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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報

につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ

り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと

をご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊

社担当者にご確認ください。
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  はじめに
はじめに
このリリース ノートには、Cisco Smart Care サービス バージョン 1.8 についての重要事項が記載され

ています。具体的な内容は、バージョン情報、アップグレード プロセス、修正済みのバグ、既知のバ

グ、回避策などです。

このリリースの機能強化
このバージョンでは、次の機能が強化されています。

 • デバイスの手動追加機能が強化されました。1 つのトランザクションで最大 500 のライセンスを入

力できます。1 つのトランザクションで複数のライセンスを追加する場合、IP アドレスとホスト名

のフィールドは無効になります。IP アドレスとホスト名を追加したい場合は、1 度に 1 つずつライ

センスを追加してください。

 • マルチナショナル認定およびグローバル認定を取得しているパートナーは、プログラムへの登録と

エンド カスタマーへのサービス販売をできるようになりました。

 • パートナーは、Smart Care ポータル上で既存の更新見積もりのキャンセルおよび最新のネット

ワーク インベントリに基づく更新見積もりの依頼をすることができるようになりました。同時に、

四半期毎の価格調整（Quarterly True-up）の、最終四半期の調整は廃止されました。これにより、

パートナーは最終四半期用の調整を発生させることなく契約期間の終了を待たずして新しいデバイ

スをネットワークに追加できることになります。

 • QUE ツールの概算見積もりと Smart Care ポータルの整合性が改善されました。すべてのデバイス

および該当するステータス（Weight および Complexity、または Validating）が Smart Care ポータ

ルに表示されます。Smart Care の見積もりにはネットワーク内の検証済みデバイスのみが含まれ

ます。

 • Smart Care ではネットワーク デバイス ウェイトの初回チェックが実行されます。ただし、初回

チェックでネットワーク デバイス ウェイトの上限を超えていると判断されても、RFQ プロセスを

進めることができます。初回チェックでネットワーク デバイス ウェイトの上限を超えていると判

断された場合、パートナーに警告メッセージが表示されます。RFQ プロセスの開始後に、正確な

デバイス ウェイト レベルが決定されます。RFQ がデバイス ウェイトのしきい値を超えている場

合、その見積もりは停止され、通知が送信されます。この機能強化によって、実際のデバイス 
ウェイト制限に基づいた見積もりの処理が可能になり、最大数の見積もりが処理されるようになり

ます。

 • シスコで必要なディスカバリの IP アドレス範囲を編集できるようになりました。パートナーは、

既存の範囲を編集したり、範囲の代わりに特定のアドレスを入力することができます。

 • ネットワークのデバイス ウェイトと複雑さは契約期間が終了するまで維持されます。

 • パートナーは、電子メール通知による完全な IP アドレスの受信を選択できるようになりました。

 • パートナーに、これまでよりも明確な情報（ネットワーク、契約、デバイス レベル）が伝達され

るようになりました。ネットワークを「Do Not Renew（DNR; 更新不可）」とする理由も説明され

ます。

 • 四半期毎の価格調整（True-up）換算値の確認通知の電子メールがディストリビュータに送信され

るようになりました。この通知には、ネットワークと価格バンドの変更に関する情報を提供するた

めの追加概要タブが含まれています。

 • Smart Care ポータルを使用してお客様に割り当てられたハードウェア アプライアンスは、自動的

にインベントリが実行され、見積もりに追加されます。
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サポート対象のバージョン

Smart Care 1.8 には、次のソフトウェア バージョンが含まれています。ここでは、最新バージョンへの

アップグレードが必要となる条件について説明します。最大限の効果を得るためには、常にすべての 
Smart Care アプリケーションを最新バージョンにしておくことが必要です。

 • Smart Care ハードウェア クライアント（CentOS_Client）のバージョンは 1.8.0.0 RC02 
CentOS_Client です。

 • ダウンロード ファイルの名前： 

 • Smart Care ハードウェア クライアント（FC3_Client）のバージョンは 1.8.0.0 RC02 FC3_Client 
です。

 • ダウンロード ファイルの名前： 

 • Smart Care ソフトウェア クライアントのバージョンは、1.8.0.0 RC02 SW_Client です。

 • ダウンロード ファイルの名前： 

Smart Care アプライアンスの移行プロセス
このリリースの Cisco Smart Care にはファームウェアおよびソフトウェアの更新済みリリースが含ま

れています。

（注） このリリースの Cisco Smart Care を利用するには、以下に示すバージョン レベルを使用する必要があ

ります。そうでない場合は、該当のハードウェア ビルド以降またはソフトウェア クライアント以降の

バージョン レベルへのアップグレードが必要です。

アップグレードの前に

Smart Care 1.8 にアップデートするためには、次の準備が必要です。

ステップ 1 ご使用のネットワーク アプライアンスまたはネットワーク クライアントで現在稼働しているファーム

ウェアおよびソフトウェアのバージョン番号を調べます。

ステップ 2 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン番号を使用して、アップグレード パスを確認します。

（注） Smart Care パートナー コントロール パネルでリモートからネットワーク アプライアンスをアップグ

レードできます。リモート アップデートの手順については、「リモート制御機能の使用方法」を参照し

てください。

SC_HW_CLIENT_1_10_14_0_x86_32_Linux_CentOS_5_2.tgz 

SC_HW_CLIENT_1_10_14_0_x86_32_Linux_FC3.tgz

SC_SW_CLIENT_3_10_14_0_x86_32_WinXP.zip
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ネットワーク アプライアンスをまだ設定していない場合は、『Smart Care Configuration Guide』に記

載されているインストレーション手順を実行してください。

アップグレード要件

ほとんどの場合、Smart Care パートナー コントロール パネルにアクセスするだけでアップグレードを

完了できます。

（注） お客様のところでネットワーク アプライアンスをアップグレードする必要はありません。Smart Care 
のリモート コントロール機能を使用できます。

お客様のところでネットワーク アプライアンスをアップデートする場合は、次のものが用意されてい

ることを確認します。

 • PC とアプライアンスを接続する DB9-F to DB9-F のヌル モデム

 • シスコ ターミナル サーバ オクトパス ケーブルに使用する標準の DB9-F アダプタ

 • HyperTerminal® などの端末クライアント ソフトウェア（9600:8-None に設定） 

ファームウェアのバージョン番号の確認 
ご使用のネットワーク アプライアンスのファームウェア バージョンを確認するには、show ver コマン

ドを使用します。このコマンドの出力例を示します。

SmartCare# sh ver
OpsXML DE Runtime: 3.4.0.3
    Appliance : 1.0.0.63

ご使用のネットワーク クライアントで稼働しているソフトウェアのバージョンを確認するには、シス

テム トレイの Smart Care アイコンをダブルクリックします。
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図 1 クライアントのバージョン番号の確認
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ネットワーク アプライアンスのアップグレード

ここでは、ネットワーク アプライアンスのアップグレード手順を説明します。

アプライアンス ファームウェアのアップデートに関する詳細は、『Cisco Smart Care Service 
Configuration Guide』を参照してください。

（注） アップグレードは、アプライアンスの登録処理やアプライアンス上のデバイス データには一切影響を

与えません。Smart Care を更新するために、以前のバージョンをアンインストールする必要はありま

せん。更新処理に必要なものは、更新ソフトウェア パッケージだけです。更新が完了すると、ネット

ワーク アプライアンスは自動的にリブートされます。 
 

Smart Care を稼動させる場合は、ネットワーク アプライアンス上で正しい時刻を維持することが重要

です。システム クロックが正しい時刻を維持していないと、サービスのスケジューリングの信頼性が

失われます。timesync コマンドを使用すると、正しい時刻の維持に役立ちます。

ビルド 1.0.0.57 以上からのアップグレード

このアップグレード手順に必要なコマンドを使用するには、ネットワーク アプライアンスでビルド 
1.0.0.57 以上が稼働している必要があります。

ネットワーク アプライアンスを最新のファームウェアに更新するには、イネーブル モードから次の手

順を実行します。

ステップ 1 ログイン プロンプトで、ユーザ cisco、工場出荷時のデフォルト パスワード cisco を使用してアプライ

アンスにログインします。正しいパスワードを入力した後、パスワードを変更するようにという指示が

表示されます。この指示に従って、ユーザ パスワードを変更します。

ステップ 2 コマンド プロンプト（>）で、「enable」と入力します。パスワードの入力を求められるので、工場出

荷時のデフォルトの管理者パスワード admin を入力します。正しいパスワードを入力した後、パス

ワードを変更するようにという指示が表示されます。この指示に従って、ユーザ パスワードを変更し

ます。

ステップ 3 コマンド プロンプト（#）で、「show net」と入力します。現在設定されているネットワーク インター

フェイスが表示されます。アプライアンス ネットワーク インターフェイスが、ローカル DHCP サーバ

から有効な IP アドレスとネーム サーバ（DNS）を取得できた場合は、ステップ 6 に進みます。

ステップ 4 アプライアンス ネットワーク インターフェイスが有効な IP アドレスとネーム サーバ設定を取得でき

なかった場合は、ステップ 5 で説明する手順に従って、手動でアプライアンス ネットワーク インター

フェイスを設定します。

ステップ 5 コマンド プロンプト（#）で、「conf ip」と入力します。conf ip オプションで、ネットワーク インター

フェイスの現在の設定を変更できます。

a. 「Enter M to Modify, Enter S to skip [M/S]:」というプロンプトで、「m」を入力します。

b. 「Interface (eth0/eth1) [eth0]」というプロンプトで、「eth0」と入力して、インターフェイス eth0 
を選択します。インターフェイスの詳細については、図 1 を参照してください。

c. 「_D_HCP or _S_tatic addressing(D|S)?[D]:」というプロンプトで、「s」を入力して、スタティック 
IP アドレスを選択します。

d. 「HW Client Name (no spaces) []」というプロンプトで、使用するアプライアンス名を入力します。

e. 「IPAddress []」というプロンプトで、他のデバイスに使用されていないスタティック IP アドレス

を入力します。
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f. 「Netmask []」というプロンプトで、そのアプライアンスに正しいネットワーク マスクを入力しま

す。

g. 「MTU [1500]」というプロンプトで、Enter キーを押してデフォルト値を確定します。

h. 「Gateway」というプロンプトで、そのアプライアンスに正しいデフォルト IP ゲートウェイを入力

します。

i. 「Name Server1」というプロンプトで、有効なネーム サーバ（DNS）の IP アドレスを入力します。

複数のネーム サーバを使用する場合は、以降のプロンプトで 2 つ目以降のネーム サーバを入力し

ます。最大 3 つのネーム サーバを入力できます。

j. 「Proxy Server (optional)」というプロンプトでは、プロキシ サーバがある場合はプロキシ サーバ

の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力し、プロキシ サーバがない場合は Enter キーを押

します。

k. 次のプロンプトで「y」と入力して、ネットワーク設定への変更を確定します。

（注） アプライアンスの IP アドレス設定を変更した場合は、reload コマンドを使用してリブートしてくださ

い。アプライアンスが新しい IP プロファイルで再起動されたら、設定作業を続けます。

ステップ 6 コマンド プロンプト（#）で、「update」と入力して、最新の Smart Care ソフトウェアをダウンロード

してインストールします。

ステップ 7 「Y」と入力して、アプライアンスの更新を続けます。アプライアンスに URL を指定するように求めら

れたら、空のままで Enter キーを押して、デフォルト値を使用します。パートナー CCO の資格情報を

入力して、ダウンロードを進めます。

（注） アプライアンスがクライアント ソフトウェアをダウンロードしてインストールし、リブートします。

新しいパスワードを使用して、もう一度ログインします。

ステップ 8 サービスのスケジューリングと実行を円滑に行うためには、正しい時刻が設定されている必要がありま

す。このため、Smart Care を稼動させる場合は、ネットワーク アプライアンス上で正しい時刻を維持

することが不可欠です。conf time コマンドを実行して、タイム ゾーンを、アプライアンスが物理的に

設置されている場所の現地時間に設定し、NTP サーバを設定してください。

ステップ 9 date コマンドを使用して、ネットワーク アプライアンスの日付と時刻が正しいことを確認します。必

要な調整を加えます。

SSH を使用してリモートからアプライアンスにアクセスする手順

パートナーとシスコのサポート担当者は、SSH を使用してリモートからお客様のネットワークの 
Smart Care アプライアンスにアクセスできます。デフォルトでは、アプライアンスへの SSH 接続は無

効になっています。SSH アクセスを有効または無効にするには、次のコマンドを実行します。

 • access enable：アクセスを有効にする

 • access disable：アクセスを無効にする

これらのコマンドは、アプライアンス コマンド リストの管理シェルには表示されません。
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リモート制御機能の使用方法

Smart Care パートナー ポータルからリモート制御機能を使用すれば、お客様のネットワーク上にいな

くても、ネットワーク アプライアンスをアップグレードできます。この機能によって、リモート セッ

ションを開き、ネットワーク アプライアンスのコマンドライン インターフェイスでコマンドを実行で

きます。

（注） timesync コマンドを使用して、デバイス クロックがリモート接続を確立するための正しい時刻を維持

していることを確認してください。 

リモート制御機能では、タイムアウト時間が短くなっています。一連のコマンドを入力する際には、時

間をかけないようにしてください。

ステップ 1 自分の CCO ID とパスワードを使用して、Smart Care パートナー ポータルにログインします。

ステップ 2 [Customers: Customer name] > [Administration] > [Assessment Appliance Configuration] に移動しま

す。

ステップ 3 [Details] の下の [View] リンクをクリックします。

ステップ 4 [Cisco Network Assessment Appliance Name] の横のアイコンをクリックします。これにより、リモー

ト制御のターミナル ウィンドウが開きます。

図 2 リモート制御ウィンドウ

ステップ 5 ユーザ名とパスワードを入力して、ネットワーク アプライアンスにログインします。

ログイン後は、リモート アクセス時にアプライアンスでサポートされているすべての CLI コマンドを

入力できます。

リモート アクセス時に使用できる CLI コマンドと使用できない CLI コマンドを次の表に示します。
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表 1-1 リモート アクセス時に使用できる CLI コマンドと使用できない CLI コマンド

（注） FireFox を使用して開始した場合、リモート制御機能はタイムアウトになります。

ネットワーク クライアントのアップグレード

ネットワーク ソフトウェア クライアントの最新リリースを要求するには、Smart Care アプリケーショ

ンから次の手順を行います。

ステップ 1 ナビゲーション ペインで [Support] > [Download] > [Download the Latest Software Client Version Now] 
をクリックします。

ソフトウェア ダウンロード センターにリダイレクトされます。

ステップ 2 クリックして、既存のイメージに新しくダウンロードしたイメージをインストールします。

ステップ 3 下に表示されているリンクをクリックし、[Save] を選択して、.zip ファイルをデスクトップに保存して

から、[Close] をクリックします。                                            

ステップ 4 その zip ファイルを右クリックし、WinZip オプションの [Extract to folder] を選択して、デスクトップ

上のフォルダにファイルを展開します。

ステップ 5 新しいフォルダを開き、setup.exe ファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

使用できる CLI コマンド 使用できない CLI コマンド

 • show [ver|net|st|run|sch|reg|tech]

 • about

 • date

 • timesync

 • trace [ena|disable|del]

 • mailtrace

 • hostname

 • update

 • passwd [admin|cisco]

 • ping

 • traceroute

 • reset outbox

 • clientsw restart

 • dmidecode

 • reload

 • poweroff

 • logout

 • register 

 • unregister 

 • conf ip 

 • timezone

 • trace view 

 • changing hostname
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以前のバージョンとの互換性

すぐに Smart Care クライアントを最新バージョンにアップグレードすることを推奨します。既存の

サービスは以前のクライアント バージョンでも正常に機能しますが、Smart Care で提供される新しい

サービスや機能は最新バージョンでしか使用できません。

未設定のネットワーク アプライアンス 
Smart Care の使用を開始したばかりで、ネットワーク アプライアンスをまだ設定していない場合は、

『Smart Care Configuration Guide』に記載されているインストレーション手順を実行してください。こ

こでは、ネットワーク アプライアンスのインストールと、コマンド ライン インターフェイスからのコ

マンドの実行について簡単に説明します。

インストレーション プロセスを開始する前に、次のものが用意されていることを確認します。

 • PC とアプライアンスを接続する DB9-F to DB9-F のヌル モデム

 • シスコ ターミナル サーバ オクトパス ケーブルに使用する標準の DB9-F アダプタ

 • HyperTerminal® などの端末クライアント ソフトウェア（9600:8-None に設定） 

ネットワーク アプライアンスをインストールするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 PC のシリアル ポートにヌル モデム ケーブルを接続します。

ステップ 2 通信スペックを 9600 N 8 1 に設定します。

ユーザ名とパスワードは両方とも cisco です。

管理者パスワードは admin です。

注意 ネットワーク アプライアンスの BIOS を変更したり、工場出荷時設定にリセットしたりしないでく

ださい。BIOS は Smart Care をサポートできるように変更されています。BIOS にさらに変更を加

えると、ネットワーク アプライアンスが無効になります。

端末クライアント ソフトウェアの接続が確立されると、[Administration] ページが表示されます。

CLI セッションを開始するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デフォルトのユーザ名 cisco を使用します。パスワードは cisco です。

ユーザ名とパスワードを変更することを推奨します。

パスワードの変更には、passwd コマンドを使用します。このコマンドは admin と cisco という 2 つの

引数をとります。
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  Smart Care アプライアンスの移行プロセス    
図 3 [Administration] ページ

ステップ 2 コマンド プロンプト（>）で、「enable」とタイプします。

デフォルトのイネーブル パスワードは admin です。

[Administration] 画面が表示されます。

図 4 サポートされているルートレベルの CLI コマンド

ステップ 3 ネットワーク アプライアンスのバージョン レベルを確認するには、プロンプトで show ver コマンドを

入力します。

show ver コマンドを使用すると、次のように、ネットワーク アプライアンスのバージョンが表示され

ます。

SmartCare# sh ver
OpsXML DE Runtime: 3.4.0.3
    Appliance : 1.0.0.63
ご使用のネットワーク クライアントで稼働しているソフトウェアのバージョンを確認するには、シス

テム トレイの Smart Care アイコンをダブルクリックします。
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  プロキシ サーバのアップグレード
図 5 Smart Care のクライアント バージョン

プロキシ サーバのアップグレード
ここでは、Smart Care のプロキシ サーバの設定方法を説明します。詳細については、『Smart Care 
Service Configuration Guide』を参照してください。

Smart Care ネットワーク アプライアンス

ネットワーク アプライアンスにプロキシ サーバを設定するには、conf ip コマンドを使用します。

Smart Care ネットワーク クライアント

プロキシ サーバを実行している場合は、ネットワーク クライアントをコンソール モードで実行する必

要があります。ネットワーク クライアントをコンソール モードにするには、次の手順を実行します。

Windows XP の場合

ステップ 1 OpsXML を停止します。

[Start] -> [All Programs] -> [Cisco Smart Care Network Client] -> [OpsXML DE] -> [Stop OpsXML 
DE Client Service] 
12
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ステップ 2 コンソール モードを開始します。

[Start] -> [All Programs] -> [Cisco Smart Care Network Client] -> [OpsXML DE] -> [Start OpsXML 
DE Client Console]

Windows 2000 の場合

ステップ 1 OpsXML を停止します。

[Start] -> [Programs] -> [Cisco Smart Care Network Client] -> [OpsXML DE] -> [Stop OpsXML 
DE Client Service]

ステップ 2 コンソール モードを開始します。

[Start] -> [Programs] -> [Cisco Smart Care Network Client] -> [OpsXML DE] -> [Start OpsXML 
DE Client Console]

（注） ソフトウェア クライアントがコンソール モードで稼働している場合、コマンド ウィンドウが

常に開かれたままになります。

このリリースで修正された制限と制約
次の問題はこのリリースで解決されました。

　

バグ ID 説明

CSCta30874 Cisco Catalyst ME3400-24TS/24FS/12CS が手動で追加できるよう

になりました。

CSCta54134 DMP 4400G が Smart Care のサポート対象となりました。

CSCte07566 ASA5580 が Smart Care のサポート対象となりました。

CSCti70981 パートナーは、アラートに関連付けられている完全な IP アドレス

を通知受信時に受け取ることを選択できるようになりました。

CSCtj00413 Cisco WLC 526 7.x バージョンが Smart Care のサポート対象にな

りました。

CSCtj26671 IP Phone の IP アドレスが変更されるとインベントリに重複した項

目が作成される問題が解決されました。

CSCtk95954 デバイス WAVE-274-K9 と WAVE-574-K9 が [Manual Add] ペー

ジで使用できるようになりました。

CSCtl03832 SSH アクセスを有効にする access enable コマンドが表示されるよ

うになりました。

CSCtn40362 Smart Care ポータルを使用してお客様に割り当てられたハード

ウェア アプライアンスは、自動的にインベントリが実行され、見

積もりに追加されます。

CSCtn64464 6 時間に 1 回のインベントリ スケジュールを作成できるようにな

りました。
13
Cisco Smart Care サービス バージョン 1.8 リリース ノート       
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このリリースに影響する制限と制約

（注） Firefox 3 では転送ボックスが機能しません。転送ボックス機能は、Smart Care の電子メール通知設定

におけるお客様の選択または選択解除に使用されます。Firefox の代わりに IE を使用すれば、この問題

は回避されます。

CSCtn83561 HP アプライアンスのデバイス タイプと製品番号の不一致が修正さ

れました。

CSCto34841 ネットワーク デバイス ウェイトがビジネス レポートに表示される

ようになりました。

CSCto47273 複数の設置サイトがある場合に、デバイス インベントリ レポート

に主要設置サイトしか表示されないという問題が解決されました。

CSCto85879 パートナーがハードウェアのサポート終了通知を重複して受信す

るという問題が解決されました。

CSCtq25931 タイム スタンプに見積もりが 1 つの場合、インベントリが正常に

終了しないという問題が解決されました。

CSCtq28357 シスコで必要なディスカバリを実行する IP アドレス範囲をユーザ

が編集できるようになりました。ディスカバリを実行する IP アド

レスの範囲を選択するか、または特定の IP アドレスを指定できま

す。

CSCtr13472 最新 3 時間のコア モニタリング データしか利用できないという問

題が解決されました。

CSCtr24914 3750 および 2960 ファミリのスイッチでコアの評価および修復に

失敗するという問題が解決されました。

CSCtr53999 Cisco VG248 のインベントリが可能になりました。

CSCtr89973 インベントリ ページのロードに時間がかかりすぎるという問題が

解決されました。

バグ ID 説明

バグ ID 説明

CSCts69379 不明デバイスの場合、ホスト名は表示されません。

CSCts80658 コアの障害回復や IPS サービスで、デバイスが 1 つしか表示され

ない場合、Internet Explorer ではページの中央に水平のスクロール 
バーが表示され、FireFox では水平線が表示されます。

CSCts98258 アプライアンスのバックアップ中、スタック スイッチの認証情報

が CSV ファイルにバックアップされません。そのため、次のイン

ベントリで、CSV ファイルから認証情報をコピーして貼り付ける

際に、スタック スイッチの認証情報がコピーされません。

スタック スイッチの認証情報を手動で入力すれば、この問題を回

避できます。
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ドキュメンテーション
Smart Care サービスのユーザ向け資料は、[Support] > [View Technical Documentation] をクリックす

ると表示されます。次の資料をご覧いただけます。

 • 『Smart Care Service Partner User Guide』 

 • 『Smart Care Service Configuration Guide』 

 • 『Smart Care Service Customer User Guide』 

 • 『Smart Care Service Release Notes』（本書） 

 • 『Smart Care Quick Setup Guide』(Accelerate Web サイトに各ジョブのヒントを記載）

Smart Care Web サイトを初めて利用する際には、まず、この資料に目を通してから、『Smart Care 
Service Configuration Guide』でクライアントのインストール方法を確認してください。
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