ソリューション概要

Zscaler for Office 365
高速ユーザエクスペリエンスと迅速な展開を実現

Office 365 の実装の成否は、ユーザ満足度という、たった一つの指標で判断されます。
クラウドアプリケーションがビジネスに利用されるようになったことで、多くの企業が従来型のハブ & スポーク方式のアーキテクチャの問題

に直面しています。Microsoft Exchange Server と Office アプリケーションがオンプレミスに置かれていた時代は、リモートサイトやモバ

イルユーザからデータセンタにトラフィックをバックホールする必要があり、それが、接続を可能にする唯一の方法でした。しかしながら、
これらのサービスが Office 365 という形でクラウドに移行したことで、すべてのトラフィックをデータセンタにバックホールする際にレイテンシ
が発生し、ユーザが不満を抱いたり、導入が遅れたりするようになりました。

最適なユーザエクスペリエンスを実現する Microsoft Office 365 接続ガイダンス 1

マイクロソフトが推奨する環境

ダイレクトインターネット接続
パフォーマンスとコストを考慮
して最適化された方法

ハブ＆スポークネットワークと
一元化されたプロキシ
トラフィック量がゲートウェイアプライアンスの
許容範囲をすぐに超えるため推奨できません

ハブ＆スポークネットワークと
Express Route
一元化された出口ポイントがOﬃce

365アプリケーションに不要な遅延を
もたらすため推奨できません

ZSCALER と OFFICE 365 のパートナーシップ
Zscaler Cloud Security Platform は現在、世界中の 700 以上のお客様の 575 テラバイト以上の Office 365トラフィックを毎月処理しており、

この数字は今も急拡大を続けています。

お客様のネットワーク使用率は平均で 40％上昇していますが、これは、ユーザあたり 12 〜 20 の接続を継続的に利用するようになってい

るためです。このような増加がファイアウォールを圧迫することは間違いなく送受信のための予算も増えることになるでしょう。そのため、
マイクロソフトは現在、ハブ & スポーク方式アーキテクチャに Office 365 を展開する際は、NGFW 機能と WAN レイテンシの評価を実施
すること、Skype for Business を使用しないことを推奨しています。
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Microsoft TechNet Office 365 接続ガイダンス：https://blogs.technet.microsoft.com/onthewire/2017/03/22/ guidance/
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OFFICE 365 のためのダイレクトインターネット接続
– アプライアンスを使用したダイレクトインターネット接続
Office 365 はダイレクトインターネット接続経由で安全かつ確実にア
クセスできるように設計されており、マイクロソフトは CDN への投資

によって高速のユーザエクスペリエンスを実現しました。支社ごとにア
プライアンスを導入すれば、優れたユーザエクスペリエンスを実現でき
ますが、購入、導入、保守のコストが増大します。

Microsoft CDN

アプライアンスを使用する場合の問題
•
•
•
•

ファイアウォールを常に更新する必要があり、IP または URL の不足に

よって接続の問題が発生する

アプライアンスの容量を評価して、多数の連続接続が確実に処理され

るようにする必要がある

UTM またはファイアウォールだけでセキュリティを確保しようとすると、
支社のセキュリティでトレードオフが発生する

パリ

ロンドン

DCアプリ

ローカル DNS が必要になる
ニューヨーク

本社／IoT

サンフランシスコ

ZSCALER によるダイレクトインターネットアクセス
– クラウド方式で、最高のユーザエクスペリエンスと迅速な導入を実現
世界最大のクラウドセキュリティプラットフォームである Zscaler

は、Office 365 の容易な導入を可能にし、インターネットトラフィッ
クの最高レベルのセキュリティを維持しつつ、ローカルインター

ネットブレイクアウトによって高速かつ快適な Office 365 のユー
ザエクスペリエンスを実現します。

Microsoft CDN

インターネットとOffice 365のトラフィックを最も近いZscaler デー
タセンタ
（世界各地に 100 箇所以上）に接続するだけで、
トラフィッ

マイクロソフトとのピアリング

クがローカルにルーティングされるため、MPLS 使用量を削減で

きます。もちろん、ハードウェアの導入や管理も必要ありません。

世界中の100の

Zscaler のクラウドファイアウォールは、アプリケーションやユー

データセンタ

ザの数に合わせて拡張でき、Office 365 の大量の同時接続を柔
軟にサポートします。アプライアンスとは異なり、ファイアウォー

ルの変更は単純で、管理ポータルにログインするだけで、変更
内容が数秒で世界中に適用されます。マイクロソフトとのコンプ

ライアンスという観点では、Zscaler は、Office 365 のトラフィッ
クは検査しませんが、他のすべてのインターネットトラフィックを
検査することで、ユーザの安全性とデータの保護を実現します。

ロンドン

パリ

ニューヨーク
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サンフランシスコ
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Zscaler のメリット：管理の簡素化、きめ細かい制御、可視性の向上
マイクロソフトには、IP が常に変更されるために管理が面倒であるという問題があります。
また、アップデートを怠るとユーザエクスペリエンスに悪影響が発生します。Zscaler を利

用すれば、チェックボックスをオンにするのと同じような手軽さで、Office 365 を簡単に

管理できます。

帯域幅の高度管理機能により、YouTube 動画やスポーツ観戦などによる競合発生時に
Office 365 のトラフィックの帯域幅が保証されるようにできます。Zscaler は、パケットを
破棄することなく、接続速度を段階的に下げることで、中断のないユーザエクスペリエ
ンスを実現します。競合発生時はストリームの速度が低下しますが、このような制御を
Office 365 のパフォーマンス低下の原因となるサイズの大きいファイル（OS など）のダウ
ンロードに適用することもできます。

主要データセンタでの Zscaler とマイクロソフト Office 365 とのピアリング
Zscaler Cloud Security Platform は、世界各地の 100 箇所のデータセンタで利用され、マイ

クロソフトとのパートナーシップによって、ユーザと Office 365 アプリケーション間を 10 ミリ
秒以下で接続します。マイクロソフトは、米国内では 50 ミリ秒、その他の国では 100 ミリ

秒を推奨しています。Microsoft Office 365 とスケーラブルクラウドアクセス制御サービス、

TCP 最適化、およびネットワークパス最適化によって、ユーザ環境が 40% も高速化します。

ほとんど の 主 要 拠 点 間 の

ピアリングで1～2マイクロ秒
のラウンドトリップ時間

スケーラブルクラウド
アクセス制御
スケーラブルクラウドプラッ

トフォームサービスが多数の
連続接続を処理

クラウドファイアウォー ル
帯域幅制御
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Zscaler for Office 365 は、マイクロソフト

の接続ガイダンスを完全サポートしていま
す。

Office 365 を優先させて中断のないユーザエクスペリエンスを保証

ZSCALERとOFFICE 365の
ピアリング

Microsoft Office 365 の利用を想定
した設計

• Office 365 のトラフィックを特定／差別化

ワンクリック構成により、O365 トラフィックを管
理の負荷なく自動で最適化します

• ローカルでの出口ネットワーク接続

Zscaler クラウド経由によるダイレクト接続によ
り、マイクロソフトへの最速経路を提供します

• ネットワークヘアピンを回避

Zscaler ZApp により、リモートユーザは VPN ヘ
アピンなしにマイクロソフトにダイレクトに接続
できます

• インスペクションプロキシをバイパス

Zscaler により、オープンインターネットでのダイ

レクト接続のセキュリティを確保しつつ、マイクロ

ソフトに推奨されているセキュリティアプライアン

スのバイパスを実現します。

最適化された
TCPスタック

ネットワークパスの
最適化

高速ネゴシエーション機能と

高速ローカルDNSがローカ

ウィンドウスケーリングによ
る高速ファイルダウンロード

ルでユーザをCDNに接続す
ることで、ネットワークホップ
によるレイテンシを解消

ソリューション概要

ZSCALER FOR OFFICE 365 を選択すべき理由
700 以上の導入実績

圧倒的な価値

最高のユーザエクスペリエンス

•
•
•

•
•
•
•

ローカルインターネットブレイクアウトによる Office 365 への
高速パス
Office 365 の帯域幅を保証
主要データセンタでのマイクロソフトとパートナーシップ

TCP 最適化によるファイルの高速ダウンロード

MPLS 使用量を削減

全面的アップグレードは不要

シンプルな管理

リアルタイムの可視性
•
•

あらゆる場所／ユーザのインターネットと Office 365
の全トラフィックを瞬時に可視化

迅速な展開
•
•
•

ワンクリックで構成が完了

ハードウェアやソフトウェアの導入は不要

インフラのアップグレードは不要

大規模で複雑な環境に対応する ZSCALER のシンプルなソリューション
32 ヶ国で事業を展開する、フォーチュン 500 カンパニーである Zscaler のお客様は、Office 365 のアーリーアダプタとして 2 回の展開を試

みたものの、数々の困難に直面しました。その後、Zscaler の採用によって、ローカルブレイクアウトが成功し、Zscaler Cloud Security Platformで

全ユーザを保護しつつ、ユーザが必要とするパフォーマンスを達成することもできました。また、リモートワーカは、Zscaler を使用して
Office 365 にアクセスできるため、VPN によるデータセンタへの接続は必要ありません。

競合発生時は帯域幅の40%をOﬃce 365に
割り当てる

この間、YouTubeの帯域幅使用率は
20%以下に制限される

Zscaler の導入前は YouTube が多くの帯域幅を使用していましたが、Zscaler の使いやすい帯域幅制御によって、上記の帯域幅レポートに示すように、
YouTube に上限を設定して Office 365 用に帯域幅の 40％が確保されるようになりました。
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お客様の課題：

ZSCALER ソリューション：

• 拠 点のファイアウォール、600 以 上のル ール の管 理 が 複 雑
すぎた

• ローカルブレイクアウト — データセンタ宛てトラフィックだけを
バックホール

• トラフィックやセッションの可視性が不十分だった

• シンプルな管理

• MPLS 経由のトラフィックのバックホールのコストが高すぎた

• インフラストラクチャの購入や製品有効期限の管理は不要

• SSL セッションがデータセンタのファイアウォールを圧迫していた

• Zscaler Cloud Firewall は 80/443 以外のポートにも対応
• 帯域幅制限ポリシーによって Office 365 の快適な動作を保証

Office 365 の展開にあたっては、ぜひ、Zscaler をご検討ください。700 以上のお客様が Zscaler Cloud Security Platform を使って Office

365 を運用し、快適なユーザエクスペリエンスの提供、MPLS 使用の削減、ファイアウォールの全面入れ替えの回避といった目標を達成し

ています。

Zscaler で Office 365 の容易な導入と快適なユーザエクスペリエンスを実現する
Zscaler を使用すると、Office 365 を簡単かつスムーズに導入でき、Office 365 の快適なユーザエクスペリエンスが保証されます。受賞歴

を誇る Zscaler Cloud Security Platform を既にご利用いただいている場合、ワンクリックで Zscaler for Office 365 を有効化できます。デモ
のご依頼と詳細については、Zscaler にご連絡ください。

Zscaler のマルチテナント専用のクラウドセキュリティプラットフォーム
脅威対策

アクセス制御

データ保護

クラウドファイアウォール

IPS/高度なプロテクション

情報漏えい対策

URLフィルタリング

クラウドサンドボックス

クラウドアプリ（CASB）

帯域制御

アンチウイルス

ファイルタイプ制御

DNSフィルタリング

DNSセキュリティ

特許取得済みのテクノロジでセキュリティを強化

SSMA™

すべてのセキュリティエンジンで
各コンテンツをスキャン
- マイクロ秒の遅延のみ

ByteScan™

すべてのアウトバウンド／インバウンドの
バイトをスキャン
- ネイティブのSSLスキャン

PageRisk™

インラインで各オブジェクトの
リスクをダイナミックに計算

NanoLog™

50分の1に圧縮し、
リアルタイムで
グローバルログを集約

PolicyNow™

オンプレミス、
オフプレミスを
問わずユーザに同一の
セキュリティポリシーを適用

Zscaler について
Zscaler は「アプリケーションがクラウドに移行するにつれ、セキュリティも同様にクラウドに移行する必要がある」
というシンプルながら力強いコンセプトを元に 2008 年に設立されました。今日、多くのグローバル組織における
クラウドを主体としたオペレーションへの移行を支援しています。

ゼットスケーラー株式会社
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