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 Meraki クラウドにダウンタイムはありますか ?

 Meraki クラウドの SLA（Service Level Agreement；サービスレベル契約）は 99.99% アップタイムです。Meraki クラウドのデー
タセンターにはバックアップがあることに加えて、ダウンタイムやその他の障害によって Meraki 機器がクラウドに接続できない場合
でも機器は動作を継続するため、安心して使用できます。

 1 つのオーガナイゼーション /ネットワークで何台まで管理できますか ?

 たとえば河合塾の例では、43 校舎に 646 台で導入、その後、さらに機器を追加しました（各校舎で 1 つのネットワーク構成です）。
国内最大例では、1 つのオーガナイゼーションで 15,000拠点（ネットワーク）、25,000 台のアクセスポイントを管理しています。

 文部科学省の「標準仕様書」には「クラウド管理」に関する記載がありません。今後、各都道府県の仕様書でもクラウド管理の記
載がない場合、Meraki は採用できないのでしょうか ?

 シスコの認識としては、仕様書で明示的にクラウド管理を禁止されない限りは採用可能と考えています。また、「政府情報システムに
おけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」（ ）における基本方針の 1 つとして「クラウド・バイ・デフォルト原則」、すなわち「ク
ラウドサービスの利用を第一候補として、その検討を行うものとする」方針が記載されているように、GIGA スクール構想でも学習用
ツールをはじめとしたクラウドサービスの利用が推奨されると考えています。

 Meraki MX を導入済みの学校にさらに MX を追加する場合など、物理的に 1 つのネットワークに対して 2 つの Meraki ネット
ワークを作成することは可能でしょうか ?

 可能です。ただし、Meraki MS スイッチや Meraki MR アクセスポイントなど、既存の Meraki ネットワークに含まれる機器を新し
い Meraki ネットワークで管理したい場合は、既存の Meraki ネットワークから削除して新しい Meraki ネットワークに追加する必要
があります。

 教育委員会でオーガナイゼーションを管理、各学校でネットワークを管理する場合、特定の学校で機器 /ライセンスを追加するこ
とによって、他の学校のライセンス有効期限に影響を与えると困ります。

 「Per-Device Licensing（PDL）」という新しいライセンス体系を利用することが可能です。このライセンス体系では各機器でライ
センスの有効期限が保持されるため、新しい機器に対するライセンスの追加や、既存の特定の機器に対するライセンスの更新によっ
て、その他の機器のライセンス有効期限に変更は生じません。

 Meraki 機器と Meraki クラウドの通信はプロキシ経由でも可能ですか ?

 ポート番号 80/443 の通信はプロキシ経由でも問題ありませんが、それ以外にも特定の TCP/UDP ポート番号で、Meraki クラウド
（特定の IP アドレス）を宛先とした通信を許可するように推奨しています。

 機器を交換する場合も現場での設定作業は不要でしょうか ?

 固定 IP アドレスを設定する必要があるなど特別な場合を除き、現場での設定作業は不要です。シリアル番号の登録から既存設定の
移行まで、すべて Meraki ダッシュボードから設定管理できます。

 現場での設定作業が本当に不要なのでしょうか ?

 現場で接続された機器が DHCP で自動的に IP アドレスを取得するなど、Meraki クラウドにアクセスできる環境では不要です。固
定 IP アドレスを設定する必要があるなど特別な場合に限り、機器に内蔵の設定画面で各種設定を完了する必要があります。

 お客様環境を設定管理する場合、お客様自身のダッシュボードアカウントを使用する必要がありますか ?

 必要ありません。管理者として追加したパートナー自身のダッシュボードアカウントで設定管理可能です。パートナー自身のダッシュボー
ドアカウントでお客様環境を構築、その後にお客様自身のダッシュボードアカウントを追加することも可能です。

 ライセンスは個人のダッシュボードアカウントに関連づけられるのでしょうか ?

 ライセンスは組織（オーガナイゼーション）に関連づけられます。

 機器をインターネットに接続してから設定が適用（ダウンロード）されるまで、どれくらいの時間がかかりますか ?

 インターネットの回線速度に依存しますが、5 分程度が目安です。
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 40 台の端末に対して動画をストリーミング配信する場合、スムーズに再生されるか心配です。

 動画の内容（品質）にも依存しますが、お問い合わせいただければ実際に動作しているデモ状況などをご覧いただくことも可能です。 
また、1 台のアクセスポイントで約 40 台の端末をカバーする場合は、Wi-Fi 6 アクセスポイントでは Meraki MR46 または 
MR46E、Wi-Fi 5 アクセスポイントでは Meraki MR42 または MR52 の導入を推奨します。

 Wi-Fi 6 に対応していますか ?

 Meraki MR36、MR46、および MR46E が対応しています。

 Wi-Fi 5 アクセスポイントは 802.11ac Wave 2 対応ですか ?

 全モデルが 802.11ac 規格の第 2 世代（Wave 2）の機能に対応しています。

 文部科学省の「標準仕様書」（ ）に記載されている「校内 LAN 構築業務標準仕様書例」に適合するモデルはどれですか ?

 「5 GHz 無線で 4× 4 MIMO、4 ストリームに対応していること」に関してのみ、2× 2 MIMO、2 ストリームの Meraki MR33 
および MR36、3× 3 MIMO、3 ストリームの Meraki MR42 は適合しません。その他のモデルはすべて適合します。

 1 台のアクセスポイントで 2 つの教室をカバーする場合、どのモデルがよいでしょうか ?

 Meraki MR46 または MR46E を推奨します。

 セキュリティなど無線 LAN の制御によって、通信のパフォーマンスは低下しませんか ?

 不正なアクセスポイントの検出や電波干渉など RF 環境のスキャンには「第 3 の」専用無線（チップ）を使用するため、通信に使
用する 2.4 GHz 無線および 5 GHz 無線のパフォーマンス低下はありません。

 DFS 機能はキャンセルできますか ?

 できません。DFS 機能は法令に従って動作します。

 1 つの教室に 2 台のアクセスポイントを設置した場合、ロードバランシングは可能ですか ?

 可能です。各端末は適切なアクセスポイントに分散して接続します。

 体育館や講堂のような広い場所（利用人数が多い場所）でも、1 台のアクセスポイントでカバーできますか ?

 ケースバイケースですが、複数のアクセスポイントを導入するほうが無難です。

 Cisco Aironet アクセスポイントや Cisco Catalyst アクセスポイントとの違いは ?

 Cisco Aironet、Cisco Catalyst、および Cisco Meraki MR、いずれも GIGA スクールに最適なアクセスポイントですが、ネット
ワーク機器をクラウドで管理することに不安がある場合や、各学校の現状に合わせて柔軟にネットワークを設計したい場合は、Cisco 
Aironet や Cisco Catalyst を含むオンプレミス向け製品群も選択肢の 1 つです。

 動画など大容量ファイルの利用を想定する場合、何か特別な設定は必要ですか ?

 たとえば、あらかじめ端末あたりの使用可能な帯域幅を制限しておくことで、大容量ファイルの利用時に 1 台の端末による帯域幅の
独占を抑制することができます。

 複数台のアクセスポイントに対して一括で、たとえば平日のみなど稼動時間の制限は可能ですか ?

 アクセスポイントが接続されている Meraki MS スイッチで、ポートの有効 /無効に関するスケジュール設定が可能です（ ）。アク
セスポイントが接続されたポートに共通のタグを付けておくことで、共通のタグをもつ（複数のスイッチの）全スイッチポートに対し
て一括スケジュール設定ができます（ ）。

 安定した無線 LAN 通信を実現するための何か特別な機能はありますか ?

 デフォルトで利用可能な各種 QoS（トラフィックシェーピング）による無線 LAN 通信の最適化機能に加えて、iOS 端末をご利用の
場合は Meraki システムマネージャを導入することで、「Fast Lane」と呼ばれるさらに高度な最適化機能を利用できます。
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https://www.mext.go.jp/content/20200303-mxt_jogai02-000003278_407.pdf
https://documentation.meraki.com/MS/Access_Control/Port_Schedules
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki/documentation/ms/port-and-vlan-configuration/switch-ports.html


 ID とパスワードによる Meraki ダッシュボードへのログイン方式は、それらが漏洩した場合に心配です。

 二要素認証（二段階認証）を設定できます。たとえば、スマートフォンのアプリ（Google Authenticator）を利用した認証コード
の入力をダッシュボードのログイン条件に含めることができます。

 マルウェアを検知した場合、ダッシュボードで確認できるのでしょうか ? また、メール送信などアラートは設定できますか ?

 ダッシュボードの「セキュリティセンター」で確認できます。また、マルウェアがブロックされた場合およびダウンロードされた場合
のそれぞれについて、アラート設定が可能です。

 たとえば YouTube など、端末にプリインストールされたアプリの通信も制御できますか ?

 端末にプリインストールまたは手動インストールに関係なく、ネットワーク側でアプリなどの通信を制御できます。また、YouTube 
の場合、Advanced Security ライセンスや Secure SD-WAN Plus ライセンスではコンテンツに基づく視聴制限も可能です。

 Web フィルタリングやアンチウイルスは、暗号化された通信に対しても有効ですか ?

 Web フィルタリングは暗号化されている通信（HTTPS）を証明書内のコモンネーム（CN）で識別します。アンチウイルスは暗号
化されていない通信（HTTP）のみ対象です。

 外部の端末から Meraki MX に VPN 接続した場合でも Web フィルタリングは適用されますか ?

 クライアント VPN（リモートアクセス VPN）でも適用されます。

 Advanced Security ライセンスや Secure SD-WAN Plus ライセンスなど、ライセンスの種類によってダッシュボードの内容は
変わりますか ?

 ライセンスの種類によって使用可能な機能が異なるため、監視項目や設定項目などが変わります。

 どこからでも Meraki ダッシュボードにログインできるのは便利ですが、セキュリティが不安です。

 特定の IP アドレスや IP アドレスの範囲からのみダッシュボードにログインできるように設定できます。

 無線 LAN 接続に二要素認証（二段階認証）を設定できますか ?

 設定できます。たとえば Google 認証や Web 認証など、無線 LAN 接続後の「Splash ページ」でさらに認証を要求することがで
きます。

 URL のフィルタリングは可能でしょうか ?

 拠点ルータに Cisco ISR 921J を使用している場合、サブスクリプションベースの Web フィルタリングを利用可能です（ ）。 
拠点ルータに Meraki MX を使用している場合、Advanced Security ライセンス（ ）や Secure SD-WAN Plus ライセンス（ ）
によって Web フィルタリングを利用可能です。 
また、クラウドセキュリティ Cisco Umbrella の導入によっても、Web フィルタリングを利用可能です（ ）。Cisco Umbrella は 
GIGA スクール向け特別オファーを提供中です（ ）。

 Web フィルタリングは日本語の Web サイトに対応していますか ? その場合、日本語サイトのカバー率は ?

 日本語の Web サイトに対応しています。ただし、Meraki MX による日本語 Web フィルタリングのカバー率は非公開です。また、
Cisco Umbrella によるカバー率のほうが高く、より柔軟に設定可能です。

 アクセスポイント（Meraki MR）だけでも Web フィルタリングは可能でしょうか ?

 Meraki MR では特定の URL やアプリケーションを指定してブロック可能です。アプリケーションはカテゴリ別でも指定できます。
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https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/routers/access/900/software/configuration/guide/900SCG/Secconf1.html#26539
https://meraki.cisco.com/ja-jp/product/security-sd-wan/license/advanced-security-license/
https://meraki.cisco.com/ja-jp/product/security-sd-wan/license/secure-sd-wan-plus-license/
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/umbrella.html
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/catalog/pdf/cisco-umbrella-for-giga-school-flyer.pdf


ルーティングや直接インターネット接続について

 Meraki MX がサポートする同時接続数など、詳細な情報を知りたい。

 『MX Sizing Guide』（ ）をご覧ください。

 直接インターネットに接続させたいアプリを選択できますか ?

 2021 年 3 月現在、Secure SD-WAN Plus ライセンスによって VPN から除外できるアプリとして、Microsoft 365 など 10 個の
アプリを選択できます。詳細な要件がございましたら、Cisco Meraki GIGA スクール課にお問い合わせください。

 IPoE に対応していますか ?

 2021 年 3 月現在、Meraki MX は未対応です。IPoE 対応のホームゲートウェイなどに接続してご利用ください。

 既存の WAN 回線と新規の WAN 回線でロードバランシングは可能ですか ?

 既存の WAN 回線と新規の WAN 回線の両方を Meraki MX に接続して、いずれかを優先する、通信負荷を分散するなどの設定が
可能です。

 文部科学省の「標準仕様書（学校からのインターネット接続編）」（ ）には、ルータや UTMなどハードウェア 1 台でインターネッ
ト接続経路を切り替える構成例がないように見えますが、補助金対象になりますか ?

 シスコの認識としては、学校から直接インターネットに接続することによって十分な通信速度を確保するための導入であれば、補助
金対象になると考えています。ただし、自治体によっては利用状況などに応じて、国からの補助金が全額適用になる場合と一部のみ
適用になる場合があるため、詳細は文部科学省など関連機関にお問い合わせください。

 対応 OS は ?

 Android 4.4.4 以降、Chrome OS、iOS 9 以降、macOS 10.7 以降、Windows 7、8/8.1、10 など、さまざまな OS/バージョ
ンに対応しています（ ）。

 その他の MDM/EMM に比べてどのような優位性（セールスポイント）がありますか ?

 クラウドダッシュボードからまとめて設定管理できること、とくにモバイル機器だけでなくネットワーク機器も含めて同じダッシュボード
で設定管理できることが最大の特長です。特別なトレーニングなしでも操作できるわかりやすい GUI や、ネットワーク機器との連携
機能も評価されています。

 評価版は利用できますか ?

 30 日間の無料トライアルを提供しています（ ）。フォームは英語ですが、実際の管理画面は日本語です。
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https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_whitepaper_mx_sizing_guide.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210119-mxt_jogai02-000011648_001.pdf
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki/documentation/sm/other-topics/systems-manager-faq.html#What_platforms_does_Meraki_Systems_Manager_support.3F
https://meraki.cisco.com/ja/form/systems-manager-signup


 製品のマニュアルはありますか ?

 日本語のマニュアル（各種ドキュメント）を Web サイトで公開しています（ ）。翻訳アップデートまでのタイムラグが存在する場合
もあるため、最新の情報は英語の各種ドキュメントをご覧ください（ ）。

 GIGA スクール向け特別価格の製品型番は ?

 お問い合わせいただければ、GIGA スクール向け製品のみに適用されるバンドル製品型番をご案内します。

 GIGA スクール向け製品ラインアップの基幹スイッチとルータで、Meraki MS ではなく Cisco Catalyst、Meraki MX ではなく 
Cisco ISR が「オススメ」となっているのはなぜでしょうか ?

 以前の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」では、VRF（Virtual Routing and Forwarding；仮想ルーティン
グおよびフォワーディング）によるネットワークの仮想分割が推奨されていました。この機能が必要な場合には Cisco Catalyst と 
Cisco ISR の組み合わせを、必要ない場合には Meraki MS と Meraki MX の組み合わせで導入してください。

その他

お問い合わせは「Cisco Meraki GIGA スクール課」へ !

 meraki-japan@cisco.com

 03-4530-9000（代表）；070-2618-7629（東日本担当：小白川）  ；070-2633-9875（西日本担当：東郷）

 補助金の申請期間はいつまで ?

 2021 年 3 月現在、2021 年 3 月末までの申請締切となっていますが、予定数に達しなかった場合、国が 2 回目の申請枠を設ける
可能性があります（2021 年 3 月現在で決定はございません）。

 ライセンスの有効期限が切れてしまった場合は、どうなるのでしょうか ? ファームウェアの更新ができないなど機能が限定される
だけなのか、それとも完全に利用できなくなるのでしょうか ?

 ライセンスの有効期限が切れると利用できなくなってしまいます。ただし、ライセンスの有効期限切れではなく、一時的に Meraki ク
ラウドに接続できない場合、機器は動作を継続します。
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