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スマートアカウントとスマートライセンス： 
エンドカスタマー向けライセンス管理 
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従来のPAKライセンスをスマートライセンスに変換 

アジェンダ 

License Registration Portal (LRP)でスマートアカウントを使用して従
来のPAKの管理 

デバイスの契約をスマート契約に変換 

カスタマーサポートと追加リソース 

Smart Software Manager (SSM)でスマートライセンスの管理 2 
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LRPで従来のPAKにス
マートアカウントを使用 



LRP- スマートアカウント 
LRPへログイン 

Cisco Software Central (CSC)へログインします。CSCホームページ上でライセンスをクリック、またはラ
イセンスセクションからアクセスします。 

ライセンスセクションからTraditional Licensesをクリックします。 
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https://software.cisco.com/swcentral/home.html


LRP- スマートアカウント 
従来のPAKライセンスを表示 

スマートアカウントへのアクセスがない場合は、ドロップダウンメニューにはCCO IDだけが現れます。CCO 

IDに紐付く PAK、ライセンス、デバイス、操作履歴が表示できます。 

スマートアカウントのアクセスがある場合は、スマートアカウントを選択すると指定したバーチャルアカウント
のPAK、ライセンス、デバイス、操作履歴が表示できます。 
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注意：注文時にスマートアカウントが割り当てら
れるとそれぞれのPAKは自動的にLRPでス
マートアカウント内に振り込まれます。 



LRP- スマートアカウント 
バーチャルアカウントを自動選択 

スマートアカウントを選択するとPAKs/Tokens, Licenses, Devices, Transactions History を表示、管
理できます。 

スマートアカウントの選択ドロップダウンからスマートアカウントを選択するとデフォルトのバーチャルアカウ
ントが選択されます。 
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LRP- スマートアカウント 
バーチャルアカウントへトークンまたはPAKを追加 

 

トークンをスマートアカウントまた
はバーチャルアカウントへ割り
当てる事ができます。 

 

新しいPAK/トークンを追加(Add 

New PAKs/Tokens)をクリックし
ます。ポップアップ画面に必須情
報を入力します。 

 

数量1～10のPAKまたはトーク
ンIDを入力し〔送信(Submit)〕を
クリックします。 
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従来の PAK ライセンスのスマート アカウントへの割り当て  
割り当てるライセンスの選択 

PAKs/Tokensをクリックします。ア
クセスがある全ての従来のライセ
ンスが表示されます。 

〔履行されていない(unfulfilled )〕ラ
イセンスまたは、 〔部分的に履行
(partially filled) 〕されているライセ
ンスをチェックしてスマートアカウン
トと特定のバーチャルアカウントへ
割り当てます。 

 

PAKライセンスがスマート アカウン
トに割り当てられると、個人の
CCOIDに関連付けられているライ
センスだけでなく、スマート アカウ
ントに関連付けられているすべて
のライセンスを表示できます。 
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**履行されていないか、または部分的に履行され
ているPAKをスマートアカウントに割り当てると、
使用可能なPAKが明確化され、有効活用できま
す。しかし、使用中(fulfilled) のPAKもこのオプ
ションを使って割り当てが可能です。 



従来の PAK ライセンスをスマート アカウントへの割り当て  
ライセンスをスマートアカウントへ割り当て 

スマートアカウントまたはバーチャルアカ
ウントに割り当てられていないPAKまた
はTokenはここから割り当てる事が可能
です。 

 

リストからPAK/トークンを選択後、〔ス
マートアカウント/バーチャルアカウントへ
割り当て(Assign to a Smart/Virtual 

Account)〕をクリックします。 
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従来の PAK ライセンスのスマート アカウントへの割り当て  
ライセンスをスマートアカウントへ割り当て（続き） 

ダイアログボックスで的確なスマートアカウントを選択、バーチャルアカウントを指定します。アクセスがあるス
マートアカウント、バーチャルアカウントのみ表示されます。 

〔割り当て(Assign)〕をクリックします。 
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従来の PAK ライセンスのスマート アカウントへの割り当て  
ライセンスをスマートアカウントへ割り当て 

リクエストが正常に完了しました。 



従来の PAK ライセンスのスマート アカウントへの割り当て  
PAK ライセンスのスマート アカウント ビュー 

アクセス権のあるスマート アカウント別にフィルタリングして、そのスマート アカウント（複数のユーザ）に関連
付けられているすべての従来の（PAK）ライセンスを表示できます。これにより、自分だけがアクセスできるライ
センスのみではなく、会社のスマートアカウントに関連付けられたPAK ライセンスのより完全なビューを表示で
きます。 
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LRP ライセンスタブ 
バーチャルアカウント内のライセンスを表示 

 

〔ライセンス(License)タブをクリック
するとバーチャルアカウント内のラ
イセンス情報が表示されます。 

 

ライセンスを選択するとポップアッ
プ画面へ詳細情報が表示されます。
〔トランザクションの詳細情報
(Detailed Transaction 

Information)〕、〔組織情報(Org 

Information)〕、〔トランザクション履
歴(Transaction History)〕が確認で
きます。 

1 

2 

1 



LRP- ライセンスとデバイスを表示 
ライセンスとデバイスを表示 

 全ライセンスと、  デバイスをスマートアカウント単位で表示可能です。 
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Smart Software Manager 
(SSM)でスマートラインセンスを
管理 



基本的なポータル ナビゲーション 
SSM へアクセス 

Cisco Software Central (CSC) から Smart Software Licensingをクリックします。 

  1 
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https://software.cisco.com/


基本的なポータル ナビゲーション 
レイアウト – ナビゲーション 

SSMには6つのタブがあり、メジャーアラートとマイナーアラートが全て表示されます。サブスクリプションの一
部がライセンスの期限切れの時、アラートメッセージでライセンスタイプの後に”term”と表示されます。 

タブにあるエクスポートアイコンをクリックして情報をダウンロード可能です。. 

オリジナルのSSMツールは2015年11月15日に廃
止されました。下記の古いURLへアクセスすると、
自動的に新バーションのSSMにリダイレクトされま
す: https://tools.cisco.com/rhodui/index 
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https://tools.cisco.com/rhodui/index
https://tools.cisco.com/rhodui/index


基本的なポータル ナビゲーション 
ライセンス契約 

初回SSMへログイン時、または契約が改訂され合意する必要がある場合に、この通知が表示されます。トークン
を作成し、製品インスタンスと接続してライセンスを使用するためには、契約に合意する必要があります。 

契約に合意する権限がある場合は〔表示/合意（View/Accept）〕をクリック、または保留にする場合はContinue 

をクリックしてください。 

契約を確認します。契約内容に合意する場合はチェックボックスをクリックし〔合意（Accept)〕をクリックしてください。 
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スマートアカウント管理者のみSSMでライ
センス契約へ合意できます。契約を合意
すると管理者は承認者の権限も自動的に

取得します。 



基本的なポータル ナビゲーション 
ライセンス契約 

管理者が契約に合意せず
に”Continue”をクリックすると、次の画
面に遷移します。 

 

ユーザはSSMにアクセスできますが、
Inventoryタブを選択すると、合意が必
要な契約が残っているためスマートア
カウントはペンディング状態、というエ
ラーを表示します。 
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スマートアカウント管理者のみSSMでライ
センス契約へ合意できます。契約を合意
すると管理者は承認者の権限も自動的に

取得します。 



基本的なポータル ナビゲーション 
ライセンス契約 

初回ログイン時に契約内容に合意しなかった場合はトークンを生成するオプションが表示されません。 [全般
（General）]タブから契約に合意可能です。 

〔署名が保留中（Pending Signature)ステータスで契約内容が表示されます。トークンを生成するためにハイ
パーリンクをクリックして契約に合意します。 
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アラート 
メジャーおよびマイナー 
１箇所でスマートアカウント全体のアラートが表示されます。 

メジャーアラートは赤、マイナーアラートは黄色で表示されます。 [アクション（Actions）]をクリックして問題を解
決する、またはアラートを削除します。 

[インベントリ（Inventory)]タブでバーチャルアカウント毎に表示し、ヘッダーレベルのアイコンをクリックしてメッ
セージを全表示します。 
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ライセンス契約に従っていないライセンスや製品イ
ンスタンスがあると、アラートが生成されます （使
用中のライセンス数が購入ライセンス数よりも多
いなど）。 

  3 

  2 1 

サブスクリプションの一部がライセンスの期限切
れの時、アラートメッセージでライセンスタイプの後
に”term”と表示されます。 



インベントリ 
全般 

インベントリ– [全般（General）]タブで選択したバーチャルアカウントの詳細を表示します。矢印をクリックして
バーチャルアカウントを切り替える事ができます。バーチャルアカウントはCSCで作成できます。  

トークンを作成し、新しい製品インスタンスをバーチャルアカウントに登録できます。詳細は製品インスタンスセ
クションを参照ください。 

1 

2 

デフォルトバーチャルアカウント 
• 青い星で示されています。 

• ライセンスがスマートアカウントへアサインされ、バーチャ
ルアカウントが指定されなかった場合はデフォルトバー
チャルアカウントへ振り込まれます。 

• CSCでバーチャルアカウントを設定するまでは全スマート
ライセンスはライセンスタブのデフォルトアカウントへ表示
されます。 

バーチャルアカウントはスマートアカウントのサブ
セットでライセンスを整理するために使用します。 

1 
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インベントリ 
ライセンス 

使用中のライセンス数、ライセンスの過不足があるアカウント、アラートを表示します。これにより、コンプライア
ンスの維持に必要なライセンス数およびアクションを把握できます。 

ライセンスの有効期限がまもなく終了する場合、ラインレベルのアラートとして示されるため、ライセンスの更新
時期を把握できます。これにより、コンプライアンスを確実に維持できます。 

。 

 

1 
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使用中のライセンス数が購入ライセンス数よりも多い場合
にアラートが生成されます。これを解決するには以下のよ
うなアクションが必要です: 

• 利用可能なライセンスを他のバーチャルアカウントか
ら移動させます。 

• ライセンスを更に購入してコンプライアンスを守ります。 
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インベントリ 
ライセンス- 詳細 

各ライセンスをクリックするとバーチャルアカウントの使用状況、ライセンスの有効期限、製品インスタンス、イ
ベント ログ、注文履歴などの詳細情報が表示されます。 

1 
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インベントリ 
ライセンス- 詳細 

〔トランザクション履歴
(Transaction History)〕タブで
以下詳細が表示されます:  

• Transaction Date 

• License SKU 

• Quantity 

• License Expiration 

• Order (Line) Number.  

 

トランザクションを選択すると
ポップアップ画面に詳細が表
示されます。 
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インベントリ 
ライセンス- 転送 

他部門のライセンスの必要性を満たすために簡単にライセンスを転送可能です。ライセンスの転送元である
バーチャルアカウントの [ライセンス（Licenses）] タブで、[転送（Transfer）] をクリックします。 

ライセンスの転送先であるバーチャルアカウントを選択し、転送するライセンス数を入力します。 

転送後の状態をプレビューするには[プレビュー（Preview）] をクリック、または〔転送を完了(Complete 

Transfer)〕をクリックします。 
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製品インスタンス 
製品インスタンスとは 

製品インスタンスとは、登録トークンを使用して登録された、一意のデバイス ID（UDI）を持つ個々のデバイスです。トークンはバーチャルアカ
ウント固有のものであり、1つの登録トークンを使用して複数の製品インスタンスを登録可能です。」各製品インスタンスには、同じバーチャル
アカウントに置かれている 1 つ以上のライセンスを割り当てることができます。 

  
    

バーチャル
アカウント 

シスコ 
製品 

こんにちは。こちらは Device-East5 です。
BigU.edu に属しており、Advanced ライセンスを 1 

つ使用しています 

こんにちは。あなたは Device-East5 ですね。 

BigU.edu および物理学部に属しており、  

コンプライアンスに適合しています 

トークンを使用して製品インスタンスを登録 

製品インスタンスは、特定の更新期間中に SSM サーバ

に定期的に接続する必要があります。製品インスタンス
が接続に失敗した場合、製品インスタンスはライセンス
不足であるとマークされますが、そのライセンスは引き続
き使用されます。製品インスタンスを削除すると、そのラ
イセンスがリリースされ、バーチャルアカウント内で使用
可能になります。 

トークンは製品をバーチャ
ルアカウントに接続し、その
バーチャルアカウント内の
ライセンスを適用します。 



インベントリ 
全般–バーチャルアカウントへ製品インスタンスを登録 

バーチャルアカウントの [全般（General）] タブで、[新規トークン（New Token）] をクリックします。 

[登録トークンの作成（Create Registration Token）] ダイアログボックスに、説明とトークンの有効日数を入力し
ます。エクスポート制御機能に関するチェックボックスをオンにし、条件および責任に同意します。[トークンの作
成（Create Token）] をクリックしてトークンを作成します。 

 

Click Create Token. 
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インベントリ 
全般–バーチャルアカウントへ製品インスタンスを登録 

新たに作成したトークンをコピーするには、[コピー（Copy）] をクリックします。 1 

  

1 

トークンは製品を登録するのに必要です。一旦製品が登録される
と登録トークンは不要なので無効にしてテーブルから削除するこ
とも可能です。登録トークンは1～365日間有効にできます。」 



インベントリ 
デバイスをコンフィグする 

仕様に合わせてデバイスをコンフィグします。 Smart Software Managerと通信できるようにするコマンドに
トークンを入力しデバイスを登録する必要があります。 

 デバイスへ Smart Call Home を設定する必要があります。ここでは、Smart Call Home 設定の例を示し
ます: 

   

1 

call-home contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com profile "CiscoTAC-1" 

   active 

   destination transport-method http 

   no destination transport-method email 

   destination address http 

https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 

 no destination address http 

https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 

mailto:sch-smart-licensing@cisco.com
mailto:sch-smart-licensing@cisco.com
mailto:sch-smart-licensing@cisco.com
mailto:sch-smart-licensing@cisco.com
mailto:sch-smart-licensing@cisco.com
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService


インベントリ 
デバイスをコンフィグする 

デバイスのターミナル ウィンドウを開き、次のコマンドをスマート ソフトウェア ライセンスの設定コマンドに貼り
付けます。これは、CSR 設定の例です。 

   

2 

a. (config)license smart enable  

b. (exec)license smart register idtoken 

NzkxOGQzZDEtY2E3NS00MzJhLWE1NmEtMDhjMmVjM2YyYWU4LTEzODI4OTYw%0AOTcwMTh8WmtXWnh2TXkwUUp

6RTdsZStTNlI5SUV6Y3loYXo5R3RqbE1pYnpM%0AMVI2TT0%3D%0A 

c. (config)license boot level premium 



インベントリ 
製品インスタンス 

新しい製品インスタンス情報が表示されます。 1 

csr-prod-1420   



インベントリ 
製品インスタンス詳細 

[製品インスタンス（Product Instance）] タブに製品インスタンスが表示されます。 

製品インスタンスをクリックすると、ライセンスの使用状況とイベント ログの詳細が表示されます。 

 

1 

2 

ライセンス契約に従っていないライセンスや製品イ
ンスタンスがあると、アラートが生成されます （使
用中のライセンス数が購入ライセンス数よりも多
いなど）。 

  1 

  2 



インベントリ 
製品インスタンスの転送 

アクションドロップダウンで[転送（Transfer）] をクリックします。 

[製品インスタンスの転送（Transfer Product Instance）] ダイアログボックスで、転送先のバーチャルアカウント
を選択し、[OK] をクリックします。 

 

1 

2 

製品インスタンスをあるバーチャルアカウントから
別のバーチャルアカウントに転送しても、対応する
ライセンスは転送されません。ライセンスは、別途
転送する必要があります。 

製品インスタンスをソフトウェアから削除した場合、表からのみ削除されま
す。製品インスタンスで使用されていたライセンスは引き続き使用可能で
あり、他の製品で使用できます。製品インスタンスをクラウドに再登録して、
製品と再度通信できるようにする必要があります。 

  

2   

1 



インベントリ 
製品インスタンスの転送 

製品は、インスタンスを通じて特定の更新期間中に SSM サーバに定期的に接続する必要があります。製品イ
ンスタンスが接続に失敗した場合、製品インスタンスは接続失敗であるとマークされますが、そのライセンスは
引き続き使用されます。製品インスタンスを削除すると、 

そのライセンスがリリースされ、バーチャルアカウント内で使用可能になります。 

1 
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インベントリ 
製品インスタンス −アプリケーションの高可用性 

Application High Availability（HA）
ソリューションの一環として、 アイコン  
は[製品インスタンス（Product 

Instance）] タブの製品インスタンスの
隣に構成されています。 

 

製品インスタンス名をクリックすると、
High Availabilityのポップアップウィ
ンドウとして新しいタブが表示されます。 

 

High Availabilityタブには、アプリ
ケーションと高可用性のために構成さ
れたピアの製品インスタンスやステー
タス情報のリストがあります。 

 

1 

1 

2 

1 

2 

詳細についてはこちらのクイックレファレンスガイド
をご確認ください。 

Application High Availability  

http://www.cisco.com/web/JP/product/smart-software-licensing/literature/j_application_high_availability_quick_reference_guide_july_2016_final.pdf


インベントリ 
イベントログ 

[イベント ログ（Event Log）] タブで、バーチャルアカウントの最近のアクティビティおよびアラートを表示すると、
ライセンスおよび製品インベントリのトラブルシューティングに利用できます。 

 

1 

1   



ライセンスを変換 
現在使用中の既存ライセンスをスマートライセンスへ変換 

〔ライセンスを変換(License Conversion)〕タブから現在使用中のTerm & Content ライセンスをスマートライ
センスへ変換しスマートアカウントのメリットが得られます。  

〔ライセンスを変換(License Conversion)〕タブで〔ライセンスを変換(Convert Licenses)〕をクリックして既存
ライセンスをスマートライセンスへ変換します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

1 

2 

2 

• SSMではLRPで行なうデバイス上の全ライセンスを一度に変換するのとは違いデバイス上のライセ
ンスの個数を指定して一部のみスマートライセンスへ変換する事が可能になります。 

• Non-converted T&C licenses will continue to use their classic equivalents. 未変換のT&Cライセ
ンスは続行して使用可能です。 



ライセンスを変換 
ステップ 1, デバイスを確認 

〔ライセンスを変換(Convert Licenses)〕を選
択するとポップアップ画面が表示されます:〔ス
マートソフトウェアライセンスへ変換(Convert 

to Smart Licenses)〕 

ステップ 1: 〔デバイスを確認(Identify 

Device)〕, 自動表示される製品ファミリ のリス
トからデバイスを選択します。 

 

既存ライセンスキーを入力します。 

注:無効なライセンスキーを入力された場合エ
ラーメッセージが表示されます。 

 

検索(Search)〕を選択するとシステム上にイン
ストールされた全ライセンスが表示されます。 

 

〔次へ(Next)〕をクリックしてステップ2へ進み
ます。 
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ライセンスを変換 
ステップ 1, デバイスを確認 
 
ライセンスは表示されたが誤ってラ
イセンスへタグ付けされている場合
があります。このような場合はシス
コサポートへ連絡してライセンス変
換依頼を行なってください。 

 

エラーが生じなかった場合は次の
ステップへ進んでください。 

1 

1 

1 



ライセンスを変換 
ステップ 2, ライセンスを選択 

ステップ 2: 〔ライセンスを選択(Select Licenses) 
選択したライセンスキーと製品ファミリが表示さ
れます。 

 

ドロップダウンから.移動先のバーチャルアカウン
トを選択します。* アクセスがあるバーチャルアカ
ウントのみ表示されます。 

 

ライセンスSKUを選択し変換します。 

 

〔次へ（Next）〕をクリックします。  
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2 

3 

1 

2 

4 

注: ライセンスを選択時に数量が表示されま
す。 

ライセンスの部分的な変換が可能であれば
テキストボックスが表示され、編集可能です。 

4 
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ライセンスを変換 
ステップ 3, 確認、決定 

ステップ3 〔確認、決定(Review and 

Confirm)〕：, ライセンスを一度変換すると元
に戻せない事を伝える警告メッセージが表
示されます。 

 

選択した内容を確認後、〔ライセンスを変換
(Convert Licenses)〕をクリックします。 

 

変換処理が完了すると、完了メッセージが表
示されます。 
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ライセンスを変換 
イベントログ 

イベントログ タブでは直近で変更した履歴（詳細内容含む）へアクセス可能です。 

 

1 

1 



レポート 
ライセンスと製品インスタンス詳細 

1 

選択したバーチャルアカウントのレポートを作成: レポートを作成してCSVまたはXLSでエクスポートも可能
です。レポート名(例:ライセンス）をクリックします。 

License report はライセンス数と使用状況ののサマリが表示されます。 

License Subscription reportは既存サブスクリプションライセンス数と使用状況のサマリが表示されます。  

Product Instance report は数量と、プロダクトインスタンスのリストが表示されます。 

2 

3 

1 
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電子メール通知 
ライセンスと製品インスタンス詳細 

1 該当する電子メール通知の横
にあるチェックボックスをオンに
します。 

[Save（保存）] をクリックして設
定を保存します。 

2 

2 
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サテライト 
オフラインで接続 

セキュリティの問題により直接インターネットへつないでインストールベースを管理できない場合は、Smart 

Software Manager サテライトをお客様サイトにインストールしてSSM機能の一部を提供できます。こちらの
ページでサテライトを管理します。 

サテライト画面でリスト化されたサテライトが表示され、新しいサテライトも作成可能です。 

 

1 

1 



サテライト 
オフラインで接続 

〔新しいサテライト(New Satellite)〕を選択すると以下情報の情報入力が必要です：サテライト名、登録ファイ
ル、バーチャルアカウント、担当者Eメールアドレス。 

〔認可ファイルを作成(Generate Authorization File)〕をクリックするとポップアップ画面が表示され認可ファ
イルをダウンロード可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

サテライトオプションを使用する場合、詳しい情報はこちらのリン
クSmart Account Manager サテライトからドキュメントを参照し
てください。 

• ユーザガイド（日本語） 
• Installation Guide 

• Data Sheet 

• Overview  

• FAQ.  

 

2 

3 

2 
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http://www.cisco.com/web/JP/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html
http://www.cisco.com/web/JP/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/ordering/pdf/Smart_Software_Manager_satellite_212_User_Guide.pdf


アクティビティ 
ライセンスのトランザクションの全体像 

1 [アクティビティ（Activity）] タブで、ライセ
ンスのトランザクション、ライセンスの追
加詳細情報が表示されます。 

  

トランザクション日をクリックするとトラン
ザクションの詳細、契約情報が表示され
ます。 

2 

1 

2 



フィードバックおよびサポート 

1 フィードバックを行う、サポートケースを上げる、ヘルプ情報を参照するリンクが全ページにあります。 

  



LRPでPAKライセンスをス
マートライセンスへ変換する 



従来のPAKライセンスをスマートライセンスへ変換 
履行されていない/部分的に履行されている PAK ライセンスを SSM でスマート  
ライセンスを使用して管理 



従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
SSM で現在のスマート ライセンス合計の表示 

現在、SSM に 8個のスマート ライセンスがあります。従来のライセンスをスマート ライセンスに変換すると、
SSM で使用可能なライセンスが増えます。 

 

1 

1 



従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
ライセンスの表示 

PAK/トークンをクリックすると、カスタマー スマート アカウントの割り当て情報のように、管理できるライセンス
が表示されます。 

スマート アカウントに変換する履行されていない(Unfulfilled)/部分的に履行されている(Partially fulfilled) ライ
センスを選択します。同等のスマート対応SKUが販売されている必要があります。 

 

 

1 
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従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
スマート契約(Entitlement)へ変換 

[アクション（Actions）] ドロップダウン メニューで、[スマート契約に変換する（Convert to Smart 

Entitlements）] をクリックします。 

 

1 
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従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
スマート契約(Entitlement)へ変換(続き) 

ライセンスをスマート アカウントにまだ割り当てていない場合は、この時点で割り当てを求めるプロンプトが
表示されます。 

変換する SKU を再度選択します。 

[OK] をクリックします。 
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2 

3 
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1 

2 

注：これらの SKU を変換すると、この
ツールで今後の取引にこれらの SKU 

を使用できなくなるため、確認を求める
メッセージが表示されます。その代わり
に、SSM でこれらのライセンスを管理
することができます。 



従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
スマート契約(Entitlement)へ変換(続き) 

SKU の変換に成功したことを確認するメッセージが表示されます。 

 



従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
ステータスの表示  

ライセンスのステータスは、変換済み(Converted)になっています。ここで履歴として表示できますが、これ
らの管理は SSM で行う必要があります。 

 

1 

1 



1 

従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
スマート ライセンスの合計数が増加していることを SSM で表示 

SSM に再度ログインします。変換したライセンス数が反映され、ライセンス数が 9 に増加しています。 

 

これで、これらのライセンスを他のバーチャルアカウントに転送し、SSM のライセンス管理機能を使用でき
ます。 

 

 

1 

変換後、トークンのスマート登録プロセスを使用し
て登録する必要があります。 

9 9 



従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換 
イベントログ 

イベントログへ変換のトランザクションの履歴が表示されます。 

 

2 

スマートアカウント 

バーチャルアカウ
ント 



デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ
変換 
既にデバイスに登録されているライセンスをスマートライセンスへ変換 



デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換 
登録されたライセンスを変換するためデバイスを選択 

LRPのDevicesタブでスマート契約へ変換希望するデバイスを選択します。 

デバイスをクリックするか[アクション（Actions）] ドロップダウン メニューで[スマート契約に変換する
（Convert to Smart Entitlements）] をクリックします。 

2 

デバイス上の全ライセンスは同等のスマー
ト対応SKUが販売されている必要がありま
す。 

1 



デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換 
デバイスの変換/ 部分的なデバイスの変換 

スマート契約へ変換するデバイスと
部分的にスマート契約へ変換する
デバイスを選択します。 

デバイスを選択後、スマート契約へ
変換を希望する数を入力します。全
件を部分的な変換にすることはでき
ません。 
 

〔OK〕 をクリックして変換処理を進
めてください。  

従来のPAKライセンスをスマート契
約へ変換すると、LRP上では確認
できませんが、SSMで確認可能で
す。 
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注: すべての処理はイベントログに記録され、LRPやSSMのトラン
ザクション履歴に表示されます 



デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換 
確認 

 確認を求めるメッセージが表示され、また[電子メール通知（Email Notification）] を受信します。LRPからラ
イセンスが削除されスマートアカウントへ移動されました。 
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デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換 
SSMでライセンスを表示 

ライセンス移動が完了後スマート契約/Entitlement（ライセンス）がSmart Software Manager (SSM)でユー
ザが指定したスマートアカウントに表示されます。これらのライセンスをデバイスへ登録する方法はトークン
登録プロセスに従ってください。 

 

1 

イベントログへ変換アク
ティビティのトランザクショ
ン履歴が表示されます。 

2 

1 

2 

バーチャルアカウント 



デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換 
対象デバイスの表示 

LRPのDevicesタブでは、どのデバ
イスがスマート契約への変換に適
しているかを確認することができま
す。 

 

スマート契約へ変換可能なデバイ
スに関するメッセージがページ下
部に表示されます。 

 

[対象デバイスを表示(View 

Eligible Devices)]をクリックすると、 

スマート契約への変換に適してい
るデバイス一覧が表示されます。 

1 

1 
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デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換 

[対象デバイスを表示(View Eligible Devices)]を選択すると、スマート契約へ変換可能なデバイス一覧が
ポップアップ表示されます。 

デバイスを選択すると、スマート契約への変換処理を開始します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 注: 対象が10デバイス以上ある場
合は、リストをスクロールする事が
できます。 

登録されたライセンスを変換するデバイスを選択 



カスタマーサポート 
ケースで問い合わせ 

ソフトウェアライセンスサポート 

スマート ライセンスについて問題や質問がある場合は、以下のシスコの標準プロセスを使用してケースを開くこと
ができます。 

 

 

 

 

 

 
 

* ログイン後、画面右上の「日本語」を選択ください 

 

スマートアカウント・スマートライセンスのサポート時間 

シスコ営業日 平日 9:00 – 17:00  

※スマートライセンス・アカウントに関するお問い合わせは原則Severity 3 または 4 対応となります（サービス
断・ネットワークダウンではないため) 

※英語サポートは 24x7 にてご利用いただけます licensing@cisco.com までお問い合わせください。 

 

 

 

Online 

Email Phone 

japan-tac@cisco.com  0120-608-802  

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
mailto:japan-tac@cisco.com
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/cisco_worldwide_contacts.html
mailto:japan-tac@cisco.com
mailto:japan-tac@cisco.com
mailto:japan-tac@cisco.com


関連資料 
場所 説明 対象者 

パートナー セントラル シスコ スマート ライセンシング ページ スマート ライセンシングのトレーニング資料および各種情報 パートナー、ディストリビュータ 

パートナー/ディストリビュータ向けモジュール 1：CSC での概要および スマート アカ
ウント 

スマート ライセンスおよびスマートアカウントの概要。Cisco Software Central

（CSC）でホールディングスマート アカウントを作成および管理する方法についての
ステップ バイ ステップ ガイド 

パートナー、ディストリビュータ 

パートナー/ディストリビュータ向けモジュール 2：CCW でのスマート アカウントの 購
入および割り当て 

CCW でスマート製品を注文して発注後にスマート アカウント割り当てを再度割り当
てる方法についてのステップ バイ ステップ ガイド 

パートナー、ディストリビュータ 

パートナー/ディストリビュータ向けモジュール 3: SSM でのライセンス インベントリ管
理 

Cisco Smart Software Manager （SSM）でライセンス インベントリを管理する方法
についてのステップ バイ ステップ ガイド 

パートナー、ディストリビュータ 

エイドカスタマー向け スマート ライセンシング/スマート アカウント 情報webサイト スマート ライセンシングのトレーニング資料および各種情報 エンドカスタマー 

エンドカスタマー向け : スマートアカウント（CSC）とスマートライセンス（SSM）の管理 スマート ライセンスおよびスマートアカウントの概要。Cisco Software Central

（CSC）でホールディングスマート アカウントを作成および管理する方法と、Cisco 

Smart Software Manager （SSM）でライセンス インベントリを管理する方法につい
てのステップ バイ ステップ ガイド 

エンドカスタマー 

エンド カスタマー向けスマート ライセンシング / スマート アカウント ガイド エンド カスタマー向けのスマート アカウント申請、セットアップ、パートナーへアカウン
ト管理権限付与方法ガイドをまとめたガイド 

エンドカスタマー 

カスタマー スマート アカウントの申請クイック レファレンス ガイド エンド カスタマー向けのCisco Software Central（CSC）でカスタマー スマート アカ
ウントの申請を開始する方法についてのステップ バイ ステップ クイック ガイド 

エンドカスタマー 

カスタマー スマート アカウントのセットアップ クイック レファレンス ガイド エンドカスタマー向けのCisco Software Central（CSC）でカスタマー スマート アカウ
ントのセットアップを完了する方法についてのステップ バイ ステップ クイック ガイド
（日本語） 

エンドカスタマー 

パートナーにスマート アカウント管理権限を付与する クイック レファレンス ガイド エンドカスタマー向けのパートナーへスマート アカウント管理権限付与方法について
のステップ バイ ステップ クイック ガイド 

エンドカスタマー 

スマート ライセンシング10の機能と利点 シスコ スマート ソフトウェア ライセンスの利点をまとめたガイド エンドカスタマー 

Software Operations Exchange ページ  ソフトウェアのトレーニング資料および情報のハブ パートナー、ディストリビュータ、
エンドカスタマー 

既存のスマート アカウントへのアクセスをリクエスト クイックレファレンスガイド  既存スマートアカウントへのアクセスをリクエストする方法についてのステップ バイ ス
テップ クイック ガイド 

パートナー、ディストリビュータ、
エンドカスタマー 
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