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スマートアカウントおよびスマートライセンシング概要 

エンドカスタマー向け 



学習内容： 
• スマートアカウントについてとPAKベースライセンスおよびスマートライセンスの利点 

• スマートライセンシングの重要な特徴 

• スマートアカウントの申請とセットアップ 
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1. プリセールスのシンプル化 

シスコ製品ファミリ間で標準化を促進 

製品ファミリーの論理的な体系化 

ハードウェア、ソフトウェア、およびサービス
の使い方を多様化 

2. 購入、ダウンロード、および
アクティベーションの簡素化 

シスコ ソフトウェア購買場所の統合 

ソフトウェア ライセンス資産管理を簡素化 

スタンドアロンやアップグレードソフトウェア
のオンラインダウンロード配信 

3. ビジネス継続の負担を軽減 

プログラム化された製品群の購入により、請求の
自動化と予算管理 

ソフトウェアの新規購入と利用状況の可視化 

ソフトウェアの更新やサポートのワンストップ化 
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使用 

エンドカスタマー 
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シスコ ソフトウェアのシンプル化 



Change is Coming… 

スマート アカウント 

ユーザごとのアクセス制御
と会社全体での一覧性 

新しい スマートライセンス 

社内移管の柔軟性と使用状況の可視性で 

OPEXを削減可能  

従来のPAKベースのライセンス 

会社全体のPAK、ライセンスおよび製品を特定の
ユーザが一覧でき、PAK登録の自動化 

「お客様は自己資産を把握していないし、シスコも回答ができない。」 
 ソフトウェアに関する顧客満足度調査の最大の課題 

ELA ライセンシング ワークスペース 

シンプル、会社全体の一覧性、ソフトウェアライセンス、
ELA(Enterprise License Agreement)の導入機能 



お客様へのメリット 
お客様へのスマートライセンシング、スマートアカウントのメリット 

シスコ資産へのアクセスがより管
理しやすい 

簡素化されたライセンスのアクティ
ベーションと管理 

製品とソフトウェアインスタンス、ライセンスを共有
して一覧可能 

パートナーが自身の代わりにライセンスを管理できま
す。 

 

カスタマーの
メリット 



シスコ スマート アカウント 

資産 

すべての資産、ユーザ ロー
ル、および契約のプール 

Users 

スマート  
アカウント 

エンドカスタマー、指定されたチャネル 

パートナー、またはその他の関係者 

会社全体のシスコ スマート ソフトウェア ライ

センスの一覧性とアクセス制御を提供する、

エンドカスタマーやパートナーによって管理さ

れる統合化されたアカウント 

進化するスマート アカウントの未来像： 

 取得した新しいライセンス内容の確認 

 サービス契約の確認(2016/8-2017/7の間) 
 ログやオープンしたケースの履歴確認 

 購入履歴確認 

*すべてのシスコ資産を 1 ヵ所で  

保持および管理する* 



スマート アカウントのタイプ 

カスタマー スマート アカウント 

スマート ライセンス対応製品が保存されるアカウントです。ライセンスは、エンドカスタマーが直接管理
するか、チャネル パートナーまたは認可された関係者が管理できます。 

 

必要となる対象者：すべてのエンドカスタマー 

バーチャルアカウント 

物理学部 

化学部 

数学部 

バーチャルアカウントを
超えて機器やライセン
スを簡単に共有 

会社組織を反映した
サブアカウントを作成 

会社の全ての資産を一覧化して簡単に共有可能 



従来のPAKとスマート アカウント  
PAK をスマートアカウントに割り当てて会社全体に可視化する 

お客様の困っていること 

• PAKとライセンスは個人に紐付いています。アクセスに制限が
ありRMAプロセスを複雑化しています。 

• PAKはLRPに手動で登録します。これは時間がかかるプロセ
スです。 

• PAKをなくしたり、とても手間がかかります。 

 

 

PAKはスマート アカウントでどう変わりますか？ 

• 会社全体のPAK、機器およびライセンスが一覧表示できるた
め、ライセンス管理をシンプル化できます。 

• CCW注文時にPAKにスマート アカウントを割り当てておくと、 

License Registration Portal (LRP) に自動的に反映されます。  

• 確実な納品 –スマート アカウントの全てのユーザは、その権限
に基づいてPAKにアクセス可能となります。 

 

注:パートナーが注文時にPAKをスマートアカウント
へ割り当て場合は自動的にLRPで確認出来ます。
そうでない場合は後でLRPで割り当てが可能です。 



ELAとスマートアカウント 

ELAライセンスワークスペースでは、ワークスペースへのアクセスポイントとして機能するためにスマートアカウントを使用しています。 

製品ファミリ(例:Collab ELAs “CollaborationELA” Virtual Account)によりELAを確認可能で、ワークスペースへのユーザーアクセスを

管理するためにスマートアカウントを使用することができます。 

 

利点 

ポータルへアクセスするにはスマートアカウントの設定が必要です 

Security 

ELA 

Other… 

ELA 

Collab 

ELA 

ELAライセンスは特定のELA 

バーチャルアカウントプロダクト
ラインに基づきます。 

スマートアカウントがELAライセンスワーク

スペースへのゲートウェイとして動作し、ア
クセスを確保するために全てのELAカスタ
マーにとって不可欠となります。  

バーチャルアカウント 



ELAとスマートアカウント 

ELA Portal 

ELAライセンスの管理 

2 Cisco Software Central (CSC) 

スマートアカウントの作成と管理 

1 

スマートアカウントを使用してELAへアクセス、使用する 

ドロップダウンリストをクリックして、バーチャルアカウントを切り替えます。 

ELAポータルを使用時、選択したバーチャルアカウントにあるライセンスを一画面で表示することができます。 

CSCの〔管理タブ（Administration）〕からスマートアカウントを申請、管理を行います 。 1 

2 

3 

1 

2 

3 

software.cisco.com
software.cisco.com


***WLCはスマート対応製品ですが、スマートライセンス専用SKUはまだ用意されていません。スマートライセンシング、スマートアカウントは任意です。既存
SKU (WLC 5520, WLC 8540, and vWLC SKUs) で発注し、 Japan-TACへ連絡しスマートライセンスへ変換依頼することが可能です。詳細はこちらFAQ

（英語）を参照してください。 

 

 Cisco Series Aggregation Services Routers (ASR 9000) 

 Converged Broadband Router (CBR-8)  

 Cisco Cloud Services Router 1000v (CSR1KV) 

 Cisco Unified SIP Proxy (CUSP) 

 Cisco 5921 Embedded Services Router (5921)  

 Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) 

 Securities Services Provider (SSP 3RU) 

 Cisco Prime Virtual Network Analysis Module (vNAM) 

 Aggregation Services Routers Next Generation (ASR NG Sunstone) 

 UCS Central  

 Wireless LAN Controller – vWLC, 5520, 8540 *** 

 Firepower – FMC, FTD 

 ASR – 901/901s, 902, 903, 920 Striker, 920 Pegasus 920 Crete 

 Prime Infrastructure 

 Network Services Orchestrator (NSO) 

• Cisco Policy Suite 

• Self Learning Network 

• Cisco EPN-M 

• ISE (Advanced License) 

 

スマート ライセンス対応製品 
次の製品ファミリが現在スマート ライセンス対応になっています。このリストの品目を購入するには、
スマート アカウントが必要です。 

注： この製品リストは2016年9月時点
のものです。発注可能なスマート ライ
センス対応PIDの全リストはこちらをク
リックしてください。 但し、日本国内で
の販売可否に関しては日本の価格表
と合わせてご参照ください。 

スマート対応予定の製品ロードマップ
はこちらをクリックしてください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/q-and-a-c67-736416.html
https://communities.cisco.com/docs/DOC-59102
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64272


ライセンスの変革 

スマート ソフトウェア ライセンスは、単なる新しいライセンス ツールではありません。 

シスコとソフトウェア ライフサイクル管理に関する概念を一新します。 

PAK 登録  

デバイス固定 

制限された可視性 

簡単な登録 

PAK は不要、簡単なアクティベーション。 

デバイスをすぐに使用開始できます。 

フレキシブルなライセンス管理。 

別のデバイスに移動できます。 

会社に付与 

ソフトウェア、ライセンス、デバイスが使い
やすい 1 つのポータル上で表示されます。 

完全な可視性 

各デバイスを手動で登録します。 

ライセンス キーでロックを解除します。 

ライセンスは 1 つのデバイスのみに固定
されます。 

エンドカスタマーは所有している資産を一覧できませ
ん。 
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購入  
（CCW） 

「スマート」な 
アカウント 

シスコ 
製品 

BigU.edu 

所有数： 10 

使用中： 10 

BigU.edu の「Advanced」ライセンスを 5 つ  

追加購入しました 

+5 

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。このデバイスは Device-East5 です。 

BigU.edu および物理学部に属しており、 「コンプ
ライアンス適合」です 

+1 

• シスコ スマート ライセンスは、すべてのシスコ製品に適用されるライセンスの新しい概念です 

• スマート ライセンスを利用すると、ソフトウェア インベントリ管理システムが提供され、エンドカスタマー、シスコ、および
エンドユーザから権限をもらったパートナーは、このシステムからソフトウェアの所有権と使用状況に関する情報を得る
ことができます 

所有権 使用状況 

シスコ スマート ライセンスとは何か？ 



スマート ソフトウェア ライセンシング‒ 導入モデル 
直
接
的
に
設
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アクティベート、

使用 
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ビデオ 

ルーター 
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Unified Communications 

トランスポート
ゲートウェイ 

オフライン  Cisco Software Usage 

デバイス名 使用 

ルーター 

スイッチ 

ファイアー
ウォール 

ビデオ 

Cisco UCM 

使用中 

所有数 

ライセンス
を管理 

Cisco Smart Software Manager 

Cisco Smart  

Software Manager 
アニュイティプ
ラットフォーム 

販売 

注文 
Cisco® Commerce 

契約 
使用状況 

月次インベント
リ更新 

Smart Software  

Manager サテラ
イト 

2 

3 

全体のイメージ 



シンプルさとセキュリティのバランス 

クラウドへの直接アクセス（デフォルト） 
シスコ製品からインターネットを介して使用状況情報が直接送信されます。
追加のコンポーネントは不要です。 

オプション 

HTTP プロキシを経由した直接クラウド アクセス  
シスコ製品からインターネット上でプロキシ サーバ経由で使用状況情報が直接
送信されます。任意の市販のプロキシ サーバを利用できます。 

オンプレミス コレクタを経由した仲介アクセス – 接続 
シスコ製品から、Smart Call Home トランスポート ゲートウェイなどのローカル 

メディエータ（VM上で動作する無料SWダウンロード可能）に使用状況情報が送
信されます。このメディエータはバックエンドで処理を自動的に完了します。 

オンプレミス コレクタを経由した仲介アクセス – 切断 *サテライトソ
リューション 
シスコ製品から、切断されたローカル コレクタに使用状況情報が送信されます。こ
のコレクタはローカルのライセンス認証局として機能します。データベースの同期を
維持するために、人間が読める形式の情報の交換が月に 1 回実行されます。 

セ
キ
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ィ

 ポ
リ
シ
ー

 

使
い
や
す
さ
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シスコ製品 HTTPs 

シスコ製品 HTTPs 
プロキシ 

シスコ製品 
HTTPs 

シスコ製品 HTTPs 

シスコ  

ソフトウェ
アの使用
状況 

シスコ  

ソフトウェ
アの使用
状況 

シスコ  

ソフトウェ
アの使用
状況 

シスコ  

ソフトウェ
アの使用
状況 

Cisco.com 

Cisco.com 

Cisco.com トランスポート 
ゲートウェイ 

Cisco.com 

ファイル 
転送 

Smart 
Services 
Collector 

シスコ製品は、インストール/プロビジョニング時にスマート ライセンスを使用するように設定されています。4つの異なる接続オプ
ションを提供しています：お客様のライセンス展開方法やネットワークの設置方法より、最適なオプションを選択できます。クラウド
への直接アクセスがデフォルトのオプションです。 

サテライトオプションの使用に関する詳細は Smart Account Manager satellite のページをご参照ください。 

次のドキュメントを確認できます:ユーザーガイド、インストールガイド、データシート、概要、FAQ.  

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/web/JP/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html


スマート ソフトウェア ライセンスの主要機能 

購買 / アクティベーション 使用 / 管理 更新 / アップグレード 

• ソフトウェアおよびデバイスを
統合管理できるポータル 

• 更新通知を監視して、期限切
れが近づいたライセンスを把
握可能 

• プロダクト アクティベーション 
キー（PAK）不要、自動登録 

• ライセンスがスマート アカウント
すぐにロードされ、すぐにアク
ティベーション可能 

 

• 使用状況の監視 

• ライセンスをプールし、任意の部
署にある互換デバイスに移動可
能 - RMA が容易 

• ライセンス情報の確認をセキュア
にシスコとやりとりするための柔
軟な導入オプション 

ライセンスを購入・管理するエンドカスタマーおよびパートナーにとってのメリット 



ソフトウェア ライセンス関連ツールの統合 
Software.cisco.com はソフトウェア ライセンスに必要な情報のワンストップサイトです。 

CSCでスマート  アカウン
トを作成して管理します。 

 

既存のスマート アカウント

へのアクセスをリクエスト
します。 

SSMではスマート ライセ
ンスを管理します。従来の
PAKライセンスはLRPで

管理をします。    

  



CSC ：スマート アカウントの作成 
セクション アジェンダ 

スマート アカウントの申請 
1 

承認後のスマート アカウントのセットアップ 
2 



スマート アカウントの申請 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの申請 – スマートアカウントの作成 

[管理（Administration）]クリックし、[スマートアカウントの申請（Request a Smart Account）] をクリックします。 1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの申請 – アカウント作成者を選択する 

[スマート アカウント リクエスト（Smart Account Request）] ページで、[はい（Yes）] または [いいえ（No）] を選択して自分自身、または会社を
代表してアカウントの作成者となる、別のユーザを割り当てます。 

1 

1 

作成者 

• 作成者はシスコに対し会社を代表し、アカウン
トを作成する権限を持つことが必要です。作成
者が自分で申請することも可能です。 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの申請– アカウントドメインIDを編集（任意） 

通常はデフォルトドメインIDを使ってください。どうしても変更が必要な場合、[編集（Edit）] をクリックしてドメイン ID を更新できます。（任意） 

[Edit Account Identifier（アカウント識別子を編集）] ダイアログ ボックスで、ドメイン ID 情報を確認および更新して [OK] をクリックします。 

アカウント名を入力して [続行（Continue）] をクリックし、スマート アカウント 申請を完了します。 

1 

3 

1 

アカウント ドメイン ID 

• アカウントを所有する会社を識別する 

• 会社のインターネット ドメインを使用する 

• デフォルトは作成者の電子メール ドメインに設定す
る（瞬時に自動承認） 

• シスコのオフラインによる承認（電話やEmailなど）を
経て変更可能（数日） 

2 

3 

2 
この例は他者が作成者の場合です。申請者が作成
者の場合は24ページのアカウントセットアップ手順を
参照してください。 

 

アカウントドメインIDを編集した

場合はオフラインの承認プロ
セスへ進みます 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの申請– 初期リクエストを完了 

アカウント情報を確認し〔アカウントを作成（Create Account）〕をクリックします。 

作成者として指名されたユーザがセットアッププロセスを完了するまでは保留状態におかれます。説明付の電
子メールを受信します。申請者が作成者と同一の場合、次のセクションの会社のアドレスの選択画面に進みま
す。 

1 

1 

Big University 

Big-u.edu 

bob@Big-u.edu 



スマート アカウントのセットアップ 
シスコがアカウントを承認し、以降の手順に進むため承認の電子メールを送信 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントのセットアップを完了 

作成者はこの電子メールをシスコから受信し、スマート アカウントの設定を完了します。これを完了してシスコがドメイン変更への承
認をすると、アカウントが作成され、使用可能になります。 

[Complete Smart Account Setup（スマート アカウントのセットアップ）] をクリックしてスマート アカウントの作成を続行します。 

CCO IDが必要です。お持ちでない場合は、[register for a new account（新規アカウントを登録）]をクリックして先にCCO IDを取得
してください。 

 

 

1 

2 

2 

1 

注: アカウントはパートナーまたはシスコセールス
が代理で行なう事も可能です。その場合はカスタ
マー側の申請後のアカウントセットアップ作業を行
なうための指定されたユーザはそのロールを承諾
する必要があります。 



Cisco Software Central (CSC) 
作成者の役割を受諾 

作成者はこの役割を承諾するか拒否または他の人物を指名します。この例では作成者の役割を承諾しています。 

1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントのセットアップ 

[Account Name（アカウント名）] フィールドにアカウント名を入力します。必要であればドメインを編集してください。 

[続行（Continue）] をクリックします。 

1 

1 

2 

2 

*注: アカウント名は通常会社名を使用します。アカウントの所有者である会社名を示すドメイン名
を使うこともできます。 

（例）ドメイン名が Cisco.comの場合、アカウント名を Ciscoとします。  



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントのセットアップ– 本社住所の入力 

新しいスマートアカウントのIDを検証するために、会社の住所を入力する必要があります。  

企業/組織の本社の住所を入力します。（すべての必須項目に入力します） 

[続行（Continue）] をクリックします。 

 

1 

2 

1 

2 

Big University 

ユーザープロファイルに応じて、企業情報があらか
じめ引用されます。引用された情報の変更、または
引用されてない場合、手動入力が可能です。 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントのセットアップ– 他の承認者および管理者を選択する 
他の承認者を追加するか、または自身を承認者として指名します。承認者はスマートアカウントに関する全て
の契約に合意する権限を持つユーザです。 

他の管理者を追加します。 

[続行（Continue）] をクリックします。 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

管理者（Administrator）: 
• 他のユーザのスマートアカウントへのアクセス
権を承認します。 

• Smart Software Manager(SSM)でライセンス
管理を行います。 

• スマートライセンス契約を読み、クリックして同
意できます。  承認者になることができます。 

承認者（Approver）: 
• 会社を代表してライセンス契約およびスマート
アカウントに係る契約を交す権限を持つユー
ザです。 

• スマートライセンス契約を読み、クリックして同
意します。 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントのセットアップを完了 

アカウント情報を確認し[アカウントを作成(Create Account)〕をクリックしてアカウントのセットアップを完了しま
す。 

1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントのセットアップの完了 －確認 

 確認ページが表示されます。 Cisco Software Central をクリックしてスマートアカウントを確認、管理します。各スマートライセン
スを管理するにはSSMに移動します。 

1 

1 



既存アカウントへアクセスをリクエスト 



Cisco Software Central (CSC) 
既存アカウントへアクセスをリクエスト 

〔既存スマートアカウントへアク
セスをリクエスト(Request 

Access to an existing Smart 

Account )〕をクリックします。 

 

ここから既存スマートアカウント
へのアクセスをリクエストできま
す。 

 

1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
既存アカウントへアクセスをリクエスト 

 〔既存アカウントへアクセスをリクエスト(Request Access to an Existing Smart Account)〕をクリック後にこ
の画面が表示されます。 

スマートアカウント管理者へリクエストが送信されると、リクエスト者のCisco.com（CCOID）プロファイル情
報が確認に使用されます。 

Cisco.comプロファイルへは最新の情報を更新しておいてください。 

1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
既存アカウントへアクセスをリクエスト 

 ドメインIDを入力してスマートアカウントが存在
するか確認します。確認後、アクセスのリクエス
トを行ないます。 

 

正しくないドメインIDを入力した場合、エラーメッ
セージが表示されます。 

 

正しいドメインIDが入力された場合は、該当ス
マートアカウントが表示されます。 

 

1 

2 

2 

1 

ドメインIDはスマートアカウントに関係する固
有のIDです。スマートアカウントへアクセスを
リクエスト時に正確なドメインIDを確認する事
は重要です。 



Cisco Software Central (CSC) 
既存アカウントへアクセスをリクエスト:管理者へEメール通知を送信 

 リクエストが送信されると、全管理者へEメールが送信されます。 

 

1 

1 

管理者が複数いる場合は、その
中の誰かがリクエストを承諾する
とすぐに他の管理者へその旨通
知されます。 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウント管理者がリクエストを承諾 

スマートアカウント管理者は以下2つのオプショ

ンから選択できます: 

A. リクエストが同じ会社の人、またはパート
ナーなどリクエストが正当な場合は〔承認
(Approve)〕を選択します。 

 

リクエストが正当でない場合は〔却下
(Decline)〕を選択します。 

 

〔承認(Approve)〕 を選択した場合は、その新

ユーザのアクセスレベルを選択します。 

 

注: パートナーはお客様のカスタマースマートアカウント
へのアクセスリクエストも行え、お客様に代わってライセ
ンスの管理など代理で行う事が可能です。 

 

1 

1 
2 

2 

A 

B 



Cisco Software Central 
スマートアカウント管理者がリクエストを承諾 

 スマートアカウント管理者は全てのリクエストをMy Smart Account 画面の〔アクセスをリクエスト（Access 

Requests) タブで確認できます。 

管理者はアクションを行なっていないリクエスト上のハイパーリンクをクリックして、詳細へアクセスできます。 

 

1 

2 

1 

2 



Cisco Software Central (CSC) 
既存アカウントへアクセスをリクエスト:リクエスト者へEメール通知を送信 

 

 

スマートアカウント管理者がアク
ションを行なうと、リクエスト者へE

メールが送信されます。   

 

 

承認された場合は、Eメールへは
指名されたスマートアカウントの役
割が記載されています。 

 

リクエストが却下された場合は、理
由が記載されています。 

 

 

1 

2 

1 

2 



スマート アカウントの管理 
 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの管理 

スマート アカウントにアクセスして管理するには、[スマートアカウントを管理（Manage Smart Account）] をク
リックします。 

 

1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
カスタマースマートアカウントの管理 – アカウントのプロパティ  

アカウント名の変更は、アカウントの承認者または管理者が [アカウントのプロパティ（Account Properties）] タ
ブで行います。 

1 

1 

*注意:アカウント名は通常
会社名を使用します。アカ
ウントの所有者である会社
名を示すドメイン名を使うこ
ともできます。 

 

（例）ドメイン名が 

Cisco.comの場合、アカウ
ント名を Ciscoとする。  



Cisco Software Central (CSC) 
カスタマースマートアカウントの管理–バーチャルアカウント  

[バーチャルアカウント（Virtual Accounts）] タブで、[新規バーチャルアカウント（New Virtual Account）] をク
リックして新しいバーチャルアカウントを追加します。 

名前と説明を入力し、必要に応じてこれをデフォルト アカウントにします。[保存（Save）] をクリックします。 

バーチャルアカウントの検索も可能です。 

1 

2 

3 

2 

3 1 

2 



Cisco Software Central (CSC) 
カスタマースマート アカウントの管理 – バーチャルアカウントを編集する  

1 

2 

3 

4 

[バーチャルアカウント（Virtual Account）] リンクをクリックして既存のバーチャルアカウントを編集します。 

[全般（General）] タブで名前と説明を編集し、デフォルトを変更することができます。 

関連付けられたユーザが [ユーザ（Users）] タブに表示されます。 

[削除（Delete）] をクリックしてバーチャルアカウントを削除できます。 

4 

1 

2 3 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの管理 – ユーザ 

ユーザタブには全ユーザが表示されます。 

 

Usersを選択すると、全ユーザが表示され、新ユーザを追加するオプションが表示されます。 1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの管理 : 新ユーザを確認 

[新ユーザ（New User）] を選択するとポップアップ画面が表示されます: Step1 [新ユーザを確認（Identify 

New User）] EメールIDまたはCCO IDを入力して[検索（Search）] をクリックします。システムがそのユーザ
のプロファイルがあるかどうか確認します。 

 

1 

1 

2 

2 該当が合った場合はポップアッ
プ画面に姓名、Eメールアドレ
ス、CCO IDを含む情報を自動
的に表示します。 

 

 

 

[次へ（Next）]を選択します。 

 

3 

3 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: スマートアカウントのロールを選択します 

 
Step2 [ロールを選択（Select roles）]へ進みます。 

ロール、権限を指定します。 

1 

1 

スマートアカウント管理者は他ユーザを
以下ロールを指定できます: 

 

• スマートアカウントユーザ（Smart 

Account User ) 

• スマートアカウント管理者(Smart 

Account Administrator ) 

• スマートアカウント承認者(Smart 

Account Approver ) 

• 特定のバーチャルアカウントのみ指定 

 

上記どちらかを選択し、 [次へ（Next）]を
クリックします。 

2 

2 



Cisco Software Central (CSC) 
スマート アカウントの管理 : バーチャルアカウントの
ロールを選択 

Step2 [ロールを選択（Select roles）]へ進
みます。 [特定のバーチャルアカウントの
みにロールを指定（Assign Roles to 

specific Virtual Account only）]を選択し
ます。 

 

適切なバーチャルアカウントをドロップダ
ウンから選択します。 

 

最後に、 [管理者ロール（Administrator 

Role）]または[ユーザ ロール（User 

Role）]を選択します。 

 

[次へ（Next）]を選択します。 

 

 

1 

2 

1 

3 

2 3 
4 

4 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: 参照、確認 

Step3 [参照、確認（Review and 

Confirm）] で最終確認としてユーザ
情報と、指定したロールが表示され
ます。 

 

表示されている情報が正しければ
[ユーザを追加（Add User）] を選択し
ます。 
 

1 

2 

3 

1 

2 
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Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: 新スマートアカウントユーザ 

 

 新スマートアカウントユーザは新ロールに関する確認E

メールを受信します。 

 

[ユーザ（Users）]タブに表示されます。 

1 

2 

1 

2 



 
Cisco Software Central (CSC) 
 
 

スマートアカウントを管理: 既存ユーザのロールと権限 

  

1 

1 

スマートアカウント管理者は[ユーザ
（Users）]タブに表示されているユー
ザ名を選択してユーザ情報を参照で
きます。 

 

ポップアップ画面に [一般（General）]
ユーザ情報、 [ロール管理（Role 

Management）]情報が表示されます。 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: 既存ユーザのロールと権限 

スマートアカウント管理者は
[ロール管理（Role 

Management）]タブで既存の
ユーザロールを削除、または 
 

 

例えば、他バーチャルアカウント
へロールを再指定することが可
能です。 
 

 

 

ロールを選択します。 

1 

1 

2 

3 

2 
3 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: アカウントを変更(スマートアカウント管理者) 

スマートアカウント管理者は他ユーザのロール
をいかなるロール（スマートアカウント管理者ま
たはスマートアカウントユーザ）にも変更するこ
とが可能です。 

 

ロールが変更されると、以前のロール、新ロー
ル情報を含む確認Eメールが送信されます。  

 

変更が[イベントログ（Event Logs）]に記録され
ます。 

 

注: スマートアカウントユーザと、バーチャルア
カウントユーザは、ご自身がアクセスを付与さ
れているアカウントへのアクセスを削除するこ
とも可能です。 

1 

1 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: アカウント契約 

 

カスタマーアカウントで、アカウント契約（スマートライセンシング契約）を確認できます。承認者/管理者が契
約を承諾した日付が表示されます。 

 

1 

1 

ここから承認者、管理者はスマート
ライセンシング契約を承諾できます。 



Cisco Software Central (CSC) 
スマートアカウントを管理: イベントログ 

 スマートアカウントにおけるすべてのアクティビティのログを確認できます。 

日付の範囲やイベントのタイプ（ユーザ管理、バーチャルアカウント管理またはスマートアカウント管理）を指定
して絞り込み検索をするか、  アクションを行ったユーザで検索することが可能です。 

 

注：イベントログの表示はカスタマースマートアカウントでもパートナーホールディングアカウントでも可能です。  

 

1 

2 

注：CSCではライセンス関連のアクティビティは

確認できません。スマートライセンスはSSMで、 

〔OK〕 をクリックして変換処理を進めてください。

はLRPに移動して確認してください。 

1  2 



スマートアカウントユーザの役割 



スマートアカウントユーザの役割 
2016年3月以降有効 

バーチャルアカウント管理者 

スマートアカウントユーザ バーチャルアカウントユーザ 

スマートアカウント管理者と同じで、全てのバー
チャルアカウントへアクセスできます。ライセンス管
理は行えますが、バーチャルアカウントの作成や、

ユーザ管理業務は行なえません。 

スマートアカウントユーザと同じような権限があり
ますが、選択されたバーチャルアカウントが対象で
す。ライセンス管理は行えますが、新ユーザを

バーチャルアカウントへ追加することはできません。 

アカウントオーナーに代わってスマートアカウント
契約のみ承認可能。（ユーザや管理者の権限は

ありません） 

スマートアカウント、バーチャルアカウント全般の
管理。スマートアカウント管理者はスマートアカウ
ント内にある全ライセンスを管理、アカウント管理
業務（アカウント契約の承認を含む）が行なえます。 

スマートアカウント管理者と同じような権限があり
ますが、選択されたバーチャルアカウントが対象で
す。選択されたバーチャルアカウントのライセンス

管理、アカウント管理業務が行なえます。 

スマートアカウント管理者 スマートアカウント承認者 



カスタマー スマート アカウントの役割 
ユーザ 役割 CSC内の役割・権限 SSM内の役割・権限 ELA内の役割・権限 LRP内の役割・権限 

スマートアカウント
承認者 

• アカウント属性を編集/参照する 

• スマートアカウント、バーチャルアカウントのユーザを参照する 

• Ciscoとの契約を参照、承認する 

• イベントログを参照する 

• アクセスなし • アクセスなし • アクセスなし 

スマートアカウント
管理者 

 

• アカウント属性を編集/参照する 

• バーチャルアカウントを追加/編集 

• ユーザ(SA,VA共に）を追加/編集/削除する 

• Ciscoとの契約を参照、承認する 

• イベントログを参照する 

• SSM内のスマートアカウント、
バーチャルアカウント上で全て
のアクティビティを行なう 

• ELA内でアクセスあがるスマートア
カウント上で全アクティビティを行う 

• LRP内でアクセスあがるス
マートアカウント上で全アクティ
ビティを行う 

 

スマートアカウント
ユーザ 

• アカウント属性を参照する 

• バーチャルアカウントを参照する 

• ユーザ(SA,VA共に）を参照する 

• Ciscoとの契約を参照 

• イベントログを参照する 

• SSM内のスマートアカウント、
バーチャルアカウント上で全て
のアクティビティを行なう 

 

• ELA内でアクセスあがるスマートア
カウント上で全アクティビティを行う 

• LRP内でアクセスあがるス
マートアカウント上で全アクティ
ビティを行う 

バーチャルアカウ
ント管理者 

• アカウント属性を参照する 

• アクセスがあるバーチャルアカウントを参照する 

• ユーザを追加/編集/削除する（バーチャルアカウント管理者、
バーチャルアカウントユーザ） 

• Ciscoとの契約を参照 

• イベントログを参照する(アクセスがあるバーチャルアカウントのみ)  

• アクセスがあるバーチャルアカ
ウント上で全てのアクティビティ
が可能 

• ELA内でアクセスあがるバーチャ
ルアカウント上で全アクティビティを
行う 

• LRP内でアクセスあがるバー
チャルアカウント上で全アク
ティビティを行う 

バーチャルアカウ
ントユーザ 

• アカウント属性を参照する 

• アクセスがあるバーチャルアカウントを参照する 

• ユーザを参照する（そのバーチャルアカウントへアクセスがある
ユーザのみ) 

• Ciscoとの契約を参照 

• イベントログを参照する(アクセスがあるバーチャルアカウントのみ)  

• アクセスがあるバーチャルアカ
ウント上で全てのアクティビティ
が可能 

• ELA内でアクセスあがるバーチャ
ルアカウント上で全アクティビティを
行う 

• LRP内でアクセスあがるバー
チャルアカウント上で全アク
ティビティを行う 

スマートアカウント作成者には自動的にスマートアカウ
ント管理者の役割が自動的に付与されます 

アカウント管理はCSCで行います 

ライセンス管理、アクティベーションはSSMで行ないます 



パートナーへスマートアカウント管理権限を付与 
パートナーをアカウントへユーザ追加することにより代理でアカウント内のライセンスを管理してもらうことが可能です。下記の4種類から指定
できます: 

役割 アクセスレベル こんな場合に選択 

スマートアカウント管理者 パートナーは、スマートアカウント全体のライセンスイン
ベントリを表示および管理することができます。また、ア
カウント管理を行うこともできます。 

1つのパートナーだけがスマートアカウント全体を管理する場合、

およびパートナーがあなたに代わってユーザーとバーチャルアカ
ウントを管理する必要がある場合にも、このオプションを選択する
ことができます。 

バーチャルアカウント管理者 パートナーは、アクセス権を付与されている特定のバー
チャルアカウント（複数可）のライセンスを表示および管
理することができます。割り当てられたバーチャルアカ
ウント（複数可）のユーザーを管理することもできます。 

パートナーが特定のバーチャルアカウント(複数可)のライセンス管

理を行う場合に、このオプションを選択する事ができます。しかし、
全てのバーチャルアカウントではありません。 

パートナーバーチャルアカウント管理者およびユーザーを追加/編
集/削除することも可能なためご注意ください。 

スマートアカウントユーザ 

 

パートナーは、スマートアカウント全体のライセンスイン
ベントリを表示および管理することができます。 

パートナーがスマートアカウント全体を管理するけれど、あなたが
アカウント管理(バーチャルアカウントおよびユーザーの追加/削
除)を管理し続けたい場合は、このオプションを選択することができ
ます。 

バーチャルアカウントユーザ 

 

パートナーは、割り当てられたバーチャルアカウント（複
数可）のライセンスインベントリを表示および管理できま
す。 

パートナーが特定のバーチャルアカウント内でのライセンス管理を
行うけれど、バーチャルアカウント内でのユーザー追加/削除をを
管理し続けたい場合は、このオプションを選択することができます。 



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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付録 – ELA Licensing Workspace 



Enterprise License Agreement (ELA) Workspace 

 

Enterprise License Agreement(ELA)ライセンスワークスペースは、ELAライセンスとその利用状況を表示し、迅速なライセンスダウンロード、
資格管理、リアルタイムでのライセンス消費レポートを可能にすることにより、プロビジョニング機能と企業全体のソフトウエアライセンスをシン
プルに管理します。 

利点 

• より速く、より簡単に自動化されたELAライセンスの履行 – PAKライセンスは必要ありません 

• すぐ手に入る消費データ – リアルタイムでの更新 

• 柔軟性のあるレポーティング機能 – 画面表示と出力可能なフォーマット 

• ELAライセンスワークスペースのためのスマートアカウントユーザー管理 

 

従来 

現在 

新しいセルフサービスライセンスワークスペースは、ライセンシングリ
クエストの迅速な処理と堅牢な消費レポート、簡単なクラウドプロビ
ジョニング、簡素化されたデバイス管理を提供します。 • PAKライセンス切れが起こる 

• 制限されたELA資格 

• マニュアルレポート 



ELA Licensing Workspaceの特徴 

セルフサービスでのライ
センス履行 

消費レポート アクセス管理 デバイス管理 

• セキュアなアクセス 

• スマートアカウントを使用し
て他のユーザーのアクセス
を管理 

• 一目でわかるELA製品のエ
ンタイトルメント一覧 

• 生成/履行されたライセンス
リクエスト 

• オンラインでのインベントリ
管理機能やトランザクション
履歴へのアクセス 

• ELA契約やデバイス容量ご
とのプロビジョニング 

• 簡単なリホスト 

• トランザクションとスイート履
歴の表示 

• 選択可能な製品のライセ
ンス消費を表示 

• プログラム化されたアクセ
スとカスタマイズ可能なラ
イセンスの消費レポート 

• デバイスの追加、複数の
デバイスのライセンスを取
得、デバイスリストのレ
ビュー 

• アップグレードライセンス 

 


