに集中する必要があります。つまり従来型のデータセンター環境であれ、複雑なマ
ルチクラウド環境であれ、アプリケーションのパフォーマンスを常に最大限に引き出せるよ
うにすることです。 

動的な ワークロードの最適化 

政府機関は、プログラマにとってもユーザにとっても予算面でも納得がいくインフラストラ
クチャ上でアプリケーションを開発して展開できなければなりません。エージェントが不要
なワークロード最適化管理テクノロジーを使用すると、アプリケーションから個々のコン
ポーネントに至るまで環境内の要素を検出でき、環境とその相互依存関係のトポロジマッピ
ングを作成できます。このテクノロジーにより、政府機関は環境のリアルタイム情報に基づ
いて「もしもの場合」を迅速にモデル化し、キャパシティニーズを正確に予測して展開に関
する適切な意思決定を行えます。 
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またワークロード最適化管理テクノロジーは、IT スタッフが適切と考えるレベルに基づい
て、ワークロード、ストレージ、およびデータベースのスケーリングを自動化できます。 

• 推奨（推奨アクションの表示のみ） 

• 手動（手動でアクションを選択して適用） 

• 自動化（ソフトウェアがリアルタイムでアクションを実行） 

ワークロード最適化を自動化することで、人的ミスがなくなり、IT スタッフはより価値の
高い取り組みに集中できるようになります（図 10）。 

図 10：ワークロード最適化管理 
 

 

シスコの Workload Optimization Manager ソリューション の詳細をご覧ください。 
 
アプリケーション パフォーマンスの可視化 

常に優れたデジタルエクスペリエンスを提供するために、政府機関はエンドユーザ エクスペリ
エンスおよびアプリケーション パフォーマンスとミッションの成果を関連付ける必要がありま
す。アプリケーションがホストされている場所（オンプレミスのプライベートクラウド、ハイ
ブリッドクラウド、またはオフプレミスの CSP クラウド）に関係なく、アプリケーションと
ミッションのパフォーマンスデータをリアルタイムで監視、関連付け、分析、処理できるソ
リューションがあれば、開発者、IT 運用担当者、ミッション所有者は、ミッションクリティカ
ルで戦略的な改善を行うために必要なインサイトを得られます。 

AI と ML を活用して AI 運用とコグニティブ運用を実現するアプリケーション パフォーマンス 
モニタリング ソリューションは、自動的にインサイトを提供できるため、政府機関のミッショ
ンに影響を与えるパフォーマンスの問題を発生前に回避できます。さらにこのソリューション
は、平均修復時間（MTTR）を短縮する根本原因分析も自動的に実行できます（図 11）。 
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図 11：アプリケーション パフォーマンス モニタリング ソリューション 

 

 
 

シスコの AppDynamics アプリケーション パフォーマンス モニタリング、Business IQ、
AIOps ソリューションの詳細をご覧ください。 

ワークロード最適化およびアプリケーション パフォーマンス可視化ソリューションを活用す
ることで、政府機関は推測に基づくサイジングではなくリアルタイムの分析とモデリングを
実行できます。それにより、ミッションのニーズに対応するためのアプリケーションに必要
なインフラストラクチャ量を把握できます。これらのソリューションを通じてインサイトを
得られるため、政府機関はプロアクティブなアプローチで IT を運用し、エンドユーザ エクス
ペリエンスとミッションの達成に集中できます。 
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クラウド導入をサポートするアーキテクチャへの移行  

Application-Centric Infrastructure 
ソフトウェア定義型ネットワーキングは、クラウド導入を加速させるのに必要なアプリケーショ
ンの俊敏性とデータセンターの自動化を実現します。Application-Centric Infrastructure により、
運用の簡素化、ネットワーク接続の自動化、一貫性のあるポリシー管理に加え、複数のオンプレミ
スデータセンターや、パブリッククラウド環境、マルチクラウド環境の可視化が可能になります。
またこのインフラストラクチャは、セキュリティと高可用性を維持しながら、アプリケーション
を任意の場所や任意のクラウドにシームレスに移動する柔軟性も提供します（図 12）。 

図 12：Application-Centric Infrastructure Anywhere は、 

あらゆるワークロード、あらゆる場所、あらゆるクラウドに対応 
 

 
 

さらに Application Centric Infrastructure は、ミッションとユーザの意図を把握し、それをネ
イティブのポリシーとして定義することで、さまざまな環境に展開されているアプリケーショ
ンにルールを適用します。包括的なアプローチを採用することで、マルチクラウドドメインに
展開するベアメタル、仮想化、コンテナ化、またはマイクロサービスベースのアプリケーショ
ンの可用性とセグメンテーションを有効にします。共通のポリシーと運用モデルにより、マル
チクラウドの展開を管理する際の複雑さとコスト両方を大幅に低減できます（図 13）。 

図 13：共通のポリシーと運用モデル 
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シスコのソフトウェア定義型ネットワーキングと Cisco Application Centric Infrastructure 
ソリューション の詳細をご覧ください。 

 
DevSecOps とコンテナ  

現在はミッションのニーズへの対応が重視され、より迅速かつ反復的な開発サイクルが推進さ
れています。そのため政府機関は、開発、セキュリティ、および IT の各チームがより緊密に連
携できる DevSecOps（開発、セキュリティ、運用）の手法を採用しています。DevSecOps 
モデルと並行して、今日のソフトウェア開発の構成要素としてコンテナとマイクロサービスの
採用が進んでいます。これらは、新しいアプリケーション開発プロジェクトとアプリケーショ
ン最新化プロジェクトの両方に適した方法です。 

オペレーティングシステムやライブラリなど、アプリケーションに必要なものがすべて含まれ
るコンテナは、アプリケーションをバンドルする軽量かつポータブルな手段です。この分離方
法は開発環境にポータビリティ、標準化、および柔軟性をもたらします。アプリケーションは
プラットフォームから分離されるため、コンテナはアプリケーションを変更することなくプ
ラットフォーム間またはクラウド間を移動できます。コンテナを使用することで、開発者はデ
バッグや環境間の違いの評価にかかる時間を短縮し、開発により多くの時間を費やすことがで
きます。 

組織がコンテナと DevSecOps（アプリケーションを仮想化する軽量な手段と、サイロ化され
た IT チームを 1 つにする手法）を結びつけると、クラウドのメリットは飛躍的に向上しま
す。この転換を図る組織にとって大きな課題の 1 つは、開発から導入までのアプリケーション 
ライフサイクル全体を通じて、一貫性のある共通の環境を維持することです。 

政府機関がこの課題に対処するには、オンプレミス環境とクラウド環境全体に、安全で一貫性
のある方法でアプリケーションを導入できるハイブリッドクラウド アーキテクチャが必要にな
ります。基盤となるハイブリッドアーキテクチャは、テストにより検証され、またオンプレミ
スとクラウドの環境それぞれの優れた属性を活用して、両方の環境に一貫したコンテナクラス
タを提供する必要があります。 

オンプレミスの機能とリソースをクラウドに拡張でき、オンプレミスでもクラウドのサービス
とリソースを活用できれば、政府機関の IT チームにおける人、プロセス、スキルセット面での
負担が軽減されます。結果としてアプリケーションの導入サイクルを加速できるため、短期間
でイノベーションが実現し、俊敏性が向上します。 

シスコの Azure Stack 向け統合システム、シスコの Kubernetes on AWS 向けハイブリッド
ソリューション、シスコの Kubernetes on Google Cloud Platform 向けハイブリッドソ
リューション、シスコの検証済み Docker ソリューションの詳細をご覧ください。 
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ゼロトラストアーキテクチャ 

増大するデジタル脅威から政府のネットワーク、インフラストラクチャ、データを保護するた
め、政府機関は「検証し、決して信用しない」というアプローチに基づくゼロ トラスト ネット
ワーク アーキテクチャに移行しています。執拗な攻撃者や悪意のある内部関係者は境界を中心
とした防御に侵入する可能性があるため、ゼロトラストモデルは「セキュリティは外部との境
界だけでなくネットワーク全体に拡張しなければならない」という指針を基盤としています。 

効果的なセキュリティの実現は、政府機関のネットワーク環境の完全な可視性を確保できるか
どうかにかかっています。その実現のために、ゼロトラストは 5 つの重要な要素に重点を置い
ています。 

1. 許可されていないネットワークへの信頼を排除：トラフィックが検証されるまで
（調査、承認、保護されるまで）、場所にかかわらずすべてのトラフィックを潜在
的な脅威とみなします。 

2. ネットワークアクセスのセグメント化：最小権限の戦略を採用し、きめ細かい管理
権限を厳密に適用することにより、ユーザが自身の業務の実行に必要なリソースに
のみアクセスできるようにします。 

3. 可視性の確保と分析：リアルタイムの保護機能を使用して、内外のすべてのトラ
フィックを継続的に調査し、記録することで、悪意のあるアクティビティを監視し
ます。 

4. 脅威の影響を最小限に抑え、リスクを最適に管理するために、異常なアクティビ
ティの検出時にリアルタイムで措置を講じます（図 14）。 

図 14：信頼ネットワークアーキテクチャの重要な要素 
 

 
 

ネットワークのセグメンテーションと可視性が重要であることに変わりはありませんが、ユー
ザは政府機関のネットワーク外でホストされているワークロードにもアクセスします。そのた
め、各機関は包括的なアプローチを採用してワークフォース、ワークロード、ワークプレイス
全体にゼロトラストアプローチを拡張する必要があります（図 15）。 
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図 15：ゼロトラストのワークフォース、ワークプレイス、ワークロード 

 

 

• ワークフォースを対象とするゼロトラスト 

ユーザとデバイスの認証が必要です。さらに、アクセスと権限を継続的に監視および管理
する必要があります。インターネットにアクセスするユーザを保護する必要があります。 

• ワークプレイスを対象とするゼロトラスト 

職場全体でアクセスを制御する必要があります（クラウドとエッジを含む）。政府機関が
ミッションと成果を達成するために IoT とマシン間センサーを有効活用する重要性が高
まっているため、このことは非常に重要です。 

• ワークロードを対象とするゼロトラスト 

従来のデータセンターに加え、クラウド内のコンテナやハイパーバイザ間の接続を含む
アプリケーションスタック全体にきめ細かいアクセス制御を適用する必要があります。 

 
シスコ ネットワーキング インフラストラクチャに加えて、政府機関のゼロトラスト導入成功
に役立つ Identity Services Solution（Cisco ISE）、ユニファイド アクセス ソリューション
（Cisco Duo）、マルウェア保護ソリューション（Cisco AMP）、ワークロード保護プラット
フォーム（Cisco Tetration）、可視性および脅威検出ソリューション（Cisco Stealthwatch）
などのシスコのセキュリティ機能についてご覧ください。 
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まとめ 

連邦政府がデジタル変革を推し進めている中、最高のユーザエクスペリエンスの実現に不可欠
なのがクラウド対応ネットワークです。クラウド対応ネットワークは、政府機関の組織とミッ
ションの成果達成にも貢献します。 

クラウド対応ネットワークの基盤は、シンプルさ、適応性、自動化、セキュリティ、アプリ
ケーション認識機能を提供する新しいネットワークアーキテクチャです。これらの機能は、 
多くの場所でアプリケーションを運用する新しい 連邦 IT 環境をサポートする鍵となります。 

連邦政府の既存の投資を幅広く活用する強固なシスコのアーキテクチャを基盤とすることで、
政府機関はユーザエクスペリエンス、スピード、イノベーション、セキュリティを最適化でき
ます。それと同時に、ゼロトラストの世界でビジネスとミッションの目標も達成できます。 
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