
Cisco ACIスマートライセンス

この章の内容は、次のとおりです。

•スマートライセンスについて（1ページ）

スマートライセンスについて
Ciscoアプリケーションプログラミングインフラストラクチャコントローラ（APIC）リリー
ス 3.2(1)より、スマートライセンスが Cisco ACIファブリックで有効になっており、Ciscoス
マートライセンス対応製品としてCisco APICの拡張機能により有効になっています。Ciscoス
マートライセンスは統合ライセンス管理システムであり、Cisco製品のソフトウェアライセン
スすべてを管理します。

スマートライセンスには、従来のライセンスで次の利点があります。

•スマートライセンスの目的に従い、APICは ACIコントローラ製品として場合により参
照されます。

• CSSM（Cisco Smart Software Manager）では、中央ポータルビューを顧客に提供していま
す。顧客は購入したライセンスすべてと、ライセンスの使用状況およびステータスを表示

できます。これにより、ライセンス違反、サブスクリプションベースのライセンスの有効

期限切れ、外部コンプライアンスのライセンス違反を防止できます。

•スマートライセンスをサポートするには、標準の CLIコマンドおよび GUIビューは異な
るCisco製品で実装されます。これにより、一貫したユーザーエクスペリエンスを顧客に
提供します。

•スマートライセンスは、ライセンスの管理の複雑さを軽減し、顧客がライセンス関連の問
題をトラブルシューティングしやすくします。

次の URLでは、スマートライセンスに関する追加情報を提供します。

• CSSMアカウントにアクセスする顧客ログイン URL：: https://software.cisco.com/

• CiscoスマートアカウントURL： https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/
smart-accounts.html
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次の URLは参照可能なその他のリソースです。

•トレーニング資料とリソース

•スマートアカウントおよびスマートライセンス

スマートライセンスの使用方法のガイドラインと制限事項
Follow these Smart Licensing guidelines and limitations:

•評価期間のカウントダウン時間は、apic内で保存されます。カウントダウン時間は、ソ
フトウェアのダウングレード中に残ります。そのため、お客様は、そのAPICソフトウェ
アのバージョン3.2以降、ダウングレード後に再度をアップグレード、カウントダウン時
間は、ダウングレードする前に以前の値から続行します。カウントダウン時間をリセット

することはできません。90日後にアクションは実行されず、登録するかどうかライセンス
のステータスが表示されます評価の期限切れです。

• APICで有効にする機能のライセンス違反と機能の機能は無効になっていないはありませ
ん影響システム機能で。システムは、動作するように続行されますが、ユーザに警告を該

当する障害が発生します。最も重大な障害が発生するは メジャー 。

•登録に失敗すると、クリックして、 障害 APIC GUIでタブ システム > Smart Licensing
エリア。特定の障害の詳細を表示するには、表示された障害をダブルクリックします。

事前登録の検証

CSSM設定の検証チェックリスト

以下は、CSSM内に必要な準備と設定のためのユーザーチェックリストです。

1. 適切なスマートアカウントと仮想アカウントが作成されていることを確認します。

2. CiscoCommerceからスマートが有効なライセンスを購入した場合は、ユーザー購入したラ
イセンスが入力されていることを確認します。

3. APICスマートライセンスの登録を開始したら、Cisco TACエンジニアと協力して適切な
CSSM項目の準備行われていることを確認します。

スマートライセンスおよび APIC設定の検証チェックリスト

以下は、APIC内に必要な準備と設定のためのユーザーチェックリストです。

：DNS設定は https://software.cisco.com/を解決するため APICで設定される必要があります。
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スマートライセンスの使用方法のガイドラインと制限事項

https://communities.cisco.com/docs/DOC-68692
https://forums.cisco.com/OperationsExchange/s/Training-Details?L1Category=Training&L2Category=CSE_End_Customer&L1CategoryPath=training
https://software.cisco.com/


CLIを使用して Smart Licensingに対して登録

CLIを使用して CSSMに直接接続するスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

スマートライセンスモードを設定しま

す。

license smart transport-mode
smart-licensing

例：

ステップ 2

apic1(config)# license smart
transport-mode smart-licensing

アカウントからトークンを使用して、

CSSMアカウントに登録します。
license smart register idtoken cssmアカ
ウントから idトークン

例：

ステップ 3

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from cssm account>

CLIを使用してトランスポートゲートウェイのスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

トランスポートゲートウェイモードと

URLを設定します。
license smart transport-mode satellite url
http(s)://10.0.0.0:8080/Transportgateway/
サービス/DeviceRequestHandler

ステップ 2

例：

apic1(config)# license smart
transport-mode satellite url
http(s)://<ip address|hostname of
transport gateway>:<http(s)
port>/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

CSSMスマートアカウントまたはCSSM
仮想アカウントからトークンを使用して

CSSMに登録します。

license smart register idtoken cssmアカ
ウントから idトークン

例：

ステップ 3
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CLIを使用して Smart Licensingに対して登録



目的コマンドまたはアクション

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from cssm account>

Smart Software Manager（SSM）を CLIを使用してサテライトのスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

Smart Software Manager（SSM）サテラ
イトモードと URLを設定します。

license smart transport-mode satellite url
http(s)://10.0.10.1:8080/Transportgateway/
サービス/DeviceRequestHandler

ステップ 2

例：

apic1(config)# license smart
transport-mode satellite url
http(s)://<ip address|hostname of
transport gateway>:<http(s)
port>/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

Smart Software Manager（SSM）サテラ
イトアカウントからトークンを使用し

てサテライトに登録します。

license smart register idtoken smart
software managerサテライトから idトー
クン

例：

ステップ 3

注:は、CSSMアカウントから
トークンを使用しないでくだ

さい。

（注）

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from smart software
manager satellite>

CLIを使用した HTTPまたは HTTPSプロキシによるスマートライセンスの登録

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

プロキシモード、IPアドレス、ホスト
名およびhttp（s）ポートを設定します。

license smart transport-mode proxy
ip-address ip address port port number

例：

ステップ 2

apic1(config)# license smart
transport-mode proxy ip-address
10.0.0.248 port 4440

Cisco ACIスマートライセンス
4

Cisco ACIスマートライセンス

Smart Software Manager（SSM）を CLIを使用してサテライトのスマートライセンスの登録



目的コマンドまたはアクション

CSSMスマートアカウントまたはCSSM
仮想アカウントからトークンを使用し

て、CSSMアカウントを登録します。

license smart register idtoken id token from
cssm account

例：

ステップ 3

apic1(config)# license smart register
idtoken <id token from cssm account>
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CLIを使用した HTTPまたは HTTPSプロキシによるスマートライセンスの登録
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CLIを使用した HTTPまたは HTTPSプロキシによるスマートライセンスの登録
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