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米国政府は、パブリック /プライベート /マルチクラ
ウドを手広く活用することで、クラウドコンピューティ
ングへ積極的に移行しています。しかしそこでは、多
数のベンダーによるインフラストラクチャが入り乱れ
ています。当然、そうした環境は複雑さを極めている
ため、重要な行政サービスにまで影響が及んでいま
す。影響を受けているサービスには、給付金の配布
から国防、治安維持から国立公園の管理、科学研
究から郵政など、市民にとってライフラインとも言え
るサービスが多数含まれています。

残念ながら多くの機関では、本当に必要な最新化
プログラムに対応しようとしても、老朽化した柔軟
性に欠けるコンピューティング インフラストラクチャ
や限られた IT 予算が足を引っ張っています。実際、
2019 年のトランプ政権の予算案によれば、政府機
関は予算の 80% を運用とメンテナンスに費やし、
新規導入とイノベーションには最小限の資金しか充
てられていません。

そうした中で最新化に関する多くの問題の解決策と
して浮上しているのが、クラウドコンピューティング
なのです。連邦政府クラウドコンピューティング戦
略や 2017 年の政府テクノロジー近代化（MGT）法
などのいくつかの政府指令は、新しいテクノロジー
の導入には可能な限りクラウドコンピューティング
を活用すべきであると述べています。 

Nick Michaelides は、クラウドコンピューティングの
創生期から開発に携わってきた人材で、現在はシス
コの米国連邦政府部門の責任者です。Michaelides 
は最近のインタビューで、政府機関がクラウドに移
行すべきだと考える理由について次のように述べて
います。「素晴らしいスピード、柔軟性、コスト削減
を実現できるクラウドは、最新化を推進するための
筆頭候補です。クラウド対応アプリケーションをよ
り迅速に導入できるようになるため、IT マネージャ
は多くのサービスをクラウドに移行できます。まだ
移行できない機密データが基幹システムに残されて
いる場合でも、それらを維持したままシステムを最
新化できます」

クラウドコンピューティングの別の利点は、コラボ
レーションツール、エンタープライズ リソース プラ
ンニング、電子メールといった標準的なアプリケー
ションの負荷をクラウドプロバイダーに移行できる
ことです。そのおかげで現場の IT スタッフは定期
的なメンテナンスの負担から解放され、社内に残す
他のシステムに集中できます。

政府機関は新しい
開発プロジェクトを
クラウドで迅速に
立ち上げられます。
開発者は仮想サン
ドボックスを構築す
ることで、レガシー
システムや管理に煩
わされることなくイ
ノベーションを進め
られます。さらに再
利用可能な環境で
実行でき、コスト効
果、効率性、安全
性に優れています。



マルチクラウド環境が必要となる複雑な政府のコンピューティング事情

政府機関の使命はそれぞれ大きく異なるため、必然的にデータの収集や処理方法
も機関によって千差万別です。また、データは一般に公開されているものから、高
い機密性が求められるものまで多様であり、それぞれに適したレベルのセキュリティ
が必要です。そのためほとんどの政府機関に対応できる単一のクラウドソリューショ
ンはありません。まして連邦政府全体をカバーできるものなど、夢のような話です。

Michaelides によれば、「政府には安全なネットワークを基盤としたマルチクラウド環
境を導入することが不可欠だと考えています。マルチクラウド環境は、職員の働き
方と行政サービスの両方を変革する真のチャンスです」

多様なニーズが混在する政府機関のマルチクラウド環境は、複数のベンダーによっ
て提供されるパブリッククラウドとプライベートクラウドから構成されています。マ
ルチクラウドのおかげで、政府機関の IT スタッフは、管理対象の全データをオンプ
レミスに配置する必要がなくなります。代わりに、オンプレミス機器とクラウド環境
が混在し、それぞれに応じたレベルのセキュリティが適用されます。ただし、このよ
うな混在環境内でデータを管理することは、従来の一般的なオンプレミスアプロー
チと比べてはるかに困難です。

なぜなら、マルチクラウドを相互に接続して管理することは困難を極めるからです。
膨大な時間がかかり、表面化しないコストが発生することもあります。極端なケース
では、マルチクラウド環境の管理の非効率さによって、クラウドに移行することで本
来得られるはずの多くの利点が相殺されてしまうことさえあります。

マルチクラウド管理の問題によってクラウドコンピューティング本来の利点を失わず
にうまく活用するには、すべてを 1 つの管理ドメインにまとめる方法が鍵になります。
そのため政府機関は、あたかも単一のオンプレミス環境であるかのようにマルチク
ラウド環境を管理できる方法を見つける必要があります。

Michaelides によれば、「複数のクラウドプロバイダーと相互運用でき、クラウド間を
またがるワークロードを保護する柔軟なツールを活用すれば、政府機関もクラウド
の恩恵を受けられます。そのツールに求められる最も重要なことは、複数のプロバ
イダー間の課金状況をモニタできることです。一方でプロバイダーによる囲い込みを
避け、コンテンツは政府に属することをはっきりとさせる必要があります。データの
安全な利用、転送、活用のために、ネットワークを最新化して制御する方法を把握
することが重要です」



政府に適した包括的なクラウド戦略

シスコは、すべてのクラウドコンピューティング環境に対応できる統合管理インターフェイスと戦略の構築
に取り組んでいます。それらは、連邦政府の多様なミッション、目標、セキュリティ要件に対応するものに
なります。また、クラウドインフラのプロバイダーを政府機関が自由に選択できる、各種クラウドインスタン
スをインストールできる、なども重要な要素です。

そのためにシスコが最初に取り組んでいるのは、政府がパブリック クラウド プロバイダーやマネージド ク
ラウド プロバイダーを利用できるようにすることです。シスコのネットワークはプラットフォームに依存しな
いため、政府機関はサービスや価格などの要因に基づいて最適なプロバイダーを選択できます。それをサポー
トするのがシスコのネットワークサービスです。 

次に、最も機密性の高いデータを保護するために、政府機関が独自のプライベートクラウドを構築できるよ
うにします。Michaelides は、「シスコは政府のデータセンターのために数十年に渡ってこのような活動をし
ています。シスコのサービスを、必要とする政府機関のプライベートクラウドに拡張するだけで対応できます」
と述べています。

効率の観点から、シスコ製品は Software as a Service（SaaS）サービスを全面的にサポートしています。た
とえば、ネイティブのクラウド アクセス セキュリティ ブローカである Cloudlock を始めとしたシスコのクラ
ウドベースサービスは、FedRAMP 認定を取得済みか、認定申請中です。さらに、シスコはクラウドベースのサー
ビスの多くを単一のプラットフォームにバンドルする取り組みを進めています。この取組が FedRAMP 認定を
取得すれば、政府機関のクラウド環境のあらゆる側面をサポートした「すぐに使えるソリューション」が完
成します。

最後に、シスコのポートフォリオには、マルチクラウド環境をサポートする製品およびサービスが含まれてい
ます。米国連邦政府のプログラム、ミッション、目標は非常に多様であるため、単一のクラウドや単一のク
ラウド提供ベンダーではサポートできません。つまり、システムを最新化するには、マルチクラウド コンピュー
ティングを採用する政府の情報提供と実行力が不可欠です。シスコは、マルチクラウド環境を統合してシン
プルに管理し、最大の効率で稼働を維持するためのインテリジェンスと統合機能を提供します。



セキュリティが最優先される今日

米国政府機関のリーダーにとって、連邦
政府のクラウド移行における最優先課
題がセキュリティであることは明白です。
大部分の連邦政府プログラムにとっても
最優先課題は同じです。そのため、政
府機関の施設内や組織内のネットワー
ク内にさえデータが残らないクラウドの
導入は問題になります。堅牢なセキュリ
ティを簡単に実現するには、クラウドの
ネットワークとサービスにセキュリティを
直接組み込む必要があります。シスコは、
Application Centric Infrastructure（ACI）
クラウドのネットワークとサービスでそれ
を実現しています。

「シスコは、米国連邦政府が市民および
国家の非常に機密性の高いデータと情
報を管理していて、そのデータを保護す
ることが最優先事項であることを認識し
ています」と Michaelides は述べていま
す。「政府の管理者は、より多くのアプリ
ケーション、データ、ID がクラウドに移
行するにつれてネットワーク境界の管理
がゆるんでいくことに対応する必要があ
ります。ハッカーは攻撃ベクトルの拡大
につけこみ、政府はその脅威を軽減する
ためにテクノロジーの専門家を探してい
ます」

シスコは、クラウド環境における政府
のセキュリティを維持するために、3 つ
のアプローチを採用しています。1 つ
目はクラウド専用に設計されたセキュ
リティサービスの提供です。前述の 
FedRAMP 認定済み Cloudlock ソリュー
ションのような革新的なプログラムを活
用しています。

Cisco Cloudlock は、あらゆるタイプのク
ラウド環境で連邦政府発行 ID、データ、
アプリケーションを保護できる、クラウ
ドネイティブのクラウド アクセス セキュ
リティ ブローカ（CASB）です。アカウン
トの侵害やデータ漏洩、クラウドベース
のエコシステムにおけるリスクに対応し
ます。オープンでシンプルな自動化され
たアプリケーション プログラミング イン
ターフェイス（API）によってどこからでも
利用できます。

2 つ目は、クラウドベースネットワーク
におけるセキュリティの確保です。シス
コは、次世代ファイアウォールやシスコ
仮想ルータなど、現在多くの政府機関
が使用しているのと同じセキュリティ/
ネットワークデバイスの一部を強化して、
セキュリティポリシーをクラウドに拡張
することで実現しています。これにより、
連邦政府の IT マネージャは、物理ネッ
トワークを確実に保護しているのと同じ
ツールセットやインターフェイスを使用
して、クラウドの導入プロセス全体で政
府機関のデータを保護することもでき
ます。 

シスコのクラウドセキュリティ戦略にお
ける最後の 3 つ目は、クラウドアプリ
ケーション作成時にセキュリティ原則を
組み込むことです。これには、クラウド
のマイクロサービスやコンポーネントにセ
キュリティフォレンジック機能や優れた可
視性を追加することも含まれます。

また、Michaelides は次のように付け加
えています。「セキュリティの確保とグ
ローバル認定の取得は数十年にわたる
シスコの優先事項です。そのため、あ
らゆる競合他社よりも多くの認定済み
ハードウェア製品を市場に投入してきま
した。政府機関がシスコのハードウェア
を購入する前から、シスコは、政府の
ネットワーク内にハードウェアを納入す
るための必要な認定とセキュリティの達
成に取り組んでいたのです。政府機関が
クラウドへ移行
する中、シスコ
はすべての SaaS 
サービスに対し
てまったく同じ取
り組みを進めて
います」



政府のマルチクラウド環境を最大の効率
で管理する必要性

マルチクラウドの複雑さを解消するため
に最適な方法の 1 つは、クラウド環境
のサポートと管理に必要なすべてのツー
ルを備えたネットワークを構築すること
です。対象の環境には、さまざまなイン
フラストラクチャ プロバイダーがサポー
トするマルチクラウド環境が含まれます。
政府機関がインテントベース ネットワー
クを安全に構築するのに役立つ Cisco 
Application Centric Infrastructure プラット
フォームはその好例です。

「シスコのネットワークは、Application 
Centric Infrastructure（ACI）をベースにし
たハイブリッドクラウドから始まります」
と Michaelides は説明します。「インテン
トベース ネットワークの中核となる考え
方は、インフラストラクチャ全体の保護
と最適化に必要なインテリジェンスを組
み込むことです。インテントベース ネット
ワークは人工知能、機械学習、自動化
機能で構成されているため、連邦政府の
お客様は、自ら実施することが必要なタ
スクを容易に実行できます」

ネットワークは、ハイブリッド コンピュー
ティングやマルチクラウド環境の導入を
成功させる上で重要な役割を果たします。
オンプレミスのサーバから AWS や Azure 
クラウドにデータを移行するなど、政府
機関がハイブリッド環境を使用する必要
がある場合は、常にネットワークを経由
しなければなりません。実稼働環境での
フローを管理できるだけのインテリジェン
スがネットワークにない場合は、マルチ
クラウド環境は非常に複雑になり、管理
が困難になる可能性があります。さらに、
Cisco ACI には人工知能などの機能が組
み込まれているため、サイバー脅威など
の問題が特定されると、ネットワークは
脅威を未然に阻止して修正するだけでな
く、将来同様のイベントが発生するのを
防ぐ方法を学習します。

最後に Michaelides は、シスコがクラウ
ド インフラストラクチャをサービスとし
ては提供していないことを説明しました。
「代わりにシスコはソフトウェアを開発し、

FedRAMP 認定を取得しています。米国
連邦政府は、あらゆる形態のクラウドプ
ログラムをシンプルにしてサポートするた
めにシスコのソフトウェアを利用できま
す。どの機関であっても移行の準備がで
き次第、シスコは信頼できるパートナー
として、市民へのサービス提供方法の変
革を支援します」

シスコがアプリケーション セントリック 
ネットワークを使用して政府機関のマル
チクラウド導入をどのようにサポートして
いるかについては、次の Web サイトを
ご覧ください。

cisco.com/jp/go/federal

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/government/federal-government-solutions.html

