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スマートなアカウント認可およびトークン 
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目標
 
この資料の目標はスマートなアカウントを作成する方法をおよびデバイスを登録するためにトー
クンを得る方法を示すことです。
  
概要
 
Cisco スマートなソフトウェア認可は認可についての新しい思考様式です。 それは Ciscoソフト
ウェアを購入し、展開し、トラッキングし、更新することもっと簡単にするエンタープライズを
渡る認可エクスペリエンスを簡素化します。 それはライセンス 所有権に表示および単一の簡単な
ユーザインターフェイスを通して消費を提供します。
 
スマートなアカウントは組織を Ciscoソフトウェア ライセンスおよび資格賦与におよびコントロ
ールのユーザー アクセス管理する機能提供します。 このスマートなアカウントの承認アクティベ
ーションによって、アカウントを作成し、組織に代わってアカウントに製品とサービス資格賦与
、使用許諾契約およびユーザアクセスを管理するために承認されることを同意します。 Cisco パ
ートナーは顧客に代わってアカウントの作成を承認しないかもしれません。
 
新しくスマートなアカウントの作成は一度だけイベントであり、ユーザのそれに続く管理はツー
ルによって提供される機能です。 
  
潜る前に
 
スマートなライセンス アカウントを設定する問題に動作する場合下記に記載されているサポート
文書および連絡先 情報を参照して下さい。 Cisco サポート チーム オファー サポート従ってスマ
ートなアカウントをできるだけ効率的に設定できます。
 

パートナー、ディストリビューターおよび顧客向けのスマートな認可およびスマートなアカ
ウント FAQ
スマートなソフトウェア認可概要
最良の方法-スマートなアカウント、仮想 な アカウントおよび鑑札
Cisco Small Business Support Community
RV34x シリーズ ルータ FAQ
サポート ケース マネージャ（ケースを入れるため）
US/Canada サポート 電話番号: 1-866-606-1866 またはスモール ビジネス TAC 連絡先
  

スマートなライセンス アカウントの作成

https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-licensing-and-smart-accounts-faq-for-partners-distributors/ta-p/3610585?attachment-id=159724
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-licensing-and-smart-accounts-faq-for-partners-distributors/ta-p/3610585?attachment-id=159724
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-accounts-and-smart-licensing-overview-for-end-customers/ta-p/3633234?dtid=osscdc000283
https://www.youtube.com/watch?v=0sTNHci6mnk&t=447s
https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html


Cisco.com アカウントを最近作成するか、または参照する場合あなた自身のスマートなライセン
ス アカウントを作成するために、メッセージによって挨拶されます。 持っていない場合、スマー
トなライセンス アカウントの作成 ページに連れて行かれるためにここをクリックすることができ
ます。 ログインを必要とする場合もあります。
 
注: スマートなアカウントの要求の手順の追加詳細に関しては、ここをクリックして下さい。
 
スマートなライセンス アカウントを作成することがライセンス 管理に関して組織を表すためにあ
なたの機関を、ユーザ確立するために、必要となります。 すなわち、ライセンスを管理している
人を確かめる Cisco 必要は責任がある適切な人です。 それはネットワークを管理して人に一般的
に適用します。
 

  
発注スマートなライセンス
 
ルータのためのスマートなライセンスを購入するとき、ベンダーはスマートなライセンス アカウ
ントにユニークなライセンス ID を移動する必要があります。 頼まれる必要な情報の表は下記に
ありますバンドルを購入するとき。
 
注: 侵入 防御 システム（IPS）およびウイルス対策は Web フィルタリングおよびアプリケーショ
ン フィルタリングのために使用されるセキュリティ ライセンスの一部です。 RV340 シリーズ ル
ータのためのファームウェアのバージョン 1.0.3.15 およびそれ以降では、AnyConnect はクライ
アント ライセンスだけのために満たします。 RV340 シリーズ ルータについては認可する
AnyConnect のこのリンクを詳細については参照して下さい。
 

 
ライセンス購入したが、アカウントに何がそれを現われません。
 
ライセンスを購入したらが、仮想 な アカウントで現われなければ、2 つのオプションがあります
:

必要な情報 情報を見つけること

Cisco.com ユーザ ID アカウント プロファイル、またはあなたに置かれてここをクリックすること
ができます。

スマートなライセンス
アカウント名

ライセンスを購入する前にスマートなアカウントを作成したことが最善です。
これはスマートなライセンス アカウントの作成技術情報のステップ 8 である
はずです。

スマートなライセンス
SKU

デバイスのための製品の識別識別コード。
例： RV340-K9-NA

https://software.cisco.com/software/company/smartaccounts/home#accountcreation-account
https://software.cisco.com/software/company/smartaccounts/home#accountcreation-account
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://community.cisco.com/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile
https://community.cisco.com/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html


1.
2.

●

●

●

●

それらは要求する再販売業者とのフォローアップ転送をします。
私達に手を差し伸べれば再販売業者と連絡をとります。
 

理想的にはする必要がありませんこの交差道路で着けば、助けて幸せです! プロセスをできるだけ
適宜にさせるために、上記の表に資格情報、また以下に説明された資格情報を必要とします。
 

 
スクリーンショット
 
スクリーン ショットを奪取 することは画面のコンテンツのイメージをキャプチャ することの方
式です。 それは「ユーザの POV」を提供します。 手順は Windows 使用するか、または MAC
OS であるかどうか変わります。 モバイルデバイスはまた容易にスクリーン ショットを作成する
ための機能で構築しました。
 
スクリーン ショットをキャプチャ する プロシージャの違いを与えられる特定のオペレーティン
グ システムへのリンクについては次を参照して下さい。
 

Windows： この技術情報を参照して下さい
MAC： この技術情報を参照して下さい
iPhone/iPad: この技術情報を参照して下さい
Android： この技術情報を参照して下さい
 

チームと共有するために適切な画面にナビゲート する必要があります。 
ステップ 1.スマートなライセンス アカウント ページへのナビゲートは、それからスマートなソ
フトウェア ライセンス ページ > コンポーネント > ライセンスをクリックします。
 

 
ステップ 2.このページのスクリーン ショットを奪取 し、参照用に保存して下さい。
  
トークンを生成して下さい
 

必要な情報 情報を見つけること

ライセンス請求 これはあなたにライセンスの発注を完了した後 E-メールを送る
必要があります。

Cisco セールス オー
ダー番号 これを得ることを再販売業者に戻る必要がある場合もあります。

スマートなアカウント
ライセンス ページの
スクリーン ショット

スクリーン ショットを奪取 してチームとの共有のための画面の
コンテンツをキャプチャ します。 スクリーン ショットと不慣れ
なら下記のメソッドを使用できます。

https://support.microsoft.com/en-us/search?query=screenshot%20windows%2010
https://support.apple.com/en-us/HT201361
https://support.apple.com/en-us/HT200289
https://support.google.com/android/answer/9075928?hl=en


登録 トークンはデバイスのスマートなライセンス 機能性をロック解除することのキーのように機
能する仮想 な アカウントにルーティングデバイスをリンクします。
 
ステップ 1： トークンを、ナビゲート スマートなソフトウェア ライセンス アカウントに生成す
るため。 それから > 一般『Inventory』 をクリック して下さい。 新しいトークン…ボタンをクリ
ックして下さい。
 

 
呼び出します。 作成登録トークン ウィンドウは開きます。 説明を入力して下さい、の後で、お
よび最大値切らして下さい。 使用の数。 それから作成トークン ボタンを押して下さい。
 
注: expire のための 30 日はの後の推奨されます。 有効期限はセキュリティ対策です。 トークン
が有効期限の余りに長く持っている場合それを使用するには、トークンを知っているどの人でも
できました。 これはアカウントからの認可を消費します。 ライセンスが使用されないし、トーク
ンのための有効期限が過ぎていたら、新しいトークンは作成され、使用することができます。
 

 
ステップ 3 トークンが生成されれば、最近作成されたトークンの右へトークン リンク（白い矢印
が付いているブルーボックス）ボタンをクリックできます。
 

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory


 
ステップ 4 トークン ウィンドウはあなたのための完全なトークンとコピーするようである必要が
あります。 トークンを強調表示すれば、トークンを右クリックし、『Copy』 をクリック して下
さいキーボードの ctrl ボタンを維持し、テキストをコピーするために c を同時にクリックできま
す。
 

 
ステップ 5 トークンをコピーしたら、デバイスにログイン し、デバイスのライセンス メニュー
のトークン キーをアップロードする必要があります。
 
ルータの Web 設定 ページへのログイン。
 
注: この例では、示すのに RV340 ルータを使用します。
 



 
ステップ 6.認可するべきナビゲート。
 



 
ステップ 7 デバイスが登録を解除される場合、ライセンス 認証ステータスは評価モードとしてリ
ストされます。 そのトークン（このセクションのステップ 4）を生成しましたスマートな認可マ
ネージャ ページから貼り付けて下さい。 それから『register』 をクリック して下さい。
 
注: 登録 手続は終わるために待っていますそれを時間をかけるかもしれません。
 

 
ステップ 8 トークンが登録されていれば、ライセンスを割り当てる必要があります。 選択ライセ
ンス ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 9： 選択スマートなライセンス ウィンドウは現われる必要があります。 購入したライ
センスをチェックして下さい。 この例では、セキュリティ ライセンスはそれから選択され、『
SAVE』 を押し、承認します。
 

 
ステップ 10： セキュリティ ライセンスのステータスは今承認する必要があります。
 

  
結論
 
今正常にスマートなアカウントを作成し、デバイスのためのトークンを生成する必要があります
。
 
次の技術情報はあなたに対象であるかもしれません: 購入する方法および RV34x シリーズ ルータ
で認可する設定された Web フィルタ
 
このビデオを見るためにリンクをクリックして下さい: Cisco Tech Talk: Cisco スマートなアカウ
ントを使用するゼロ タッチ配備

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41


表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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