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次の点について学ぶことができます。 
• SSM でスマート アカウントを使用してスマート ライセンスを管理する 

 



Smart Software Manager（SSM）でのスマート 
ライセンスの管理 1 

サポートとその他のリソース 2 
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Smart Software Manager（SSM）でのスマート 
ライセンスの管理 



      

コマース  
（CCW） 

「スマート」 
アカウント 

シスコ 
製品 

BigU.edu 

所有： 10 

使用中： 10 

BigU.edu の「Advanced」ライセンスを 5 つ 
追加購入しました 
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こんにちは。こちらは Device-East5 です。
BigU.edu に属しており、Advanced ライセン
スを 1 つ使用しています 

こんにちは。このデバイスは Device-East5 です。 
BigU.edu および物理学部に属しており、  
「コンプライアンス適合」です 

+1 

• SSM は、ソフトウェアのインベントリ管理システムとして機能し、お客様、シスコ、およびお客様から権限
をもらったパートナーは、このシステムからスマート ライセンスのソフトウェアの所有権と使用状況に関す
る情報を得ることができます。 

• カスタマー スマート アカウントに振り込まれたスマート ライセンスのみ SSM で管理可能 
• 一元化された 1 つの Web サイトでインベントリを管理 
• バーチャル アカウントと呼ばれるグループでライセンスを整理および表示 
• バーチャル アカウント間でライセンスを簡単に転送 

所有 使用 

SSM の使用を開始する前に 
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ソフトウェア
のアクティ
ベーションと

使用 

ルータ 

スイッチ 

ファイア
ウォール 

ビデオ 

ルータ 

スイッチ 

ファイア
ウォール 

ビデオ 

ユニファイド 
コミュニケーション 

トランスポート
ゲートウェイ 

オフライン  シスコ ソフトウェアの使用状況 

デバイス名 使用方法 

ルータ 

スイッチ 

ファイアウォール 

ビデオ 

Cisco UCM 

使用数 

所有数 

ライセンス
管理 

Cisco Smart Software Manager 

Cisco Smart  
Software Manager 

アニュイティ  
プラットフォーム 

配布 

発注 
Cisco® Commerce で発注する 

権限 
利用 

インベントリ
月次更新 

Smart Software  
Manager サテライト 

2 
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概要 



ダイレクト クラウド アクセス 
• シスコ製品からインターネットを介して使用状況情報が直接送信されます。追加のコ
ンポーネントは不要です 

オプション 

HTTPS プロキシによるアクセス  
• シスコ製品からインターネット介してプロキシ サーバ経由で使用状況の情報が送信さ
れます。Smart Call Home トランスポート ゲートウェイ（VM の無料ダウンロード）か
（Apache などの）既製のプロキシを利用できます。 

オンプレミスのライセンス管理を通じてアクセス 
• シスコ製品からローカルにインストールされたサテライトに使用状況情報が送信さ
れます。サテライトの同期を維持するため、定期的にシスコと情報を交換します。
この同期は、Cisco.comクラウドに接続可能な場合は自動的に行い、接続されていな
い環境では手動で行うことができます。 

完全オフライン アクセス - SLR（Specific License Reservation） 
• 製品と Cisco.com 間でコピー/ペースト情報を使用し、手動でライセンスのチェック  
イン/チェック アウトを行います。機能的には旧来のノード ロックと同等ですが、 
スマート ライセンスのトラッキング機能が利用できます。 

• SLR の詳細については、こちらのクイック ガイドを確認してください。 
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シスコ製品 

HTTP 

トランスポート  
ゲートウェイまたは 
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Cisco.com 

ライセンス リクエスト  

ライセンス応答 

コピー/ペースト 

シスコ製品 

シスコ製品 
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シスコと安全に通信するための方法 
シスコ製品は、インストール/プロビジョニング時にスマート ライセンスを使用するように設定されています。シスコでは、さまざまな接続オプションを用意しており、お客様のライセン
スの導入方法やネットワークのセットアップ方法により、最適なオプションを選択できます。クラウドへの直接アクセスがデフォルトのオプションです。 
  

サテライト オプションの使用方法の詳細については、Smart Account Manager サテライトのページを参照してください。 
また、ユーザ ガイド、インストール ガイド、データ シート、概要、および FAQ もご覧ください。 
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/smart_call_home/SCH31_Ch1.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/smart_call_home/SCH31_Ch1.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/smart-software-licensing/literature/j-cisco-software-smart-software-licensing-specific-license-reservation-April-2019-vfinal.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/smart-software-licensing/literature/j-cisco-software-smart-software-licensing-specific-license-reservation-April-2019-vfinal.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/smart-software-licensing/literature/j-cisco-software-smart-software-licensing-specific-license-reservation-April-2019-vfinal.pdf
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html


複数のカスタマー スマート アカウントへのアクセス権がある場合は、SA 名の横にある矢印をクリックできます。 
ドロップダウンを使用して、アカウント名かドメイン ID でスマート アカウントを簡単に検索できます。 
[全部リストビューに表示する（Display All in List View）] を選択すると、ポップアップが表示されます。 

複数のアカウントの表示 
1 

基本的なポータル ナビゲーション 
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基本的なポータル ナビゲーション 
全部リストビューに表示する 

[全部リストビューに表示する（Display All in List View）] を選択すると、すべてのスマート アカウントを表示できます。 
1 ページに表示するスマート アカウントの数を選択できます。 
各スマート アカウントの特定のアラートを選択し、アラートの詳細を確認することも可能です。 
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基本的なポータル ナビゲーション 
SSM へのアクセス 

Cisco Software Central（CSC）の [スマートソフトウェアライセンス（Smart Software Licensing）] をクリックします。 1 

  
1 

https://software.cisco.com/
https://software.cisco.com/
https://software.cisco.com/
https://software.cisco.com/


基本的なポータル ナビゲーション 
スマートライセンス合意書 

この通知は、SSM への初回ログイン時、または新しい合意書に合意する必要がある場合に表示されます。トークンを
生成して製品インスタンスでライセンスを使用するためには、合意書に合意する必要があります。 
合意書に合意する権限がある場合は、[表示/合意（View/Accept）] をクリックするか、または [続行（Continue）] をク
リックして契約を保留します。 
合意書を確認します。規約に合意する場合は、[合意する（Accept）] をクリックします。 
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SSM で合意書に合意できるのはスマート 
アカウント管理者のみです。合意書に合
意すると、管理者に承認者の役割が追加

されます。 



基本的なポータル ナビゲーション 
スマートライセンス合意書 
管理者が合意書に合意せずに [続行
（Continue）] を選択すると、新しい画面
が表示されます。 
 
この画面では SSM を表示できますが、未
処理のスマート ソフトウェア ライセンス
合意書に合意するまでスマート アカウント
は保留状態になるため、[インベントリ
（Inventory）] を選択するとインターフェ
イスでエラーが生成されます。 
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SSM で合意書に合意できるのはスマート 
アカウント管理者のみです。合意書に合
意すると、管理者に承認者の役割が追加

されます。 
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基本的なポータル ナビゲーション 
スマートライセンス合意書 

初回ログイン時に合意書に合意しなかった場合、トークンを生成するオプションは表示されませんが、
[全般（General）] タブから合意書に合意することが可能です。 
ハイパーリンクをクリックして合意書の内容を確認し、合意書に合意すると、トークンを生成できます。
合意書に合意するとスマート アカウント承認者になる点に注意してください。 
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基本的なポータル ナビゲーション 
レイアウト – ナビゲーション 

Smart Software Manager には 7 つのタブがあり、アラートが表示されます。すべての重大およびマイナー アラートを確認でき
ます。バーチャル アカウントおよびスマート アカウント レベルでは、サブスクリプションに含まれるライセンスの期限切れに
関するアラート メッセージが生成されると、ライセンス タイプの後ろに「期間（term）」という言葉が追加されます。 
このツールでは、タブ内のエクスポート アイコンをクリックして情報をダウンロードできます。 

1 
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2 
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アラート 
重大、マイナー、情報 
スマート アカウント全体のアラートが 1 つの場所に表示されます。 
重大アラートは赤色、マイナー アラートは 黄色 、情報アラートは明るい青色で表示されます。 
[アクション（Action）] をクリックして問題を解決するか、マイナーまたは情報アラートを無視します。 
[インベントリ（Inventory）] タブでバーチャル アカウントごとにアラートを表示し、ヘッダー レベルのアイコンをクリックしてメッセージ
を展開します。 
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ライセンス契約に準拠していないライセンス
や製品インスタンスがある場合、アラートが
生成されます（使用中のライセンス数が購入
ライセンス数よりも多いなど）。 

バーチャル アカウントおよびスマート アカウ
ント レベルでは、サブスクリプションに含ま
れるライセンスの期限切れに関するアラート 
メッセージが生成されると、ライセンス タイ
プの後ろに「期間（term）」という言葉が追
加されるようになりました。 

    2 
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1 

[アラート（Alerts）] ページを表示すると、重
大、マイナー、情報の順にアラートが表示さ
れます。 
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インベントリ 
全般 

[インベントリ（Inventory）] の [全般（General）] タブには、選択したバーチャル アカウントの詳細が表示されます。 
バーチャル アカウントに新しい製品インスタンスを登録するためのトークンを生成することも可能です。 
詳細については、製品インスタンス セクションを参照してください。 
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注：バーチャル アカウントは、内部的にライセン
スを整理するために使用するスマート アカウント
のサブセットです。 

  



インベントリ  
全般 

[インベントリ（Inventory）] セクションでは、矢印をクリックし、異なるバーチャル アカウントを選択して、バーチャル ア
カウントを切り替えることができます。 
[名前で検索（By Name）] または [タグで検索（By Tag）] をクリックして情報を入力することにより、バーチャル アカウン
トを選択できます。この方法を使用すれば、これまでより簡単にバーチャル アカウントを切り替えることが可能です。 

デフォルト バーチャル アカウント 
• 青い星のアイコンで示されます。 
• アイテムが特定のバーチャル アカウントでは

なく、スマート アカウント全体に割り当てら
れると、ライセンスはデフォルト バーチャル 
アカウントに保管されます。 

• CSC でバーチャル アカウントをセットアップ
するまでは、[ライセンス（Licenses）] タブの
デフォルト アカウントにすべてのスマート ラ
イセンスが表示されます。 
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インベントリ 
ライセンス 
[ライセンス（Licenses）] タブには、ライセ
ンスのインベントリ、ライセンスの使用状況
（過不足）、およびアラートが表示されます。
これにより、コンプライアンスの維持に必要
なライセンス数およびアクションを把握でき
ます。 
 
品目レベルのアラートは、ライセンスの有効
期限がまもなく終了することを示すため、ラ
イセンスの更新時期を把握できます。ライセ
ンスが不足しているかどうかや保留中のアッ
プグレードがあるかどうかもわかります。こ
れにより、コンプライアンスを確実に維持で
きます。 
 

1 

2 

使用中のライセンス数が購入ライセンス数よりも多いと、ライ
センス不足のアラートが表示されます。この問題を解決するに
は、次の操作を行います。 
• 別のバーチャルアカウントから使用可能なライセンスを転

送する 
• コンプライアンス確保のために追加ライセンスを購入する 

    

2 1 

  



インベントリ 
ライセンス 

複数のライセンスを選択してタグを
追加したり、タグを削除したり、ラ
イセンスを転送したりできます。 

  

1 
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インベントリ 
ライセンス - 詳細 

ライセンスをクリックして詳細を表示します。 
ポップアップ ウィンドウには、[概要（Overview）]（バーチャル アカウントの使用状況、ライセンスの期限切れ）、[製品イン
スタンス（Product Instances）]、[イベントログ（Event Log）]、[トランザクション履歴（Transaction History）] の 4 つのタブ
が表示されます。 
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インベントリ 
ライセンス - 詳細 

[トランザクション履歴
（Transaction History）] タ
ブには、次の詳細情報を含
む表が表示されます。 
• 取引日 
• ライセンス SKU 
• 数量 
• ライセンスの有効期限 
• 注文（品目）番号  
 
またトランザクションを選
択すると、ポップアップ画
面にトランザクションの詳
細が表示されます。 
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インベントリ - 設定  
[インベントリ（Inventory）] タブのライセンスのトランザクション詳細（詳細ビュー） 

ライセンスのトランザクション詳細の詳細ビューを有効にするには、[設定（Preferences）] タブに移動します。 
 
[インベントリタブのライセンスのトランザクション詳細を表示（Show License Transaction Details in Inventory 
Tab）] のデフォルト値を [無効（Disabled）] から [有効（Enabled）] に変更します。有効にすると、ライセンスのト
ランザクション レベルの詳細を表示し、トランザクション レベルの操作を実行できるようになります。 
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インベントリ 
[インベントリ（Inventory）] タブのライセンスのトランザクション詳細（詳細ビュー） 
[インベントリタブのライセンスのトランザク 
ション詳細を表示（Show License Transaction 
Details in Inventory Tab）] を有効にすると、[詳
細ビュー（Advanced View）] と [詳細検索
（Advanced Search）] が自動的に表示されます。 
 

[詳細ビュー（Advanced View）] では、[製品ファ
ミリ（Product Family）]、[ソース（Source）]、
[出荷先の国（Ship to Country）]、[注文番号
（Order Number）]（SO 番号か Web 注文 ID）、
[エンドカスタマー（End Customer）]、[SKU]、
[PAK]、[PO番号（PO Number）]、[有効期限
（Expires By）] でライセンスを検索できます。 
 

このビューを完全に無効にするには、[ライセン
スのトランザクションの表示（Show License 
Transactions）] オプションにチェックマークを
付けます。そうすると通常の画面に戻ります。 
 

[詳細検索（Advanced Search）] ビューを最小化
することも可能です。 
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インベントリ 
[インベントリ（Inventory）] タブのライセンスのトランザクション詳細（詳細ビュー） 

 [詳細ビュー（Advanced View）] で
は、各ラインセンス概要のビューを
展開し、ライセンスのトランザク
ション レベルの詳細を表示できます。 
 
注： ライセンスには、次のようなさまざ
まなソースがあります。 
• 手動入力 
• PAK 変換 
• デバイス変換 
• DLC デバイス変換 
• EA Workspace 
• デバイス要求 
• 注文明細 
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インベントリ 
ライセンス – ライセンスのタグ付け 

ライセンスにタグを付けるには、概要
ビューでライセンスを選択するか、詳細
ビューで特定のライセンスを選びます。 
 

ライセンスを選択したら、[実行可能なアク
ション（Available Actions）]、[ライセンス
タグの追加（Add License Tags）] の順にク
リックします。 
 

ポップアップ ウィンドウに目的のタグを入
力し、[保存（Save）] をクリックします。
「情報を入力し、タブを押してカンマで区切
る」と、一度に複数のタグを追加できます。 
すでにタグがある場合は、リストから選択
できます。 
 

初めてタグを追加する場合は、保存する前
に新しいライセンス タグを作成するかどう
かを確認します。 
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インベントリ 
ライセンス – ライセンスのタグ付け 

 保存すると、概要レベルかトランザクション詳細レベルのいずれかでライセンスの下にライセンス タグが表示されます。 
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インベントリ 
ライセンス – ライセンスのタグ付け 

 [タグの管理（Manage Tags）] をクリックし、既存のタグを削除または編集します。 
それぞれのライセンス タグにライセンス数とトランザクションの詳細に関する情報が表示されます。 
[編集（Edit）] をクリックすると、ライセンス タグの名前を変更できます。 
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インベントリ 
インベントリ – ライセンスのタグ付け 
ライセンス タグに基づいて、詳細検
索か簡易検索のいずれかを実行でき
ます。 
タグに基づいて検索を実行すると、
入力した複数のタグの検索結果が個
別に表示されます。 
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インベントリ 
ライセンス - 転送 

 1 つのライセンスを転送するには、リストから 1 つ選択して [アクション（Actions）] に移動し、[転送（Transfer）] 
をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

デバイスで使用されている制限付きのライセンス、レポート
のみのライセンス、永続的に予約されているライセンス、ま
たは特定の予約済みのライセンスなど、転送できないライセ

ンスがあります。 

1 



インベントリ 
ライセンス - 転送 

 転送先のバーチャル アカウントを選択し
ます。バーチャル アカウントは、名前か
タグで選択できます。 
 

転送したいライセンスの数を入力します。 
 

バーチャル アカウント間で転送されるラ
イセンスの変更内容を確認するには、[プ
レビューの表示（Show Preview）] をク
リックします。 
 

[転送（Transfer）] をクリックします。 
 

確認メッセージが表示されます。 
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ライセンスに割り当てられたタグは、
別のバーチャルアカウントに引き継が

れません。 
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インベントリ 
ライセンス - 転送 
あるバーチャル アカウントのビューか
ら別のバーチャル アカウントにすべて
のライセンスを転送するには、一番上
のボックスにチェックマークを付けま
す。対応するボックスを個別に選択し
て複数のラインセンスを転送すること
も可能です。 
 
[実行可能なアクション（Available 
Actions）] の [転送（Transfer）] をク
リックします。 
 
 
 

1 

2 

1 

2 



インベントリ 
ライセンス - 転送 
転送先のバーチャル アカウントを選択
したら、転送するライセンスの数を入
力します。 
 
各ライセンスの転送するライセンスの
合計数が概要レベルで表示されます。 
 
ここでも、[プレビューの表示（Show 
Preview）] をクリックしてすべての変
更内容を確認できます。 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

ライセンスに割り当てられたタグは、
別のバーチャルアカウントに引き継が

れません。 



インベントリ 
ライセンス - 転送 

プレビューでは、行った変更を検証し、
転送するライセンスの前後の状態を確
認できます。 
 
変更を確定するには、[転送
（Transfer）] をクリックします。 
 
確認メッセージが表示されます。 
 

4 

5 

6 

6 

5 
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RTU（Right-to-Use）ライセンスがスマート ライセンスと同様に実装され、SKU にマップされているものがあります。 
この場合、RTU ライセンスは SSM のインベントリに参照用に表示されますが、製品側でスマート ライセンス対応され
るまでは使用されません。 
[使用中（In Use）] の数は常に 0 です。 
ライセンスをクリックして詳細を表示します。 
 
 

1 

インベントリ – Right-to-Use ライセンス 
SSM における RTU 

1 

2 

2 



インベントリ – Right-to-Use ライセンス 
SSM における RTU 

 SSM の [概要（Overview）] タブに
ライセンスの詳細が表示されます。 
 
RTU ライセンスでは、[使用中 
（In Use）] の数は常に 0 です。 
 
 

1 

2 

1 

2 



製品インスタンス 
製品インスタンスとは 

製品インスタンスとは、登録トークンを使用して一意のデバイス ID（UDI）が登録された個々のデバイスです。トークンはバーチャル ア
カウントに固有で、1 つの登録トークンで複数の製品インスタンスを登録できます。各製品インスタンスには、同じバーチャル アカウン
トに置かれている 1 つ以上のライセンスを割り当てることができます。 

      

バーチャル 
アカウント 

シスコ 
製品 

こんにちは。こちらは Device-East5 です。
BigU.edu に属しており、Advanced ライセン
スを 1 つ使用しています 

こんにちは。このデバイスは Device-East5 です。 
BigU.edu および物理学部に属しており、  
「コンプライアンス適合」です 

トークンを使用した製品インスタンスの登録 

シスコ製品自体は、特定の更新期間中に SSM サーバに
定期的に接続する必要があります。製品自体が接続に失
敗した場合も、そのライセンスは引き続き使用されます。
製品インスタンスを削除すると、そのライセンスがリ
リースされ、バーチャル アカウント内で使用可能にな
ります。 

トークンはバーチャル アカ
ウントに製品を接続し、そ
のバーチャル アカウントか
らライセンスを使用します。 



インベントリ 
全般 – バーチャル アカウントへの製品インスタンスの登録 

バーチャル アカウントの [全般（General）] タブで、[新規トークン（New Token）] をクリックします。 
[説明（Description）] とトークンの有効日数を入力します。有効期限が切れる前に、トークンを何回使用できるかを指
定することもできます。その場合は、有効期限に達するか、最大使用回数に達するとトークンが使用できなくなります。
エクスポート制御機能に関するチェックボックスをオンにし、条件および責任に同意します。 
[トークンの作成（Create Token）] をクリックします。 

1 

2 

注：ディストリビュータから受け取ったスマート  
ライセンス製品も同じ登録トークン作成プロセスに
従います。 

  
1 

  

  
  

2 

3 

3 



インベントリ 
全般 – バーチャル アカウントへの製品インスタンスの登録 

[コピー（Copy）] をクリックして新しく作成したトークンをコピーするか、ノートパッドにダウンロードして、製品の
設定および登録プロセスで使用します。 

1 

製品を登録するには、トークンが必要です。製品を登録すると、登録トー
クンは不要になるため、そのテーブルから取り消したり、削除したりする
ことができます。 
 
登録トークンの有効日数は、1 ～ 365 日間に設定できます。さらに、各
トークンの最大使用回数も設定できます。 

1 



インベントリ 
デバイスの設定 

仕様に合わせてデバイスを設定します。Smart Software Manager と通信できるように、コマンドの 
1 つでトークンを入力してデバイスを登録します。 
 デバイスで Smart Call Home を設定する必要があります。ここでは、Smart Call Home 設定の例

を示します。 
   

1 

call-home contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com profile "CiscoTAC-1" 
active 
destination transport-method http 
no destination transport-method email 
destination address http 
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 

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

1 

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


インベントリ 
デバイスの設定 

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

2 

a. (config)license smart enable  

b. (exec)license smart register idtoken 
NzkxOGQzZDEtY2E3NS00MzJhLWE1NmEtMDhjMmVjM2YyYWU4LTEzODI4OTYw%0AOTcwMTh8WmtXWnh2TXkwUUp6
RTdsZStTNlI5SUV6Y3loYXo5R3RqbE1pYnpM%0AMVI2TT0%3D%0A 

c. (config)license boot level premium 

2 



インベントリ 
[製品インスタンス（Product Instances）] 

新しい製品インスタンス情報が表示されます。 1 

  
1 



インベントリ 
製品インスタンスの詳細 

[製品インスタンス（Product Instance）] タブに製品インスタンスが表示されます。 
製品インスタンスをクリックすると、製品、ライセンスの使用状況、およびイベント ログの詳細が表示されます。 
 

1 

2 

スマート ライセンス契約に準拠していない
ライセンスや製品インスタンスがあると、ア
ラートが生成されます（使用中のライセンス
数が購入ライセンス数よりも多いなど）。 

  

1 

  
2 

  



インベントリ 
製品インスタンスの詳細 

 製品インスタンスの [概要（Overview）] タ
ブでは、製品の説明やホスト ID、MAC アド
レス、PID、シリアル番号、UUID（ある場
合）、バーチャル アカウント、登録日、最
終連絡日などのその他の詳細を確認できます。 
 
また、ライセンスの使用状況の詳細も確認で
きます。 
 
さらに、イベント ログを表示することが可
能です。 

1 

2 

3 

  

1 

  
2 

  
3 



インベントリ 
製品インスタンスの転送 

[アクション（Actions）] ドロップダウンの [転送（Transfer）] をクリックします。 
[製品インスタンスの転送（Transfer Product Instance）] ダイアログ ボックスで転送先のバーチャル アカウントを選択
し、[OK] をクリックします。 

1 

2 

  

2   

1 

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



インベントリ 
製品インスタンスの削除 

また、製品インスタンスを削除することもできます。[アクション（Actions）] の [削除（Remove）] をクリックします。 
ポップアップ ウィンドウが表示されたら、[製品インスタンスの削除（Remove Product Instance）] を確定する必要があります。 
* Smart Software Manager から製品インスタンスを削除しても、製品インスタンスで使用されていたライセンスは引き続き使用
できます。また、別の製品でも使用可能です。 

1 

2 

  

  1 

2 
  

削除後は、製品がバーチャル アカウントと通信し、バーチャル アカウント内の
ライセンスを使用できるよう、（トークンを使用して）製品インスタンスを再度
バーチャル アカウントに登録することも可能です。 



インベントリ 
製品インスタンスの削除 

製品インスタンスは、特定の更新期間中に SSM サーバに定期的に接続する必要があります。製品インス
タンスが接続に失敗した場合、製品インスタンスは接続に失敗しましたとマークされますが、そのライセ
ンスは引き続き使用されます。製品インスタンスを削除すると、そのライセンスがリリースされ、バー
チャル アカウント内の他の製品で使用可能になります。 

1 

  
1 



インベントリ 
製品インスタンス − アプリケーション ハイ アベイラビリティ 

アプリケーション ハイ アベイラビリ
ティ（HA）ソリューションでは、[製品
インスタンス（Product Instances）] タ
ブでハイ アベイラビリティ用に設定さ
れている製品インスタンスの横にアイ
コンが    表示されます。 
 
その製品インスタンスの名前をクリッ
クすると、ポップアップ ウィンドウに 
[ハイアベイラビリティ（High 
Availability）] という新しいタブが表示
されます。 
 
[ハイアベイラビリティ（High 
Availability）] タブには、対象の製品イ
ンスタンスでハイ アベイラビリティ用
に設定されたアプリケーションとピア
のリスト、およびステータス情報が表
示されます。 

1 

1 

2 

1 

2 

詳細については、次の QRG を確認してください。 
アプリケーション ハイ アベイラビリティ  

https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466


インベントリ 
イベント ログ 

[イベント ログ（Event Log）] タブでバーチャル アカウントの最近のアクティビティとアラートを表示
すると、ライセンスおよび製品インベントリのトラブルシューティングが簡単になります。 

1 

1 

  



ライセンス変換 
現在使用中の従来のライセンスをスマート ソフトウェア ライセンスに変換 

[スマートライセンスに変換（Convert to Smart Licensing）] タブでは、クラシック ライセンスをスマート ライセンスに
変換し、スマート アカウントの価値の高いメリットを得ることが可能です。2 つのオプションから選択できます。 
PAK ライセンスをスマート ライセンスに変換。 
現在使用している従来の Term & Content ライセンスをスマート ソフトウェア ライセンスに変換。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

1 2 



ライセンス変換 
PAK ライセンスをスマート ライセンスに変換 
[ライセンス変換（License Conversion）] セクションの [PAKの変換（Convert PAKs）] で PAK をクリックして [PAKの詳細（PAK 
Details）] を表示します。 
[PAKの詳細（PAK Details）] には、SKU と対応するスマート ライセンスが表示されます。 
[スマート ライセンスに変換（Convert to Smart Licenses）] をクリックします。 

1 

2 

3 

部分的な履行が許可されていない場合は、
変換する SKU を選択できません。 

部分的な変換が許可されている場合は、
SKU を選択することが可能です。 

 
PAK がリアル タイムで更新される場合、PAK の更新が最新であ
り、タイム スタンプと一致していないことを示す情報アイコン

が表示されます。 
 

1 

3 

2 



ライセンス変換 
PAK ライセンスをスマート ライセンスに変換 
[スマートライセンスに変換（Convert to Smart Licenses）] をクリックすると、2 ステップのウィザードが開きます。 
ステップ 1 では、ライセンスと変換する数量を選択する必要があります。選択したら [次へ（Next）] をクリックします。 
ステップ 2 では、変換する SKU の確認と再確認を行って [ライセンスの変換（Convert Licenses）] をクリックします。 
 

[確認と確定（Review and Confirm）] の段階では、ライセンスがスマート ライセンス
に変換されると LRP に表示されなくなることを示す警告メッセージが表示されます。 

1 

2 

1 2 



ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 
[ライセンスの変換（Convert Licenses）] タブには、従来のライセンスを使用しており、スマート ソフトウェア ライセ
ンスに変換できるスマート アカウントのデバイスが含まれています。表内にデバイスが表示されない場合は、License 
Registration Portal でデバイスがスマート アカウントに割り当てられていることを確認します。 
 

[ライセンスの変換（Convert Licenses）] をクリックします。 1 

1 



ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – ライセンスの選択 

 ステップ 1 の [ライセンスの選択
（Select Licenses）] では、ライセ
ンス キーと選択した製品ファミリ、
およびデバイスのバーチャル アカ
ウントが表示されます。 
 
ドロップ ダウンから変換先のバー
チャル アカウントを選択し、変換
したいライセンスの SKU を選びま
す。アクセスできるバーチャル ア
カウントのみが表示されます。 
 
[次へ（Next）] をクリックします。 
 

1 

2 
2 

1 



ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 確認と確定 

2 番目のステップの [確認と確定（Review and Confirm）] では、ライセンスがスマート ライセンスに変
換されると LRP に表示されなくなることを示す警告メッセージが表示されます。 
選択内容を確認し、[ライセンスの変換（Convert Licenses）] をクリックして確定します。 
 
 

1 

2 
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ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 確認メッセージ 

ライセンスが正常に変換されたことを示す確認メッセージが表示されます。 
 
デバイスでこれらのライセンスを使用するには、Smart Software Manager でスマート ソフト
ウェア ライセンスを使用するための登録を行う必要があります。 



ライセンス変換 
イベント ログ  

[イベントログ（Event Log）] タブでは、変更内容について説明するメッセージをはじめとする、最新の
変更を確認できます。 
 

1 

1 



Device-Led Conversion（DLC） 
概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Device-Led Conversion（DLC）により、お客様のデバイス上で使用されているクラシック ライセンスからスマート 
ライセンスへの移行が次の条件で自動的に行われます。 
• ライセンスの変換が自動的に行われるようにするには、お客様のデバイスを Cisco Smart Software Manager

（SSM）に登録する必要があります。 
• デバイス上のクラシック ライセンスのいずれかに対応するスマート ライセンスへの移行パスがない場合、自動ラ

イセンス変換は行われません。 
• クラシック ライセンスからスマート ライセンスへの移行パスは、各事業部門（BU）で定義されます。 
• 一部の事業部門のライセンスの変換は引き続き、License Registration Portal（LRP）や Smart Software Manager

（SSM）で現状のプロセスに従って手動で実行できます。 
 

Device-Led Conversion（DLC）とは 

 
Device-Led Conversion（DLC）により、お客様はスマート ライセンスの使用を簡単に開始するとともに、手動での

ライセンスの変換に伴う課題を軽減できます。 
 

お客様にとっての Device-Led Conversion（DLC）のメリット 



Device-Led Conversion（DLC） 
概要 
デバイス（製品自体）をスマート ライセンス イメージにアップグレードし、Smart Software Manager に初めて登録すると、
Device-Led Conversion（DLC）により、エンド ユーザの操作をほとんど、またはまったく必要とすることなく、デバイスのライ
センスをクラシック ライセンスや RTU ライセンスからスマート ライセンスに自動的に変換できるようになります。 

 

Device-Led Conversion（DLC）を実行で
きるのは 1 回だけです。 

デバイスを SSM に登録すると、ライセン
スの変換プロセスが自動的に実行されます。 

ライセンスがすでにスマート アカウントに
追加されていた場合は、スマート エンタイ
トルメントへの変換だけが行われます。 

ライセンスがスマート アカウントにない場
合は、スマート アカウントに追加され、ス
マート エンタイトルメントへの変換が行わ

れます。 



Device-Led Conversion（DLC） 
[変換の履歴（Conversion History）] タブ 

[スマートライセンスへの変換（Convert to 
Smart Licensing）] タブの [変換の履歴
（Conversion History）] タブをクリックする
と、Device-Led Conversion（DLC）を試み
たすべてのデバイスの詳細が表示されます。 
Device-Led Conversion（DLC）が実行され
ると、以下に示す 3 つのステータスのいずれ
かが割り当てられます。 
[変換ステータス（Conversion Status）] 列に
表示されるステータスは、次のとおりです。 
• 変換済み（Converted）：すべてのライ

センスが変換済みです。 
• ライセンス変換済み（License 

Converted）：変換済みのライセンスと
未変換のライセンスがあります。この
ケースでは、変換が失敗した理由をユー
ザに伝えるアラートも生成されます。 

• ライセンス未変換（License Not 
Converted）：すべてのライセンスが未
変換です。このケースでもアラートが生
成されます。 
 

1 

1 



ライセンス変換 
ハイブリッド SKU をクラシック ライセンスからスマート ライセンスに一括で変換（複数のライセンスを一度に変換）できるよ
うになりました。 
また、ハイブリッド SKU からスマート ライセンスへの自動ライセンス変換をセット アップすることも可能です。 
 
 
 

クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 自動変換と一括変換 
 1 

1 クラシック ライセンスからスマート 
ライセンスへの一括変換を実行できる
のは、スマート アカウント管理者のみ

です。 



ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 変換設定  

 スマート アカウント管理者は、[変換設定（Conversion Settings）] タブでライセンス変換の設定を追加、または変更できます。 
 

[スマートライセンスへの Device-Led Conversion（DLC）（Device Led Conversion to Smart Licensing）] では、次に示す 3 つのオプショ
ンのいずれかを選択できます。 
• すべてのバーチャルアカウントで有効（Enabled on All Virtual Accounts） 
• 選択中のバーチャルアカウントで有効（Enabled on Selected Virtual Accounts） 
• 無効（Disabled） 
 
 

1 

1 



ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 変換設定  

  

 

スマート アカウント管理者は、[変換設定（Conversion Settings）] タブで スマート ライセンスへの自動変換を有効にし、新しい注文
の一部としてスマート アカウントに PAK が割り当てられたときに自動的にスマート ライセンスに変換する PAK を決定できます。 
 

[すべてのバーチャルアカウントのPAK（PAKs in All Virtual Accounts）] か [選択中のバーチャルアカウントのPAK（PAK in Selected 
Virtual Accounts）] のいずれかを選択できます。 
[選択中のバーチャルアカウントのPAK（PAK in Selected Virtual Accounts）] を選択する場合は、ダイアログ ボックスでバーチャル アカ
ウントを選択し、矢印ボタンを使用して選択したアカウントを右側に移動させる必要があります。 
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ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 変換設定  

  

 

[変換設定（Conversion Settings）] タブでは、[すべての製品（All Products）] または [選択中の製品（Selected 
Products）] について、PAK の自動変換を選択できます。 
[選択中の製品（Selected Products）] を選択する場合は、ダイアログ ボックスで変換可能な製品を 1 つ以上選択し、矢
印ボタンを使用して選択した製品を右側に移動させる必要があります。 
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ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 変換設定  

 

 

スマート アカウント管理者は、[変換設定（Conversion Settings）] タブで スマート ライセンスへの自動変換を有効に
し、新しい注文の一部としてスマート アカウントにデバイスが割り当てられたときに自動的にスマート ライセンスに変
換するデバイスのライセンスを決定できます。 
[すべてのバーチャルアカウントのデバイス（Devices in All Virtual Accounts）] か [選択中のバーチャルアカウントのデバ
イス（Devices in Selected Virtual Accounts）] のいずれかを選択できます。 
[選択中のバーチャルアカウントのデバイス（Devices in Selected Virtual Accounts）] を選択する場合は、ダイアログ ボッ
クスでバーチャル アカウントを選択し、矢印ボタンを使用して選択したアカウントを右側に移動させる必要があります。 
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ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換 – 変換設定  

 

 

[変換設定（Conversion Settings）] タブでは、[すべての製品（All Products）] または [選択中の製品
（Selected Products）] について、デバイスのライセンスの自動変換を選択できます。 
[選択中の製品（Selected Products）] を選択する場合は、ダイアログ ボックスで変換可能な製品を 1 つ以
上選択し、矢印ボタンを使用して選択した製品を右側に移動させる必要があります。 
 
変換設定を変更したら、[保存（Save）] をクリックする必要があります。 
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ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換  

 スマート アカウント管理者は、[PAKの変換（Convert PAKs）] タブで PAK をスマート ライセンスに一括変換できます。 
[今すぐ変換（Convert Now）] をクリックします。 
ダイアログ ボックスには、自動変換設定に基づいて対象のライセンスがスマート ライセンスに変換される旨が示されます。 
[OK] をクリックします。変換されると、[インベントリ（Inventory）] タブにライセンスが表示されます。 
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ライセンス変換 
クラシック ライセンスをスマート ライセンスに変換  

 スマート アカウント管理者は、[ライセンスの変換（Convert Licenses）] タブでも PAK をスマート ライセンスに一括変換
できます。 
[今すぐ変換（Convert Now）] をクリックします。 
ダイアログ ボックスには、自動変換設定に基づいて対象のライセンスがスマート ライセンスに変換される旨が示されます。 
[OK] をクリックします。変換されると、[インベントリ（Inventory）] タブにライセンスが表示されます。 
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レポート 
ライセンスと製品インスタンスの詳細 

1 

特定のバーチャル アカウントに関するレポートの生成：ツールでレポートを実行するか（ブラウザの Web ページで
レポートが開きます）、CSV または XLS にエクスポートできます。レポート名（ライセンスなど）をクリックし、
レポート カスタマイズ ポップアップを表示してレポートを実行します。 
[ライセンス（License）] レポートには、ライセンスの数と使用状況の概要が示されます。 
[ライセンスサブスクリプション（License Subscription）] レポートは、現在使用しているサブスクリプション ライセ
ンスの数と使用状況の概要です。 
[製品インスタンス（Product Instance）] レポートには、製品インスタンスの数とリストが含まれています。 
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レポート 
ライセンスと製品インスタンスの詳細 

 各レポート オプション（[ライセン
ス（Licenses）]、[ライセンスサブ
スクリプション（License 
Subscriptions）]、[製品インスタン
ス（Product Instances）]）の [レ
ポートの実行（Run a Report）] を
クリックすると、レポート画面に
リダイレクトされます。 
 
注：これは [ライセンス
（Licenses）] レポートのサンプル 
データです。 
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レポート 
ライセンス レポート 
[ライセンスレポートの実行（Run License 
Report）] では、ドロップ ダウン メニューから
バーチャル アカウントを選択できます。次の 
3 つのオプションがあります。 
• すべてのバーチャルアカウント（All Virtual 

Accounts） 
• 選択中のバーチャルアカウント（Selected 

Virtual Accounts） 
• これらのタグのすべてを含むアカウント

（Accounts with ALL of these Tags） 
 
[選択中のバーチャルアカウント（Selected 
Virtual Accounts）] を選択すると、レポートの
バーチャル アカウントを選択できます。レポー
トを実行したいバーチャル アカウントを選択す
るオプションが示されます。キーワードでの検
索が可能です。 
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レポート 
ライセンス レポート 
[これらのタグのすべてを含むアカウント
（Accounts with ALL of these Tags）] を選択し
た場合は、複数のタグを検索します。これによ
り、選択したタグのすべてを含むバーチャル ア
カウントのみがレポートに表示されます。 
 
 
[すべてのバーチャルアカウント（All Virtual 
Accounts）] を選択した場合は、スマート アカ
ウント内のすべてのバーチャル アカウントから
レポートがプルされるため、検索機能は提供さ
れません。 
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レポート 
ライセンス レポート 

 ライセンスでフィルタリングすることも可能です。 
生成される [すべてのライセンス（All Licenses）]、
[これらのライセンスタグのすべてを含むライセンス
（Licenses with ALL of these License Tags）]、また
は [ライセンスタグを含まないライセンス（Licenses 
with NO License Tags）] のレポートを表示できます。 
 
 
[これらのライセンスタグのすべてを含むライセンス
（Licenses with ALL of these License Tags）] を検索
する場合は、ドロップ ダウン メニューからタグの数
を選択できます。これにより、レポートにはそれら
に関連するタグのすべてを含むライセンスのみが表
示されます。 
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レポート 
ライセンス レポート 
[ライセンスタグを含まないライセンス
（Licenses with NO License Tags）] を検
索した場合、レポートにはそれらに関連
するタグを含まないライセンスが表示さ
れます。 
 
[すべてのライセンス（All Licenses）] を
選択した場合、レポートにはユーザがア
クセスできるすべてのライセンスが表示
されます。 
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レポート 
ライセンス サブスクリプション レポート 
[ライセンスサブスクリプションレポートの実行（Run License Subscriptions Report）] では、バーチャル アカウントと
ライセンスも選択できます。 
ライセンス サブスクリプション レポートに関しては、次のサブスクリプション ステータスを選択することが可能です。 

• すべてのサブスクリプション（All Subscriptions） 
• 有効なサブスクリプションのみ（Active Only） 
• 期限が切れたかキャンセルされたサブスクリプションのみ（Expired or Cancelled Only） 
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レポート 
製品インスタンス レポート 

[製品インスタンスレポート（Product Instance Report）] では、[バーチャル アカウント（Virtual Accounts）] も選択で
きます。 
 

また、[製品タイプ（Product Types）] を選択することが可能です。 
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レポート 
詳細フィルタ 
バーチャル アカウント、ライセンス、およびサブス
クリプション ステータス フィルタに加え、詳細フィ
ルタを追加できます。 
詳細フィルタ セクションでは、[ソース（Source）]
（下記のドロップ ダウン オプション）、[お客様
（Customer）]、[注文番号（Order Number）]、
[PO（Purchase Order）]、[出荷先の国（Ship to 
country）]、[製品ファミリ（Product Family）]、
[SKU]、[デバイス（Device）]、[PAK]、および [有効
期限（Expiration）] でのフィルタリングが可能です。 
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環境設定 
ライセンス設定 

スマート アカウント管理者は、[設定（Preferences）] タブで [ライセンス設定（License Configuration）] セクション
を表示できます。 
• スマート アカウントで Specific License Reservation（SLR）を有効にすると、スマート アカウント管理者は予約

済みライセンスの事前インストール（Reserved License Preinstallation）を有効にできるようになります。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Specific License Reservation（SLR）は、非常にセキュリティの高いネットワークで使用される機能です。 
SLR を有効にする必要がある場合は、japan-tac@cisco.com 宛に電子メールをお送りください。 
SLR を有効にすると、SA 管理者は予約済みライセンスの事前インストール（Reserved License Preinstallation）を有効にで
きるようになります。 
• 詳細については、こちらのクイック リファレンス ガイドを確認してください。 
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環境設定 
通知の選択 

1 

[電子メール通知（Email 
Notification）] 設定は、[設定
（Preferences）] タブの [ライ
センス設定（License 
Configuration）] セクションの
下に配置されました。 
 
 
ここでは、受信したい電子 
メール通知を選択できます。 
 
新しいページに移動する前に 
[保存（Save）] をクリックし
ます。 
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サテライト（SSM On-Prem） 
オフライン コネクタ 

セキュリティ上の理由によりインターネットに直接接続してインストール ベースを管理したくないお客様の場合は、
Smart Software Manager On-Prem をお客様のオンプレミス環境にインストールして、Cisco SSM 機能のサブセット
を使用できるようにします。 

メインの [サテライト（Satellites）] ページには、すべてのサテライトが表示されます。またこのページでは、新しい
サテライトを作成できます。 
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サテライト（SSM On-Prem）  
オフライン コネクタ 

[新規サテライト（New Satellite）] を選択すると、サテライト名、登録ファイル、バーチャル アカウント、連絡先
メール アドレスの入力を求めるポップアップが表示されます。 
[認可ファイルを作成（Generate Authorization File）] をクリックするとポップアップが表示されます。その画面の [認
可ファイルのダウンロード（Download Authorization File）] をクリックすると認可ファイルをダウンロードできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
サテライト オプションの使用方法の詳細については、Smart 
Account Manager サテライトのページを参照してください。
また、次のドキュメントも用意されています。 
• SSM サテライト概要プレゼンテーション 
• ユーザ ガイド 
• インストール ガイド 
• データ シート 
• 概要  
• よくある質問 
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詳細については、SSM のサテライト導入モデル、システム要件、サテライト機能、ネット
ワーク同期などの情報がまとめられた、サテライト概要のプレゼンテーションを参照してく
ださい。 
• SSM サテライト Classic Edition 
• SSM サテライト Enhanced Edition 

  
 

SSM サテライトの問題については、  
japan-tac@cisco.com までお問い合わせください。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/smart-accounts/software-manager-satellite.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/smart-accounts/software-manager-satellite.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/smart-accounts/software-manager-satellite.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/presentation-c97-734545.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/presentation-c97-734545.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/presentation-c97-734545.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/smart-software-manager-satellite-enhanced-edition-bdm.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/smart-software-manager-satellite-enhanced-edition-bdm.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/smart-software-manager-satellite-enhanced-edition-bdm.pdf


アクティビティ 
ライセンスのトランザクションの一覧 

1 [アクティビティ（Activity）] ページの 
[トランザクション履歴（Transaction 
History）] タブにライセンスのトラン
ザクションとその他の詳細が表示され
ます。 

 

[トランザクション日（Transaction 
Date）] のリンクをクリックすると、
[トランザクションの詳細
（Transaction Details）] と [期間の詳
細（Term Details）] を確認できます。 
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フィードバックとサポート 
関連リンク 

1 すべてのページにフィードバック送信、サポート ケース送信、およびツール ヘルプのリンクが表示されます。 

  
1 



仮想チャット アシスタント 
SSM の仮想アシスタント 
Smart Software Manager から仮想チャット アシスタント（VCA）にアクセスできるようになりました。 
 

VCA にアクセスするには、画面右上の [仮想アシスタントをお試しください（Try our Virtual Assistant）] リンクをクリックします。 
[スマートライセンス仮想アシスタント（Smart Licensing Virtual Assistant）] ページが表示され、質問を入力できます。 
 
 

  

  

詳細については、次の QRG を確認してください。 
VCA クイック リファレンス ガイド  
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サポートとその他のリソース 



カスタマーサポートと情報サイト 
サポート窓口とリソース 
① スマートアカウント・スマートライセンス・SSM On-Prem（旧サテライト）の作成・利用方法に関するお問い合わせ 

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

 

 

スマートアカウント・スマートライセンスのサポート時間 （日本語サポート） 
シスコ営業日 平日 9:00 – 17:00  
※スマートライセンス・アカウントのお問い合わせは原則Severity 3 または 4 対応となります（サービス断・ネットワークダウンではないため) 
※スマートライセンス・アカウントのお問い合わせはパートナーメトリックスに加算されません。 
※英語サポートは 24x7 にてご利用いただけます licensing@cisco.com までお問い合わせください。 
※SSMサテライトサポートの受付には、管理されるいずれか1つの製品のシスコ保守契約番号が必要です。シスコとの契約が無い場合は弊社販売代理店にお問い合わせください。 
 

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

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

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

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html  
お客様向け「 シスコ スマート アカウント 関連資料集」（Cisco.com ID無しでご確認頂けます） 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/software/smart-accounts/smart-accounts-documents.html 

（ログイン後、画面右上の「日本語」を選択ください） 

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

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

（音声ガイドの「２」(新規ケースの申請) 
をプッシュしてください。） 

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


カスタマーサポートと情報サイト 
サポート窓口とリソース 

④ 最新のトレーニング資料（英語） 
 

資料は重要なもののみ随時翻訳してパートナーセントラルやエンドユーザ向けWeb siteに掲載しますが、最新の資料はこちらをご参照ください。 
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/cisco-software-experience-for-customers-partners-and/ta-p/3644711 
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バックエンド通信チャネルおよびポート 

Cisco Smart Software Manager（SSM）（cisco.com） 
HTTPS：HTTPS: tools.cisco.com（Port 443） 
HTTP: www.cisco.com（Port 80）（Cert Downloads） 

SSM On-Prem（旧 SSM サテライト） 
ユーザ インターフェイス：HTTPS（Port 8443） 
製品登録：HTTPS（Port 443）、HTTP（Port 80） 
SSM との通信：HTTPS（tools.cisco.com、api.cisco.com、
cloudsso.cisco.com、swapi.cisco.com）、port 443 

承認済みのバックエンド 
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Device-Led Conversion（DLC） 
変換チェック 

 

過去にデバイスの Device-Led Conversion（DLC）が開始され
たことがない場合、変換を実行すべきかどうかを確認するための
いくつかのチェックが行われます。 
 
変換は次のシナリオで行われます。 
 デバイスの登録は完了しているものの、そのデバイスで移行

が実施されておらず、お客様が自動移行を無効にしていない。 
 ハイ アベイラビリティ構成のアクティブなデバイスで移行が

開始された場合、そのデバイスとハイ アベイラビリティ構成
されているすべてのデバイスが移行されます。 

 既存の HA 構成に新しいデバイスが追加されると、そのデバ
イスの移行が自動的に開始されます。 

 デバイスがスタンバイからアクティブに切り替わると、自動
移行のステータスがチェックされます。まだ行われていない
場合は、自動移行が開始されます。 
 

承認済みの場合、デバイスに関連するクラシック ライセンスと 
RTU ライセンスがスマート エンタイトルメントに変換されます。 



Device-Led Conversion（DLC） 
変換チェック  

 

次のシナリオでは、自動変換は行われません。 
 デバイスで移行が実施されたことがある場合は自動変換が行

われず、デバイスで「変換済み（Already Converted）」とい
うエラー メッセージが表示されます。 

 デバイスの登録とリロード（リブート）は完了しているもの
の、まだ移行が実施されていない。 

 
次のシナリオでは、手動変換は開始されません。 
 デバイスで変換が実施されたことがある場合は手動変換が開

始されず、「変換済み（Already Converted）」というエラー 
メッセージが表示されます。 

 移行後にスマート ライセンスを無効にし、ライセンス ファイ
ルを追加でインストールしてから再度有効にして移行を行う
と、すでに一度移行が実施されているため、追加したライセ
ンスは移行されません。 

 現在の移行が保留されている状態で再び手動移行が開始され
ると、その移行は失敗します。 



Device-Led Conversion（DLC） 
[変換の履歴（Conversion History）] タブ 
特定のデバイスの詳細を表示するには、[デバイスID
（Device Identifier）] 列のデータをクリックします。 
デバイスと変換ステータスの詳細を示すポップアップが表示
されます。 

例 1：ここには、変換ステータスが [ライセンス変換済み
（Licenses Converted）] のデバイスの詳細が示されてい
ます。この例の詳細には、デバイスのクラシック/RTU ラ
イセンスと関連するスマート ライセンスの情報だけでな
く、ライセンスの変換が成功したかどうかと失敗した理由
（該当する場合）に関する情報も含まれています。ライセ
ンスを変換できない理由としては、ライセンスの有効期限
が切れているか、スマート ライセンスがないことが挙げ
られます。 
 

例 2：ここには、変換ステータスが [ライセンス未変換
（License Not Converted）] のデバイスの詳細が示されて
います。この例の詳細には、デバイスのクラシック ライ
センスと関連するスマート ライセンスの情報だけでなく、
ライセンスの変換が成功したかどうかと失敗した理由（該
当する場合）に関する情報も含まれています。 
 

2 

2a 

2b 

2a 

2b 

2b 

注：1 つのライセンスを変換できなくても、
それが他のライセンスの変換に影響すること
はありません。 

2a 



Device-Led Conversion（DLC） 
[変換の履歴（Conversion History）] タブ 

例 3：ここには、変換ステータスが [ライセンス未
変換（License Not Converted）] のデバイスの詳
細が示されています。1 つ以上のライセンスを変
換できなかったため、変換プロセス全体が完了し
ませんでした。 
 
例 4：ここには、変換ステータスが [ライセンス未
変換（License Not Converted）] のデバイスの例
が示されています。通信を確立できなかったため、
変換プロセス全体が完了しませんでした。 
 
 
 

2c 2c 

2d 

2d 

注：ソフトウェア ライセンス ツールの設定に基づい
て、SKU にスマート ライセンスが必要かどうかが
チェックされます。 
• スマート ライセンスが必要な場合は、Device-

Led Conversion（DLC）の実行が停止されます。 
• スマート ライセンスが必要ない場合、他のライ

センスに対する Device-Led Conversion（DLC）
の実行は停止されません。 
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インベントリ – ライセンス アップグレード 
概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ライセンス アップグレードは、Smart Software Manager で利用可能なライセンスのアップグレードを確認できる
機能です。この機能は、どのバーチャル アカウントでどのライセンスを使用する必要があるのかを特定するのに役
立ちます。 

  
既存のライセンスのアップグレード機能を購入した場合は、Smart Software Manager で既存のライセンスを置き換
えるのが理想的ですが、現在のところ、そのような機能は用意されていません。 
そのため、既存のライセンスとアップグレード ライセンスの両方が同じインベントリに保管され、複数のインスタ
ンスで使用できます。ユーザがアップグレード SKU を購入すると、アップグレード SKU のエンタイトルメントが
「アップグレード保留中」のエンタイトルメントとしてスマート アカウントに保管されます。ユーザは、アップグ
レード SKU のマッピングに基づいて、いくつかのオプションでこれらのエンタイトルメントのアップグレードを
選択できます。ユーザがアップグレード パスを選択すると、ライセンス インベントリにエンタイトルメントが追
加されます。アップグレード前のエンタイトルメントはすべて、ライセンス インベントリとバーチャル アカウン
トから削除されます。 

  

実行可能なライセンス アップグレードの例は、次のとおりです。 
• Collaboration のお客様が「Basic」から「Enhanced Plus」へのアップグレードを購入 
• Catalyst 9000 のお客様が「Network Essentials」から「Network Advantage」へのアップグレードを購入 

 



インベントリ – ライセンス アップグレード 
 
 
ここには、アップグレード SKU で追加されるエンタイトルメントの例が示されています。 
この例では、アップグレード SKU 以外からのプロビジョニング数が 0、アップグレード SKU からのプ
ロビジョニング数が 20 になっています。つまり、アップグレードが保留中のため製品インスタンスで
利用できないライセンスが 20 個あります。 
 

1 



 
 

2 アップグレード保留中のライセンスがバーチャル アカウントに追加されると、必ずイベントが生成され
ます。これは、[インベントリ（Inventory）] タブの [イベントログ（Event Log）] タブで確認できます。 
 

インベントリ – ライセンス アップグレード 

2 

  



 
 

3 

インベントリ – ライセンス アップグレード 
アップグレード保留中のライセンスの情報メッセージが表示されます。 
[アップグレードライセンス（Upgrade Licenses）] ウィザードは、次の 3 つの方法で開くことができます。 
• [アラート（Alerts）] 列の [アップグレード保留中] リンクを使用する。 
• [アクション（Actions）] 列の [アクション（Actions）] ドロップ ダウンから [アップグレード完了（Complete Upgrade）] オ

プションを選択する。 
• ライセンス インベントリのライセンス名、そのモデルの [アクション（Actions）] ドロップ ダウン、[アップグレード完了

（Complete Upgrade）] の順にクリックする。 

3a 

3b 

3c 

  3c   

3 
3a 

  
  

3b 



 
 

次に、[アップグレードライセンス（Upgrade Licenses）] ウィザードが開きます。 
• [アップグレード先（Upgrade To）] には、アップグレード保留中のエンタイトルメントの値が示されます。この例で
は、BAT_Upgrade1 がアップグレード保留中のエンタイトルメントです。 

• [数量（Quantity）] テキスト ボックスには、アップグレードする BAT_Upgrade1 の数を示す値を入力できます。 
• [転送先のバーチャルアカウント（To Virtual Account）] ドロップ ダウンを使用して、アップグレード保留中のエンタ
イトルメントを別のバーチャル アカウントに転送することも可能です。転送先のバーチャル アカウントでアップグ
レードが実行され、そのバーチャル アカウントからアップグレード前のエンタイトルメントも削除されます。デ
フォルトでは、アップグレード アクションが開始されたバーチャル アカウントが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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4 

  

現在のライセンスに割り当てられている
タグは、アップグレード ライセンスに自

動的に割り当てられません。 



 
 

[数量（Quantity）] テキスト ボックスに値
を入力し、[適用（Apply）] ボタンをクリッ
クします。アップグレードのマッピングに
基づいて、ユーザが利用できるさまざまな
アップグレード パス オプションが表示さ
れます（この例では、オプションは 1 つだ
けです）。アップグレードのマッピングに
よってシナリオが異なる場合があります。
バーチャル アカウントが変更されると、
アップグレード パスも更新されます。 
 
注：アップグレードのマッピングに基づく
さまざまなシナリオが用意されるのは、数
量を入力できる場合のみです。これらの
アップグレード パスは、永続から永続か期
間から期間のいずれかになり、両方が組み
合わせられることはありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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5 

  



 
 

使用できない数量を入力すると、数量
を減らすことを求めるエラーがスロー
されます。このスクリーンショットで
は、上記のシナリオで受信したエラー
がハイライトされています。 
 
 
有効なアップグレード パスを選択した
場合にのみ、[次へ（Next）] ボタンを
クリックできます。 
  
 

5a 

6 
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5a 

  
6 



 
 

ステップ 2 の [確認（Review）] ウィ
ザード ページが表示されます。 
 
情報を確認し、[送信（Submit）] ボ
タンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

8 
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7 

  8 



 
 

アップグレード プロセスが完了すると、スクリー
ンショットでハイライトされているメッセージが
表示されます。 
 
選択したアップグレード パスに基づいて、ライセ
ンス インベントリにエンタイトルメントが追加さ
れます。アップグレード前のエンタイトルメント
はすべて、ライセンス インベントリとバーチャル 
アカウントから削除されます。 
 
さらに、[イベントログ（Event Log）] タブでもイ
ベントが生成されます。 
 
プロセスの中でバーチャル アカウントを変更した
場合、イベント ログにそのアカウントが追加され
ます。 
 
アップグレードによってバーチャル アカウントに
ライセンスが追加された場合もイベントが生成さ
れます。 
 
 
 
 
 
 
 

9 

  

9 

  
  

9b 

9a 
9b 

9a 
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情報を確認していたときに数量を入力で
きなかったインスタンスがあった可能性
があります。その原因としては、別の
ユーザによって同時にアップグレードが
行われたことが考えられます。 
 
このケースでは、[送信（Submit）] ボタ
ンをクリックするとエラーが生成されま
す。このスクリーンショットでは、それ
と同じエラーがハイライトされています。 
 
ここでは、[やり直し（Start Over）] リ
ンクをクリックして再度プロセスを開始
する必要があります。 
 
 
 
 
 

10 

  

10 
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インベントリ – レポート オンリー ライセンス 
レポート オンリー ライセンス 

 

 レポート オンリー ライセンスは、ハードウェアにバンドルされている無料のライセンスであり、商取引によって別途

購入するものではありません。 

 レポート オンリー ライセンスは、ソフトウェアの「基本」コンポーネントであり、ハードウェアの価格に含まれてい

るため、別途収益化されたり製品化されたりすることはありません。 

 ユーザがデバイスにマッピングされたレポート オンリー ライセンスを含むデバイスを購入する場合、注文の完了後に

レポート オンリー ライセンスが SSM のインベントリ プールに自動的に移動することはありません。 

 ユーザが SSM で製品インスタンス（デバイス）を登録した場合に、インベントリとデバイスが登録されたスマート 

アカウント/バーチャル アカウントにレポート オンリー ライセンスの使用量が表示されます。 

 製品インスタンスを削除すると、ライセンス インベントリからレポート オンリー ライセンスが永久に削除されます。 

 レポート オンリー ライセンスは、製品インスタンスが削除されてもプールに戻されることはありません。 

 

 



製品インスタンスを登録すると、
バーチャル アカウントの [ライセ
ンス（Licenses）] タブに「レ
ポートのみ」のライセンスが表示
されます。 
 
購入した数量と使用中の数量が同
じになるよう、SSM でエントリ
が作成されます。このとき、過不
足が生じることはありません。 
 
 
 
 

1 

2 
1 

2 
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レポート オンリー ライセンス 



1 

1 

SSM の [ライセンス（Licenses）] タ
ブにあるレポート オンリー ライセン
スのライセンス名をクリックすると、
次のメッセージが表示されます。この
ライセンスは特定の製品に含まれてお
り、製品インスタンスの登録中に自動
的にスマートアカウントに追加されま
す。これらのライセンスは、ライセン
スを使用する製品インスタンスととも
にのみ、他のバーチャルアカウントに
転送できます（This license is 
included with certain products and 
is automatically added to your 
Smart Account during Product 
Instance registration. These 
licenses can only be transferred to 
other Virtual Accounts along with 
the Product Instances using them）。 
 

インベントリ – レポート オンリー ライセンス 
レポート オンリー ライセンス 



バーチャル アカウント間で「レ
ポートのみ」のライセンスを転
送することはできません。転送
しようとするとエラー メッセー
ジが表示されます。 
 
レポート オンリー ライセンスは
製品インスタンスに結び付けら
れており、製品インスタンスが
転送された場合にのみ転送でき
るためです。 

1 

1 
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レポート オンリー ライセンス 



[製品インスタンス（Product 
Instances）] タブでは、「レポート
のみ」のライセンスが含まれている
場合でもバーチャル アカウント間で
製品インスタンスを転送できます。 

1 

1 
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レポート オンリー ライセンス 
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