
ライセンスの管理

•ホストライセンスの管理（1ページ）
•ライセンスの再ホスティング（9ページ）

ホストライセンスの管理
単一のデータセンターでサポートされるシステムには、システムライセンスは必要ありませ

ん。最初にこの製品を展開すると、トライアルホストライセンスを無制限に許可する 180日
間のトライアル期間が与えられます。トライアル期間が終了した後、会議を主催するすべての

ユーザに無期限ホストライセンスを購入する必要があります。ライセンスは、会議をスケジュー

ルしたり会議に出席したりはするが、会議を主催しないユーザには必要ありません。

複数のデータセンターでサポートされるシステムを展開する場合は、マルチデータセンター

(MDC)のフィーチャライセンスを購入する必要があります。MDCライセンスには猶予期間ま
たはトライアル期間はありません。データセンターをMDCシステムに結合しようとする前
に、MDCライセンスをプライマリデータセンターでホストする必要があります。MDCシス
テムを展開するには、マルチデータセンター（MDC）システムの作成を参照してください。

MDCライセンスの概要
新しい複数データセンター（MDC）のトライアル期間はありません。データセンターを結合
する前に、システムサイズに合わせてMDC機能のライセンスを購入します。MDCライセン
スはプライマリデータセンターでホストされています。通常は、ライセンスマネージャを実

行しているシステムを形成するために、別のデータセンターが接続されているデータセンター

です。既存のMDCシステムをアップグレードまたは拡張する場合は、正しいバージョンおよ
びサイズのライセンスを 90日以内に購入する必要があります。

•永続的なMDCライセンス：購入すると、データセンターを単一のMDCシステムに結合
させることができます。各システムには、ライセンスが必要です。そのため、少なくとも

2つのライセンスを購入する必要があります。

•猶予期間付きMDCライセンス：90日に制限されています。必要なライセンスを購入する
前に、MDCシステムのデータセンターをアップグレードするか、または拡張することが
できます。このシステムを変更した後、大規模システム用のMDCライセンスを購入する
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など、ライセンスに関する問題を解決するには、90日必要です。適切なサイズとバージョ
ンのライセンスが、猶予期間付きMDCの期限が切れる前にインストールされていない場
合、ライセンスマネージャをホストしていないデータセンターは無効になります。

•デモンストレーションMDCライセンス：MDCシステムの一時ライセンスがサポートさ
れます。デモンストレーションMDCライセンスの発行は、ベンダーによってケースバイ
ケースで決定され、ライセンスの有効期間は、ライセンスの発行時に決定されます。

ホストライセンスについて

この製品には、会議を主催している、または手動でライセンスを割り当てられたユーザごとに

ライセンスを購入する必要があるホストベースのライセンスがあります。ユーザは、他のユー

ザに代わって会議に出席したり、会議をスケジュールしたりすることによって、ホストライセ

ンスを消費しません。レポート作成のためのライセンス使用状況の計算は、1月1日から31日、
2月1日から28日までなど、1ヵ月に1回実行されます。

以前のバージョンからアップグレードする場合、元のシステム上のすべてのライセンスがユー

ザに割り当てから解放されます。ユーザは、会議をホストするか、手動で割り当てられたライ

センスを使用してライセンスを再取得できます。これは、マルチデータセンター (MDC)シス
テムをインストールする場合にも当てはまります。ホストライセンスは、MDCシステムに参
加しているデータセンターで失われます。これらのライセンスは、結合後にMDCシステムで
再ホスティングできます。

（注）

[レポート (Reports )]ページでは、使用されているライセンスの合計数を示すレポートを要求
できます。さらに、ライセンス消費の傾向を示す PDFサマリーレポートを表示することをお
勧めします。全体的なライセンスのトレンドを確認することで、今後のライセンスの購入をよ

り効果的に計画し、企業内でのこのシステムの導入の増加に対応することができます。

ホストライセンスの種類

ミーティングをホストするには、ホストライセンスが必要です。ミーティングのスケジュール

を設定したり、ミーティングに参加したりするためのライセンスは必要ありません。ホストラ

イセンスのタイプは次のとおりです。

•永続ホストライセンス：ユーザがミーティングを最初にホストするときに、そのユーザに
割り当てられているミーティングをユーザに提供するために、購入されたインストール済

みのホストライセンス。ホストライセンスは、管理者によってユーザに手動で割り当て

ることができます。ユーザは、ミーティングのホストがライセンスを割り当てられるまで

待機する必要はありません。猶予期間付きライセンスを供与されているユーザが存在し、

ホストの削除または追加の永続ホストライセンスの購入のいずれかによって永続ホスト

ライセンスが利用可能になると、永続ライセンスがそのホストに割り当てられます。

バージョン 2.5以降では、ユーザが 1つの永続ホストライセンスを消費することはなく、
最大 2つの同一のミーティングを同時にホストできます。また、永続ホストライセンス
は、そのライセンスのユーザを非アクティブ化する場合にのみ、（長期間ミーティングを
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ホストしないホストのライセンスがリリースされるバージョン 2.0ではない）、他のホス
トが使用するためにリリースされます。誰かが会議をホストしようとすると、次のように

なります。

•使用可能なライセンスがありません。

•ホストのライセンスの有効期限が切れています。ミーティングがスケジュールされて
いるか、ミーティングのホストが非アクティブ化されています。

エラーメッセージが表示され、ミーティングを開始することができません。（使用可能な

ライセンスの超過数（4ページ）を参照）。

•トライアルホストライセンス：トライアル期間内のシステムで自動的に割り当てられた
一時的なホストライセンス。

•猶予期間付きホストライセンス：永続ライセンスがすべて使用されている永続ライセンス
環境において、ミーティングホストが消費する一時的なライセンス。インストールされて

いるライセンスの数が一時的に超過している場合、猶予期間付きホストライセンスのうち

いくつかは、永続ホストライセンス（トライアル期間に含まれないシステム）で一時的に

利用できます。余分なライセンスに関する警告が管理者に表示されます。このシナリオの

猶予期間付きホストライセンスは、180日間ユーザに関連付けられています。永続ホスト
ライセンスが利用可能になると、永続ホストライセンスがユーザに関連付けられ、猶予期

間付きライセンスがリリースされます。180日後に猶予期間付きホストライセンスを使用
したユーザが永続ホストライセンスを取得していない場合、ユーザはミーティングをホス

トできなくなります。（永続ホストライセンスの数が超過したときのシステム動作の詳細

については、使用可能なライセンスの超過数（4ページ）を参照してください。）

永続ホストライセンスを使用しているユーザが非アクティブ化されると、ライセンスがラ

イセンスプールに返されます。猶予期間付きホストライセンスを使用するアクティブユー

ザに、永続ホストライセンスが自動的に付与されることはありません。猶予期間付きホス

トライセンスをリリースし、永続ホストライセンスをユーザに付与するには、ライセン

スの予約（ユーザの編集を参照）を選択する必要があります。それ以外の場合は、システ

ムに新しいユーザが追加され、ミーティングをホストするまで、永続ホストライセンスが

プール内に残ります。この場合、未使用の永続ライセンスが新しいユーザに関連付けられ

ます。

•デモンストレーションライセンス：ベンダーからケースバイケースで提供された有効期
間の異なる一時的なホストライセンス。（主にテスト用に使用されます。）ライセンスの

有効期限が切れた場合、システムは前回のライセンスステータスを返します。デモンスト

レーションホストライセンスは、ユーザに割り当てられているかどうかにかかわらず有

効期限切れになります。

•ローカルホストライセンス：ローカルデータセンターで管理されているライセンス。

•リモートホストライセンス：アクティブディレクトリを使用して管理されているライセ
ンス。

•期限切れのホストライセンス：割り当てられている時間が経過したために無効化された一
時的なホストライセンス。ホストの有効期限切れライセンスを持つユーザであっても、
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ミーティングに出席したり、他のユーザのミーティングをスケジュールしたりすることが

できます。

ユーザのライセンスステータス

このセクションでは、ユーザのステータスとホストライセンスの計算方法の関係について説明

します。

•参加者：ミーティングに出席するが、ミーティングをホストしない個人です。また、参加
者がプレゼンターとして指定されていない限り、コンテンツの提示などのホスト機能を制

御することはできません。ミーティングの参加者は、ホストライセンスを消費しません。

このユーザは、ホストライセンスを消費せずに、他のユーザに代わってミーティングをス

ケジュールすることもできます。

•ミーティングホスト：ミーティングのホストのキャパシティにミーティングをスケジュー
ルして出席します。また、プレゼンターの特定や別の参加者のミュートなど、選択した機

能に対する制御が許可されます。ミーティングをホストする場合は、ライセンスが消費さ

れ、そのユーザがライセンスを非アクティブ化するまで、そのユーザがライセンスを保有

します。ホストライセンスは、いくつかの形式をとることができます。（ホストライセ

ンス形式の詳細は、ホストライセンスの種類（2ページ）を参照してください。）

•代替ホスト：ミーティングのホストが欠席した場合にホストの役割を引き受けることがで
きる人物としてミーティングがスケジュールされたときに識別されます。ミーティングを

スケジュールしたホストが出席しない場合は、代替ホストがミーティングのホストと同じ

機能のほとんどを制御します。ミーティングをホストするために必要なライセンスは、そ

のミーティングをスケジュールしたユーザのステータスと照らし合わせて検証されます。

つまり、ミーティングをスケジュールしたユーザは、ミーティングに出席しないユーザで

あっても、ミーティング時に有効なライセンスを持っている必要があります。

•ホストする前に参加（JBH）：ホストまたは代替ホストが到着する前に参加者をミーティ
ングに参加させます。

•重複するミーティング：同じホストが同一の日付と時刻にスケジュールした 2つ以上の
ミーティング。CWMSリリース 2.5以降では、ユーザは最大 2つのミーティングを同時に
ホストでき、1ライセンスのみ消費します。また、ユーザが同時に 3つ以上のミーティン
グをホストすることはできません。

使用可能なライセンスの超過数

無料トライアル期間中、任意のサイズのシステムで使用可能なライセンスの数は、システムの

サイズによってのみ制限されます。システムにライセンスを購入してインストールした場合、

システムに全てのホストを提供するためのインストール済みライセンスが十分あるかを確認す

る必要があります。

インストール済みのライセンスの数を少し超過した場合、新しいホストは猶予期間付きライセ

ンスを取得できます。（猶予ライセンスについては、ホストライセンスの種類（2ページ）
で詳細に説明しています）。
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システム上のアクティブなホストの数が定期的にインストールされているライセンス数を超え

る場合、インストール済みのライセンス数を超えたことを示す電子メールが管理者に送信さ

れ、追加のライセンスを購入することを勧めます。システムのライセンスの使用を減らすか、

ライセンスの数を増やすことでアクティブなホストの数を合わせたり超過させたりする必要が

あります。

監査担当者は毎日 1回（午前 2時）に必要に応じて使用したライセンス数を調整します。ホ
ストの数がインストール済みライセンスの数を下回った場合、ライセンスが超過する状況は解

消します。アクティブなホストの数がライセンスの数を超える場合は、各月に電子メールが送

信され、まだライセンスを超過している状況が通知されます。

バージョン 2.5から開始したライセンスを持つユーザは、引き続きシステムを使用できます。
ただし、ライセンスのないユーザはミーティングをホストできません。ライセンスを受けてい

ないユーザがミーティングをスケジュールしたときに利用可能なライセンスがない場合、ユー

ザは、ライセンスがないためにそのミーティングをホストできない可能性があることを通知で

受け取ります。

すべてのバージョンでは、管理サイトは引き続き使用できます。そのため、管理者はログイン

してから、ライセンスを追加し、ミーティングをホストするユーザを復元して、録音にアクセ

スできます。

ライセンスの取得

システムトライアル期間中にダッシュボードを使用して使用状況、リソース履歴、ミーティン

グトレンドを表示します。これにより、何人のユーザがシステム上のミーティングをホストし

たか、出席したかを判別します。数か月間製品を使用した後は、月間サマリレポートとカスタ

マイズした詳細レポートを使用して、永続ホストライセンスがいくつ必要かを判断できます。

月別サマリーレポートは、使用したサービスとユーザライセンスの数を表示します。サービス

採択統計では、過去 3か月間の採択率と今後 3か月以上先の成長率の予想を表示することで新
しいユーザがシステムを採択している割合を示します。ホストライセンス統計では、過去3か
月以上前のホストライセンスの使用状況と今後 3か月以上先の成長予測を表示します。

マルチデータセンター（MDC）ライセンスのトライアル期間はありません。MDCライセンス
は、MDCシステムを作成する前に取得する必要があります。システム内の各データセンター
に 1つ、少なくとも 2個のMDCライセンスを購入する必要があります。（ライセンスマネー
ジャをホストしているデータセンターには、すべてのライセンスがインストールされていま

す）。

次の方法で、ホストまたはMDCライセンスを取得します。

• eFulfillment（eFulfilmentを使用したライセンスの取得（8ページ）を参照）を使用す
る。

•ファイルベースのフルフィルメントの使用（License Managerを使用したライセンスの取
得（6ページ）を参照）。

•ライセンスを注文するケースを開くために TACに連絡しています（TACに連絡したライ
センスの取得（9ページ）を参照）。
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ライセンスの詳細については、『Cisco Webex Meetings Server Administration Guide』にある「ホ
ストライセンスの管理（1ページ）」の項を参照してください。

ライセンスマネージャの接続

ライセンスを購入する場合、埋め込みのライセンスマネージャツールを使用して PAKを入力
し、ライセンスを登録します。ライセンスマネージャは 12時間ごとに同期を行うことで、ラ
イセンスステータスを更新して対応期間を持続させます。ライセンスマネージャに 2日間接
続しなかった場合、システムは電子メールを送信して、接続の問題について通知します。ライ

センスマネージャに再接続して同期するには、180日の猶予期間があります。

システムは毎月の終わりに、ライセンスマネージャに接続できないという内容の電子メールを

新規で送信します。電子メールには、システムを無効にする日付が含まれています。6か月の
猶予期間がすぎる前にシステムがライセンスマネージャに再接続した場合、この状態は終了し

ます。

ライセンスマネージャを 180日以内に再接続しなかった場合、システムはメンテナンスモー
ドになり、問題が解決されるまで有効にすることはできません。システムがメンテナンスモー

ドになっている場合、ユーザはミーティングのスケジュール設定、ホスト、ミーティングへの

参加、またはシステム上の録音にアクセスすることはできません。管理サイトは正常に機能し

ているため、システムにログインできます。この状態を終了してシステム機能を復元するに

は、ライセンスマネージャでシステムを再接続する必要があります。

License Managerを使用したライセンスの取得

組み込みの Cisco Enterprise License Managerを使用して、ホストおよびマルチデータセンター
(MDC)のライセンスを取得します。

始める前に

ご使用のシステムのホストおよびマルチデータセンター (MDC)ライセンスを注文するには、
セールス担当者にお問い合わせください。セールス担当者が、製品認証キー (パック)を含む電
子メールを送信します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [システム（System）]をクリックして、[ライセンス（Licenses）]セクションの [詳細情報（ViewMore）]
リンクをクリックします

ステップ 3 [ライセンスの管理 (Manage Licenses)]をクリックする

ライセンスマネージャの新しいタブまたはウィンドウがブラウザに表示されます。(ライセンスマネー
ジャは Cisco Webexミーティングサーバに組み込まれており、外部 webサイトではありません)。

ステップ 4 [ライセンス管理（License Management）] > [ライセンス（Licenses）]をクリックします。

ステップ 5 次に、[ライセンス要求の作成（Generate License Request）]をクリックします。
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[ License Request And Next Steps ]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 フィールドに強調表示されたテキストをコピーし、[ Cisco License Registration]をクリックします。

ステップ 7 シスコアカウントにログインし、[製品ライセンス登録（Product License Registration）]を表示します。

ステップ 8 シスコのセールス担当者から受け取った製品認証キー (パック)を [製品認証キー (Product Authorization
key )]フィールドに入力し、[次へ (Next)]をクリックします。

[履行]ページまたは [ Assign sku to Devices ]タブが表示されます。

ステップ 9 [割り当てる数量 (quantity To Assign )]フィールドに、アクティブ化する各パックのライセンスの数量を
入力します。

ステップ 10 生成してコピーしたライセンス要求の内容を [コンテンツの貼り付け (paste the content )]フィールドに貼
り付け、[次へ (Next)]をクリックします。
[レビュー (Review )]タブが表示されます。

ステップ 11 連絡先の電子メールアドレスが正しいことを確認してください。必要に応じて、[送信先 (Sendto )]フィー
ルドの連絡先の電子メールアドレスを変更します。

ステップ 12 ページを確認し、ライセンスの条件に同意します。

ステップ 13 [Get License]をクリックします

[ライセンス要求ステータス（License Request Status）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 14 次のいずれかの方法でライセンスファイルを取得します。

• [ダウンロード（Download）]をクリックして、ライセンスファイル（.bin）をダウンロードします。
•電子メールで送信された ZIPアーカイブからライセンスファイル (.bin)を抽出します。

ステップ 15 WebexSiteAdministrationに戻り、[システム (System)]をクリックして、[ライセンス (Licenses )]セクショ
ンの [詳細の表示 (View More )]リンクをクリックします。

ステップ 16 [ライセンスの管理 (Manage Licenses)]をクリックする。

ブラウザにライセンスウィンドウが表示されます。

ステップ 17 [その他の履行オプション（OtherFulfilmentOptions）]メニューで、[ライセンスをファイルから履行（Fulfill
Licenses from File）]を選択します。

ステップ 18 [参照 (Browse)]をクリックし、電子メールの ZIPファイルからダウンロードまたは解凍したライセンス
ファイル (.bin)をクリックします。

ステップ 19 [インストール（Install）]をクリックします。

ライセンスファイルがインストールされています。表示されるライセンス情報を確認して、正しいこと

を確認します。

ステップ 20 [履行 Date]列の [ Current ]をクリックします。

[License履行]ページが表示されます。[ライセンス履行]セクションに表示される情報が正しいことを確
認します。
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eFulfilmentを使用したライセンスの取得

eFulfillmentを使用するには、システムと Cisco Systems, Inc.との間のネットワーク接続が確立
されている必要があります。アクセスが許可されていないファイアウォールの内側にシステム

が存在していないことを確認します。アクセスが許可されていない場合は、ファイルベースの

フルフィルメント（License Managerを使用したライセンスの取得（6ページ）を参照）を使
用したり TACに連絡したりすることで、ライセンスを注文するケースをオープンにします
（TACに連絡したライセンスの取得（9ページ）を参照）。

始める前に

ご使用のシステムのホストおよびマルチデータセンター（MDC）のライセンスを注文するに
は、Ciscoのセールス担当者にお問い合わせください。セールス担当者が、製品認証キー（PAK）
を含む電子メールを送信します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [システム（System）]をクリックして、[ライセンス（Licenses）]セクションの [詳細情報（ViewMore）]
リンクをクリックします。

ステップ 3 [ライセンスの管理 (Manage Licenses)]をクリックする

お使いのブラウザで、CiscoWebexMeetings Serverに埋め込まれたライセンスマネージャを含む新しいタ
ブまたはウィンドウを開きます。（ライセンスマネージャサイトは、外部Webサイトではありませ
ん。）

ステップ 4 [ライセンスを PAKから履行（Fulfill Licenses from PAK）]をクリックします。
[ライセンスを PAKから履行（Fulfill Licenses from PAK）]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 [製品認証キー（ProductAuthorizationKey）]フィールドにある、シスコのセールス担当者から受け取っ
た PAKを入力し、[次へ（Next）]を選択します。

[PAKの実行（Fulfill PAK）]ページが表示されます。

ステップ 6 [新しい PAKからライセンスを追加（Add licenses from a new PAK）]をクリックします。

ステップ 7 * PAKコードボックスに PAKコードを入力して、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 8 cisco.comのユーザ IDとパスワードを使用してログインします。
[ライセンスの履行（Fulfill Licenses）]ウィンドウでは、使用可能なライセンスの数が表示されます。

ステップ 9 [アクション（Actions）]列にある、[履行（Fulfill）]をクリックします。

ステップ 10 [インストール（Install）]の列をクリックして、値を編集します。

ステップ 11 このシステムのために実行するライセンス番号を入力します。PAKが部分的なフルフィルメントをサポー
トしている場合、範囲は 1から PAKに残っているライセンス数までになります。

ステップ 12 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 13 [OK]をクリックします。
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[ライセンスを履行（Fulfill Licenses）]ウィンドウが表示されます。[インストール（Install）]列の値に
は、実行するために選択したライセンスの数が表示されます。

ステップ 14 [次へ（Next）]をクリックします。
[レビューコンテンツ（ReviewContents）]ウィンドウが表示されます。[現在の値（Current Values）]列
には、アクティブなライセンスの数が表示されます。[フルフィルメント後（After Fulfillment）]の列に
は、eFulfillmentが完了したときのライセンスの数が表示されます。

ステップ 15 [次へ（Next）]をクリックします。
ステップ 16 このボックスをオンにすることで、「エンドユーザライセンス契約」の利用規約を読み、理解し、これ

らの条件に拘束されることに同意します。をオンにします。

ステップ 17 [Finish]をクリックします。
ライセンスマネージャをCiscoに接続してライセンスを実行するために、ライセンスサーバへの接続プ
ログレスバーが表示されます。eFulfillmentが完了すると、[ライセンス（Licenses）]ウィンドウに新しい
回線が追加されます。履行日列には、[-現在の日付（- Current）]に続く現在の日付が表示されます。
このリンクを選択すると、このシステムにインストールされているライセンスの種類と数を含む、ライ

センスの詳細を表示できます。

TACに連絡したライセンスの取得

始める前に

登録 ID番号を取得します。登録 ID番号は、エンタープライズライセンス管理ツールを開い
て [About]をクリックすると見つけることができます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [サポート（Support）]をクリックして、一覧表示された番号で TACにコールします。

ステップ 3 ケースを申し立て、必要なホストおよびマルチデータセンター（MDC）のライセンス数を要求します。

要求を処理して、システムの追加ライセンスを有効にします。

ステップ 4 [System]をクリックします。

ステップ 5 ライセンスセクションで、ライセンスが追加されたことを確認します。

ライセンスの再ホスティング
コントローラの再ホスティングは、mdcシステムに参加しているシステム、アップグレード
後、拡張されたシステム、または限られた期間にわたって存続中のシステムに交換されている

システムで、ホストまたはMDCライセンスを再ホスティングします。ライセンスが再ホスト
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されていない場合は、アップグレードできません。たとえば、システムをバージョン 1.5 MR3
からバージョン2.0にアップグレードする場合、1.5 MR3システムでホストされていたホスト
ライセンスは、2.0バージョンに対して有効なライセンスに置き換えられる前に、2.0システム
で180日間に再ホスティングできます。2.0システムで実行されている1.5ホストライセンスが
180日以内に交換されない場合、ライセンスの問題が解決されるまでシステムはシャットダウ
ンされます。(許可されている唯一のタスクは、システムにホストライセンスを追加すること
です。主要なシステム変更後のライセンスの再ホスティング（10ページ）を参照してくださ
い）。

元のシステムがライセンスなしで動作していて、トライアルライセンス期間内である場合、残

りのホストライセンス無料の日数が変更されたシステムに転送されます。

GLO要求フォームへのアクセス

始める前に

以下の情報をご準備ください：

•接点情報

•問題の説明

•製品名とライセンスアクティビティ(ライセンス情報の再送信やライセンスのアップグレー
ドなど)

•権限付与情報 (製品シリアル番号など)

手順の概要

1. [製品ライセンス登録]ページにアクセスします。https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/
Quickstart

2. [お問い合わせ]をクリックします。
3. [ Glo Support Contact Information ]ページで、[ Request]をクリックします。

手順の詳細

ステップ 1 [製品ライセンス登録]ページにアクセスします。https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart

ステップ 2 [お問い合わせ]をクリックします。

ステップ 3 [ Glo Support Contact Information ]ページで、[ Request]をクリックします。

主要なシステム変更後のライセンスの再ホスティング

システム (アップグレードまたは拡張)を変更し、テストが完了したら、次の手順でライセンス
を再ホストします。
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マルチデータセンター (MDC)システムを拡張する場合は、より大きなMDCライセンスを購入
する必要があります。MDCをアップグレードする場合は、MDCライセンスをアップグレード
するのに90日があります。

開始する前に、元のシステムからライセンス要求を保存してください。これは、ライセンスを

再利用する必要がある場合に、予防措置となります。この情報は、シスコがライセンスを見つ

けるのにも役立ちます。

再ホストできるライセンスの数は、元のシステムのライセンス数に制限されます。ライセンス

の再ホスティングの推奨される方法は、[Product License Registration] web http://tools.cisco.com/
SWIFT/LicensingUI/Homeページを使用する方法です。

元のシステムにホストライセンスがある場合、変更されたシステムでは、アップグレードされ

たホストライセンスが必要になるまでに180日間の期間が許可されます。この期間は、アップ
グレードされたシステムで元のライセンスを再ホストする前に、アップグレードされたシステ

ムをテストする時間を提供します。ライセンスを再ホストすると、トライアル期間が終了しま

す。

ライセンス要求の作成

元のシステムのライセンス要求を取得するには、次のようにします。

ステップ 1 Webexサイトの管理にログインし、[システム（System）]をクリックします。

ステップ 2 [ライセンス（Licenses）]の下にある [詳細情報（View More）]をクリックします。
ステップ 3 [ライセンスの管理（Manage Licenses）] > [その他のフルフィルメントオプション（Other Fulfillment

Options）] > [ライセンス要求の生成（Generate License Request）]に移動します。

ステップ 4 コンテンツをコピーして、ライセンス要求を PC上のファイルに保存します。

次のタスク

ライセンスを登録します。手順については、再ホストされるライセンスの登録（11ページ）
を参照してください。

再ホストされるライセンスの登録

製品ライセンス登録ポータルを使用するには、https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
にログインします。再ホストされたライセンスを含む電子メールが送信されます。ソフトウェ

アアップグレードの一環として再ホストを実行する場合は、アップグレードされたシステムで

古いバージョンの主要なシステム変更後のライセンスの再ホスティング（10ページ）ライセ
ンスを再ホストし(を参照)、アップグレードする必要があることに注意してください。現在の
展開で無効なライセンスファイルを使用しているなどのエラーメッセージが、アップグレード

されたシステムの管理サイトに表示される場合があります。これは予想どおりの結果です。こ

の日付より前にホストライセンスをアップグレードしない場合、システムがシャットダウンさ

れる時期を示す有効期限がメッセージに含まれます。この日後に実行できるタスクは、ライセ

ンスをインストールすることだけです。
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次のタスク

ライセンスを再ホスティングした後は、表示されている日付の前にライセンスアップグレード

を完了して、システムが中断されずに使用されることを保証します。詳細については、「License
Managerを使用したライセンスの取得（6ページ）」を参照してください。

ソフトウェア変更後のライセンスのアップグレード

ソフトウェアの変更後、インストールされたライセンスがアップグレードされたシステム上の

元のシステムから再ホストされます。（詳細については、主要なシステム変更後のライセンス

の再ホスティング（10ページ）を参照してください）。ライセンスが再ホストされた後、アッ
プグレードされたシステムを使用するために、ライセンスをアップグレードすることができま

す。

ユーザのライセンスへの関連付けが削除されます。ユーザは、ミーティングを最初にホストし

たときにライセンスに関連付けられます。

eFulfilmentを使用してインストール済みのライセンスをアップグレードするには、次のように
します。

1. ベンダーから製品認証キー（PAK）コードを入手します。

2. [システム（System）]ウィンドウから（[ライセンス（Licenses）]下にある） [詳細情報
（view more）] > [ライセンスの管理（Manage Licenses）] > [ライセンス（Licenses）] >
[PAKからライセンスを実行（Fulfil Licenses from PAK）]の順に選択します。[PAKから
ライセンスを実行（Fulfil Licenses from PAK）]ウィンドウが表示されます。

3. PAKコードを入力し、[次へ（Next）]を選択します。

4. cisco.comアカウントのログイン情報を使用してログインします。[PAKからライセンスを
実行（Fulfill Licenses from PAK）]ウィンドウが表示されます。

5. [インストール（Install）]カラムをクリックして、インストールするライセンスの数を選択
します。

6. インストールするライセンスの数を指定し、[保存（Save）]を選択します。ライセンスは、
PAKから eFulfillmentの一部としてシステムにインストールされます。

インストール可能なライセンスの数は、アップグレード PAKから入手できるライセンスの数
に制限されており、元のシステムから再ホストされたライセンスの数を超えることはできませ

ん。

（注）

インストールされているライセンスのバージョンをライセンスファイルからアップグレードす

るには、次のようにします。

1. ベンダーからライセンスファイルを取得するには、cisco.com/go/licenseを使用します。
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2. [システム（System）]ウィンドウから（[ライセンス（Licenses）]下にある） [詳細情報
（view more）] > [ライセンスの管理（Manage Licenses）] > [ライセンス（Licenses）] >
[ファイルからライセンスを実行（Fulfil licenses from file）]の順に選択します。[ライセン
スファイルのインストール（nstall Licenses File）]ウィンドウが表示されます。

3. ライセンスファイルを参照します。[ライセンス（Licenses）]ウィンドウにファイルが表
示されます。

ライセンスが更新されます。
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