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はじめに
このガイドは、ソフトウェアライセンスのアクティベーションと管理を合理化するシスコスマートソ
フトウェアライセンシングを通じてStealthwatch v7.2をライセンスする場合に使用します。

必要なライセンス
次のStealthwatchアプライアンスおよび機能は、シスコスマートソフトウェアライセンシングに
よりライセンスが付与されます。

l FlowSensor VE

l UDP Director（ハードウェア）

l UDP Director VE

l フローレート（FPS）

l エンドポイントライセンス

l 脅威インテリジェンスフィード（以前はSLIC と呼ばれていました）

自動プロビジョニングされたライセンス

製品インスタンスを登録すると、次のライセンスがアカウントに自動的に追加されます。

l Stealthwatch管理コンソールVE

l FlowCollector VE

評価モード
Stealthwatchを評価モードで使用すると、選択された機能を90日間使用できます。
Stealthwatchのデフォルト機能を最大限に活用してライセンスと機能をアカウントに追加する
には、スマートソフトウェアライセンシングの製品インスタンスを登録します。詳細については、
評価モード（90日）を参照してください。

90日間の評価期間が終了する前に製品インスタンスを登録してください。評価期間
が終了すると、フロー収集が停止します。フロー収集を再度開始するには、製品イン
スタンスを登録します。

Ciscoスマート アカウント
Stealthwatchでシスコスマートライセンシングを使用するには、Ciscoスマートアカウントがあ
ることを確認してください。Ciscoスマートアカウントを使用すると、ソフトウェア、サービス、およ
びデバイスを 1つのポータル（Cisco Smart Software Manager とも呼ばれる）で表示できます。

Stealthwatchのライセンスを取得するには、スマートアカウントを使用して製品インスタンスを
登録し、ライセンスを管理し、レポートを実行し、通知を設定します。詳細については、
cisco.comのスマートライセンシングを参照してください。

l ログイン：Ciscoスマートアカウントにログインするか、https://software.cisco.comで新し
いアカウントを作成します。詳細については、「1. Cisco Smart Software Manager にログ
イン」を参照してください。

© 2020 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 4 -

はじめに

https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/smart-accounts/software-licensing.html
https://software.cisco.com/


l チュートリアル：ビデオチュートリアルについては、「スマートライセンシングのリソース」を
参照してください。

l 手順：Ciscoスマートアカウントの使用に関する詳細な手順については、Ciscoスマートア
カウントにログインしてください。[ヘルプ（Help）]をクリックするか、オンラインアシスタント
を使用します。

サポート
Ciscoスマートアカウントとスマートライセンシングのサポートについては、次のいずれかのリ
ソースを通じてお問い合わせください。

l https://mycase.cloudapps.cisco.com/caseでSupport Case Manager に移動し、ケースタ
イプとして[ソフトウェアライセンシング（Software Licensing）]を選択します。

l https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.htmlから
TACワールドワイドサポート番号に連絡し、ライセンス要求を依頼します。

Stealthwatch v7.2
Stealthwatchでシスコスマートライセンシングを使用するには、すべてのStealthwatchアプラ
イアンスにv7.2.1（7.2.xの後継バージョン）がインストールされていることを確認してください。詳
細については、『Stealthwatch Installation and Configuration Guide v7.2』を参照してください。

l 管理者ユーザ :Stealthwatch管理コンソールでスマートライセンシングのステータスと使
用状況の詳細を確認するには、管理者ユーザとしてログインします。詳細については、
「Stealthwatchでスマートソフトウェアライセンシングを開く」を参照してください。

l インターネットアクセス：StealthwatchはCiscoスマートアカウントに接続し、ステータスと
ライセンスの使用状況を報告します。Stealthwatchが転送設定を使用してアカウントと
通信する方法を設定できます。このガイドの手順には、インターネットアクセスが必要で
す。

トランスポートゲートウェイ(オンプレミス)
Stealthwatch Management ConsoleがCiscoスマートアカウントに直接アクセスできず、
Transport Gate（サテライトとも呼ばれる）またはSmart Software Manager のオンプレミスで通
信する場合は、転送設定に[トランスポートゲートウェイ（Transport Gateway）]を選択します。

次のオンプレミスガイドを確認して、インストールおよび設定を完了します。

l リソース：

https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/software-
manager.html#~resources

l スマートソフトウェアオンプレミス：

https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/smart-
software-manager-satellite/tsd-products-support-series-home.html
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クローズド/エアギャップネットワークのライセンスオプションについて質問するには、
sa-adoption-support@external.cisco.comに問い合わせるか、または「サポート」を参
照してください。

Stealthwatch v7.2.1への更新
アプライアンスを v7.1.xから v7.2.1（または7.2.xの後継バージョン）に更新した場合は、
『Stealthwatch Update Guide v7.1.x to v7.2.1』の手順に従っていることを確認します。

アプライアンスの要件

更新プロセスの一環として、スマートライセンシングを使用するためにアプライアンスが次の要
件を満たしていることを確認しました。

要件 詳細

ハードウェア

Dell PowerEdgeハードウェアおよびFlow
Collector 5020は、Stealthwatch v7.2ではサ
ポートされていません。ハードウェアの更新に
ついては、stealthwatch_renewals@cisco.com
でStealthwatch更新チームにお問い合わせく
ださい。

スマートライセンシングの準備状況チェック

更新プロセスの一環として、SWUファイルはス
マートライセンシングの準備状況チェックを実行し
ます。

準備状況チェックに失敗した場合は、クラスタ
内で互換性のないライセンスが検出されてい
ます。ライセンスを再設定する必要がある場合
もあれば、新しい期間のライセンシングを購入
する必要がある場合もあります。Stealthwatch
更新チームにstealthwatch_
renewals@cisco.comからお問い合わせくださ
い。

スタンドアロンアプライアンス

バージョン7.2 では、スタンドアロンアプライアン
スはサポートされていません。『Stealthwatch
Update Guide v7.1.x to v7.2.1』の手順に従ってア
プライアンスを設定し、正常に管理および更新で
きるようにします。

ライセンスの転送と変換

アプライアンスを v7.1.xから v7.2.xに更新した場合は、評価モードが期限切れになる前に、
PAKを転送してスマートライセンシングに変換する必要があります。詳細については、「2.ライ
センスの転送と変換」を参照してください。
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ライセンスは、事前に転送および変換できます。評価モードが期限切れになる前に、
次の手順が完了していることを確認してください。

ライセンスプロビジョニング要求の送信

要求に応じて、次のライセンスタイプがアカウントに転送されます。

ライセンス 詳細

脅威インテリジェンスライセンス
（以前はSLICと呼ばれていました）

このライセンスを購入しているのにアカウントに
表示されない場合は、ライセンスプロビジョニング
要求を送信します。

UDPDirector VE
このライセンスを2020年3月17日よりも前に購
入した場合は、ライセンスプロビジョニング要求を
送信してアカウントに転送します。

ライセンスプロビジョニング要求を送信するには、http://cs.co/stealthwatch-license-
provisioningでフォームに入力し、送信します。
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Stealthwatchでスマート ソフトウェアライセン
シングを開く

1. StealthWatch管理コンソールに管理ユーザとしてログインします。

ブラウザのアドレスフィールドに、https://<IPaddress>を入力します。

2. [グローバル設定（Global Settings）]アイコンをクリックします。

3. [一元管理（Central Management）]を選択します。

4. [スマートライセンシング（Smart Licensing）]タブを選択します。
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評価モード( 90日)
評価モードでは、90日間、Stealthwatchの一部の機能を使用できます。評価モードは、
Stealthwatch管理コンソールのアクティブな使用状況に基づいています。たとえば、
Stealthwatch管理コンソールをシャットダウンした場合、アプライアンスが再度オンになると、カ
ウントダウンが再開されます。

90日間の評価期間が終了する前に製品インスタンスを登録してください。評価期間
が終了すると、フロー収集が停止します。フロー収集を再度開始するには、製品イン
スタンスを登録します。

評価モードのステータスの確認

1. Stealthwatchでスマートライセンスを開きます。

2. [スマートソフトウェアライセンシングのステータス（Smart Software Licensing Status）]セ
クションで、登録ステータスとライセンス認証ステータスを確認します。
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ステータス 詳細

登録ステータス Unregistered

製品インスタンスがCiscoスマートアカウ
ントに登録されていません。評価期間が
満了する前に製品インスタンスを登録し
ます。

評価期間が終了すると、フロー収集が停
止します。フロー収集を再度開始するに
は、製品インスタンスを登録します。

ライセンス認証ステータス 評価モード

製品インスタンスは評価モードを使用し
ており、残りの日数が表示されます。より
詳細な情報を表示するには、ステータス
の上にポインタを置きます。
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製品インスタンスの登録
製品インスタンスを登録し、ライセンスを転送および変換するには、次の手順を使用します。

90日間の評価期間が終了する前に製品インスタンスを登録してください。評価期間
が終了すると、フロー収集が停止します。フロー収集を再度開始するには、製品イン
スタンスを登録します。

1. Cisco Smart SoftwareManagerにログイン
Stealthwatchのデフォルト機能を最大限に活用して購入ライセンスと機能をアカウントに追加
するには、Ciscoスマートアカウントを設定し、スマートソフトウェアライセンシングに製品インス
タンスを登録します。

1. Cisco Software Central（https://software.cisco.com）に移動します。

2. [ユーザアイコン（User Icon）]をクリックします。

3. CCOIDクレデンシャルを使用してログインします。

4. [ライセンス（License）]セクションで、[スマートソフトウェアライセンシング（Smart
Software Licensing）]を選択します。
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2.ライセンスの転送と変換
Stealthwatchを v7.1.xから v7.2.xにアップグレードした場合は、製品アクティベーションキー
（PAK）を転送してシスコスマートソフトウェアライセンシングに変換する必要があります。

ライセンスは、事前に転送および変換できます。評価モードが期限切れになる前に、
次の手順が完了していることを確認してください。

新しい v7.2のインストール

Stealthwatchの v7.2.1以降がインストールされている場合は、この手順をスキップできます。
次の項、「3.転送設定」に進みます。

自動プロビジョニングされたライセンス

製品インスタンスを登録すると、次のライセンスがアカウントに自動的に追加されるため、転送
または変換を行う必要はありません。

l Stealthwatch管理コンソールVE

l FlowCollector VE

プロビジョニング要求

要求に応じて、次のライセンスタイプがアカウントに転送されます。

ライセンス 詳細

脅威インテリジェンスライセンス
（以前はSLICと呼ばれていました）

このライセンスを購入しているのにアカウントに
表示されない場合は、ライセンスプロビジョニング
要求を送信します。

UDPDirector VE
このライセンスを2020年3月17日よりも前に購
入した場合は、ライセンスプロビジョニング要求
を送信してアカウントに転送します。

ライセンスプロビジョニング要求を送信するには、http://cs.co/stealthwatch-license-
provisioningでフォームに入力し、送信します。

指示

次に概要を示します。詳細な手順については、Ciscoスマートアカウントにログインし、[ヘルプ
（Help）]をクリックします。

サポート

ライセンスの転送と変換のサポートについては、次のいずれかのリソースを通じてお問い合わ
せください。

l https://mycase.cloudapps.cisco.com/caseでSupport Case Manager に移動し、ケースタ
イプとして[ソフトウェアライセンシング（Software Licensing）]を選択します。
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l https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.htmlから
TACワールドワイドサポート番号に連絡し、ライセンス要求を依頼します。

1.インベントリの確認

1. https://software.cisco.comにあるCiscoスマートアカウントにログインします。

2. [ライセンス（License）]セクションで、[スマートソフトウェアライセンシング（Smart
Software Licensing）]を選択します。

3. [インベントリ（Iventory）]を選択します。

4. [ライセンス（Licenses）]タブを選択します。

5. すべてのライセンスが表示されている場合は、この手順をスキップできます。次の項、「3.
転送設定」に進みます。

スマートライセンスインベントリに表示されないライセンスがある場合は、次のセクション
に進んで、ライセンスを転送および変換します。

また、要求を送信する必要があるかどうかを決定するには、「プロビジョニング要求」を
参照してください。

Stealthwatch管理コンソールVEおよびフローコレクタVEのライセンスは表示されま
せん。これらは、製品インスタンスを登録するときにアカウントに追加されます。

2.ライセンスの転送

PAKおよびライセンシングトークン IDをスマートアカウントに転送するには、次の手順を使用し
ます。

1. https://software.cisco.comにあるCiscoスマートアカウントにログインします。

2. [ライセンス（License）]セクションで、[従来のライセンシング（Traditional Licensing）] を選
択します。

3. [スマートアカウント（Smart Account）]ドロップダウンリストから、スマートアカウントを選
択します。

4. [PAK/トークンの追加（Add NewPak/Tokens）] をクリックします。

5. オプション：[バーチャルアカウントに追加（Add to Virtual Account）]ドロップダウンから
バーチャルアカウントを選択します。ライセンスはこのバーチャルアカウントに転送されま
す。
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6. PAK番号を入力するか、シスコSO番号で検索します。

7. [OK]をクリックします。

8. これらの手順を繰り返して、アカウントにさらにPAK とトークンを追加します。

3.ライセンスの変換

次の手順を使用して、PAKライセンスを従来のライセンスからスマートライセンシングに変換し
ます。

PAKライセンスをスマートライセンシングに変換すると、従来のライセンスに戻すこと
はできません。

1. https://software.cisco.comにあるCiscoスマートアカウントにログインします。

2. [ライセンス（License）]セクションで、[スマートソフトウェアライセンシング（Smart
Software Licensing）]を選択します。

3. [スマートライセンシングに変換（Convert to Smart Licensing）]または [ライセンス変換
（License Conversion）]を選択します。

4. [PAKの変換（Convert PAK）]タブと [ライセンスの変換（Convert Licenses）]タブを確認し
て、スマートライセンシングへの変換に使用できるPAKを指定します。

l 手順：[スマートライセンシングに変換（Convert to Licensing）]ページで[ヘルプ
（Help）]をクリックします。

l デモ：デモを視聴するには、「クラシックライセンス（PAK）をスマートライセンスに変
換する方法」を参照してください。

© 2020 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 15 -

製品インスタンスの登録

https://software.cisco.com/
https://video.cisco.com/detail/video/5745515224001/how-to-convert-classic-licenses-paks-to-smart-licenses-in-cssm?q=pak
https://video.cisco.com/detail/video/5745515224001/how-to-convert-classic-licenses-paks-to-smart-licenses-in-cssm?q=pak


3.転送設定
StealthwatchがCiscoスマートアカウント（Cisco Smart Software Manager）と通信する方法を
設定します。ここで設定を変更すると、これらの変更は、このサービスを使用するSmart Call
Homeおよびその他の機能に適用されます。

1. Stealthwatchでスマートライセンシングを開きます。

2. [シスコスマートソフトウェアライセンシングのステータス（Smart Software Licensing
Status）]セクションで、[転送設定（Transport Settings）]を見つけます。

3. [表示/編集（View/Edit）]をクリックします。

製品インスタンスがすでに登録されている場合は、転送設定を変更する前に登録解
除してください。詳細については、「登録解除」を参照してください。

4. 転送設定を選択します。

転送設定 説明

直接

Stealthwatch 管理コンソールがCisco スマート
アカウントに直接アクセスしていて、ファイア
ウォールによってブロックされていない場合は、
[直接（Direct）] を選択します。

トランスポートゲートウェイ

Stealthwatch 管理コンソールがCisco スマート
アカウントに直接アクセスできず、トランスポー
トゲートウェイまたはSmart Software Manager
のオンプレミスで通信する場合は、[トランス
ポートゲートウェイ（Transport Gateway）] を選
択します。

HTTP/HTTPS Proxy

プロキシを使用するようにStealthwatch 管理コ
ンソールを設定した場合は、[HTTP/HTTPSプ
ロキシ（HTTP/HTTPS Proxy）] を選択します。
プロキシがすでに設定されている場合は、ダイ
アログボックスに表示されます。設定していな
い場合は、手順については、「インターネットプ
ロキシの設定」を参照してください。

5. [保存（Save）]を選択します。

インターネットプロキシの設定

Stealthwatch トランスポート設定にHTTP/HTTPSプロキシを使用するには、DNSサーバとイン
ターネットプロキシが設定されていることを確認します。

インターネットプロキシを開く

次の手順に従って、[インターネットプロキシ（Internet Proxy）]を開きます。
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1. [一元管理（Central Management）] > [アプライアンスマネージャ（Appliance Manager）]を
開きます。

2. Stealthwatch管理コンソールの[アクション（Actions）]メニューをクリックします。

3. [アプライアンス構成の編集（Edit Appliance Configuration）]を選択します。

4. [ネットワークサービス（Network Service）]タブを選択します。

DNSサーバの追加

1. [DNSサーバ（DNS Server）]セクションで、[新規追加（Add New）]をクリックします。

2. IPアドレスを入力します。

3. [追加（Add）]をクリックします。

4. [設定の適用（Apply settings）]をクリックします。

インターネットプロキシの有効化

1. [インターネットプロキシ（Internet Proxy）] > [プロキシセットアップ（Proxy Setup）]で、[プ
ロキシセットアップ（Proxy Setup）]チェックボックスをオンにします。

2. [IPアドレス（IP Address）] フィールドに、プロキシサーバの IPアドレスを入力します。

3. [ポート（Port）]フィールドに、StealthWatchアプライアンスがプロキシサーバとの通信に
使用するポート番号を入力します。

ポート番号（デフォルト）：8080

4. プロキシサーバにログインクレデンシャルが必要な場合は、次の情報を入力します。

l [ユーザ名（User Name）]：プロキシサーバへのログインに必要なユーザ名を入力し
ます。

l [パスワード（Password）]：プロキシサーバへのログインに必要なパスワードを入力
します。

l 認証タイプ：基本を選択します。

NTLM認証は、スマートライセンシングまたはFIPS暗号化ライブラリが有効になっ
ている場合はサポートされません。

l [ドメイン（Domain）]：[認証タイプ（Authentication Type）]でNTLMを選択した場合
は、プロキシサーバのドメインを入力します。

プロキシサーバにログインクレデンシャルが不要な場合、このステップは省略します。

5. [設定の適用（Apply settings）]をクリックします。

6. 画面に表示される指示に従って操作します。アプライアンスが自動的に再起動します。

4.登録トークンの作成

1. https://software.cisco.comにあるCiscoスマートアカウントにログインします。

2. [ライセンス（License）]セクションで、[スマートソフトウェアライセンシング（Smart
Software Licensing）]を選択します。

3. [インベントリ（Iventory）]を選択します。
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4. [製品インスタンス登録トークン（Product Instance Registration Tokens）]セクションで、
[新規トークン（NewToken）]をクリックします。

5. [登録トークンの作成（Create Registration Token）]ダイアログボックスのフィールドに入
力して、アカウントのトークンを特定し、使用方法を指定します。

6. [トークンの作成（Create Token）]をクリックします。

7. [製品インスタンス登録トークン（Product Instance Registration Tokens）]リストでトークン
を見つけます。

8. トークンのコピー：トークン名をクリックしてコピーするか、次のいずれかを選択します。

l コピー：トークンをコピーするには、[アクション（Actions）] > [コピー（copy）]を選択
します。

l ダウンロード：テキストファイルとしてトークンをダウンロードするには、[アクション
（Actions）] > [ダウンロード（ダウンロード）]を選択します。
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5.登録 Stealthwatch
1. Stealthwatchでスマートライセンシングを開きます。

2. [登録（Register）]をクリックします。

3. トークンをプレーンテキストとして貼り付けるか、または[製品インスタンス登録トークン
（Product Instance Registration Token）]ウィンドウに入力します。

4. [登録（Register）]をクリックします。

登録中に通信がタイムアウトした場合は、転送設定を確認します。

5. [スマートソフトウェアライセンシングのステータス（Smart Software Licensing Status）]セ
クションを確認し、次のことを確認します。

l 登録ステータス：登録済み

l ライセンス認証のステータス：認証済み

l コンプライアンス違反：ステータスがコンプライアンス違反として表示されている場
合は、アカウントにライセンスを追加する必要があります。詳細については、「トラ
ブルシューティング」を参照してください。
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6. [スマートライセンスの使用状況（Smart License Usage）]セクションを確認します。すべて
のライセンスが承認済みとして表示されていることを確認します。

l ステータスの詳細：詳細については、「ステータスと使用状況の確認」を参照してく
ださい。

l 脅威インテリジェンスフィード：購入した脅威インテリジェンスフィードライセンスが
表示されない場合は、http://cs.co/stealthwatch-license-provisioningでライセン
スプロビジョニング要求を入力し、送信します。

l コンプライアンス違反：ライセンスがコンプライアンス違反として表示されている場
合は、アカウントにライセンスを追加する必要があります。詳細については、「トラ
ブルシューティング」を参照してください。
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製品インスタンスの登録の変更
Ciscoスマートアカウントで製品インスタンスの登録を変更または更新するには、次の手順を使
用します。

登録解除
Ciscoスマートアカウントから製品インスタンスを削除するには、次の手順を使用します。製品
インスタンスの登録を解除する場合は、次の点に注意してください。

l バーチャルアカウントインベントリ：使用していたライセンスはバーチャルアカウントに返
され、アカウント内の他の製品インスタンスはそれらのライセンスを使用できます。

l 評価モード：評価期間の残り日数がある場合、製品インスタンスは評価モードに戻りま
す。

転送設定を変更する、またはトラブルシューティングを行う前に、登録解除を使用してください。

1. Stealthwatchでスマートライセンシングを開きます。

2. [アクション（Actions）]をクリックします。

3. [登録解除（Deregister）]を選択します。

再登録
製品インスタンスが接続解除されたか、またはStealthwatchが再試行後にCiscoスマートアカ
ウントに接続できなかった場合は、ライセンス認証ステータスに[登録期限切れ（Registration
after）]と表示されます。次の手順を使用して通信の問題を解決し、製品インスタンスを再登録
します。

1. Stealthwatchでスマートライセンシングを開きます。

2. 転送設定とCiscoスマートアカウントを見直して通信を確認してください。

転送設定を変更する必要がある場合は、最初に製品インスタンスを登録解除しま
す。

3. [アクション（Actions）] > [再登録（Reregister）]の順にクリックします。

4. https://software.cisco.comにあるCiscoスマートアカウントにログインします。

5. [ライセンス（License）]セクションで、[スマートソフトウェアライセンシング（Smart
Software Licensing）]を選択します。

6. [インベントリ（Iventory）]を選択します。

7. [製品インスタンス登録トークン（Product Instance Registration Tokens）]セクションで、
[新しいトークン（NewToken）]をクリックするか、または[製品インスタンス登録トークン
（Product Instance Registration Tokens）]リストでトークンを見つけます。

8. トークンをコピーして、Stealthwatchの [製品インスタンス登録トークン（Product Instance
Registration Token）]ウィンドウに貼り付けます。

詳細については、「製品インスタンスの登録」を参照してください。
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9. [再登録（Reregister）]をクリックします。

10. スマートソフトウェアライセンシングのステータスを確認して確定します。

l 登録ステータス：登録済み

l ライセンス認証のステータス：認証済み
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ステータスと使用状況の確認
Ciscoスマートアカウントに製品インスタンスを登録すると、[Stealthwatchスマートライセンシン
グ（Stealthwatch Smart Licensing）]ページにCiscoスマートアカウントと製品インスタンスの詳
細が表示されます。これには次のものが含まれます。

情報 詳細

登録ステータス 詳細については、「登録ステータス」から確認できます。

ライセンス認証ステータス
詳細については、「ライセンス認証ステータス」を参照し
てください。

輸出管理機能
Ciscoスマートアカウントのオンラインヘルプを参照して
ください。

スマートアカウント
Ciscoスマートアカウントのオンラインヘルプを参照して
ください。

バーチャルアカウント
Ciscoスマートアカウントのオンラインヘルプを参照して
ください。

製品インスタンス名

製品インスタンス名は、お客様のStealthwatch の製品イ
ンスタンスに使用する識別子であり、Stealthwatch管理コ
ンソールと管理アプライアンスが含まれます。製品インス
タンス名を使用して、Cisco スマートアカウントの製品イン
スタンスを特定します。

転送設定 詳細については、「3.転送設定」を参照してください。
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ステータスの確認
StealthwatchはCiscoスマートアカウントに接続し、ライセンスのステータスと使用状況をレ
ポートします。

1. Stealthwatchでスマートライセンスを開きます。

2. [スマートソフトウェアライセンシングのステータス（Smart Software Licensing Status）]セ
クションを確認します。

登録ステータス

ステータス 詳細

登録済み

製品インスタンスが登録され、ライセンスの使用状況
がCiscoスマートアカウントにレポートされます。更新と
有効期限の詳細を表示するには、ステータスの上にポ
インタを置きます。

この登録通知の有効期限が切れまし
た

試行が繰り返された後、StealthwatchはCiscoスマー
トアカウントに接続してステータスを取得することがで
きませんでした。

詳細については、「今すぐ登録を更新」と「再登録」を
参照してください。

[登録の期限切れ（Registration Expired）]は、通信ス
テータスを示します。これは、ライセンスステータスを
示すものではありません。ライセンスステータス（購入
済み、期限切れ、使用状況）を確認するには、「Cisco
スマートアカウント」を確認します。

Unregistered

製品インスタンスがCiscoスマートアカウントに登録さ
れていません。評価期間が満了する前に製品インスタ
ンスを登録します。

詳細については、「評価モード（90日）」と「製品インス
タンスの登録」を参照してください。
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ライセンス認証ステータス

ステータス 詳細

認証が期限切れ

StealthwatchがCiscoスマートアカウントとの通信を失
う場合は、許可が期限切れになっている可能性があり
ます。

詳細については、「認証を今すぐ更新」を参照してくだ
さい。

[許可の期限切れ（Authorization Expired）]は、通信ス
テータスを示します。これは、ライセンスステータスを
示すものではありません。ライセンスステータス（購入
済み、期限切れ、使用状況）を確認するには、「Cisco
スマートアカウント」を確認します。

承認済み

製品インスタンスが登録されており、ライセンスが承認
されます。

承認の試みと詳細を表示するには、ステータスの上に
ポインタを置きます。

評価期限切れ

評価期間が終了し、フロー収集が停止しました。より
詳細な情報を表示するには、ステータスの上にポイン
タを置きます。

詳細については、「評価モード（90日）」と「製品インス
タンスの登録」を参照してください。

評価モード

製品インスタンスは評価モードを使用しており、残りの
日数が表示されます。より詳細な情報を表示するに
は、ステータスの上にポインタを置きます。

詳細については、「評価モード（90日）」と「製品インス
タンスの登録」を参照してください。

コンプライアンス違反

特定のライセンスタイプに対してライセンスが不足して
いる場合は、コンプライアンス違反になります。

詳細については、「コンプライアンス違反の解決」を参
照してください。

© 2020 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 25 -

ステータスと使用状況の確認



スマート ライセンスの使用状況の確認
Stealthwatchは、ライセンスの使用状況をCiscoスマートアカウントにレポートします。

l 更新：アプライアンスが中央管理インベントリに追加または削除されると、ライセンスの使
用状況が更新されます。

l ハードウェア：UDP Director ハードウェアを除き、他の物理/ハードウェアアプライアンス
はこのリストには表示されません。

l フローレート：1秒あたりに検出されたNetFlowパケットの数（FPS）。Stealthwatchは、ス
マートアカウントに対して1日単位のフローレート使用率の第95パーセンタイルを報告し
ます。

l コンプライアンス違反：特定のライセンスタイプのライセンスが不足している場合は、アカ
ウントにライセンスを追加する必要があります。詳細については、「コンプライアンス違反
の解決」を参照してください。

[スマートライセンスの使用状況（Smart License Usage）]セクションには、ライセンシ
ングの詳細が表示されます。インベントリ内のすべてのアプライアンスが表示される
わけではありません。中央管理インベントリでアプライアンスを確認するには、中央
管理の[アプライアンスマネージャ（Appliance Manager）]タブを選択します。
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トラブルシューティング
[Stealthwatchスマートライセンシング（Stealthwatch Smart Licensing）]に示されているライセン
ス関連のエラーを解決するには、次の手順を使用します。

コンプライアンス違反の解決
ライセンス認証ステータスまたはスマートライセンスの使用がコンプライアンス違反を示してい
る場合、アプライアンスまたは機能のライセンスが不足しており、Ciscoスマートアカウントに割
り当てられているよりも多くのライセンスを使用しています。

1.ライセンスの確認

次のことを確認します。

l Stealthwatchでスマートライセンスを開きます。[スマートライセンスの使用状況（Smart
License Usage）]セクションを確認し、コンプライアンス違反のライセンスを確認します。

l バーチャルアカウントに十分なライセンスが割り当てられていることを確認してください。
詳細については、「Ciscoスマートアカウント」を参照してください。

l ライセンスがCiscoスマートアカウントに転送および変換されていることを確認します。

l 追加のライセンスを購入する必要がある場合は、アカウントマネージャに問い合わせる
か、stealthwatch-sales@cisco.comでStealthwatch Salesチームにご連絡ください。

スマートライセンスのヘルプについては、「サポート」を参照してください。
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2.更新 ( Update) Stealthwatch
バーチャルアカウントにライセンスを追加または移動した後、次の手順を使用して
Stealthwatchのステータスを更新します。

1. Stealthwatchでスマートライセンシングを開きます。

2. [アクション（Actions）] > [認証を今すぐ更新（RenewAuthorization Now）]の順にクリックし
ます。

認証を今すぐ更新
Stealthwatchは、ライセンスの使用状況をCiscoスマートアカウントにレポートします。[認証を
今すぐ更新（RenewAuthorization Now）]を使用してアカウントに接続し、ライセンスの使用状況
のデータをただちに更新します。Ciscoスマートアカウントのライセンスを変更したにもかかわら
ず、[Stealthwatchスマートライセンシング（Stealthwatch Smart Licensing）]ページに表示され
ない場合は、次の手順を使用します。

1. Stealthwatchでスマートライセンシングを開きます。

2. [アクション（Actions）] > [認証を今すぐ更新（RenewAuthorization Now）]の順にクリックし
ます。

登録を今すぐ更新
製品インスタンスが接続解除されたか、またはStealthwatchが再試行後にCiscoスマートアカ
ウントに接続できなかった場合は、ライセンス認証ステータスに[登録期限切れ（Registration
after）]と表示されます。アカウントに接続して登録ステータスを更新するには、[登録を今すぐ
更新（RenewRegistration Now）]を使用します。

1. [Actions]メニューを選択します。

2. [登録を今すぐ更新（RenewRegistration Now）]を選択します。

登録の有効期限切れ：ライセンス認証ステータスが引き続き [登録の有効期限切れ
（Registration Expired）]と表示される場合は、製品インスタンスを再登録する必要がある
場合があります。詳細については、「再登録」を参照してください。

詳細については、「製品インスタンスの登録の変更」を参照してください。

ライセンスの有効期限のステータスの確認
購入したライセンス、割り当て、有効期限のステータス、および使用状況がCiscoスマートアカ
ウントに表示されます。詳細については、「Ciscoスマートアカウント」を参照してください。
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サポートへの問い合わせ
テクニカルサポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

l 最寄りのシスコパートナーにご連絡ください。

l Cisco Stealthwatchサポートのお問い合わせ先：

l Webでケースを開く場合：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

l 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com

l 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447（米国）

l ワールドワイドサポート番号：https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-
worldwide-contacts.html
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