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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Cisco IOSソフトウェアアクティベーションの制限
シスコのすべてのハードウェアプラットフォームでCisco IOSソフトウェアアクティベーショ
ン機能を使用できるわけではありません。どのプラットフォームとイメージが Cisco IOSソフ
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トウェアアクティベーション機能をサポートしているかを判断するために「Cisco IOSソフト
ウェアアクティベーションの機能情報」の項と http://www.cisco.com/go/cfnを使用します。

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能をサポートするスタッカブルスイッチでは、
1つのスイッチがプライマリに、それ以外がセカンダリになります。プライマリスイッチは自
身のおよびセカンダリスイッチの管理と管理操作を実行します。

CiscoIOSソフトウェアアクティベーションに関する情報

ライセンス有効化のMIBサポート
Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能は SNMPベースのライセンス管理と管理タス
クを許可するよう、CISCO-LICENSE-MGMT-MIBを導入します。このMIBの説明は、次の
URLのツールを使用することで確認できます。http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

CISCO-LICENSE-MGMT-MIBを選択するにはMIBLocatorとMIBの選択ボックスを使います。

固有デバイス識別子（UDI）もまた、管理情報ベース（MIB）システムのエンティティ名と製
品の説明のデータ要素に関連付けられます。エンティティ名のMIB名称は entPhysicalName、
製品の説明は entPhysicalDescrです。

Cisco IOSデバイスのソフトウェアをアクティベートする
方法

ソフトウェアアクティベーションコマンドを使用したライセンスの

インストールとアップグレード

始める前に

「Cisco IOSソフトウェアアクティベーションの概念的な概要」モジュールのライセンスアク
ティベーションプロセスの概念を読み、内容を理解してください。

license installコマンドを使用して、ライセンスをインストールまたはアップグレードするには
http://www.cisco.com/go/licenseの Cisco Product License Registrationポータルから前もってライセ
ンスファイルを受信している必要があります（または、license saveコマンドを使用して、ラ
イセンスをバックアップしておきます）。

MicrosoftのEntourageを使用し、シスコから電子メールの添付ファイルでライセンスファイル
を受信すると、ライセンスファイルには、UTF-8マーキングが含まれています。このようなラ
イセンスファイルの余分なバイトによりライセンスのインストール時にライセンスファイル

が使用できなくなります。この問題を回避するには、テキストエディタを使用して余分な文字
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を削除してからライセンスファイルをインストールします。UTF-8エンコードについての詳細
は、次の URLを参照してください。http://www.w3.org/International/questions/qa-utf8-bom

インストールプロセスでは、重複するライセンスはインストールされません。このメッセージ

は、重複するライセンスが検出されたときに表示されます。

Installing...Feature:xxx-xxx-xxx...Skipped:Duplicate

（注）

ライセンスに関する不一致が見つかるとスタンバイデバイスは 2回リブートします。（注）

手順の概要

1. PAKを入手します。
2. enable
3. show license udi
4. Cisco Product License Registrationポータル http://www.cisco.com/go/licenseに PAKと UDIを
入力して、PAKをライセンスに変換します。

5. license install stored-location-url
6. configure terminal
7. license boot level {metroaggrservices}
8. write memory
9. reload

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

PAKは、特定のプラットフォーム用のフィーチャ
セットの使用権を注文および購入するときに付与さ

れます。

PAKを入手します。ステップ 1

• PAKは受領書の代わりになるもので、ライセン
スの取得プロセスの一部として使用されます。

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 2

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

システムで検証できるすべてのUDI値が表示されま
す。

show license udi

例：

ステップ 3

•ライセンスを取得するプロセスの一環として、
デバイスの UDIが必要です。Device# show license udi
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目的コマンドまたはアクション

適切な情報を入力すると、ライセンスのインストー

ルに使用するライセンス情報を含む電子メールを受

信します。

Cisco Product License Registrationポータル
http://www.cisco.com/go/licenseに PAKと UDIを入力
して、PAKをライセンスに変換します。

ステップ 4

• Cisco Product License Registrationポータルから受
信したライセンスファイルをデバイスの適切な

ファイルシステムにコピーします。

または

• Webページの [Install]ボタンをクリックしま
す。

ライセンスをインストールします。license install stored-location-url

例：

ステップ 5

•プロンプトが出されたら、エンドユーザライセ
ンス契約書に同意します。

Device# license install
tftp://infra-sun/<user>/license/5400/38a.lic

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 6

Device# configure terminal

次回のリロード時にデバイスで metroaggrservicesラ
イセンスを有効化します。

license boot level {metroaggrservices}

例：

ステップ 7

Device(config)# license boot level
metroaggrservices

NVRAMに実行コンフィギュレーションを保存しま
す。

write memory

例：

ステップ 8

Device# write memory

（任意）デバイスを再起動して、新しいフィーチャ

セットをイネーブルにします。

reload

例：

ステップ 9

リロードは、ASR903ルータ上で評価ライ
センスから同じライセンスレベルの恒久

ライセンスに移動される場合は不要です。

（注）
Device# reload
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ソフトウェアアクティベーションコマンドを使用したライセンス管

理

ライセンスファイルへのコメントの追加

手順の概要

1. enable
2. license comment add feature-name comment [ switch switch-num]
3. show license file [ switch switch-num]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

特定のライセンスに関する情報を追加したり、削除

したりします。

license comment add feature-name comment [ switch
switch-num]

例：

ステップ 2

•（CiscoCatalyst 3750-Eスイッチプラットフォー
ムでのみ）スイッチ番号が指定されている場

Device# license comment add gsmamrnb-codec-pack
“Use this permanent license” 合、このコマンドは指定されたスイッチで実行

されます。

•ライセンスがライセンスストレージにあり、複
数のライセンスの行が保存されている場合、ラ

イセンス行を選択するプロンプトが表示されま

す。ライセンスを選択するには、Select Index to
AddCommentプロンプトで番号を入力します。

シスコソフトウェアライセンスファイルに追加さ

れたコメントが表示されます。

show license file [ switch switch-num]

例：

ステップ 3

•デバイスがスイッチの場合、このコマンドで
は、指定したスイッチからの統計情報を取得し

ます。

Device# show license file

指定されたストレージエリアへのすべてのライセンスの保存

手順の概要

1. enable
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2. license save file-sys://lic-location [ switch switch-num]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

デバイスのすべてのライセンスのコピーを保存し、

指定した保存場所のコマンドに必要な形式で保存し

license save file-sys://lic-location [ switch switch-num]

例：

ステップ 2

ます。保存したライセンスは、license installコマン
ドを使用して復元できます。Device# license save flash:all_licenses.lic

• lic-location：ライセンスの保存場所は、ファイ
ルシステムを指すディレクトリまたは URLで
す。デバイスでサポートされている保存場所を

確認するには、?コマンドを使用します。

•（任意）switch switch-num：スイッチスタック
内の特定のスイッチにこの要求を送信します。

デバイスに関連付けられたライセンスクレデンシャル情報の指定ストレージエリアへ

の保存

始める前に

リホストまたはプロセスの再送信を開始する前に、デバイスのクレデンシャルが必要です。シ

スコソフトウェアライセンスでは、シスコのバックエンドライセンスシステムがデバイス用

として生成するライセンスファイルが、安全で不正な変更を防ぐよう設定されていることが必

須です。セキュリティ機能は暗号化されたライセンスクレデンシャルでライセンスを認証する

ためのものです。1つのデバイスから別のデバイスにライセンスを転送すること（再ホスト）
が必要な場合は権限チケットが必要です。権限チケットを生成するには、シスコのバックエン

ドライセンスシステムにデバイスのクレデンシャル情報が必要になります。

手順の概要

1. enable
2. license save credential file-sys://lic-location [ switch switch-num]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

指定された URLにデバイスに関連付けられたクレ
デンシャル情報を保存します。

license save credential file-sys://lic-location [ switch
switch-num]

例：

ステップ 2

• lic-location：ライセンスの保存場所は、ファイ
ルシステムを指すディレクトリまたは URLで

Device# license save credential flash:cred.lic
す。デバイスでサポートされている保存場所を

確認するには、?コマンドを使用します。

•（任意）switch switch-num：スイッチスタック
内の特定のスイッチにこの要求を送信します。

デバイス上のすべてのライセンスの表示

手順の概要

1. enable
2. show license all

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

デバイス上のすべてのライセンスに関する情報を表

示します。

show license all

例：

ステップ 2

Device# show license all

ライセンス対象の機能の詳細情報の表示

手順の概要

1. enable
2. show license detail [feature-name]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

すべてのライセンス対象の機能または指定されたラ

イセンス対象の機能に関する詳細情報を表示しま

す。

show license detail [feature-name]

例：

Device# show license detail

ステップ 2

利用可能なライセンス対象の機能セットの画像表示

手順の概要

1. enable
2. show license feature

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

利用可能なライセンス対象の機能一覧を画像で表示

します。

show license feature

例：

ステップ 2

Device# show license feature
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ソフトウェアアクティベーションコマンドを使用したライセンス削

除

恒久ライセンスファイルからのライセンスエントリの削除

• license clearコマンドは、すべてのライセンスをクリアしますが、組み込みライセンスな
どクリアできないライセンスもあります。

•削除できるのは、license installコマンドを使用して追加されたライセンスだけです。評価
ライセンスは削除されません。

•ライセンスが使われていない場合 license clearコマンドがこの機能に関連するすべてのラ
イセンスを表示し、選択が促されます。デバイスで使用できるライセンスが1つか複数か
によって異なるプロンプトが表示されます。選択したライセンスは、デバイスから削除さ

れます。

•ライセンスが使用されている場合は、licenseclearコマンドは失敗する可能性があります。
ただし、ライセンスを使用するアプリケーションポリシーによって、クリアできるライセ

ンスもあります。

•スイッチを指定すると、license clearコマンドがそのスイッチ上に発行されます。混在ス
タックプラットフォームを使用すると、プライマリスイッチにはセカンダリスイッチの

ライセンス運用のサポートに必要な最低限の機能ライセンスをインストールしておく必要

があります。このコマンドがプライマリスイッチから発行されると、スイッチ上のライセ

ンスをクリアするにはスイッチ番号が必要となります。

（注）

手順の概要

1. enable
2. license clear feature-name [ switch switch-num]
3. show license detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ライセンスの行が有効で、明示的にインストールさ

れたことを確認したら、ライセンスストレージから

ライセンスエントリが削除されます。

license clear feature-name [ switch switch-num]

例：

Device# license clear gsmamrnb-codec-pack

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

•オプションの switch switch-numキーワードと引
数はスイッチスタックの特定のスイッチにこの

要求を送信します。

•削除するライセンスのインデックス番号を選択
する必要があります。Select Index to Clearプロ
ンプトにインデックス番号を入力します。

ライセンスが削除されたことを確認します。show license detail

例：

ステップ 3

Device# show license detail

ライセンスのリホスト（取り消しおよび移行）

始める前に

「Cisco IOSソフトウェアアクティベーションの概念的な概要」モジュールのデバイス間のラ
イセンスの転送の概念を読み、内容を理解してください。

シスコソフトウェアライセンスでは、シスコのバックエンドライセンスシステムがデバイス

用として生成するライセンスファイルが、安全で不正な変更を防ぐよう設定されていることが

必須です。セキュリティ機能は暗号化されたライセンスクレデンシャルでライセンスを認証す

るためのものです。リホストには権限チケットが必要です。シスコのバックエンドシステムの

ライセンスは、権限チケットを生成するため、デバイスのクレデンシャル情報を必要としま

す。指定されたファイルシステムにデバイスクレデンシャル情報を保存するには license save
credentialコマンドを使用します。

手順の概要

1. enable
2. license revoke revoke permission-file-url output-rehost-ticket-url

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

シスコのバックエンドライセンスシステムが提供

する権限チケットを使用してライセンスを取り消し

license revoke revoke permission-file-url
output-rehost-ticket-url

例：

ステップ 2

て転送します。デバイスから、元の永久ライセンス

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能の設定
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目的コマンドまたはアクション

を削除し、新しいデバイスにライセンスを提供しま

す。
Device# license revoke
tftp://infra-sun/ramanp/pt.lic flash:rt.lic

•エンドユーザライセンス契約書には権限チケッ
トのすべての猶予期間付きライセンスが表示さ

れます。

•契約書を読んで同意してください。ライセンス
契約に同意しないとリホストの動作は停止しま

す。

ソフトウェアアクティベーションコマンドを使用したトラブルシュー

ティングライセンスの運用

手順の概要

1. enable
2. show license file [ switch switch-num]
3. show license statistics
4. show license status [ switch switch-num]
5. debug license {all | core | errors | events}
6. no debug license {all | core | errors | events}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

シスコソフトウェアライセンスファイルに保存さ

れているライセンスエントリと詳細を表示します。

show license file [ switch switch-num]

例：

ステップ 2

デバイスがスイッチの場合、このコマンドでは、指

定したスイッチからの統計情報を取得します。Device# show license file

統計情報を表示します。表示はエラー数に関する統

計情報が含まれており、ライセンス関連の問題のト

ラブルシューティングに便利です。

show license statistics

例：

Device# show license statistics

ステップ 3

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能の設定
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目的コマンドまたはアクション

システムのライセンスの状態を表示します。デバイ

スがスイッチであれば、このコマンドでは、指定し

たスイッチからのステータスを取得します。

show license status [ switch switch-num]

例：

Device# show license status

ステップ 4

デバイスの制御されたソフトウェアライセンスのデ

バッグアクティビティを有効にします。

debug license {all | core | errors | events}

例：

ステップ 5

Device# debug license errors

デバイスのライセンスデバッグアクティビティを

無効にします。

no debug license {all | core | errors | events}

例：

ステップ 6

Device# no debug license errors

ソフトウェアライセンシングの設定例

例：ライセンスのインストールとアップグレード

次に、license installコマンドを使ってデバイス上の TFTPに保存されたライセンスを設置する
方法の例を示します。表示は読みやすいように省略されています。

Device# license install tftp://infra-sun/<user>/license/5400/38a.lic
Installing licenses from "tftp://infra-sun/<user>/license/5400/38a.lic"
Loading <user>/license/5400/38a.lic from 172.19.211.47 (via GigabitEthernet0/0): !
[OK - 1192 bytes]
Extension licenses are being installed in the device with UDI "AS54XM-AC-RPS:JAE0948QXKD"
for the following features:
Feature Name: gsmamrnb-codec-pack
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. . .
ACCEPT? [yes/no]: yes
Issue 'license feature gsmamrnb-codec-pack' command to enable the license
Installing...Feature:gsmamrnb-codec-pack...Successful:Supported

例：ライセンスファイルへのコメントの追加

次の例は、特定のライセンスに関する情報を追加または削除する license commentコマンドの
使用方法について説明します。このコマンドは、指定された機能に関連するライセンスがライ

センスストレージにあることを確認します。スイッチ番号を指定すると、このコマンドは指定

されたスイッチで実行されます。

例に示すように、ライセンスが存在し、複数のライセンス行が保存されている場合ライセンス

行を選択するプロンプトが表示されます。この操作により、ライセンスの差別化を図ることが

できます。Select Index to Add Commentのプロンプトに番号を入力します。

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能の設定
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Device# license comment add gsmamrnb-codec-pack “Use this permanent license”
Feature: gsmamrnb-codec-pack

1 License Type: Evaluation
License State: Inactive

Evaluation total period: 20 hours 0 minute
Evaluation period left: 20 hours 0 minute

License Addition: Additive
Comment:
Store Index: 0
Store Name: Primary License Storage

2 License Type: Permanent
License State: Active, Not in Use
License Addition: Exclusive
Comment:
Store Index: 1
Store Name: Primary License Storage
Select Index to Add Comment [1-2]: 2
% Success: Adding comment "Use this permanent license" succeeded
Device# show license file
License Store: Primary License Storage
Store Index: 0
License: 11 gsmamrnb-codec-pack 1.0 LONG TRIAL DISABLED 20 DISABLED STANDA

LONE ADD INFINITE_KEYS INFINITE_KEYS NEVER NEVER NiL SLM_CODE CL_
ND_LCK NiL *1YCHJRBMWKZAED2400 NiL NiL NiL 5_MINS <UDI><PID>AS54X
M-AC-RPS</PID><SN>JAE0948QXKD</SN></UDI> ,Jx8qaVf:iXWaH9PsXjkVnmz
7gWh:cxdf9nUkzY6o8fRuQbu,7wTUz237Cz6g9VjfrCk,0a2Pdo,Ow6LWxcCRFL:x
cTxwnffn9i,4,aUWv8rL50opDUdAsFnxLsvoFRkcAfm$<WLC>AQEBIQAB//9NA+1m
Uwfs/lD0dmdF9kyX8wDrua1TZhnnAy6Mxs1dTboIcRaahKxJJdj4Oi1w3wscqvPiA
mWSaEmUT56rstk6gvmj+EQKRfD9A0ime1czrdKxfILT0LaXT416nwmfp92Tya6vIQ
4FnlBdqJ1sMzXeSq8PmVcTU9A4o9hil9vKur8N9F885D9GVF0bJHciT5M=</WLC>

Comment: Use this permanent license.
Hash: E1WjIQo4qsl9g8cpnpoogP/0DeY=

Device#

例：指定したストレージエリアへのすべてのライセンスの保存

次に、license saveコマンドを使用して、フラッシュファイルシステムにすべてのライセンス
のコピーを保存する例を示します。

Device# license save flash:all_licenses.lic
license lines saved ..... to flash:all_licenses.lic

例：ライセンスの削除

次に、license clearコマンドを使ってライセンス行が有効で明示的に設定されていることが検
証されてからライセンスストレージからライセンスのエントリを削除する方法の例を示しま

す。

削除するライセンスのインデックス番号を選択する必要があります。例に示すようSelect Index
to Clearプロンプトに番号を入力します。

Device# license clear standard
Feature: standard

1 License Type: Evaluation
License State: Inactive

Evaluation total period: 20 hours 0 minute

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能の設定
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Evaluation period left: 20 hours 0 minute
License Addition: Additive
Comment:
Store Index: 0
Store Name: Primary License Storage

2 License Type: Permanent
License State: Active, Not in Use
License Addition: Exclusive
Comment:
Store Index: 1
Store Name: Primary License Storage
Select Index to Clear [1-2]: 1
Are you sure you want to clear? (yes/[no]): yes
Device# show license detail
Feature: premium Period left: 1 hour 0 minute
Index: 1 Feature: premium Version: 1.0

License Type: Evaluation
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 1 hour 0 minute
Evaluation period left: 1 hour 0 minute

License Count: Non-Counted
License Priority: None
Store Index: 0
Store Name: Evaluation License Storage

例：ライセンスのリホスト（取り消しおよび移行）

次に、license revokeコマンドを使って TFTPに保存されたライセンスを取り消してフラッシュ
メモリに保存されたライセンスに移行する方法の例を示します。移行されるライセンスの種類

の利用規約を読み、承認する必要がある場合があります。次の例は、読みやすいように省略さ

れています。

Device# license revoke tftp://infra-sun/ramanp/pt.lic flash:rt.lic
Following Permanent license(s) will be revoked from this device
Feature Name: gsmamrnb-codec-pack
Following Extension license(s) will be installed in this device
Feature Name: gsmamrnb-codec-pack
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. . .
ACCEPT? [yes/no]: yes
Issue 'license feature gsmamrnb-codec-pack' command to enable the license
Rehost ticket saved ..... to flash:rt.lic

例：ライセンス情報で強化される一般的なコマンド

次のセクションで説明する一般的なコマンドは、ライセンス情報によって強化されます。

reload

reloadコマンドを使用すると、期限切れのライセンスが残りの期間および終了日時でソートさ
れる期限切れになるライセンスと共に表示されます。

Device# reload
The following license(s) are expiring or have expired.
Features with expired licenses may not work after Reload.
Feature: uc,Status: expiring, Period Left: 7 wks 5 days
Proceed with reload? [confirm]

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能の設定
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show running-config

show running-configコマンドは、デバイスのUnique Device Identifier（UDI）を表示します。コ
ンフィギュレーションファイルが別のデバイスからコピーされた場合は、リロード時に警告が

表示されます。起動設定ファイルに UDIプラットフォームとは異なる UDIがあれば UDIの不
一致の警告がリロード中に表示されます。

Device# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 4772 bytes
!
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service internal
!
hostname csl-xfr-enhance-2951
!
...
...
license udi pid CISCO2951 sn FHH1211P037
license boot module c2951 technology-package securityk9 disable
license boot module c2951 technology-package uc
license boot module c2951 technology-package data
license call-home url https://tools-stage.cisco.com/SWIFT/Licensing
license agent listener http plaintext /lic-agent authenticate none
!
!
archive
log config
hidekeys

!
.
.
.

show tech-support

show tech-supportコマンドでは、show license udi、show license file、show license detail、show
license status、および show license statisticsコマンドの出力が表示されます。

Device# show tech-support
------------------ show license udi ------------------
Device# PID SN UDI
-----------------------------------------------------------------------------
*0 CISCO2951 FHH1211P037 CISCO2951:FHH1211P037
------------------ show license feature ------------------
Feature name Enforcement Evaluation Subscription Enabled
ipbasek9 no no no no
securityk9 yes yes no no
uc yes yes no yes
data yes yes no no
gatekeeper yes yes no no
LI yes no no no
SSL_VPN yes yes no no
ios-ips-update yes yes yes no
SNASw yes yes no no
------------------ show license file ------------------
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License Store: Primary License Storage
License Store: Evaluation License Storage
Store Index: 0
License: 11 securityk9 1.0 LONG TRIAL DISABLED 1440 DISABLED STANDALONE AD

D INFINITE_KEYS INFINITE_KEYS NEVER NEVER NiL SLM_CODE DEMO NiL N
iL Ni NiL NiL 5_MINS NiL GT5YVbrMAdt0NY50UcKGfvLTjQ17P2o3g84hE8Tq
sOfu3Xph0N:2AmMdpMNxxKXSVG$<WLC>AQEBIQAB//+FugzZgqFJn/XhIxoyelg63
YJD++i6Qx6vVp0MVqrX2EinbufbTfGzc7/GHNZaDZqRqwInXo3s+nsLU7rOtdOxoI
xYZAo3LYmUJ+MFzsqlhKoJVlPyEvQ8H21MNUjVbhoN0gyIWsyiJaM8AQIkVBQFzhr
10GYolVzdzfJfEPQIx6tZ++/Vtc/q3SF/5Ko8XCY=</WLC>

Comment:
Hash: CLWUVZgY84BMRTO3JIlYmIqwAQA=

------------------ show license detail ------------------
Index: 1 Feature: SNASw Version: 1.0

License Type: Evaluation
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days

Lock type: Non Node locked
Vendor info:
License Addition: Additive
License Generation version: 0x8100000
License Count: Non-Counted
License Priority: None
Store Index: 5
Store Name: Evaluation License Storage

------------------ show license status ------------------
License Type Supported

permanent Non-expiring node locked license
extension Expiring node locked license
evaluation Expiring non node locked license
paid subscription Expiring node locked subscription license

with valid end date
extension subscription Expiring node locked subscription license
evaluation subscription Expiring node locked subscription license

...

...
------------------ show license statistics ------------------

Administrative statistics
Install success count: 0
Install failure count: 0
Install duplicate count: 0
Comment add count: 0
Comment delete count: 0
Clear count: 0
Save count: 0
Save cred count: 1

Client statistics
Request success count: 1
Request failure count: 3
Release count: 0
Global Notify count: 4

show version

show versionコマンドでは、ライセンス UDI情報が表示されます。

Device> show version
Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Experimental Version
12.4(20090326:052343)
[rifu-xformers_3_25 130]
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Mar-09 21:49 by rifu
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ROM: System Bootstrap, Version 12.4(20090303:092436)
[BLD-xformers_dev.XFR_20090303-20090303_0101-53
107], DEVELOPMENT SOFTWARE
csl-xfr-enhance-2951 uptime is 3 days, 4 hours, 28 minutes
System returned to ROM by reload at 18:48:45 PST Mon Nov 26 1956
System image file is "flash0:c2951-universalk9-mz.SSA"
Last reload reason: Reload Command
...
...
Cisco C2951 (revision 1.0) with 1005568K/43008K bytes of memory.
Processor board ID FHH1211P037
3 Gigabit Ethernet interfaces
1 terminal line
1 cisco Special Services Engine(s)
DRAM configuration is 72 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
License Info:
License UDI:
-------------------------------------------------
Device# PID SN
-------------------------------------------------
*0 CISCO2951 FHH1211P037
Technology Package License Information for Module:'c2951'
----------------------------------------------------------------
Technology Technology-package Technology-package

Current Type Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase ipbasek9 None ipbasek9
security disable None disable
uc uc Evaluation uc
data None None None
Configuration register is 0x0

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『User Guide for Cisco License Manager』Cisco License Managerアプリケーション

「Cisco IOSソフトウェアアクティベーションの
概念的な概要」モジュール

ソフトウェアのアクティベーションの概念

に関する概要

『Software Activation Command Reference』ソフトウェアアクティベーションコマン

ド

『Master Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Software Activation on Cisco Integrated Services
Routers』

Integrated Services Routersライセンス
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その他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェアリリース、お
よびフィーチャセットのMIBを検索してダウンロードする場
合は、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

CISCO-LICENSE-MGMT-MIB

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右のＵＲＬにアクセスして、シスコのテクニ
カルサポートを最大限に活用してください。

これらのリソースは、ソフトウェアをインス

トールして設定したり、シスコの製品やテク

ノロジーに関する技術的問題を解決したりす

るために使用してください。このWebサイト
上のツールにアクセスする際は、Cisco.comの
ログイン IDおよびパスワードが必要です。

Cisco IOSソフトウェアアクティベーションの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション機能の設定
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1 : Cisco IOSソフトウェアアクティベーションの機能情報

機能情報リリース機能名

Cisco IOSソフトウェアアクティベーション EXECコマンド
では、基本的なライセンスプロセスをサポートします。

この機能はプラットフォームに依存していません。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されました：

debug license、 license clear、license comment、 license install、
license revoke、license save、license save credential、show
license all、show license detail、show license feature、show
license file、show license statistics、show license status、show
license udi

Cisco IOS Release 15.4(1)Sで、Cisco ASR 901Sシリーズルー
タのサポートが追加されました。

12.4(15)XZ

12.4(20)T

15.0(1)M

15.4(1)S

Cisco IOSソフト
ウェアアクティ

ベーション

CISCO-LICENSE-MGMT-MIBの SNMPサポートを追加。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されました：

snmp-server enable traps、snmp-server host

12.4(20)T

15.0(1)M

CISL-SNMP support
(MIB)
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