
シスコのソフトウェア ライセンスは、電子ライセンス「シスコ スマート ライセンス」へと移行します。

「シスコ スマート アカウント」は、このスマート ライセンスを管理するための新しいアカウントです。

購入したスマート ライセンスは、スマート アカウントに自動で登録されます。

ライセンスは特定の機器ではなく、企業や組織のスマート アカウントに紐づけられるため、

ソフトウェアとハードウェアの分離によって、ビジネス ニーズに適応するための最新ソフトウェア機能を迅速に実装できるようになります。

また、保有するライセンスを組織全体で可視化して、ソフトウェア資産管理を最適化できます。

ビジネスニーズへの迅速な適応

ソフトウェア管理の最適化

コンプライアンス強化

● 保有するライセンスを Web ポータルで可視化
● ライセンスの有効化や無効化、移動が可能

● 最新のソフトウェア機能をいち早く実装
● ライセンスの迅速な有効化でビジネス競争力の強化に貢献

● ライセンスの使用期限や使用状況をリアルタイムに把握
● 気づかずに起こるソフトウェアの不正使用を防止

これまでは、電子メールなどファイルで入手した PAK（Product Authorization Key）を手動で登録して、

発行したライセンスを特定の機器と紐づけて運用管理する必要がありました。

また、部署あるいは拠点別の管理者による分散管理によって、組織全体で保有しているライセンスの詳細を把握することが困難でした。

シスコ スマート アカウント

シスコ スマート ライセンス
&

自動登録
購入したライセンスの自動登録
機器もかんたん登録 /有効化

組織に帰属
ライセンスはスマート アカウント
（組織）に紐づけられる

包括的な把握 /管理
組織全体の資産としてライセンスを管理
使用期限や使用状況をリアルタイムに把握

手動登録
PAK を手動で登録してライセンスを有効化

ライセンスを機器にインストール

機器に帰属
個々のライセンスは

特定の機器に紐づけられる

限定的な把握 /管理
部署 /拠点別にライセンスを管理
組織全体の資産として把握は困難



保有するライセンスを組織全体で可視化して、ソフトウェア資産管理を最適化するソリューション

シスコ スマート ライセンスおよびシスコ スマート アカウントは、シスコのソフト

ウェア ライセンスに対して組織全体にわたる完全な可視性を提供し、ソフトウェ

アの購入、運用、更新にいたる包括的かつきめ細やかな資産管理を実現する、

新しいソフトウェア管理ソリューションです。

スマート ライセンスは、従来の PAK（Product Authorization Key）とは異なり、

ライセンスの購入時にスマート アカウントが必須となりますが、購入したライセ

ンスが自動でアカウントに登録されるため、手動で都度 PAK を登録するような

煩雑な手続きが不要になります。

スマート アカウントは、数分ほどの簡単なオンライン手続きによって、無料で開

設できます。

また、スマート ライセンスは従来のライセンスとは異なり、特定の機器や管理者

など個々人の Cisco.com ID と紐づけられるのではなく、組織＝スマート アカウ

ントに紐づけられるため、次のような特長があります。

 ● 単一の Web ポータルで可視化 /管理：専用ツールで、組織が保有するラ

イセンスを可視化および管理できます。従来どおりの部署別 /拠点別管理

をさらに円滑化するサブ アカウント＝バーチャル アカウントの作成 /管理

も可能です。

 ● ライセンス プールによるフレキシブルな運用：組織が保有するライセンスは 

1 つの アカウントに紐づけられてプールされます。必要に応じて、ライセ

ンスを機器間および部署間 /拠点間（バーチャル アカウント間）でリアル

タイムに移動できます。

シスコ スマート ライセンスおよびシスコ スマート アカウントの概要

Cisco Software Central ポータル
https://software.cisco.com

スマート ライセンス対応機器

スマート ソフトウェア ライセンス
スマート ライセンスの管理ツール

スマート アカウントの管理
スマート アカウントの管理ツール

スマート ソフトウェア マネージャ

シスコのクラウド

スマート アカウント

スマート ライセンス情報を同期
たとえば「A 事業所の機器」「アドバンスド ライセンスを使用中」「ライセンスの更新まで 3 か月」など

スマート アカウントおよび
バーチャル アカウントの管理など、

ユーザ管理全般

スマート ライセンスおよび
対応機器の可視化、

ライセンスの有効化や無効化、
移動など

ライセンス情報の同期など
データベースを管理

スマート ライセンス対応機器の詳細は、次の Web サイトをご覧ください。

 www.cisco.com/jp/go/smart-license

http://signup.umbrella.com


ライセンス ポータビリティ

個々のライセンスが特定の機器に紐づけられていた従来の PAK（Product 

Authorization Key）とは異なり、スマート ライセンスは 1 つのスマート アカウン

トに紐づけられてプールされます。プールされたライセンスは、互換性がある機

器で有効化できます。従来は、互換性がある機器の購入時や故障による機器の

交換時など、古い機器から新しい機器へライセンスを移動したい場合には、シス

コに問い合わせをするなど、時間がかかる手続きが必要でした。スマート ライセ

ンスおよびスマート アカウントによって、ユーザ管理者自身がリアルタイムでライ

センスを有効化、無効化、および移動できるようになります。

バーチャル アカウント

シスコ スマート アカウントには、メイン アカウントの管理者が自由に定義できる

サブ アカウントとして、バーチャル アカウントを作成できます。たとえば、

 ● プロジェクト別

 ● 国内 A 事業所、海外 B 出張所などの所在地別

 ● ネットワーク部門、セキュリティ部門、クラウド部門などのテクノロジー別

など、目的別にバーチャル アカウントを作成して、それぞれの管理者に必要な権

限を与えたり、バーチャル アカウント間でライセンスを移動したりすることができ

るなど、組織全体の資産としてライセンスを管理しつつ、柔軟な運用管理が可能

です。

シスコ スマート ソフトウェア マネージャ

シスコ スマート ライセンス対応機器は、ライセンス情報データベースを管理す

るシスコ クラウド内のライセンス管理サーバ「シスコ スマート ソフトウェア マ

ネージャ」と定期的に同期する必要があります。直接接続による同期の場合は、

HTTPS 通信でセキュリティが確保されます。

シスコ スマート ライセンスおよびシスコ スマート アカウントの特長

● 個々のライセンスは特定の機器に紐づけられる
● ライセンスの機器間移動は困難

スマート アカウント

ライセンス プール

● ライセンスはスマート アカウントに紐づけられる
● ライセンスの機器間移動が簡単

スマート アカウント

従来の PAK（Product Authorization Key）

スマート
ソフトウェア
マネージャ

スマート
ライセンス
対応機器

HTTPS プロキシ
または

トランスポート
ゲートウェイ

インターネット

スマート
ソフトウェア
マネージャ

スマート
ライセンス
対応機器

スマート
ソフトウェア
マネージャ
サテライト

インターネット

クラウド利用を制限している組織向けに、オンプレミス サーバにインストール可

能な無料の「シスコ スマート ソフトウェア マネージャ サテライト」経由で同期す

るオプションもあります。*1

*1　スマート ソフトウェア マネージャ サテライトをインストールするサーバは、
お客様ご自身で用意していただく必要があります。

プロジェクト A
バーチャル
アカウント

プロジェクト B
バーチャル
アカウント

プロジェクト C
バーチャル
アカウント

プロジェクト D
バーチャル
アカウント
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シスコ スマート アカウントの開設方法かんたん

4 ステップ !

シスコ スマート ライセンスおよびシスコ スマート アカウントに関する FAQ

スマート アカウントの開設や使用には料金が発生しますか ?

費用はかかりません。

スマート アカウントがないと製品を購入できないのでしょうか ?

製品に依存します。スマート ライセンス対象製品の詳細は、次

の Web サイトをご覧ください。

 www.cisco.com/jp/go/smart-license

シスコの販売店やシステム インテグレータなど社外企業にライ

センス管理をアウトソースすることはできますか ?

可能です。スマート アカウントの作成後に、販売店やシステム 

インテグレータに管理権限を付与する必要があります。

スマート アカウントを 1 つの企業で複数保有することは可能で

すか ?

複数保有することは可能ですが、アカウント間でのライセンスの

移動や、アカウントをまたぐ一元管理はできません。

シスコ スマート ライセンスおよびシスコ スマート アカウントに関するその他の FAQ は、次の Web サイトをご覧ください。

www.cisco.com/jp/go/smart-accounts/faq

STEP 1

Cisco.com ID を
作成する

STEP 2

スマート アカウントを
作成する

STEP 3

スマート アカウントを
有効化する

STEP 4

スマート ソフトウェア
ライセンシング契約に同意する

開設ガイドなど豊富な資料で
お客様をサポートします !

シスコ スマート アカウントの詳細は、次の Web サイトをご覧ください。

www.cisco.com/jp/go/smart-accounts

http://signup.umbrella.com

