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Cisco スマートなソフトウェア認可 FAQ
（FAQ） 
目標
 
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。
  
FAQ
 
目次
 
スマートなソフトウェア認可のコンテキスト
 

Cisco アドレッシングはどのように新しい方法でソフトウェアを消費する顧客からのデマン
ドであるか。
Cisco の新しいビジネスモデルおよび製品のいくつかの例とは何か。
機能拡張はいつ新しいソフトウェア モデルへの利用できますか。
新しい Cisco スマートなソフトウエア ライフサイクルは何のようですか。
 

スマートなソフトウェア認可
 

変更はなぜ Cisco ソフトウェア認可ですか。
スマートなソフトウェア認可はどのようにはたらくか。
利用可能である時どんな製品が認可するスマートなソフトウェアを備えか。
スマートなソフトウェア認可に関する詳細についてはだれが連絡しますできますか。
どのようにスマートなアカウントのための I 要求か。
  

スマートなソフトウェア認可のコンテキスト
 
1. Cisco アドレッシングはどのように新しい方法でソフトウェア
を消費する顧客からのデマンドであるか。
 
現在、ソフトウェアを消費する柔軟がほしいと思いソフトウェア、ハードウェアおよびサービス
を含む完全な、エンドツーエンド ソリューションを買いたいと思います。 、アクティブになって
買って、ソフトウェアを管理することは Cisco を渡って簡単、一貫し。
 
Cisco の戦略はソフトウェア サブスクリプション、ユーセッジベース オファー、クラウド ベー
スのソフトウェアおよび顧客が容易にソリューションを展開し、新しい景気 環境にすぐに適応す
ることを可能にする全社的な協定のような新しいソフトウェア ビジネスモデルを有効に すること
です。 さらに、オファーは Cisco の製品グループを渡る簡単だった価格設定、一貫した請求メカ
ニズムおよび一貫した認可メカニズムを経験するように標準化されます。
 
Cisco は Cisco が変更ソフトウェア市場でサポートできるようにするのを助けるソフトウェア運
用変換コントロールに投資しました。
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2. Cisco の新しいビジネスモデルおよび製品のいくつかの例とは
何か。
 

前もって所有し、ソフトウェアアップグレードを購入し、サポートするため: 顧客は Cisco®
ソフトウェアの一度だけ投資をし続けることができますそれをおよび発注アップグレードお
よびサポート組み込みました受け取ることはその製品のハードウェアで。 Cisco はこのモデ
ルをこれらのモデルで一貫した、簡単認可推奨事項を組み込むことの方に製品 SKUs の複雑
な状況を簡素化することおよびはたらくことによってあなたのためにもっと簡単にしていま
す。 このモデルを使用して販売される製品の例は Ciscoソフトウェア Application サポートで
あり、アップグレード（SASU）、Cisco Unified Communications Manager （CUCM）、お
よび概要はサービスを操作します。
ソフトウェア サブスクリプション: サブスクリプション オファーはビジネス 優先順位が変更
するときソフトウェアにしばらく投資し、容易に主要で率直な投資を放棄しないで新しい機
能かオファリングに移動することを可能にします。 サブスクリプション オファーはクラウド
でまたは前提で提供され、一組ののまたは長い期間ソフトウェア機能性を特定のキャパシテ
ィ使用する権限を提供できます。 これらのオファーは一般に前もってまたは定期的に請求書
を送られます（毎月または 3 ケ月ごとに）。 サブスクリプション基礎で提供される Ciscoソ
フトウェアの例は Cisco Cloud Services Router 1000v、IronPort®、Identity Services
Engine、Meraki®、WebEx®、EnergyWiseTM 管理、ServiceGrid® および Hosted
Collaboration ソリューション（HCS）白ラベルです。
ソフトウェアようにサービスおよび X ようにサービス、または実用新案権（SaaS/XaaS）:
Cisco SaaS オファーは必要なときソフトウェアおよびように使用基礎の支払を使用すること
を可能にします。 配信はサードパーティ機器によってまたはクラウドを通ってある場合もあ
ります。 XaaS はサービスとしてインフラストラクチャまたはプラットフォームのようなイ
ンターネットに、提供することができるサービスが含まれています。 WebEx および
ScanSafe は SaaS オファーとして販売されます。 以下の製品は XaaS 基礎で提供されます:
サービス（DCaaS）としてデータセンタ、サービス（TPaaS）として TelePresence、およ
びサービス（CaaS）として計算。
最終的には、ビジネスをサポートするいろいろな方法でソフトウェアおよびハードウェアを
使用したいと思う大きいエンタープライズ 顧客向けの招待基礎の全社的な協定かエンタープ
ライズ使用許諾契約書（ELA）は提供されます。 大きい顧客向けに、すべての必要を満たす
それはソリューションをネゴシエートすることはより費用効果が高く、効率的である場合も
あります: 必要とされるところハードウェアおよびソフトウェア、アップグレードおよびサポ
ートおよびサブスクリプション オファー。 モデルに従って、Cisco 全社的な協定は単一の、
共同終えられた、長年の協定の全体の組織にソフトウェアの配置およびサービス消費権限を
提供します。
  

3. 機能拡張はいつ新しいソフトウェア モデルへの利用できます
か。
 
Ciscoソフトウェア オペレーションはサブスクリプション、ユーティリティおよび全社的な協定
を今日サポートし、新しい機能はそれをビジネスをすること自動化し、スケーリングし、もっと
簡単にするのを助けるように現在開発されています。
 
今日全社的な協定のための達成およびアクティベーション アクティビティは手動で管理され、処
理されます。 Cisco は一つのビューによってアクセスを用いるソフトウェア管理 アクティビティ
の自動化の方にはたらいています。 これは販売および顧客向けの合理化されたおよび統合管理エ
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クスペリエンスを作成します。 目標は下記のものを含んでいます:
 

簡素化し、促進認可および管理
標準化された資材 表 構造の実装
タッチ ポイントのサイクル時間および数の減少
 

Cisco 商業ワークスペースおよびサブスクリプション請求プラットフォームの SaaS/XaaS サブス
クリプションを発注し、管理する機能を含む SaaS および XaaS 機能は、パートナー（1 層）の
限られた数が付いている米国、カナダおよびイギリスでパイロットとして現在利用でき、エンタ
ープライズ ルートにマーケット顧客を導きます。 WebEx 製品は次の機能を含む SaaS 更新 プラ
ットフォームを、使用する第 1 です:
 

モデルを認可し、値を付ける 4 SaaS: アクティブなホスト、従業員数、指定 Hosts およびポ
ート
スタンドアロン順序を作成し、より多くのユーザ向けの後続発注か Cisco 商業ワークスペー
スの subservices を作るセルフサービス機能。 既存のサブスクリプションへの変更を行なう
機能
繰り返しに請求および送り状を作ること
自動更新オプション
支払い能力は先立ってまたは請求書を送られた滞っています
カスタマの成功マネージャにコンタクトをとってサブスクリプション更新を取り消す能力; た
だし、便宜上中間キャンセルは許可されません
 

顧客はリアルタイム消費レポートおよび自動化された送り状を作ることを受け取り、Cisco 商業
ワークスペースの XaaS オファーを更新できます。
  
4. 新しい Cisco スマートなソフトウエア ライフサイクルは何の
ようですか。
 
Cisco スマートなソフトウェア ライフサイクル 管理はプリセール アクティビティが、発注 ソフ
トウェア、配信およびソフトウェアのアクティベーション、メンテナンスおよび更新またはアッ
プグレード含まれています。 従って Cisco は簡素化し、効率化し、標準化する全体のソフトウエ
ア ライフサイクル全体の増加生産性を助ける変更を、行なっています。
  
製品単純
 
新しいソフトウェアソリューションは少数の製品数（SKUs）が付いている簡単ソフトウェア製品
が、および認可設定含まれています。
 
Cisco はハードウェア、ソフトウェアおよびサービスを一緒に含むかもしれない全体のソリュー
ションを提供しています。 ソフトウェア製品のスイートは、市場のビジネスおよびユーザーのニ
ーズに対応するユース ケースに基づいて Cisco 1 のような、また提供されています。
 
Cisco は異なる価格設定モデルをサポートすることに努力しています。 サブスクリプションによ
ってまたはユーティリティ（支払ように行って下さい）基礎で買うべきオプションがあり、また
前提のまたはクラウドを通したソフトウェアをホストすることを選択できます。
 
Cisco は変更ソフトウェア ビジネスをサポートし、選択を購入するソフトウェアをあなたのため
に関連した、簡素化されてにするためにはたらいています。
  
容易な発注、ダウンロードおよびアクティベーション



Cisco はあなたがように既に持って、購入し、ダウンロードし、ソフトウェアを監視することが
できる大いにもっと簡単にし続けます。
 
全体のソリューションを購入することは単一の統合されたワークスペースのほとんどのソフトウ
ェア、ハードウェアおよびサービスを発注する機能とより容易、です。 Cisco は統一された購入
エクスペリエンスのための Cisco 商業ワークスペース環境のすべてのソフトウェア モデルを有効
に することで動作しています。
 
ハードウェアで組み込まれるスタンドアロン ソフトウェアのための達成は eDelivery によって
（ソフトウェアに対して）主に行います。 スタンドアロン ソフトウェアほぼすべては 4 日から
の保持の後の 90 分への先行時間減らし取除かれる、大きく物理的 な 出荷を取扱うことの口論を
できる順序を除去 eDelivery によって利用可能です。
 
手動 Software Registration 努力は標準化されるの方にはたらく一方で、簡単認可将来練習します
減らされています。 従来の Product Authorization Key （PAK）ベースのライセンスはライセンス
登録 ページのバルクで今すぐに登録することができます。 将来、製品構成の間に入るように 1
つの会社トークンだけ要求するスマートなライセンスによって有効に された 製品はソフトウェア
自己レジスタを可能にし、PAK を入力する必要を省きます。
 
ライセンスを管理し、より情報に通じた更新をし、デシジョンをアップグレードするのを助ける
ようにソフトウェア使用を監視できます。
  
より情報に通じた意志決定
 
ソフトウェアサポート、メンテナンスおよび更新に関しては、Cisco はビジネスをする容易さを
高めることに努力しています。
 
インストール ベースへの表示の欠如は生産性および引き起こされた欲求不満を減少させました。
将来、Cisco は購入されたソフトウェア、ハードウェアおよびサービスのインストール ベース レ
コードを維持します。 インストール ベースへの表示はあなた、公認パートナーおよび Cisco の
間で共有されます。 資格賦与質問が起こる場合、購入証明重荷はあなたにもはやありません。 そ
れが何時に、容易な表示更新する時使用している何を所有するために更新選択を大いにもっと簡
単にし。
 
戦略計画およびより大きい知識を使うと Ciscoソフトウェアがあなたのためにすることができる
ものをの Ciscoソリューションを使うと新興市場デマンドに応じることができます。 より情報に
通じた更新をし、デシジョンをアップグレードできプロセスはより容易です。
 
Cisco は新しいソフトウェア モデルのために送り状を作ることをサポートする機能を高めていま
す。 既にサブスクリプション条件または使用のための繰り返し基礎の自動化された請求を受け取
ることができます。 将来、自動化された請求をオンデマンド式で受け取れます。
 
これらは Cisco がソフトウエア ライフサイクル全体のモデルを操作する新しいソフトウェアを有
効に して いるちょうどいくつかの方法です。
  
スマートなソフトウェア認可
 
5. 変更が Cisco ソフトウェア認可である理由
 
Cisco の革新は二十年のためのネットワーキング マーケットを導きました。 エンジニアリング
チームは顧客向けの国際的レベルの製品およびソリューションを生成 します。 製品の関連は、多
数の獲得と共に、製品を購入する、ライセンスを供与する、アクティブにする、更新する、およ
びアップグレードするいろいろなメソッドをもたらしました。 この推奨事項は製品を Cisco の製
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品ラインから所有するためあなたのそれらのための重要な不整合および混合の原因となりました
。
 
現在、Ciscoソフトウェア ライフサイクル エクスペリエンスはサポートを必要とする複数の停止
ポイントおよび 19 までのステップが含まれています。 Cisco は現在次のものを持っています:
 

テクノロジーを認可する余りにも多くのソフトウェア
さまざまな認可ツール
ソフトウェア資格賦与および関連データがすべて保存され、目に見えるところセントラルロ
ケーション無し
介入か各製品例の配備をインストール時に必要とする Return Materials Authorizations
（RMA）を含むノード ロック テクノロジーの強い信頼、
認可タスクを完了する Ciscoサポートが付いている余りにも多くのタッチ ポイント
 

Ciscoソフトウェア ライフサイクルをトランスフォームするために、より簡単作成するために認
可しているスマートなソフトウェアを設計し、より適用範囲が広いオファー構造は、アクティブ
になるために購入すること、あなた、ファースト、およびより多くの一貫した方法に容易のを与
えるために Cisco ポートフォリオを渡るソフトウェア製品を管理しますか、更新するか、または
アップグレードし。
  
6. スマートなソフトウェア認可がはたらく仕組み
 
Cisco スマートなソフトウェア認可は現在の資格賦与バリアを取除き、ソフトウェア インストー
ルされたベースについての情報を提供することによって Ciscoソフトウェアを買い、展開し、ト
ラッキングし、更新することもっと簡単にします。 これは PAK ベースのモデルから柔軟性およ
び進められたコンシューマ ベースのモデルを有効に する新しいアプローチに移る Cisco のソフ
トウェア 戦略への重大な変更です。
 
認可していて Cisco スマートなソフトウェアが次のものを持っています:
 

および展開されて購入したソフトウェアおよびデバイスへの表示
自動ライセンス アクティベーション
標準ソフトウェア オファー、認可プラットフォームおよびポリシーの製品単純
減少させた運用コストの可能性
 

、選択されたパートナーおよび Cisco は Cisco スマートなソフトウェアマネージャ インターフェ
イスのハードウェア、ソフトウェア資格賦与および結局サービスを表示できます。
 
単一トークンとの設定およびアクティベーションにすべてのスマートなソフトウェア認可製品は
、Webサイトに行き、PAK の製品の後で製品を登録する必要を取除く自己レジスタ。 PAK かラ
イセンス ファイルを使用するかわりに、スマートなソフトウェア認可は適用範囲が広く、自動化
された方法で全体のポートフォリオを渡って使用できる資格賦与またはソフトウェア ライセンス
のプールを確立します。 プーリングは必要 rehost ライセンスを除去するので RMA と特に有用で
す。 スマートなソフトウェアマネージャで自己会社全体のライセンス配備を簡単にしかも迅速に
管理することができます。
 
標準製品オファーによって、標準ライセンス プラットフォームおよび適用範囲が広い契約、
Ciscoソフトウェアとの簡素化された、プロダクティブ エクスペリエンスがあります。
  
7. 利用可能である時どんな製品が認可するスマートなソフトウ
ェアを備えか。



Cisco スマートなソフトウェア認可は結局すべてのシスコ製品をカバーします。 ここでは、それ
は特定の製品で利用できます。
 
Cisco はほとんどの既存の製品を改装するためにはたらきましたり、またスマートなソフトウェ
ア認可のためのすべての新製品および獲得を有効に します。 限られた寿命の一部の古い製品は移
行されないかもしれません。
 
フィードバックを提供し、ソリューションはビジネス上の必要と一直線に並ぶようにするのを助
ける 4 回私達に年毎に会う顧客またおよび Cisco はパートナーで構成されているアドバイザーの
コミュニティを形成しました。 アドバイザーのコミュニティに関する詳細については、連絡先イ
スラエル共和国ガルシア。
 
追加詳細については下記のビデオを参照して下さい:
  
8. スマートなソフトウェア認可に関する詳細についてはだれが
連絡しますできますか。
 
認可するスマートなソフトウェアについての質問に関してはネットワークの試験それどのように
についてできるかまたは尋ねるため、Cisco販売 アカウントマネージャかベンに Strickland 話す
ため。
  
9. どのようにスマートなアカウントのための I 要求か。
 
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
ルを通して提供される機能です。 スマートなアカウントを要求するため、アクセス 
https://software.cisco.com。 スマートなアカウントのために要求する方法に関する手順に関して
はここをクリックして下さい。
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