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学習内容：
• Cisco Software Central（CSC）でのスマートアカウントの管理方法
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スマートアカウントのタイプ



スマートアカウントのタイプ
資産は会社所有として表されるため、企業全体で容易に共有できる

カスタマースマートアカウント

スマートアカウント対応製品が保存されるアカウントです。ライセンスは、お客様が直接管理
するか、チャネルパートナーまたは承認を受けた者が管理できます。

対象者：すべてのお客様



スマートアカウントの管理



Cisco Software Central（CSC）
スマートアカウントの管理：複数のスマートアカウントにアクセスする

スマートアカウントの横にある矢印アイコンをクリックします。

複数のスマートアカウントへのアクセス権がある場合（例：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）、ドロップダウンリストからスマートアカウントを選択できます。
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Cisco Software Central（CSC）
スマートアカウントの管理

スマートアカウントにアクセスして管理するには、[管理（Administration）] セクションで [スマート
アカウントの管理（Manage Smart Account）] をクリックします。
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スマートアカウントの管理 –アカウントのプロパティ
アカウントのプロパティ

アカウント名の変更は、アカウントの承認者または管理者が [アカウントのプロパティ（Account Properties）] タブで行います。

SA 管理者は電子メール ID によるスマートアカウント検索も有効または無効にできます。

スマートアカウント管理者は、スマートアカウントをロックして、Cisco Support ユーザがアクセス権を付与しないようにでき
ます。
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スマートアカウント管理者は、スマートアカウントをロックして、Cisco Support 

ユーザがアクセス権を付与しないようにできます。緊急事態が発生した場合、シスコ
管理者ユーザはこの設定を上書きできます。

[アカウント名（Account Name）] は、アカウント所有者の会社のドメイン名に対応
した会社名を使用します。

たとえば、ドメインが Cisco.com である場合、アカウント名は Cisco とします。

1

[メンバーの電子メールIDを利用したスマートアカウント検索（Smart Account 

Search using member Email ID）]：
この設定を有効にすると、認定パートナーは、このスマートアカウントを利用できる
メンバーのメール ID（アドレス）を使用して、Cisco Commerce でカスタマース

マートアカウントを検索できます。
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スマートアカウントの管理 –仮想チャットアシスタント
仮想チャットアシスタント

[Cisco Software Central] の [スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] セクションから、仮想チャットアシスタントを使用
してスマートアカウントについて質問できます。

青いアイコン をクリックして仮想チャットアシスタントを開きます。

[仮想チャットアシスタント - Licensing Help Central（Virtual Chat Assistant - Licensing Help Central）] ページがポップアップ表示され
ます。

わからないことを質問できます（メッセージを入力）。

また、右側で頻繁に使用するコンテンツにアクセスできます。

さらに、[使用感を評価（Rate your experience）]、[ドキュメントと動画
（Docs & Videos）] の閲覧、[ケースを開く（Open a Case）]、[ライブ
チャット（Live Chat）] へのアクセス、[問い合わせ（Contact Us）] などの
機能があります。
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スマートアカウントの管理 –スマートアカウ
ント管理者契約



スマートアカウントの管理 –管理者契約
スマートアカウント管理者契約

スマートアカウント管理者およびバーチャルアカウント管理者は、スマートアカウント管理者契約への同意
を求められます。新たに割り当てられたSA および VA 管理者が初めてログインする際、また既存のSA お
よび VA 管理者がスマートアカウント作成日以降に初めてログインする際、保留中の利用契約についての
ポップアップが表示されます。

• [OK] をクリックして、スマートアカウント管理者契約に同意します。

スマートアカウントまたはバーチャルアカウント管理者

が 30 日以内に契約に同意しない場合、スマートアカウ
ントの管理機能が制限されます。各 SA/ VA 管理者は、

契約に同意する必要があります。
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スマートアカウントの管理 –管理者契約
スマートアカウント管理者契約

[アカウント契約（Account Agreements）]タブにリダイレクトされます。

スマートアカウント管理者契約の横にある [署名保留中（Pending Signature）] をクリックします。
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スマートアカウントの管理 –管理者契約
スマートアカウント管理者契約

スマートアカウント管理者契約の内容を読み終えてチェックボックスをオンにすると、上記の条件に同意
できます。

次に、[承認]をクリックします。
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スマートアカウントの管理 –管理者契約
スマートアカウント管理者契約

SA 管理者または VA 管理者には、契約への同意を求めるリマインダの通知メールが送られます。通知
メールを受信してから 30 日以内に契約に同意しない場合は、スマートアカウントの管理機能が制限さ
れます。

具体的には、スマートアカウント/バーチャルアカウント管理者は契約に同意するまで次のアクティビ
ティを実行できません。

ユーザ関連：
✓ 新規ユーザを追加したり、既存のユーザに新規ロールを割り当てたりすることはできません
（SA 管理者/VA 管理者）。

✓ 1 人または複数のユーザをアップロードできません（SA 管理者/VA 管理者）。
✓ 保留中のアクセスリクエストを承認できません（SA 管理者）。

ユーザグループ関連：
✓ ユーザグループを作成できません（SA 管理者）。
✓ ユーザグループにユーザを追加できません（SA 管理者）。
✓ ユーザグループに新規ロールを割り当てられません（SA 管理者）。



スマートアカウントの管理 –管理者契約
スマートアカウント管理者契約

スマートアカウント管理者およびバーチャルアカウント管理者に送信される通知メールの例を以下に示し
ます。通知メールを受信してから 30 日以内に契約に同意しない場合は、スマートアカウントの管理機能
が制限されます。

既存のスマートアカウント管理者宛ての
通知

新規のスマートアカウント管理者宛ての
通知
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スマートアカウントの管理 –管理者契約
スマートアカウント管理者契約

スマートアカウント管理者契約の期限が過ぎると、スマートアカウント管理者はアクセス権のリクエスト
を承認できなくなるので注意してください。

ポップアップ警告メッセージが表示され、[契約に署名（Sign the Agreement）]にリダイレクトされます。
契約に同意すると、スマートアカウントの管理機能が回復します。
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バーチャルアカウントの管理



スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
バーチャルアカウントのベストプラクティス

1 つのスマートアカウント内に複数
のバーチャルアカウントを作成でき

ます。

• スマートアカウント内に複数の
バーチャルアカウントを作成して
資産を細かく分割することで、
ロールに応じたアクセス制御が実
現します。

• トップレベルのバーチャルアカウ
ント、または既存のバーチャルア
カウントの下にネストされたバー
チャルアカウントを作成できます。

• このオプションにより、複数レベ
ルのバーチャルアカウント（最大
10 レベルのバーチャルアカウン
ト）を作成できます。

バーチャルアカウントを使用して、
ライセンスのアクセス制御を可能に

できます。

• バーチャルアカウントユーザは
バーチャルアカウントのみに割り
当てられるため、そのバーチャル
アカウント内のライセンスのみ管
理できます。

Cisco Commerce 検索

• パブリックバーチャルアカウント
名は、Cisco Commerce（CCW）
スマートアカウント検索でパート
ナーに表示されます。

• プライベートバーチャルアカウン
ト名は、Cisco Commerce 検索で
は表示されませんが、パートナー
が見積もり/注文時に正確なVA 名
を入力すると、割り当てることが
できます。



スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

[バーチャルアカウント（Virtual Accounts）] タブでは、バーチャルアカウント名、説明、タグ、ユーザ数、ユーザグループ数、
アクセス（パブリックまたはプライベート）、およびアクションを含む、バーチャルアカウントのリストを確認できます。

[バーチャルアカウントの作成（Create Virtual Account）] をクリックし、スマートアカウントに新規バーチャルアカウントを追
加します。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

[ステップ1（STEP 1）] の [アカウント設定（Account Settings）] で、バーチャルアカウントの [名前（Name）] と
[説明（Description）] を入力します。

[親アカウント（Parent Account）]：新規バーチャルアカウントを [トップレベル（At Top Level）] にするかどうかを選
択できます。または、既存のバーチャルアカウントいずれかの下にネストされたバーチャルアカウントを作成できます。
*このオプションにより、複数レベルのバーチャルアカウントを作成できます。複数レベルのバーチャルアカウントが
必要ない場合は、すべてのバーチャルアカウントをトップレベルで作成できます。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成
トップレベルのバーチャルアカウントを作成する必要がある場合は、[親アカウント（Parent Account）] で [トップレベル（At Top Level）] を選択します。

さらに、[アクセスレベル（Access Level）] を設定する必要があります。アクセスレベルには、[パブリック（Public）] と [プライベート（Private）]* の 2 つの
オプションがあります。

サブスクリプションの [希望終了日（Preferred End Date）] を選択できます（詳細については、こちらの QRGを参照してください）。

任意で、このバーチャルアカウントをデフォルトのバーチャルアカウントとして設定できます。

[次へ（Next）] をクリックします。
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*パブリック（Public）：Cisco Commerce ツールでバーチャル
アカウントが検索結果として表示されます。

*プライベート（Private）：Cisco Commerce ツールでバー
チャルアカウント名が検索結果として表示されませんが、正確
なバーチャルアカウント名を手動で入力すると、このようなプ
ライベートのバーチャルアカウントも見積もりや注文に割り当
てることができます。
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https://community.cisco.com/t5/cisco-software-documents/cisco-software-co-terming-for-switching-wireless-and-routing/ta-p/3833112


スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成
ネストされたバーチャルアカウントを作成する必要がある場合は、[親アカウント（Parent Account）]（既存の VA のいずれか）を選択します。

さらに、[アクセスレベル（Access Level）] を設定する必要があります。アクセスレベルには、[パブリック（Public）] と [プライベート（Private）]* の 2 つの
オプションがあります。

サブスクリプションの [希望終了日（Preferred End Date）] を選択できます。

任意で、このバーチャルアカウントをデフォルトのバーチャルアカウントとして設定できます。

[次へ（Next）] をクリックします。

4b

5b

6b

7b

8b

4b

7b

8b

5b

6b

4b

ネストされたバーチャルアカウントの作成手順は、親アカウントの選
択（トップレベルか既存のバーチャルアカウントのいずれか）を除い
て、トップレベルの仮想アカウントの作成手順と同じです。



スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

[ステップ2（STEP 2）] の [ユーザの割り当て（Assign Users）] では、[ユーザの割り当て（Assign Users）] を
クリックして、新たに作成したバーチャルアカウントにユーザを割り当てることができます。この手順は任意です。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

任意の手順：バーチャルアカウントにユーザを割り当てます。[アクセス範囲（Access Scope）]（[このアカウントのみ（This Account 
only）] か [このアカウントとその子（This Account and its Children）]）を選択します。[ユーザロール（User Role）]（[バーチャルアカ
ウント管理者（Virtual Account Administrator）] か [バーチャルアカウントユーザ（Virtual Account User）]）と [メソッド（Method）]
（[ユーザを手動で追加（Add Users Manually）] か [CSVファイルからインポート（Import from CSV file）]）を選択します。

[ユーザの追加（Add Users）]：シスコユーザ ID か電子メールアドレスを入力して [追加（Add）] をクリックします。

確定するには、[Ok] をクリックします。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成
新たに追加されたバーチャルアカウントユーザまたはバーチャルアカウント管理者がリストに表示されます。

チェックボックスをオンにすると、このバーチャルアカウントにユーザが割り当てられるか、割り当てが解除されたときにユーザに通知でき
ます。
[次へ（Next）]をクリックします。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

バーチャルアカウントの属
性とユーザを確認します。

確定するには、[バーチャル
アカウントの作成（Create 

Virtual Account）] をクリッ
クします。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

新たに作成されたバーチャルアカウントが [バーチャルアカウント（Virtual Accounts）] ページに表示されます。バーチャルアカウ
ント名、説明、タグ、ユーザ数、ユーザグループ数、アクセス（パブリックまたはプライベート）、およびアクションを確認でき
ます。

[アクション（Actions）] では、親アカウントを変更したり、アカウントを削除したり、デフォルトアカウント（デフォルトVA）と
して設定したりできます。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
新規バーチャルアカウントの作成

名前でバーチャルアカウントを検索できます。また、説明でフィルタ処理したりタグで検索したりするこ
ともできます。

アクセスレベル（パブリックまたはプライベート）でフィルタ処理することもできます。
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既存のバーチャルアカウントの [アクセスレベル
（Access Level）] が [パブリック（Public）] に設定
されている場合、必要に応じてこの値を [プライ

ベート（Private）] に更新できます。
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スマートアカウントのアクティベーション
の時点で、[デフォルト（Default）]のバー
チャルアカウントが作成されます。これは、
お客様が自分のスマートアカウントに他の
バーチャルアカウントを設定していない場
合に注文を一時的に割り当てるために作成
されます。

[デフォルト（DEFAULT）]バーチャルアカ
ウントの [アクセスレベル（Access 

Level）]は [パブリック（Public）]に設定
されているため、Cisco Commerce で注文
を割り当てるために使用できます。サブス
クリプションの [希望終了日（Preferred 

End Date）] を設定または
変更することもできます。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
デフォルトのバーチャルアカウント

スマートアカウント管理者は、必要に応じてデフォル
トのバーチャルアカウントを変更できます。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
バーチャルアカウントの編集
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既存のバーチャルアカウントを編集するには、[バーチャルアカウント（Virtual 

Account）] の名前をクリックします。

[名前（Name）] と [説明（Description）] を編集できます。

[パートナーアカウント（Parent Account）] を変更できます（上位レベルにす
るか、別のバーチャルアカウントの下にネストできます）。

[アクセスレベル（Access Level）] を（[パブリック（Public）] から [プライ
ベート（Private）] に、またはその逆に）変更できます。

カスタマー SAでは、サブスクリプションの希望終了日を設定または変更でき
ます。

バーチャルアカウントのカスタムタグを選択または更新できます。

デフォルトのバーチャルアカウントとして設定できます（新規の注文は、明示
的にバーチャルアカウントに割り当てない限り、すべてデフォルトの VA に割
り当てられます）。

[Ok] をクリックして変更を保存します。
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変更を忘れずに保存してく
ださい。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
バーチャルアカウントのエクスポート

複数のバーチャルアカウントを .csv/.xls ファイルにエクスポートするには、[バーチャルアカウント（Virtual 

Account）] の横にあるチェックボックスをオンにしてすべてのバーチャルアカウントを選択するか、選択する
バーチャルアカウントの横にあるチェックボックスをオンにします。

[選択項目のエクスポート（Export Selected）] をクリックします。

アクセス権を持つバーチャルアカウントのリストが含まれる.csv/.xlsファイルをダウンロードします（たとえば、
SA 管理者または SA ユーザはバーチャルアカウントのリストすべてをエクスポートできますが、VA 管理者およ
び VA ユーザは、アクセス権を持つバーチャルアカウントのリストのみエクスポートできます）。

また、各バーチャルアカウントのユーザのリストを表示することもできます。
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スマートアカウントの管理 –バーチャルアカウント
バーチャルアカウントの削除

複数のバーチャルアカウントを削除するには、[バーチャルアカウント（Virtual Account）] の横にあるチェックボックス
をオンにしてすべてのバーチャルアカウントを選択するか、選択するバーチャルアカウントの横にあるチェックボック
スをオンにします。

[選択項目の削除（Delete Selected）] をクリックします。

[バーチャルアカウントの削除（Delete Virtual Account）] をクリックして確定します。
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注：スマートアカウント管理者のみがバーチャルア
カウントを削除できます。



ユーザの管理



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加

[ユーザ（Users）] タブには、スマートアカウントに関連するすべてのユーザが表示されます。

[ユーザ（Users）]を選択すると、ユーザのリストとユーザを追加するオプションが表示されます。1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加

[ステップ1（STEP 1）] の [ユーザの選択（Select Users）] では、新規ユーザの電子メールアドレスかシスコユーザ ID 

を入力して 1 人以上の新規ユーザを追加できます。

[追加（Add）] をクリックします。

CSV ファイルから新規ユーザをインポートすることもできます。[ユーザのアップロード（Upload Users）] をクリック
して CSV ファイルをインポートします。
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スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加

新規スマートアカウントユーザの電子メール ID またはCisco.com ID を入力した後に、[追加（Add）] 

をクリックします。システムで、ユーザにプロファイルが設定されているかどうか確認されます。

2

3 一致するものがある場合、
[ユーザ（User）]、[電子メー
ルアドレス（Email Address）]、
[組織（Organization）] を含む
ユーザの詳細が画面の下部に
自動的に入力されます。

[次へ（Next）]を選択して処理
を続行します。

4

4

3

2



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加 –アカウントの割り当て

[ステップ2（STEP 2）] の [アカウントの割り当て（Assign Accounts）] にリダイレクトされます。ここでは、新規ユーザが [スマートアカウ
ント全体（Entire Smart Account）] にアクセスできるようにするのか、[選択したバーチャルアカウント（Selected Virtual Accounts）] にアク
セスできるようにするのかを選択できます。

[スマートアカウント全体（Entire Smart Account）] を選択した場合は、3 つのスマートアカウントロールのいずれかを割り当てることができ
ます（[スマートアカウント管理者（Smart Account Administrator）]、[スマートアカウント承認者（Smart Account Approver）]、[スマートアカ
ウントユーザ（Smart Account User）]）。

1a

1a

2a

2a
スマートアカウント承認者のロールは、プライマリ電子メール ID 
ドメインがスマートアカウントのドメイン ID に一致するユーザに

のみ割り当てることができます。



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加 –アカウントの割り当て

[次へ（Next）] をクリックし、割り当てたスマートアカウントロールを確定します。3a

3a



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加 –アカウントの割り当て

[選択したバーチャルアカウント（Selected Virtual Accounts）] を選択した場合は、 2 つのバーチャルア
カウントロールのいずれかを割り当てることができます（[バーチャルアカウント管理者（Virtual Account 

Administrator）] または [バーチャルアカウントユーザ（Virtual Account User）]）。

1b

2b

1b

2b



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加 –アカウントの割り当て
バーチャルアカウントロール（[バーチャルアカウント管理者（Virtual Account Administrator）] または [バーチャルアカウントユーザ（Virtual 

Account User）]）を選択したら、[利用可能なバーチャルアカウント（Available Virtual Accounts）] のリストから 1 つ以上のバーチャルアカウント
を選択する必要があります。

名前かタグで検索してチェックボックスをオンにするとバーチャルアカウントを選択できます。

[バーチャルアカウントのみ（Virtual Account Only）] にアクセスを割り当てることも、[バーチャルアカウントと子（Virtual Account and Children）] 

にアクセスを割り当てることもできます*。

割り当てられたバーチャルアカウントは、ページの右側に表示されます。

*[バーチャルアカウントと子（Virtual Account 

and Children）] へのアクセスの割り当て：この
オプションは、複数レベルのバーチャルアカウン
ト（ネストされたバーチャルアカウント）がある

場合に適用されます。

3b

3b

4b

4b

5b

5b

6b

6b



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの追加 –アカウントの割り当て

[次へ（Next）] をクリックし、割り当てたバーチャルアカウントロールを確定します。7b

7b



スマートアカウントの管理 –ユーザ
確認

[ステップ3（STEP 3）] の [確認
（Review）] では、最終確認用の
ユーザ情報とアカウントアクセス
（指定されたロールの割り当て）
が表示されます。

記載されている情報が正しい場合
は、[ユーザを追加（Add User）] 

を選択して処理を完了します。

1

2

1

2



スマートアカウントの管理 –ユーザ
新規スマートアカウントユーザ

新規スマートアカウントユーザは、新しいロールに関
する確認メールを受信します。

これらのユーザは、メインの [ユーザ（Users）]タブ
にも表示されます。

1

2

2

1



既存のユーザのロール権限を変更
スマートアカウント管理者は、メインの [ユーザ（Users）] タブからユーザ名を選択してユーザ情報を表示および編集できます。スマートア
カウント管理者は、[ユーザ情報（User Info）] と [アカウントアクセス（Account Access）] を表示できます。

スマートアカウント管理者は、アカウントアクセスを割り当てる（ユーザに別のロールを割り当てる）ことができます。

または、特定のユーザのアカウントアクセス情報をエクスポートできます。

スマートアカウント管理者は、[割り当て解除（Unassign）] をクリックして、スマートアカウントへのユーザのアクセスを削除することも
できます。

[続行（Continue）] をクリックし、このスマートアカウントからユーザを削除します。

1

2

3

1

2

4

3

4

スマートアカウントの管理 –ユーザ

5

5



スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザのエクスポート

複数のユーザを .csv/.xlsファイルにエクスポートするには、[ユーザ（User）] の横にあるチェックボックスをオンにし
てすべてのユーザを選択するか、選択するユーザの横にあるチェックボックスをオンにします。

[選択項目のエクスポート（Export Selected）] をクリックします。

選択したユーザのリスト（[ユーザ（User）]、[CCO ID]、[電子メール（Email）]、[組織（Organization）]、[アカウント
アクセス（Account Access）]、[ロール（Role）]、[ユーザグループ（User Group）]）を含む .csv/.xlsファイルを
ダウンロードします。

1

2

3

1

2
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スマートアカウントの管理 –ユーザ
ユーザの削除

複数のユーザを削除するには、[ユーザ（User）] の横にあるチェックボックスをオンにしてすべての
ユーザを選択するか、選択するユーザの横にあるチェックボックスをオンにします。

[選択項目の削除（Remove Selected）] をクリックします。

[アクション（Actions）] の [削除（Remove）] をクリックして、特定のユーザを削除することもできます。

[ユーザの削除（Remove User）] をクリックして確定します。

1

2

3

1

2
3

注：
スマートアカウント管理者のみが
ユーザを削除できます。

2a

2a



ユーザグループの管理



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループ

パートナー組織は、スマートアカウント内にユーザグループを作成することで大量のお客様とその資産を
効率的に管理できます。ユーザグループを使用すると、ユーザを個別に管理するのではなく、複数の
ユーザのアクセスを簡単に管理できるようになります。

ユーザグループ所有者は、任意の数のユーザをグループに追加し、これらのユーザに対してグループレベ
ルでスマートアカウントおよびバーチャルアカウントのアクセスを定義できます。

このオプションは特に、さまざまな顧客
を持つパートナーおよびサービスプロバ

イダーに推奨されます。



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

新規ユーザグループを作成するには、[ユーザ（Users）] タブ、 [ユーザグループ（User Groups）] サブタブの順に
移動します。

[ユーザグループの作成（Create User Group）] をクリックします。

1

スマートアカウント管理者のみが新規
ユーザグループを作成できます。

1

3

3

2

2



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

[ステップ1（STEP 1）] の [名前とユーザの選択（Select Name and Users）] では、ユーザグループ名（必須）と
説明（任意）を入力します。

ユーザを手動で追加するか、 CSV ファイルからユーザをインポートできます。

1

1

12a

2b

2a 2b



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成
ユーザを手動で追加する場合は、ユーザのシスコユーザ ID か電子メールアドレスを入力します。任意で、[オーナーにする
（Make Owner）] チェックボックスをオンにしてユーザをグループオーナーにできます。

[追加（Add）]をクリックします。

[ユーザ（User）]、[電子メールアドレス（Email Address）]、[組織（Organization）] を含むユーザの詳細が画面の下部に自動的
に入力されます。

[次へ（Next）]を選択して処理を続行します。

3

4

3 4

5

5
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

[ステップ2（STEP 2）] の [アカウントへの割り当て（Assign to Accounts）] にリダイレクトされます。
この手順は任意であり、（任意で）ユーザグループをアカウントに割り当てることができます。

[アカウントアクセスの割り当て（Assign Account Access）] をクリックします。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

[ユーザロール（User Role）] で [バーチャルアカウント管理者（Virtual Account Administrator）] か
[バーチャルアカウントユーザ（Virtual Account User）] を選択します。

2

2



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成
[ユーザロール（User Role）]（[バーチャルアカウント管理者（Virtual Account Administrator）] または [バーチャルアカウントユーザ（Virtual 

Account User）]）を選択したら、[利用可能なバーチャルアカウント（Available Virtual Accounts）] のリストから 1 つ以上のバーチャルアカウ
ントを選択する必要があります。

名前かタグで検索してチェックボックスをオンにするとバーチャルアカウントを選択できます。

[バーチャルアカウントのみ（Virtual Account Only）] にアクセスを割り当てることも、[バーチャルアカウントと子（Virtual Account and 

Children）] にアクセスを割り当てることもできます*。

割り当てられたバーチャルアカウントは、ページの右側に表示されます。

確定するには、[Ok] をクリックします。

3

4

5

6

3

4

5

6

*[バーチャルアカウントと子（Virtual Account 

and Children）] へのアクセスの割り当て：この
オプションは、複数レベルのバーチャルアカウン
ト（ネストされたバーチャルアカウント）がある

場合に適用されます。

7

7



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

新規ユーザグループに割り当てられたアカウントアクセスは、[ステップ2（STEP 2）] で表示されます。バーチャ
ルアカウント名、アクセスの範囲、およびロール（バーチャルアカウント管理者またはユーザ）を確認できます。

[次へ（Next）] をクリックして処理を続行します。

8

9

8
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

[ステップ3（STEP 3）] の [確認（Review）] では、最終確認用のユーザグループ情報が表示され、グループ
名と説明、ユーザのリスト、およびアカウントアクセス（指定されたロールの割り当て）を確認できます。

記載されている情報が正しい場合は、[ユーザグループを作成（Create User Group）] を選択して処理を完了
します。

1

2

1

2



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの作成

新たに作成されたユーザグループは、[ユーザ（Users）] タブの [ユーザグループ（User Groups）] サブタ
ブに表示されます。ここでは、[ユーザグループ（User Group）] の名前、[スマートアカウント（Smart 

Account）]、[アカウントアクセス（Account）]、[ロール（Role）]、[ユーザ（Users）]、[グループオー
ナー（Group Owners）]、および [アクション（Actions）] を確認できます。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループ -アクション

[アクション（Actions）] では、グループ内のユーザを編集したり、グループメンバーにメッセージを送信
したり、グループがアクセスできるアカウントを編集したり、別のスマートアカウントへのアクセスを
リクエストしたり、グループを削除したりできます。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループ内のユーザの編集

ユーザを編集するには、[アクション（Actions）]、[グループ内のユーザの編集（Edit the Users in the 

Group）] の順にクリックします。
1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション - グループ内のユーザの編集

[一般（General）] サブタブでは、ユーザを追加できます。1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループ内のユーザの編集 -ユーザの追加

ユーザを手動で追加（または CSV ファイルからインポート）できます。

ユーザを手動で追加するには、ユーザのシスコユーザ ID か電子メールアドレスを入力します。任意で、[オーナーにする
（Make Owner）] チェックボックスをオンにしてユーザをグループオーナーにできます。

[追加（Add）]をクリックします。

[ユーザ（User）]、[電子メールアドレス（Email Address）]、[組織（Organization）] を含むユーザの詳細が画面の下部に
自動的に入力されます。

[Ok] を選択して処理を続行し、ユーザグループにユーザを追加します。

2

2

2a

3

3 4

4

5

6

5

6

2a



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループ内のユーザの編集 -ユーザの削除

ユーザグループからユーザを削除するには、[アクション（Actions）] の [削除（Remove）] をクリックします。

確定するには、[Ok] をクリックします。

1

1

2
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -ユーザグループメンバーへのメッセージの送信

グループにメッセージを送信するには、[アクション（Actions）]、[グループメンバーへのメッセージの送信（Send a 

Message to the Group Members）] の順にクリックします。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -ユーザグループメンバーへのメッセージの送信

ユーザグループ内の [すべてのユーザ（All Users）]、
[ユーザグループオーナー（User Group Owners）]、
または [ユーザグループメンバー（User Group 

Members）] にメッセージを送信できます。

[メッセージ（Message）] フィールドにメッセージを
入力します。

[送信（Send）] をクリックします。
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3
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループがアクセスできるアカウントの編集

グループがアクセスできるバーチャルアカウントを編集できます。

[アクション（Actions）]、[グループがアクセスできるアカウントの編集（Edit the Accounts the Group can Access）] の順に
クリックします。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループがアクセスできるアカウントの編集

[グループがアクセスできるアカウントの編集（Edit the Accounts the Group can Access）] をクリックすると [割り当て
済みアカウント（Assigned Accounts）] サブタブにリダイレクトされ、次のアクションを実行できます。

• アカウントアクセスの割り当て

• 別のスマートアカウントに対するアクセスのリクエスト

1

1a

1b

1a 1b



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループがアクセスできるアカウントの編集

[アカウントアクセスの割り当て（Assign Account Access）] をクリックすると、[ユーザグループへのアカウントの割り当て（Assign 
Accounts to the User Group）] にリダイレクトされます。

[ユーザロール（User Role）] で [バーチャルアカウント管理者（Virtual Account Administrator）] か [バーチャルアカウントユーザ
（Virtual Account User）] を選択します。

2a

2a



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -グループがアクセスできるアカウントの編集

[ユーザロール（User Role）]（[バーチャルアカウント管理者（Virtual Account Administrator）] または [バーチャルアカウントユーザ（Virtual 

Account User）]）を選択したら、[利用可能なバーチャルアカウント（Available Virtual Accounts）] のリストから 1 つ以上のバーチャルアカウント
を選択する必要があります。

名前かタグで検索してチェックボックスをオンにするとバーチャルアカウントを選択できます。

[バーチャルアカウントのみ（Virtual Account Only）] にアクセスを割り当てることも、[バーチャルアカウントと子（Virtual Account and Children）] 

にアクセスを割り当てることもできます*。

割り当てられたバーチャルアカウントは、ページの右側に表示されます。

確定するには、[Ok] をクリックします。

3a

4a

5a

6a

7a

3a

4a

5a

6a

7a

*[バーチャルアカウントと子（Virtual Account 

and Children）] へのアクセスの割り当て：この
オプションは、複数レベルのバーチャルアカウン
ト（ネストされたバーチャルアカウント）がある

場合に適用されます。



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -別のスマートアカウントに対するアクセスのリクエスト

ユーザグループの既存のスマートアカウントに対するアクセスをリクエストできます。

[アクション（Actions）]、[別のスマートアカウントに対するアクセスのリクエスト（Request Access to 

Another Smart Account）] の順にクリックします。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -別のスマートアカウントに対するアクセスのリクエスト

エンドカスタマー組織の担当者の電子メールアドレスを入力します。

リクエスト承認者宛ての注記/メッセージを追加します。

[送信（Send）] をクリックします。

エンドカスタマー担当者をエンドカスタマーのスマートア
カウント内の管理者にするか、リクエストを管理者に転送

してリクエストを承認できます。
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
アクション -別のスマートアカウントに対するアクセスのリクエスト

リクエストが正常に送信されたことを知らせる確認メッセージが表示されます。

リクエストの [リクエストコード（Request Code）]も表示されます。

必要に応じて、[再送信（Resend）]をクリックしてリクエストを再送信することもできます。

[閉じる（Close）]をクリックします。
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの削除

ユーザグループを削除するには、[アクション（Actions）]、[ユーザグループの削除（Delete the Group）] の順にクリッ
クします。

[ユーザグループの削除（Delete User Group）] をクリックして確定します。
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
別のスマートアカウントからグループを割り当てる

スマートアカウント管理者は、別のスマートアカウントからグループを割り当てることができます。

左側のチェックボックスをオンにしてユーザグループを選択します。

[別のスマートアカウントからグループを割り当てる（Assign Group from Another Smart Account）] を
クリックします。
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
別のスマートアカウントからグループを割り当てる

スマートアカウント管理者は、外部ユーザグループへのスマートアカウントアクセスを承認できます。

別のスマートアカウントのユーザが自分のスマートアカウントにアクセスできるようにリクエストする
電子メールを受信した場合は、次の手順を実行します。

• 受信したメールに記載されたリクエストルックアップ ID を入力します。

• ユーザグループにスマートアカウントへのアクセス権を付与する必要があることを確認します。

• ユーザに割り当てる必要があるロール、およびアクセス権が必要なバーチャルアカウントを選択します。

1

1



スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループのエクスポート

複数のユーザグループを .csv/.xlsファイルにエクスポートするには、[ユーザグループ（User Group）] の横にあるチェック
ボックスをオンにしてすべてのユーザグループを選択するか、選択するユーザグループの横にあるチェックボックスをオンにし
ます。

[選択項目のエクスポート（Export Selected）] をクリックします。

選択したユーザグループのリスト（[ユーザグループ（User Group）]、[ユーザグループの説明（User Group Description）]、
[スマートアカウント（Smart Account）]、[アカウントアクセス（Account Access）]、[ロール（Role）]、[ユーザ（User）]、
[CCOID]、[電子メールアドレス（Email Address）]、[グループオーナー（Group Owner）]）を含む .csv/.xlsファイルをダウン
ロードします。

1

2

3
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スマートアカウントの管理 –ユーザグループ
ユーザグループの削除

複数のユーザグループを削除するには、[ユーザグループ（User Group）] の横にあるチェックボックスをオンにし
てすべてのユーザグループを選択するか、選択するユーザグループの横にあるチェックボックスをオンにします。

[選択項目の削除（Delete Selected）] をクリックします。

[ユーザグループの削除（Delete User Group）] をクリックして確定します。

1

2

3

2

注：
スマートアカウント管理者のみがユーザ

グループを削除できます。

3
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カスタムタグの管理



スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ

バーチャルアカウントレベル（部門、プラットフォームテクノロジー、国など）でカスタムタグを作成し、それぞれの値
を一覧表示できるようになりました。そのため、会社の組織構造と権限付与ポリシーに基づいてバーチャルアカウント
（VA）を効果的に構成し、管理できます。

[カスタムタグ（Custom Tags）]タブに移動します。

[新しいバーチャルアカウントカスタムタグ（New Virtual Account Custom Tag）]

ボタンをクリックします。

1

2

2

スマートアカウント管理者のみ、バーチャ
ルアカウントの新しいカスタムタグを作成

できます。

1



スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ
[ステップ 1：全般（Step 1: General）] で、[タグ名（Tag Name）]、[説明（Description）] などのタグの詳細を入力します。

タグの分類を [必須（Mandatory）] と [オプション（Optional）] のどちらにするかを選択します。たとえば、Country（国）というタグを作成し、
[必須（Mandatory）] を選択した場合、既存および新規のすべてのバーチャルアカウントで Country の値を指定する必要があります。

また、バーチャルアカウントに対して、タグに値を 1 つだけ設定するか、複数の値を設定できるようにするかも選択できます。

o [1つのタグ値（One Tag value）] オプションを選択した場合、1 つのバーチャルアカウントに対し、Country（国）を 1 つだけ割り当てられます。

o [複数のタグ値を許可（Allow Multiple Tag Values）] オプションを選択した場合、1 つのバーチャルアカウントに対し、複数の国を割り当てること
ができます。

[次へ（Next）] をクリックします。

1

2
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4
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スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ

[ステップ 2（Step 2）]では、[ステッ
プ 1（Step 1）] で指定したタグの
[タグ値（Tag Values）]を追加します。

たとえば、[ステップ 1（Step 1）] で
Countryと入力した場合、さまざまな
国名（US、UK、India など）をタグの
値として定義できます。

[タグ値の追加（Add Tag Values）]ボ
タンをクリックします。

1

2

1

2



スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ

[タグ値（Tag Values）]は、（[ステップ 2

（Step 2）]の）ページ下部に表示されます。

スマートアカウント管理者は、ここで既存の
バーチャルアカウントに各タグ値を関連付ける
こともできます。

既存のバーチャルアカウントに各タグ値を関連
付けるには、省略記号をクリックします。

選択したタグ値のポップアップが表示されます。
タグ値を関連付けるバーチャルアカウントの横
にあるチェックボックスをオンにします。

[タグの割り当て（Assign Tag）] をクリックし、
選択したバーチャルアカウントをタグ値に関連
付けます。

[OK]をクリックします。

1

2

3

4

5
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スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ

[OK] ボタンをクリックすると、[タグ値の追
加（ステップ 2）（Add Tag Values (Step 

2)）]に戻ります。このグリッドにタグ付け
されているバーチャルアカウントが表示され
ます。

この例では、バーチャルアカウントの
[DEFAULT] および [1_EMEAR Demo] に対し
て [US] がCountry タグの値として表示され
ています。

[次へ（Next）]ボタンをクリックします。

1

2 1

2



スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ

[ステップ 3：レビューと確認（Step 3: 

Review and Confirm）]で、情報を再確認
できます。

[バーチャルアカウントのカスタムタグの
追加（Add Virtual Account Custom Tag）]

ボタンをクリックします。

1

2

1
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スマートアカウントの管理 –カスタムタグ
バーチャルアカウントのカスタムタグ

カスタムタグのランディングページに、バーチャルアカウントのカスタムタグ「Country」が正常に
作成されたことが表示されます。

1

1

1



アクセスリクエスト



スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
アクセスリクエストの表示

スマートアカウント管理者 は、[リクエスト（Request）] タブでアクセスリクエストを表示し、保留中のリクエス
トを承認または拒否できます。

SA 管理アドバイザにアクセスするためのアイコンをクリック して、特定のユーザを追加するか、リクエスト
を確認するか、特定のユーザに対してアクセスを拒否するかについてのアドバイスを受けることもできます。

1

2

21



スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
SA 管理アドバイザ

アイコンをクリック すると、アドバイス（追加、拒否、レビュー）がシステムで生成されます。

詳細を確認するには、[詳細（Details）] をクリックします。

詳細を確認したら、アクセスリクエストを承認するか拒否するかを決定します。
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3

4



スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
アクセスリクエストの承認または拒否

アクセスリクエストを承認または拒否するには、[保留中（Pending）] を
クリックします。

実行できるアクションは、[承認（Approve）]または [拒否（Decline）]
です。

要求を承認する場合は、スマートアカウントロール（スマートアカウン
ト管理者、スマートアカウント承認者、スマートアカウントユーザ、
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）を新しい
ユーザに割り当てる必要があります。

[送信（Submit）] をクリックして、承認/拒否アクションを完了します。
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スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
リクエストの自動化: スマートアカウントの電子メールドメインの設定
スマートアカウント管理者は、[リクエストの
自動化（Request Automation）] タブでリクエ
ストの承認を自動化できます。

[アクセス自動化のための電子メールドメイン
検証の有効化（Enable Email Domain 

Validation for Access Automation）] を選択し
ます。

会社の電子メールドメインの設定：

特定のドメインを持つユーザから送信された
アクセスリクエストを自動承認する自動化
ルールを設定し、承認時に事前定義されたス
マートアカウントロールを割り当てることが
できます。

また、特定のドメインからのアクセスリクエ
ストを確認のために SA 管理者に送信し、他
のドメインからのリクエストは自動的に拒否
する自動化ルールを設定することもできます。

1

2

3

1

2

3

リクエストの自動化ルールの設定は任意です。
引き続きリクエストを個別に手動で承認することも可能です。

注：自動化ルールは、[アクセス自動化のための電子
メールドメイン検証の有効化にする（Enable Email 
Domain Validation for Access Automation）] チェッ
クボックスをオンにするまで適用されません。



スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
リクエストの自動化: スマートアカウントの電子メールドメインの設定

特定のドメインを持つユーザからのアクセスリクエストを自動承認する自動化ルールを設定する場合は、[このスマート
アカウントに推奨される電子メールドメイン（Suggested email domains for this Smart Account）] を指定します。

リストから電子メールドメインを選択し、 [保存（Save）] をクリックします。
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スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
リクエストの自動化: スマートアカウントの電子メールドメインの設定

パブリック電子メールドメインの設定

ユーザの電子メールドメインがパブリッ
ク（yahoo.com、gmail.com など）の場
合、アクセス要求を自動的に拒否する
ルールを設定できます。

[保存（Save）] をクリックして、要求の
自動化設定を確認します。

1

2

リクエストの自動化ルールの設定は任意です。
引き続きリクエストを個別に手動で承認することも

可能です。
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スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
リクエストの自動化 –スマートアカウントリクエスト通知

ユーザのドメイン ID が自動承認対象の電子メールドメインのリストに含まれている場合、そのユーザ
のアクセスリクエストは自動的に承認され、ユーザは以下の通知メッセージを受け取ります。

スマートアカウント管理者は、新規のユーザのアクセス（別のスマートアカウントロールの割り当て
など）を編集できます。
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スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
スマートアカウントのブロック設定

スマートアカウント管理者は、[ブロック（Block）] タブでユーザのCisco ID を入力することにより、個々のユーザをブロックで
きます。

1 人以上のユーザのCisco IDを入力し、 [保存（Save）]をクリックします。

ユーザのブロック時にピアスマートアカウント管理者に通知されます。スマートアカウント管理者がリクエストを確認すること
なく、ユーザは自動的に拒否されます。
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1

スマートアカウントのブロック
ルールの設定は任意です。



スマートアカウントの管理 -アクセスリクエスト
スマートアカウントのブロック設定

ブロックされたユーザがスマートアカウントへのアクセスをリクエストすると、アクセスリクエストが
自動的に拒否されたことが通知されます。
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アカウント契約とイベントログ



スマートアカウントの管理 –契約
アカウント契約

カスタマー スマート アカウントでは、アカウント契約（スマートライセンス契約とスマートアカウ
ント管理契約）、その日付、ステータス、および契約に署名した承認者/管理者を表示できます。

1

• ここから、スマートアカウント管理者または承認者は、スマートライ
センス契約を承認できます。ライセンスを使用するには、スマートラ
イセンス契約に同意してトークンを生成し、製品のインスタンスを接

続する必要があります。

• さらに、スマートアカウントとバーチャルアカウントの管理者は、ス
マートアカウント管理者契約に同意する必要があります。

1



スマートアカウントの管理 –イベントログ
イベントログ

スマートアカウントレベルですべてのアクティビティを表示できるため、スマートアカウントの可視性が
向上します。

特定の日付範囲、イベントタイプ（ユーザ管理、バーチャルアカウント管理またはスマートアカウント管
理）で結果をフィルタリングするか、 アクションを実行したユーザで検索します。

注：イベントログは、カスタマースマートアカウントとパートナーホールディングアカウントの両方で利用可能です。

1

2

1 2

注：[スマートアカウントの管理（Manage Smart 

Account）] ページでは、ライセンスアクティビティは

利用できません。

スマートライセンスの場合は SSM に移動し、従来の

PAK ライセンスの場合は LRP に移動してください。



スマートアカウントのロール



スマートアカウントユーザ バーチャルアカウントユーザ

スマートアカウント管理者と同様に、こ
のロールはすべてのバーチャルアカウン
トへのアクセスが可能です。スマートア
カウントユーザはライセンスアクティビ
ティを実行できますが、新規バーチャル
アカウントの作成やユーザ管理アクティ

ビティは実行できません。

スマートアカウントユーザに似ていま
すが、ユーザが割り当てられたバー
チャルアカウントに限定されます。
ユーザはライセンス管理アクティビ
ティを実行できますが、割り当てられ
たバーチャルアカウントに新規のユー

ザを追加できません。

バーチャルアカウント管理者

アカウント所有者の代理として、
スマートアカウントの法的契約の承諾
のみ行えます。ユーザ権限または管理

者権限は含まれません。

スマートアカウントとそのバーチャル
アカウントのすべての側面を管理しま
す。スマートアカウント管理者は、ス
マートアカウント全体のライセンスイ
ンベントリの表示と管理、およびアカ
ウント管理アクティビティを実行でき

ます。

スマートアカウント管理者と似ていま
すが、選択したバーチャルアカウント
に限定されます。ライセンス管理アク
ティビティに加えて、選択したバー
チャルアカウントのユーザ管理も実行

できます。

スマートアカウント管理者スマートアカウント承認者

カスタマースマートアカウントのロール



カスタマースマートアカウントのロール
パートナーおよびカスタマースマートアカウントのロール

ユーザロール CSC 内での役割 SSM 内での役割 EA Workspace 内での役割 LRP 内での役割

スマートアカウン
ト承認者

• アカウントのプロパティを編集または表示する
• スマートアカウントおよびバーチャルアカウントレベルで
ユーザを表示する

• 契約を表示または承認する
• イベントログを表示する

• アクセスなし • アクセスなし • アクセスなし

スマートアカウン
ト管理者

• アカウントのプロパティを編集または表示する
• バーチャルアカウントを追加、編集、削除する
• ユーザを追加、編集、削除する（SA および VA レベル）
• 契約を表示または承認する
• イベントログを表示する

• Smart Software Manager で
すべてのアクティビティを
スマートアカウントレベル
およびバーチャルアカウン
トレベルで実行可能

• アクセス可能なスマートアカウ
ントにリンクされている EA 

Workspace ですべてのアクティ
ビティを実行可能

• アクセス可能なスマートア
カウントにリンクされてい
る LRP ですべてのアク
ティビティを実行可能

スマートアカウン
トユーザ

• アカウントのプロパティを表示する
• バーチャルアカウントを表示する
• ユーザを（SAおよび VA レベルで）表示する
• 契約を表示する
• イベントログを表示する

• Smart Software Manager で
すべてのアクティビティを
スマートアカウントレベル
およびバーチャルアカウン
トレベルで実行可能

• アクセス可能なスマートアカウ
ントにリンクされている EA 

Workspace ですべてのアクティ
ビティを実行可能

• アクセス可能なスマートア
カウントにリンクされてい
る LRP ですべてのアク
ティビティを実行可能

バーチャルアカウ
ント管理者

• アカウントのプロパティを表示する
• 割り当てられたバーチャルアカウントを表示する
• ユーザを追加、編集、削除する（バーチャルアカウント管理
者またはバーチャルアカウントユーザを追加する役割）

• 契約を表示する
• イベントログを表示する（割り当てられた VA に制限される）

• アクセス可能なバーチャル
アカウントの SSM ですべ
てのアクティビティを実行
可能

• アクセス可能なバーチャルアカ
ウントにリンクされている EA 

Workspace ですべてのアクティ
ビティを実行可能

• アクセス可能なバーチャル
アカウントにリンクされて
いる LRP ですべてのアク
ティビティを実行可能

バーチャルアカウ
ントユーザ

• アカウントのプロパティを表示する
• 割り当てられたバーチャルアカウントを表示する
• ユーザを表示する（割り当てられた VA にリンクされている
ユーザのみ）

• 契約を表示する
• イベントログを表示する（割り当てられた VA に制限される）

• アクセス可能なバーチャル
アカウントの SSM ですべ
てのアクティビティを実行
可能

• アクセス可能なバーチャルアカ
ウントにリンクされている EA 

Workspace ですべてのアクティ
ビティを実行可能

• アクセス可能なバーチャル
アカウントにリンクされて
いる LRP ですべてのアク
ティビティを実行可能

スマートアカウントの作成者には、スマートアカウ
ント管理者のロールが自動的に割り当てられます。

カスタマースマートアカウントのアカウント管理は CSC 内で行います
ライセンスの管理とアクティベーションは SSM で行います

詳細については、
スマートアカウントのロールのトレーニングを参照してください。

https://communities.cisco.com/docs/DOC-65645


パートナーがスマートアカウントを管理するためのアクセス権の付与
パートナーをユーザとして追加することで、スマートアカウントとライセンスを管理するためのアクセス権をパートナーに付与できます。

パートナーには次の4 つのユーザロールを割り当てることができます。

ロール アクセスレベル 次の場合に選択

スマートアカウント管理者 パートナーは、スマートアカウント全体のライセン
スインベントリを表示および管理したり、アカウン
ト管理アクティビティを実行したりできます。

1 つのパートナーだけがスマートアカウント全体を管理す
る場合、またパートナーがお客様に代わってユーザおよび
バーチャルアカウントを管理する必要がある場合にのみこ
のオプションを選択できます。

バーチャルアカウント管理者 パートナーは、アクセスが付与された特定のバー
チャルアカウントのライセンスのみ表示および管理
できます。パートナーは、割り当てられたバーチャ
ルアカウントのユーザも管理できます。

パートナーがすべてのバーチャルアカウント内ではなく、
特定のバーチャルアカウントのライセンスを管理する場合、
このオプションを選択できます。パートナーは、割り当
てられたバーチャルアカウントのユーザも管理できること
に注意してください。

スマートアカウントユーザ パートナーは、スマートアカウント全体のライセン
スインベントリを表示および管理できます。

パートナーがスマートアカウント全体を管理しても、お客
様がアカウント管理アクティビティ（バーチャルアカウン
トの追加と削除、およびユーザ管理）を制御する場合は、
このオプションを選択できます。

バーチャルアカウントユーザ パートナーは、割り当てられたバーチャルアカウン
トのライセンスインベントリを表示および管理でき
ます。

パートナーが特定のバーチャルアカウントのライセンス
を管理しても、お客様がそのバーチャルアカウント内で
ユーザの追加や削除を制御する場合は、このオプションを
選択できます。

パートナーユーザにスマートアカウントへのアクセスを許可することは、パートナーユーザが、ライセンス、デバイスなどを含むスマートアカウント
内のすべての情報にアクセスできるようになることを暗黙的に認めることになるので注意してください。

さらに、お客様は、ライセンストランザクションも含め、パートナーによって実行されたすべてのアクションに対する責任があることにも注意してく
ださい。



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)

※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 On-Prem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。

※パートナー様からの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。（パートナー様向け）

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

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

③スマートアカウント・スマートライセンス情報サイト

お客様向け「 シスコスマートアカウント 関連資料集」（お客様向け。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

パートナーセントラル「スマートアカウント・ライセンスの情報ページ」（パートナー様向け）

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

（ログイン後、画面右上の「日本語」を選択ください）

②CCWによるスマートライセンスの発注に関するお問い合わせ（パートナー様向け）

Cisco Commerce(CCW) に関するお問い合わせは、ケースツール「カスタマーサービスセントラル」でケースをオープンしてください。

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

（音声ガイドの「２」(新規ケースの申請)を
プッシュしてください。）

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

https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/cisco-software-experience-for-customers-partners-and/ta-p/3644711




バージョン履歴（2019 年 6 月）
スライド番号 詳細 リリース

11、12、13、
14

新規バーチャルアカウントの追加またはバーチャルアカウントの変更：サブスクリプションの希望終了日を
選択するための新規オプション（1-Tier パートナーと直接取引のお客様のみ）。

2019 年 6 月



バージョン履歴（2019 年 7 月）
スライド番号 詳細 リリース

8（新しいスライド）、
9、12、13、14、15、
18、19、20、21、23、
24、25、26、27、28、
29、31、33、34、35、
36、37、38、39、40、
41、43、44、45、46、
47、48、49、50、51、
52、53、56、63、64、
69、71、73、75、76、
78、81、82、90、91

シスコソフトウェアセントラル ページのレイアウトを更新（スクリーンショットの更新） 2019 年 7 月 1 日



バージョン履歴（2019 年 10 月）
スライド番号 詳細 リリース

10 [Account Properties（アカウントのプロパティ）] タブの更新 2019 年 10 月



バージョン履歴（2019 年 11 月）
スライド番号 詳細 リリース

12、13、14、15

（スクリーンショッ
トの更新）および新
しいスライド 16

[バーチャルアカウント（Virtual Accounts）] タブからバーチャルアカウントのリストをエクスポー
トするための新オプション

11 月 1 日

19、25、29（スク
リーンショットの
更新）および新し
いスライド 30

[ユーザ（Users)） ] タブからユーザのリストをエクスポートするための新オプション 11 月 1 日

14、15、 バーチャルアカウントのデフォルト設定の変更 -更新 11 月 15 日



バージョン履歴（2019 年 12 月）
スライド番号 詳細 リリース

11 ～ 17、90 スマートアカウントの管理 -スマートアカウント管理者契約 2019 年 12 月 14 日



バージョン履歴（2020 年 4 月）
スライド番号 詳細 リリース

10、14、18 [スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページのスクリーンショットの更新 2020 年 4 月 10 日

11 仮想チャットアシスタント 2020 年 4 月 10 日

20 ～ 34

[スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページの更新、ネスト化されたバーチャル
アカウント（複数レベルのバーチャルアカウント）を作成するためのオプションを含む [バーチャルア
カウント（Virtual Accounts）] タブの更新

2020 年 4 月 10 日

36 ～ 48 [スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページの [ユーザ（Users）] タブの更新 2020 年 4 月 10 日

50 ～ 78
[スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページの [ユーザ（Users）] タブにある
[ユーザグループ（User Groups）] の更新

2020 年 4 月 10 日

80 ～ 86
[スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページにある [カスタムタグ（Custom 

Tags）] タブの UI の変更
2020 年 4 月 10 日

88 ～ 96 [スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページの [リクエスト（Requests）] の更新 2020 年 4 月 10 日

98、99
[スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] ページの [アカウント契約（Account 

Agreements）] と [イベントログ（Event Log）] の更新
2020 年 4 月 10 日



バージョン履歴（2020 年 5 月）
スライド番号 詳細 リリース

105 Support Case Manager を含めるためのサポートスライドの変更 2020 年 5 月


