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はじめに

Meraki Go セキュリティゲートウェイは、小規模オフィスや個人店舗向けに設計された Meraki Go 製品ファミリーの 1 
つです。IT に関する複雑な知識がなくても、すばやく簡単に「DIY」で、しかもビジネスクラスの安全かつ快適なインターネッ
ト接続を利用できるようになります。セキュリティゲートウェイを含むすべての Meraki Go 製品は、スマートフォンやタブ
レットのアプリでまとめて設定管理できるだけでなく、わずかな手順ですぐに使い始めることができます。

 注意

本ガイドでは、主として Android での手順を画面例とともに記載し、必要に応じて iOS での手順もテキストで追記しています。

2 アカウントを作成

3 セキュリティゲートウェイを登録

1 アプリをインストール

4 セキュリティゲートウェイを接続

XXXXXXXX@meraki-go.com

PW: XXXXXXXX

5 デバイスを接続

新規ユーザ
は

ここから

すでに

アカウント
を

お持ちの方
は

ここから
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1 アプリをインストールする

1  「Play ストア」アプリを起動

iOS では「App Store」アプリを起動します。

2  検索ボックスに「Meraki Go」と入力して
アプリを検索

3  ［インストール］ボタンをタップ

Meraki Go アプリのインストールが開始され
ます。

4  ［開く］ボタンをタップ

5  アプリの起動を確認

Meraki Go アプリのインストールが完了しまし
た。続けて、Meraki Go アカウントを作成しま
す。

3

2

まず、スマートフォンやタブレットに Meraki Go アプリをインストールします。Android では Google Play、iOS で
は App Store からアプリを検索できます。本ガイドでは、Android の手順と画面例を紹介します。

アプリをインストールする1

4
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Meraki Go アプリのインストールが完了したら、Meraki Go アカウントを作成します。このアカウントは、Meraki Go 
製品情報や各種設定情報を関連づけるために使用します。

アカウントを作成する2

1  ［ログイン］をタップ

2  ［初めての方は「ここ」アカウント作成］を
タップ

「アカウントの作成」画面が表示されます。

3  ［名］に名前を入力

4  ［姓］に名字を入力

5  ［電子メール］にメールアドレスを入力

ここで入力したメールアドレスを、Meraki Go 
アプリのログインに使用します。

6  ［会社］に会社名を入力

7  ［パスワード］に任意のパスワードを入力

半角英数字、大文字、小文字を含む、8 文字
以上の長さで設定してください。ここで入力し
たパスワードを、Meraki Go アプリのログイ
ンに使用します。

8  ［パスワード確認］に❼で入力したパス
ワードを再度入力

9  ［Select industry］（業種を選択）をタッ
プ

［Select industry］（業種を選択）ポップアッ
プウィンドウが開きます。

3

7

8

9

4

6

5

2

1
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2 アカウントを作成する

10  該当する業種を選択

11  ［適用］ボタンをタップ

12  ［Select business size］をタップ

［Select business size］（組織規模を選択）
ポップアップウィンドウが開きます。

13  該当する組織規模を選択

14  ［適用］ボタンをタップ

15  ［地域の選択］をタップ

［地域の選択］ポップアップウィンドウが開きま
す。

15

11

14

10

13

12



06

16  ［アジア］を選択

17  ［適用］ボタンをタップ

18  必要に応じて、［タイムゾーンの選択］をタッ
プ

［タイムゾーンの選択］ポップアップウィンドウ
が開きます。
すでに［Asia - Tokyo (UTC +9.0)］が選択
されている場合は、18～20の手順は不要です。

19  ［Asia - Tokyo (UTC +9.0)］を選択

20  ［適用］ボタンをタップ

21  必要に応じて、［活用ヒントや新サービス、
お得な情報などの送信を希望］をチェック
（任意）

Meraki Go の最新情報やお得な情報を❺で
入力したメールアドレスで受信するために、
チェックすることをオススメします。

22  ［利用規約を表示］ボタンをタップ

［利用規約］ポップアップウィンドウが開きます。

21 22

17

20

16

19

18
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2 アカウントを作成する

25  ［アカウントの作成］ボタンをタップ

［アカウントが作成されました］ポップアップウィ
ンドウが開きます。

26  ［OK］ボタンをタップ

ポップアップウィンドウの内容を確認し、［OK］
ボタンをタップします。タップするとログイン画
面が表示されますが、ログインする前に、アカ
ウントを有効化するための確認メールを開封し
ます。

26

25

23  スワイプで画面をスクロールさせて利用規
約を確認

24  ［同意します］ボタンをタップ

Meraki Go の利用規約を確認し、内容に同意
する場合は［同意します］ボタンをタップします。

24

23
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29  ［あなたのメールアドレス確認（登録）が
完了しました］メッセージを確認

Meraki Go アカウントの作成が完了しました。
続けて、Meraki Go アプリにログインしてセ
キュリティゲートウェイを登録します。

27  送信者［Cisco Meraki - No Reply］か
らの件名［Welcome to Meraki Go］メー
ルを開封

スマートフォンやタブレットのメールアプリ、ま
たは PC のメーラーを使用して、アカウントを
有効化するための確認メールを開封します。

28  ［Verify email］ボタンをタップ

［Verify email］ボタンをタップすると、ブラウ
ザが起動します。

27

28
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3 セキュリティゲートウェイを登録する

Meraki Go アプリにログインして、セキュリティゲートウェイをシリアル番号で登録します。シリアル番号は、本体の後面や
パッケージの側面などに記載されています。本ガイドでは、本体の QR コードをスキャンして登録する手順を紹介します。

セキュリティゲートウェイを登録する3

1  ［ログイン］をタップ

2  ［電子メール］に Meraki Go アカウント
のメールアドレスを入力

3  ［パスワード］に Meraki Go アカウント
のパスワードを入力

4  ［ログイン］ボタンをタップ

5  ［次：Meraki Go 本体の登録］ボタンを
タップ

6  ［許可］をタップ

iOS では［“Meraki Go” がカメラへのアクセ
スを求めています］と表示されます。［OK］を
タップして、Meraki Go アプリがスマートフォ
ンやタブレットのカメラを使用することを許可し
ます。

5

4

2

3

1

6

 注意

2 台目以降の Meraki Go ハード
ウェアをあとから追加する場合は、
Meraki Go アプリの任意の画面で
［ハードウェア］タブをタップ、続いて
画面右上の［+］をタップすると、以
降のセットアップ画面に進めます。
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7  スマートフォンのカメラで、セキュリティ
ゲートウェイ本体底面の QR コードをス
キャン

スキャンが完了したら［security の名前］ポッ
プアップウィンドウが開きます。
スキャンがうまくいかない場合は、［QR コード
とは何ですか］をタップ、さらに［シリアル番号
を入力］をタップして、シリアル番号を直接入
力します。

8  ［security の名前］に任意の名前を入力

管理しやすいように任意の名前を入力します。

9  ［保存］ボタンをタップ

10  スキャンした機器数を確認

［保存］ボタンをタップすると、カメラ画面の右
下に数字が表示されます。これは、スキャンに
成功した機器数です。
ネットワークスイッチやアクセスポイントなど、
複数の機器を登録する場合は❼～❾の手順を
くり返します。

11  ［次：スキャンした機器の確認］ボタンを
タップ

12  ❽で入力した名前が表示されていることを
確認

13  ［次：Meraki Go 本体の接続］ボタンを
タップ

セキュリティゲートウェイの登録が完了しました。
［次：Meraki Go 本体の接続］ボタンをタッ
プすると、［セキュリティゲートウェイの接続］画
面が表示されます。続けて、セキュリティゲー
トウェイをインターネットおよび電源に接続しま
す。

9

10

7

11 13

12

8
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4 セキュリティゲートウェイを接続する

セキュリティゲートウェイをインターネットおよび電源に接続します。ONU やモデムなど、契約回線に応じたデータ回線
終端装置と接続し、電源を投入したら、本体前面の LED を確認します。

セキュリティゲートウェイを接続する4

1  画面に表示されている図を参考に、セキュ
リティゲートウェイをデータ回線終端装置
と接続

セキュリティゲートウェイのイーサネットポート
と、ONU やモデムなどデータ回線終端装置の
イーサネットポートを、付属のイーサネットケー
ブルを使用して接続します。
セキュリティゲートウェイでは「Internet 1」ポー
トを使用します。データ回線終端装置で使用す
べきポートの詳細は、お使いの機器のマニュア
ルを参照してください。

2  画面に表示されている図を参考に、セキュ
リティゲートウェイを電源に接続

付属の電源アダプタと電源ケーブルを使用して
接続します。
電源に接続したら、本体前面の LED が点灯し
ます。

3  ［次：接続し、アップグレード］ボタンをタッ
プ

4  必要に応じて、［LED の凡例を表示して］
テキストをタップ

電源に接続後、本体前面の LED 色表示が変
化します。必要に応じて、［LED の凡例を表示
して］テキストをタップして、各色が意味する
現在の状況を確認します。
LED が白色で点滅している場合はファームウェ
アの更新中です。更新には、インターネット回
線の速度など、環境によっては 20 分以上か
かることがあります。

5  ［Next：Set Alerts］ボタンをタップ

4

1

2

3

 MEMO

LED 色表示は通常、次のように変化します。

オレンジ：起動中

複数カラー：接続中

白色で点滅：ファームウェア更新中

白色で点灯：オンライン

 注意

契約回線の種別や利用環境によっては「PPPoE」設定が必要です。次のページの「注
意」および「付録：PPPoE を設定する」をご覧ください。

5
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6  必要に応じて、通知を設定

［ハードウェアが 5 分間以上オフラインになる］
または［インターネット使用が 20 分間で合計 
1 GB 以上］をオンにすると、これらの条件に
あてはまる場合にスマートフォンまたはメール
で通知を受信できます。
また、Meraki Go アクセスポイントを使用す
る場合は、［Weekly guest traffic stats］を
オンにすると、 スマートフォンなど Wi-Fi 対応
デバイスをもつ訪問者の数や滞留時間など、
Wi-Fi を活用した統計情報（レポート）を受信
できます。

7  ［次：セットアップの終了］ボタンをタップ

iOS では［次：通知を受信］ボタンをタップし
ます。さらに［プッシュ通知を有効化］ボタン
をタップして、Meraki Go アプリが通知を送
信することを許可します。

8  ［終了］ボタンをタップ

セキュリティゲートウェイ本体の LED 色表示に
かかわらず、Meraki Go アプリのセットアップ
画面を終了することができます。
LED が白色で点灯したら、セキュリティゲート
ウェイの接続は完了です。続けて、PC やプリ
ンタなどの端末機器やMeraki Go アクセスポ
イントなどのネットワーク機器を接続します。

6

8

7

 注意

契約回線の種別や利用環境によっては、セキュリティゲートウェイ
で「PPPoE」設定が必要になります。PPPoE は、Meraki Go 
アプリではなく、セキュリティゲートウェイに内蔵の設定管理ツー
ルで設定する必要があります。
たとえば、次の例のようにセキュリティゲートウェイを接続する場
合は、「付録：PPPoE を設定する」をご覧ください。

 ● フレッツ光の LAN 配線方式など、 
壁などに設置されたイーサネットポートに接続

 ● ひかり電話を利用するフレッツ光など、 
ルータ機能をオフにした ONU やモデムに接続

 ● ひかり電話を利用しないフレッツ光など、 
ルータ機能がない ONU やモデムに接続
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5 デバイスを接続する

最後に、PC やプリンタ、アクセスポイントなどのデバイスをセキュリティゲートウェイに接続します。本ガイドでは、PC 
を接続してから Meraki Go アプリでステータスを確認する手順を紹介します。

デバイスを接続する5

1  PC をセキュリティゲートウェイに接続

PC のイーサネットポートとセキュリティゲート
ウェイのイーサネットポートを、付属のイーサ
ネットケーブルを使用して接続します。
セキュリティゲートウェイでは「2」「3」「4」ポー
トのいずれかの使用を推奨します。

2  ［ハードウェア］タブをタップ

Meraki Go アプリの任意の画面で、［ハードウェ
ア］タブをタップします。

3  セキュリティゲートウェイ名をタップ

「3　セキュリティゲートウェイを登録する」❽で
入力した名前をもつハードウェアをタップしま
す。

4  PC のステータスを確認

［デバイス］の一覧に、❶で接続した PC の名
前がオンライン［●］アイコンで表示されてい
ることを確認します。この部分をタップすると、
デバイス情報や使用率、アプリケーション使用
率など、さらにくわしいステータスを表示するこ
ともできます。

以上で、Meraki Go セキュリティゲートウェイ
のセットアップは完了しました。

2

4

3

1

 注意

正常に稼動しているにもかかわらず、
❸でセキュリティゲートウェイの名前が
アラート［●］アイコンで表示されるこ
とがあります。その場合は［設定］タ
ブ→［アカウント］項目の［自分のアカ
ウント］→［ログアウト］をタップして、
アプリを終了および再起動してからアイ
コン表示を再確認してください。

 注意

GX20の LAN側はルーテッドモード
（DHCPサーバ）が動作します。
GX20を導入した場合、IPアドレスが
変更されます。Bridgeモードでの動
作はできません。



14

付録：PPPoE を設定する

契約回線の種別や利用環境によっては、セキュリティゲートウェイで「PPPoE」設定が必要になります。
たとえばフレッツ光や ADSL で、ONU やモデムなどデータ回線終端装置にルータ機能を搭載した「ホームゲートウェ
イ」 をレンタルしていない場合、またはレンタルしているがルータ機能をオフにしている場合が、セキュリティゲートウェイ
で PPPoE 設定が必要になる代表例です。

PPPoE は、Meraki Go アプリではなく、セキュリティゲートウェイに内蔵の設定管理ツールで設定します。
本ガイドでは、Windows 10 PC をセキュリティゲートウェイに接続して設定する手順を紹介します。

 ● フレッツ光の LAN 配線方式など、 
壁などに設置されたイーサネットポートに 
セキュリティゲートウェイを接続

 ● ひかり電話を利用するフレッツ光など、 
ルータ機能をオフにした ONU やモデムに 
セキュリティゲートウェイを接続

 ● ひかり電話を利用しないフレッツ光など、 
ルータ機能がない ONU やモデムに 
セキュリティゲートウェイを接続

 注意

プロバイダから提供された PPPoE 接続用の「ユーザ名」と「パスワード」を準備してください。なお、「MTU」値の設定が必要なプ
ロバイダもあります。その場合は本ガイドの設定完了後、Meraki Go アプリの［設定］タブ→［サポートにお問い合わせください］か
ら、［キーワード］に「MTU サイズ変更希望」と入力して［次へ］をタップし、さらに［どのようなサポートが必要ですか］にプロバイ
ダが指定する MTU 値を入力して、サポートリクエストを送信してください。

 注意

GX20の LAN側はルーテッドモード（DHCPサーバ）が動作します。
PPPoE設定前にブラウザでアクセスした GX20本体の IPアドレスは、PPPoEを設定してからインターネットに接続すると、GX20
本体の IPアドレスが変更されます。
PPPoE設定後、DHCPで払い出す IPアドレスレンジの確認や変更は、Meraki Go Appをご利用ください。
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2  コマンドプロンプトを起動

［Windows］キーを押しながら［R］キーを押
して［ファイル名を指定して実行］ダイアログボッ
クスを開き、「cmd」と入力して［Enter］キー
を押すと、すばやく起動できます。

3  ［ipconfig］コマンドを実行

4  ［デフォルト ゲートウェイ］の IP アドレス
を確認

複数のアダプタが表示される場合は、［イーサ
ネット アダプター Ethernet］に表示された内
容を確認します。
［デフォルト ゲートウェイ］に IP アドレスが表
示されない場合は、しばらく待機してから再度
［ipconfig］コマンドを実行します。

3

4

1  PC をセキュリティゲートウェイに接続

PC のイーサネットポートとセキュリティゲート
ウェイのイーサネットポートを、付属のイーサ
ネットケーブルを使用して接続します。
セキュリティゲートウェイでは「2」「3」「4」「5」
ポートのいずれかを使用します。

 注意

PC の Wi-Fi 機能はオフにします。

 注意

イーサネットアダプタの TCP/IPv4 プロパティが［IPアドレスを自動的に取得する］
設定である必要があります（PC の購入時など、デフォルトではオンです）。

5  ブラウザを起動

6  アドレスバーに［wired.meraki.com］と
入力

または、❹で確認したデフォルトゲートウェイ
の IP アドレスを入力します。
機器に内蔵の設定管理ツール「ローカルステー
タスページ」が表示されます。

6

7  ［Configure］タブをクリック

ローカルステータスページにアクセスすると、
接続ステータスを確認できる［Connection］
ページが表示されます。［Configure］タブを
クリックすると、［ログイン］ポップアップウィン
ドウが開きます。

7
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10  ［Connection type］ドロップダウンリス
トから［PPPoE］を選択

10

8  ［ユーザー名］にセキュリティゲートウェイ
のシリアル番号を入力

シリアル番号は、本体の後面やパッケージの側
面などに記載されています。ハイフンも含めて
入力します。
［パスワード］には何も入力しません。

9  ［ログイン］ボタンをクリック

［ログイン］をクリックすると、［Configure］ペー
ジが表示されます。

9

8
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11  ［Authentication］ドロップダウンリスト
から［Use authentication］を選択

11

12  ［Username］に PPPoE のユーザ名を
入力

使用するユーザ名はプロバイダから提供されま
す。「xxxxxxxx@xxxx.co.jp」のようにメール
アドレスのような形式です。

13  ［Password］に PPPoE のパスワード
を入力

使用するパスワードはプロバイダから提供され
ます。

14  ［Save］ボタンをクリック

以上で、PPPoE の設定は完了しました。

「４　セキュリティゲートウェイを接続する」の手
順に従って、セキュリティゲートウェイの接続を
続行します。
なお、「４　セキュリティゲートウェイを接続する」
の手順の途中で PPPoE 設定を開始した場合、
PPPoE の設定が完了すると、自動的にインター
ネットに接続します。LED が白色で点灯したら、
セキュリティゲートウェイの接続は完了です。

14
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