
Zscaler Digital Experience
エンドユーザーの優れたデジタル エクスペリエンスを実現
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Zscaler Digital Experience™(ZDX) は、エンドユーザーの視点からデジタル エク
スペリエンスを監視し、パフォーマンスの最適化や、アプリケーション、ネットワーク、	
デバイスの問題の迅速な修復を行えるよう IT 部門をサポートします。

クラウドとモバイル環境において変化を遂げた
監視の要件
組織内でのクラウド、モビリティーに関するイニシアチブの採用	
が急速に進み、場所を問わない働き方が普及してきたことで、		
IT 部門は監視に関する新たな課題に直面しています。アプリケー
ションはデータ センターからクラウドに移行しつつあり、ハイブリッ
ド ワークによってさまざまな場所からアクセスされるようになりまし
た。		結果として IT 部門は基盤となるインフラとテクノロジー スタッ
クを制御できなくなり、ユーザー エクスペリエンスに対するエンド
ツーエンドの可視性が失われています。SaaS またはクラウド アプ
リケーションの可用性、自宅の Wi-Fi の問題、ネットワーク パス
の機能停止、ネットワークの輻輳から生じるエンドユーザーのパ
フォーマンス問題は、容易に分離、診断することができません。

現在、ほとんどの企業では複数の IT 部門がいくつもの監視のポ
イント ツールを購入、管理しています。これらのツールによって	
情報がサイロ化され、ツール間でコンテキストを共有していない
ため、ユーザー エクスペリエンスに関する可視性が断片化され、		
トラブルシューティングに要する時間が長くなってしまいます。また、
データ センター向けに最適化された監視のポイント ツールでは、
インターネット上のエンドユーザーのパフォーマンス問題を検出、
トラブルシューティング、診断するうえで、可視性の死角が残るの
も課題です。
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ビジネス メリット

• デスクトップ、セキュリティ、ネットワーク、
ヘルプ デスクの各部門間の俊敏性とコラ
ボレーションを強化するとともに、ユー
ザー エクスペリエンスの問題をトリアージ
して解決

• Zscaler クラウドを介したユーザー エクス
ペリエンスの向上と、高速かつ安全で信
頼性の高い接続により、生産性を向上

• ポイント監視ソリューションの複雑さとコ
ストを削減

• すべての Zscaler サービスに対して同じ軽
量エージェントを用いることで、運用を簡
素化
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ハイブリッド ワークのデジタル エクスペリエンスを監視するには、最新の動的なアプローチが求められます。IT 部門は、さまざ
まな場所で働くユーザーの視点から、各々のデジタル エクスペリエンスを継続的に監視、測定する必要があります。従来型の
監視ツールはデータ センター中心のアプローチを取っているため、メトリックをユーザー デバイスから直接収集するのではなく、
固定された場所から監視、収集を行います。このアプローチでは、ユーザーのデバイス、ネットワーク パス、アプリケーション
に基づいてパフォーマンスを一元的に把握することができません。

Zscaler Digital Experience による画期的なアプローチ
Zscaler Digital Experience (ZDX) は、デジタル エクスペリエンスを監視する、クラウド提供型のサービスです。ZDX はあらゆる
場所のあらゆるユーザー、アプリケーションに関し、エンドユーザーのパフォーマンス問題をエンドツーエンドで可視化してトラブ
ルシューティングを実現します。さらに、エンドユーザーのデバイス、ネットワーク、アプリケーションのパフォーマンスの問題に関
するインサイトを用いて、ネットワーク、セキュリティ、アプリケーション、およびヘルプ デスクの各部門による継続的な監視を可
能にします。

ZDX は Zscaler Client Connector と Zscaler Zero Trust Exchange を活用して、エンドユーザーの視点からアプリケーションを
積極的に監視します。加えて、アプリケーションの可用性、応答時間、ネットワークのホップごとのパフォーマンス メトリックをは
じめ、デバイス構成、CPU、メモリ使用量、プロセス情報、デバイス イベントなどのエンドユーザー デバイスの正常性メトリッ
クを含む、さまざまなパフォーマンス メトリックを継続的に収集して分析します。その結果、IT 部門は連続した可視性を得られ、
エンドユーザー エクスペリエンスの問題をプロアクティブに特定、解決することで時間を節約できます。

Zero Trust Exchangeの一部である ZDX

ZIA for Users 
and Workloads

インターネット/SaaS
アクセスの保護

サイバー脅威対策
AI駆動型のインライン

のコンテンツ検査
(SSL/TLS)

データ保護
インラインDLP、

CASB、API CASB

ローカル インター
ネット ブレイクアウト

Microsoft 365、
SD-WAN

ZPA for Users and 
Workloads
プライベート アプリへ
のアクセスの保護

VPNなしのリモート ア
プリ アクセス
従業員、サードパー
ティー、B2Bの顧客

バックホールなしのア
プリへの直接アクセス
ハイブリッドおよびマル
チクラウド環境

ワークロード間通信
アプリ/ワークロードの
ゼロトラスト アクセス 

有害なものは阻止し
無害なものは保護

ネットワークではなく
アプリに接続

Zscaler Internet Access 
(ZIA)

Zscaler Private Access 
(ZPA)

Zscaler Digital Experience (ZDX)
優れたユーザー エクスペリエンス

を実現

すべてのユーザー、デバイス、アプリ、場所

外部アプリ ZPAによるアプリ保護
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エンドユーザー
エクスペリエンス

アプリケーション | クラウド

ZERO TRUST EXCHANGE

ISP | ネットワーク

WI-FI | VPN

デバイス | プロセス

API

ユーザー
エクスペリエンス

AI活用型の
根本原因分析

ユース ケース

ハイブリッド ワークのエクスペリエンスの監視 

ハイブリッド ワークの浸透によって ITチケットの解決までの所要時間が 30%増加しているなか、ユーザー エクスペリエンスに影
響を与える問題を検出して解決までの平均時間を短縮し、働く場所を問わず、従業員の生産性を維持します。

UCaaS 監視 

Metrigyの調査によると、2023年までに70%の企業がバーチャル会議を活用するようになるとみられています。ZDXはアプリケー
ション、ネットワーク、デバイスの正常性をはじめ、Microsoft Teamsや Zoomでの音声や動画、共有の品質に関する統合され
たデータを提供するため、ユーザー エクスペリエンスを最適化できます。

メリット

ユーザー エクスペリエンスが低下するタイミングをいち早く察知 

アプリやサービスのデジタル エクスペリエンスを、場所やデバイス、ネットワークに関係なく、ユーザーの視点から把握できます。

1.  Zscaler Client Connector
が未導入の場合、導入を行います

2.  すべてのユーザー グループまたは
特定のユーザー グループに対して
ZDXを有効化します

3.  監視するプライベートおよびクラ	
ウドベースのアプリケーションを	
選び、プローブを構成します

4.  ユーザー エクスペリエンスのイン
サイトを確認します

サイロ化された監視を統合する ZDX

すべてのユーザーを網羅 正確でタイムリーなアラートを活用 すべてのユーザーのエクスペリエンス
の詳細を確認

ユーザーや満足度のスコアに関
する、世界規模のフィルター処理

されたデータを取得

ユーザー エクスペリエンスに問題が発生し	
た際、電子メール、IM、PagerDutyなどのツー

ルでアラートを受信

各ユーザーのスコアならびにエ
クスペリエンス低下の根本的な

原因を把握
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パフォーマンスの問題を迅速に解決 

シームレスなユーザー エクスペリエンスを提供し、より迅速に業務に戻れるようサポートします。

アプリケーションのパフォーマンスを維持 

アプリケーションを監視し、ユーザーがスムーズなサービスを得られるよう徹底します。

AI 活用型の分析で 
根本原因を解明

すべてのアプリケーションを監視

ホップごとのネットワークのインサイトを獲得

スムーズなバーチャル会議を実現

ISP の影響を理解

統合されたインサイトで 
修正を迅速化

統合によって問題解決を合理化

デバイス、Wi-Fi、セキュリティ 
サービス、ネットワーク、アプリ
の根本原因を迅速に分離

データ センターまたはクラウドで実行中の保護されたアプ
リと、Microsoft 365などの SaaSを観察し、ページ フェッ
チとDNSの時間を把握

デバイス、Wi-Fi、ローカル ISP、企業およびベンダーネッ
トワークにわたってメトリックを追跡監視し、各ホップの
パケット ロスとレイテンシーを把握

すべての Zoom、Teams会議のユーザー エクスペリエン
スを分析して、通話クオリティ低下の根本原因を特定

ブラックアウト、ブラウンアウト、レイテンシーの増加などの
ISPの問題がユーザー エクスペリエンスにどう影響するかを
ISP Insightsで確認

デバイスとアプリ間の詳細な診断を
活用し、時間のかかる分析を排除

ServiceNowストア経由で統合し、		
パブリックAPIを介してインサイトや詳

細な診断などをリクエスト

ネットワークに関する総合的なインサイトを獲得 

制御下にない部分も含めてネットワークを可視化し、オフィスや自宅で作業するユーザーのサポートに役立てることができます。

https://www.zscaler.jp/threatlabz/global-isp-incidents
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デバイスに関する詳細なインサイトを取得 

組織内のデバイスとソフトウェアについて幅広く理解し、所在する場所を問わずに各デバイスに関する詳細なインサイトを得るこ
とができます。

機能
Zscaler Digital Experience スコア 

ユーザー、アプリ、場所、部門、組織のレベルごとに長
期にわたって集約された、ユーザー エクスペリエンスのパ
フォーマンス メトリックを活用することで、現状を詳細に把
握し、より多くの情報に基づいた意思決定を行えます。

アプリケーション監視 

エンドユーザー デバイスからのアプリケーションの可用性と
稼働時間をアクティブに監視することで、ページ フェッチ時
間 (PFT) やサーバー応答時間などの重要なパフォーマンス 

メトリックを追跡監視します。

CloudPath 分析 

ZIA や ZPA などといった Zscaler のサービスを含む、ユー
ザー　デバイスとアプリケーション間の各ネットワーク ホッ
プに関する、プロキシー対応のきめ細かなインサイトを得
ることができます。
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すべてのデバイスの状態を把握 インベントリーを確認

CPU、メモリー、ディスク I/OやWi-Fi、アクティブなプロ
セスなどのデバイス正常性のメトリックに即座にアクセスし、
トラブルシューティングに活用

さまざまなデバイスを製造元とモデルごとに、ソフトウェア
をバージョンと展開ごとに把握

エンドポイント監視 

各ユーザーの Wi-Fi の電波強度、CPU、メモリ使用量、ネッ
トワーク帯域幅使用量などを含むデバイスの正常性メトリッ
クを追跡監視します。これにより、デバイス イベントとデバ
イス メトリックを分析し、エンドユーザー デバイスの全体的
な正常性とパフォーマンスのインサイトを得られます。

AI 活用型の根本原因分析 

パフォーマンスの問題の根本原因を自動的に分離させて、
トラブルシューティングに費やす時間を短縮して責任追及の
手間を省き、ユーザーをより迅速に作業を再開できるよう
サポートします。

ソフトウェアのインベントリーとメトリック 

組織全体および各デバイスに展開されているソフトウェアの
ポートフォリオとバージョンを完全に把握できます。また、
リモートで接続することなく、エンドユーザー デバイスの問
題を迅速に解決し、コンプライアンスを維持することが可能
になります。
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ISP に関するインサイト 

インターネットの健全性を監視し、世界各地における重大
度別の ISP インシデントを一早く発見できます。そのため、
最高のパフォーマンスを発揮する ISP を選び、ユーザー エ
クスペリエンスの最適化を図れます。ISP のインサイトの詳
細はこちら。

詳細な追跡 

ユーザー パフォーマンスの問題をほぼリアルタイムでトリ
アージし、エンドユーザー デバイス、ネットワーク パス、		
クラウド アプリケーションの根本原因を特定します。

アラート 

リアルタイム アラートを設定し、パフォーマンスのニーズ
を満たせるようにカスタマイズできます。ServiceNow や
Webhook、電子メールによるプッシュ通知などのサービス
管理ツールと簡単に統合が可能です。

定義済みテンプレート 

Sharepoint Online、Outlook Online、MS Teams、
Zoom、Salesforce、ServiceNowなどの定義済みのアプ
リケーション監視テンプレートを利用することで、迅速な展
開とテレメトリー データの収集を行えます。

堅牢な API 統合 

ZDXでのデジタル エクスペリエンスのインサイトを
ServiceNowなどの主要な ITSMツールと統合することで、
追加のインサイトを提供し、修復ワークフローをトリガー	
します。

Zscaler Digital Experience のプラン
Zscaler Digital Experience には 4 つのエディションが存在 

ZDX は、ユーザーからクラウドへのアプリ エクスペリエンスをくまなく可視化します。これにより、お客様はユーザーとアプリ間
の接続全体で問題をすばやく分離させ、全世界および地域ごとのパフォーマンスの問題を深く理解することができます。Zscaler

エンドポイント エージェント、Zscaler Client Connector、および Zscaler クラウドからの継続的なインストルメンテーションにより、 

IT 部門はクラウドでのエンドユーザー エクスペリエンスに関して、完全かつ現実的なデータを得ることができます。

ZDX Standard – デジタル エクスペリエンス監視にすでに着手しており、さらに ZIA と ZPA のユーザー エクスペリエンスに関す
る重要な可視性とインサイトを得たい企業向けのプラン。ZIA、ZPA Business エディションの一部としてのみ利用可能。

ZDX M365 – Microsoft による、コラボレーションや生産性向上のクラウド サービスのエコシステムに多額の投資を行っている
企業向けのプラン。

ZDX Advanced – 組織内の複数の IT 部門による使用を目的とし、スケーラビリティーと柔軟性を備えた、包括的なデジタル 

エクスペリエンス監視ソリューションを実装したいと考える企業向けのプラン。

ZDX Advanced Plus – 何百ものアプリケーションに向けて、エンタープライズ規模のデジタル エクスペリエンス監視ソリュー	ショ
ンの導入を検討している企業向けのプラン。

https://www.zscaler.com/threatlabz/global-isp-incidents
https://www.zscaler.jp/threatlabz/global-isp-incidents
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機能 詳細 ZDX 
Standard ZDX M365 ZDX 

Advanced

ZDX 
Advanced 

Plus

アプリケー 
ション監視

インターネットベースの
SaaSアプリ

Box、Salesforceなどのインターネットベー
スの SaaSアプリケーションの監視 check check (M365) check check

インターネットベースのWeb
サイト/カスタム アプリ

WebサイトやWebベースのアプリなど
の、インターネットベースのカスタム接続
先の監視

check check check check

プライベート アプリ	
(ZPA 経由)

ZPAやVPN経由でアクセスする、データ 
センターや IaaS/PaaSのプライベート アプ
リの監視

check check check check

デバイス監視

基本的なデバイス監視 CPU、メモリーなどを含む、エンドユーザー
のデバイスの正常性やデバイス イベント	
の監視

check check check check

デバイスとソフトウェアの	
インベントリー

組織全体および各デバイスに展開されて	
いる、ソフトウェアのポートフォリオとバー
ジョンの把握

check check

ネットワー  
ク監視

CloudPath/Webプローブ アプリケーションの監視を行うよう構成
された、アクティブなネットワークまたは
Webの監視プローブの数

6 定義済み 
+2* 最大 30* 100

基本的な CloudPath 
プローブ

ユーザー、ゲートウェイ、Zscalerクラウド/
ダイレクト、アプリのネットワーク パス ト	
レース

check check check check

高度な CloudPathプローブ ホップごとの分析、ISP/AS番号、各プロー
ブ上のすべての内部、外部ホップの地理的
な位置情報の詳細を含むネットワーク パス 
トレース

check check check

UCaaS UCaaS監視	
(Teamsおよび Zoom)

Microsoft TeamsとZoom通話の音声品
質の監視 Teamsのみ check check

ポーリング 
時間の間隔

Cloudpath ネットワーク (CloudPath)のポーリング時
間の間隔 15分 5分 5分 5分

Web監視 Web監視のポーリング時間の間隔 15分 5分 5分 5分

デバイスの正常性 デバイスの統計収集に関するポーリング時
間の間隔 15分 5分 5分 5分

統合とデー 
タの保持

データの保持 検索と分析のために保持される日数 2日間 14日間 14日間 14日間

Webhook統合 リアルタイム アラートを行うよう構成できる、
アクティブなWebhook統合の数 10 10 10

API ZDXのデータへのプログラムによるアクセ
スを提供する、ZDXのパブリックAPI

check (M365 
イベント ) check check

トラブルシュー
ティング

詳細なトレース 以下を収集する、アクティブなエンドユー	
ザー デバイスのトラブルシューティング 
セッションの数 
•  Web、パス、デバイスの正常性のメト	
リック

•  60秒間隔でのOSプロセスレベルの	
データ

25 25 100

自動的な根本原因分析 パフォーマンスの問題に関する根本原因の	
自動的な分離 check check

アラート ルール 電子メールやWebhooks経由のリアル	
タイム アラートのために構成可能できる、
アクティブなルールの数

最大 3 10 25 100

Zscaler Digital Experience のプランの機能比較

*追加のプローブは別の SKUで利用可能

https://www.zscaler.jp/
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