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Umbrella の活用で O365 の展開を促進する 
成功に導き、現在のパフォーマンスを向上する
現状
2 つの大きなトレンドがかみ合って、Microsoft O365 へのコンバージョン率を押し上げています。重要なアプリケー
ションをクラウドに移行する動きは勢いを増し、主流の域に達しました。Microsoft 社も、Office の更新を迎えるユーザ
全員に O365 への移行をますます積極的にプッシュしています。O365 は魅力的な製品であり、生産性とコストの面で多
くの優位性がありますが、ネットワークとセキュリティの面で大きな問題があり、これが移行時に問題となります。
トライアルや小規模な初期展開はうまく機能しても、組織全体に導入すると問題が発生する傾向が見られます。SaaS の
オフィス スイートから生成されるアクティビティは、他のアプリケーションのものとは異なります。オフィス スイート
では、多数の場所から大量のトラフィックが発生する傾向があり、多くのスレッドが開いた状態で存在し、セッション時
間が長くなるからです。大規模な組織であればオフィス スイートに世界中からユーザが接続しますが、データセンター
とセキュア Web ゲートウェイ（SWG）へのトラフィックをバックホールで接続したり、中間のクラウド プロキシによ
り全トラフィックを復号したりする場合はパフォーマンス上の問題が発生することになります。これは O365 の利便性を
下げ、導入にブレーキをかけるため、結果としてシャドー IT に逃げるユーザを増やす可能性があります。
Microsoft 社は、こうしたパフォーマンスの問題を防ぐため、O365 の中核トラフィックにプロキシを使用せず、必要に
応じて「ExpressRoute」サービスを購入するよう推奨しています。同社は「O365 トラフィックにプロキシを経由させ
ず」、O365 クラウドへトラフィックを直接送信することを推奨しています。これを行うには、最近の MS KB 記事で説明
されているとおり、SWG やプロキシ（オンプレミスとクラウドベースの両方）からホワイトリストを使用してトラフィッ
クを許可します。ただし現時点では、Microsoft 社が IP を頻繁に変更するのでこのアドバイスに従うことが困難です。た
とえアドバイスに従った場合でも、多くのケースではパフォーマンスの問題が残ります。こうした問題への対策として同
社は、次の 3 種類のトラフィック カテゴリにドメインを分類する、新しい API ベース モデルの実装を試みています。
•   最適化：トラフィックの約 75% は Microsoft 社のコア サービス宛てで、これらは同社がセキュリティを確保している
ため、プロキシによる検査、復号化、認証が不要です。同社がセキュリティを確保する IP と URL は、対策を容易にす
るため最大 8 つ程度に減らされる予定です。

•   許可：重要ではない Microsoft 社宛てのトラフィックは、各組織のデフォルトのセキュリティ ポリシーを適用すること
を推奨しています。ただしその場合も復号しないようにとアドバイスしています。ネットワークにある程度の遅延は発
生しますが、大きなパフォーマンスの問題にはつながらないと考えられます。

•   デフォルト：必ずしも Microsoft 社でホストされない、その他の宛先です。通常の Web ブラウジングと変わらないの
で、プロキシ検査ポリシーを適用できます。

主な課題
•   Microsoft O365 では、SWG とプロキシがうまく共存しません。長期間の接続が中間のプロキシによって切断されるた
め、O365 アプリケーションが生成する複数の接続がプロキシ（およびエッジにある他のアプライアンスやインフラ）
に多大な負荷をかけるためです。

•   Microsoft 社は、プロキシからクラウドベースの O365 サービスに送信されるトラフィックをホワイトリストに登録す
ることを推奨していながら、サービスで使用する一連のクラウド URL と IP を頻繁に更新しています。

•   クラウド URL と IP の頻繁な更新や追加によって、ベンダーがコンテンツ分類エンジンでそれらを正確に分類すること
が困難になります。O365 ドメインが多数の異なるコンテンツ カテゴリに分類され、ポリシーの適用に矛盾が生じる結
果になります。

•   パフォーマンスの低さが展開を妨げます。また、不満を感じるエンド ユーザからの激しい反発を招きます。
•   応答時間が長くなるので、コラボレーションやファイル共有などのコア機能でシャドー IT が多用されることになり、
脅威の侵入経路が広がります。

•   Microsoft 社の電子メール セキュリティを使用すると電子メール関連のセキュリティ インシデントが増えるため、さら
に高度な保護が必要になります。

•   電子メールや、SharePoint および OneDrive のデータの損失を防ぐ仕組みが必要になります。
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https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/office-365-urls-ip-address-ranges


項目 

DNS 解決にかかる
時間を短縮 

ルーティングのパ
フォーマンスを向上 

ルーティング ホップを
削減 

CDN 結果の効率を向上 

改善 

DNS TCP ラウンド トリップ時間をグローバルに平均 50 ～ 90 % 削減
DNS ICMP ラウンド トリップ時間をグローバルに平均 60 ～ 98 % 削減

O365/IPV4 ICMP ラウンドトリップ時間を平均 60 ～ 80 % 改善 

O365/IPV4 ネットワーク ホップでネットワーク ホップ数を 25 ～ 40 % 削減 

http ラウンド トリップ時間を 50 ～ 75 % 改善
ダウンロード時間を 70 ～ 85 % 短縮
CDN 帯域幅を 300 ～ 500 % 拡大
ワイヤレスおよび有線ネットワークにおけるマルチメディアのパフォーマンスを向上 
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Umbrella による解決策と利点
•   Umbrella は DNS レイヤで動作し、プロキシを選択的に使用します。O365 への大半の要求を、クラウド DC 経由でリ
ダイレクトせずに Microsoft へ直接送信できます。（つまり、Umbrella は他の多くの競合製品と異なりトラフィック
を中断しません。トラフィックを中断する他の製品では、これを防ぐためのメカニズムを追加で実装する必要があり
ます）。

•   Umbrella は Microsoft O365 と緊密にピアリングしています。シスコのグローバル ネットワーク内では 90 % 以上が 
O365 と直接ピアリングしています。シスコでは、Microsoft 社のデータセンターや Web サーバに関する知識を活用
して、優れた DNS 解決パフォーマンスを実現しています。

•   Umbrella は EDNS クライアント サブネット（ECS）を使用して、ロケーションを含む要求のコンテキストを保持しま
す。このデータを活用して O365 トラフィックに最適なルートを選択することで、一元化されたロケーションやクラ
ウド プロキシ データセンターの出力ポイントに頼る場合よりもパフォーマンスが向上します。

•   Microsoft 社は EDNS を O365 インフラ1全体ではサポートしていません。そこでシスコは同社と協力して、O365 の
宛先に対するすべての DNS クエリが（その要求を解決した Umbrella DC のロケーションと関係なく）ユーザのブレー
クアウト出力用に最適な Microsoft DC に常に解決されるようにしました。この処理では信頼性とシンプルさを確保す
るために、シスコのエニーキャスト インフラストラクチャが最大限に活用されます。パフォーマンスが損なわれるこ
とも一切ありません。

•   Umbrella が持つインテリジェントな機能が、DNS の解決時に利用されます。ほとんどの場合、トラフィックを詳細に
検査する必要はありません。インテリジェントな機能は、非 Web トラフィック、暗号化トラフィック、およびその他
の独自トラフィックを含め、O365 への全要求に適用されます。DNS レイヤで動作するので O365 トラフィックへの
干渉や中断は発生しません。要求された宛先が、Umbrella によってリスクまたは悪意のある宛先として認識される場
合（要求したホストが侵害を受けた可能性がある場合など）、セキュリティが次のどちらかの方法で確保されます。
1.  要求された宛先が悪意のあるものとして認識される場合、DNS クエリの時点で要求はブロックされます。
2.  要求された Web の宛先がリスクのあるものとして認識された場合、その要求は Umbrella のプロキシに選択的にリ
ダイレクトされ、詳しく検査されます。

パフォーマンスの向上
いくつかの O365 環境では、Microsoft 社の ExpressRoute サービスや各種のプロキシ専用ソリューションを使用する場
合と比較して、Umbrella がパフォーマンスを向上させることを確認できました。使用パターン、オフィスの場所、およ
び展開方法はお客様によって異なりますが、Umbrella を使用すると一連のパフォーマンス数値が向上しました。

パフォーマンスの向上の一例： 
Umbrella（クライアント ローミングあり）と Microsoft ExpressRoute を比較します。

1.  シスコは Microsoft 社と協力し、Office 365 グローバル ネットワーク内に EDNS クライアント サブネットを配置することを促進しています。これは準備中の段階にあります。すでに Microsoft サービス 
の一部では採用されていますが、執筆時点では全体には使用されていません。outlook.office365.com を中心に導入を進めてきましたが、O365 に含まれる複数の製品では本格導入がまだ始まっていません。

https://support.umbrella.com/hc/en-us/articles/360021857552
https://umbrella.cisco.com/products/our-intel
https://umbrella.cisco.com/products/features/intelligent-proxy
https://umbrella.cisco.com/products/features/intelligent-proxy
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先ほども触れたとおり、お客様の環境、ロケーション、およびトラフィックのパターンが異なるため、パフォーマンスの
向上をテストする最良の方法は、Umbrella のトライアルをセットアップして結果を比較することです。

その他の O365 向けのシスコのセキュリティ ソリューション
Cisco SD-WAN（Viptela）
Cisco SD-WAN ファブリックの最大の目的は、シームレスかつセキュアで、信頼性の高い方法により、最良のパフォー
マンスでユーザをクラウド内のアプリケーションに接続することです。シスコは、Microsoft の Office 365 の接続原則
（aka.ms/pnc）に対応した SaaS 向けの Cloud onRamp ソリューションにより、この包括的な SaaS アプリケーショ
ン機能を提供しています。SaaS 向け Cloud onRamp により、SD-WAN ファブリックは、すべての許容パスを通じて
指定された SaaS アプリケーションのパフォーマンスを継続的に測定します。ファブリックは、パスごとに Quality of 
Experience（Quality of Experience、QoE）スコア（0 ～ 10）を計算します。このスコアにより、ネットワーク管理者
は、これまで得られなかったアプリケーション パフォーマンスの可視性を得ることができます。最も重要なのは、ユー
ザとクラウド上の SaaS アプリケーション間で、最適なパスを選択するための決定がファブリックによりリアルタイムで
自動的に行われることです。企業は、そのビジネス ニーズとセキュリティ要件に応じて、この機能をさまざまな方法で
柔軟に導入できます。
•   Cisco SD-WAN により、ビジネスセントリックでアプリケーション対応の差別化ルーティング ポリシーを適用できま
す。高パフォーマンスが求められるトラステッド アプリケーション（Office 365 など）への直接接続を実現すると同
時に、SWG、CASB またはカスタマー データセンター経由で一般的なインターネット トラフィックをルーティング
します。

•   シスコの SaaS 向け Cloud onRamp 機能を活用すれば、Office 365 のトラフィックをインテリジェントにルーティン
グし、速くて安全で信頼性の高いエンドユーザ エクスペリエンスを提供できます。

•   ブランチ、地域ハブ、およびデータセンターの各回線から Office 365 へのすべてのパスでパフォーマンスが継続的に
監視され、アプリケーション トラフィックは、人が介入することなく最適なパフォーマンスのパスに動的にルーティ
ングされます。

•   SaaS 向け Cloud onRamp は、QoE メトリックを介してアプリケーション パフォーマンスをリアルタイムで可視化す
ると同時に、過去のパフォーマンスの追跡も可能にします。

O365 トラフィックの理想的なパスを評価して選択するパフォーマンス認識型アプローチにより、あらゆる場所でユーザ 
エクスペリエンスを大きく改善できます。
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詳細情報
Umbrella の詳細については、シスコまたはシスコ パートナーの営業担当者にお問い合わせいただくか、以下の
無料デモをお試しください。https://signup.umbrella.com/ 
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Cisco クラウド E メール セキュリティ（CES）
Cisco クラウド E メール セキュリティは、O365 ユーザを高度な標的型フィッシング攻撃から保護し、グローバルなイ
ンテリジェンスを駆使して新たな電子メールの脅威を特定、ブロックします。また、機密データが含まれる電子メールの
添付ファイルや、機密性の高いコンテンツが含まれる電子メール自体を保護することもできます。最近の攻撃はますます
複雑になり、Office 365 ユーザを標的とするものも現れています。受信したときは無害に見えた添付ファイルが、環境
への侵入から数時間、数日、または数週間してからマルウェアに姿を変えることもあります。シスコの遡及的なセキュリ
ティでは、ファイルが悪意のあるものに変化して、Office 365 のセキュリティ対策が必要となったときに管理者に警告し
ます。こうした悪意のある添付ファイルは、メールボックスの自動修復機能によって自動的に削除されます。チームの作
業時間を節約し、より多くの損害が発生する前に脅威を封じ込めることができます。現在の電子メール セキュリティ ソ
リューションを通過しかねない脅威も、シンプルな「脅威アナライザ」プロセスによるメールボックスのスキャンにより
予測できます。
電子メール セキュリティ ソリューションの強みは、シスコのグローバル ネットワーク全体に張り巡らされたインテリ
ジェンスです。これは単なるスキャン機能だけでなく、次のような機能も提供します。
•   システムに影響を与える前に攻撃を認識する、最も堅牢で予測可能な Cisco Talos のグローバル インテリジェンス。
•   危険なファイルからの保護、および感染発生時の損害の軽減。危険なファイルがいつマルウェアに姿を変えようと保
護します。

•   悪意のある変更をクリック時に捕捉する、詳細でリアルタイムの URL スキャン、分析、およびブロック。
•   業界および政府の規制に準拠するための、不注意による機密情報漏えいの防止。
•   調査と応答の時間を短縮するための包括的かつリアルタイムのレポート。

Cloudlock
Cisco Cloudlock は、O365 のユーザ、データ、およびアプリケーションを保護するセキュリティ ソリューションです。
ユーザおよびエンティティの動作が分析され、その結果が、侵害されたアカウントや内部に潜んだ攻撃者を検出するため
に使用されます。事前に作成されたカスタムのデータ損失防止（DLP）ポリシーにより、SharePoint または OneDrive か
ら機密データを検出してユーザと管理者に警告する、コラボレーションの権限を削除する、共有の権限を取り消すなどの
一連の措置を適応できます。このようにデータを可視化して制御できるので、Cloudlock は O365 内にファイルが不適切
に保存されたり、公開されたりしないように保護できます。OAuth を介して O365 に接続されるサードパーティ製アプ
リケーションをすべて表示することもできます。クラウドベースの信頼スコアにより、リスクのあるアプリケーションへ
の OAuth 接続を取り消すこともできます。

まとめ
Office 365 などのオフィス生産性向上ツールは導入が進んでいます。これは生産性の向上に多くの効果があるからです。
しかし、オフィス生産性向上ツールのメリットを組織全体で安全に活用するためには、接続方法を合理化し、セキュリ
ティを強化する必要があります。シスコでは、導入を促進し、パフォーマンスとセキュリティを独自に組み合わせてユー
ザを保護すべく、一連のクラウド セキュリティ ソリューションを提供しています。
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