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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管理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。 

[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。 

例では、次の表記法を使用しています。
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表記法  説明  

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。 

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。 

注：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  
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス リクエストの送信、追加情報の収集の詳細について

は、『What's New in Cisco Product Documentation』[英語] を参照してください。 

シスコの新しい技術情報や改訂された技術情報を直接デスクトップで受信することをご希望の場合は、What's New in Cisco 

Product Documentation RSS feed にご登録ください。RSS フィードは無料のサービスです。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html�
http://www.cisco.com/assets/cdc_content_elements/rss/whats_new/whatsnew_rss_feed.xml�
http://www.cisco.com/assets/cdc_content_elements/rss/whats_new/whatsnew_rss_feed.xml�
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Cisco Smart Software Manager サテライトの概要  
Cisco Smart Software Manager サテライトについて  

特長  

システム要件 

対応する Web ブラウザ  

ポートの使用  

Cisco Smart Software Manager サテライトについて  
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

ントをサポートする（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 

• 下位方向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） 

 

http://www.cisco.com/go/smartsatellite�
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/index.html�
http://www.cisco.com/go/smartsatellite�
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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 1 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 1 - 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 2 に示します。 

Cisco Smart  
Software  
Manager 

スマート アカウント A 

バーチャル 
アカウント A 

バーチャル 
アカウント B 

バーチャル 
アカウント C 

バーチャル  
アカウント D 

バーチャル  
アカウント E 

バーチャル  
アカウント F 

バーチャル 
アカウント G 

バーチャル  
アカウント H 
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図 2 - SSM サテライト Enhanced Edition 

注：このガイドの記載時点では 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 

http://software.cisco.com/�
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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：仮想マシンの「インストール可能」バージョンを圧縮して含んでいるオープン仮想アーカイブ 

• 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際は、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 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

ループ化に役立ちます。 

バーチャル アカウント検索：ローカル 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た従来のライセンスの PAK 番号）

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 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  
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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ユーザ 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、使用量課金など）も追加していく予定です。 

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 5.0.1 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）  
• 使用量課金  
• バックアップ/復元  
• 高可用性  

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。 

Cisco Smart Software Manager サテライト EE 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。 

 

Cisco Smart Software Manager サテライトのユニバーサル ISO のインストール パッケージは、次のコンポーネントで構成
されています。 

 CentOS 7  

 Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition 
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サテライトのインストールとセットアップの詳細については、『Cisco Smart Software Manager satellite EE Installation Guide
（Cisco Smart Software Manager サテライト EE インストレーション ガイド）』を参照してください。 

対応する Web ブラウザ  
Cisco Smart Software Manager サテライト EE 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  

注：ブラウザで Javascript 1.5 以降を有効にする必要があります。 

使用ポート 
Smart Software Manager サテライト EE は、さまざまな通信用に以下のポートを使用します。ファイアウォール ルールに
次のポート番号が設定されていることを確認してください。 

• ユーザ インターフェイス：HTTPS（ポート 8443） 

• 製品登録：HTTPS（ポート 443）、HTTP（80 ポート） 

• CSSM への通信：HTTPS（tools.cisco.com、api.cisco.com、clousso.cisco.com）、ポート 443 
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Smart Software Manager サテライト EE の概要 
マルチテナント アカウント管理 

SSM サテライト EE システム ロール 

SSM サテライト EE ライセンス管理ロール 

SSM サテライト EE ユーザのワークフロー 

Smart Software Manager サテライト EE では、アーキテクチャとユーザ インターフェイスを以前のバージョンから一新し

ました。独立したライセンシング ポータルと管理ポータル、マルチテナント機能、新たな登録/同期プロセス、ライセン

ス管理用の新たなシステム ロールと RBAC、外部認証、syslog、プロキシなどの機能がパッケージ化されています。した

がって、新たなシステム セットアップと操作方法の変更点について理解することが重要です。 

マルチテナント アカウント管理 
Cisco Smart Software Manager（CSSM）では、お客様が保有するすべてのライセンスおよび製品インスタンスが、お客様の

スマート アカウントおよびバーチャル アカウント内で管理されます（ライセンスと製品インスタンスは、お客様のバー

チャル アカウント内のエンティティごとにまとめられています）。 

SSM サテライト EE では、お客様をローカル アカウント（または単にアカウント）によって表しています。各アカウン

トは、スマート アカウント内の Cisco バーチャル アカウントに対応します。Cisco バーチャル アカウントに含まれる

ライセンスはローカル アカウントと同期され、「DEFAULT」ローカル バーチャル アカウントに表示されます。サテラ

イト EE で作成されたローカル バーチャル アカウントは、CSSM には表示されません。 

要約すると、アカウントには以下のようなタイプがあり、次の図に示すような関係になっています。 

• CSSM 上のスマート アカウント/バーチャル アカウント 
• SSM サテライト EE 上のローカル アカウントとローカル バーチャル アカウント 
• SSM サテライト Lite Edition（未発売）上のローカル バーチャル アカウント 
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上記の例では、Cisco スマート アカウントと SSM サテライト EE のローカル アカウントには、さらに次のような関係
があります。 

• ローカル アカウント Quebec.CM が作成され、Cisco スマート アカウント/バーチャル アカウント ペア（この
例ではそれぞれ Canada Motors と Quebec）に関連付けられている。 

• Cisco Smart Software Manager には、サテライトの Quebec.CM と、Quebec VA のすべてのライセンスだけが表示
される。SSM サテライト EE の「DEFAULT」バーチャル アカウントとローカル バーチャル アカウント（作成
されている場合）の中でライセンスがどのように分割されているかは、SSM にはわからない。 

• SSM サテライト EE のユーザは、SSM サテライト EE アカウント Quebec.CM の下にある、ローカルの DEFAULT 
バーチャル アカウントおよびすべてのローカル バーチャル アカウント（Local-1、Local-2）のライセンスを、確
認および管理（作成、削除、転送）できる。 

• Cisco Smart Software Manager には、Quebec.CM サテライトの Quebec VA で保有されているライセンスの合計数
が表示される。 

• CSSM への同期中、SSM サテライト EE は、Quebec.CM ローカル アカウントに関連付けられている DEFAULT バーチャ
ル アカウントとすべてのローカル バーチャル アカウントからライセンス数を集計し、合計数を CSSM に提示する。 

まとめると、以下のようになりにます。 
• Cisco Smart Software Manager ユーザに表示される内容 

o スマート アカウント Canada Motors 
o バーチャル アカウント Quebec 
o サテライト Quebec.CM 
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• SSM サテライト EE ユーザに表示される内容 
o ローカル アカウント Quebec.CM 
o ローカル バーチャル アカウント「DEFAULT」 
o ローカル バーチャル アカウント「Local-1」、「Local-2」 

 

 
 

• この例では、CSSM と SSM サテライト EE のライセンス数は以下のようになります。 

 

各ローカル アカウントの名前は、SSM サテライト EE 上で一意である必要があります。通常、管理を容易にするために、
サテライト EE に関連付けられている Cisco バーチャル アカウントとローカル アカウントは、同じ名前にします。しか
しその場合、もしも同じ名前のバーチャル アカウントを持っている別の Cisco スマート アカウント（別のお客様）に SSM 
サテライト EE が登録されると、問題が生じる可能性があります。 
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この例では、Canada Motors 社用に選択したローカル アカウント名は Quebec.CM です。もしも SSM サテライト EE が
別のお客様（たとえば American Card 社）にも登録され、そのお客様が「Quebec」という名前の Cisco バーチャル アカ
ウントを持っていた場合、SSM サテライト EE では別の名前のローカル アカウント（たとえば Quebec.AC）を割り当て
る必要があります。 

SSM サテライト EE システム ロール  
SSM サテライト EE は、システム ロールとライセンス ロールという異なるロールを持っています。システム ロールは、SSM 
サテライト EE システム全体に適用されます。システム ロールを持つユーザは、サテライト EE の設定や操作を行うことが
できます。たとえば、IP アドレスの設定、新規ローカル アカウントの承認、バナー テキストの変更、CSSM への同期、サテ
ライトのアップグレードなどです。これらの操作は、以下のロールに基づいて、SSM サテライト EE 管理ポータルで行います。 

• システム管理者  
o 管理者としてすべてのローカル アカウントにフルアクセス 
o 新しいローカル アカウントを承認 
o すべてのローカル アカウントを削除 
o 管理ポータルでのみ可能な登録および同期を実行 
o IP アドレス、NTP、認証、Syslog、プロキシを設定  

• システム オペレータ  
o 管理者としてすべてのローカル アカウントにフルアクセス  
o 管理ポータルでのみ可能な登録および同期を実行 
o IP アドレス、NTP、認証、Syslog、プロキシを表示 

• システム ユーザ  
o 管理ポータルにはアクセス不可  
o ライセンシング ポータル外のローカル アカウント上の RBAC に限定。つまり、システム ユーザのアカ

ウント アクセス権は、ローカル アカウント管理者、ローカル アカウント ユーザ、バーチャル アカウ
ント管理者、バーチャル アカウント ユーザなどに特化されている。 

SSM サテライト EE ライセンス管理ロール 
サテライトのシステム ユーザ ロールでは、ライセンス ポータル上で、ローカル アカウントに次のロールベース アクセ
ス コントロール（RBAC）が適用されます。これらの制御は、ローカル アカウントおよびローカル バーチャル アカウ
ント レベルで適用され、よりきめ細かいアクセス制御が可能になります。各ロールは、Cisco Smart Software Manager か
ら独立していますが、同様に機能します。 

• ローカル アカウント ユーザ   
o ローカル アカウント内のローカル バーチャル アカウントでのトークンの生成 
o ローカル アカウント内のローカル バーチャル アカウントの表示 
o ローカル アカウント内のローカル バーチャル アカウントのイベントの表示 
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• ローカル アカウント管理者：すべてのローカル アカウントをセットアップして管理する権限を持ちます。 
o ローカル アカウント ユーザのすべてのアクセス権  
o 新規ユーザの作成 
o ローカル アカウント内のローカル バーチャル アカウントの作成/削除 
o ローカル アカウント内のローカル バーチャル アカウント間での製品インスタンスの転送 
o サテライトの管理（作成、削除）  
o サテライト EE のローカル アカウントのプロパティの編集は不可（CSSM のスマート アカウント管理者

ロールとは異なる点） 
• ローカル バーチャル アカウント ユーザ 

o 割り当てられたローカル バーチャル アカウント内でのトークンの生成  
o 割り当てられたローカル バーチャル アカウントでのサテライトの追加/表示  
o 割り当てられたローカル バーチャル アカウントのイベントの表示  

• ローカル バーチャル アカウント管理者 
o ローカル バーチャル アカウント ユーザのすべてのアクセス権  
o ユーザの作成  

SSM サテライト EE ユーザのワークフロー 
SSM サテライト EE をインストールしたら、ユーザ インターフェイスにログインするための設定が必要です。また、Cisco 
Smart Manager でライセンスを管理できるようにするために、各 SSM サテライト EE のローカル アカウントをそこに登
録する必要があります。SSM サテライト EE の一般的なワークフローを次に示します。
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開始手順 
サテライトの運用を開始してスマート ライセンスの機能にアクセスするための手順を、以下に示します。 

1. キックスタート インストール：ユーザがインストール ガイドのキックスタート手順に従ってサテライトを導入
します。 

2. ネットワーク設定：ユーザが管理者ポータルのネットワーク オプションを利用してサテライトの IPv4 アドレス
を設定します。最大 2 つのインターフェイスを設定できます。 

3. システム設定：ユーザがログイン メッセージおよびバナー、認証方式（LDAP、OAuth2、ローカル）を設定します。 
o これらの手順が完了すると、SSM サテライト EE システムがローカルで動作します。 
o ユーザがライセンシング ポータル内でアカウントにアクセスするには、新しいローカル アカウントをリ

クエストするか、既存のローカル アカウントにアクセスする必要があります。新規導入の場合は、新し
いローカル アカウントをリクエストする必要があります。 

o 新規ローカル アカウントをリクエストする場合、ローカル アカウントを Cisco スマート アカウント/Cisco 
バーチャル アカウント ペアに登録しなければなりません（CCO クレデンシャルを使用）。登録が完了
したら、ユーザはそのアカウントを使用してライセンスを管理することができます。 

4. 新規アカウントのリクエスト：ユーザがライセンシング ポータル（https://<ip アドレス> または https://<ip ア
ドレス>:8443）にログイン後、新規ローカル アカウントをリクエストします。完了すると、サテライトの管理ポー
タルの [アカウント（Account）] ウィジェットにある [アカウントリクエスト（Account Request）] タブにリクエ
ストが表示されます。もう 1 つの方法として、管理ポータルの [アカウント（Accounts）] にある [新規アカウン
ト（New Account）] オプションを利用してリクエストすることもできます。 

5. 新規ローカル アカウントの承認：管理者が管理ポータル（https://<ip アドレス>:8443/admin）にログインし、[ア
カウント（Accounts）] の [アカウントリクエスト（Account Requests）] で、手順 4 のリクエストを承認します。
[承認（Approve）] アクションを完了すると、アカウントが Cisco Smart Software Manager に登録され、サテライ
トのライセンシング ポータルの全機能が有効になります。これで、ユーザがスマート ライセンスのオプション
を使用できるようになりました。 

6. 既存アカウントへのアクセス権のリクエスト 
a. ユーザが、ライセンシング ポータル（https://<ip アドレス>）にログインし、既存のローカル アカウン

トへのアクセス権をリクエストします。 
b. 既存のローカル アカウントへのアクセス権の承認：管理者がライセンシング ポータルにログインし、[ア

カウント管理（Manage Account）]、[アカウントリクエスト（Accounts Requests）] の順に選択し、承認待
ちになっている [保留中（Pending）] のローカルアカウントを確認します。このワークフローは、新規ロー
カル アカウントのリクエストとは異なり、ライセンシング ポータルで実施され、アカウント登録プロセ
スを経由しないので注意してください（既存のアカウントはすでに CSSM に登録されているため）。 

 
これで、ユーザがスマート ライセンス機能（製品の登録、ローカル バーチャル アカウント/ユーザの作成、製品および
ライセンス ステータスの確認/転送など）を利用できるようになりました。 
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SSM サテライト EE 管理ポータル 
ユーザ 

アカウント 

API ツールキット 

アクセス権の管理  

ネットワーク 

システム設定 

同期 

ソフトウェアのダウンロード 

サテライト システムの運用を開始するためには、管理ポータルを使用してセットアップする必要があります。管理ポータ
ルは https://<ip アドレス>:8443/admin からアクセスでき、以下の図のように表示されます。 

注：システム ヘルス画面は自動的に表示され、この時点では非表示にすることができません。 
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SSM サテライト EE 管理ポータルでは、次のようなシステム レベルの機能を使用できます。 

• ユーザ：sysadmin、sysops、user ロールを持つシステム ユーザを作成するなど、ユーザの管理を行います。 
• アカウント：SSM サテライト EE のローカル アカウントのリクエストを作成/承認します。 
• ネットワーク：ネットワーク IP、NTP、DNS サーバ、デフォルト ゲートウェイ アドレス、プロキシ パラメー

タ、syslog の設定または変更を行います。 
• API ツールキット：サテライト API にアクセスするためのクライアント認証およびリソース認証クレデンシャル

を作成できるようにします。 
• アクセス管理：認証方式および LDAP グループを設定します。 
• 設定：バナー テキスト、認証方式、syslog パラメータを設定します。 
• 同期：アカウントを Cisco Smart Software Manager と同期します。 
• ソフトウェア ダウンロード：SSM サテライト EE ユーザが利用できるローカルのソフトウェア リポジトリ（オ

プション）管理者は、このリポジトリにソフトウェア イメージをアップロードし、使用権を持つユーザがライセ
ンシング ポータルからダウンロードできるようにします。 

ユーザ 
[ユーザ（User）] ウィジェットでは、システム管理者またはシステム オペレータがローカル ユーザを（ローカル認証データベー
スに）作成し、そのユーザに関するパスワード ルールや自動ロック機能などの高度なパラメータを設定することができます。 

管理ポータルでユーザが作成されると、ローカルの認証データベース（LDAP や SSO などの認証サーバではない）に追
加され、システム ユーザのデフォルトのシステム ロール（最も低い権限）が設定されます。対応する認証方式が設定さ
れていれば、LDAP または SSO のユーザがそれぞれの認証サーバ内に作成され、ライセンシング ポータルにログインす
ることができます。このユーザは、既存のローカル アカウントまたは新規ローカル アカウントへのアクセス権をリクエ
ストできます。その後、サテライトのライセンシング ポータルでスマート ライセンス機能を使用できるようになります。 

新規ユーザを作成するには、以下の手順を実施します。 

• 管理ポータルで [ユーザ（Users）] をクリックします。 

• [作成（Create）] をクリックします。 

• 画面で要求された情報を入力します。必須フィールド（* がついている）は、[ユーザ名（User Name）]、[電
子メール（Email）]、[パスワード（Password）]、[言語（Language）] などです。 

• [ユーザの追加（Add User）] をクリックします。 
 
注：ここで作成したローカル ユーザにはシステム ユーザのデフォルト ロールが設定されます。システム管理者
は、デフォルト ロールをシステム管理者ロールまたはシステム オペレータ ロールに変更できます。 
 

システム管理者またはシステム オペレータ ロールでは、ユーザを無効にしたり削除したりすることができます。 

[無効（Disable）]：ユーザはデータベースに存在しますが、再度有効にするまでログインできません。ユーザを削
除するには、その前にユーザを無効にしておかなければなりません。 
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[削除（Remove）]：[無効（Disable）] アクションを実施した後に表示されるオプション。 
 
注：システム管理者またはシステム オペレータが自分自身を削除することはできません。 

アカウント 
ライセンシング ポータルでスマート ライセンス機能を実行するためには、新規または既存の SSM サテライト EE ロー
カル アカウントを利用できるようにする必要があります。アカウントが利用できるようになるまでは、その他すべてのス
マート ライセンス オプションはグレーアウトされます。 

ローカル アカウントをリクエストしたら、Cisco Smart Software Manager に登録する必要があります。アカウントは、登
録後にアクティブ/使用可能な状態になります。ネットワーク登録と手動登録の両方がサポートされています。 

SSM サテライト EE ローカル アカウントを登録する際には、Cisco スマート アカウント/バーチャル アカウント ペア
を指定する必要があります。Cisco バーチャル アカウントがない場合は、登録時に Cisco Smart Software Manager で作成
されます。既存の Cisco バーチャル アカウントがある場合はそれが使われます。 

ライセンシング ポータルを利用したアカウント リクエスト  

SSM サテライト EE ローカル アカウントは、ライセンシング ポータルで次のオプションを使用してリクエストできます。 

• [アカウントのリクエスト（Request an Account）] または 

• [既存アカウントへのアクセス権のリクエスト（Request Access to an Existing Account）] 

ライセンシング ポータルで新しいローカル アカウントをリクエストするには、次の手順を実行します。 

• [アカウントのリクエスト（Request an Account）] をクリックします。 

• [電子メール（Email）]、[作成者へのメッセージ（Message to Creator）]、[ローカルアカウント名（local Account 

Name）]、[Ciscoスマートアカウント（Cisco Smart Account）]、[Ciscoバーチャルアカウント（Cisco Virtual Account）] 

などの情報を入力します。必須の項目名には * が付いています。 

• 登録を成功させるには、正確な Cisco スマート アカウント/バーチャルアカウント ペアを指定する必要があ
ります。スマート アカウントは CSSM に存在していなければならないので注意してください。Cisco バーチャ
ル アカウントは、CSSM に存在しない場合は作成されます。 

• [続行（Continue）] をクリックします。 

リクエストが送信されると、システム管理者が管理ポータルでリクエストを承認できます。 
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管理ポータルを利用したアカウント リクエスト  

システム管理者またはシステム オペレータは、管理ポータルの [アカウント（Accounts）] ウィジェットを利用して、新

規ローカル アカウントを作成できます（オプション）。次の手順に従います。 

  
• [アカウント（Accounts）] ウィジェットを開きます。 

• [アカウント（Accounts）] をクリックします。 

• [新規アカウント（New Accounts）] をクリックします。 

• [アカウント名（Account Name）]、[Ciscoスマートアカウント（Account Name）]、[Ciscoバーチャルアカウン

ト（Cisco Virtual Account）]、[通知用電子メール（Email for Notification）] などの情報を入力します。必須の

フィールドには * が付いています。 

• [送信（Submit）] をクリックします。 

• ローカル アカウントの登録先とする Cisco Smart Software Manager スマート アカウントとバーチャル アカウ

ントのペアを入力します。スマート アカウントは CSSM に存在していなければならないので注意してくだ

さい。Cisco バーチャル アカウントは、CSSM に存在しない場合は作成されます。 

• 新規アカウント リクエストが作成されシスコへの登録準備が整ったことを示すメッセージが表示されます。 

• その後、アカウント リクエストが [アカウント（Accounts）] ウィジェットの [アカウントリクエスト（Account 

Requests）] タブに表示されます。 

アカウント リクエストの承認（ネットワーク モードでのアカウント登録） 

ローカル アカウントのリクエストは、管理ポータルの [アカウントリクエスト（Account Requests）] に表示され、システ

ム管理者による承認/登録待ちの状態になっています。 

• システム管理者が、[アクション（Actions）] の下の [承認（Approve）] をクリックして、ローカル アカウン

トを CSSM に登録します。 

• [次へ（Next）] をクリックします。 

• Cisco スマート アカウント/バーチャル アカウントにアクセスするプロンプトが CSSM で表示されたら、シ

ステム管理者の CCO ID クレデンシャルを入力します。 

• [送信（Submit）] をクリックします。 

• サテライト EE に登録の進捗状況が表示されます。 

• 登録に成功すると、「Account was created successfully（アカウントが正常に作成されました）」というメッセー

ジが表示されます。 

• また、ローカル アカウントが、[アカウント（Accounts）] タブの下に [アクティブ（Active）] として表示さ

れます。 
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• ローカル アカウントが、登録済みサテライトとして Cisco Smart Software Manager の [サテライト（Satellites）] 

ペインに表示されます。ローカル アカウント名として [全般（General）] タブの [サテライト名（satellite name）] 

が付与され、[バーチャルアカウント（Virtual Accounts）] タブに表示されます。 

 

注：SSM サテライト EE のローカル アカウント 1 つでサポートされる Cisco バーチャル アカウントは 1 つだけです。 

 
[サテライト（Satellites）] ペインで CSSM の SSM サテライト EE に別の Cisco バーチャル アカウントを追加して

も、同期中のライセンス情報交換に使用されるのは、最初に登録された Cisco バーチャル アカウントだけです。そ

れ以外の Cisco バーチャル アカウントは無視されます。 

アカウントの承認（手動モードでのアカウント登録） 
[承認（Approve）] の代わりに [手動登録（Manual Registration）] を選択して、Cisco Smart Software Manager にローカル ア

カウントを手動で登録することができます。手動登録は、サポートされてはいますが、登録のたびに個々の登録リクエス

ト/承認ファイルを把握しなければならないので、推奨されていません。 

Cisco Smart Software Manager に手動でローカル アカウントを登録するには、次の手順を実行します。 

• ローカル アカウント名の [手動登録（Manual Registration）] を選択します。 

• ローカル アカウント登録ファイルを生成します。 

• Cisco Smart Software Manager にログインします。 

• [サテライト（Satellites）] に移動します。 

• [新規サテライト（New satellite）] をクリックします。 

• サテライトの情報を入力します。 

• [ファイルの選択（Choose File）] で、上記 2 番目の手順で生成したファイルを選択します。 

• 認可ファイルを生成してダウンロードします。 

• [ファイルの選択（Choose File）] オプションを使用して、ローカル アカウント認可ファイルを CSSM からサ

テライトにアップロードします。 

• [アカウント登録（Register Account）] をクリックします。 

 

アカウント リクエストの却下 

システム管理者は、理由を提示してローカル アカウントを「却下」することもできます。却下理由は、リクエスト実施者

宛の電子メールの内容に含まれます。 
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ローカル アカウントを却下するには以下を実施します。 

• [アクション（Actions）] で 

• [却下（Reject）] を選択します。 

• リクエスト実施者宛の電子メールに記載されるメッセージや理由を入力します。 

• ローカル アカウントは CSSM に登録されません。 

アカウントの無効化 

シスコに登録されたローカル アカウントを無効化、有効化、削除することが可能です。[無効化（Deactivate）] オプショ

ンを選ぶと、ライセンシング ポータルでのローカル アカウントへのアクセスが無効になります。無効化されたアカウン

トは、SSM EE サテライトからは削除されず、ユーザのアクセス権限も変更されません。 

ローカル アカウントを無効化するには以下を実施します。 

• ローカル アカウントに移動します。 

• [アクション（Actions）] で、[無効化（Deactivate）] を選択します。 

• リクエスト実施者宛の電子メールに記載されるメッセージや理由を入力します。 

• [無効化（Deactivate）] または [キャンセル（Cancel）] を選択します。 

アカウントの削除 

サテライトのローカル アカウントを別の Cisco スマート アカウント/バーチャル アカウント ペアに間違えて登録して

しまった場合、削除することができます。削除するには、管理ポータルで以下の手順を正確に実施する必要があります。 

1. サテライトのローカル アカウント内のすべてのローカル バーチャル アカウントに登録されている PI をす

べて削除します。 

2. PI がサテライトから削除されたことを CSSM に反映させるために、CSSM と同期します。登録されている PI 

はすべてサテライトで一元管理されているため、サテライトで PI を削除して CSSM に反映させるには、サ

テライトから PI を削除した後に CSSM と同期するのが唯一の方法となります。 

3. ローカル アカウントを無効化します。 

a. ローカル アカウントに移動し、[無効化（Deactivate）] をクリックします。 

b. ローカル アカウントが [無効（Inactive）] として表示されます。 
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4. ローカル アカウントを削除します。 

a. [アクション（Actions）] からローカルアカウントの [削除（Delete）] を選択します。[削除（Delete）] オ

プションはローカル アカウントが無効化されている場合にしか表示されないので、注意してください。 

b. [OK] をクリックしてローカル アカウントの削除を確定するか、[キャンセル（Cancel）] します。 

c. 登録済みの製品インスタンスやローカル バーチャル アカウントが、このローカル アカウントからす

べて削除されます。 

5. CSSM に移動し、このローカル アカウントに対応するサテライトを削除します。手順 1 で PI を削除してい

るため、この時点でこのサテライトに関連付けられている VA はありません。 

a. [サテライト（Satellites）] ペインに移動します。 

b. このローカル アカウントに対応するサテライトを選択します。 

c. [アクション（Actions）] から [削除（Remove）] を選択します 

d. サテライトの削除を確定します。 

6. このアクションを実施すると、サテライトが CSSM から削除され、ローカル アカウントを正しい Cisco ス

マート アカウント/バーチャル アカウント ペアに登録し直すことができます。 

 

アカウントの有効化 

[有効化（Activate）] オプションは、無効になっているどのアカウントに対しても使用可能です。アカウントを再度有効

化すると、ライセンシング ポータルに再度表示され、認可されたユーザであれば誰でも利用できるようになります。 

• アカウントを [有効化（Activate）] するには、アカウント名を右クリックします。 

• [有効化（Activate）] を選択します。 

• 有効化する理由を入力します。 

• [有効化（Activate）] または [キャンセル（Cancel）] を選択します。 

 

API ツールキット 
 

アプリケーションがサテライトの API を使用するには、認証が必要になります。認証は [APIツールキット（API 
Toolkit）] ウィジェットを利用して行います。 

まず、アプリケーションで使用できるクレデンシャルを 1 つまたは複数作成する必要があります。アプリケー
ションは、サテライト Enhanced Edition で API にアクセスする際、作成されたクレデンシャルを使用します。
クレデンシャルが使用できない場合、アプリケーションは「403 Access Restricted（403 アクセス禁止）」エラー
を受信します。サテライト ソフトウェアには OAuth2 が組み込まれています（https://gihub.com/oauth-xx/oauth2 ）。 

https://gihub.com/oauth-xx/oauth2�
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また、システム管理者が API コンソール アクセスを有効にする必要があります。これが有効になると、シス
テム ユーザまたはシステム オペレータ ユーザが、クライアント クレデンシャルまたはリソース クレデンシャ
ルを作成して、（組み込みの OAuth2 サーバから）アクセス トークンを取得し、API を呼び出せるようにな
ります。クレデンシャルには、クライアント認可とリソース認可の 2 つのタイプがあります。 

• クライアント クレデンシャル認可：API へのマシン間アクセスを有効にして、API コールを発行でき
るようにします。 

• リソース オーナー認可：API へのユーザ/マシン間アクセスを有効にして、API コールを発行できるよ
うにします。これは、リモート システム ユーザがクライアント アプリケーションから API コールを
開始しようとしている場合に使用される認可です。 
 

クライアント ID およびクライアント シークレットが生成されたら、アプリケーションはそれを使用して OAuth2 
サーバにアクセス トークンの生成をリクエストする必要があります。このトークンは、API エンドポイント
に対する HTTP リクエストのヘッダーとして使用されます。 

API コンソールの有効化 
システム管理者が [APIコンソール有効化（API Console Enable）] トグル スイッチをオンにする必要があります。 
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OAuth2 認可の作成 
 

組み込みの OAuth2 サーバからアクセス トークンを取得するためには、クライアント クレデンシャルまたはリソース オー
ナー認可を生成する必要があります。 

 

API アクセス制御の設定  
API コンソールで [ここをクリックしてAPIアクセス制御を設定（Click here to set API Access Control）] をクリックすると、
クライアント クレデンシャルを使用するアプリケーションがアカウントとローカル バーチャル アカウントにアクセスで
きるようになります。 

手順 

1. [アカウント（Accounts）] をクリックします。 
2. [ロール（Role）]（[アカウント管理（Account Admin）]、[アカウントユーザ（Account User）]、[バーチャルアカ

ウント単位（Per Virtual Account）]）を選択して [追加（Add）] をクリックします。 
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これで、アプリケーションが上記 API エンドポイント コールでこれらのリソースにアクセスできるようになります。 

アクセス トークンの入手  
クライアント クレデンシャル認可でもリソース オーナー認可でも、同じ URL を使用してサテライトをコールします（POST 
"/backend/oauth/token"）。 

例： 

 

 

API のコール 
前の手順でアクセス トークンを受信すると、リモート システムは、そのアクセス トークンを使用してサテライトの API 
をコールします。クライアント クレデンシャル認可の場合、API 関数の実行は、OAuth クライアント クレデンシャル認
可に付与されたロールによって認可されます（上記の API アクセス制御を参照）。リソース オーナー認可の場合、API 関
数の実行は、システム内のユーザ ロールによって認可されます。 
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サテライト API 
これまでに Cisco SSM で利用可能になっている API は 21 種類あります。Cisco SSM API の詳細については、
以下を参照してください。 

https://anypoint.mulesoft.com/apiplatform/cisco-stage/#/portals/organizations/a4479091-a60c-4c9c-97ab-068d54235cea/a
pis/4824776/versions/95443/pages/293810 

サテライトで利用できる API はこのうち 14 種のみです（スマート アカウントまたは SLR/PLR 機能をサポー
トしていないため）。 

Cisco SSM API には、次のようなものがあります。 

1. スマート アカウント 
a. スマート アカウント検索：与えられた検索条件に基づいて、利用可能なスマート アカウントを

返します。この API では、API を利用できるユーザに対して、検索条件に一致したすべてのス
マート アカウントが返されます。そのスマート アカウントへのアクセス権の有無は考慮されま
せん。サテライトでは利用できません。 

b. ユーザ アクセス権の検証 V1：、自社スマート アカウント内で自身が保持しているアクセス権
を検証できます。サテライトでは利用できません。 

c. ユーザ アクセス権の検証 V2： V1 の機能を拡張し、オプションとしてドメイン クエリ パラ
メータが使用可能になっています。スマート アカウント ドメインが指定されていない場合、こ
の API は、ユーザと関連付けられているすべてのスマート アカウントと、各スマート アカウ
ントのロールを返します。サテライトでは利用できません。 

2. バーチャル アカウント 
a. バーチャル アカウントの作成：所定のスマート アカウント ドメインにバーチャル アカウント

を作成できます。 
b. バーチャル アカウントのリスト出力：リクエストしているユーザが、指定されたスマート アカ

ウント ドメイン内でアクセスできる、すべてのバーチャル アカウントのリストが出力されます。 
c. バーチャル アカウントの削除：所定のスマート アカウント ドメインのバーチャル アカウント

を削除できます。 
3. トークン 

a. 新規トークンの作成：指定したスマート アカウント/バーチャル アカウント ユーザ内に、製
品を登録するための新しいトークンを作成します。スマート アカウント レベルまたは指定し
たバーチャル アカウント レベルでの、必要な管理者権限またはユーザ アクセス権限が必須
となります。 

b. トークンのリスト出力：指定したスマート アカウント/バーチャル アカウント内の既存のアク
ティブ トークンのリストを出力します。 

c. トークンの取り消し：所定のスマート アカウント ドメインおよびバーチャル アカウントで
使用できる有効なトークンを取り消します。取り消したい一連のトークンを指定することがで
きます。 

https://anypoint.mulesoft.com/apiplatform/cisco-stage/#/portals/organizations/a4479091-a60c-4c9c-97ab-068d54235cea/apis/4824776/versions/95443/pages/293810�
https://anypoint.mulesoft.com/apiplatform/cisco-stage/#/portals/organizations/a4479091-a60c-4c9c-97ab-068d54235cea/apis/4824776/versions/95443/pages/293810�
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4. ライセンス 
a. スマート ライセンスの使用状況：指定したスマート アカウント ドメインとオプションのバー

チャル アカウントでのライセンス使用状況を出力します。 
b. ライセンス サブスクリプションの使用状況：指定したスマート アカウント ドメインとオプショ

ンのバーチャル アカウントのライセンス サブスクリプションを返します。 
c. ライセンスの転送：利用可能なライセンスを、同じスマート アカウント ドメイン内の異なるバー

チャル アカウント間で転送します。 
d. ライセンスの予約：ユニバーサル ライセンスおよび個別ライセンスを予約できます。この API 

では、ユニバーサル ライセンスと個別ライセンスの予約リクエストを組み合わせて指定するこ
とができます。予約が完了すると、送信したリクエストごとに承認コードが返されます。予約が
できなかった場合、該当するエラーメッセージが出力されます。サテライトでは利用できません。 

e. SLR 予約の更新：所定のバーチャル アカウントとライセンスに対してすでに予約されているラ
イセンスの数量を更新します。この API は、更新するライセンスの詳細情報と合わせてデバイ
スの詳細情報も受けとります。この API で更新できるのは、所定のバーチャル アカウントに
予約されたライセンスの数量のみです。応答として、ライセンス リクエストの承認コードが返
されます。サテライトでは利用できません。 

f. SLR 更新の確認：以前更新されたライセンス予約を確認できます。過去の更新を確認しないと、
新たな更新予約リクエストを送信できません。サテライトでは利用できません。 

5. デバイス/製品インスタンス 

a. 製品インスタンスの使用状況：指定したスマート アカウント ドメインとオプションのバーチャ
ル アカウントでのデバイスの使用状況をリスト出力します。スマート アカウントでのアクセス
権に基づき、使用可能なデバイスを取得して表示します。 

b. 製品インスタンスの検索：指定したスマート アカウント ドメインとバーチャル アカウントで
使用可能なデバイスおよびそれぞれの詳細情報（udiPid、シリアル番号、製品タグ ID など）の
リストを出力します。これらの情報は「製品インスタンスの削除」API に渡すことができます。 

c. 製品インスタンスの転送：この API は、利用可能な製品インスタンスを、同じスマート アカ
ウント ドメイン内の異なるバーチャル アカウント間で転送するために使用します。 

d. 製品インスタンスの削除：このメソッドを呼び出すことにより、自分のスマート アカウントに
登録されているデバイスを削除できます。この API を利用すれば、デバイスの削除をネットワー
ク運用の一環として自動化することができます。ユーザがこのリクエストを実行するには、必要
な管理者アクセス権限をスマート アカウント/バーチャル アカウント内で持っている必要があ
ります。 

e. 製品インスタンスの削除 V2（PLR/SLR）：既存の「製品インスタンスの削除」API の機能を拡
張し、ユニバーサル ライセンス予約または個別ライセンス予約の製品インスタンスを削除でき
るようになっています。サテライトでは利用できません。 
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6. アラート：スマート エンタイトルメントで使用可能なアラートを確認できます。次の 13 種類のアラー
トがあります。 

a. ライセンス契約の更新（サテライトでは利用できません） 
b. ライセンス不足 
c. ライセンス期限切れ 
d. ライセンス期限切れ間近 
e. ライセンス未変換 
f. ライセンス変換済み 
g. 製品インスタンスの更新に失敗 
h. 製品インスタンスが接続に失敗 
i. サテライトの登録解除および削除 
j. 同期の期限切れ 
k. 承認保留中 
l. 承認ファイル準備完了 
m. 同期に失敗 

 

アクセス権の管理 
サテライトの管理ポータルの [アクセス管理（Access Management）] ウィジェットには、次のアクセス管理機能があり
ます。 

• [LDAP設定（LDAP Configuration）]：外部認証メカニズムとしてサテライトが使用する LDAP サーバを設定し
ます。 

• [LDAPユーザ（LDAP Users）]：LDAP ユーザがサテライトにログインして認証されると、[LDAPユーザ（LDAP Users）] 
タブに表示されます。このタブで、サテライト アカウントとバーチャル アカウントにアクセス権を持っている LDAP 
ユーザを確認できます。これらの LDAP ユーザがサテライトにログインすると、必要に応じてサテライト アカ
ウント/ローカル バーチャル アカウントに対する RBAC が割り当てられます。 

• [LDAPグループ（LDAP Groups）]：LDAP ユーザ グループとは、LDAP サーバで定義された、複数の LDAP ユー
ザから成るグループです。サテライトを LDAP と統合すると、これらの LDAP グループにアカウントとローカ
ル バーチャル アカウントの RBAC を割り当てられるようになります。つまり、サテライトの [ユーザ（Users）] 
タブでアカウントとローカル バーチャル アカウントへのアクセス権を個々のユーザに 1 つずつ割り当てる代わ
りに、このウィジェット内の [LDAPグループ（LDAP Groups）] を使用して LDAP ユーザ グループにアクセス
権を割り当てることができます。 

• [SSO 設定（SSO Configuration）]：サポートされていません。 
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LDAP 設定 
サテライトで外部 LDAP サーバを外部認証用に使用できるようにするには、LDAP 設定オプションを使用します。 

認証方式の設定には 3 種類のオプションがあります。 

• [指定なし（None）]：ローカル認証データベースを使用する（外部認証サーバを使用しない） 

• [LDAP]：Lightweight Directory Access Protocol を使用する 

• [SSO]：シングル サインオンを使用する（現在未サポート） 

選択した方式に応じて適切なパラメータを指定する必要があります。 

• ローカル認証の場合は、[指定なし（None）] を選択します。 

• LDAP 認証の場合は、次の情報を入力します。 

o [LDAPタイトル（LDAP Title）]：任意のタイル 

o [LDAP IPアドレス（LDAP IP Address）]：LDAP サーバの IP アドレスまたは FQDN 

o [ポート（Port）]：LDAP サービスにアクセスするポート 

o [ベース（Base）]：LDAP DN（識別名）  

o [認証方式（Authentication Method）]：以下のオプションから選択 
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 [プレーン（Plain）] 

 [SSL] 
 [TLS] 

o [UID]：ユーザ ID フィールドの名前 

o [ユーザ名（Username）]：LDAP サーバに対するユーザ名 

o [パスワード（Password）]：LDAP サーバに対するパスワード 

o [保存（Save）] をクリックします。 

• SSO は現在サポートされていません。 

 

LDAP ユーザ 
[LDAPユーザ（LDAP Users）] タブには、ライセンシング ポータルにログイン済みの LDAP ユーザが表示されます。次
の例では、testuser1 がライセンシング ポータルにログインした後、[LDAPユーザ（LDAP Users）] タブに追加されていま
す。ライセンシング ポータルの [ユーザ（User）] オプションを利用して、LDAP ユーザをサテライトに追加し、RBAC
（アカウント管理者、アカウント ユーザ、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）を割り当て
ることができます。 
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[LDAPデータ更新（Update LDAP Data）] をクリックすると、ユーザ情報とユーザ グループ情報が LDAP サーバから取
得され、サテライトに表示されます。 

 

 

さまざまなリソース（アカウントまたはバーチャル アカウント）に対する RBAC を各 LDAP グループに割り当てるこ
とができます。LDAP グループ「users」に、サテライト アカウント ユーザ ロールとしてのアクセス権が割り当てられ
た例を、以下に示します。 
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以下の図は、LDAP グループ「users」に、ローカル バーチャル アカウントに対するバーチャル アカウント管理者とし
てのアクセス権が割り当てられた例を示しています。 

 

 

ネットワーク 
サテライトでは、IPv4、デュアル スタック IPv4 および IPv6 アドレッシング方式の設定がサポートされています。[ネッ
トワーク（Network）] ウィジェットでは、IP アドレス、ネットマスク/プレフィックス、デフォルト ゲートウェイ、およ
び SSM サテライト EE で使用されるプロキシ設定などのネットワーク パラメータを設定することができます。 

[全般（General）] タブで、[サテライト名（Satellite Name）]、[デフォルトゲートウェイ設定（Default Gateway Settings）] の 
IP アドレス、[DNS設定（DNS Settings）] を入力します。 
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インターフェイスのサポート  
SSM サテライト EE では、複数のインターフェイスを（最大 4 つまで）設定してユーザ管理、製品登録、CSSM との通

信に使用する機能が追加されています。ただし、HTTPS を使用できるインターフェイスは 2 つだけです。[ネットワーク

インターフェイス（Network Interface）] タブに表示されるインターフェイスの数は、ホスト上でプロビジョニングされた

インターフェイスの数によって異なります。 

注：すべてのインターフェイスが表示されますが、製品との厳密な HTTPS 通信に使用できるのは eth0 と eth1 のみ
です。それ以外のインターフェイスは、Web アクセスや、HTTP で登録する製品または厳密な SSL チェックを実施
しない製品に使用します。 

インターフェイス ステータス 
[ネットワークインターフェイス（Network Interface）] タブでは、インターフェイスのステータスは次のように表示されます。 

• [接続（Connected）]：インターフェイスは接続されており、IP アドレスが設定されています。 
• [接続（未設定）（Connected (Unconfigured)）]：インターフェイスは接続されていますが、IP アドレスは設定され

ていません。 
• [未接続（未設定）（Disconnected (Unconfigured)）]：インターフェイスは接続されておらず、IP アドレスも設定

されていません。 
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インターフェイス ゾーン 
必要に応じて、トラフィックの分離とセキュリティ管理関連のファイアウォール設定をすることができます。 

• [製品（Product）] は製品登録に使用します。 

• [管理（Management）] は、ユーザ インターフェイスの管理に使用します。 

• [インターフェイスの編集（Edit Interface）] をクリックすると、特定の設定パラメータ（IP アドレス、サブネット マ

スク、IP ゲートウェイ、デフォルト ゲートウェイ、ファイアウォール ポート要件）を変更することができます。 

• [OK] をクリックして完了します。 

 

プロキシ サポート 
SSM サテライト EE では、プロキシがサポートされているため、サテライトと Cisco Smart Software Manager の間に HTTPS 

プロキシを設定できます（[製品（products）] => [サテライト（satellite）] => [HTTPSプロキシ（HTTPS proxy）] => [Cisco SSM]）。

それにより、お客様がサテライトとの送受信トラフィックをファイアウォール ルールに従って簡単に管理することが可能

になります。 
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次の手順に従います。 

• [プロキシサーバを使用（Use A Proxy Server）] を [オン（On）] にスライドします。 

• [プロキシユーザ名（Proxy Username）] と [プロキシパスワード（Proxy Password）] を入力します。 

• [適用（Apply）] または [リセット（Reset）] をクリックします。 

注：プロキシ設定が適用されるのは、シスコと通信してアカウント登録および同期を行っている間のみです。 

 

システム設定 
[設定（Settings）] ウィジェットでは、SSM サテライト EE に必要な各種設定（システム バナー、認証方式、syslog パ
ラメータ、言語など）をシステム管理者によって行うことができます。 

メッセージング  
[メッセージング（Messaging）] タブでは、ユーザがさまざまなメッセージを設定することができます。 

• [バナーテキスト（Banner Text）] を入力します。 

• [メッセージの表示（Display Message）] をクリックし、[テキスト/背景色（Text/Background Colors）] を選択します。 

• [ログインページメッセージ（Login Page Message）] を入力します。 

Syslog  
サテライトでは syslog がサポートされているため、SSM サテライト EE イベントをリモート syslog サーバに送信できます。 

syslog サポートを有効にするには、次の手順を実施します。 

 

• syslog サーバに送信するイベントに対して [リモートロギングを有効にする（Enable Remote Logging）] オプショ

ンを選択します。 

• [Syslogサーバアドレス（Syslog Server Address）] と [UDPポート（UDP Port）] 番号を設定します。 

 
ソフトウェアは、次の重大度に基づいてイベントを送信します。 

• [情報（INFO）]：一般的な通知とイベント 
• [注意（WARN）]：軽度なアラート 
• [警告（ALERT）]：重大なアラート 
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言語 
現在サポートしているのは英語のみです。 

電子メール  

サテライトから電子メール通知を受信するための SMTP パラメータを設定できます。 

• [SMTPサーバURL（SMTP Server URL）]、[SMTPポート（SMTP Port）]、[ハロードメイン（Hello Domain）] を入
力します。 

時刻設定 
現在、時刻設定は、手動または NTP との同期によって行えます。お使いの SSM サテライト EE システムのタイム ゾー

ンを UTC+0 に設定し、すべてのタイムスタンプを UTC 時間で表示することもできます。UTC+ 時差を設定すると、タ

イムスタンプはシステムの現地時間で表示されます。 

[時刻設定（Time Settings）] で次の情報を入力します。 

• ドロップダウンから [タイムゾーン（Time Zone）] を選択します。 

• [手動時刻設定（Manually Set Time）] を [オン（On）] にスライドして手動で時刻を設定します。あるいは、 

• [NTPサーバと同期（Synchronize with NTP Server）] をオンにして NTP の [サーバアドレス（Server Address）] を

入力し、[今すぐ時刻同期（Synchronize Time Now）] をクリックします。 

• [適用（Apply）] をクリックします。 

本日のコンソール メッセージの設定 
 

• このオプションでは、SSM サテライト EE コンソールに表示するグリーティング メッセージを設定で

きます。 

• [本日のメッセージ（Message of the Day）] は、ユーザがログインすると表示されるメッセージです。 

• [ログイン前メッセージ（Before-login-Message）] は、ログイン プロンプトが表示される前のコンソー

ル表示またはグリーティング メッセージです。 

• [保存（Save）] をクリックします。 
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同期 
SSM サテライト EE ローカル アカウントを登録したら、SSM サテライト EE と Cisco Smart Software Manager とのラ

イセンス情報の一致を維持するために、 Cisco Smart Software Manager と定期的に同期することを推奨します。 

 

サテライトは、オンデマンド同期、スケジュールされた同期、手動同期をサポートしています。管理ポータルで [同期

（Synchronization）] ウィジェットをクリックすると、ローカル アカウントとそのステータスのリストおよび使用可能な

オプションが表示されます。 

Cisco Smart Software Manager は、すべてのライセンス エンタイトルメント（購入）、Cisco バーチャル アカウント、メ

タデータ情報を一元管理しています。一方、SSM サテライト EE は、製品インスタンスの登録およびライセンスの使用

状況を一元管理しています。つまり、それぞれのシステムが、もう一方のシステムを確かな情報源として、そこから送信

されるすべての情報を受け入れる必要があります。また、ローカル アカウントが Cisco Smart Software Manager と同期す

ると、新しい ID 証明書（1 年間有効）が付与され、引き続き機能できるようになります。 

注：ローカルのサテライト アカウントは、Cisco Smart Software Manager と同期しない期間が 1 年間（365 日）になると、
それ以降は機能しなくなるため、Cisco Smart Software Manager とサテライトの両方で削除してから再登録する必要がありま
す。その場合、その SSM サテライト EE に関するすべての製品インスタンスとライセンス情報が失われることになります。 

同期の種類 
以前は、SSM サテライト Classic と Cisco Smart Software Manager は差分同期モデルで動作しており、製品インスタンス、

ライセンス購入および使用情報の変更の差分のみが送受信されていました。しかし、SSM サテライト EE のデータベー

スが以前の VM スナップショットやバックアップから復元される場合、このような差分同期プロセスでは、ライセンス エ

ンタイトルメント/使用、および製品インスタンス数が一致しない可能性があります。データがいつ作成されたかにかかわ

らず、SSM サテライト Classic または EE 側で完全なデータのリストを作成して送信する必要があることを Cisco Smart 

Software Manager が検出すると、差分同期や標準同期ではなく完全同期が実行されます。 

これに対して、Cisco Smart Software Manager 側でも現在の正しい要素のソースについて完全なリストをまとめて、サテラ

イトに渡します。また、システム管理者が完全同期また部分同期を開始することもできます。 
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同期に関するアラート 
ローカル アカウントが Cisco Smart Software Manager と同期できなかった場合のアラートを以下に示します。 

• 同期期限切れ（軽度なアラート）：同期が 30 ～ 89 日間実施されていない場合のアラート。 
 
「Synchronization Overdue: Local Account has not synchronized in X days.」（X は、前回の同期日に基づき、30 ～ 89 
日となります） 
 

• 同期期限切れ（重大なアラート）：同期が 90 ～ 364 日間実施されていない場合のアラート。 
 
「Synchronization Overdue: Satellite has not synchronized in X days.」（X は、前回の同期日に基づき、90 ～ 364 日
となります） 
 

• 再登録が必要（重大なアラート）：同期が365 日間実施されず、Cisco Smart Software Manager への再登録が必要
な場合のアラート 
 
「Re-registration Required: Satellite was not synchronized for 365 days and must be re-registered with Cisco Smart Software 
Manager.」 

非同期期間が 1 年間に達した場合でも、SSM サテライト EE のローカル アカウントは（削除されず）CSSM にそのま

ま存在します。ただし、ID 証明書の有効期限が切れ、それ以降そのサテライト EE ローカル アカウントは同期できなく

なります。SSM サテライト EE 上と CSSM 上のライセンス数が一致していない可能性があり、ネットワーク同期も手動

同期も実施できません。既存の製品はサテライトから有効な応答を取得できず、新製品の登録もできません。ただし、こ

の影響が及ぶのはこのローカル アカウントのみです。これを解決するには、サテライトのアカウントを削除してから CSSM 

に再登録し、すべての製品インスタンスをローカル アカウントに登録し直すしか手段がありません（21 ～ 22 ページの

「アカウントの無効化」および「アカウントの削除」を参照してください）。 

オンデマンド ネットワーク同期 
ネットワーク同期では、サテライトが CSSM にインターネットで接続していることが前提とされます。各ローカル アカ

ウントで、ネットワーク同期に関して、[今すぐ標準同期（Standard Synchronization Now）] または [今すぐ完全同期（Full 

Synchronization Now）] のいずれかを選択できます。 

[今すぐ標準同期（Standard Synchronization）] または [今すぐ完全同期（Full Synchronization Now）] をクリックすると、

初めての場合、またはセッションの有効期限が切れている場合は、Cisco バーチャル アカウントへのログイン画面が表示

されることがあり、その際には Cisco Smart Software Manager の再認証を受ける必要があります。 
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同期する手順は以下のとおりです。 

• [同期（Synchronization）] ウィジェットを開きます。 

• ローカル アカウントで、[アクション（Actions）] から [今すぐ標準同期（Standard Synchronization Now）] また

は [今すぐ完全同期（Full Synchronization Now）] を選択します。 

• 自分の Cisco スマート アカウントのクレデンシャルを入力します。 

• [OK] をクリックします。 

• その後、スピナーが表示され、進行状況に合わせて [アラート（Alerts）] 列に同期のステータスが示されます。 

 

 

[サテライト名（Satellite Name）] は CSSM 上のサテライトの名前で、[アカウント名（Account Name）] はサテライト上

のローカル アカウントの名前です。通常、この 2 つは同じです。ユーザが CSSM でサテライト名を別の名前に変えた

場合、サテライト EE が同期応答でその変更を検出すると、[サテライト名（Satellite Name）] フィールドに新しい名前が

反映されます。 

ローカル アカウントの名前をクリックすると、[全般（General）] タブに、そのアカウントに関する情報（ローカル アカウント

名、Cisco バーチャル アカウント、Cisco サテライト名、UID、登録日、前回の同期日、同期有効期限など）が表示されます。 

また、さまざまな同期アクティビティのステータス、成否、関連する理由を確認できるイベント ログ エントリもあります。 

オンデマンド手動同期 
お客様のネットワークがインターネットに接続されていないときに、Cisco Smart Software Manager と SSM サテライト EE 

の間で製品インスタンス数、ライセンスの使用状況、ライセンス エンタイトルメントが一致していることを確認する必要

がある場合には、手動同期を使用します。 

この場合、手動同期を実行すると、SSM サテライト EE 同期リクエスト ファイルが作成されて Cisco Smart Software Manager に

アップロードされます。そして、同期応答ファイルを SSM サテライト EE が受信すると、ライセンス情報が同期されます。 
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[手動同期（Manual Synchronization）] をクリックし、[標準同期（Standard Synchronization）] または [完全同期（Full 

Synchronization）] を選択します。 

手動同期の手順は以下のとおりです。 
 

1.  管理ポータルから [同期（Synchronization）] ウィジェットをクリックします。 

2.  [アカウント（Accounts）] で [アクション（Actions）] をクリックします。 

3.  [標準同期（Standard Synchronization）] または [完全同期（Full Synchronization）] を選択します。 

4.  [ファイルのダウンロード（Download File）] ボタンをクリックして、同期リクエスト ファイルを作成し、

ローカル ハード ディスクにダウンロードします。 

a) データ ファイルが生成され、保存するローカル ファイル ディレクトリが開きます。 

b) データ ファイルを保存する場所を選択します。 

5.  Cisco Smart Software Manager にログインし、[サテライト（Satellites）] タブをクリックします。 

6.  [サテライト（Satellites）] ページで、データ同期の対象となるサテライトを見つけるか、または [新しいサ

テライト（New Satellite）] をクリックして新しいサテライトを追加します。 

7.  新しいサテライトを追加する場合、表示される画面で次のことを実行できます。 

a) [サテライト名（Satellite Name）] ボックスに新しいサテライトの名前を入力します。 

b) [ファイルの選択（Choose File）] をクリックして、登録ファイルを選択します。 

c) 既存のサテライトのリストから選択するか、[新しいローカルバーチャルアカウント（New Local Virtual 

Account）] を選択します。 

d) [新しいローカルバーチャルアカウント（New Local Virtual Account）] を選択した場合は、ローカル バー

チャル アカウントの名前を入力して、[追加（Add）] をクリックします。 

8.  リストから既存のサテライトを選択する場合は、このページの [アクション（Actions）] 列でサテライトの [ファ

イル同期（File Sync）] リンクをクリックします。 

9.  [サテライトの同期（Synchronize Satellite）] ダイアログボックスで、[ファイルの選択（Choose File）] をク

リックし、ステップ 4 でサテライトに生成されたデータ ファイルをアップロードします。 

10.  [応答ファイルの生成（Generate Response File）] をクリックして、データが同期された応答ファイルを生成

します。 

a) [同期応答ファイルの生成（Synchronization Response File Generated）] ダイアログが表示されます。 
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b) [OK] をクリックして続行します。 

11.  [応答ファイルのダウンロード（Download Response File）] をクリックして、ローカル ハード ディスクにダ

ウンロードします。 

12.  管理ポータルの [同期（Synchronization）] ウィジェットで SSM サテライト EE に戻ります。 

13.  [参照（Browse）] をクリックして、ステップ 11 でダウンロードした同期応答ファイルを選択します。 

14.  [アップロード（Upload）] ダイアログ ボックスをクリックして、応答ファイルをアップロードし、手

動同期プロセスを完了します。 

この手順が終了すると、ライセンス エンタイトルメントと使用状況が、Cisco Smart Software Manager とロー

カル アカウントで同じになります。サテライトのローカル アカウントに関連付けられたデフォルト バー

チャル アカウントおよびローカル バーチャル アカウントのすべてのライセンスを合計した数が、CSSM 上

の当該サテライトの Cisco バーチャル アカウントでの数と一致します。 

スケジュールされたネットワーク同期 
アカウントごとの手動同期の他に、SSM サテライト EE では、指定の間隔でシスコとすべてのローカル アカウントを同

期するスケジュールを設定することができます。デフォルトのスケジュールは 30 日ごとですが、自動同期のスケジュー

ルを日次、週次、月次に指定することが可能です。頻度設定によっては、毎日サテライトのデータをポータルと同様の最

新状態に保つことができます。 

グローバル同期データのプライバシー設定 
[スケジュール（Schedules）] タブで、すべてのローカル アカウントに適用されるグローバル データ プライバシーを設
定できます。個々のローカル アカウントでの設定は、これらのグローバル パラメータより優先されます。 

 [ホスト名（Hostnames）]：登録済み製品インスタンスのホスト名。このチェックボックスをオンにすると、この
データが転送から除外されます。 

 [IPアドレス（IP Addresses）]：登録済み製品インスタンスの IP アドレス。このチェックボックスをオンにすると、
このデータが転送から除外されます。 

 [MACアドレス（MAC Addresses）]：登録済み製品インスタンスの Media Access Control（MAC）アドレスこのチェッ
クボックスをオンにすると、このデータが転送から除外されます。 
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同期スケジュール 
以下に示すように、ローカルのアカウントの同期頻度（日次、週次、月次）と時刻を設定できます。 

注：このスケジュールは、すべてのローカル アカウントに適用されます。アカウントごとに個別のスケジュールを設定
する方法はありません。 

現在、スケジュールされた同期をグローバルに無効にする方法はありません。スケジュールされた同期を各ローカル アカ

ウント単位で無効にするには、次の手順を実施します。 

• [アカウント（Account）] を選択します。 

• [スケジュールされた同期の無効化（Disable Scheduled Synchronization）] をクリックします。 

これにより、スケジュールされた同期が、当該のローカル アカウントに対してはスキップされます。 

ソフトウェアのダウンロード 
SSM サテライト EE のシステム管理者は、[ソフトウェアダウンロード（Software Download）] ウィジェットで [ソフト
ウェアダウンロードの表示（Show Software Downloads）] をオンにすることができます。オンにすると、ライセンシング ポー
タルに [ソフトウェアダウンロード（Software Download）] メニュー（一番左）が表示されます。 

 

ライセンシング ポータルから、システム管理者がローカル アカウント用にアップロードしたソフトウェアをダウンロー

ドできます。システム管理者は、CCO で利用できるソフトウェア イメージを、管理ポータルの [ソフトウェアダウンロー

ド（Software Download）] ウィジェットにアップロードできます。ただしそのためには、まずシステム管理者が、CCO か

ら自分のコンピュータにソフトウェア イメージをダウンロードし、それから、次のようにして管理ポータルにアップロー

ドする必要があります。 
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• [新規ファイル（New File）] をクリックします。 

• CCO のダウンロード ページに表示されているとおりに製品情報を入力します。 

• 自分のコンピュータでファイルを参照します。 

• [保存（Save）] をクリックして、そのファイルをサテライトの管理ポータルにアップロードします。 
 

アップロードすると、管理ポータルの [ソフトウェアダウンロード（Software Downloads）] の表示は次のようになります。

製品名をクリックすると、アップロードされたイメージに関する追加情報が表示されます。 

 

これらのソフトウェア イメージが管理ポータルにアップロードされると、製品が正常に登録された後で、そのイメージが

ローカル アカウントのライセンシング ポータルに表示されます。つまり、各製品が登録されると、登録済み製品のソフ

トウェア ID が、管理ポータルにすでにロード済みのイメージと照合され、ユーザがそれをライセンシング ポータルか

らダウンロードできるようになります。 
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SSM サテライト EE ライセンシング ポータル 
サテライトのアカウントの登録 

輸出管理サポート 

アプリケーション冗長性サポート 

ユーザ グループ  

一括操作 

カスタム バーチャル アカウント タグ 

名前/タグでのバーチャル アカウント検索/フィルタ処理 

ライセンス タグ 

ライセンス タグでの検索 

高度なライセンス検索/高度なライセンス ビュー 

SSM サテライト EE ライセンス ポータルのその他の機能 

サテライトのアカウントの登録 
SSM サテライト EE ライセンシング ポータルは Cisco Smart Software Manager と同様のユーザ インターフェイスを備え

ており、そのポータルでローカル アカウントの管理やスマート ライセンスの運用を実施できます。 

[アカウントの管理（Account Administration）] オプションにより、新しいローカル アカウントの作成、既存のローカル ア

カウントへのアクセス権のリクエスト、ローカル アカウントの管理（ローカル バーチャル アカウントの作成、ローカル 

バーチャル アカウントへのユーザ追加など）を実施できます。 

ローカル アカウントを持たないユーザが初めてログインしたときには [スマートライセンス（Smart Licensing）] および [ア

カウントの管理（Manage Account）] オプションはグレーアウトされているので注意してください。そのため、次のよう

にして、ローカル アカウントをリクエストし、Cisco Smart Software Manager に登録する必要があります。 

• 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 スマート アカウント/バーチャル ア

カウント ペアに関連付けます。Cisco バーチャル アカウントが CSSM に存在しない場合は、登録プロセス

中に作成されます。 

• 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、ローカル アカウント リクエストを承認します。 
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• Cisco 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、SSM サテライト EE のローカル アカウントが CSSM に登録され、スマート ライセンス機能を使

用できるようになりました。 

輸出管理サポート 
概要 
サテライトでのかつての輸出管理サポートには、輸出制限機能が含まれていました。その機能は、米国、カナダ、EU、日
本、オーストラリア、ニュージーランドなど EULF/ENC 諸国内のお客様（シスコのお客様の 85 %）と、EULF/ENC 外
の非公共セクターであって、実際に公共セクターではないことを確認するスクリーニングが必要なお客様（シスコのお客
様の約 14 %）向けのものでした。お客様に対応するスマート アカウントは、輸出制限の対象かどうかによって分類され
ます。上記のカテゴリに分類されたお客様は、輸出管理許可登録トークンを生成できます。これを登録して利用すること
で、このお客様に登録されている製品の輸出管理機能を有効にすることができます。 

米国輸出制限が適用される EULF/ENC 外の公共セクターのお客様が、ごく少数（1 % 未満）存在します（政府、軍、政
府所有企業など）。これらのお客様は、現在、輸出管理許可トークンを生成できません。ただし、輸出ライセンスに関す
る特別権限の適用を受け、その輸出ライセンスによって承認された、特定の限られた機能を有効にすることはできます。 

更新後の輸出管理承認ワークフロー 
サテライトでの新しい輸出管理サポートの概要は以下のとおりです。 

1. サテライトのローカル バーチャル アカウントで製品の「不可」登録トークンを生成して登録します。このタイ
プのお客様の場合、「許可」登録トークンは生成できないので注意してください（つまり、このタイプのお客様
のライセンシング ポータルではこのオプションは使用できません）。 

2. サテライトのコマンドまたは GUI を使用して、制限付きライセンスおよび数量に対するリクエストが製品から送
られます。このリクエストは、Cisco Smart Software Manager（Cisco SSM）から承認を得る必要があります。 

3. 製品からの制限付きライセンス リクエストを Cisco SSM が受信すると、1 時間ごとにステータスをポーリング
するよう製品に通知されます。 

4. サテライトの GUI の [製品インスタンス（Products Instance）] タブでリクエストのステータスが更新されて表示
されます（ライセンス承認待ち）。 

5. サテライトで同期されない場合、サテライトは、製品から送信された制限付きライセンス リクエストを Cisco SSM 
に送信します。 

a. サテライトが手動モードの場合は、手動同期を実行して Cisco SSM の承認情報をサテライトに同期する
よう促すアラート（無視することも可能）が管理ポータルに表示されます。 

b. サテライトがネットワーク モードの場合、Cisco SSM に対する次回の同期リクエストに、輸出管理機能
による制限付きのライセンス承認応答が含まれます。 
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6. サテライトが CSSM から応答を受信すると、リクエストが処理され、アラートが適宜更新されて成功または失敗
のメッセージとその理由が示されます。 

a. 承認された場合、サテライトの [製品インスタンス（Product Instance）] タブが更新され、予約された正
しい輸出ライセンス数が表示されます。 

b. ライセンスが利用できないために却下された場合は、サテライトの [製品インスタンス（Product Instance）] 
タブにステータスが反映されます。他のタイプのエラー（形式不正、無効な輸出管理タグなど）の場合、
これらのステータスは製品にのみ送信され、サテライトの GUI には表示されません。 

7. 輸出ライセンスが不要になった場合は、この機能を無効にすることができます。そうすると、輸出管理承認のキャ
ンセル/差し戻しリクエストが製品から送信され、ライセンスがローカル バーチャル アカウントに戻されて他の
製品インスタンスで使用できるようになります。キャンセル リクエストは、元の承認リクエストと同様に動作し
ます。つまり、サテライトが、製品からキャンセル リクエストを受信し、キャンセル承認ステータスを後でチェッ
クするよう製品に通知し、Cisco SSM からの承認を求めてリクエストを送信します。 
 

新しい輸出管理のアラート  
輸出管理ライセンスがリクエストされたときにサテライト GUI の [製品インスタンス（Product Instance）] タブに表示さ
れる新しいアラートがいくつかあります。 

• [ライセンスリクエスト保留中（License Request Pending）]：輸出管理ライセンスが製品からリクエストされ、Cisco 
SSM からの承認を待機している状態。 

• [ライセンス返却保留中（License Return Pending）]：輸出管理ライセンスのキャンセルが製品からリクエストされ、
Cisco SSM からの承認を待機している状態。 

• [接続に失敗（Failed to Connect）：製品が ID 証明書の更新（365 日）の送信に失敗した状態。または、登録解除
には成功したが承認解除に失敗し、輸出管理ライセンスがリリースされていない状態。 

• [更新に失敗（Failed to Renew）：デバイスが制限付きと制限なし（通常承認）の両方のライセンスを使用し、制限
なしライセンスについて、承認の更新期限が切れている状態。 

• [輸出ライセンス利用不可（Export License Not Available）]：輸出管理ライセンスが製品からリクエストされている
が、ローカル バーチャル アカウントで利用できるものがない状態。 

• [エクスポートライセンス不足（Export License Not Sufficient）]：輸出管理ライセンスが製品からリクエストされて
いるが、ローカル バーチャル アカウントで一部しか利用できない状態（数が不足している）。 
 

製品インスタンスとライセンスの転送動作 
ライセンスに輸出制限が適用されている場合は、製品インスタンスとライセンスとで転送動作が異なります。この動作が
該当するのはサテライトのローカル バーチャル アカウントの場合のみなので注意してください。製品インスタンス（PI）
およびライセンスの転送について、次のことを再確認してください。 
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PI の転送 
サテライトにおけるローカル バーチャル アカウント間での PI の転送は、CSSM の場合と同様に動作します。 

• PI が制限なしライセンスを使用している場合。 
o PI が転送され、使用中の数量が転送先のローカル バーチャル アカウントに転送されます。使用可能な

ライセンスが転送先にない場合は、転送先のローカル VA がコンプライアンス違反（OOC）状態になり
ます。「ライセンス不足」の警告メッセージが表示されます。 

o PI 転送では、「転送元ローカル VA」で利用可能なライセンス（購入数量）は転送されません。OOC 状
態を解消するには、「転送元ローカル VA」から転送先に、使用可能なライセンス（購入数量）を別途転
送する必要があります。 

• PI が輸出制限ライセンスを使用している場合。 
o PI 転送によって新しいモーダルが開かれ、次のようなメッセージが表示されます。 

 

o そもそも使用可能なライセンスがなければ PI が管理対象ライセンスを使用することはできないため、転
送操作では、使用中のライセンスおよび使用可能なライセンス（購入数量）の両方が転送先 VA に反映さ
れます。したがって、転送先 VA が OOC 状態になることはありません。 
 

PI 転送と輸出管理ライセンス転送の根本的な違いは、PI 転送の場合には使用可能な（購入数量）ライセンスが転
送されて OOC 状態が回避されるのに対して、輸出管理の場合はそれが実施されない点にあります。 

ライセンスの転送 
すでに見てきたように、Cisco SSM はすべてのライセンス エンタイトルメントを一元管理し、サテライトは製品インス
タンス登録とライセンス使用状況を一元管理します。したがって、CSSM 外ではライセンスの転送はできません。ただし、
サテライトでは、ローカル バーチャル カウント内のライセンスはいずれも Cisco SSM に認識されないため、サテライ
ト内のローカル VA 間でのライセンス転送動作は CSSM と同じように機能します。サテライトと Cisco SSM 間で同期を
実行すると、サテライトの全ローカル バーチャル アカウントにおけるすべての製品インスタンスとライセンスが集約さ
れ、Cisco SSM で更新されます。逆も同様です。 
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CSSM とサテライトでのライセンス転送の動作は次のようになります。 

• 輸出制限されていないライセンスの転送 
o [ライセンス（Licenses）] タブで、購入数量分のライセンスのみが転送されます（使用中の数量ではあり

ません）。すべてのライセンスが使用中（たとえば、購入 = 5、使用中 = 5、差し引き = 0）の場合、購
入数量をすべて（可能最大数）転送すると、「転送元ローカル VA」が OOC 状態になります。 

o VA がすでに OOC 状態の場合は、ライセンスを転送できません。[転送（Transfer）]/[プレビュー（Preview）] 
ボタンはグレーアウトされます。 

• 輸出制限ライセンスの転送 
o ケース 1：使用可能な輸出制限ライセンスがあり、そのいずれも使用されていない場合、Cisco SSM/サテ

ライトで使用可能数量（差し引き）分のライセンスを転送することが可能です。輸出管理に関するメッセー
ジは表示されません。 

o ケース 2：使用可能な輸出制限ライセンスがあり、その一部が使用されている場合、Cisco SSM/サテライ
トで使用可能数量（差し引き）分のライセンスを転送することが可能です。その際、以下のような輸出管
理関連のメッセージが表示されます。 

 

o ケース 3：使用可能な輸出制限ライセンスがあり、そのすべてが使用されている場合、ライセンスを転送
すると「転送元 VA」が OOC 状態になってしまうため、Cisco SSM/サテライトでライセンスを転送する
ことはできません（シスコでは、輸出管理に関して OOC を許可していません）。[転送（Transfer）]/[プ
レビュー（Preview）] はグレーアウトされます。 

アプリケーション冗長性サポート 
概要 
アプリケーションの冗長性（またはアプリケーションの高可用性）は、Zone-Based ファイアウォール（ZBFW）、ネット
ワーク アドレス変換（NAT）、VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）、セッション ボーダー コントローラ
（SBC）などのアプリケーションの高可用性を製品インスタンス内で実現する方法です。アプリケーション冗長性モデル
では、アプリケーションのロールとシステム（製品インスタンス）のロールが異なる場合があります。つまり、システム
（製品インスタンス）がアクティブな場合にアプリケーションがスタンバイ状態であったり、またはその逆の状態になっ
たりすることがあり得ます。 

現在、製品の高可用性には、前提となる条件があります。その条件とは、製品インスタンス（シリアル番号または UUID 単
位）レベルでの冗長性とフェールオーバーの発生、および、あらゆる製品インスタンスが、一貫した単一の状態（アクティ
ブ、スタンバイ、または、場合によって高可用性（HA）クラスタのメンバーのいずれか）を示していることです。このモ
デルでは、製品は HA クラスタ内にアクティブな製品インスタンスは 1 つしか存在できないと想定しており、ライセン
スの消費はアクティブな製品インスタンスによってのみ報告されます。 
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アプリケーション冗長性対応製品では、フェールオーバー時にライセンスが二重カウントされるのを防ぐため、非冗長ア
プリケーションに必要な情報に加えて、以下の追加情報をエンタイトルメント リクエストを行うアプリケーションから
提供する必要があります。 

• アプリケーション冗長構成であることを示すインジケータ 
• ロール：アクティブまたはスタンバイ 
• ピア情報 
• アプリケーション固有識別子（UID）（これにより、Cisco SSM またはサテライトが、同一ライセンスの複数使用

を照合できる） 

Cisco SSM とサテライトは、この追加情報を利用して、使用中の特定のライセンスが 2 つのアプリケーション間で共有
されていることを認識し、そのアプリケーションをホストしているデバイスの固有識別子（UDI）を把握します。 

この追加情報を利用して、Cisco SSM とサテライトは以下のようなことを表示します。 
• アクティブ/アクティブ ピアの通常の構成の場合、ライセンスの使用状況インスタンスは、両方のアプリケーショ

ンによって使用されていると表示されます。 
• アクティブ/スタンバイ ピアの通常の構成の場合、ライセンスの使用状況インスタンスは、アクティブ/スタンバ

イ アプリケーション間で共有されます。 
o フェールオーバー時、スタンバイ ピアは、二重カウントを防ぐために、以前のアクティブ状態でのライ

センス数を使用します。 
o 共有デバイスで使用中のライセンスを表示します。 

 

アプリケーション冗長性対応製品インスタンスのワークフロー  
1. 製品インスタンスをサテライトに登録します。 
2. 該当するコマンドとピア情報を使用して、製品インスタンスで、1 つのアプリケーションをアクティブおよびそ

のピアをスタンバイ（アクティブ/スタンバイ）として設定するか、両方アクティブ（アクティブ/アクティブ）と
して設定します（適切な設定については、関連の製品マニュアルを参照してください）。 

a. アクティブ ピアとスタンバイ ピアは互いにポイントし合うように設定します。たとえば、DeviceA [DeviceA, 
TagA, ApplicationA, ID1, Active] が 1 つのライセンスを使用してレポートし、ピアを [DeviceB, TagB, 
ApplicationB , ID2, Standby] とするなどの設定にします。 

b. 同様の情報を使って、アクティブ/アクティブ ピアを設定します。 
3. アクティブ/スタンバイ（またはアクティブ/アクティブ）ピアの両方でライセンスをリクエストします。Cisco SSM とサ

テライトは冗長アプリケーション ピアに関する情報を持っているため、製品インスタンスの [高可用性（High Availability）] 
タブには、アクティブ ピアがライセンスを使用しておりスタンバイは使用していないことが表示されます。 

a. サテライトのアクティブ ピアに関する情報 
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b. サテライトのスタンバイ ピアに関する情報 
 

 
4. アクティブ/スタンバイ構成では、アクティブ アプリケーションに障害が発生した場合、（製品の特定のコマンド 

セットによって）スタンバイ ピアを明確に再設定し、（ピアを持たない）アクティブ アプリケーションとして
宣言させる必要があります。それによって、Cisco SSM またはサテライトで、現在ライセンスが、新しいアクティ
ブ ピア（以前のスタンバイ）に使用されていることを表示できるようになります。 
 

アプリケーション冗長性のための同期ファイルの変更 
サテライトが Cisco SSM と同期する場合、Cisco SSM 側で同じピア情報を確保できるようにするため、アプリケーション冗長性
に関する情報を同期リクエストに追加する必要があります。そうすることで、Cisco SSM の [製品インスタンス（Product Instances）] 
と [ライセンス（License）] のタブをサテライトと一致させます。アプリケーション冗長性の例を以下に示します。 

 

アプリケーション冗長性対応製品に関する UI レポート 
[製品インスタンス（Product Instances）] と [ライセンス（Licenses）] タブに、ピア情報を反映する追加のサブタブがあり
ます。上記のように、[製品インスタンス（Product Instances）] タブの [概要（Overview）]、[高可用性（High Availability）]、
[イベント（Events）] が更新されて表示されます。 

ユーザ グループ 
ユーザ グループとは、ユーザをグループ化することで、より効率的にグループ内の複数のユーザにオペレーションを適用
するための方法です。サテライトのアカウントまたはローカルのバーチャル アカウントへのアクセス権を各ユーザに逐一
割り当てる必要はなくなり、その代わりに、複数のユーザから成るグループを作成し、そのユーザ グループにロールを割
り当てることができます。 
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サテライトのユーザは複数のローカル ユーザで構成できます（[ユーザ（User）] ウィジェットの管理ポータルで作成）。
または、アクセス管理設定を利用して認証連携プロトコル（LDAP、OAuth2 など）からインポートすることもできます。
後者の場合、サテライトの [ユーザ（User）] ウィジェットにユーザが追加されてサテライトのアカウントまたはローカ
ル バーチャル アカウントに RBAC を適用できるようになるのは、ユーザがサテライトにログインした後です。 

ユーザ グループを追加する 
ユーザ グループを作成すると、自動的にグループのオーナーになります。グループのオーナーは、ユーザ グループの削
除や、グループへのメンバー追加を実施できます。 

新規ユーザ グループを作成するには、以下の手順を実施します。 

• サテライトのメイン メニューで、[アカウントの管理（Manage Account）] をクリックします。 
• [ユーザグループ（User Groups）] に移動します。 
• [新規ユーザグループ（New User Groups）] をクリックします。 
• [ユーザグループ名（User Group Name）] と [説明（Description）]（オプション）を入力します。 
• [作成（Create）] をクリックします。 
• ユーザ グループの一覧が表示され、[ユーザ（User）]、[グループオーナー（Group Owner）] のアクセス権、およ

びユーザの [アカウント（Account）] の有無が示されます。 
• 正常に作成されたことを示すメッセージが画面に表示され、サテライトで SMTP が適切に設定されている場合は、

ユーザに通知メールが送信されます。 
 

ユーザ グループを編集する 
グループ オーナーの場合、ユーザ グループを編集できます。 

• 自分の [ユーザグループ名（User Group Name）] の [ユーザを管理する（I Want To Manage Users）] をクリックします。 

• 編集する [ユーザグループ名（User Group Name）] の横にある [編集（Edit）] ボタン  をクリックします。 
• [ユーザグループ名（User Group Name）] または [説明（Description）] を変更して保存することができます。 

 

ユーザ グループを削除する 
グループ オーナーの場合、ユーザ グループを削除できます。 

• 自分の [ユーザグループ名（User Group Name）] の [ユーザを管理する（I Want To Manage Users）] をクリックします。 
• [ユーザグループの削除（Delete User Group）] をクリックします。 

 

ユーザ グループにメンバーを追加する 
ユーザ グループに個別にユーザを追加するか、CSV ファイルをアップロードして一括で追加することができます。 

• 個別にメンバーを追加する場合は、[ユーザを管理する（I want to Manage Users）] をクリックします。 
• メンバーの電子メールまたはユーザ ID（ローカル、LDAP、OAuth2 ユーザ）を入力します。 
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• [グループユーザ（Group User）] をオンにします。あるいは、追加したユーザをグループ オーナーにしない場合
は、オフのままにします。 

• [追加（Add）] をクリックします。 
• 複数のメンバーを一括で追加する場合は、CSV ファイルをアップロードします。 
• CSV が正しいテンプレートに準拠していることを確認します。CSV には、[名（First Name）]、[姓（Last Name）]、

[ユーザID（UserId）]、[オーナー/非オーナー（isOwner）] フィールドを設定します。 
• [ユーザのアップロード（Upload Users）] をクリックします。 
• ファイルを参照するか、コンピュータからファイルをドラッグします。 
• ファイルが 100 % アップロードされたことを示すメッセージが表示されます。 
• [X] をクリックしてこのモーダルを閉じます。 
• CSV ファイル内のユーザが UI に追加されています。 
• エラーが発生した場合は、赤で表示されます。 

 

ユーザ グループからメンバーを削除する 
• [ユーザグループ（User Group）] に移動し、[ユーザを管理する（I want to Manage Users）] をクリックします。 

• ユーザを選択し、削除アイコン  をクリックします。 
 

ローカル バーチャル アカウントのアクセス権をユーザ グループに割
り当てる 
アクセス権を自分のローカル バーチャル アカウントに割り当てると、そのユーザ グループの全メンバーに、当該ローカ
ル バーチャル アカウントに対する特定の RBAC（VA 管理者または VA ユーザ）が適用されるようになります。ユーザ 
グループのメンバーがそのローカル バーチャル アカウントに対するアクセス権をすでに個別に持っている場合は、一番
高いロールが優先されます。たとえば、VA-1 への VA 管理者アクセス権が User1 にすでに個別に割り当てられている状
態で、（User1 が所属している）ユーザ グループ Group1 に VA-1 への VA ユーザ アクセス権を割り当てた場合、User1 
には VA 管理者アクセス権が保持されます。 

VA 名を使用してユーザ グループに VA アクセス権を割り当てる 

• メインの [ユーザ 管理（User Management）] 画面で、[バーチャルユーザアクセス権を管理する（I want to Manage Virtual 
User Access）] に移動します。 

• 4 つの象限（区画）の図が表示されます。 
• 左上の象限では、すべての VA を選択したり、個々の VA を名前で選択したりできます。 
• VA を選択すると、そのチェック ボックスがオンになります。 
• [選択したバーチャルアカウントにロールを割り当てる（Assign Roles to Selected Virtual Accounts）] をクリックし

ます。 
• [バーチャルアカウント管理者（Virtual Account Admin）] または [バーチャルアカウントユーザ（Virtual Account User）] 

を選択すると、選択した VA が右上の象限に移動します。 
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• [X] をクリックします。あるいは、[すべて削除（Delete All）] をクリックして VA を右の象限から削除し、もう
一度やり直すことができます。 

• 必要なロールを選択したら、[適用（Apply）] をクリックします。 
• これで、選択したユーザ グループ内のすべてのメンバーに、上記で選択したロールに対するアクセス権が設定さ

れました。 
 

VA タグを使用してユーザ グループに VA アクセス権を割り当てる 

• 名前で選択すると、ローカル バーチャル アカウントが左上の象限に表示されます。 
• タグで選択すると、VA タグが左上の象限に表示されます。 
• 左上の象限から VA タグを選択すると、左下の象限に追加されます。 
• [選択したバーチャルアカウントにロールを割り当てる（Assign Roles to Selected Virtual Accounts）] を選択すると、

タグで追加された VA が右下の象限に表示されます。 
• 上記と同様に [適用（Apply）] をクリックします。 

 

ユーザ グループにメッセージを送信する 
[メッセージをユーザグループに送信する（I want to Send Message to User Group）] を選択することで、ユーザ グループに
メッセージを送信できます。ここでは、次の宛先にメッセージを送信できます。 

1. ユーザ グループのすべてのユーザ（グループ オーナーとグループ メンバーを含む） 
2. ユーザ グループ オーナーのみ  
3. ユーザ グループ メンバー 

 
受信者を選択し、メッセージを入力して [送信（Send）] をクリックします。SMTP が正しく設定されている場合は、成
功したことを示すメッセージが表示され、電子メールが送信されます。 

ユーザをダウンロードする 
• [ユーザを管理する（I want to Manage Users）] に移動します。 

• [ユーザをダウンロード（Download User）] アイコンをクリックします。  
• 「GroupName.csv」というファイルがダウンロードされます。そのファイルには、[名（First Nam）]、[姓（Last Name）]、

[ユーザID（UserId）]、[オーナー/非オーナー（isOwner）] フィールドが含まれています。 

一括操作 
一括操作では、ローカル バーチャル アカウントのペア間で複数のライセンスを一括して転送することができます。以前
のようにライセンスを 1 つずつ転送する必要はなくなります。この操作はライセンスの転送のみが対象で、製品インスタ
ンスの転送には使用できません。 
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手順 

• ローカル バーチャル アカウントに移動します。 
• [ライセンス（Licenses）] タブをクリックします。 
• [ライセンストランザクションを表示する（Show License Transactions）] をオフにして、複数のライセンス エント

リを選択します。 
• [実行可能なアクション（Available Actions）] ボックスが有効になります。ライセンス エントリが複数選択されて

いないときには、このボックスはグレーアウトされます。その場合は、ライセンス エントリに対して個別転送ア
クションを使用できます。 

• [転送（Transfer）] をクリックします。 
• [転送先（Transfer To）] または [転送元（Transfer From）] を選択するモーダルが表示されます。 
• [転送先（Transfer To）] または [転送元（Transfer From）] をトグルで切り替えます。 
• トグルの切り替えに応じて [転送先（Transfer To）] または [転送元（Transfer From）] のローカル バーチャル ア

カウントを選択します。 
• 転送する数量を [転送（Transfer）] ボックスに入力します。 
• 転送できるのは、[差し引き（Balance）] 列の最大値までです。 
• [プレビュー（Preview）] をクリックして、増加/減少する値を確認します。 
• [転送（Transfer）] をクリックします。 

 

ライセンス エントリの [アクション（Actions）] でライセンス個別転送機能を実施することもできます。 

カスタム バーチャル アカウント（VA）タグ  
サテライトでのバーチャル アカウント操作は、すべてローカルで行われます。つまり、サテライトや CSSM で VA ま
たはライセンスのタグが作成された場合、それらは各システムでローカルに機能し、サテライトや Cisco SSM 間でフェ
デレート（認証連携）されることはありません。 

サテライトのタグにはカスタム VA タグとライセンス タグの 2 種類があります。 

• カスタム VA タグは、ローカル バーチャル アカウントに関連付けることができます。 
• ライセンス タグは、ライセンスに関連付けることができます。 

 
カスタム VA タグは、作成してローカル バーチャル アカウントにタグ付けできる、ユーザ定義のタグです。ローカル バー
チャル アカウントのグループにさまざまな操作（分類、グループ化、検索、ロール割り当て）を実行する際に役立ちます。
カスタム ローカル VA タグでは次の操作を実行できます。 

1. カスタム ローカル VA タグを作成する 
2. カスタム ローカル VA タグをローカル VA のグループにタグ付けする（既存または新規のローカル VA 作成ワー

クフローで実施） 
3. タグ付けされたローカル VA をタグで検索する 
4. タグでグループ化したローカル VA のセットに、特定のロール（VA 管理者または VA ユーザ）を割り当てる 
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カスタム VA タグを作成する 
手順 

• サテライトのライセンス ポータルで [アカウントの管理（Manage Account）] オプションを選択します。 
• [カスタムタグ（Custom Tags）] をクリックします。 
• [新規バーチャルアカウントカスタムタグ（New Virtual Account Custom Tag）] をクリックします。 
• 必須（*）フィールドである [タグ名（Tag Name）]、[すべてのバーチャルアカウントに必須（Required for All Virtual 

Accounts）]（[必須（Mandatory）]/[オプション（Optional）]）、[タグ値割り当てオプション（Tag Value Assignment 
Options）]（[1つのタグ値のみ（One Tag Value Only）] または [複数のタグ値を許可（Allow Multiple Tag Values）] に
入力します。 

o [必須（Mandatory）] とは、作成されるタグにローカル VA を必ず割り当てなければならないことを意味
します。ワークフローの中で、カスタム VA タグを割り当てるバーチャル アカウントのリストが表示さ
れます。 

o [オプション（Optional）] とは、作成されるタグにローカル VA を任意に割り当てられることを意味します。 
o [1つのタグ値のみ（One Tag Value Only）]：このタグには複数の値を割り当てることができますが、1 つ

のローカル VA に割り当て可能なタグの値は 1 つだけです。たとえば、VA に 1 つのタグを割り当てる
と、その VA は GUI の左側の象限には表示されなくなり、別のタグを再度割り当てることはできません。 

o [複数のタグ値を許可（Allow Multiple Tag Values）]：このタグには複数の値を割り当てることができ、1 つ
または複数のローカル VA に複数のタグ値を割り当てることができます。たとえば、VA に特定のタグを
割り当てても、その VA は GUI の左側の象限に表示されたままで、別のタグを再度割り当てることがで
きます。 

• [次へ（Next）] をクリックします。 
• [バーチャルアカウントカスタムタグを追加（Add Virtual Account Custom Tag）] をクリックします。 
• [必須（Mandatory）] を選択した場合は、タグの追加先となる、ローカルの [影響を受けるバーチャル アカウント

（Virtual Accounts Impacted）] リストが表示されます。 
o 各ローカル バーチャル アカウントのタグ値を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

• [オプション（Optional）] を選択した場合は、追加されるタグにローカル VA を任意で割り当てることができます。 
• 次の手順を使用して、これから作成するタグをさまざまなローカル バーチャル アカウントに割り当てることが

できます。 

o  をクリックしてロール（VA 管理者/VA ユーザ）を割り当てます。 
o 左側にタグの値、右側にタグ付きバーチャル アカウントが記載された、表が表示されます。 
o この画面から、ローカル VA を名前で検索してリストを絞り込むことができます。 
o [>>] 記号や [<<] 記号を使用して、左の象限（タグなしバーチャル アカウント）と右の象限（タグ付き

バーチャル アカウント）の間を移動できます。 
o [OK] をクリックしてこのモーダルを閉じます。 
o [次へ（Next）] をクリックします。 

• [バーチャルアカウントカスタムタグを追加（Add Virtual Account Custom Tag）] をクリックします。 
• 「Custom Tags Added Successfully（カスタム タグが正常に追加されました）」というメッセージが表示されます。 
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カスタム VA タグを削除する 
• [カスタムタグ（Custom Tags）] オプションの [アクション（Actions）] > [削除（Delete）] で、カスタム ローカ

ル VA タグを削除できます。 
• 名前付きのカスタム VA タグに移動します。 
• [アクション（Actions）] で [削除（Delete）] をクリックします。 
• 削除操作を確定します。 

 

カスタム VA タグの値を編集する 
カスタム VA タグを作成後、その値を変更する場合は、次の手順を実行します。 

• [アカウントの管理（Manage Account）] に移動します。 
• [カスタムタグ（Custom Tag）] オプションに移動します。 
• カスタム VA タグがクリック可能になっているので、クリックします。 
• [タグ値管理（Tag Value Management）] タブをクリックします。 
• [全般（General）] タブで、必要な値に変更します。 
• [保存（Save）] または [キャンセル（Cancel）] をクリックします。 

 

カスタム VA タグを管理する 
さまざまなローカル バーチャル アカウントへのタグ割り当てを変更する場合は、このオプションを使用します。変更す
るには、以下のステップ 4 または 5 を実行します。 

1. [カスタムタグ（Custom Tag）] オプションに移動します。 
2. 管理するカスタム VA タグをクリックします。 
3. [タグ値管理（Tag Value Management）] に移動します。 
4. 個別のタグ値ではなくすべてのタグ値を管理する場合は、[すべてのタグ値を管理（All Manage Tag Values）] をク

リックします。 
a. 左側にタグの値、右側にタグ付きバーチャル アカウントが記載された、表が表示されます。 
o 左側のタグを選択します。[1つのタグ値のみ（One Tag Value Only）] のタグの場合は、ラジオ ボタンが

表示されます。つまり、1 つのローカル バーチャル アカウントには 1 つのタグしか割り当てらません。
[複数のタグ値を許可（Allow Multiple Tag Values）] オプションが設定されているタグの場合は、チェック 
ボックスが表示されます。つまり、1 つまたは複数のローカル バーチャル アカウントに複数のタグ値を
割り当てることができます。 

b. [追加/削除（Add/Remove）] をクリックします。 
c. 2 つの象限があるモーダルが表示されます。左の象限にはタグなしバーチャル アカウントが表示され、

右の象限にはタグ付きバーチャル アカウントが表示されます。 
d. この画面から、ローカル VA を名前で検索してローカル バーチャル アカウントのリストを絞り込むこと

ができます。 
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e. [>>] 記号や [<<] 記号を使用して、ローカル バーチャル アカウントを左の象限と右の象限の間で移動さ
せることができます。 

f. [OK] をクリックしてこのモーダルを閉じます。 
g. ローカル バーチャル アカウントをさらに追加/削除してタグ値を割り当てることができます。 
h. [OK] をクリックします。 
i. [保存（Save）] または [キャンセル（Cancel）] をクリックします。 
j. 正常に完了した場合は、「Properties of Virtual Accounts Custom Tag “XYX" updated successfully（バーチャル 

アカウントのカスタム タグ「XYX」のプロパティが正常に更新されました）」というメッセージが表示
されます。 

5. 各タグ値の管理を個別に実施する場合は  をクリックします。 
a. 2 つの象限があるモーダルが表示されます。左の象限にはタグなしバーチャル アカウントが表示され、

右の象限にはタグ付きバーチャル アカウントが表示されます。 
b. この画面から、ローカル VA を名前で検索してローカル バーチャル アカウントのリストを絞り込むこと

ができます。 
c. [>>] 記号や [<<] 記号を使用して、バーチャル アカウントを左の象限と右の象限の間で移動させること

ができます。 
d. [OK] をクリックしてこのモーダルを閉じます。 
e. このタグ値にローカル バーチャル アカウントが割り当てられたことが、UI で表示されます。 
f. [保存（Save）] または [キャンセル（Cancel）] をクリックします。 
g. 正常に完了した場合は、「Properties of Virtual Accounts Custom Tag “XYX" updated successfully（バーチャル 

アカウントのカスタム タグ「XYX」のプロパティが正常に更新されました）」というメッセージが表示
されます。 

名前/タグでのバーチャル アカウント検索/フィルタ処理 
サテライトでは、作業が必要なアカウントを探すのに数百ものローカル バーチャル アカウントをスクロールするのでは
なく、名前またはカスタム VA タグでアカウントを検索したりフィルタ処理したりすることができます。スマート ライ
センスの画面でメニュー オプションから [インベントリ（Inventory）] を選択し、[バーチャルアカウント（Virtual Accounts）] 
ドロップダウン メニューを選択します。名前またはタグの最初の数文字を検索フィールドに入力してローカル バーチャ
ル アカウントを検索すると、表示される件数を絞り込むことができます。[名前別（By Name）] では、ローカル バーチャ
ル アカウントの名前が検索/フィルタ処理され、[タグ別（By Tag）] では、さまざまな VA に割り当てられているカスタ
ム VA タグを基準に検索/フィルタ処理が実施されます。 
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複数の VA タグ値を入力して検索できます。 

 

ライセンス タグ 
ライセンス タグは、作成してライセンスにタグ付けできる、ユーザ定義のタグです。ライセンスの分類、検索、グループ
化に役立ちます。ローカル バーチャル アカウントの [インベントリ（Inventory）] 下にある [ライセンス（Licenses）] タ
ブで、ライセンスの追加、編集、削除ができます。これは、概要レベルとライセンス トランザクション詳細レベルのいず
れでも実施可能です（設定を有効にする必要があります）。ライセンス タグの操作には、次のようなものがあります。 

• タグを追加する 
• ライセンス タグを解除する 
• ライセンス タグを管理する 

o ライセンス タグを編集する  
o ライセンス タグを削除する 

 
タグの解除とタグの削除の違い 
 

1. タグの解除とは、選択したライセンス エントリ（概要レベルまたは詳細レベル）とタグの関連付けのみを取り消
すことを意味します。タグ自体は削除されません。 

2. タグの削除とは、すべてのライセンス（概要レベルまたは詳細レベル）とタグの関連付けを取り消して、タグ自
体も削除することを意味します。 
 

[ライセンス（License）] タブで以下の機能を実行できます。 

ライセンス タグを追加する  
タグの追加は、ライセンス概要レベルまたは個別のライセンス トランザクション詳細レベルで実施できます。たとえば、
1 つのライセンスに複数のライセンス トランザクション詳細レベルを設定でき（出荷先国が異なる、注文番号が異なる、
関連する SKU/PAK が異なる）、それぞれのレベルに異なるライセンス タグを関連付けることができます。ただし、サ
テライトでは、出荷先情報と注文番号は Cisco SSM から取得されず、トラッキングできるのは、製品ファミリ、SKU、
有効期限、PAK（スマート ライセンスに変換された従来のライセンスの PAK 番号）だけとなります。 
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ライセンス タグを追加するには、概要レベルまたはトランザクション詳細レベルのいずれかでライセンスを選択し、[実
行可能なトランザクション（Available Transactions）] を有効にする必要があります。 

 

 
 

概要レベル 
 

• ライセンスの表で、選択する 1 つまたは複数のライセンスのチェックボックスをオンにします。 
• 表の上部にある [実行可能なアクション（Available Actions）] をクリックし、[ライセンスタグの追加（Add License 

Tags）] を選択します。 
• 1 つまたは複数の行にライセンス タグを追加した後で、それを別のライセンス行に追加することもできます。 

 

 
 
ライセンス トランザクション詳細レベル 
 

• ライセンス表の上部にある [ライセンストランザクションを表示（Show License Transactions）] チェック ボック
スをオンにした後、表内のライセンスの横にある [+] アイコンをクリックして各ライセンスの個々の詳細トラン
ザクション行を選択します。 
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• 表の上部にある [実行可能なアクション（Available Actions）] をクリックし、[ライセンスタグの追加（Add License 
Tags）] を選択します。 

• [ライセンスタグの追加] をクリックし、タグ値を入力したら、[保存（Save）] と [OK] をクリックします。 
 

ライセンス タグを解除する 
ライセンス タグを解除して、選択したライセンスへの割り当てを取り消します。 

1. 概要レベル  
a. ライセンスの表で、選択する 1 つまたは複数のライセンスのチェックボックスをオンにします。表の上

部にある [実行可能なアクション（Available Actions）] をクリックし、[ライセンスタグの解除（Remove License 
Tags）] を選択します。 

b. 解除対象として選択したタグを確認して [保存（Save）] をクリックすると、選択したタグがライセンス
から解除されます。 

 

2. ライセンス トランザクション詳細レベル 
a. ライセンス表の上部にある [ライセンストランザクションを表示（Show License Transactions）] チェック ボッ

クスをオンにした後、ライセンス表内で [+] アイコンをクリックして各ライセンスの個々の行を選択しま
す。表の上部にある [実行可能なアクション（Available Actions）] をクリックし、[ライセンスタグの解除
（Remove License Tags）] を選択します。 

b. 解除対象として選択したタグを確認して [保存（Save）] をクリックすると、選択したタグがライセンス
から解除されます。 
 

ライセンス タグを管理する（ライセンス タグの編集および削除）  
サテライトのローカル バーチャル アカウント内のすべてのライセンス タグを編集/削除できます。ライセンス タグはア
ルファベット順に表示され、各タグに関連付けられている、ライセンスとライセンス トランザクションの数が示されます。 
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手順 
• [ライセンス（Licenses）] タブをクリックします。 
• [ライセンスタグの管理（Manage License）] をクリックします。 
• 各タグが [ライセンスタグ（License Tag）] 列に表示され、[割り当て先（Assigned To）] 列にタグ関連付けの

詳細が表示されます。 
• タグ名の下にある [編集（Edit）] をクリックします。 
• タグ名を更新し、[保存（Save）] をクリックします。更新したタグ名がすでにバーチャル アカウントに存在

する場合、エラーメッセージが表示されます。タグの編集を中止する場合は、[キャンセル（Cancel）] をクリッ
クします。 

注：[保存（Save）] をクリックすると、バーチャル アカウント内にあるすべての関連ライセンスおよびライセン
ス トランザクションのタグ名が更新されます。 

• 保存されると、「Tag Updated Successfully（タグが正常に更新されました）」という確認メッセージが表示さ
れます。 
 

ライセンス タグの削除は、概要レベルとライセンス トランザクション詳細レベルの両方で実施できます。タグを削除す
ると、すべてのライセンス（概要レベルおよびトランザクション詳細レベル）とタグとの関連付けが解除され、タグ自体
も削除されることに注意してください。 

手順 
• [ライセンス（Licenses）] タブをクリックします。 
• [ライセンスタグの管理（Manage License）] をクリックします。 
• 各タグが [ライセンスタグ（License Tag）] 列に表示され、[割り当て先（Assigned To）] 列にタグ関連付けの

詳細が表示されます。 
• タグ名の下にある [削除（Delete）] をクリックしてタグを削除します。次のメッセージが表示されます：「Are 

you sure you want to delete the tag?（タグを削除しますか）」、および「Clicking on delete will delete the tag from all 
the associated summary lines and license transactions.（[削除（Delete）] をクリックすると、関連するすべての概
要行およびライセンス トランザクションからタグが削除されます）」。 

• [はい（Yes）] をクリックすると、関連するすべての概要行とライセンス トランザクションから、タグが削
除されます。[キャンセル（Cancel）] をクリックすると削除が中止されます。タグが削除されると、「Tag Deleted 
Successful（タグが正常に削除されました）」という確認メッセージが表示されます。 

 

タグ削除前の例 
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タグ削除後の例（[タグの削除（Delete Tag）] によって、タグ自体が削除され、ライセンスとの関連付けもすべて削除され
ています）。 

 

ライセンス タグで検索 
下記のように、ライセンス タグで検索したりフィルタ処理したりすることでライセンス エントリを絞り込むことができます。 
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手順 

• サテライト Enhanced Edition スマート ライセンスの [インベントリ（Inventory）] タブで、[ローカルバーチャル
アカウント（local Virtual Account）] ドロップダウンをクリックします。 

• [名前別（By Name）] または [タグ別（By Tag）] をクリックします。 
• [バーチャルアカウント検索（Search Virtual Accounts）] フィールドに何文字か入力し、Enter を押します。 
• 検索条件に一致するローカル バーチャル アカウントのリストが表示されます。 

高度なライセンス検索/高度なライセンス ビュー 
高度な検索機能では、ライセンスの詳細条件を使用したフィルタ処理を実施できます。サテライトには CSSM ほど詳細
なライセンス フィールドはないので、注意してください。トラッキングできるのは、製品ファミリ、SKU、有効期限、PAK
（スマート ライセンスに変換された従来のライセンスの PAK 番号）のみです。製品ファミリ、有効期限、SKU、PAK で
ライセンスを絞り込むことができます。 

注：サテライトには、元の注文に含まれていた正確な SKU の情報はありません。そのため、サテライトでは、ライセン
スの購入に使用された可能性のあるすべての SKU が表示されます。既知の SKU で検索しても、検索したい注文に元々
含まれていなかった SKU に一致するライセンスが表示される可能性があります。 

高度な検索は、[設定（Preferences）] タブの [ライセンストランザクション詳細（License Transaction Details）] ドロップ
ダウン メニューが [有効（Enabled）] に設定され、なおかつ [ライセンス（Licenses）] タブの [ライセンストランザクショ
ンの表示（Show License Transactions）] チェック ボックスがオンになっていないと、実行できません。 

[設定（Preferences）] タブの設定 

 

[保存（Save）] をクリックし、[変更ログ（Change log）] にメモを入力します。 

[ライセンストランザクションの表示（Show License Transactions）] 設定  

このオプションをオンにすると、メインのトランザクション行の下に、トランザクションの詳細情報が表示されます。 
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設定を [有効（Enabled）] にしても、[ライセンストランザクションの表示（Show License Transactions）] をオンにしなけ
れば、ライセンスの詳細行は表示されません。 

 

詳細ライセンスの特定のフィールドを検索するには、[高度な検索（Advanced Search）] をクリックして、検索対象とする
特定のフィールドを入力し、[適用（Apply）] をクリックします。 

 

次の検索ルールが適用されます。 
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フィールド 説明 検索のタイプ 先行入力 

[製品ファミリ
（Product Family）] 

ライセンスの製品ファミリ 部分一致  

[SKU] ライセンスまたは製品の 
SKU 

部分一致  

[有効期限（Expires 
By）] 

期間ベース ライセンスの
終了日 

指定された日までに有
効期限を迎えるすべて
のライセンス 

× 

[PAK] スマート ライセンスに変
換された従来のライセンス
の PAK 番号  

完全一致 ○ 

 

SSM サテライト EE ライセンス ポータルのその他の機能 
SSM サテライト EE スマート ライセンスは、下記のように、スマート アカウント管理および Cisco Smart Software Manager 

と同様の機能を備えています。ただし、すべてのアカウントおよびバーチャル アカウントがサテライト EE のローカル

である点は異なります。 

• アカウントのリクエスト 

• 既存アカウントへのアクセス権のリクエスト 

• アカウントの管理 

o ローカル アカウントのプロパティ 

o ローカル バーチャル アカウント  

o ローカル ユーザ  

o ローカル アカウントのリクエスト 

o イベント ログ 

• スマート ライセンス  

o アラート 

o インベントリ 

o レポート 

o サテライト 

o アクティビティ 

これらの機能の詳細については、ライセンス ポータルまたは software.cisco.com [英語] のヘルプ リンクを参照してください。 



 

70 Cisco Smart Software Manager satellite User Guide 

後方互換性  
サテライトで製品インスタンスからの登録を受け付けるには、あらかじめサテライトを CSSM に登録しておく必要があ
ります。以前は、サテライトから CSSM への証明書署名要求（CSR）には手動での署名が必要であったため、サテライ
トが CSSM に登録されるまで 10 日間かかりました。つまり、製品がサテライトに接続しようとしたときに、サテライ
トが登録されて完全に機能するようになるまで 10 日間待つ必要がありました。 

1 年以上前に、CSR への手動署名が自動化され、サテライトから CSSM への CSR は即座に署名されるようになりまし
た。ただし、この信頼チェーンを自動で機能させるためには、製品のスマート エージェント、サテライト、および CSSM 
に変更を加える必要があります。以前の信頼チェーンは、デバイス - サテライト - CSSM の 3 つのレベルの証明書（つ
まり 3 層）で構成されていました。信頼チェーン検証を自動化する新しい実装では、証明書が追加され、4 レベルの証明
書（つまり 4 層）となっています。更新済みレベルのスマート エージェント、サテライト、CSSM コードが含まれてい
ない旧式のデバイスでも引き続き機能できるように、これらの変更には後方互換性も必要になります。 

新しい実装では、3 層または 4 層のどちらの証明書をサポートしているか把握するために、スマート エージェント、サ
テライト、CSSM は新しいメッセージ タイプを交換する必要があります。最新のスマート エージェント コード（1.4 以
降）が実装されていない製品がサテライトへの登録を必要とする場合は、10 日間待機する必要があります。サテライトが
この製品を登録できるようになるには CSSM から 3 層の証明書を取得する必要があるためです。スマート エージェン
ト コード 1.4 以降の実装時期は、製品チームが独自のスケジュールに基づいて決定することができます。そのため、組
み込まれているスマート エージェントのバージョンを私たちが常に把握できるわけではありません。本ガイド執筆時点で
の 3 層の製品のリストを下記に示しています。スマート エージェントのバージョンは、「license smart status」
コマンドを発行すれば確認できます。 

次のようなケースがあります。 

新しいスマート エージェントを搭載したデバイスを最新リリースのサテライトに登録する 

最新のスマート エージェント コードを実装したデバイスは、多層型の証明書階層構造を使用して最新のサテライトに登
録できます。 

新しいスマート エージェントを搭載したデバイスを下位のサテライトに登録する 

最新のスマート エージェント コードを実装したデバイスでは、証明書チェーン（デバイスからサテライト、Cisco Admin 
まで）が動的に検証されます。 

古いスマート エージェントを搭載したデバイスを最新リリースのサテライトに登録する 

最新リリースのサテライトをインストールすると、Cisco Smart Software Manager への登録が即座に開始されます。このプ
ロセスの中で、サテライトから以前の 3 層の証明書も要求されます。古いスマート エージェントを搭載したデバイスを
サテライトに登録すると、登録に失敗したことを示すメッセージが表示され、10 営業日待ってからネットワーク同期また
は手動同期を実行し、後方互換性がある証明書（3 層）を取得してから登録し直すように通知されます。この手順に従う
と、これらのデバイスをサテライトに正常に登録できます。 
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この場合、デバイスとサテライトの通信には HTTPS が使用されます。手順は次のとおりです。 

 Smart Call Home プロファイルで、トランスポートとして HTTPS を使用します。 

 サテライト（マルチレベルの証明書階層機能に対応）が CSSM に正常に登録された後、サテライトへの製品インスタ
ンス（下位のスマート エージェント）の登録が試行され、次のエラー メッセージが表示されて失敗します。 

Compatibility Error: The satellite is not currently compatible with the Smart Licensing 
Agent version on this product. If it has been 10 days since the satellite was registered, 
synchronize the satellite with Cisco’s licensing servers to enable compatibility with older 
agent versions and then try the registration again.  

 ユーザが 10 営業日待ちます。 

 サテライトと Cisco SSM のオンデマンドのネットワーク同期または手動同期を実行します。 

 製品インスタンスをサテライトにもう一度登録します。 

3.1.x のサテライトを新規にインストールした場合は、登録が完了してログインしたときに次のメッセージが表示されます。 

Version Compatibility Note — Temporarily, this satellite will only be able to register Product 
Instances that are using the Smart Licensing Agent version 1.5 or later (use the "show license" 
commands on the Product Instance to see the agent version). To enable registration of Product 
Instances using older versions of the agent, wait two business days after the satellite's initial 
registration and then synchronize the satellite. 

この場合は、2 営業日後に同期を実行すると、Cisco SSM から 3 層の証明書が取得され、サテライトで 3 層のスマート 
エージェントがサポートされるようになります。 

現在の 3 層の製品は次のとおりです。 
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SSM 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 へは、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 を持ち、
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 アカウントにすべての PI を再登録します。 
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. ローカルのバーチャル アカウント（VA1、VA2、VA3、VA4）を作成します。 
e. サテライト EE 上の対応するローカル 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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トラブルシューティング  
サテライト EE に関する問題  

クライアント登録に関する問題  

手動同期に関する問題  

ネットワーク同期に関する問題  

 

サテライト EE に関する問題 
1. ライセンス ポータルで [スマート ライセンス（Smart Licensing）] と [ローカルアカウントの管理（Manage Local Account）] 

オプションがグレーアウトされている 

• 新しいローカルアカウントをリクエストするか、既存のローカル アカウントへのアクセス権をリクエストする必

要があります。 

• ローカル アカウントを CSSM に登録します。 

• ライセンス ポータルに再度ログインすると、ローカル アカウントが右上に表示されます。 

• ローカル アカウントが作成されて登録されると、これらのオプションが有効になります。 

2. ユーザを追加できない 

• 管理ポータルで適切な認証方式が設定されていることを確認します。 

• LDAP を使用している場合は、[ユーザ追加（Add User）] 画面に表示されるのは、SSM サテライト EE ライセン

シング ポータルにログイン済みのユーザのみです。 

3. 製品を登録できない 

• トークンの有効期限が切れていないことを確認します。 

• 製品の URL で SSM サテライト EE の適切なホスト名または IP アドレスが参照されていることを確認します。 

4. ユーザがライセンシング ポータルにログインしても SSM サテライト EE ローカル アカウントが表示されない 

• ローカル アカウントにアクセスできるロールがユーザに割り当てられていることを確認します。使用可能なロー

ルは、ローカル アカウント管理者、ローカル アカウント ユーザ、ローカル バーチャル アカウント管理者、ロー

カル バーチャル アカウント ユーザです。 

5. SSM サテライト EE で使用されるポートを知りたい 

• ユーザ インターフェイス：HTTPS（ポート 8443）  

• 製品登録：HTTPS（ポート 443）、HTTP（ポート 80）  

• CSSM：HTTPS（api.cisco.com、cloudsso.cisco.com）– アウトバウンドのため、ポートは不要 

• CSSM ではポート 443 がオープンになります（software.cisco.com 用ポートと同じ）。 

http://api.cisco.com/�
http://cloudsso.cisco.com/�
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クライアント登録に関する問題  
クライアント登録プロセスで問題が発生した場合は、次の対処方法を試してください。 

 サテライト設定が正しいことを確認します。 

ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。 

 クライアントの Call Home の設定でサテライトを参照していることを確認します。 

付録の「サテライトへの製品インスタンスの登録」セクションを参照してください。 

 サテライトからトークンが生成されていることを確認します。 

ファイアウォール設定で、次のサテライト間のトラフィックを許可する必要があります。 

 サテライト IP アドレス ポート 443 および 80   

 HTTPS を使用している場合は 443  

 サテライトとの通信に HTTP を使用している場合は 80  

 サテライト ポータルにアクセスするための IP アドレス ポート 8443  

手動同期に関する問題  
手動同期プロセスで問題が発生した場合は、次の対処方法を試してください。 

 サテライトの時刻が正しいことを確認します。 

28 ページの「時刻設定」セクションを参照してください。 

 ポート 443（HTTPS）がファイアウォールを通過できるようになっていることを確認します。 

 関連付けられたバーチャル アカウントのライセンスを確認します。 

 YAML（要求/応答）ファイルのアップロード/ダウンロードが正しいサテライト アカウントから実施されていること
を確認します。これは、同期するサテライトの名前がファイル名に含まれているか検証することで確認できます。 

 前述したように、手動で標準同期を実行した後で、完全な手動同期を再度実行するように要求される場合があります。 
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ネットワーク同期に関する問題  
ネットワーク同期プロセスで問題が発生した場合は、次の対処方法を試してください。 

 ポート 443（HTTPS）がファイアウォールを通過できるようになっていることを確認します。 

 tools.cisco.com ポート 443  

 api.cisco.com ポート 443  

 設定された DNS サーバにサテライトから到達できることを確認します。 

 cisco.com にサテライトから到達できることを確認します。 

 サテライトの時刻が正しいことを確認します。28 ページの「時刻設定」セクションを参照してください。 
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付録 

サテライトへの製品インスタンスの登録 
サテライトが動作可能になったら、スマート対応製品インスタンスをサテライトに登録し、ライセンス消費について報告
することができます。この登録は、製品のインスタンスとサテライト間の登録であり、サテライトと Cisco Smart Software 
Manager 間の登録とは異なります。 

スマート対応製品インスタンスは、製品に応じて CLI または GUI のいずれかを通じてサテライトに登録されます。詳細につ
いては、特定のプラットフォームに対応する設定ガイドを参照してください。CSR Smart Licensing の設定については、
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/csr1000/software/configuration/csr1000Vswcfg/licensing.html [英語] を参照してください。 

次のコマンドが、それぞれのルータ プラットフォームで設定されていることを確認してください。 

 IOS-XR プラットフォームの場合、Crl optional  

 IOS/XE プラットフォームの場合、revocation-check none  

クラウド サービス ルータ上で Smart Software Manager サテライトを使用するためのサンプル SCH プロファイル  

手順 

1.  enable  
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求された場合）。 

2.  configure terminal  
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 

3.  call-home  
Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。 

4.  contact-email-addr 電子メール アドレス 

有効な電子メール ID を指定します。 

5.  profile プロファイル名 

プロファイル名を指定します。 

注：CiscoTAC-1 がデフォルト プロファイルです。 

6.  destination transport http または destination transport https を選択します。 

転送方式に HTTP または HTTPS を設定します。さらに、選択に応じて下記のサンプル a（HTTP の場合）かサンプ
ル b（HTTPS の場合）を使用します。 

a) destination address http の場合は TG からの http を使用します。 

SCH トランスポート ゲートウェイ URL にアクセスします。 

注：宛先 URL は、http://<ip アドレス>:80/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler です。 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/csr1000/software/configuration/csr1000Vswcfg/licensing.html�
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b) destination address https の場合は TG からの https を使用します。 

SCH トランスポート ゲートウェイ URL にアクセスします。 

注：宛先 URL は、https://<ip アドレス>:443/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler です。 

7.  active  
手順 5 で指定したプロファイルをアクティブにします。 

8.  exit  
現在のコンフィギュレーション モードを保存して終了し、特権 EXEC モードに戻ります。 

9.  end  
特権 EXEC モードに戻ります。 

10.  wr  

設定を保存します。 

以下の設定は、HTTP 用の CSR のサンプルです。call-home プロファイル設定については、プラットフォーム固有の
設定を参照してください。 

例： 

Router#configure terminal  
Router(config)#call-home  
Router(cfg-call-home)#contact-email-addr aaa@cisco.com  
Router(cfg-call-home)#profile  CiscoTAC-1  
Router(cfg-call-home-profile)#active  
Router(cfg-call-home-profile)#destination transport-method  http   
Router(cfg-call-home-profile)#no destination transport-method  email  
Router(cfg-call-home-profile)#destination address http 
Router 
(cfg-call-home-profile)#http://172.19.76.177:80/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler 

以下の設定は、HTTPS 用の CSR のサンプルです。call-home プロファイル設定については、プラットフォーム固有
の設定を参照してください。サテライト 3.0.x 以降、ポート番号と URL は不要になりました。 

例： 

Router#  configure terminal  
Router(config)#call-home  
Router(cfg-call-home)#contact-email-addr  aaa@cisco.com  
Router(cfg-call-home)#profile  CiscoTAC-1  
Router(cfg-call-home-profile)#active  
Router(cfg-call-home-profile)#destination transport-method  http  
Router(cfg-call-home-profile)#no destination transport-method  email  
Router(cfg-call-home-profile)#destination address https 
Router(cfg-call-home-profile)#https://172.19.76.177:443/Transportgateway/services/DeviceRequestH
andler 

ASR9K と CSR の場合、以下のように、Cisco SSM の URL を必ず削除してください。 

no destination address https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService  

サテライトの URL と以下に示すコマンドを追加します。 

revocation-check none  

https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService�
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API エンドポイントを呼び出す 
認証が設定されると、アプリケーションは API エンドポイントを呼び出すことができます。 

インプット/レスポンス/メソッド コールの具体的なパラメータは以下のとおりです。 

ローカル バーチャル アカウントの作成 
 

必要なインプット： 

• サテライトのアカウント名 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:/api/v1/accounts/{アカウント名}/virtual-accounts 

 
リクエスト本文： 

{ "name": "Test VA", "description": "Test VA Creation" } 
 

 

レスポンス： 

作成されたローカル バーチャル アカウント 
 

Response Code: 200 OK 

{   
   "status":"SUCCESS", 
   "statusMessage":"Virtual Account 'Test VA' created successfully" 
} 
Response Code: 422  

{   
   "status":"ERROR", 
   "statusMessage":" The specified name 'Test VA' for the virtual account is already in use." 
} 
Response Code: 403 

 {   
   "status":"ERROR", 
   "statusMessage":"Not Authorized to access Virtual Accounts in Smart Account" 
} 
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ローカル バーチャル アカウントのリストアップ 
必要なインプット： 

• サテライトのアカウント名 
レスポンス： 

• ユーザがアクセスできるローカル バーチャル アカウントのリスト。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：GET 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:/api/v1/accounts/{アカウント名}/virtual-accounts 

  

 

Response Code: 200 OK 

{   
   "status":"SUCCESS", 
   "statusMessage":"", 
   "virtualAccounts":[   
      {   
         "name":"Default", 
         "description":"Default virtual Account", 
         "isDefault":"Yes" 
      }, 
      {   
         "name":"Test Virtual Account", 
         "description":"Test VA", 
         "isDefault":"No" 
      } 
   ] 
} 
 

{   

  "status":"ERROR", 

  "statusMessage":"Not Authorized to create Virtual Accounts within Smart Account ‘{SA 
Domain Name}’" 

} 
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ローカル バーチャル アカウントの削除 
必要なインプット： 

• サテライトのアカウント名：デバイス検索対象のサテライト アカウント。 
• ローカル バーチャルアカウント名：削除元のローカル バーチャル アカウントの名前。 

 
レスポンス： 

• バーチャル アカウント削除リクエストのステータス。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:api/v1/accounts/{アカウント名}//virtual-accounts/{バーチャル アカウン

ト名}/delete 
 

Response Code: 200 OK 

{ 
  "status": "SUCCESS", 
  "statusMessage": "Virtual Account '{virtual account name}' deleted 
successfully"  
} 

トークンの作成 

必要なインプット： 

• サテライトのアカウント名 
• ローカル バーチャル アカウント名 
• 説明 
• 有効期限 

 
レスポンス： 

• ユーザがアクセスできるトークンのリスト。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:/ api/v1/accounts/{アカウント名}/virtual-accounts/{バーチャル アカウン

ト名}/tokens 
 

リクエスト本文： 

{ "expiresAfterDays": 100, "description": "Test VA Creation" } 

Response Code: 200 OK 

{   
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   "status":"SUCCESS", 
   "statusMessage":"A valid, active token was generated.", 
   "tokenInfo":{   
      "token":"OGVjMDk4YjktNGUwNS00OTc0LTk0YjQtNWZkZTI5ZTU2ZjFjLTE0Nzc1Mjc2%0ANTA2NTZ8M0
wvcmdBWmJnbVR1akdaa0xjTU9ldDRFbXVFQjh3L3k1aHAzdTBD%0ANzlYbz0%3D%0A", 
      "expirationDate":"2016-10-26T20:20:50", 
      "description":"this is Ben September 23", 
      "createdBy":"bvoogd" 
   } 
} 

 

 

すべてのトークンのリストアップ 

この API では、指定されたアカウント/バーチャル アカウント内にある既存のアクティブなトークンのリストが出力され
ます。正常に読み込まれたトークンを、他の製品の登録に使用できます。ユーザは、必須となるアクセス権限を、アカウ
ント レベルまたは指定されたローカル バーチャル アカウント レベルで持っている必要があります。 

必要なインプット： 

• アカウント：トークン取得元のサテライト アカウント。 
• バーチャル アカウント名：トークン取得元アカウントのローカル バーチャル アカウント。 

 
レスポンス： 

• 指定されたローカル バーチャル アカウント内にあるアクティブな全トークンのリスト。アクティブなすべての
トークンについて tokenString、tokenExpirationDate、tokenDescription、createdBy が出力されます。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：GET 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:/api/v1/accounts/{アカウント名}/virtual-accounts/{バーチャル アカウン

ト名}/tokens 
 

Response Code: 200 OK 

 

{   
   "status":"SUCCESS", 
   "statusMessage":"Successfully read active tokens.", 
   "tokens":[   
      {   
         "token":"OWI2YmE2ZDgtYTBhZi00MGQyLWE1NDYtZThkMWZjMDUzYzM1LTE0NzcyN
jA1%0AMjI2NTh8cUhjaEtiaGlXalRLeFNseHFqQXpMUnpiZXVvZ0VybkNacU91L1Vq%0AbDc0ST0%3D%0
A", 
         "expirationDate":"2016-10-23T22:08:42", 
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         "description":"this is Ben September 23", 
         "exportControl":"Not Allowed", 
         "createdBy":"bvoogd" 
      }, 
      {   
         "token":"YWQwZjE2MmUtMWI4NS00YmM4LWIyZTAtYjA1OGJjMGI1MTkzLTE0NzcyN
DMy%0AMTgyMTF8K0djaEJOZWg2S3NIMHhURUI2aWFKOEgxQ0w0Wm41MXZIZHRsbVp3%0AOUFZ
OD0%3D%0A", 
         "expirationDate":"2016-10-23T17:20:18", 
         "description":"this is Ben September 23", 
         "exportControl":"Not Allowed", 
         "createdBy":"bvoogd" 
      }, 
      {   
         "token":"OTI2M2I5YmYtYjRjMy00ZjcyLWE1OTEtOTUwZDY5ZWY3NWRlLTE0NzcyND
Mw%0ANDA0NTZ8U1pRVEJKNFh5a1VTWFprb2FMclh0bjBEVDNrVnNoUzVOdjdmZTJJ%0AZklZYz0%3
D%0A", 
         "expirationDate":"2016-10-23T17:17:20", 
         "description":"test ben", 
         "exportControl":"Allowed", 
         "createdBy":"bvoogd" 
      } 
   ] 
} 

 
Response Code: 403 
 

{   
   "status":"ERROR", 
   "statusMessage":"Not Authorized to view the 
Tokens" 
}  

トークンを無効にする  
このメソッドを呼び出すことにより、所定のサテライト アカウントおよびローカル バーチャル アカウントで利用できる
有効なトークンを無効化できます。無効化したい一連のトークンを指定することができます。 
 
必要なインプット： 

• アカウント：トークンを無効化するサテライト アカウント。 
• バーチャル アカウント名：トークンを無効化するサテライト アカウントのローカル バーチャル アカウント。 

 
レスポンス： 

• 要求された各トークンの無効化のステータス。 
 
注意事項： 

• ユーザが 1 回の要求で無効にできるトークンは最大で 10 個です。 
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メソッド コールの例： 
• HTTP メソッド：POST 
• リクエストの URL：<サテライトの IP アドレス>:api/v1/accounts/{スマート アカウント ドメイ

ン}/virtual-accounts/{バーチャル アカウント名}/tokens/revoke 
 

リクエスト本文： 

{ 

"tokens":[ 

"OGVjMDk4YjktNGUwNS00OTc0LTk0YjQtNWZkZTI5ZTU2ZjFjLTE0Nzc1Mjc2%0ANTA2NTZ8M0wvcmdBWmJnbVR1a
kdaa0xjTU9ldDRFbXVFQjh3L3k1aHAzdTBD%0ANzlYbz0%3D%0A", 

"ZGQ1ZmQ2ZWQtNjE4YS00NjA5LThhODMtN2JmNzgyMTU2OTc5LTE0OTU3OTQ4%0ANzE5MTJ8UitTTXIzUGRwb3d5Q
XB5WExoM01RU1grU1hzYWNjTEo3MzhjOHRt%0AK3dPaz0%3D%0A" 

] 

} 

Response Code: 200 OK 

{ 

"status": "SUCCESS", 

"statusMessage": "{count} tokens revoked successfully"  

“tokenRevokeStatus”:[ 

{ 

  "status": "SUCCESS", 

  "statusMessage": "Token- 
'ZTBkYjkzOGMtOWY3Yi00ZThjLThkOTAtYTljZmIwZTA5ZWFjLTE1MDU0MTcw%0AMzE2NzJ8Y1dZMkRGUWF1QVQzK
3VuNVNSN3hNTDNUUG5XMkJiTS9jMGxMVzNq%0AZVV2TT0%3D%0A' revoked successfully"}, 

        { 

            "status": "SUCCESS", 

            "statusMessage": "Token- 
'ZTBkYjkzOGMtOWY3Yi00ZThjLThkOTAtYTljZmIwZTA5ZWFjLTE1MDU0MTcw%0AMzE2NzJ8Y1dZMkRGUWF1QVQzK
3VuNVNSN3hNTDNUUG5XMkJiTS9jMGxMVzNq%0AZVV2TT0%3D%0A' revoked successfully" 

        }]} 

Response Code: 200 OK 

{ 

    "status": "WARNING", 

    "statusMessage": "2 tokens succesfully revoked.", 

    "tokensRevokeStatus": [ 

        { 

            "status": "ERROR", 
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            "statusMessage": "The token 
MmFkMzgyNmMtMDQ2Zi00NjU2LThiZmMtMTk4YWZkNDVhNGU5LTE1MDU0MTcw%0AMjI0ODF8WjduNW5ObVd0L1BGZm
FvOWZYenJiaGJyRVE4T0R5NFJheW90V2hq%0AQkRSND0%3D%0A has already been revoked." 

        }, 

        { 

            "status": "SUCCESS", 

            "statusMessage": "Token- 
'ZTBkYjkzOGMtOWY3Yi00ZThjLThkOTAtYTljZmIwZTA5ZWFjLTE1MDU0MTcw%0AMzE2NzJ8Y1dZMkRGUWF1QVQzK
3VuNVNSN3hNTDNUUG5XMkJiTS9jMGxMVzNq%0AZVV2TT0%3D%0A' revoked successfully" 

        } 

    ] 

} 

Response Code: 403 

{ 

  "status":"ERROR", 

  "statusMessage": "Not Authorized to revoke tokens for Virtual Account  
‘{virtualAccountName}’ ." 

} 

ライセンスの使用状況 
リクエストのパラメータ： 

• Satellite Account：検索対象のサテライト アカウント。 
 

レスポンス： 
• 要求されたドメインとオプションのリクエスト パラメータに該当するライセンスの使用状況。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:/api/v1/accounts/{アカウント}/licenses 
 

リクエスト ペイロード 

• virtualAccounts：利用可能なライセンスの取得対象であるローカル バーチャル アカウントのリスト（オプション）。
指定しない場合は、ユーザがアクセス権を持つドメインのすべてのライセンスが返されます。 

• limit：返されるレコードの数。改ページする際の 1 ページのサイズを表します。改ページせずにすべてのデータ
を一度に返す必要がある場合は、「-1」を指定します。デフォルトでは 50 になります。 

• offset：改ページの際にデータ取得の起点となる開始オフセット。limit が 50 の場合、最初のページのデータを取得
するためのオフセットは 0 にします。以降、2 ページ目のオフセットは 50、3 ページ目は 100 などとなります。 

 

{ 

https://apmx-stage.cisco.com/services/api/smart-accounts-and-licensing/v1/accounts/%7bsmartAccountDomain%7d/licenses�
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   "virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
   "limit": 50, 
   "offset": 0 
} 

Response Code: 200 OK 

{ 
    "status": "SUCCESS", 
    "statusMessage": "", 
    "totalRecords": 7, 
      "licenses": [ 
        { 
          "license": "UC Manager Essential License (12.x)", 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "quantity": 4, 
          "inUse": 6, 
          "available": 0, 
          "status": "In Compliance", 
          "ahaApps": false, 
          "pendingQuantity": 0, 
            "reserved": 0, 
            "isPortable": false, 
 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Term", 
              "quantity": 4, 
              "startDate": "2017-05-18", 
              "endDate": "2018-05-17", 
              "subscriptionId": "Sub905308"   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": [ 
            { 
              "license": " UC Manager Essential License (12.x)", 
              "substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
              "substitutedQuantity": 2, 
              "substitutionType": "Substitution From Higher Tier"  
            } 
          ]   
        }, 
        { 
          "license": "UC Manager Basic License (12.x)", 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "quantity": 14, 
          "inUse": 16, 
          "available": 0, 
          "status": "In Compliance", 
 
          "ahaApps": false, 
          "pendingQuantity": 0, 
            "reserved": 0, 
            "isPortable": false, 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Term", 
              "quantity": 10, 
              "startDate": "2017-05-18", 
              "endDate": "2017-11-14", 
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              "subscriptionId": ""   
            }, 
            { 
              "licenseType": "Perpetual", 
              "quantity": 4, 
              "startDate": "", 
              "endDate": "", 
              "subscriptionId": ""   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": [ 
            { 
              "license": " UC Manager Basic License (12.x)", 
              "substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
              "substitutedQuantity": 2, 
              "substitutionType": "Substitution From Higher Tier" 
            } 
          ]   
        }, 
        { 
          "license": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "quantity": 10, 
          "inUse": 0, 
          "available": 6, 
          "status": "In Compliance", 
                    "ahaApps": false, 
          "pendingQuantity": 0, 
            "reserved": 0, 
            "isPortable": false, 
 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Term", 
              "quantity": 10, 
              "startDate": "2017-05-18", 
              "endDate": "2017-11-14", 
              "subscriptionId": ""   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": [ 
            { 
              "license": " UC Manager Basic License (12.x)", 
              "substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
              "substitutedQuantity": 2, 
              "substitutionType": "Substitution To Lower Tier" 
            }, 
            { 
              "license": " UC Manager Essential License (12.x)", 
              "substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
              "substitutedQuantity": 2, 
              "substitutionType": "Substitution To Lower Tier" 
            } 
          ]   
        }, 
        { 
          "license": "UC Manager Enhanced Plus License (12.x)", 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "quantity": 10, 
          "inUse": 21, 
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          "available": -1, 
          "status": "Out Of Compliance", 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Term", 
              "quantity": 10, 
              "startDate": "2017-05-18", 
              "endDate": "2017-11-14", 
              "subscriptionId": ""   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": [ 
            { 
              "license": "UC Manager Enhanced Plus License (12.x)", 
              "substitutedLicense": "UC Manager CUWL License (12.x)", 
              "substitutedQuantity": 10, 
              "substitutionType": "Substitution From Higher Tier" 
            } 
          ]   
        }, 
        { 
          "license": "UC Manager CUWL License (12.x)", 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "quantity": 10, 
          "inUse": 0, 
          "available": 0, 
          "status": "In Compliance", 
                    "ahaApps": false, 
          "pendingQuantity": 0, 
            "reserved": 0, 
            "isPortable": false, 
 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Perpetual", 
              "quantity": 10, 
              "startDate": "", 
              "endDate": "", 
              "subscriptionId": ""   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": [ 
            { 
              "license": "UC Manager Enhanced Plus License (12.x)", 
              "substitutedLicense": "UC Manager CUWL License (12.x)", 
              "substitutedQuantity": 10, 
              "substitutionType": "Substitution To Lower Tier" 
            } 
          ]   
        }, 
        { 
          "license": "CSR 1KV AX 100M", 
          "virtualAccount": "Zoology", 
          "quantity": 11, 
          "inUse": 0, 
          "available": 11, 
          "status": "In Compliance", 
                    "ahaApps": false, 
          "pendingQuantity": 0, 
            "reserved": 0, 
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            "isPortable": false, 
 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Term", 
              "quantity": 1, 
              "startDate": "2017-05-24", 
              "endDate": "2020-05-23", 
              "subscriptionId": ""   
            }, 
            { 
              "licenseType": "Demo", 
              "quantity": 10, 
              "startDate": "2017-05-22", 
              "endDate": "2017-07-21", 
              "subscriptionId": ""   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": []   
        }, 
        { 
          "license": "CSR 1KV SECURITY 1G", 
          "virtualAccount": "Zoology", 
          "quantity": 5, 
          "inUse": 7, 
          "available": -2, 
          "status": "Out Of Compliance", 
                    "ahaApps": false, 
          "pendingQuantity": 0, 
            "reserved": 0, 
            "isPortable": false, 
 
          "licenseDetails": [ 
            { 
              "licenseType": "Perpetual", 
              "quantity": 5, 
              "startDate": "", 
              "endDate": "", 
              "subscriptionId": ""   
            } 
          ], 
          "licenseSubstitutions": []   
        } 
      ] 
} 

Response Code: 200 OK 

{ 
    "status": "SUCCESS", 
    "statusMessage": "The requested virtual account ‘<VA name1, va name 2>’  doesn't belong to 
the account ‘<Account Name>’. Hence returning the response for eligible virtual accounts.", 
    "totalRecords": 1, 
    "licenses": [ 
        { 
            "license": "150 Mbps vNAM Software Release 6.2", 
            "virtualAccount": "July10_VA2", 
            "quantity": 18, 
            "inUse": 9, 
            "available": 18, 
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            "status": "In Compliance", 
            "licenseDetails": [ 
                { 
                    "licenseType": "PERPETUAL", 
                    "quantity": 18, 
                    "startDate": null, 
                    "endDate": null, 
                    "subscriptionId": null 
                } 
            ], 
            "licenseSubstitutions": [ 
                { 
                    "license": "150 Mbps vNAM Software Release 6.2", 
                    "substitutedLicense": "A9K 2x100G MPA Consumption Model LC license", 
                    "substitutedQuantity": 9, 
                    "substitutionType": "Substitution From Lower Tier" 
                } 
            ]         
    ] 
} 

Response Code: 403 

{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Not Authorized to access licenses for specified virtual accounts" 
} 

Response Code: 422 

{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Invalid limit or offset value" 
} 

 

ライセンス サブスクリプションの使用状況 
リクエストのパラメータ： 

• Account：検索対象のサテライト アカウント。 
 

レスポンス： 
• 送信されたリクエストに該当する使用可能なライセンス サブスクリプションの使用状況。 

 
メソッド コールの例： 

HTTP メソッド：POST 

リクエストの URL：< サテライトの IP アドレス >:api/v1/accounts/{スマート アカウント ドメイン}/license-subscriptions 

リクエスト ペイロード 

• virtualAccounts：利用可能なライセンスの取得対象であるバーチャル アカウントのリスト（オプション）。指定し
ない場合は、ユーザがアクセス権を持つドメインのすべてのライセンスが返されます。 

• status：取得するサブスクリプションのステータス。有効な値は「Active（アクティブ）」、「Canceled（キャンセ
ル）」、「Expired（期限切れ）」です。 
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• limit：返されるレコードの数。改ページする際の 1 ページのサイズを表します。改ページせずにすべてのデータ
を一度に返す必要がある場合は、「-1」を指定します。デフォルトでは 50 になります。 

• offset：改ページの際にデータ取得の起点となる開始オフセット。limit が 50 の場合、最初のページのデータを取得
するためのオフセットは 0 にします。以降、2 ページ目のオフセットは 50、3 ページ目は 100 などとなります。 

{ 
"virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
"status": ["Active", "Expired", "Canceled"],   
"limit": 50, 
"offset": 0 
} 

 

Response Code: 200 OK 

{   
  "status":"SUCCESS", 
  "statusMessage":"", 
  "totalRecords":3, 
  "licenseSubscriptions":[   
    {   
      "virtualAccount":"Physics", 
      "license":"CSR 1KV UCSD VIRTUAL CONTAINER", 
      "quantity":"500", 
      "startDate":"2016-12-04", 
      "endDate":"2019-12-03", 
      "status":"Active", 
      "subscriptionId":"Sub905825" 
    }, 
    {   
      "virtualAccount":"Physics", 
      "license":"ASR 9000 4-port 100GE Advanced IP Lic for SE LC", 
      "quantity":"50", 
      "startDate":null, 
      "endDate":null, 
      "status":"Canceled", 
      "subscriptionId":"Sub905308" 
    }, 
    {   
      "virtualAccount":"Zoology", 
      "license":"CSR 1KV UCSD VIRTUAL CONTAINER", 
      "quantity":"10", 
      "startDate":"2016-11-29", 
      "endDate":"2019-11-28", 
      "status":"Active", 
      "subscriptionId":"Sub905309" 
    } 
  ] 
} 

Response Code: 403 

{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Not Authorized to access license subscriptions for specified virtual 
accounts" 
} 

Response Code: 403 
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{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Not Authorized to access license subscriptions for Smart Account {SA 
Domain}" 
} 

Response Code: 422 

{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Invalid limit or offset value" 
} 

 
ライセンスの転送 
リクエストのパラメータ： 
 

• Account：ライセンス転送元のアカウント。 
• VirtualAccountName：ライセンス転送元のローカル バーチャル アカウントの名前。 

 
レスポンス：送信された各転送リクエストに該当する転送レスポンスのリスト。 
 
注意事項： 

• 1 回のリクエストで転送できるライセンスの最大数は 10 です。 
 

メソッド コールの例： 
• HTTP メソッド：POST 
• リクエストの URL：< サテライトの IP アドレス >:api/v1/accounts/{スマート アカウント ドメイ

ン}/virtual-accounts/{バーチャル アカウント名}/licenses/transfer 
 
リクエスト ペイロード 
 

• TargetVirtualAccount：ライセンスを転送するターゲットになるローカル バーチャル アカウント。 
• Quantity：転送する数量。この数量は常に、ライセンス転送元のローカル バーチャル アカウント内の利用可能な

指定ライセンス数未満にする必要があります。 
• Precedence：期間ベース ライセンスの場合の転送優先順位を指定する属性（オプション）。有効な値は、

LONGEST_TERM_FIRST（期間の長いものが先）と LONGEST_TERM_LAST（期間の長いものが最後）です。こ
の属性が指定されていない場合、デフォルトで LONGEST_TERM_FIRST になります。たとえば、ローカル バー
チャル アカウント Chemistry に CSR 1 kv SECURITY 10M 用の期間ベース ライセンスが 2 つあり、最初の期間
ベース ライセンスの期間が 90 日で 、もう一方が 60 日だと仮定すると、優先順位が LONGEST_TERM_FIRST 場
合は、90 日間のライセンスが先に転送され、次に 60 日間のライセンスが転送されます。 

• LicenseType：転送するライセンスのタイプ。有効な値は、「TERM（期間ライセンス）」と「PERPETUAL（永久
ライセンス）」です。「DEMO（デモ）」や「SUBSCRIPTION（サブスクリプション）」などの「PERPETUAL」
以外のライセンスは、すべて「TERM」として扱われます。 

• License：転送するライセンスの名前。 
 

{“licenses”:[ 
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{ 
  "license": "CSR 10KV SECURITY 10M", 
  "licenseType": "PERPETUAL", 
  "quantity": 50,  
  "targetVirtualAccount":  "Physics" 
},{ 
  "license": "CSR 1KV SECURITY 10M", 
  "licenseType": "TERM", 
  "precedence": "LONGEST_TERM_FIRST", 
  "quantity": 50,  
  "targetVirtualAccount":  "VA2" 
},{ 
  "license": "CSR 1KV SECURITY 10M", 
  "licenseType": "PERPETUAL", 
  "quantity": 10,  
  "targetVirtualAccount":  "Physics" 
}] 
} 

Response Code: 200 OK 

{   
 
  "status":"WARNING", 
  "statusMessage":"{license count} licenses transferred successfully. ", 
  "licensesTransferStatus":[   
    {   
      "status":"SUCCESS", 
      "statusMessage":"50 ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ licenses successfully transferred from Virtual 
Account ‘VA1’ to Virtual Account ‘Physics’." 
    }, 
    {   
      "status":"ERROR", 
      "statusMessage":"Failed to find ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ license in Virtual Account ‘VA1’." 
    }, 
    {   
      "status":"ERROR", 
      "statusMessage":"You do not have access to ‘VA9’." 
    } 
  ] 
} 

Response Code: 200 OK 

{   
  "status":"SUCCESS", 
  "statusMessage":"{license count} licenses transferred successfully.", 
  "licensesTransferStatus":[   
    {   
      "status":"SUCCESS", 
      "statusMessage":"50 ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ licenses successfully transferred from Virtual 
Account ‘VA1’ to Virtual Account ‘Physics’." 
    }, 
    {   
      "status":"SUCCESS", 
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      "statusMessage":"50 ‘CSR 10 KV SECURITY 10M’ licenses successfully transferred from Virtual 
Account ‘VA1’ to Virtual Account ‘va2’." 
    } 
  ] 
} 

Response Code: 422 

{   
 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage":"All licenses failed to transfer.", 
  "licensesTransferStatus":[   
    {   
      "status":"ERROR", 
      "statusMessage":"Failed to find Virtual Account '{vaName}'." 
    } 
  ] 
} 

Response Code: 422 

{ 
  “status”: “ERROR”, 
  “statusMessage”: ”All licenses failed to transfer.” 
  “licensesTransferStatus”:[ 
{ 
  "status": "ERROR", 
  "statusMessage": "Invalid ¥"licenseType¥" or ¥"precedence¥" value." 
}] 
} 

Response Code: 422 

{ 
  “status”: “ERROR”, 
  “statusMessage”: ”All licenses failed to transfer.” 
  “licensesTransferStatus”:[ 
  "status": "ERROR", 
  "statusMessage": "Quantity to transfer is greater than the available quantity for license 
‘CSR 1KV SECURITY 10M’ license in Virtual Account ‘{vaName}’." 
}] 
} 

Response Code: 403 

{ 
  “status”: “ERROR”, 
  “statusMessage”: ”All licenses failed to transfer.” 
  “licensesTransferStatus”:[ 
{ 
  "status": "ERROR", 
  "statusMessage": "Not Authorized to access Virtual Accounts ‘{vaName}’ or ‘Physics’." 
}] 
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} 

Response Code: 403 

{ 
  “status”: “ERROR”, 
  “statusMessage”: ” Not Authorized to access Virtual Account ‘{Source VA Name}’.”  
} 

 
製品インスタンスの使用状況 

指定したアカウントおよびローカル バーチャル アカウントの製品インスタンスに関する利用可能な情報をリスト出力し、
この情報を PI 削除 API で簡単に利用できるようにします。 

必要なインプット： 

• アカウント名：デバイス検索対象のアカウント。 
 

リクエスト ペイロード： 

• Satellite Accounts：利用可能なライセンスの取得対象であるローカル バーチャル アカウントのリスト（オプショ
ン）。指定しない場合は、ユーザがアクセス権を持つドメインのすべてのライセンスが返されます。 

• limit：返されるレコードの数。改ページする際の 1 ページのサイズを表します。改ページせずにすべてのデータ
を一度に返す必要がある場合は、「-1」を指定します。デフォルトでは 50 になります。 

• offset：改ページの際にデータ取得の起点となる開始オフセット。limit が 50 の場合、最初のページのデータを取得
するためのオフセットは 0 にします。以降、2 ページ目のオフセットは 50、3 ページ目は 100 などとなります。 

 

{ 

    "virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 

    "limit": 50, 

    "offset": 0 

} 

 

レスポンス：  

• 送信されたリクエストに該当する使用可能な製品インスタンス。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 
• リクエストの URL：< サテライトの IP アドレス >:api/v1/accounts/{アカウント名}/devices 
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Response Code: 200 OK 

{     

    "status": "SUCCESS", 

    "statusMessage": "", 

    "totalRecords": 2, 

    devices: [{ 

            "virtualAccount": "Physics", 

            "hostName": "ucbu-aricent-vm107", 

            "sudi": { 

                "suvi": "", 

                "uuid": "062f582e30844ed2b8d005c14c425b06", 

                "hostIdentifier": "", 

                "udiPid": "Cisco Unity Connection", 

                "udiSerialNumber": "062f582e30844ed2b8d005c14c4", 

                "udiVid": "", 

                "macAddress": "" 

            }, 

            "productName": "Cisco Unity Connection (12.0)", 

            "productDescription": "Cisco Unity Connection", 

            "productTagName": 
"regid.2014-04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

            "productType": "UNICONN", 

            "status": "In Compliance", 

            "registrationDate": "2017-05-23T12:34:35Z", 

            "lastContactDate": "2017-05-23T12:54:22Z", 

            "licenseUsage": [{ 

                    "license": "Unity Connection Enhanced Messaging User Licenses 
(12.x)", 

                    "quantity": 7 

                }, { 

                    "license": "Unity Connection Basic Messaging User Licenses 
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(12.x)", 

                    "quantity": 2 

                } 

            ] 

        }, { 

            "virtualAccount": "Zoology", 

            "hostName": "infy-lm05-lnx", 

            "sudi": { 

                "suvi": "", 

                "uuid": "ba8892ae89bf45688ce00302d1db8a35", 

                "hostIdentifier": "", 

                "udiPid": "UCM", 

                "udiSerialNumber": "b8a35", 

                "udiVid": "", 

                "macAddress": "" 

            }, 

            "productName": "Unified Communication Manager (12.0)", 

            "productDescription": "Unified Communication Manager", 

            "productTagName": 
"regid.2014-04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

            "productType": "UCL", 

            "status": "Out Of Compliance", 

            "registrationDate": "2017-05-18T12:34:35Z", 

            "lastContactDate": "2017-06-02T12:54:22Z", 

            "licenseUsage": [{ 

                    "license": "UC Manager Basic License  (12.x)", 

                    "quantity": 4 

                }, { 

                    "license": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 

                    "quantity": 10 
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                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

製品インスタンスの検索 
指定したアカウントおよびローカル バーチャル アカウントの製品インスタンスに関する利用可能な情報をリスト出力し、
この情報を製品インスタンス削除 API で簡単に利用できるようにします。 

必要なインプット： 

• サテライトのアカウント名：デバイス検索対象のアカウント。 
• ローカル バーチャルアカウント名：インスタンス名取得元のローカル バーチャル アカウントの名前。 
• インスタンス名：オーダーのインスタンス名。ホスト名、UDI シリアル番号、ホスト ID、MAC アドレス、IP ア

ドレス、SUVI、UUID のうち、いずれか最初に取得できるもの。 
オプションのインプット： 

• リミット：返されるレコードの数。改ページする際の 1 ページのサイズを表します。改ページせずにすべてのデー
タを一度に返す必要がある場合は、「-1」を指定します。デフォルトでは 50 になります。 

• オフセット：改ページの際にデータ取得の起点となる開始オフセット。リミットが 50 の場合、最初のページの
データを取得するためのオフセットは 0 にします。以降、2 ページ目のオフセットは 50、3 ページ目は 100 な
どとなります。 

レスポンス：  

• 送信されたリクエストに該当する使用可能な製品インスタンス。 
 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：GET 
• リクエストの URL： /api/v1/accounts/:logical_account_name/virtual-accounts:/license_pool_name/devices 

 

Response Code: 200 OK 

{     

    "status": "SUCCESS", 

    "statusMessage": "", 

    "totalRecords": 2, 

    devices: [{ 
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            "virtualAccount": "Physics", 

            "hostName": "ucbu-aricent-vm107", 

            "sudi": { 

                "suvi": "", 

                "uuid": "062f582e30844ed2b8d005c14c425b06", 

                "hostIdentifier": "", 

                "udiPid": "Cisco Unity Connection", 

                "udiSerialNumber": "062f582e30844ed2b8d005c14c4", 

                "udiVid": "", 

                "macAddress": "" 

            }, 

            "productName": "Cisco Unity Connection (12.0)", 

            "productDescription": "Cisco Unity Connection", 

            "productTagName": 
"regid.2014-04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

            "productType": "UNICONN", 

            "status": "In Compliance", 

            "registrationDate": "2017-05-23T12:34:35Z", 

            "lastContactDate": "2017-05-23T12:54:22Z", 

            "licenseUsage": [{ 

                    "license": "Unity Connection Enhanced Messaging User Licenses 
(12.x)", 

                    "quantity": 7 

                }, { 

                    "license": "Unity Connection Basic Messaging User Licenses 
(12.x)", 

                    "quantity": 2 

                } 

            ] 

        }, { 

            "virtualAccount": "Zoology", 
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            "hostName": "infy-lm05-lnx", 

            "sudi": { 

                "suvi": "", 

                "uuid": "ba8892ae89bf45688ce00302d1db8a35", 

                "hostIdentifier": "", 

                "udiPid": "UCM", 

                "udiSerialNumber": "b8a35", 

                "udiVid": "", 

                "macAddress": "" 

            }, 

            "productName": "Unified Communication Manager (12.0)", 

            "productDescription": "Unified Communication Manager", 

            "productTagName": 
"regid.2014-04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

            "productType": "UCL", 

            "status": "Out Of Compliance", 

            "registrationDate": "2017-05-18T12:34:35Z", 

            "lastContactDate": "2017-06-02T12:54:22Z", 

            "licenseUsage": [{ 

                    "license": "UC Manager Basic License  (12.x)", 

                    "quantity": 4 

                }, { 

                    "license": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 

                    "quantity": 10 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 
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製品インスタンスの転送 
リクエストのパラメータ： 

• satelliteAccount：製品インスタンスの転送元のサテライト アカウント。 
• VirtualAccountName：デバイス転送元のローカル バーチャル アカウントの名前。 

 
レスポンス：  

• 送信された各転送リクエストに該当する転送レスポンスのリスト。 
 

注意事項： 

• 1 回のリクエストで転送できるデバイスの最大数は 10 です。 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 

• リクエストの URL： <サテライトの IP アドレス>:api/v1/accounts/{スマート アカウント ドメイ
ン}/virtual-accounts/{バーチャル アカウント名}/devices/transfer 

リクエスト ペイロード 

{ 
"productInstances":[{                
  "sudi": { 
      "suvi": null, 
      "uuid":  null, 
      "hostIdentifier": null, 
      "udiPid":  "N77-C7710", 
      "udiSerialNumber":  "JPG3032006T", 
      "udiVid": null, 
      "macAddress": null 
  }, 
  "productTagName":  
"regid.2015-09.com.cisco.Nexus_7000,1.0_6e2b6ed8-fe9b-48e0-a71f-74eaf1bcc991", 
  "targetVirtualAccount":  "Physics" 
}, 
{                
  "sudi": { 
      "suvi": null, 
      "uuid":  null, 
      "hostIdentifier": null, 
      "udiPid":  "N77-C7711", 
      "udiSerialNumber":  "JPG3032004T", 
      "udiVid": null, 
      "macAddress": null 
  }, 
  "productTagName":  
"regid.2015-39.com.cisco.Nexus_7000,1.0_6e2b6ed8-fe9b-48e0-a71f-74eaf1bcc991" , 
  "targetVirtualAccount":  "Maths"  
}] 
} 

Response Code: 200 OK 

{ 

https://apmx-stage.cisco.com/services/api/smart-accounts-and-licensing/v1/accounts/%7bsmartAccountDomain%7d/virtual-accounts/%7bvirtualAccountName%7d/devices/transfer�
https://apmx-stage.cisco.com/services/api/smart-accounts-and-licensing/v1/accounts/%7bsmartAccountDomain%7d/virtual-accounts/%7bvirtualAccountName%7d/devices/transfer�
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“status”: “WARNING”, 
“statusMessage”: ”{device count} product instances transferred successfully.” 
“productsTransferStatus”: [ 
{ 
  { 
  "status": "SUCCESS", 
  "statusMessage" : "Device ‘N77-C7711’ successfully transferred from Virtual Account ‘{vaName}’ 
to Virtual Account ‘Physics’." 
}, 
  { 
  "status" : "ERROR", 
  "statusMessage" : "Failed to find device ‘N897-C0987’ in Virtual Account ‘{vaName}’." 
}] 
} 

Response Code: 200 OK 

{ 
“status”: “SUCCESS”, 
 
 “statusMessage”: ”{device count} product instances transferred successfully.” 
 “productsTransferStatus”: [ 
{ 
"status": "SUCCESS", 
"statusMessage" : "Device ‘N77-C7711’ successfully transferred from Virtual Account ‘{source VA 
Name}’ to Virtual Account ‘{target VA Name}’." 
}, 
{"status": "SUCCESS", 
  "statusMessage" : "Device ‘N77-c5644’ successfully transferred from Virtual Account ‘{source 
VA Name}’ to Virtual Account ‘{target VA Name}’." 
}] 
} 

Response Code: 422 

{“status”: “ERROR”, 
  “statusMessage”: ”all the product instances failed to transfer” 
  “productsTransferStatus”: [ 
{ 
  "status" : "ERROR", 
  "statusMessage" : "Failed to find device with specified information in Virtual Account 
¥"{target VA Name}¥"."   
}] 
} 

Response Code: 422 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ”all the devices failed to transfer” 
“productsTransferStatus”: [ 
{ 
  "status": "ERROR", 
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  "statusMessage" : "Failed to find Virtual Account ‘{target VA Name}’."   
}] 
} 

Response Code: 422 

{ 
"status": "ERROR", 
"statusMessage": "Failed to find Virtual Account ‘Physics’." 
} 

Response Code: 403 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ” Not Authorized to access Virtual Account ‘{Source VA Name}’.” 
} 
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製品インスタンスの削除 
このメソッドを呼び出すことにより、自分のサテライト アカウントに登録されているデバイスをプログラムで削除できま
す。この API を利用すれば、デバイスの削除をネットワーク運用の一環として自動化することができます。ユーザがこ
のリクエストを実行するには、必須となる管理者アクセス権限をサテライト アカウント/ローカル バーチャル アカウン
ト内で持っている必要があります。 

必要なインプット： 

• アカウント名：デバイス検索対象のアカウント。 
• バーチャルアカウント名：インスタンス名取得元のローカル バーチャル アカウントの名前。 
• デバイスの SUDI 
• 製品/ソフトウェアのタグ ID 

 

レスポンス： 

ユーザがアクセスできるバーチャル アカウントのリスト。 
 

注意事項： 

• SUDI の詳細情報については、指定したバーチャル アカウントの製品インスタンスと一致するものを指定する必
要があります。 
メソッド コールの例： 

HTTP メソッド：POST 
• リクエスト：<サテライトの IP アドレス>:/api/v1/accounts/cisco.com/virtual-accounts/testVA/devices/remove 

 
Response Code: 200 OK 

{   
   "status":"SUCCESS", 
   "statusMessage":"The Product Instance DHR_3000 was successfully removed." 
} 

アラート  
この API により、スマート エンタイトルメントに利用可能なアラートを確認できます。 

リクエストのパラメータ： 

• Account：アラート取得対象のサテライト アカウント。 

レスポンス： 

• 送信したリクエストに該当する使用可能なアラート。 

メソッド コールの例： 

• HTTP メソッド：POST 

• リクエストの URL： <サテライトの IP アドレス>:api/v1/accounts/{Account}/alerts 

https://apmx-stage.cisco.com/services/api/smart-accounts-and-licensing/v1/accounts/%7bsmartAccountDomain%7d/alerts�
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リクエスト ペイロード 

• virtualAccounts：利用可能なライセンスの取得対象であるローカル バーチャル アカウントのリスト（オプション）。
指定しない場合は、ユーザがアクセス権を持つドメインのすべてのアラートが返されます。 

• severity： アラートの重大度を表す数値のリスト（オプション）。指定されていない場合は、デフォルトで Major 
と Minor の両方のアラートが設定されます。 

• limit：返されるレコードの数。改ページする際の 1 ページのサイズを表します。改ページせずにすべてのデータ
を一度に返す必要がある場合は、「-1」を指定します。limit が -1 に設定されている場合は、リクエストの条件
に一致する最初の 1000 件のアラートが取得されます。limit が指定されていない場合は、デフォルトで 50 にな
ります。 

• offset：改ページの際にデータ取得の起点となる開始オフセット。limit が 50 の場合、最初のページのデータを取得
するためのオフセットは 0 にします。以降、2 ページ目のオフセットは 50、3 ページ目は 100 などとなります。 
 

{ 
"virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
"severity": ["Major","Minor"], 
"limit": 50, 
"offset": 0 
} 

 
Response Code: 200 OK 

{ 
 
      "status": "SUCCESS",  
      "statusMessage":"", 
      "totalRecords": 13, 
    "alerts": [ 
        { 
          "virtualAccount": "", 
          "message": "Please review and indicate acceptance of the updated Cisco Smart Software 
Licensing Agreement's terms and conditions.", 
          "severity": "Major", 
          "messageType": "Updated Smart Software Licensing Agreement", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "", 
          "sourceType": "Account Agreement" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "The Virtual Account ¥"Physics¥" has a shortage of ¥"CSR 1KV SECURITY 10M¥" 
licenses. 1 license is required to return to compliance.", 
          "severity": "Major", 
          "license": "CSR 1KV SECURITY 10M", 
          "messageType": "Insufficient Licenses", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "10 ¥"CSR 1KV ADVANCED 50M¥" demo licenses in the Virtual Account ¥"Physics¥" 
expired on May 24, 2017", 
          "severity": "Minor", 
          "license": "CSR 1KV ADVANCED 50M", 
          "messageType": "Licenses Expired", 
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          "actionDue": "Now", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "10 ¥"CSR 1KV  STANDARD  50M¥" demo licenses in the Virtual Account 
¥"Physics¥" are set to expire in 43 days on Jul 15, 2017", 
          "severity": "Minor", 
          "license": "CSR 1KV  STANDARD  50M ", 
          "messageType": "Licenses Expiring", 
          "actionDue": "43 days", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "The product instance ¥"1491321888000¥" was successfully registered to the 
Virtual Account ¥"Physics¥" however an eligible Smart Software License could not be identified 
to for the conversion of one or more licenses. Please contact Cisco Support for conversion 
assistance", 
          "severity": "Minor", 
          "productInstanceHostName": "1491321888000", 
          "messageType": "Licenses Not Converted", 
          "actionDue": "None", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "The product instance ¥"hiDLCShe3¥" was successfully registered to the 
Virtual Account ¥"Physics¥" but one or more traditional licenses that were installed on it 
failed to be converted to Smart Software Licenses.", 
          "severity": "Minor", 
          "productInstanceHostName": "hiDLCShe3", 
          "messageType": "Licenses Converted", 
          "actionDue": "None", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "The product instance ¥" ucbu-aricent-vm107¥" in the Virtual Accountlocal 
Virtual Account ¥"Physics¥" failed to connect during its renewal period and may be running 
in a degraded state. The licenses it was consuming have been released for use by other product 
instances.", 
          "severity": "Major", 
          "productInstanceHostName": "ucbu-aricent-vm107", 
          "messageType": "Product Instance Failed to Renew", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Physics", 
          "message": "The product instance ¥" ucbu-aricent-vm108¥" in the Virtual Account 
¥"Physics¥" has not connected for its renewal period. The product instance may run in a degraded 
state if it does not connect within the next 2 days. If the product instance is not going to 
connect, you can remove it to immediately release the licenses it is consuming.", 
          "severity": "Minor", 
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          "productInstanceHostName": "ucbu-aricent-vm108", 
          "messageType": "Product Instance Failed to Connect", 
          "actionDue": "2 days", 
          "source": "Physics", 
          "sourceType": "Virtual Account" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Zoology", 
          "message": "The Smart Software Manager satellite ¥"TestSatellite¥" failed to 
synchronize within 90 days and was removed from Smart Software Manager. All of the product 
instances registered through the satellite were also removed from the associated virtual 
accounts and may be running in a degraded state.", 
          "severity": "Major", 
          "satelliteName": "TestSatellite", 
          "messageType": "Satellite Unregistered and Removed", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "TestSatellite", 
          "sourceType": "Satellite" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Zoology", 
          "message": "The Smart Software Manager satellite ¥"test-may5¥" has not synchronized 
for 28 days. If it is not synchronized within 62 days, this satellite will be removed from 
Smart Software Manager and all of the product instances registered through the satellite may 
run in a degraded state.", 
          "severity": "Major", 
          "satelliteName": "test-may5", 
          "messageType": "Synchronization Overdue", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "test-may5", 
          "sourceType": "Satellite" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Zoology", 
          "message": "The Smart Software Manager satellite ¥"TestSat¥" has been created but 
requires a satellite Authorization File to complete the registration process. An email 
notification will be sent to ¥"att-admin@att.com¥" when the file has been generated and is 
ready to be downloaded.", 
          "severity": "Minor", 
          "satelliteName": "TestSat", 
          "messageType": "Authorization Pending", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "TestSat", 
          "sourceType": "Satellite" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Zoology", 
          "message": "The Authorization File for Smart Software Manager satellite ¥"TestSat123¥" 
has been generated and is ready to be downloaded. To complete the registration process, save 
this file and upload it to Smart Software Manager satellite using the satellite setup utility.", 
          "severity": "Minor", 
          "satelliteName": " TestSat123", 
          "messageType": "Authorization File Ready", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "TestSat123", 
          "sourceType": "Satellite" 
        }, 
        { 
          "virtualAccount": "Zoology", 
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          "message": "An error occurred while processing the Synchronization File for the 
satellite. Try generating a new Synchronization File from your satellite and synchronizing 
again. If the problem persists, contact Cisco Support.", 
          "severity": "Major", 
          "satelliteName": " Thera", 
          "messageType": "Synchronization Failed", 
          "actionDue": "Now", 
          "source": "Thera", 
          "sourceType": "Satellite" 
        } 
      ] 
} 

Response Code: 403 

{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Not Authorized to access alerts for specified virtual accounts" 
} 
{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Not Authorized to access alerts for Smart Account '{Smart account Domain}'" 
} 

 

Response Code: 422 

{ 
  "status":"ERROR", 
  "statusMessage": "Invalid limit, offset or severity value" 
} 
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