
⽚⼭ 智
シスコシステムズ合同会社 コンサルティングシステムエンジニア
2020 年 5 ⽉ 22 ⽇

Meraki Systems Manager で
「効率的」で「安全・安⼼」な運⽤を実現

MDM って本当に必要︖



もしも・・・
新しいタブレット1,000台、10,000台が納品されたら、どうしますか︖



もしも・・・
新しいアプリケーションを利⽤したい場合、どうしますか︖



もしも・・・
⽣徒がタブレットを紛失したら、どうしますか︖



Meraki Systems Managerがこれらの課題を解決します

iOSデバイス、Mac、Windowsパソコン、ChromeOS等
あらゆるデバイスを同じ管理画⾯から管理

アクセスポイントやスイッチとも
同じダッシュボード（管理画⾯）で⼀元管理が可能

⽇本のみならず世界の教育機関での導⼊実績有

Merakiシステムマネージャーと
Merakiアクセスポイントのみで証明書認証を実現
→教育センター側にRadiusサーバーを構築頂く必要はありません

Systems Manager 



Systems Manager ご導⼊のポイント

クラウド管理

位置情報の確認

設定⼀括適⽤

デバイスの制限 迅速な
プロビジョニング

Meraki Dashboard
インテグレーション

アプリケーション管理トラブルシューティング

$35M

利⽤状況の可視化

紛失時の対応



Systems Manager 101
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アプリ
設定

設定（プロファイルとエージェント）

• Systems Managerはアプリと設定を管理します。
• 設定はプロファイルという形式とエージェントに対しての指⽰があります。
• プロファイルをタグなどに紐付けて⾃動的に端末の設定を切り替えることができます。



タグ(Tag)による管理
• タグはアプリやプロファイル、デバイスに
紐付けられます

• 包括的に全てのタグのコントロールが
できます:

- ⼿動タグ
- セキュリティポリシータグ
- ジオフェンシングタグ
- スケジュールタグ
- 所有者タグ
- など



システムズマネージャ｜ユースケース



システムズマネージャでできること

10

デバイスの監視
利⽤状況の可視化
紛失デバイスの追跡

遠隔からのトラブルシュート

デバイス利⽤準備
アプリケーションの配布
デバイスの利⽤制限

WiFiの設定

セキュリティ担保
セキュリティポリシー
アラート設定

紛失時の端末ロック
データ消去



システムズマネージャでできること
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デバイスの監視
利⽤状況の可視化
紛失デバイスの追跡

遠隔からのトラブルシュート

デバイス利⽤準備
アプリケーションの配布
デバイスの利⽤制限

WiFiの設定

セキュリティ担保
セキュリティポリシー
アラート設定

紛失時の端末ロック
データ消去



利⽤準備︓アプリケーションの⼀括配布

App Store等 から管理したいアプリを追加 アプリをプッシュする端末の範囲を
タグを使って指定

Apple・Windows・Androidのアプリを数千⼈のユーザーにインストールできます。デバイスが利⽤できない場合は、次回オンラインになった
際にインストールされます。授業時間外にアプリを⾃動アップデートすることも可能です（DND機能）。



利⽤準備︓デバイスの利⽤制限
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特定のアプリの利⽤を禁⽌できます。ゲームなどのコンテンツのカテゴリやレーティング（例︓R-15）ごとに設定することもできます。授業時
間はLINEを使わせない、といったきめ細やかな設定が可能です （スケジュールタグとプロファイル組み合わせ）。
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SSIDとユーザID/パスワード情報を事前に
配布しておくことで⾃動でWiFiに接続

利⽤準備︓WiFi の設定をデバイスに事前登録

接続先のSSID名を⼊⼒

※キッティング時はキッティング⽤のSSID（フィルタ等無し）をご⽤意いただくのがおすすめです。



システムズマネージャでできること
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デバイスの監視
利⽤状況の可視化
紛失デバイスの追跡

遠隔からのトラブルシュート

デバイス利⽤準備
アプリケーションの配布
デバイスの利⽤制限

WiFiの設定

セキュリティ担保
セキュリティポリシー
アラート設定

紛失時の端末ロック
データ消去



監視︓クライアントを⼀覧表⽰
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• システムズマネージャに登録した端末は、監視 > デバイス から確認可能

• デバイスのモデルや、バッテリの状態、現在地情報等を確認可能
• 複数端末に⼀⻫にメッセージ配信や、⼀⻫ワイプが可能

端末の位置情報、アプリの名称、ライセンス、ハードウェア情報などを取得します。
不正なアプリがインストールされていたり、サーバーなどがオフラインの際にIT管理者に通知する機能もあります。



監視︓デバイスの利⽤状況を可視化
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さらには、MerakiのAPとの連携で、接続先のネットワーク機器の可視化も

デバイスの位置情報を⾃動表⽰

インストールされているソフトウェア/アプリケーションの可視化



監視︓遠隔からのトラブルシューティング
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ダッシュボード上でリモートでのトラブルシューティングに使⽤できる強⼒なライブツールを提供

ライブツール例︓

・デバイスのパスコードクリア
・デバイスロック
・デバイスのプロファイルと業務アプリの削除
・デバイス上の全てのデータを消去

先⽣
パスコード忘れました

端末のロック・パスワード/OSの初期化・データ削除などをリモートで⾏えます。端末にリモート接続し、リブートやシャットダウンも⾏えます。
ドライブの空き容量やCPUの温度、ハードディスクの異常等のシステムに関する項⽬を監視できます。



システムズマネージャでできること
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デバイスの監視
利⽤状況の可視化
紛失デバイスの追跡

遠隔からのトラブルシュート

デバイス利⽤準備
アプリケーションの配布
デバイスの利⽤制限

WiFiの設定

セキュリティ担保
セキュリティポリシー
アラート設定

紛失時の端末ロック
データ消去



セキュリティ︓Geo Fencing （ジオフェンシング）

2020

Google MAP上でエリアを定義

特⻑︓
ロケーションに応じた端末の制御が可能

使⽤例︓
アラートと連携して、学校外へ
持ち出し禁⽌の端末をロケーション管理

ポリシー違反時のアラート設定



セキュリティ︓紛失デバイスの追跡・ロック・データ消去
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デバイスをリモートでロックまたはデータ削除
デバイスの位置情報をIPアドレス、AP、またはGPS情報に基づ
いて取得。データを保護するために、パスコードを強制することも
可能です。



セキュリティ︓⾃動で証明書を作成・配布
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システムズマネージャーを Meraki MR と⼀緒に導⼊すれば、
⼀番セキュアな認証⽅式で無線に端末を接続させることができます。（Meraki独⾃）
証明書認証は RADIUSサーバの他に認証局を構築する必要がありますが
この仕組みを使⽤すればシステムズマネージャーと Meraki MR だけで実現できます。

クライアント証明書を使った
802.1x 認証

クライアント証明書 クラウド内蔵の認証サー
バ

無線LAN (MR)



導⼊事例



学校における運⽤イメージ (⽟川聖学院様)
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• SNSやゲーム, ⽣徒によるアプリインストールの禁
⽌

• 違反アプリのインストールなどのルール違反があっ
た場合には、iPadの壁紙が⾚く変わり警告メッセ
ージを表⽰

• 23時から朝の5時まではYouTubeの視聴禁⽌
（学校外も使⽤不可）

• 貸出iPadは学校外に出ると⾚壁紙にかわり、通
知メールと位置情報が届く

端末の使⽤ルール
を⽣徒に周知

通常のiPad壁紙 違反すると壁紙が
⾚く変わり警告

「先⽣︕パスコードを忘れました。」
⇒ダッシュボードから パスコードを初期化
「先⽣︕アプリが起動しません。」
⇒ダッシュボードからデバイスごとに更新/インストール
「先⽣︕iPadを壊してしまいました。」
⇒該当端末をshuuriタグに変更し、販売代理店へ
「この⽣徒だけに、このアプリを⼊れたい。」
⇒ASMでアプリを購⼊し、該当⽣徒にタグ付け。
「先⽣︕iPadをなくしてしまいました。」
⇒ダッシュボードで端末の位置情報を確認

ダッシュボードから端末の位置情報を確認

1. （⽣徒）必要なデータをバックアップ
2. （⽣徒）新しい（別の）Apple IDを取得
3. （先⽣）ダッシュボードからMDM登録

解除の信号を送信
4. （⽣徒）新たなApple IDでサインイン

MDMによるiPad監視モードを解除

学校でのルール策定 トラブル発⽣時の対処 卒業時の制限解除



ライセンス



LICENSING
ハードウェア1台に対してライセンス１つのシンプルな構成

1年、3 年、5 年のライセンスオプション

24 時間年中無休のサポートと保証

全ての機能が標準実装 機能単位のライセンスなし

購⼊形態と
ライセンス



iPad x Meraki GIGAスクールセット 本⽇ご紹介したMDMも
補助⾦対象内

Apple
iPad
第7世代

Meraki
システムズマネージャ

（MDM）

＊販売店やセット内容の詳細についてはお問い合わせください
Cisco Meraki営業窓⼝ 03-4530-9000 
meraki-japan@cisco.com

GIGAスクール構想の標準仕様に準拠

キーボード



Appleデバイスの⼀括購⼊と配布



VPPとDEP利⽤の簡単タブレット配布
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VPPで⼀括購⼊、DEPで⼀括登録、
キッティング不要でダブレットを配布可能

Activate WiFiの設定 MDM登録 完了

Activate WiFiの設定 MDM登録 アプリ購⼊とインス
トール 制限事項設定 完了

通常のキッティング（MDM有り）

VPP + DEPの利⽤

VPPで⼀括購⼊DEPでMDM
登録の⾃動化 SMで⾃動配布

Activate WiFiの設定 ⻑い初期
セットアップ

アプリ購⼊とインス
トール

Apple 
Configuratorで
制限事項設定

完了

通常のキッティング（MDM無し）

アプリ購⼊とインス
トール 制限事項設定

※キッティング時はキッティング⽤のSSID（フィルタ等無し）をご⽤意いただくのがおすすめです。



デバイスのコミュニケーション
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2

1

4
1. iOSデバイスとAppleの通知サービス（APNS)との間に通信
チャネルが作成されます

2. SMからiOSデバイスへ命令がAppleの通知サービスへ送
られます

3. iOSデバイスは通知サービスから命令があることを知らさ
れます

4. iOSデバイスはSMに接続し、命令を受け取ります

3

Apple

Apple’s Push Notification Service

Endpoint Devices

Meraki Systems Manager



Apple School ManagerとMeraki Systems Manager

購入済み
デバイス

Apple School Manager

教育委員会

購入済み
コンテンツ

• iPad発注時にはApple School 
Managerへデバイス登録したい
ことを伝え、DEP登録を販売店に
してもらう必要があります。

• DEP登録のために組織IDなどが
必要になる可能性があるため、
発注前にApple School 
Managerへアカウント作成（審査
に5日営業日）をしておく必要が
あります。詳しくはApple代理店
に事前確認をオススメします。

• 注文したiPadは教育委員会の
Apple School Managerにデバイ
ス登録されるのでMDMサーバに
割当ます。

• Apple School Managerでコンテ
ツ（Appとブック）を購入し、MDM
サーバに割当します。

• Meraki Systems Managerは
Apple School Managerから割
当デバイス情報を同期します。

• DEPデバイスに設定を割当し、
iPadがアクティベートしてくると
MDMへ自動登録、プロファイ
ル、アプリの配布を行います。

• Meraki Systems Managerは
Apple School Managerから割
当コンテンツ情報を同期します。

• アプリをターゲット（iPad）指定し
配布します。



Apple School ManagerとMeraki Systems Manager (DEP)

Apple School Manager Meraki Systems Managerトークンで紐付け



Apple School ManagerとMeraki Systems Manager (DEP)

Apple School Manager Meraki Systems Managerデバイスの割り当て



Apple School ManagerとMeraki Systems Manager (VPP)

Apple School Manager Meraki Systems Managerトークンで紐付け



Apple School ManagerとMeraki Systems Manager (VPP)

Apple School Manager Meraki Systems Managerライセンスの割り当て



Meraki MRとの連携ポイントSM Sentry

ワイヤレス設定画⾯

MDM設定画⾯

ワイヤレス設定画⾯でSSIDアクセス制御でシステムマネージャーセントリー
（SM Sentry）を有効にすることでMDM設定画⾯にWi-Fiプロファイルが

⾃動⽣成されます

このプロファイルはMeraki MDMサーバ側から
クライアント証明書を配布して⾃動的に

EAP-TLSでセキュアな接続を可能とします



SSIDホワイトリスト
⽣徒に学校以外のSSIDに接続させない

MDM設定画⾯

iPad設定画⾯

• Wi−FiのON/OFFボタンは薄
⾊になり操作不能

• プロファイルに設定された
SSIDしか⾒えない

※キッティング時はキッティング⽤のSSIDも⼀
時的にWi Fiプロファイルで追加しておいてく
ださい。追加してない場合は、Wi−Fiが切れ
て作業が中断してしまいます。



持ち帰り学習でiPadを⾃宅に持って帰ったら??
ジオフェンシングの活⽤ 学校外プロファイル

ジオフェンシングで学校エリアをGoogle Map
で指定 学校外プロファイルを作成し、ターゲットに

“ジオフェンシング –違反デバイス”に適⽤させるようにする
※位置情報サービスを有効にしておく必要があります。これはプライバシー情報にあたるのでMDM側から有効にはできないため、
初期セットアップ時に有効にし、Systems Managerにも許可する必要があります。
※Wi-FiモデルはGPS機能がありませんが、位置情報サービスはGPS以外からの情報を元に場所を推定することが可能です。



【重要】プライバシー設定およびSMアプリ位置情報サービスを有効にする

位置情報サービスの
利⽤を許可

設定>プライバシー>位置情報サービス
Meraki MDMに許可を与えます
「使⽤中のみ」より「常に」が好ましいです

※位置情報サービスを有効にしておく必要があります。これはプライバシー情報にあたるのでMDM側から有効にはできないため、
初期セットアップ時に有効にし、Systems Managerにも許可する必要があります。
※Wi-FiモデルはGPS機能がありませんが、位置情報サービスはGPS以外からの情報を元に場所を推定することが可能です。



ソフトウェアアップデート対応について
アップデート実施時に想定される渋滞箇所 アップデート通信による授業への影響緩和⽅法

※併⽤も可能です。

学校

インターネット

教室
学校 学校 学校

閉域網

学校

教室

閉域網

インターネット学校から直接インターネットで
アップデート

（ローカルブレイクアウト）

授業影響与えないように
帯域制御

（トラフィックシェービング）

全端末をインターネットへ
アップデートさせない

（Webキャッシング機能）

端末管理ツールで分散化
（スケジュール管理）
※デバイス管理依存

データセンター出口

データセンター入口
学校出口

デバイス側でできること、
ネットワーク側でできること、

両輪で対応することが最適化と考えます



iOS update
MDMで何ができるのか

• Systems Managerプロファイルでソフトウェアの更新設定

• Systems ManagerでOSアップデートコマンド

• アップデートの存在をデバイスに表⽰させることを最⼤90⽇まで遅らせることの
みです。また起点となるのはアップルがリリースした⽇となります。

“MDM の管理者が、監視対象のデバイスに新しいソフトウェアアップデートが表⽰
される時期を遅らせることができます。” by Apple (HT208644)

• バージョン指定機能はないが、利⽤可能なOSアップデートコマンドをMDMから
送信することが可能。

• タグを活⽤してアップデートを段階的に⾏うことも可能。

※DND機能のスケジュールはOSアップデートコマンドには機能しないです。

デバイス側でできること、
ネットワーク側でできること、

両輪で対応することが最適化と考えます



MR/MXでiOS updateにできること
NWで授業に影響をあたえないようにするには

①グループポリシーでiOS updateを授業時間ブロック（MX/MR）
• スケジュールでポリシー適⽤時間を指定
• L7FWで”mesu.apple.com”&”appldnld.apple.com”&” 

mzstatic.com”&”cdn-apple.com” をDeny
• MX: グループポリシーをVLANに割り当て
• MR: デバイスタイプでグループポリシーをiPad/iPhoneに割り当て

学校

教室
③

②トラフィックシェービングでiOS updateを
帯域制御（MX/MR）
• カスタム正規表現でL7FWで
”mesu.apple.com”
”appldnld.apple.com”
” mzstatic.com”
”cdn-apple.com” を追加
• 帯域幅を制限



Demo


