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概要

ネットワークに接続される有線デバイス、無線デバイス、ストレージデバイスは年々増えており、ク
ラウドの一元管理プラットフォームを使用した迅速かつ容易で効果的な導入が必要です。クラウドベー
スのコントローラーは、ルーター、スイッチ、アクセスポイント、ストレージデバイスなどのすべて
のネットワークデバイスを一元的に設定、監視、トラブルシューティングするために使用されます。
ネットワークサービスの提供は、小規模企業や MSP ( マネージドサービスプロバイダー ) にとってコ
ストがかかり、困難な場合があります。MSP がエンドツーエンドのインストールを実行できるように
しながら、すべてのロケーションや組織にリモート構成と管理を提供できるようにするプラットフォー
ムが必要です。

管理対象デバイスとエンドポイントの数が増加するにつれ、クラウド管理ソリューションの必要性は
ますます重要になっています。クラウドネットワークソリューションの機能は、ダウンタイム、効率性、
信頼性、ユーザーエクペリエンスに大きな影響を与えます。これまで、ほとんどの中小企業のネットワー
クはローカルベースでした。現在、クラウドストレージを利用しているこれらのネットワークは、ク
ラウドの NaaS (Network as a Service) 機能を備えており、リモートアクセスが不可欠な市場で最先端
のネットワークと見なされています。
NETGEAR は、同社の最新のクラウド管理ソリューションである Insight Pro のクラウド管理機能とデ
バイスを、Cisco Meraki および Ubiquiti の各製品と比較しながら、その競争力評価を Miercom に依
頼しました。管理アーキテクチャ、導入、レポート、製品サポート、総所有コストなど、さまざまな
観点で実践的なテストと分析を実施した結果、NETGEAR Insight Pro は中小企業市場と MSP に最適な
ソリューションの 1 つとして評価されました。テスト中に確認された主な結果は次のとおりです。

主な調査結果

• Insight Pro では、プラグアンドプレイのセットアップに加え、マルチテナント、マルチロケーションを
サポート。
• Insight は、管理者、IT マネージャー、ビジネスオーナーなどの複数のロールに作業負荷を分散する
機能を提供。

• 中小企業向けのルーティング、有線および無線ネットワーキング、およびストレージデバイスに対応
した完全なネットワークソリューション。Insight Pro は、SSID、キャプティブポータル、スイッチポー
ト設定、PoE スケジュール、VLAN、LAG、VPN 接続、リモート VPN ユーザー、スケジュールされたファー
ムウェアアップデート、効果的な管理の実装などを中央のダッシュボードから、すばやくリモートセッ
トアップできます。
• 使いやすい単一画面の管理機能により、地理的な位置に関係なく、中小企業の組織やサイトを効率的
に作成可能。サブスクリプションとハードウェアは、各組織のサイトに簡単に適用でき、必要に応じ
て移動できます。管理者は、各ビジネスオーナーのアクセスロールを制御できます。
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• 強力な組み込みウィザードにより、MSP 管理者は労力をかけずに作業可能。ネットワーク制御、組織の作成、
設定を処理する場合、段階的なウィザードを使用すると、クラウドベースの Insight デバイスを設定する際の時間、
労力、ストレスを削減できます。
• Android および iOS モバイルアプリケーションを完全にサポート。競合製品とは異なり、NETGEAR Insight Pro
は、デスクトップバージョンと同じ機能をモバイルアプリケーションで利用できるため、外出先で作業する管理
者に最適です。

• 短時間での導入が可能。Insight Pro を初めて使用する際、中小企業の組織全体の接続がわずか 10 分間で完了し
ます。デバイスを追加するには、QR コードのスキャン、製品のシリアル番号の入力、またはローカルネットワー
クのスキャンによるデバイスの要求の 3 つの方法があります。1 クリックで複数のロケーションに設定をコピー
できます。効率的なその GUI は、シンプルさ、明確さ、リソースにおいて競合他社よりも優れています。

• ログやレポートを通じてさまざまな指標を表示可能。管理者は、接続された Insight Pro デバイスを完全に可視
化して状態を確認できます。レポートの自動化、通知の送信が可能で、組織のマネージャーにいつ対応するべき
か知らせることができます。
• さまざまなドキュメントやサポートを GUI から利用可能。Insight Pro の各製品には、ドキュメントとトレーニン
グが用意されています。さらに、電話、チャット、メール、オンラインコミュニティサポートなどのサービス利
用できます。ユーザーは、アプリケーションを通じてサポートケースの開始、エスカレーションが可能です。

• 初年度の導入価値は、競合他社を上回る。設定、監視、管理、ファームウェアアップデート、トラブルシューティン
グ機能を利用できる Insight Pro デバイスおよび NaaS (Network as a Service) サブスクリプションの初年度購入
では、柔軟で手頃な価格のプランを利用できるため、中小企業の収益を拡大できます。テストした他のベンダー
製品とは異なり、高品質で機能性に優れ、低コストであるため、一貫した製品体験を提供できます。

NETGEAR Insight Pro の製品ラインとクラウドベースの管理機能は、費用
対効果と効率性に優れたゼロベース、マルチテナント、マルチロケーション
のプラットフォームを提供し、中小規模サイトの一元管理を実現できると
評価されました。クラウドベースソリューションへの大きな変化に対応す
るその機能性は、コストを削減しながら競合他社よりも高い価値を提供し、
Miercom によってそのパフォーマンスが認定されています。
Robert Smithers
CEO

Miercom
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はじめに

本レポートの内容

本レポートでは、NETGEAR、Cisco Meraki、Ubiquiti のクラウド管理ソリューションに焦点を当てています。
Miercom 社のエンジニアは、一般的な導入シナリオや複数のユースケースで利用可能なサブスクリプション、ハー

ドウェア、リソースを使用して、中小企業ネットワークデバイスの登録、検出、監視、管理、修復を行う能力を
評価しました。

クラウドベースの NaaS (Network as a Service) は、カスタマイズ可能なロールベースの権限設定を使用して、
単一サイトまたはマルチサイトのロケーションを持つ複数の組織の MSP ( マネージドサービスプロバイダー ) に
よるオンサイトおよびリモート管理の両方を可能にします。このレポートでは、各ベンダーのクラウドベースの
NaaS ソリューションの機能を詳しく説明し、それらを相互に比較して、拡張性と効率性に優れた機能を提供し
ているかどうかを、「Excellent」
、「Very Good」、「Good」
、「Fair」、「Fair」の各基準に基づいて判断します。

主に、管理、導入、レポート、製品サポート、価値について評価しています。NETGEAR Insight Pro ソリューション
が競合製品よりも優れている点を強調し、拡張性、一元化、効率性、コスト効率に優れた機能を説明します。

テスト対象製品

Insight Pro

Meraki ダッシュボードライセンス x 1

ルーター : BR500 x 2

( ライセンスあり ) x 1

スイッチ : GC110P x 1
アクセスポイント : WAC505 x 2
NAS 対応 x 1

UniFi ライセンス x 1

アクセスポイント : MR20

クラウドキー x 1: UC-CK

スイッチ : MS120-8LP-H

ルーター : USG-PRO-4 x 2

( ライセンスあり ) x 1

ルーター : MX64 ( ライセンスあり ) x 2

スイッチ : US-8-60W x 1

アクセスポイント : AP AC LITE x 2
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NETGEAR Insight Pro

NETGEAR Insight Pro 製品はクラウドテクノロジーを活用しているため、MSP 管理者はオンサイトおよびリモー

トの組織をリアルタイムで制御し、効率的でコスト効率の高い管理を実現できます。その洗練されたデザインは
簡潔で透過的でシンプルです。デバイスの「ワンタッチ」インストールにはわずか数秒しかかかりません。これ

により、組織は安全なネットワークを数分でセットアップできます。すべてのデバイスを簡単に表示できます。
登録されたデバイスを単一画面にグラフィカルに表示することにより、IT 管理にかかる時間とコストを節約でき、
ビジネス活動に時間をかけることができます。

この低コストの多機能ソリューションにより、管理者は複雑なシステムを簡単かつシームレスに制御できます。
Insight Pro は専用の管理サブスクリプションです。デスクトップデバイスとモバイルデバイスの両方でクラウド
ポータルからアクセスでき、時間やロケーションにかかわらず外出先から組織を監視できます。

Insight Pro サブスクリプションでは、NETGEAR Insight デバイスを無制限に登録し、MSP 管理者が 1 人で管理
する組織の数が増加しても、拡張性に優れた自動化可能な管理サービスを提供できます。

ソース : Netgear

ソース : Netgear
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Insight Pro 製品の特長
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これらのすべての機能を備えたスタンドアロンの NETGEAR デバイスは、購入後すぐに使用できます。キー、ドン
グル、追加のソフトウェア PC クライアント、ライセンス、料金は不要です。デバイスとマルチデバイスの年間

サブスクリプションを購入すれば、使用することができます。これらのクラウドベースのデバイスでは、プロキシ、
トンネル、特別なソフトウェアも必要ありません。競合製品とは異なり、Insight Pro は NAS ( ネットワーク接続
型ストレージ ) を提供しています。

ソース : Netgear

マルチテナント、マルチロケーションのアカウントは、MSP 管理者、IT マネージャー、ビジネスオーナーがク
ラウドポータルとモバイルアプリケーションから、複数のロールを設定して一元管理できます。

シンプルなセットアップと構成を使用して、任意のロケーションにデバイスを簡単に導入できます。また、自動
アップデート、レポート、リアルタイムメール、アプリケーションプッシュ通知機能も提供します。
その他の機能 :

• 2 段階認証
• ファームウェアのアップデートのスケジュール

• プライベートおよびゲスト Wi-Fi ネットワークの両方に対応したシンプルな Wi-Fi と有線セットアップ
• VLAN、PoE スケジュール、無線通信範囲の最適化に対応する十分な機能の深さ
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1
管理
1.1

管理アーキテクチャ

1.2

操作のしやすさ

1.3

アクセシビリティ

1.4

管理の自動化
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1.1 管理アーキテクチャ

管理ソリューションのアーキテクチャには、製品管理の統合や、エンドユーザーにメリットをもたらす論理アーキテクチャなど、
複数の側面が必要です。そのためには、さまざまな顧客に対してマルチテナントを使用した単一画面管理が必要です。このアー
キテクチャは、権限管理、ローカル組織管理者 ( 読み取り / 書き込み )、またはローカル組織マネージャー ( 読み取り専用 ) 向

けに適切に構成されている必要があります。ローカル管理者とマネージャーは、インフラストラクチャに適用可能な製品に対
する読み取り / 書き込みアクセス権を制限するセグメント化されたインターフェイスアクセスが必要です。

組織のユーザーと権限を簡単に作成できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

ユーザーの作成は、メールの招待によって簡単に実行
できます。NETGEAR は、組織とロケーションを作成し
てビジネスオーナーを割り当てることで機能します。
ビジネスオーナーは招待状を受信し、ダッシュボード、
デバイスのステータス、およびロケーションのステー
タスを表示する権限を取得します。所有者は、読み取
り / 書き込みアクセス権を有する管理者権限が付与さ
れていない限り、ロケーションの作成やデバイスの追
加を行うことはできません。

Cisco Meraki: Fair

組織ユーザーはダッシュボードで簡
単に作成でき、ユーザーの権限に組
織のロケーションを追加できます。
ユーザーはメールを受信し、パスワー
ドを設定して、監視対象の組織にア
クセスできます。特定の組織管理は
機能的ですが、同じインターフェイ
スから他の組織を追加することはで
きません。ユーザーは読み取り専用
のダッシュボードを使用してアクセ
ス で き ま す が、 変 更 は 保 存 で き ま
せん。変更または保存を試行した場
合のアラートも完全には機能しま
せん。

Ubiquiti: Fair

Ubiquiti は、NETGEAR や Meraki と
は異なり組織のロケーションモデ
ルを使用して設定されていません。
管理者は、
「サイト」( ロケーション )
のリストを作成し、ユーザーにこれ
らのサイトへのアクセス権を一度に
1 つずつ付与し、読み取り専用また
は管理レベルの権限を付与します。
ユーザーは、自分が割り当てられて
いるサイトのみを表示できます。
NETGEAR や Meraki ようにサイトを
整理したい場合、「組織」ごとに個別
のクラウドコントローラーを購入す
る必要があります。
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ライセンスの適用方法
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Cisco Meraki: Fair

Insight Pro のライセンスは、デバイスクレジッ
トごとに提供される年間サブスクリプションを
通じて提供されます。NETGEAR Insight Pro のサ
ブスクリプションを利用すると、登録リンクと
購入確認キーが記載されたメールが届きます。
このキーにより、サブスクリプションで利用可
能なデバイスクレジットの数と、それらに対応
す る 有 効 期 限 が 指 定 さ れ ま す。 サ ブ ス ク リ プ
ションでサポートされているデバイスクレジッ
トは、Insight の管理対象デバイスにのみ適用さ
れます。このテストケースのライセンスは、す
べての組織で 10 デバイスクレジットでした。

ライセンスは組織ごとに分割する必要があり、
個々のデバイスのライセンスが必要です。た
とえば、MX64W ライセンスは MX64 デバイス
では使用できません。さらに、ライセンスの
分割は、Miercom が 2 つのアクセスポイント
と 1 つのスイッチに関連付けられている 1 つ
のライセンスキーを受け取ったときに確認さ
れました。各ライセンスは異なる組織に適用
する必要がありましたが、ライセンスを転送
するには、電話によるテクニカルサポートを
利用する必要があります。ユーザーは、管理
ネットワークアクセスを介して、すべての組
織を異なるネットワークおよび区分アクセス
としてセットアップできるようですが、この
シ ナ リ オ で は MSP ポ ー タ ル は 使 用 で き ま
せん。

Ubiquiti: Fair

Ubiquiti の UniFi クラウドライセンスは、デ
バイス単位で適用されます。ライセンスはバン
ド ル 内 で 階 層 化 さ れ て い ま す ( 例 : 10、20、
500 台のデバイス )。サイトごとのクラウド
コントローラーには個別のライセンスパック
が必要であり、ライセンス実装の効率性に影
響を与える可能性があります。

ハードウェアを別の組織に簡単に移行することができるか

この使用例では、2 つのスイッチが 2 つの組織間で入れ替わります。各ソリューションは、ハードウェアの移動プロセスにつ
いて評価されました。

NETGEAR Insight Pro: Good

デバイスをある組織から別の組織に移動
することができます。デバイスが支社か
ら本社に正常に移動され、本社のサイト
のデバイスのダッシュボードに表示され
ました。

Cisco Meraki: Fair

ハードウェアは別の組織に移動できますが、ライセンスを
変更する必要があります。他の組織に割り当てられたラ
イセンスは、Meraki テクニカルサポートにより転送され
るか、新しいライセンスを取得する必要があります。

Ubiquiti: Fair

Ubiquiti はマルチ組織モデルをサポートしていないため、
ハードウェアスワップは、構成設定の [Forget This Device
( このデバイスを削除 )] タブを使用して、サイト間でのみ
実行できます。複数の組織があるとクラウドコントロー
ラーを追加購入する必要があるため、総コストが増加し
ます。
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組織内でハードウェアを簡単に移動できるか
この使用例では、2 つのスイッチが組織内で入れ替わります。各ソリューションは、ネットワーク内のハードウェアの移動プ
ロセスについて評価されました。

NETGEAR Insight Pro: Excellent

ハードウェアを交換するには、ロケーション
( 本社など ) から任意のデバイスを取り外し、
新しいロケーション ( 支店など ) に追加しま
す。

Cisco Meraki: Excellent

ネットワークハードウェアは、組織内で簡単に移動
でき、管理に影響を与えません。

Ubiquiti: Good

ネットワークハードウェアは、サイドプロパティパ
ネ ル の 管 理 対 象 デ バ イ ス 構 成 設 定 の [Forget This
Device ( このデバイスを削除 )] タブを使用して、サ
イト間で簡単に移動できます。UniFi ではサイトベー
スモデルを使用しているので、個別のクラウドコン
トローラーとライセンスが必要になるため、ハード
ウェアの移動が困難になる可能性があります。

複数の組織を簡単に作成できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

MSP は、任意の組織とロケーションを追
加できます。ビジネスオーナーにメール
通知する必要があります。管理者は、作
成されたすべての組織、ロケーション、
およびデバイスにフルアクセスできます。
Insight Pro の管理者は、任意のビジネス
オーナー、マネージャー、またはデバイ
スを追加、変更、または削除できます。

Cisco Meraki: Good

2 つ目の組織を作成するために、管理者は Meraki のログ
インページに移動し、最初の組織と同じ情報を持つ新規
アカウントを作成します。これにより組織同士がリンク
され、作成された 2 つの組織に MSP ポータルが表示さ
れます。MSP ポータルの [ 組織の追加 ] ボタンを使用し
て、組織を追加できます。

Ubiquiti: Fair

組織はサポートされていません。サイト ( ロケーション )
のみを作成でき、ユーザーは 1 つ以上のサイトに個別に
割り当てられます。複数の組織を持つには、各組織にク
ラウドコントローラーを追加する必要があります。
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メイン管理者がすべての組織を完全に管理できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro アカウントでは、1 つの画面です
べての組織を一元管理できます。MSP 管理
者は、すべての組織、ロケーション、デバ
イスを 1 つの画面で完全に可視化して制御
できます。この制御は、管理者アクセス権を
持つ IT マネージャーと共有することもでき
ます。

Cisco Meraki: Excellent

管理者はすべての組織にアクセスでき、特定の組
織の設定を完全に制御できます。

Ubiquiti: Good

メイン管理者は、クラウドコントローラーで作成
されたすべてのサイトを確認できます。また、特
定のサイトにアクセスするときに、組織のすべて
の設定とオプションを確認することもできます。
ただし、Ubiquiti はサイト固有の管理にのみ適し
ているため、組織全体でデバイスを管理すること
は困難です。

管理者がロールに基づいて特定の制御を付与できるか

NETGEAR Insight Pro: Excellent

管理者は、任意のビジネスオーナー、マ
ネージャー、またはデバイスを追加、変
更、または削除できます。ユーザーを追
加するには、簡単なメールで通知する必
要があります。

Cisco Meraki: Excellent

管理ユーザーと読み取り専用ユーザーの両方を作成できま
す。完全な組織またはネットワークセグメントの管理ユー
ザーにアクセス権を付与できます。

Ubiquiti: Fair

ユーザーを追加できないため、この機能は確認できません
でした。ユーザーを追加する設定は存在しますが、テスト
中に検証することも、標準のテクニカルサポートパッケー
ジで解決することもできませんでした。
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組織ユーザーとして管理制御はどの程度簡単か
NETGEAR Insight Pro: Excellent

管理者は、ビジネスオーナーに読み取り専用アクセ
ス権を付与して可視性を高め、IT マネージャーに読
み取り / 書き込みアクセス権を付与して、組織全体
で作業負荷を分割できます。組織ユーザーが管理者
ロールを持っている場合、デバイスの追加、アクセ
スポイントの変更、SSID の追加などの操作を実行で
きます。

Cisco Meraki: Excellent

ユーザーは管理者権限を持つことがで
きますが、MSP 管理者が設定した制限
付きアクセス権を持ちます。

Ubiquiti: Fair

ユーザーを追加できないため、この機
能は確認できませんでした。ユーザーを
追加する設定は存在しますが、テスト
中に検証することも、標準のテクニカ
ルサポートパッケージで解決すること
もできませんでした。

メイン管理者は組織ユーザーをロックアウトできるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

管理者は、任意のマネージャーを削除すること
ができます。同様に、組織をブロックするには、
組織を削除する必要があります。ただし、管理
者は問題が発生した場合の組織オーナーまたは
マネージャーへのプッシュ通知とメール更新を
停止できます。

Cisco Meraki: Good

組織ユーザーの削除やアクセス権の変更は簡
単に行えます。変更はすぐに有効になります。
一時的なロックアウトのオプションはありま
せんが、リスト内のユーザーを保守する際に
アクセス権を手動で [ なし ] に変更できます。

Ubiquiti: Fair

Ubiquiti UniFi 管理では組織ユーザーを削除で

きますが、一時的なロックアウトのオプション
はありません。組織ユーザーへのアラートメー
ルを設定し、遅延送信時間を設定することが
できます。
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VPNユーザーを簡単に招待できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

VPN ユ ー ザ ー を 簡 単 に 招 待 で き ま す。
ユーザーのメールアドレス以外、技術的
な知識や IP アドレス、その他の情報は
必要ありません。要求しているユーザー
にメールが送信され、メールに記載され
ているリンクから VPN クライアントを
ダウンロードできます。

Cisco Meraki: Good

Meraki は VPN ユーザーを招待する機能を備えていますが、
NETGEAR ほど直感的でシンプルではありません。ユー
ザーは、Windows VPN セットアップを使用して手動で追
加される必要があります。これは難しい操作ではありま
せんが、クライアントをダウンロードできるメールリン
クほど効率的ではありません。

Ubiquiti: Good

VPN を設定するには、ヘルプドキュメント『UniFi - USG:
Configuring L2TP Remote Access VPN』を参照してくだ
さい。このプロセスは比較的簡単です。接続は Windows
10 VPN から確認されました。

1.2 操作のしやすさ

GUI ( グラフィカルユーザーインターフェイス ) を使用してすべての設定や構成を簡単に操作できることが、中小企業向

け製品ユーザーにとって重要です。各ソリューションは、管理アクションの検索と実行が容易であると評価されています。

初回アクセスの方法は ?
NETGEAR Insight Pro: Excellent
総導入時間 : 10 分

このプロセスは直感的で迅速でした。NETGEAR か
ら登録リンクと確認キーが記載されている購入確認
メールが送信されます。キーをコピーし、リンクを
クリックして NETGEAR 検証ページにアクセスし、
キーを貼り付けます。次に、アカウントサインアッ
プページにメールアドレス、パスワード、必須フィー
ル ド を 入 力 す る よ う に 求 め ら れ ま す。 登 録 後、
NETGEAR から確認メールが送信されます。このメー
ルには、メールの確認用リンクが記載されています。
その後、サインインして Insight Pro アカウントに
アクセスします。

Cisco Meraki: Excellent

初回アクセスは非常に簡単です。ユーザー
はポータルにアクセスして、すぐにサイ
トの作成を開始できます。サイトを使用
すると、デバイスが割り当てられ、構成を
簡単にセットアップできます。

Ubiquiti: Fair

初めてのアクセスは簡単でした。一般的
な要件を使用してアカウントを作成し、
クラウドコントローラーを追加してサイ
トが作成されます。ただし、Ubiquiti に
はサイトベースの管理モデルがあるため、
組織全体の複数のサイトにアクセスする
ことは困難です。
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管理者と組織ユーザーのためのビューとは ?
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Cisco Meraki: Excellent

はい。管理者は、すべての組織、そのロケーション、
および各組織の設定を完全に表示できます。組織は、
直感的なドロップダウンメニューを使用して配置さ
れており、詳細な制御を行うことができます。組織
ユーザーは組織を表示でき、十分なアクセス権が与
えられている場合は、ロケーションおよびロール固
有の制御を表示できます。

管理者は、組織固有の構成を表示できま
す。組織ユーザーには、アクセス権に関
連するリソースを含む同様のポータルが
表示されます。

Ubiquiti: Good

管理者は組織を表示し、各設定を変更で
きます。[Current Site ( 現在のサイト )]
ドロップダウンメニューから異なるサイ
トを表示できますが、サイトに複数のロ
ケーションはありません。

ポータルはエンドユーザーにとって直感的なものになるように効率化されて
いるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro を使用すると、管理者は中小企
業を完全に制御できます。管理者は、ポータ
ルやモバイルアプリケーションですべてのビ
ジネスや各ユーザーを確認できます。これは、
シンプルさ、明確さ、リソースという点で競
合他社よりはるかに優れています。管理、設
定、監視、トラブルシューティング、レポー
トの表示、制御が容易になるようにインター
フェイスが論理的に設定されているため、最
も効率的なセットアップを行い使用すること
ができます。組織の作成は組み込みウィザー
ドを使用して最初の手順で行います。このよ
うな直接的なクラウドポータルを導入するこ
とで、管理者やユーザーは、ネットワークや
アクセスを処理する際、労力をかけず、時間を
節約できます。

Cisco Meraki: Very Good

GUI は便利なクラウドインターフェイス要件を満たして
おり、階層化されたドロップダウンメニューから直感的
に分割された選択可能な組織と一緒に完全に機能しま
す。各組織の下で、ネットワーク全体の特定のデバイス
設定、または組織の設定を選択できます。各設定に複数
のウィンドウがあり、移動して設定を変更できます。外
観と操作性は競合製品と同等ではありませんが、機能と
応答性は同等です。すべての設定はクラウドの GUI か
ら変更でき、適切に機能します。

Ubiquiti: Very Good

GUI は制御の観点から機能し、直感的なサイドタブでナ
ビゲートできます。上部のドロップダウンメニューや
サイトの選択は簡単に操作でき、管理者はサイトの編
集時に常に最新の情報を入手できます。[settings ( 設定 )]
タブは合理的に分類されておあり、ユーザーはベータ
機能をオンにできます。ただし、複数カテゴリのタブ
の下にある一部のタブ設定では、ユーザーが混乱する
可能性があります。コントローラーのインターフェイ
スがサブコントローラーの情報と分離されていて、概
要がコントローラーのオプションとは別のタブに表示
されるのは独特であるように思われます。外観と操作
性は競合製品と同等ですが、応答性に優れた動作と
Chrome の統合を独自に提供します。
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製品には便利なモバイルアプリケーションが搭載されているか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro は、Android と iOS の ア プ リ ケ ー
シ ョ ン で 管 理 で き ま す。 管 理 者、IT マ ネ ー
ジャー、ビジネスオーナーは、モバイルアプ
リケーションから直接 Insight を管理または表
示できる独自の権限を有しています。このイン
ターフェイスは、デスクトップバージョンと
同じ機能 ( デバイスの追加や管理など ) を備え
ています。このアプリケーションを使用して、
デバイスを手動で追加したり、バーコードス
キャンを使用したりすることができます。

1.3 アクセシビリティ

Cisco Meraki: Good

Meraki は、iOS と Android のモバイルアプリケー
ションをサポートしていますが、そのアプリケー
ションで利用できる設定の数は多くありません。
アプリケーションの機能は、モニタリングによ
り重点が置かれており、少数の内蔵ツールによっ
て基本的なトラブルシューティングやデバイス
の再起動を実行できます。

Ubiquiti: Good

Ubiquiti は、iOS と Android モバイルアプリケー
ションをサポートしており、管理者はさまざま
なサイト設定を確認できます。ほとんどの設定
はユーザーが使用できます。このアプリケー
ションは応答性が高く、PC のディスプレイ上で
すばやくアップデートでき、非常に便利です。
UniFi のモバイルサポートは簡単でしたが、製品
が提供する深度が不足していました。

製品は、ローカルおよびリモートの両方のロケーションからアクセスできる必要があります。

2 段階認証とセキュアなモバイルサポートを利用できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

2 段階認証は、モバイルアプリケーションと
クラウドポータルの両方で使用できます。ま
た、組織の作成では、ビジネスを登録したユー
ザーに常にメール通知を送信します。
モバイルサポートはモバイルデバイスからア
クセスでき、応答性に優れています。

Cisco Meraki: Very Good

Meraki は、テキストベースの 2 段階認証を採用して
います。ユーザーは、モバイルデバイス上のブラウザ
から管理にアクセスすることもできます。ダッシュ
ボードは PC と同じように動作します。

Ubiquiti: Excellent

Ubiquiti は 管 理 者 の 2 段 階 認 証 に Google
Authenticator を使用しています。モバイルブラウザ
も サ ポ ー ト さ れ て い ま す が、 モ バ イ ル ア プ リ ケ ー
ションのバージョンが優れています。
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ローカル手順 ( シリアル、ローカル SSH) で製品にアクセスできるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro デバイスは、ローカル GUI を使用
してスタンドアロンモードで管理できるだけ
でなく、Insight Pro プラットフォーム ( クラ
ウドポータルおよびモバイルアプリケー
ション ) からも管理できます。NETGEAR デ
バイスには必要なハードウェアライセンスは
ありません。

1.4 管理の自動化

Cisco Meraki: Good

ローカルログインは、パスワードのないデバイスの
シリアル番号です。クラウド内のネットワーク全体
の設定を使用して変更または無効にできますが、
ローカルでは変更できません。テストのユースケー
スでは、ルーターは表示できましたが、スイッチは
表示できませんでした。AP を表示するには、ハー
ドウェアライセンス、Wi-Fi 接続、およびその IP ア
ドレスへのアクセス権が必要でした。AP は、ロー
カル接続用の基本設定と監視機能も備えています。

Ubiquiti: Very Good

一部のデバイスでは、ブラウザからローカル管理を
利用できます。USG-PRO-4 ルーターは、インターネッ
トに接続するための基本的な設定と SSH ベースの
アクセス権を備えていました。US-8-60W スイッチ
はブラウザからローカルでアクセスできませんでし
たが、ハードウェアライセンスがある場合は SSH
経由でアクセスできます。

成功した中小企業ソリューションは、コスト削減機能として管理者の介入を最小限に抑えるように設計された機能を備
えています。ソリューションによって提供される同様の機能は、幅広いカバレッジと管理者にとっての有用性 ( アラート
やアップデートなど ) が評価されます。

イベント管理に使用できるアラートメールはあるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

デバイスがオフラインのとき、デバイスの追
加または削除時、および重要なアップデート
が必要な場合、アラートメールが送信されま
す。自動レポートはメールで送信されるた
め、アラートメールは不要です。

Cisco Meraki: Excellent

設定されたユーザーのみがアラートを受信し、特定
の組織で使用できます。選択された組織がアラート
メールを受信するように設定されていましたが、他
の組織はグローバル設定によって制御されていまし
た。ターゲットユーザーのみが送信されたアラート
メールを受信しました。

Ubiquiti: Excellent

管理者へのアラートメールは、NETGEARおよび
Merakiの管理と同じ使用事例でも確認されたよう
に、正常に機能します。
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管理者は、一元化された SIEM とデバイスを統合できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Cisco Meraki: Excellent

Insight には、帯域幅の使用状況、クライアント接
続の統計情報、SSID の作成、VLAN の作成、VLAN ポー
トの割り当てが組み込まれています。管理者は、
ローカル側でトラフィックログと攻撃内容を確認
できます。

Meraki は、SNMP アクセスおよび Syslog サー
バーの設定に使用できます。Cisco NetFlow
は、ネットワークアクティビティを監視およ
びレポートするための追加のツールオプ
ションです。

Ubiquiti: Fair

内蔵オプションは多くはありませんが、手動
設定を使用してデバイスからSNMP情報を送
信することができます。

管理者はアップデートとポートのスケジュールを作成できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro では、デバイスファームウェア
の作成と更新に加え、PoE スケジュールを
作成し、ユーザーのニーズに基づいて PoE
ポートを有効および無効にできることが確
認されました。

Cisco Meraki: Very Good

Meraki ではベータ版ファームウェアとスケジュール
済みポートの自動インストールが可能です。

Ubiquiti: Fair

ファームウェアアップデートは、デバイスにスケ
ジュールを設定し、各サイトの設定にある [Schedule
Upgrades ( アップグレードのスケジュール )] ページ
から簡単にセットアップできます。アップデートは
デバイスごとにスケジュールすることもできます。
PoE スケジュール、デバイスアクセススケジュール、
または関連する設定はテスト中に確認されませんで
した。
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2
導入
2.1

導入にかかる時間

2.2

導入の容易さ

2.3

機能の深さ
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2.1 導入にかかる時間

異なるロケーションにある複数の中小企業をサポートする MSP の場合、導入はわずか数分で簡単に完了する必要があります。
各ソリューションに同様の設定を導入する時間が、すべてのロケーションで評価されました。

最初と 2 番目のロケーションへの導入にはどのくらいの時間がかかるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent
総所要時間 : 10 ～ 15 分

登録キーとリンクが記載された購入確認メールにより、わ
ずか 10 分間で直感的で迅速な導入を行えます。クラウド
ポータルから内蔵ウィザードを使用して、5 分以内に組
織を作成できます。

2 回目の導入についても、同じ手順を実行します。ダッシュ
ボードの [+] ボタンをクリックすると、組織名、ビジネス
オーナー名、メールアドレス、および電話番号を入力する
よう求められます。入力した情報を使用して、Insight Pro
から招待メールが事業主に送信されます。事業主が承認す
ると、ログインページが表示され、ユーザー名とパスワー
ドを作成します。

次に、組織内の [ ロケーションの作成 ] をクリックして、
クラウドポータルまたはモバイルアプリケーションでロ
ケーションを追加できます。次のセクションで説明するよ
うに、ロケーションを複製できます。

Cisco Meraki: Good
総所要時間 10 ～ 15 分

初回セットアップの完了には約 20
分かかります。競合他社よりもや
や複雑ですが、Meraki には豊富な
オプション設定が用意されていま
す。ただし、製品のシリアル番号
とライセンスが必要です。

次の導入は、迅速に行うことがで
き、競合製品に匹敵しました。最
初のセットアップが完了すると、
組織に新しいネットワークを簡単
に追加でき、そこで設定を管理で
きます。

Ubiquiti: Very Good
総所要時間 10 分

ユーザーアカウントがすでに作成
されており、デバイスの接続のみ
が完了していると仮定した場合、
初回の導入には 10 分かかります。
2 回目の導入についても、同じ要
件が適用されます。2 つ目のサイ
トは、1 つ目のサイトと同様に新
しいサイトとして扱われ、同じ時
間 が か か る と 推 測 さ れ ま す。
Chrome の自動検出ツールを使用
すると、ローカルネットワークに
接続してクラウドにログインし、
目的のサイトに移動してデバイ
スを導入するのと同じくらい簡単
にデバイスを追加できます。
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複数のロケーションを簡単に導入できるか
Cisco Meraki: Excellent

NETGEAR Insight Pro: Excellent

設定は、同じ種類の任意のデバイスにコピーできます。
ウィザードは、コピーする設定のコピー元とコピー先を
検索するのに役立ちます。ウィザードから 1 つまたは複
数のロケーションを追加できます。

テンプレートは、既存のネットワー
クからのクローニングとともに作成
できます。クローニング方法は簡単
です。サイトのクローン作成後、デ
バイスがシリアル番号ごとに追加さ
れ、ライセンスが適用されます。組
織レベルの設定を新しい組織にコ
ピーすることもできます。

Ubiquiti: Excellent

サイトは 10 ～ 15 分でエクスポー
トまたはインポートできます。

導入時にどのような時間節約対策が利用できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

新しいデバイスの追加は、シリアル番号の
使用、QR またはバーコードのスキャン、ま
たはローカルネットワークのスキャンによ
るデバイスの要求の 3 つの方法のいずれか
で実行できます。また、Insight Pro は導入
のためのデバイス設定、バックアップと保
存、または RMA を提供します。デバイスは
ロケーションを問わず簡単に追加および削
除でき、1 回のクリックで設定をコピーで
きます。

Cisco Meraki: Very Good

Meraki デバイスはシリアル番号を使用して追加されま
す。最初に組織に要求してから、シンプルなチェック
ボックスを使ってネットワークにすぐに追加されまし
た。
クローン作成とテンプレート作成は時間の節約に役立
ちますが、シリアル番号を入力する以外に、デバイス
の要求を迅速に行う方法はありません。

Ubiquiti: Good

デバイスの自動検出機能により、時間を大幅に節約で
きます。一元管理された GUI と設定の分散により、非
常に簡単に設定できます。
しかし、SSH 接続などのデバイスを検出して追加する
方法には、専門知識が必要であり、非技術系の MSP
にとっては容易ではありません。SSH コマンドとファ
イアウォールポート転送が必要です。
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2.2 導入の容易さ

基本的なネットワークインフラストラクチャは、各製品を使用して簡単に導入できることが期待されています。導入を容易に
するツール ( ウィザード、自動化など ) が評価されています。

新しいデバイスの導入をガイドするウィザードがあるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

組織の作成、ロケーションの追加、および
デバイスの追加を実行できるウィザードが
あります。モバイルアプリケーションにも、
同じ機能を使用できるウィザードがありま
す。

Cisco Meraki: Fair

テスト中、ウィザードや設定ヘルパーは表示されません
でした。設定の詳細を表示する情報アイコンがあり、
設定画面間には組み込みのリンクがあります ( 特定の機
能の設定に応じて無料で利用できます )。

Ubiquiti: Fair

デバイス設定用のウィザードは表示されませんでした。

組織と物理ハードウェアの間でライセンスを移動できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro はサブスクリプションが必要
です。サブスクリプションを購入すると、
確認キーに利用可能なデバイスクレジッ
トの数と、対応する有効期限が表示され
ます。
サブスクリプションでサポートされてい
るデバイスクレジットは、Insight の管理
対象デバイスにのみ適用されます。これ
らのデバイスクレジットは、Insight アカ
ウントに追加されている限り、どのデバ
イスでも使用できます。

Cisco Meraki: Fair

Meraki 製品のライセンス付与手順は、競合他社の中でも最
も手間がかかります。ライセンスは組織間で分割する必要
があります。これらのライセンスは、申請後 7 日以内に再
要求できますが、それ以外の場合は Meraki テクニカルサ
ポートによって再割り当てされます。たとえば、1 つのダッ
シュボードキーを共有している複数の組織に対して、ライ
センスの配布を誤って注文した場合、組織間でのライセン
スの分割も Meraki サポートが行う必要があります。1 つの
ライセンスを購入すると、すべての機能が含まれている包
括的なライセンスが付与されるようです。VPN には追加ラ
イセンスは不要です。

Ubiquiti: Fair

ライセンスは、デバイス数 ( ホスト型クラウド ) またはハー
ドウェア機能 ( クラウドキー ) を使用して取得されます。
これにより、デバイスをサイト間で簡単に転送できますが、
組織間でライセンスを転送することはできません。
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ハードウェアの再割り当てにはどのような手順が必要か
NETGEAR Insight Pro: Excellent

ハードウェアに関しては、NETGEAR はデバ
イスクレジットモデルを使用します。デバ
イスを削除して、別の組織に追加するだけ
です。

Cisco Meraki: Excellent

ハードウェアは、組織の在庫に移動し、デバイスを登
録解除して、別の組織で要求することで、組織間で移
動できます。シリアル番号をコピーして貼り付けるこ
とができます。デバイスはネットワーク間で削除 / 追
加することができます。

Ubiquiti: Very Good

ハードウェアは、サイトからハードウェアに [Forget
( 削除 )] オプションを使用し、別のサイトに追加して
組織間で簡単に移動できます。さらに問題がある場
合は、工場出荷時リセットボタンを使用してハード
ウェアをリセットし、新しいロケーションに追加す
ることができます。

拠点間の VPN のセットアップは簡単か
NETGEAR Insight Pro: Excellent

セクション 1.1 で説明したように、VPN
ク ラ イ ア ン ト の 設 定 と 同 様 に、
NETGEAR は拠点間の VPN を簡単に作成
し、技術的な知識を必要としないリモー
ト VPN ユーザーを招待します。ユーザー
はメールで招待され、メールに記載さ
れ て い る リ ン ク か ら VPN ク ラ イ ア ン
トをダウンロードします。セットアッ
プは簡単で、あらゆるレベルの専門知
識を持つユーザーが設定できます。

Cisco Meraki: Good

拠点間の VPN のセットアップは可能ですが、手順は競合他
社よりも少し複雑です。NETGEAR は VPN クライアント経
由でシンプルな接続を使用しますが、Meraki ではさらに設
定の変更が必要で、ハブとスポークのどちらの設定を使用
するか決定する必要があります。これには多少の専門知識
が必要でしたが、両方のサイトをハブに設定してオンにし
た後、接続していることが確認されました。

Ubiquiti: Very Good

両方のサイトが同じローカルサブネットに割り当てられて
いないことを確認した後、拠点間の VPN 接続は、ドロップ
ダウンメニューにロケーションを追加して名前を付けるの
と同じくらい簡単に実行できました。[Create Network ( ネッ
トワークの作成 )] ボタンを押すと、必要な設定が自動的に
作成されます。
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2.3 機能の深さ

さまざまなニーズを持つ複数の組織を管理する場合、中小企業向け製品には多様な導入オプションを可能にする機能セットが

必要です。相対的な機能セットは、ソリューション間で比較されます ( 例 : VPN、ゲストアクセス、セキュリティオプション )。

一元化されたダッシュボードからどのようなフィードバックが提供されるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

NETGEAR は、Cisco Meraki や Ubiquiti と比較して、
最も使いやすい設計を採用しています。ダッシュ
ボードには、簡単に見つけて使用できる機能が多
数用意されています。下部に必要な主な情報が記
載された大きなブロックに、作成された組織の数
が表示されます。ここから、管理者は任意の組織
とそのロケーションを参照できます。名前、シリ
アル番号、クライアント数、タイプ、およびデバ
イスが属する組織 / ロケーション別にリストされ
たデバイスを管理できます。[ 管理 ] > [ レポート ]
で、メモ、スケジュール、作成タイムスタンプが
記載されたレポートのリストを表示できます。す
べてのマネージャーは、メール、組織数、および
アクセスポリシー ( 読み取り / 書き込み許可 ) と
ともに表示されます。Insight Pro を使用すると、
週次レポートまたは月次レポートを自動的に作成
し、カスタマイズできます。

Cisco Meraki: Excellent

ダッシュボードは洗練されたデザインで、
操作も簡単です。階層化されたドロップダ
ウンメニューを使用すると、各組織のネッ
トワークとデバイスの詳細を非常に簡単に
調べることができます。Ubiquiti よりもス
ムーズで、簡単に操作できるよう設計され
ています。直感的な階層型のセットアップを
行えます。

Ubiquiti: Very Good

Ubiquiti UniFi ダ ッ シ ュ ボ ー ド に は、 関 連
性を持つ色分けされたシステムステータス
情報が表示され、管理者は確実にセットアッ
プすることができます。Meraki や NETGEAR
のように直感的な階層型ではありませんが、
スループット、レイテンシ、Wi-Fi デバイス
とクライアント、DPI 統計、デバイスステー
タスなど多くの情報を表示します。ただし、
赤緑色盲のユーザーの場合、色分けは判別
しにくい場合があります。
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デバイス機能とレポート生成

ソース : Miercom - NETGEAR Insight Pro

ソース : Miercom - NETGEAR Insight Pro

管理者としてレポートを表示またはダウンロードす
る場合、デバイス数、一意のクライアント数、デー
タ使用量の合計、空きストレージがあるかどうか、
およびロケーションの数を確認できます。

同じページに、上位 5 台の NAS デバイスと上位 5
台の AP が表示されます。組織ごとに、データ消費
量と PoE 電力使用量を示すグラフと、重要なアラー
トが表示されます。その次のページには、最後の
10 回の設定変更が表示されます。次のページには、
最後の 20 回の設定変更が表示され、最後のページ
にはすべての設定変更が表示されます。この後、上
位 5 つの Wi-Fi クライアント、ダウンロード / アッ
プロード、システム動作状況、デバイスとファーム
ウェアのステータスを確認できます。

標準ライセンスに含まれていない機能があるか
NETGEAR Insight Pro: Very Good

Insight Pro の標準サブスクリプションは、
スタンドアロンモードで動作しているすべ
てのデバイスに適用されます (GUI に表示さ
れます )。Insight Pro サブスクリプションの
有効期限が切れても、製品ライセンスは必
要ありません。デバイスは切断されません。
これは、独自の製品強度の差別化要因であ
ると思われます。VPN のみ追加のライセン
スが必要です。

Cisco Meraki: Very Good

製品ライセンスを購入すると、ダッシュボードとクラ
ウド管理も含まれるようです。テストに使用されたす
べてのデバイス機能は、取得したデバイスのライセン
スを介して利用できます。NETGEAR と同様に、ライ
センスなしでデバイスが接続された状態になっている
ことは確認されていません。

Ubiquiti: Good

標準ライセンスでは、追加ライセンスなしですべての
機能が含まれることが確認されています。ただし、他
のベンダーと同じレベルのテクニカルサポートは含ま
れていません。ライブヘルプを利用するには、月額 10
ドルを追加してプレミアムサブスクリプションに入る
必要があります。NETGEAR と同様に、ライセンスな
しでライセンスが接続された状態になっていることは
確認されていません。モバイルアプリケーションは一
部の機能がサポートされていません。
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3
レポート
3.1

アクティブログ

3.2

レポート
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3.1 アクティブログ

管理ソリューションは、ネットワーク上のすべてのアプリケーション、コンテンツ、ユーザー、デバイスのアクティビティを
監視、記録、保存する必要があります。

ログ記録は管理者 / ユーザーにどのようなメリットをもたらすか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

NETGEAR は、最もシンプルでありながら
豊富な情報を提供し、競合他社の追随を
許しません。管理者はロケーションを問
わ ず に Insight Pro か ら、 組 織、 ロ ケ ー
ション、デバイスのステータス、ワイヤ
レス設定 ( アクセスポイント、SSID、ア
クセスポイントへのクライアント接続、
設定、帯域幅 )、有線設定 (VLAN、PoE ス
ケジュール、LAG)、ストレージ、ファイ
アウォールのアップデートなどを確認で
きます。
ビジネスオーナーは、個々のサイトのロ
ケーションに関して同じ情報にアクセス
できます。

Cisco Meraki: Good

Meraki GUI ログには、イベントログとシステムログが表
示されます。イベントログは、MSP、組織、およびネッ
トワークごとに分割されて表示されます。ネットワーク
ごとのイベントログには、デバイスタイプ別のイベント
が表示されます。

ユーザーは自分の特定の組織を表示することもできます。
詳細なイベントログは、監査証跡としてユーザーの場合
はネットワークごとに、管理者の場合は組織ごとに使用
できます。特定のデバイスログはリンクから見つけるこ
とができますが、これらのリンクが常に機能するとは限
りません。
ログは、時間、ロケーション、組織などの条件に基づい
て検索できます。

Ubiquiti: Fair

デバイスステータスを表示するネットワークイベントロ
グがありますが、監査ログは確認できませんでした。また、
ログを .CSV 形式でエクスポートする機能もありません。
ユーザーについては、ユーザーを追加できないため、こ
の機能は確認できませんでした。ユーザーを追加する設
定は存在しますが、テスト中に検証することも、標準の
テクニカルサポートパッケージで解決することもできま
せんでした。
リンクから詳細情報を入手できませんでしたが、ログを
フィルタリングして検索することができました。
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3.2 レポート

製品は、すぐに使用できる標準化されたレポートとカスタムレポートオプションも用意しておく必要があります。レポートを
使用すると、ユーザーはアクティビティを表示し、分析して修正を行うことができます。

管理者は自動レポートまたは手動レポートをサポートできるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

ウィザードでは、ロケーション、デバイ
スのステータス、およびファームウェア
アップデートに関するカスタマイズされ
たレポートを作成できます。必要に応じ
て、レポートは 1 回限りに実行すること
も、自動化によってスケジュールするこ
ともできます。

Cisco Meraki: Very Good

自動レポートはサポートされますが、手動レポートはサ
ポートされません。レポートは .CSV 形式でエクスポート
できます。すべてのレポートはカスタマイズできます。

Ubiquiti: Fair

自動および手動によるレポート作成はサポートされてい
ません。レポートはカスタマイズできません。

管理者は組織に基づいてアラートを提供できるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

Insight Pro を使用すると、モバイルアプ
リケーションにプッシュ通知を送信した
り、指定した組織に更新メールを送信し
たりできます。

Cisco Meraki: Excellent

アラートは組織別に分割されます。マネージャーは、管理
対象の組織に対するアラートのみを受信します。

Ubiquiti: Very Good

すべての組織が同じアラートを受信します。
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4.1

製品サポートドキュメント
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4.1 製品サポートドキュメント

このセクションでは、管理者およびエンドユーザー向けにメーカーが提供するヘルプおよびサポートドキュメントの分析に
ついて説明します。

GUI に関連するヘルプコンテンツへのリンクがあるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

GUI では、「?」リンクを使用して、管理
者とユーザーに関連するヘルプドキュ
メントを提供します。[ アカウント ] > [ サ
ポート ] には、モデル番号または製品
名を入力できるページがあります。また、
下の図に示すように、製品モデルのカテ
ゴリから参照できます。

Insight Pro の サ ー ビ ス : 製 品、 電 話、
チャット、メール、オンラインコミュニ
ティのサポート。

Cisco Meraki: Very Good

ドキュメント全体にタスクの実行に役立つ「もっと読む」
などのリンクがあります。「?」アイコンはありませんが、
ドロップダウンメニューから、ドキュメント、コミュニ
ティヘルプ、ユースケース、機能などにアクセスできます。
記事のリンク ( ある場合 ) には、これらの記事が詳しく明
確に説明されています。Meraki には豊富な情報とオプ
ションが用意されています。

Ubiquiti: Good

利用できるヘルプリンクは多くありません。画面の左下に
ヘルプチャットオプションがありますが、ライブヘルプを
受けるには 10 ～ 20 分かかります。優れたティア 1 のサポー
トを提供し、問題がティア 2 のサポートを必要とする場合
は通知します。ヘルプは、基本的な質問 ( 最新のコントロー
ラーバージョンなど ) に回答します。

ページの下部に関連記事のリンクがあります。各サポート
ドキュメントにはいくつかのリンクが組み込まれていま
す。これらのドキュメントは非常に詳細です。

ソース: Miercom - NETGEAR Insight Pro
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デバイスの使用と設定に対応しているビデオガイドがあるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

製品モデルが見つかったら、複数の製品
サポートビデオが表示されたページに移
動し、そこで該当するビデオを選択でき
ます。

Cisco Meraki: Excellent

Meraki は、YouTube ビデオを公開して、製品シリーズごとの
設定を紹介していますが、高度な専門知識が必要な内容のビ
デオです。

Ubiquiti: Good

主に Ubiquiti がウェビナーとして公開している YouTube ビ
デオがいくつかあります。設定方法を説明しているビデオは
多くありませんが、アーキテクチャの詳細や特定のタスクに
役立つ概要ビデオがあります。

サポートコールがつながるまで、どのくらいの時間がかかるか
NETGEAR Insight Pro: Excellent

電話サポートの利用事例では、担当者が
ID と購入日を確認するまで約 10 分かかり
ました。Insight Pro の専門スタッフに対
する転送が 1 件あり、リモートアクセス
が必要になりました。この際、このスタッ
フはルーターと NAS のアップデートを実
施しました。このスタッフは非常に知識が
豊富で対応も親切でした。

電話サービスは 90 日間無料です。デバイ
スを購入するたびに無料で利用できます。

Cisco Meraki: Good

担当者につながるまで 10 分かかりました。転送は必要
ありませんでした。5 分後に担当者が問題を発見し、ソ
リューションを提案し解決策を確認しました。

Ubiquiti: Fair

販売業者からのみ購入できる Elite カスタマーパッケー
ジを所有している場合を除き、電話サポートはありま
せ ん。 ユ ー ザ ー か ら 強 い リ ク エ ス ト が あ る 場 合 は、
TeamViewer セッションを実行できる場合もあります。
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5
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総所有コスト (TCO)
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5.1 総所有コスト (TCO)

この TCO 分析は、10 個のアクセスポイントをそれぞれのハードウェア、クラウド管理、および対応するライセンスサブスク
リプションとともに導入する場合のコストに基づいています。

Miercom コスト分析

分析を開始するために、この導入シナリオの価格を確認しました。ベンダーごとに、スイッチ、ルーター、アクセスポイント、
適切なライセンス取得のコストを計算しました。コストの合計を以下の表に示します。NETGEAR の総コストは競合他社と比
較して最も低いものでした。
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6 - Miercom について
Miercomは、主要な業界の定期刊行物やその他の出版物に数百ものネットワーク製品の分析を発表しています。
Miercomは、独立した主要製品テストセンターとして高い評価を受けています。

Miercomが提供するプライベートテストサービスには、競合製品の分析や個々の製品評価が含まれます。
Miercomには、
相互運用性の認定、信頼性の認定、安全性の認証、グリーン認証など、包括的な認定資格およびテストプログラムがあり
ます。
また、製品の操作性と性能に関する業界で最も詳細で信頼できる評価である、性能検証プログラムにより製品を評
価することもできます。

7 – 本レポートの使用
本レポートに記載されているデータの正確性を確保するためにあらゆる努力が払われましたが、誤記や見落としがある
可能性があります。
本レポートに記載されている情報は、当社の管理範囲を超えた精度のさまざまなテストツールにも依
存しています。
さらに、本レポートは、Miercomにより合理的に検証されたベンダーの特定の表現に依存していますが、
100% の確実性の検証については、当社の範囲を超えています。
本レポートは、Miercomにより
「現状のまま」提供され、明示または黙示にかかわらず、いかなる保証、表明または保証も
行いません。
Miercomは、本レポートに含まれる情報の正確性、完全性、有用性、適合性について、直接的または間接的を
問わず法的責任を負いません。

本書で使用されているすべての商標は、
それぞれの所有者に帰属します。
お客様は、当社以外の活動、製品またはサービ
スに関連する、もしくは当社または当社の情報、
プロジェクトまたは開発に混乱、誤解、不正行為を招く可能性がある方法
で、
すべての商標、
またはお客様自身の商標の全部または一部を使用しないことに同意するものとします。
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