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LRPで従来のPAKにスマートアカウントを使用



従来のPAKライセンスにスマートアカウントを使用
スマートアカウントとお客様やパートナーとの仕組み

カスタマーアカウントへ
オーダーを割り当て

カスタマースマートアカ
ウントを作成

PAKはLRPへ自動的
に振り込まれる。

シナリオ1: 

新規発注でライセンス
をスマートアカウントへ

割り当てる

シナリオ2: 

既存、または未割り当
てのライセンスをス
マートアカウントへ割り

当てる

カスタマースマートアカ
ウントを作成

LRPからPAKをスマー

トアカウントへ割り当て
可能

Cisco Software 

Central (CSC)

Cisco Commerce 

Workspace (CCW)

License 

Registration Portal 

(LRP)



LRP-スマートアカウント
License Registration Portal (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（License）]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[従来のライセンス（Traditional Licenses）] をクリックします。2

1

2

1

https://software.cisco.com/swcentral/home.html


1

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をお持ちでない場合はログインしたCCO IDがアクセスあるPAKライセンスのみ表示され
ます。ライセンス、デバイス、トランザクション履歴が確認できます。

スマートアカウントへアクセスがある場合は、スマートアカウントを選択し特定のバーチャルアカウントにある
ライセンスを表示することができます。発注時にライセンスをスマートアカウントへ割り当てた場合は自動的
にLRPに表示されます。

1

2

注: 発注時にライセンスをスマートアカウントへ
割り当てた場合は自動的にLRPに表示されま
す。

2



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を選択すると、次にバーチャルアカウントの選択をします。

バーチャルアカウントがドロップダウンメニューにて一覧できますので簡単に選択ができます。

1

1



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。

3
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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
に必要な情報を入力します。

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。セールスオー
ダーIDからPAKを検索すること
も可能です。

OKをクリックします。

1

2

2

3

3



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

[PAKまたはトークン（PAKs or 

Token）] 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。

2

2

1

1

*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
PAK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またはトークンを選択後、
[スマートアカウントへの割り当て(Assign 

to a Smart Account)] をクリックします。

1

2

1
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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
PAK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適切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。

1

2

1

2



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ライセンスをスマートアカウントへ割り当て（続き）

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（およびバーチャルアカウント）別にフィルタリングして、そのスマートアカ
ウントに関連付けられているすべての従来の（PAK）ライセンスを（複数のユーザで）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。

1

1



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。

[ライセンス情報の取得]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
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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。1 2

1

2



PAKライセンスをスマートライセンスへ変換



従来のPAKライセンスをスマートライセンスに変換
履行されていないライセンス/部分的に履行されている従来のPAKライセンスをSSMで
スマートライセンスに変換



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 ライセンスの合計を表示

現在、SSM に 37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



ライセンスの表示

LRPでPAKまたは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と同様に、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) または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

2

従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換

1

2



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

PAKを選択後、青い矢印をクリックしてドロップダウン メニューから[スマートライセンスへの変換（Convert 

to Smart Licensing）] をクリックします。

1

1



従来の PAK ライセンスをスマート ライセンスへ変換
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 を選択し、ライセンス数を指定します。

[送信(Submit)]をクリックします。

1

2

3

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
セージが表示されてます。変換後は、
SSM でこれらのライセンスを管理するこ
とができます。

1

3
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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)

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、Converted（またはPartially 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 39 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。



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

イベントログにスマートアカウントとバーチャルアカウントの両レベルで変換トランザクション履歴が表示され
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)に変換
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のデバイス（Devices）タブでスマートエンタイトルメントへ移行希望のデバイスを選択します。

デバイスを選択し、青い矢印をクリックしドロップダウンメニューで [スマートライセンスに変換（Convert 

licenses to Smart Licensing）] をクリックします。
2

デバイス上の全ライセンスは対応
するスマートSKUが販売されてい
る必要があります。

1

1

2



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

デバイスを選択して部分的にス
マート契約へ変換することができ
ます。

デバイスを選択後、製品が部分
的な変換が可能な場合、スマート
契約へ変換を希望する数を入力
します。部分的な変換ができない
製品もあります。

[送信（Submit) ] をクリックします。

従来のPAKライセンスをスマート
契約へ変換すると、LRP上では表
示できませんが、SSMで確認可
能です。

1

2

3

4

2

4

3

1

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。

1



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(スマートアカウ

ント、バーチャルアカウン
トともに)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可能
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ライセ
ンスに関するメッセージがページ
下部に表示されます。

[変更可能対象デバイス一覧を確
認する (View Eligible Devices)] 

をクリックすると、詳細情報が表示
されます。

1

1

2



デバイス上のライセンスをスマート契約(Entitlement)へ変換

[変更可能対象デバイス一覧を確認する (View Eligible Devices)] をクリックすると、スマート契約へ変換
可能なライセンス一覧がポップアップ表示されます。

デバイスを選択して[次へ（Next）]をクリックすると、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

2



サポートと関連資料



バーチャルチャット アシスタント (VCA)
LRPのチャットによる支援（英語）

LRPからバーチャルチャット アシスタント（VCA）にアクセスが可能です。

右上の[ヘルプ（Help）]リンクをクリックします。

ライセンス ヘルプセントラルにリダイレクトされ、バーチャルアシスタントに質問ができます。

詳細は下記QRGをご確認ください: 

VCA Quick Reference Guide 

1

2

1

2

https://communities.cisco.com/docs/DOC-72282


カスタマーサポートと情報サイト
サポート窓口

①スマートアカウント・スマートライセンス・SSMサテライトの作成・利用方法に関するお問い合わせ
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(問い合わせ)を開くことができます。

▪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 （日本語サポート）

シスコ営業日平日 9:00 – 17:00 

※スマートライセンス・アカウントの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)

※スマートライセンス・アカウントのお問い合わせはパートナーメトリックスに加算されません。

※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。

※SSMサテライトサポートの受付には、管理されるいずれか1つの製品のシスコ保守契約番号が必要です。シスコとの契約が無い場合は弊社販売代
理店にお問い合わせください。

Online
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

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

③スマートアカウント・スマートライセンス情報サイト
パートナーセントラル「スマートアカウント・ライセンスのページ」

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html

お客様向け「スマートソフトウェアライセンシング日本語資料掲載サイト」（Cisco.com ID無しでご確認頂けます）

http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/smart-software-licensing/index.html

（ログイン後、画面右上の「日本語」を選択ください）

②CCWによるスマートライセンスの発注に関するお問い合わせ
Cisco Commerce(CCW) に関するお問い合わせは、ケースツール「カスタマーサービスセントラル」でケースをオープンしてください。

カスタマーサービスセントラル：http://www.cisco.com/cisco/psn/web/catalog

（音声ガイドの「２」(新規ケースの申請)を
プッシュしてください。）

mailto:licensing@cisco.com
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/cisco_worldwide_contacts.html
mailto:japan-tac@cisco.com
mailto:japan-tac@cisco.com
http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/smart-software-licensing/index.html
http://www.cisco.com/cisco/psn/web/catalog


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

シスコスマート ソフトウェアライセンシングの概要 エンドカスタマー向け シスコスマート ソフトウェア ライセンシングの概要 エンドカスタマー、パートナー、ディストリビュータ

シスコスマート ソフトウェアライセンシング日本語資料掲載サイト エンドカスタマー向けスマート ライセンシングのトレーニング資料および各種情 エンドカスタマー、パートナー、ディストリビュータ

SKU リスト スマート ライセンス対応SKUリスト(隔週更新)

注: 国内販売SKUは日本の価格表をご参照ください。
パートナー、ディストリビュータ

スマートライセンスロードマップ スマート ライセンス製品ロードマップ(隔週更新) パートナー、ディストリビュータ

シスコソフトウェアの概要 スマートアカウント、スマートライセンス、クラウド/ SaaS,、ELAの概要 パートナー、ディストリビュータ

スマートアカウントのセットアップと管理 スマートアカウントの作成と管理、ユーザ管理 パートナー、ディストリビュータ

スマートアカウントとCisco Commerce(CCW)の見積書と注文 見積書・注文でのスマートアカウントの割り当て
ホールディングアカウントからカスタマーアカウントへの再割り当て

パートナー、ディストリビュータ

スマートアカウントを利用してスマートライセンスを管理 スマートライセンスの管理とアクティベーション
PAKライセンスからスマートライセンスへの変換

パートナー、ディストリビュータ

スマートアカウントを利用して従来のPAKライセンスを管理 PAKライセンスのスマートアカウント割り当て
PAKライセンスからスマートライセンスへの変換

エンドカスタマー、パートナー、ディストリビュータ

エンドカスタマーによるスマートアカウントの作成 エンドカスタマーがアカウントを作成するためのQRG

申請、セットアップ、管理権限付与の各ガイドへのリンクを含みます。
エンドカスタマー

アクセス追加の申請方法 ユーザがスマートアカウントのアクセス権を申請するQRG

(ドメイン名をご存じの場合のみ使用可能)

エンドカスタマー

スマートアカウント紹介資料 シスコスマートアカウントの概要をまとめたリーフレット エンドカスタマー、パートナー、ディストリビュータ

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html
http://www.cisco.com/web/JP/ordering/smart-software-licensing/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/ordering-smart-software/licensing.html
http://www.cisco.com/web/JP/ordering/smart-software-licensing/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/smart-software-licensing/index.html
https://communities.cisco.com/docs/DOC-59102
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64272
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/partners/tools/sot/j-cisco-software-capability-overview-for-partners-2016.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/partners/tools/sot/j-cisco-software-smart-account-setup-and-administration-for-partners-2016.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/partners/tools/sot/j-cisco-software-ccw-quoting-and-ordering-with-smart-accounts-for-partners-2016.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/partners/tools/sot/j-cisco-software-classic-licensing-management-with-smart-accounts-2016.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/partners/tools/sot/j-cisco-software-smart-licensing-management-with-smart-accounts-2016.pdf
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