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概要
この技術情報は正常に複数の Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）を渡る
exisiting ライセンスを共有する方法を記述します。

複数の ESA でのライセンスの共有
購入されたライセンス Product Activation Key （PAK）によって、複数の ESA を渡るライセンス
を共有することは可能性のあるです。
製品ライセンス登録ポータルから、これらのステップを完了して下さい:
1. ポータルから、ライセンス > 移動ライセンスをクリックして下さい
2. ドロップダウン メニューで、選択して下さい共有ライセンスを… > 得て下さいアクティベ
ーションコードを…
3. 「共有 ライセンス プロセス」ポップアップ ウィンドウで、製品のために、鉄ポート製品をSW バンドル選択して下さい
4. 出典 シリアル番号/仮想デバイス Identifier フィールドでは、出典 シリアル番号を入力して下
さい ヒント： ただ完全なシリアル番号の端を入力する必要があります。 たとえば完全なシ
リアル番号が 888869E737F5-33NPP11、33NPP11 を入力して下さい。
5. ターゲット シリアル番号/仮想デバイス Identifier フィールドでは、ターゲット シリアル番号
を入力して下さい ヒント： ただ完全なシリアル番号の端を入力する必要があります。 たと
えば完全なシリアル番号が 999969E748G65-44MQQ22、44MQQ22 を入力して下さい。
6. Send To フィールドでは、有効な eメールアドレスを入力して下さい
7. 要求コードをクリックして下さい
正常な完了の後で、電子メールは入力される eメールアドレスに送信 されます。 電子メールの中
ではアクセスおよび検証のためのハイパーリンクがあります。 それは 1 時間程ライセンス登録電
子メールを受信するためにかかるかもしれません。
これは受信される電子メールの例です:

From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com>
Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM
To: Joe User <joe_user@example.com>
Subject: Device Registration
PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL.
You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the
registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device
to new device. Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared

licenses during device registration process.
Below, you will find the Activation Code:
Activation Code
: LUY3012Z
Here is the device registration information:
Existing Device Serial # : 33NPP11
New Device Serial # : 44MQQ22
Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration
process:
https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
1) Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option.
2) Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify
Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code.

それから製品ライセンス登録ポータルに再アクセスします。
1. ライセンス > 移動ライセンスをクリックして下さい
2. ドロップダウン メニューで、選択して下さい共有ライセンスを… > 使用 アクティベーショ
ンコード…
3. 電子メールで提供されるアクティベーションコードで入力し、『Next』 をクリック して下
さい
4. アクティベーションコードを確認し、シリアルをソースをたどり、シリアルを目標とし、『
Next』 をクリック して下さい
5. 終わるために確認を完了して下さい
その後、アプライアンス GUI から、システム 管理 > フィーチャーキーを > キーおよびアクティ
ベーションがあるように確認するために確認します新しいキーがあるように選択して下さい。 ま
たは、CLI から、featurekey および checknow を入力して下さい。 ESA に新しい機能をアクティ
ブにするためにすべての機能/に関しては、エンドユーザー 使用 許諾 契約（EULA）は読まれ、
受け入れられる必要があります。
共有するライセンスにおいての問題がある場合グローバル な ライセンス オペレーション
（GLO）に直接連絡する必要がありますかサポート ケースをオープンするか、または FAQ を読
みます:
●

●

●

●

料金無料で: 1-800-553-2447、または、Ciscoワールドワイドコンタクツ
[Email]： licensing@cisco.com
Cisco サポート ケース マネージャ: Cisco サポート ケースをオープンして下さい
Cisco グローバル な認可オペレーション（GLO）: よく寄せられる質問（FAQ）

