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はじめに 
 

ここでは、次の項について説明します。 

• 対象読者、iii ページ 

• 表記法、iii ページ 

• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート、iv ページ 

対象読者 
このガイドは、シスコのスマート対応ソフトウェアのインストールおよびライセンスを担当するサイト管理者を対

象としています。 
 

表記法 
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。 

 

表記法 説明 

太字 太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキー

ワードです。 

イタリック イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。 

[x] 省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで示して

います。 

[x | y] いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角カッコ

で囲み、縦棒で区切って示しています。 

{x | y} 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードや引数

は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。 
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表記法 説明 

[x {y | z}] 角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必

須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッ

コ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要

素を示しています。 

variable ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用

できない場合に使用されます。 

string 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しませ

ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。 

screen フォント スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示

しています。 

太字の screen フォント ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示

しています。 

イタリック体の screen フォント ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示して

います。 

< > パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコ（< >）で囲んで示

しています。 

[ ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示

しています。 

!、# コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメン

ト行であることを示します。 

   

注 鉛筆のアイコンは、読者に留意していただきたいことを示します。役立つ情報やこのマニュアルに記

載されていない参照資料を紹介しています。 
 

 
  

注意 注意アイコンは、注意が必要なことを示します。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注

意事項が記述されています。 
 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 
資料の入手方法、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用法、サービス リクエストの送信方法、および追加情

報の収集方法については、「更新情報」

（http://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html）を参照してください。 

『What’s New in Cisco Product Documentation（Cisco 製品資料の更新情報）』に配信登録すると、新しい

（または改訂された）シスコ技術情報のリストが RSS フィードとして提供され、リーダー アプリケーションを

使ってコンテンツがデスクトップに直接配信されるようにすることができます。RSS フィードは無料のサービス

です。 
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第  1 章  

 
概要 

 
この章は、次の内容で構成されています。 

• デバイスに関する用語 

• システム要件 

Cisco Smart Software Manager サテライトはシスコ スマート ライセンスのコンポーネントで、Cisco Smart 
Software Manager（SSM）と連携して動作します。お客様の製品ライセンスをインテリジェントに管理し、お

客様が購入および使用するシスコのライセンスについてリアルタイムの可視性とレポートを提供します。 

一般的なシナリオでは、お客様は、さまざまなユーザ認証と暗号化パスワードによって保護された非常に

安全なインターネット接続を使用して、クラウドベースの Cisco Smart Software Manager ポータルからお客

様のインストール ベースを表示できます。ただし、セキュリティ上の理由によりインターネットに直接接続し

てインストール ベースを管理したくないお客様の場合、スマート ライセンシングにより、Smart Software 
Manager サテライト ソフトウェアをお客様のオンプレミス環境にインストールすることができます。デバイス

やソフトウェア製品は、Smart Software Manager の複製のように振る舞い、 Smart Software Manager サテ

ライトに自己登録し、ライセンス消費状況をレポートします。 

スマート ライセンスのサテライト バージョンには、Cisco Smart Software Manager の機能のサブセットが含

まれており、動作するために定期的に Cisco Smart Software Manager と通信する必要があります。お客

様は、ローカル データベースとシスコ ポータルの同期を取り、最新の購入情報をローカル コピーに反映

させる必要があります。同期は、自動的に開始することも手動で開始することも可能です。自動同期のス

ケジュールは、日次、週次、月次に指定できます。頻度設定によっては、サテライトのデータをポータルと

同様の最新状態に毎日保つことができます。手動による同期では月に 1 回以上ファイルを転送する必要

があります。高いセキュリティを求めるお客様にとっては、この間隔が、エアー ギャップ（インターネットから

切断された状態）となります。 
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図 1 - サテライトの導入 

デバイスに関する用語 
 

用語 説明 

ESXi 一連の構成およびディスク ファイルとして仮想マシンを作成す

るための仮想化プラットフォーム。 

ISO イメージ ISO（国際標準化機構）ファイルは、ISO 9660 ファイル システ

ム フォーマットと呼ばれるディスク イメージを含むアーカイブ 
ファイルです。 

仮想マシン（VM） ゲスト オペレーティング システムおよび関連アプリケーション 
ソフトウェアを実行できる、仮想化された x86 PC 環境。同一の

ホスト システム上で同時に複数の VM を実行できます。 

vSphere クライアント 任意の Windows PC から vCenter Server または ESXi に、

ユーザがリモート接続できるようにするユーザ インターフェイ

ス。vSphere クライアントのプライマリ インターフェイスを使用し

て、VM やそのリソースおよびホストを作成、管理、モニタでき

ます。また、VM へのコンソール アクセスも可能です。 
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システム要件 
  

   

注 このセクションで説明されている作業を開始する前に、スマート アカウントが割り当てられていること

を確認してください。 

 
Smart Software Manager サテライトのインストール用に提供されたソフトウェア イメージが次の構成になって

いることを確認します。 
 

 
 

対応する Web ブラウザ 
Smart Software Manager サテライトは、次の Web ブラウザに対応しています。 

• Chrome 32.0 以降のバージョン  
• Firefox 25.0 以降のバージョン  
• Safari 6.0.5  
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第  2 章  

 
Smart Software Manager サテライトの導入 
 
この章は、次の内容で構成されています。 

• はじめに 

• Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition ISO のインストール 
 

はじめに 
Cisco Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition ソフトウェアは、標準の CentOS インストール

手順を使用して、さまざまな仮想化プラットフォーム（ベアメタル、OVA、Hyper-V、KVM など）に導入可

能な CentOS 7 ISO イメージとして提供されます。 

概要 
Cisco Smart Software Manager サテライト（Cisco SSM サテライト）は、スマート ライセンス対応の製品イン

スタンスを、cisco.com でホストされている Cisco Smart Software Manager（Cisco SSM）に直接接続せず

に、お客様が製品およびライセンスをオンプレミスで管理できるようにするためのスマート ライセンシング 
ソリューションです。Smart Software Manager サテライトには、さまざまな導入モデルがあります。 
 
Smart Software Manager サテライト Classic： 

• 小規模企業が対象 

• ローカル バーチャルアカウント レベルで動作し、Cisco Smart Software Manager 上の 1 つの

バーチャル アカウントをサポート（シングル テナント）  

• 4,000 製品インスタンスまで拡張可能 

• シスコにオンラインまたはオフラインで接続 

Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition（EE） 

• 顧客アカウントを管理する必要があるサービス プロバイダー/パートナーが対象 

• 拡張性と使いやすさが向上した新しいアーキテクチャとインフラストラクチャ 

• 複数のローカル アカウントをサポート（マルチテナント）  

• 10,000 製品インスタンスまで拡張可能 

• シスコにオンラインまたはオフラインで接続 

• 下流にサテライトを登録し、SSM サテライト Lite Edition（LE）と階層型のサテライト構造を形成す

ることが可能（将来） 

Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition インストレーション ガイド 
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Smart Software Manager サテライト Lite Edition（LE）（** 将来） 

• 小規模企業が対象 

• SSM サテライト Enhanced Edition（EE）上の 1 つのローカル バーチャル アカウントをサポート 

• 4,000 製品インスタンスまで拡張可能 

• SSM サテライト Enhanced Edition にオンラインまたはオフラインで接続 
 

現状では、SSM サテライト Classic は、Cisco Smart Software Manager で管理されているお客様のスマー

ト アカウント内のバーチャル アカウント レベルで動作します。したがって、1 社のお客様が複数のサテラ

イトを持つことはできますが、1 つの SSM サテライト Classic で複数のお客様を管理することはできませ

ん。また、図 2 に示すように、バーチャル アカウントが多くなると、多数のサテライトを管理する仕事が大き

な負担となる可能性があります。 

 
図 2 - 現在のサテライト構造（サテライト Classic） 

SSM サテライト Enhanced Edition を導入することで、1 つの管理ポータルから複数のローカル アカウントをサポートできるようにな

ります。各アカウントは、Cisco スマート アカウント/Cisco バーチャル アカウント ペアにリンクされます。この状態を以下の図 3 に示

します。 

 
図 3 - SSM サテライト Enhanced Edition 
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注：このガイド作成時点で SSM サテライト Lite Edition（LE）は未発売ですが、現在の Smart Software Manager サテライト Classic と
同等の機能を備える予定です。 

 
特長 

SSM サテライト EE は、software.cisco.com と同等の機能を持つライセンシング ポータルを備え、ローカル 
アカウント、ユーザ、製品インスタンス、ライセンスなどの管理が可能です。SSM サテライト EE は、ライセ

ンシング ポータルとは別に管理ポータルを備え、システム ユーザ作成、ローカル アカウントの作成/登録/
同期、ネットワーク/システム/セキュリティの設定などの内部の管理機能を実施できます。この管理ポータ

ルを使用できるのは承認済みユーザのみです。 
ライセンシング ポータルには、https://<ip アドレス>:8443 からアクセスします。 
管理ポータルには、https://<ip アドレス>:8443/admin からアクセスします。 

SSM サテライト EE の主な特長： 
マルチテナント：単一の管理ポータルで複数の顧客ローカル アカウントを管理 

ライセンシング ポータルと管理ポータルが独立 
SSM サテライト EE には、ライセンス管理用とシステム管理用の 2 種類のポータルがあります。SSM サテ

ライト管理ポータルは、ライセンシング ポータルとは独立して機能し、ユーザ制御、ローカル アカウントの

作成/登録/同期、ネットワーク/システム/セキュリティの設定などの内部の管理機能を実行することができま

す。この管理ポータルを使用できるのは承認済みユーザのみです。 

ISO パッケージ化 
サテライト EE は、ユニバーサル ISO としてパッケージ化され、以下に示すようなさまざまなタ イプのイメー

ジにエクスポートすることができます。 
• OVA イメージ：圧縮された、「インストール可能な」バージョンの仮想マシンを持つ仮想アーカイブ 
• HYPER-V イメージ：Microsoft Windows Server 2012 HYPER-V 仮想ホストにインストール可能 
• KVM（カーネル ベース仮想マシン）イメージ：Ubuntu および CentOS をサポートする仮想 Linux 

環境にインストール可能 
注：ISO イメージを他のイメージタイプにエクスポートする場合は、お客様の責任で実施してください。シス

コではサポートしていません。 

システム セキュリティの拡張 
SSM サテライト EE は、CentOS 7 セキュリティ強化カーネルと、緊急および重大（CVE）な問題に対応済

みの Nessus スキャンを備えた、導入可能 ISO としてパッケージ化されています。 

ユーザ認証制御（LDAP および OAuth2） 
システム管理者は、認証方式として LDAP または OAuth2 を設定できます。指定しない場合はローカル

認証が使用されます。 

ライセンス階層  
下位階層のライセンスが利用できない場合に上位階層のライセンスを借りることができます。 

ローカル アカウントの管理とライセンスの管理  
Cisco Smart Software Manager およびバーチャル アカウント管理と同じ感覚で操作できる単一のポータ

ルに、ローカル アカウントの管理とライセンスの管理が統合されています。 

複数のネットワーク インターフェイス  
複数のインターフェイスを設定して、管理用のトラフィックと製品インスタンス登録用のトラフ ィックを分離で

きます。** ただし、制限事項がいくつかあります。 
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Syslog のサポート  
ローカル アカウントのイベントが syslog サーバに送信されるように設定できます。 

プロキシ サポート  
サテライト自体と Cisco Smart Software Manager 間に、トラフィック分離用のプロキシを配置できます。 

アプリケーション冗長性のサポート：アプリケーションの冗長性に対応し、アクティブ/アクティブおよびアク

ティブ/スタンバイ、またはフェールオーバーの場合にライセンスを二重にカウントしません。 

輸出管理サポート：米国輸出制限が適用される EULF/ENC 外のお客様が、特定の輸出管理対象ライセ

ンスおよび関連の数量をリクエストするのを許可します。 

API ツールキット：アプリケーションからサテライト API をコールして、バーチャル アカウント、トークン、ライ

センス、製品インスタンス、レポート、アラートを操作することができます。 

ユーザ グループ：ユーザをグループ化し、ロール割り当てなどの操作を個別のユーザに適用するのでは

なく、グループ内の複数のユーザに同時に適用できるようにします。 

LDAP グループ：LDAP ユーザをグループ化し、ロール割り当てなどの操作を、グループ内の複数の 
LDAP ユーザに同時に適用できるようにします。 

カスタム バーチャル アカウント タギング：ローカルのバーチャル アカウントにタグを付与でき、それによっ

てバーチャル アカウントの分類、グループ化、検索、ロール割り当てが簡単になります。 

ライセンスのタギング：ユーザ定義タグを作成してライセンスに付与できるようにします。ライセンスの分

類、検索、グループ化に有効です。 

バーチャル アカウント検索：ローカルのバーチャル アカウントを名前またはタグで検索できます。 

高度なライセンス検索：SKU、製品ファミリ、有効期限、PAK（スマートに変換されているクラシック ライセン

スの PAK 数）などの詳細情報に基づいてライセンスを検索できます。 

一括操作：ローカルのバーチャル アカウント間で複数のライセンスを一括して転送できます。 

設定可能なバナーやログイン情報： 
サテライト ポータルのヘッダー/フッターおよびユーザ ログイン ページは設定可能で、意味のあ る分類と

情報を利用したカスタマイズができます。 

拡張性： 
• 最大 500 のローカル アカウント 
• 最大 1 万の製品インスタンス 

SSM サテライト EE は、Cisco Smart Software Manager およびローカル アカウント管理と共通のインター

フェイスや同等の機能を備えることで、操作性が統一されるように設計されています。ただし、cisco.com 
でホストされる以外に、オンプレミスのバージョンも用意されています。サテライト EE には、システム管理

用とライセンス管理用の、独立した 2 つのポータルがあります。 

• ライセンシング ポータルは、Cisco Smart Software Manager およびローカル アカウント管理と同様

の機能を備えています。 
• 管理ポータルは、上述のシステム管理機能（ネットワーク設定、ユーザ作成、登録、同期、認証設

定など）に使用できます。また、syslog やプロキシのサポートなど、Cisco Smart Software Manager 
にはない機能も備えています。今後、他の機能（バックアップ/復元、アップグレード、セキュリティ、

高可用性、従量制課金など）も追加していく予定です。 
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以前のリリースとの機能の違い 
 

サテライト EE の今回のリリースでは、サテライト Classic 5.0 にあった以下の機能は利用できないので注意

してください。これらは今後のリリースで利用可能になる予定です。 

• DLC（機器先行ライセンス変換機能） 
• サードパーティ統合（Apple プッシュ通知および音声合成） 
• GUI シャットダウン/再起動 
• 従量制課金 
• バックアップ/復元 
• 高可用性 

機能の使用方法については、サテライト Enhanced Edition ユーザ ガイドを参照してください。 
 

Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition ISO の
インストール 

 
ISO イメージをインストールするサテライトのインストール ワークフローを下記に示します。 

1. CCO から ISO イメージをダウンロードします。 
2. vSphere クライアントを使用して VM を作成します。 
3. VM Manager で ISO イメージをマウントします。 
4. Cisco SSM サテライト EE キックスタート インストール UI で、以下の必要情報を入力します。 

• [ホスト名（Hostname）] 
• [システムプロファイル（System Profile）] 
• [システム分類（System Classification）] – オプション：[未分類（Unclassified）]（デフォルト）、

[部外秘（Confidential）]、[秘密（Secret）]、[最高秘密（Top Secret）] オプションを選択すると、

その分類が [本日のメッセージ（Message of the Day）] バナーに表示されます。 
• [SCAP プロファイル（SCAP Profile）] – 変更不可 
• [FIPS 140-2 モード（FIPS 140-2 Mode）] – 変更不可  

5. [ディスクパーティション（Disk partitioning）] – デフォルトを使用 
 

パーティション デフォルト 最小 最大 説明 
[ルート（ROOT）] 25 % 15 % 40 % アプリケーション ファイル用スト

レージ 
[TMP] 5 % 2 % 10 % システム使用 
[スワップ（SWAP）] 5 % 1 % 5 % システム使用 
[VAR] 50 % 25 % 60 % データ ファイル用ストレージ 
[ログ（LOG）] 10 % 5 % 15 % ログ ファイル用ストレージ 
[監査（AUDIT）] 5 % 0 % 5 % 監査ログ保管用 
[ソフトウェア ダウンロード

（SOFTWARE 
DOWNLOAD）] 

0 % 0 % 40 % ソフトウェア ダウンロード機能用ス

トレージ 
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6. [ディスクパーティション（Disk partitioning）] – [ソフトウェアダウンロード（SOFTWARE 
DOWNLOAD）] の割り当て 
• [ソフトウェアダウンロード（SOFTWARE DOWNLOAD）] は、ソフトウェア ダウンロードがうま

く機能するような値に設定する必要があります。ローカル イメージ用ストレージに必要なディ

スク容量に基づいて、パーセンテージを選択してください。割り当て領域の合計が 100 % を
超えることはできないので、超える場合は、後でアップロードするファイル用の /var/data の
割り当てを減らす必要があります。 

• [ソフトウェアダウンロード（SOFTWARE DOWNLOAD）] オプションが必要ない場合は、この

値をデフォルトの 0 %のままにしておいてください。 
 

 
 

7. [ネットワーク設定（Network Configuration）] をクリックします。 
• [管理ネットワークの設定（Configure Management Network）] で、Eth0 と Eth1 用の IP アド

レスを設定します。 
• [DNS 設定（Configure DNS）] – DNS の IP アドレスを指定 
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8. [ヘルプ（Help）] アイコンをクリックすると次の情報が表示されます。 

 
 

9. [システムパスワード設定（Configure System Password）] – デフォルトのまま（admin/CiscoAdmin! 
2345）でも、または変更してもかまいません。このパスワードは SSH 専用です。 

 

 
 

10. インストールが完了するまで待機します（約 10 ～ 15 分）。 
11. サテライトの導入が正常に完了すると、次のプロンプトが表示されます。 
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12. システムが ISO イメージから起動しないように、イメージのマウントを解除しておきます。 
13. サテライト システムが自動的に起動します。 
14. 設定済みの IP アドレスを使用して、ブラウザからサテライトを起動します。 
15. デフォルトのクレデンシャル（admin/CiscoAdmin!2345）でログインします。 
16. サテライト Enhanced Edition アカウントを Cisco SSM に登録します。 

• スマート ライセンシング ポータルでアカウントをリクエストし、Cisco SSM に存在する Cisco 
スマート アカウントに関連付けます。VA は、既存のものでも新規のものでも可能です。 

• 管理ポータル（https://<ip アドレス>:8443/admin）に移動します。 
• [アカウントリクエスト（Account Requests）] タブの [アクション（Actions）] から [承認

（Approve）] を選択し、アカウント リクエストを承認します。 
• スマート アカウント用の CCO/SSO クレデンシャルを入力します。 
• 登録が成功したことを示すメッセージが表示されます。 
• これで、Smart Software Manager サテライト EE アカウントが CSSM に登録され、スマート ラ

イセンシング機能を使用できるようになりました。 
17. 使用方法については、Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition のユーザ ガイドを

参照してください。 
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第  3 章  

 
Smart Software Manager サテライト Enhanced 
Edition への移行 

 
 

サテライト Enhanced Edition 6.0.1 からこのリリースに移行する場合は、6.1.0 パッチ公開後にそれを適用し

てください。サテライト Classic（3.x、4.x、5.x）からサテライト Enhanced Edition 6.1.0 へ直接アップグレードす

る方法はありません。ただし、以下の手順を実行すれば、旧サテライト Classic リリースから Enhanced Edition
（EE）に手動で移行することができます。 

 
手順 

1. 現在のサテライト Classic システムをバックアップします。 
2. サテライト Classic に登録されているすべての製品インスタンス（PI）を削除します。 
3. サテライト Classic と Cisco SSM を同期させます。 
4. 次の手順を実行して、Cisco SSM に現在登録されているサテライト Classic を削除します。登録さ

れている PI がある場合はサテライトを削除できませんので注意してください。また、削除できるの

は、ライセンスが含まれているサテライトのみです。 
a. CSSM にログインします。 
b. [サテライト（Satellites）] ペインに移動します。 
c. [アクション（Action）] で [削除（Remove）] を選択します。 
d. [OK] を選択して削除メッセージを確認します。 

5. サテライト EE システムを導入します。 
6. サテライト EE 管理ポータルにログインします。 

a. [新規アカウント（New Account）] を作成します。このアカウントは、ローカルのデフォルト 
VA となり、サテライト EE に自動的に関連付けられます。 

b. この [新規アカウント（New Account）] ワークフローによって、アカウントが Cisco Smart 
Software Manager のスマート アカウント/バーチャルアカウント ペアに自動的に登録され

ます。 
7. VA が 1 つだけのサテライトの場合  

a. サテライト EE 上のローカルのデフォルト バーチャル アカウントに PI をすべて再登録し

ます。 
b. サテライト EE のライセンシング ポータルでユーザを再作成し、そのロールをデフォルト 

VA に再度割り当てます。 
c. サテライト Classic でサポートされる VA が 1 つだけの場合は、移行後、次のように表示さ

れます。 
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8. VA が複数あるサテライトの場合 
a. サテライト Classic に複数の VA がある場合、サテライト EE のライセンシング ポータル

で、8.d に示す構成になるようにローカル VA を追加します。 
b. CSSM で、サテライト Classic にリンクされているバーチャル アカウント（VA1、VA2、VA3、

VA4）のライセンスを、サテライト EE にリンクされているバーチャル アカウント（My-sat-VA）
に移行します。 

c. サテライト EE のアカウントを、CSSM のスマート アカウント/バーチャルアカウント ペアに

登録します。この例では、CSSM のバーチャル アカウントは、My-sat-VA です。登録後、

My-sat-VA のすべてのエンタイトルメントが、サテライト EE のローカルのデフォルト VA に
追加されます。 

d. ローカルの仮想アカウントを作成します（VA1、VA2、VA3、VA4）。 
e. 対応するサテライト EE 上のローカル VA（VA1、VA2、VA3、VA4）に PI を登録します。 
f. 8.d で作成したローカル VA（VA1、VA2、VA3、VA4）に、ローカルのデフォルト VA のライ

センスを移行し、以前のサテライト Classic と同じ構成を複製します。 
g. サテライト EE ライセンシング ポータルでユーザを再作成し、対応する VA にそれぞれの

ロールを再度割り当てます。 
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