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このような状況下だからこそ！
現場に行かないGIGAスクール向け
クラウドネットワーク



パンデミックに負けない新しい柔軟な働き⽅

今まで これから

教育/学ぶ場所 教室が中心 教室&自宅+

IT環境 タブレット、オンプレシステム
BYOD＋タブレット、クラウド

オンライン授業

教育、業務の中心 教科書、紙、印鑑 デジタル教材、データ、デジタル承認

授業 全員同じ進度での学習 個別進度/反転授業

運営 固定担任制/学級運営 全員担任制/学年運営

教員の役割 教育、指導、管理 モチベーター、コーチング

学校の役割 学びの場 学び&コミュニケーションの場

ここれれかかららのの新新ししいい教教育育//学学びび⽅⽅



・現場での打ち合わせができる
・現場での作業ができる
・現場でのトラブルシュートができる

2020年3月～

・現場に人が行けない

・現場にいる人で対応しなければならない

・限られた人員で対応しなければならない

“最も変化に対応できるものが生き残る”

with コロナに備えたGIGAスクールネットワーク
IT管理者、ネットワーク運営者にとっての最大の変化は・・・

～ 2020年3月



クラウド管理による IT 運用のシンプル化

• 完完全全ななククララウウドド 管管理理型型ネネッットトワワーーキキンンググ ソソリリュューーシショョンン

• 無線、スイッチ、セキュリティ、EMM（MDM）、セキュリティカメラ

• 総合的なハードウェア、ソフトウェア、クラウド サービス

• ククララウウドド管管理理型型ネネッットトワワーーキキンンググののリリーーダダーー

• シスコで最も急成長を遂げているポートフォリオの 1 つ

• 140,000 社以上のお客様/多数の教育機関

• 220 万台以上の Meraki ネットワーク デバイスの導入実績

ワイヤレス スイッチセキュリティ

アプライアンス

モバイル デバイス

管理

電話 セキュリティカメラ



クラウド型管理の仕組み
直直観観的的
シンプルなブラウザベースのダッシュボード
一元管理プラットフォーム

拡拡張張性性

スループットの制約やボトルネックなし
デバイスや学校を数分で追加

高高いい信信頼頼性性

複数のデータセンターを持つ高可用性クラウド
クラウドへの接続が中断されてもネットワークは稼働
稼働時間 99.99 % を保証する SLA

セセキキュュリリテティィ

ユーザ トラフィックはクラウドを通過しない
第三者機関によるセキュリティ監査、日々の侵入テスト
ファームウェアとセキュリティの自動更新（ユーザがスケジュール設定）



GIGAスクールでのMerakiメリット



①教育センターに無線コントローラが不要
・将来アクセスポイントが増えても無線コントローラの増設は不要
・障害ポイントが軽減される
・設備費が軽減される（センター設備は補助金対象外）
②アクセスポイント一台からフル機能利用可能
・他管理製品やソフトウエアは不要/追加時に必要なものはアクセスポイントのみ
③管理画面が容易なため新担当者でもすぐに操作可能
・コンフィグ管理ではなくWEB管理画面を利用するため技術力は不要
④遠隔地からのオペレーション、監視が容易
・教育センターから各校の利用状況監視、設定変更が可能
⑤導入時、入れ替え時の時間及びコストが軽減される
・ゼロタッチで立ち上がるため、人員及び経費の大幅な削減が可能
⑥トラブルシュートが迅速
・機器設定内容が保守業者とも共有されるため迅速な日本語サポートが可能

GGIIGGAAススククーールルででののMMeerraakkii  メメリリッットト



1. 開封して、ケーブル接続 1. ネットワーク設定(テンプレート設定可能)
2. オーダー番号を入力

-オーダー番号とHWシリアル番号を関連づけ

導入校 ダッシュボード

導入時、入れ替え時の時間及びコストが軽減される

ゼロタッチ導入が可能 →展開が早い＆費用低減



遠隔地からのオペレーション、監視が容易

学校A 学校B 学校C 学校D

設定テンプレート

ネットワーク全体の設定（AP、スイッチ、ファイアウォール）をテンプレート化することで、新規校構築時や
複数校の設定変更を一元的にミスなく管理可能。
また、新ポリシー適用が瞬時に終わるため校内ネットワーク利用不可期間を極限まで短くすることが可

能です。リモート対応が重視される今後は必須の機能になります。

複数学校のネットワーク設定をテンプレートで一元管理可能



遠隔地からのオペレーション、監視が容易

①全体構成図から異常デバイスを確認

異常デバイスは黄色もしくは赤色で
表示されます。

②無線AP画面から電波状況を確認

リモートパケットキャプチャ

時系列で電波状況、クライアント接続
状況が確認できます。

③無線状況診断から不具合クライアントを確認

不具合クライアントと原因を特定できます。

④不明な場合はサポートへ連絡
WEB&日本語電話：03-××××-××××

接続障害時の状況調査が容易



トラブルシュートが迅速

クラウド型だから、、、
“機器の状況や設定履歴は保守業者とシスコメラキが確認可能なため迅速な原因究明が可能”

お客様管理画面

保守業者管理画面 シスコメラキサポート

<共有>
・機器構成
・設定状況

・変更履歴 etc…

シスコメラキサポート

・管理画面から簡単に問い合わせ可能
・日本語で電話問い合わせも可能（平日9時～19時）
・お客様の機器構成、設定は共有されているため

迅速な原因究明が可能

迅速なサポート



端末毎の利用アプリを可視化

端端末末のの状状態態をを可可視視化化
v アプリケーションの可視化
v 端末毎の帯域利⽤量
v 端末の種類
etc…

オオンンデデママンンドドででポポリリシシーーをを適適⽤⽤
私⽤アプリなどで帯域を占有しているユーザを指
定して通信をブロックしたり帯域制御のポリシー
を適⽤可能

端末の適正利用、授業の円滑な遂行、教材アプリの適切な利用を確実にするために、
状況に応じた利用端末・SSID単位での帯域制御は必須の機能になります。

端端末末・・SSSSIIDD単単位位でで帯帯域域制制御御がが可可能能



必要に応じて利用ポリシーを設定可能

例例＞＞平平日日88時時--1177時時のの動動画画視視聴聴をを制制限限
例例＞＞教教員員ののOOSSアアッッププデデーートト//アアンンチチウウイイルルスス
アアッッププデデーートトはは授授業業時時間間外外にに限限定定

端末の適正利用、授業の円滑な遂行、教材アプリの適切な利用を確実にするために、
状況に応じた利用端末・SSID単位での帯域制御は必須の機能になります。

大きなトラフィックが発生するアプリについては

授業時間外での利用のみに限定させることが可能

Youtube等動画アプリを指定し、「教員」「3年生」などタグ付けし

た端末やSSID単位で帯域制御が可能



製品



電波利⽤の効率化
4倍の容量
IoT対応

1999
2003

2004

2009

2013

2019 〜

Wi-Fi 5

3.5Gbps
（5GHzのみ）

9.6Gbps

11ax
Wi-Fi 6

11ac
Wi-Fi 4

11nWi-Fi 3
11a/gWi-Fi 2

11gWi-Fi 1
11b

ププロロジジェェククトトラライイフフササイイククルル

３３年年

５５年年～～７７年年

３３年年

WWii--FFii66ででののごご検検討討をを推推奨奨ししまますす

※※WWii--FFii  66  ととはは 880022..1111aaxxとと同同じじテテククノノロロジジーーをを表表ししまますす。。

WWii--FFiiはは下下位位互互換換性性ががあありりまますす

Wi-Fi6(11ax)未対応端末において、Wi-Fi5(11ac)認定APより
WWii--FFii66認認定定AAPPのの1111aacc通通信信((下下位位互互換換))ののほほううがが
パパフフォォーーママンンススがが高高いいことを弊社検証にて確認しております。

「11axは値段が高い？」→相応

「ax対応端末じゃないといけない？」→ac 対応端末でもパフォーマンス向上
「Merakiはクラウドと疎通取れないとAPが使えなくなる？」→利用可能

Wi-Fi6 対応機器



GIGAスクール向けMRモデルラインナップ

屋屋内内

MMRR3333
2x2: 2Stream
802.11ac Wave2

MMRR5522
MMRR5533
4x4: 4 Stream
802.11ac Wave2
2.5G Mgig (MR53)

MMRR4455
4x4: 4Stream
802.11ax / Wi-Fi 6 
Compatible
2.5G Mgig

MMRR4422
3x3: 3Stream
802.11ac Wave2

MMRR5555
8x8: 8Stream
802.11ax / Wi-Fi 6 
Compatible
5G Mgig

MMRR3366
2x2: 2Stream
802.11ax

MMRR4466
4x4: 4Stream
802.11ax
2.5G Mgig

MMRR5566
8x8: 8Stream
802.11ax
5G Mgig

同同時時
利利⽤⽤数数



MS120-8 MS120-24/48 MS210 MS225 MS250 MS350 MS355

コンパクト 小規模拠点・SOHO 小拠点・小キャンパス 拠点 & 小キャンパス 拠点 & キャンパス キャンパス、Multigigabit キャンパス, Multigigabit,
802.11ax 対応 Access

アップリンク 1G SFP x 2 1G SFP x 4 1G SFP x 4 10G SFP+ x 4 10G SFP+ x 4 10G SFP+ x 4 10G SFP+ x 4
40G QSFP+ x 2

PoE PoE/PoE+
124W (P model)

PoE/PoE+
370W (P models)

PoE/PoE+
370W (P,LP models)
740W (FP models)

PoE/PoE+
370W (P,LP models)
740W (FP models)

PoE/PoE+
370W (P, LP models)
740W (FP models)

PoE/PoE+/UPoE
370W (P, LP models)

740W (24X, FP models)

PoE/PoE+/UPoE
740W

スタック
仮想 仮想

仮想,
80G 物理l

仮想,
80G 物理

仮想,
80G 物理

仮想,
160G 物理

仮想,
400G 物理

ルーティング – -
スタティックのみ スタティックのみ

スタティック・ダイナ
ミック

スタティック・ダイナ
ミック

スタティック・ダイナ
ミック

PSU/
FAN 内臓, 

ファンレス
内臓

オプションRPS
内臓

オプショナルRPS
内臓

オプションRPS 交換可能かつ冗長PSU 交換可能かつ冗長PSU 交換可能かつ冗長PSU

3

Meraki アクセススイッチ



Meraki GIGA スクールサイト 検索：「Meraki GIGAスクール」

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki/campaign/gi
gaschool.html

・教育機関事例
・オンデマンド WEBデモ&セミナー
・無償トライアルのご案内



ウェブセミナー 6/3  &  6/17

22002200年年66月月33日日
1122::0000PPMM  JJSSTT  セセキキュュリリテティィををシシンンププルルにに（（無無償償提提供供機機器器対対象象））

概要：

IT管理者、エンジニアとして、常に困難な課題や高い要求に立ち向っていらっしゃるみなさまへ、特に悩ましいセキュリ
ティのアップデートとシンプル化に役立つ製品、機能と製品ラインについて、ご紹介いたします。

申し込みリンク：
https://merakiresources.cisco.com/m-jp-webinar-security-made-simple-reg.html

22002200年年66月月1177日日

1122::0000PPMM  JJSSTT  MMeerraakkii  アアッッププデデーートト（（無無償償提提供供機機器器対対象象外外））

概要：
Merakiアップデートウェビナーの日本語版を開催します。新製品の情報はもちろんのこと、ネットワークのトレンドや

ユースケースなどその時旬な情報を１時間に詰め込んでお送りします。質問も大歓迎です。
申し込みリンク：

https://merakiresources.cisco.com/m-jp-webinar-meraki-quarterly-reg.html



販売店様向けウェブセミナー

開催日時

5月27日（水）12:15〜13:00

■アジェンダ
・新製品のご紹介

・Merakiで実現するリモートワーク

・サポートからのご案内
・各種プロモーションご案内

■参加方法

事前申し込み不要
お時間になりましたら下記のWebex リンクより

ご参加頂けます。

https://cisco.webex.com/meet/mamisumi



販売店様向けCertified Meraki Networking Associate 
（CMNA）トレーニング

開開催催日日時時：：6月2日、3日、4日、30日、7月1日、2日 09:30-17:30

開開催催場場所所：：オンライン

対対象象参参加加者者：：SE様

言言 語語：：日本語

ごご準準備備いいたただだくくもものの物物::  ラップトップとインターネット環境

参参加加特特典典：：時間内の修了者全員に、無償で以下機材一式を提供(モデル変更の可能性有)

・MX64 security appliance

・MS220-8P Ethernet switch

・MR33 wireless access point

・3–year cloud license for each product

・100x System Manager license



問い合わせ先：meraki-japan@cisco.com


