
シスコソフトウェア：

EA Workspace

お客様およびパートナー向け



お客様向けソフトウェアトレーニング
カリキュラム
アクティビティ 所要時間 対象者 対象アプリケーション

シスコソフトウェア：機能の概要
（お客様向け）

45 分 • すべてのお客様 該当なし

シスコソフトウェア：スマートアカウントのリクエストと
セットアップ（お客様向け）

1 時間 • 管理者およびユーザとしてスマートアカウントに関係
するすべてのお客様

Cisco Software Central（CSC）

シスコソフトウェア：スマートアカウントの管理（お客様
向け）

1 時間 • 管理者およびユーザとしてスマートアカウントに関係
するすべてのお客様

Cisco Software Central（CSC）

シスコソフトウェア：スマートアカウントを使用したスマー
トライセンスの管理

1 時間 • ソフトウェアライセンスおよび購入の承認者
• ライセンスの管理者

Smart Software Manager（SSM）

シスコソフトウェア：スマートアカウントを使用したクラ
シックライセンスの管理

30 分 • ソフトウェアライセンスおよび購入の承認者
• ライセンスの管理者

License Registration Portal（LRP）

シスコソフトウェア：EA Workspace 1 時間 • EA の管理者 EA Workspace

ライブトレーニング
スケジュール

https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985


パートナー向けソフトウェアトレーニング
カリキュラム

ライブトレーニング
スケジュール

アクティビティ 所要時間 対象者 対象アプリケーション

シスコソフトウェア：機能の概要
パートナーおよびディストリビュータ向け

45 分 • すべてのパートナー 該当なし

シスコソフトウェア：スマートアカウントのリクエストとセッ
トアップ（パートナーおよびディストリビュータ向け）

1 時間 • 管理者およびユーザとしてスマートアカウントに関係するすべてのパートナー Cisco Software Central（CSC）

シスコソフトウェア：スマートアカウントの管理（パートナー
およびディストリビュータ向け）

1 時間 • 管理者およびユーザとしてスマートアカウントに関係するすべてのパートナー Cisco Software Central（CSC）

シスコソフトウェア：スマートアカウントを使用した CCW で
の見積と注文

1 時間 • 注文を行う担当者
• 注文を暫定アカウントからカスタマースマートアカウントに割り当てる担当者

Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：スマートアカウントを使用した B2B で
の見積と注文

1 時間 • 注文を行う担当者
• 注文を暫定アカウントからカスタマースマートアカウントに割り当てる担当者

Cisco Commerce（CCW）
および B2B システム

シスコソフトウェア：Cisco Enterprise Agreement の見積と
注文

45 分 • 注文とスマートアカウントの割り当てを行う担当者 Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：ディストリビュータによるスマートライ
センス対応製品の在庫発注およびドロップシップ発注

1 時間 • CCW でスマートライセンスの注文を行うディストリビュータ Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：クラウド/SaaSの見積 45 分 • クラウド/SaaSの見積書を作成する担当者 Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：クラウド/SaaSの注文 1 時間 • クラウド/SaaSの注文書を作成する担当者 Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：クラウド/SaaSのサブスクリプションの
管理

75 分 • サブスクリプションを管理する担当者 Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：クラウド/SaaSの請求 30 分 • 請求書を管理する担当者 Cisco Commerce（CCW）

シスコソフトウェア：スマートアカウントを使用したスマート
ライセンスの管理

1 時間 • ソフトウェアライセンスおよび購入の承認者
• ライセンスの管理者

Smart Software Manager
（SSM）

シスコソフトウェア：スマートアカウントを使用したクラシッ
クライセンスの管理

30 分 • ソフトウェアライセンスおよび購入の承認者
• ライセンスの管理者

License Registration Portal
（LRP）

シスコソフトウェア：EA Workspace 1 時間 • EA の管理者 EA Workspace

https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985


学習内容：
• EA Workspace 内の主な機能とプロセス



EA Workspace の概要1

EA Workspace のライブデモ3

サポートと参考資料4

アジェンダ

EA Workspace でのスマートアカウントの機能について2



EA Workspace の概要



EA Workspace：全社的なソフトウェアライセンス管理およ
びプロビジョニングのためのツール

Cisco Enterprise Agreement EA Workspace：
• Cisco Enterprise Agreement のライセンスと使用状況に関する情報を表示
• セルフサービスでの即時のライセンスダウンロード、プロビジョニング、権限管理、リアルタイムの使用状況レポートの作成が可能

利点
• Enterprise Agreement ライセンスを自動的に取得可能。迅速で簡単、PAK は不要
• いつでもすぐに使用状況データを確認可能 -リアルタイムで更新
• 柔軟なレポート機能 -画面で確認することもエクスポートすることも可能
• スマートアカウントによる EA Workspace のユーザ管理

以前

現在

新しいセルフサービス型 EA Workspace で、ライセンス要求の即時
処理、強力な使用状況レポート機能、クラウドからの容易なプロビ
ジョニング、シンプルなデバイス管理が可能• PAK からのライセンス生成

• EA 権限の確認機能が不十分
• 手動でのレポート作成



EA Workspace の主な機能

セルフサービスでの
ライセンス取得

使用状況レポート アクセス管理 デバイス管理

• セキュアなアクセス

• スマートアカウントに
よる他ユーザのアクセ
ス管理

• EA 製品の権限を一目で
確認

• ライセンス要求の生成お
よび実行

• オンラインインベントリ
管理機能や過去のトラン
ザクションへのアクセス

• Cisco Enterprise 
Agreement やデバイスの
キャパシティに基づくプ
ロビジョニング

• 簡単な再ホスティング

• 過去のトランザクション
およびスイートの表示

• 選択した形式でライセン
スの使用状況を製品ごと
に表示

• プログラムでカスタマイ
ズ可能なライセンス使用
状況レポート

• デバイスの追加、複数デ
バイスへの同時ライセン
ス付与、デバイスリスト
の確認

• ライセンスのアップグ
レード



EA Workspace の主な機能
EA Workspace の機能によって強化された運用

EA Workspace の機能

• セルフサービスでのライセンス取得

• 使用状況レポート

• スマートアカウントを使用したアクセス
管理

シスコサポート

• ライセンスの問題/質問に対するサポート

• お客様のオンボーディング

• EA Workspace のサポート



EA Workspace での
スマートアカウントの機能について



スマートアカウントとは
スマートアカウントは、ソフトウェアライセンスを集約した新しいエンティティで、
会社全体のシスコ資産を 1 箇所で一元的に保管する場所として機能します。

カスタマー
スマートアカウント

• アカウント承認者：アカウントの所有者であり、シスコとの契約の締結/承認を
行う

• アカウント管理者：ユーザのアクセスおよび権限を管理する
• アカウント管理者は、ライセンスの表示と変更、ログの確認、購入のトラッキン
グなどを実施可能

ソフトウェアライセンスが保管され、管理されているアカウント

お客様が直接管理するか、指定された VAR または他の承認された関係者が管理する



Cisco Enterprise Agreement 用のスマートアカウント

EA Workspace では、ワークスペースへのアクセスポイントとしてスマートアカウントを利用しています。現在は、製品ライ
ンごとに Cisco Enterprise Agreement を確認できるようになっています（「CiscoEA-Collaboration」バーチャルアカウント

では Collab EA を確認できるなど）。また、スマートアカウントを利用して、ワークスペースにアクセスするユーザの権限を
管理することもできます。

利点

EA Workspace ユーザがポータルにアクセスするためには、スマートアカウントが必要

Security 

EA

Cisco DNA 

EA

Collab 

EA

EA ライセンスは、
製品ラインごとに EA 

固有の VA に保管される

バーチャルアカウントの命名規則例：

• CiscoEA-Security バーチャルアカウント

• CiscoEA-Collaboration バーチャルアカ
ウント

• CiscoEA-DNA バーチャルアカウント



EA Workspace とスマートアカウント

EA Workspace
Enterprise Agreement ライセンスの管理

2Cisco Software Central（CSC）
スマートアカウントの作成および管理

1

スマートアカウントから Enterprise Agreement にアクセスして使用する方法

ドロップダウンをクリックすると、バーチャルアカウントを簡単に切り替えられます。

EA Workspace では、1 つのペインに選択したバーチャルアカウントのライセンスが表示されます。

CSC の [管理（Administration）] タブで、スマートアカウントを要求して管理します。Enterprise Agreement の場合は、EA Workspace にアクセスします。1

2

3

EA Workspace の詳細については、「EA 

Workspace トレーニングガイド」を参照

お客様が自社の Cisco Enterprise Agreement の管理をパートナーに委託することを希望している場合は、お客様のス
マートアカウントまたはバーチャルアカウントに、パートナーをユーザまたは管理者として追加する必要があります。

1

1

23

software.cisco.com
https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=1bf845ee-ac16-4816-b2ef-67dce3b107d9


EA Workspace とスマートアカウント
お客様がスマートアカウントにパートナーユーザを追加する方法

お客様が自社のCisco Enterprise Agreement の管理をパートナーに委託することを希望している場合は、お客様のスマートアカウントまたは特定のバーチャルア
カウントに、パートナーをユーザまたは管理者として追加する必要があります。

Cisco Software Central→ [管理（Administration）] → [スマートアカウントの管理（Manage Smart Account）] → [ユーザ（Users）]の順に移動します。

[ユーザの追加（Add Users）] をクリックします。

1）電子メールまたはCisco ID で [ユーザの選択（Select User(s)）] を行い、2）[アカウントの割り当て（Assign Accounts）] を行った後、3）[ユーザの追加（Add 

User(s)）] をクリックして [確定（Confirm）] します。

お客様は、次のいずれかのロールをパートナーユーザに割り当てられます：スマートアカウント管理者、バーチャルアカウント管理者、スマートアカウント
ユーザ、バーチャルアカウントユーザ。詳細については、次のQRG を参照してください。「スマートアカウントを管理するパートナーを割り当てる」

1

2

3

1

2
3

https://communities.cisco.com/docs/DOC-64326


EA Workspace ライブデモ



Cisco Software Central（CSC）にログインする

Cisco Software Central
（software.cisco.com）
にアクセスします。右上
の人の形のアイコンを
クリックします。

[ログイン（Log In）]/

[アカウントの作成
（Create an Account）] 

メニューが表示されます。

CCO ID をお持ちの場合は、
[ログイン（Log In）] を
クリックします。

CCO ID をお持ちでない
場合は、[アカウントの作成
（Create an Account）] を
クリックしてシスコアカウント
の登録を申請します。

1

手順：

1

2

2

3

3



Cisco Software Central（CSC）にログインする

ユーザ名（CCO ID）を入力して
[次へ（Next）] ボタンをクリックし、
パスワードを入力します。

パスワードを入力したら、[サイン
イン（Sign In）] ボタンをクリック
します。

4

手順：

4

5



EA Workspace へのアクセス

ログインすると、Cisco Software 

Central のランディングページが表示さ
れます。EA Workspace にアクセスす
るには、ランディングページの [ライセ
ンス（License）] セクションに移動し、
[Enterprise Agreements] をクリックし
ます。

1

手順：

1



EA Workspace ランディングページ
Enterprise Agreement のランディングページにリダイレクトされます。ここでは、バーチャルアカウントごとにグループ化された
Enterprise Agreement が一覧表示されます。たとえば、Cisco Data Center EA、Cisco DNA EA、Collaboration EA、Security EA などです。

Enterprise Agreement ごとに、[サブスクリプションID（Subscription ID）]（または [契約番号（Contract Number）]）、[開始日（Start 

Date）]、[終了日（End Date）]、[次のTrue Forward（Next True Forward）] を一目で確認できます。

[スマートアカウント（Smart Account）] は、ページの右上隅に表示されます。必要に応じて、別のスマートアカウントに切り替えることが
できます。

2

2

3

3

4

4



EA Workspace ランディングページ

Enterprise Agreement の登録ごとに、[カタログ（Catalog）] をクリックして EA スイートを表示し、ライセンスの生成、
またはプロビジョニングの要求を行えます。

各 Enterprise Agreement の [詳細レポート（Detailed Report）] にアクセスできます。

サブスクリプションベースの Enterprise Agreement の [使用状況（Consumption）] を表示できます（使用状況レポートオ
プションは、Cisco ONE（サブスクリプションベース）、Cisco DNA、Data Center、Security Choice EA に適用されます）。

5

5

5

6

6

7

7

6 7



EA Workspace ランディングページ

いずれかの Enterprise Agreement（Cisco DNA EA など）をクリックするか、いずれかの EA の [カタログ（Catalog）] をクリックすると、

特定の Enterprise Agreement に含まれる EA スイートのカタログ表示画面にリダイレクトされます。この画面では、すべての EA スイートを製
品ライン（例：Cisco DNA EA）ごとに表示できます。また、ライセンスを生成したり、プロビジョニングを要求したりすることも可能です。

1

1

1

2

2



EA カタログと EA スイートの表示

[EAの表示（View EA by）]（カタログごと）：Enterprise Agreement のすべての EA スイートを、製品ライン別に（Cisco DNA、
Data Center、Security、Collaboration など）表示できます。

別のスマートアカウントを選択して表示するには、ドロップダウンをクリックします。

ドロップダウンから別のバーチャルアカウントを選択して、そのほかの製品ライン（Cisco Data Center EA、Security EA など）
の EA カタログに移動することもできます。

1

2

3

1

2 3



EA カタログと EA スイートの表示

CiscoEA-Security、CiscoEA-Collaboration、CiscoEA-DNA のいずれか 1 つのバーチャルアカウントの管理者またはユーザには、
管理者またはユーザとして登録されているバーチャルアカウントのみ表示されます。

Cisco EA を購入している場合は、該当の Enterprise Agreement（Cisco DNA/Data Center、Security、Collab）に含まれている、
利用可能なスイートとライセンスがすべて表示されます。最初は Cisco EA 内で購入していない製品のライセンスを生成すること
もできますが、生成すると、追加購入となります。

1

1



（+）ボタンをクリックすると、
そのスイートの全ライセンスに
関する詳細が表示されます。

ここでは、次の作業を実行でき
ます。

a. [ライセンスの生成
（Generate Licenses）]：
デバイスのライセンスを生
成するための詳細を指定す
る必要があります。

• [ライセンス/プロビジョニン
グの要求（Request 

Licensing / 
Provisioning）]：デバイス
ライセンスのプロビジョニ
ングを要求するための詳細
を指定する必要があります。

1

手順：

2

EA カタログと EA スイートの表示

2a

注：Cisco EA を購入している場合は、該当の
Enterprise Agreement（Cisco DNA、Data Center、
Security、Collab）に含まれている、利用可能なス
イートとライセンスがすべて表示されます。最初は
Cisco EA 内で購入していない製品のライセンスを生
成することもできますが、Cisco EA 内での利用とな
ります。現在権限を持っていないライセンスを生成

すると、追加購入となります。

2b

1

2a

2b

2a



[ライセンスの生成（Generate License）] をク
リックして開始します。

従来型ライセンスとスマートライセンスの両方
で有効になっている製品にはオプションボタン
が表示され、[従来型ライセンス（Traditional 

License）] がデフォルトで選択されています。
スマートライセンスを生成するには、[スマー
トライセンス（Smart License）] オプションボ
タンを選択します。一部のライセンスは、ス
マートライセンスとしてのみ使用できます。

1

手順：

EA カタログと EA スイートの表示 -ライセンスの生成

2

2a

2

1



権限を持っている上限数量の 90 ～ 99% に達す
ると、ユーザに警告メッセージが表示されます。

さらに、以下に該当する場合は、その旨を通知
するメッセージが表示されます。

• 権限を持っている以上のライセンスを発注し
た場合

• 所有しているスイート以外でライセンスを生
成した場合

• ライセンスがプレインストールされたデバイ
スを追加した場合、プレインストールされた
ライセンスが使用上限数にカウントされ、拡
張メトリックが使用上限を超える可能性があ
ることが通知されます。

ユーザは、True-Forward サイクルでライセンス
に対して課金される可能性があるというメッ
セージを受け入れる必要があります。

1

手順：

EA カタログと EA スイートの表示 -ライセンスの生成

2

3

2a

注：[生成済み（Fulfilled）] 列には、EA 

Workspace で生成されたライセンスと、
アクティブになっているプレインストール
ライセンスの両方が含まれています。

1

3

2



EA カタログと EA スイートの表示 -ライセンスの生成
シナリオ #1：拡張許容範囲内でライセンスを生成

• ライセンスは、お客様の拡張許容範囲内で要求/生成されます。

• お客様は、権限が付与されているライセンスの数と、すでに生成されて
いるライセンス数を確認できます。

シナリオ #2：拡張許容範囲の 90 ～ 99% のライセンスを生成

• 拡張許容範囲の 90 ～ 99% のライセンスが要求/生成されています。

• お客様に以下の警告メッセージが表示されます。

拡張許容範囲の 90% に達しました。Cisco Enterprise Agreement に基
づいて権限が付与されているライセンスの 100% を超過すると、次の
True-Forward イベント時に追加ライセンス分の支払いが必要になり
ます。

シナリオ #3：拡張許容範囲を超えたライセンスを生成

• 要求されたライセンスは拡張許容範囲を超えるため、追加購入となり
ます。

• 追加料金が適用されることに同意する場合は、チェックボックスをオン
にします。

1

2

3

2a

2

1

3



プロビジョニングの要求：メインの EA ページを下に
スクロールし、[アクション（Actions）] 列で [プロビ
ジョニングの要求（Request Provisioning）] をクリッ
クします。ポップアップが表示されますので、ライセ
ンスをプロビジョニングするために必要な情報を入力
します。

[ライセンスのプロビジョニング（Provision 

Licenses）] をクリックして続行します。

2b

手順：

EA カタログと EA スイートの表示 –プロビジョニングの要求

2b



ユーザは、バーチャルアカウントの [すべ
てのスイート（All Suites）] を表示したり、
[アクティブなスイート（Active Suites）] 

または [非アクティブなスイート
（Inactive Suites）] を選択したりして、
次の更新の機会を把握できます。スイー
トのステータスの詳細は次のとおりです。

a) [アクティブなスイート（Active 

Suites）]：Enterprise Agreement の期
間内

b) [非アクティブなスイート（Inactive 

Suites）]：Enterprise Agreement の期
間外

• [期限超過スイート（Overdue suites）]：30 日の猶
予期間内

• [非アクティブなスイート（Inactive suites）]：
30 日の猶予期間超過

[ステータス（Status）] 列には、各スイー
トのステータスを表示できます。

1

手順：

EA カタログと EA スイートの表示

2

デフォルトでは、[アクティブなス
イート（Active Suites）] オプション
が選択されています。

1

2



ソフトウェアイメージをダウンロードするには、
[アクション（Action）] ドロップダウンをクリック
し、オプションのリストから [ソフトウェアイメー
ジのダウンロード（Download Software Images）] 

を選択します。これにより、ソフトウェアイメージ
をダウンロードできる画面が表示されます。** すべ
てのスイートでソフトウェアイメージをダウンロー
ドできるわけではないことに注意してください。

ソフトウェアイメージをダウンロードする製品を選
択するには、次のいずれかの方法を実行します。

• 特定の製品の [アクション（Action）] 列にあ
る（アイコン挿入スペース）アイコンをクリッ
クします。

または

• ダウンロードする各製品 ID の横にあるチェック
ボックスをオンにして、[ダウンロード
（Download）] ボタンをクリックします。注

1

手順：

EA カタログと EA スイートの表示 –ソフトウェアイメージ
のダウンロード

2

2a

2b

注：ダウンロードに対応しているブラウザは、Edge、
Firefox、Chrome、Safari です。IE11 以下は、セキュ
リティ設定によっては利用できる場合があります。

2a

2b

2b

1



[ダウンロード（Download）]        または（アイコン挿
入スペース）アイコンをクリックすると、確認メッ
セージが表示され、エンドユーザライセンス契約
（EULA）に同意するよう求められます。

EULA を確認し、内容に同意したら、[同意する
（Accept）] をクリックします。[拒否（Decline）] する
とダウンロードは停止されます。

ダウンロード機能を利用するには、使用しているコン
ピュータでポップアップを有効にする必要があります。

使用しているコンピュータがダウンロードをブロック
すると、再試行を求めるポップアップメッセージが表
示されます。ポップアップブロッカーを無効にしてか
ら、もう一度ダウンロードしてください。

初めてソフトウェアイメージをダウンロードする場合
は、Akamai NetSession Interface Download Manager 

をダウンロードする必要があります。[こちら（here）] 

というハイパーリンクをクリックして、ソフトウェア
をダウンロードします。このリンクは、Cisco.com か
らソフトウェアイメージをダウンロードしたことがな
い場合にのみ表示されます。

[同意する（Accept）] をクリックすると（必要に応じ
て Akamai NetSession Interface Download Manager を
ダウンロード）、ソフトウェアイメージのダウンロー
ドが開始されます。

4

手順：

EA カタログと EA スイートの表示 –ソフトウェアイメージの
ダウンロード

4a

5

6

注：暗号化された製品のライセンスを
生成するには、高度な暗号化のダウン
ロードに関する契約に同意する必要が
あることに注意してください。

6

5

4

4a



ソフトウェアイメージのダウンロードが開始され
るとポップアップが表示され、ソフトウェアイ
メージをダウンロードするフォルダを選択できま
す。ダウンロードできるのは、最新のバージョン
のイメージのみです。

リストされているフォルダのいずれかをクリック
してフォルダを選択します。フォルダを作成する
場合は、[新しいフォルダの作成（Make New 

Folder）]ボタンをクリックして作成します。

[OK]をクリックして、選択したフォルダにダウ
ンロードします。

ダウンロードが完了したら、（アイコン挿入ス
ペース）アイコン をクリックすると、前の手
順で選択したフォルダにダウンロードしたソフト
ウェアイメージが開きます。

7

手順：

EA カタログと EA スイートの表示 –ソフトウェアイ
メージのダウンロード

8

9

7

8

9

10

10



カスタマーエクスペリエンスを向上させ、Cisco ONE ライセンスの価値を保護するために、
Cisco DNA EA のお客様には、次のような自己申告機能が用意されています。

➢ マッピングルールに基づいて、古い帯域幅ライセンスと同等またはそれより価格の高い交換
用帯域幅ライセンスがすでに使用されている場合に限り、EAWS のインストールベースから
古い帯域幅ライセンスを削除したことを申告できます。お客様は、オンプレミスからクラウ
ドにライセンスを切り替えたことを自己申告することもできます。その後、True-Forward 処
理期間中に、古いライセンスのクレジットが新しいライセンスのコストに適用されます。

➢ マッピングルールに基づいて、EAWS のブラウンフィールドデバイスのライセンスと同等ま
たはそれより価格の高いグリーンフィールド交換ライセンスをすでに使用している場合に限
り、ブラウンフィールドデバイスから新しいグリーンフィールドデバイスにライセンスを移
行またはアップグレードしたことを申告できます。この機能は、お客様がブラウンフィール
ドライセンスからグリーンフィールドライセンスに移行できるようになる前に、お客様が
グリーンフィールドライセンスを購入して使用しているかどうかを検証します。その後、
True-Forward 処理期間中に、古いブラウンフィールドライセンスのクレジットがグリーン
フィールドライセンスのコストに適用されます。

次のいくつかのスライドに示すように、これらの自己申告オプションの EAWS におけるプロセ
スは同じです。

ライセンスの移行と廃止



ライセンスの移行と廃止

Cisco DNA EA バーチャルアカウントで、
Cisco DNA for Routing スイートを見つけ
ます。[アクション（Action）] ドロップダ
ウンメニューをクリックし、[ライセンス
移行（License Migration）] を選択します。

ライセンス移行ウィンドウが開きます。
ここで、[テクノロジー（Technology）]と
[スイート名（Suite Name）] フィールドの
情報を確認できます。

注：この例では Cisco DNA for Routing ス
イートを使用していますが、このプロセス
は、Cisco DNA for Wireless や Cisco DNA 

for Switching スイートでも同じです。

1

手順：

2

2

1



ライセンスの
移行と廃止

ドロップダウンメニューから適切な [移行元課金用
SKU（Source Billing SKU）] と [移行元履行用SKU

（Source Fulfillment SKU）] を選択し、[数量
（Quantity）] フィールドに移行または廃止する数量
を入力します。

ドロップダウンメニューから適切な [移行先課金用
SKU（Target Billing SKU）] と [移行先履行用SKU

（Target Fulfillment SKU）] を選択し、[数量
（Quantity）] フィールドに対象の数量を入力します。

[メモ（Notes）] フィールドに適切なメモを追加し
ます。

[追加（Add）]ボタンをクリックします。

3

手順：

4

5

6

4

5

3

6



ライセンスの
移行と廃止

移行元と移行先の数量が同じ場合は、[次へ
（Next）]ボタンが有効になります。

移行先を複数指定することもできます。ド
ロップダウンメニューから別の [移行先課金
用SKU（Target Billing SKU）] と [移行先履
行用SKU（Target Fulfillment SKU）] を選択
し、新たな [数量（Quantity）] を指定する
だけです。

移行先を追加すると、再度 [追加（Add）] 

ボタンが有効になります。さらに移行先を
追加する場合は、[追加（Add）]ボタンをク
リックします。

移行先をすべて追加したら、[次へ（Next）] 

ボタンをクリックして続行します。

9

手順：

7

8

9

8

7



ライセンスの移行と廃止

[次へ（Next）] ボタンをクリック
すると、ライセンス移行の確認
ウィンドウが表示されます。この
ウィンドウでは、ライセンスの移
行情報を確認できます。

[送信（Submit）] ボタンをクリッ
クして、ライセンス移行要求を送
信します。

10

手順：

10



デバイスタブの操作

[デバイス（Devices）] タブをクリックする
と、選択したスマートアカウントに関連す
るすべてのデバイスの詳細が表示されます。

必要に応じて、デバイスの名前と説明を編
集することもできます。編集する場合は、
[アクション（Actions）] をクリックしてか
ら、[デバイスの編集（Edit Device）] をク
リックします。

表示されるポップアップで、デバイスの必
要な情報（デバイスの名前と説明）を指定
できます。

[保存（Save）] をクリックして続行します。

1

手順：

2

3

3
4

4

1

2



デバイスタブの操作

デバイスの [ライセンス数
（Licenses）] と [機能数
（Features）] を確認すること
もできます。

[ライセンス数（Licenses）]：
ライセンス数をクリックすると、
その製品ファミリのライセンス
の詳細がポップアップに表示さ
れます。

[機能数（Features）]：同様に
機能数をクリックすると、すべ
ての機能の詳細がポップアップ
に表示されます。

手順：

2a

2b

2a

2b

1

1 1



デバイスタブの操作

[新しいデバイスの追加（Add New Devices）] をクリックすれば、新しいデバイスを追加することもできます。

デバイスが EA Workspace に追加されるとすぐに、そのデバイスにインストール済みのライセンス数が [ライセンス数（Licenses）] 

列に表示されます。

1

手順：

2

1

2



デバイスタブの操作

新しいデバイスを追加するには、[新しいデ
バイスの追加（Add New Devices）] をク
リックします。

[新しいデバイスの追加（Add New 

Devices）] をクリックすると、使用可能な
オプションを選択できるポップアップが表
示されます。[ノードタイプの選択（Select 

Node Type）] ドロップダウンでは、複数
のオプションを選択してデバイスを追加で
きます。

[デバイスのインポート（Import Devices）] 

ボタンをクリックしてデバイスの詳細情報
をインポートすることもできます。

必要な情報を入力し、[デバイスの追加
（Add Devices）] をクリックして続行し
ます。

メッセージが表示されるので、ライセンス
がプレインストールされたデバイスが追加
され、その分がライセンス使用数に加算さ
れることを確認できます。

1

手順：

3

4

2a

2a

2b

3

2b 2b

4

1



デバイスタブでのライセンスのアップグレード

1

手順：

EA Workspace で直接ライセンスを
アップグレードまたはダウング
レードすることもできます。

[ライセンスのアップグレード
（License Upgrade）]：アップグ
レードするデバイスの [アクション
（Action）] ドロップダウンをク
リックし、[ライセンスのアップグ
レード/ダウングレード（License 

Upgrade/Downgrade）] をクリック
します。

1



デバイスタブでのライセンスのアップグレード

2

手順：

ステップ 1、ライセンスのアップグレー
ド：[新しいライセンスのバージョン
（New License Version）] のドロップダ
ウンでバージョンを選択し、[ライセン
スの数量（License Quantity）] で数量
を指定します（指定可能な場合）。

完了したら [確認（Review）] をクリッ
クします。

2

3

3



デバイスタブでのライセンスのアップグレード

4

手順：

ステップ 2、変更の確認：[変更の
確認（Review Changes）] セク
ションで、変更の内容を確認しま
す。必要に応じて [メモ（Notes）] 

フィールドにメモを追加し、[送信
先（Send To）] フィールドと
[エンドユーザ（End User）] 

フィールドを指定します。

最後に [アップグレード
（Upgrade）] をクリックして、
ライセンスのアップグレードプロ
セスを完了します。

4

5

5



デバイスタブでのライセンスのアップグレード

ライセンスのアップグレー
ドに成功したことを示す確
認のポップアップが表示さ
れます。このポップアップ
は、ライセンスアカウント
に関連付けられている電子
メール ID にライセンスの詳
細が正常に送信されたこと
を示します。

6

手順：

6



デバイスタブの操作 -ライセンスの転送

ユーザはライセンスを転送（再ホスト）できます。

ライセンス転送プロセスを開始するには、[デバイス（Devices）] タブに移動します。

[デバイス（Device）] の下で [アクション（Action）] → [ライセンスの転送（License Transfer）] を選択します。

1

2

1

2



デバイスタブの操作 -ライセンスの転送

ライセンスを転送する場合は、4 段階のプロセスを実行
します。

ステップ 1、ターゲットデバイスの選択：リストから
ターゲットデバイスを選択するか、[新しいデバイスの
追加（Add New Devices）] をクリックします。

[次へ（Next）]をクリックします。

手順：

3

3
4

4



デバイスタブの操作 -ライセンスの転送

ライセンスを転送する場合は、4 段階のプロセスを
実行します。

ステップ 2、機能の選択：ライセンスの転送元の製
品を選択します。

[次へ（Next）]をクリックします。

手順：

5

6
5

6



デバイスタブの操作 -ライセンスの転送

ライセンスを転送する場合は、4 段階のプロセスを実
行します。

ステップ 3、ライセンスの確認：ライセンス、転送元
デバイス、および転送先デバイスを確認します。ライ
センスの転送後、選択したライセンスは転送先デバイ
スに転送されます。

[エンドユーザ（End User）] と [送信先（Sent To）] 

の受信者を確認し、必要に応じて変更します。

チェックボックスをオンにしてライセンス条件に同意
します。

[送信（Submit）]をクリックします。

手順：

7

8

9

10

7

8

9

10



デバイスタブの操作 -ライセンスの転送

手順：

11 ライセンス要求が正常に処理されたことを示す確認メッセージが表示されます。ライセンスが送信先の受信者に送信され、確認
メッセージにトランザクション ID が表示されます。

11



トランザクションタブの操作

[トランザクション（Transactions）] タブをクリックすると、トランザクションのステータスが表示されます。これにより、スマートアカ
ウントレベルでトランザクションのステータスをチェックし、トランザクションが保留中か処理済みかを確認できます。

各トランザクション ID の [アクション（Action）] ドロップダウンメニューをクリックすると、3 つのオプションが表示されます。

• [詳細の表示（View Details）]：トランザクションの詳細を表示できます。

• [再送信（Resend）]：電子メール ID を指定してライセンス要求を再送信できます。

• [ダウンロード（Download）]：ライセンスの詳細をダウンロードできます。[ダウンロード（Download）]をクリックすると、ライセン
スが .zip 形式でダウンロードされます。

1

手順：

2

1

2



トランザクションタブの操作

[詳細の表示（View Details）] を
クリックすると、次の 2 つのタ
ブがある [トランザクションの
詳細（Transaction Details）] 

ポップアップが表示されます。

[詳細（Details）]：このタブに
は、製品とライセンスの関連情
報が表示されます。契約番号で
はなくスイート名が表示されて
いることに注意してください。

[トランザクション履歴
（Transaction History）]：この
タブには、デバイスで実行され
たトランザクションの履歴が表
示されます。ここでメモを編集
できます。

3a

手順：

4a

5a

3a

4a

5a



トランザクションタブの操作

[再送信（Resend）] をクリックすると、
[トランザクションの詳細（Transactions 

Details）] ポップアップが表示されます。
指定した電子メールアドレスにライセン
スを再送信できます。

[ダウンロード（Download）] をクリック
すると、ライセンスが .zip 形式でダウン
ロードされます。

3b

手順：

3b

3c



トランザクションタブの操作

[トランザクション（Transactions）] タブでは、[SKU（SKUs）] 列のドロップダウンに、トランザクションにリンクされているすべ
ての SKU を表示することもできます。

[詳細（More）] をクリックし、ドロップダウンメニューの SKU のリストを表示します。

手順：

1

1



スマートライセンストランザクション

EA Workspace で実行されたスマート
ライセンストランザクションは、
Cisco Smart Software Manager の
[ライセンス（Licenses）]タブと
[イベントログ（Event Log）] タブ
に表示されます。

EA Workspace からスマートライセン
スのプロビジョニングを生成または要
求すると、ライセンスが表示され、
Smart Software Managerで管理され
るようになります。

1

手順：

1 1



スマートライセンストランザクション：アクティビティ

EA Workspace で実行されたスマート ライセンストランザクションは、Cisco Smart 

Software Manager の [アクティビティ（Activity）] タブにある [ライセンストランザクション
（License Transactions）] ビューに表示されます。

トランザクションの日付をクリックします。

ポップアップに送信元（EA）を含む [トランザクションの詳細（Transaction Details）] が表
示されます。

1

手順：

2

2

1

2

3



プロビジョニング要求タブの操作

[プロビジョニング要求
（Provisioning Requests）] 

タブをクリックすると、製品
のプロビジョニングの詳細と、
プロビジョニング要求のス
テータスが、スマートアカウ
ントレベルで表示されます。

[詳細の表示（View Details）]

リンクをクリックすると、お
客様と連絡先の詳細がポップ
アップに表示されます。

1

手順：

2

1

2



EA Workspace には、[RTUトランザク
ション（RTU Transactions）] というタ
ブがあります。

お客様は、Enterprise Agreement

（EA）の期間中、RTU ライセンス
権限情報を使用状況レポートで確認で
きます。

RTU ライセンス使用状況は、今後のリ
リースで公開される予定です。

手順：

RTU トランザクションタブ

[RTUトランザクション（RTU 

Transactions）] タブは、今後のリ
リースで公開されるまで、すべて
のユーザでブランクになります
（公開された場合、すべての RTU 

トランザクションはこのタブに表
示されます）。



レポートタブの操作

[レポート（Report）] タブでは、次のパ
ラメータを選択して、スマートアカウン
トレベルでレポートを生成できます。

a. [スイート名（Suite Name）]：レポー
トを生成するスイートを選択できます。

b. [レポートタイプ（Report Type）]：
レポートタイプを選択できます
（テクノロジー別、デバイス別など）。

c. [日付範囲（Date Range）]：定義済み
の日付範囲を選択できます（過去 30 日
間、60 日間など）。日付範囲をカスタ
マイズすることもできます。

[EAスイート期間（EA Suite Duration）] 

オプションを選択すると、Cisco 

Enterprise Agreement の期間全体のレ
ポートを生成できます。

レポートを表示したり、レポートを
Excel ファイルにエクスポートしたりで
きます。

1

手順：

2

3 非アクティブなスイートのレポートは、シスコ
管理者およびサポート担当ユーザのみが生成で

きます。

1

2

1

3



EA 使用状況レポート

EA の使用状況レポートを表示する方法には次
の 2 つがあります：

使用状況ごとに EA を表示する。または、[レ
ポート（Reports）] タブのオプションを使用
する。

使用状況レポートは、スマートアカウント管
理者、バーチャルアカウント管理者、スマー
トアカウントユーザのロールを持ったお客様
とパートナーのみが確認できます。

最初のオプション（使用状況ごとに EA を表
示）で表示してみましょう。

ドロップダウンメニューを使用して、レポー
トを生成する対象のバーチャルアカウントを
選択します。

ドロップダウンメニューから [アクティブス
イート（Active Suites）] を選択し、このバー
チャルアカウントでアクティブなスイートを
すべて表示します。

[使用状況の表示（View Consumption）] 

クリックします。

1

手順：

2 使用状況レポートオプションは、Cisco ONE（サブスクリプショ
ンベース）、Cisco DNA、Data Center、Security Choice EA に
適用されます。

3

1
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EA 使用状況レポート（続き）

[使用状況一覧表示（Consumption One 

View）] 画面が表示され、該当のバー
チャルアカウントでアクティブなすべ
てのスイートの使用状況を、スイート
名別に確認できます。

スイート内の SKU を確認するには、
スイート名の横にあるアイコン を
クリックします。

この例では、Cisco DNA for Routing ス
イートで購入された SKU の使用状況が
表示されています。

権限と使用状況に関する情報の他に、
[残権限数（Remaining Entitlement）] 

も表示されます。

4

手順：

使用状況レポートオプションは、Cisco ONE（サブスクリプショ
ンベース）、Cisco DNA、Data Center、Security Choice EA に
適用されます。

5

5

4



EA 使用状況レポート（続き）

使用状況レポートの Excel バージョンをダウ
ンロードするには、[レポートのダウンロード
（Download Report）] ドロップダウンメ
ニューをクリックします。

レベル 1 レポートをダウンロードする場合は、
[使用状況レポート（Consumption Report）] 

メニューオプションを選択します。レベル 2

またはレベル 3の使用状況レポートをダウン
ロードすることもできます。また、使用状況
レポートの代わりに詳細レポートをダウン
ロードするオプションもあります。

レベル 2 レポートには、レベル 1 レポートよ
りも多くの情報が含まれています。

レベル 3 レポートには、レベル 2 レポートよ
りもさらに多くの情報が含まれています。

手順：

1

1

使用状況レポートオプションは、Cisco ONE（サブスクリプション
ベース）、Cisco DNA、Data Center、Security Choice EA に適用
されます。



EAWS の詳細レポートと使用状況レポートの違い

➢ 詳細レポート：EA Workspace で生成されたすべてのライセンストランザクションを
記録したレポートです。特定のトランザクションについて、実施者や実施時期など
を把握するのに役立ちます。

➢ 使用状況レポート：ライセンスの全体的な使用状況と権限の残数に関するレポート
です。シスコの True-Forward プロセスに必要な情報です。

EA の詳細レポートと使用状況レポート



EA 使用状況レポート

EA 使用状況レポートオプションは、
EA Workspaceの [レポート（Reports）] 

タブで確認できます。

ドロップダウンメニューを使用して、レ
ポートを生成する対象のバーチャルアカ
ウントを選択します。

使用状況レポートの場合、[スイート名
（Suite Name）] ドロップダウンで [すべ
てのスイート（All Suites）] を選択しま
す。次に、[レポートタイプ（Report 

Type）] のドロップダウンで [使用状況レ
ポート（Consumption Report）] を選択し、
[日付範囲（Date Range）] を指定します。
[EAスイート期間（EA Suite Duration）] 

オプションを選択すると、Cisco 

Enterprise Agreement の期間全体のレ
ポートを生成できます。

[表示（View）] ボタンをクリックしてレ
ポートを表示します。

また、スイートを選択 してレポートを
Excel にエクスポートすることもでき
ます。

1

手順：

2

使用状況レポートオプションは、Cisco ONE（サブスクリプション
ベース）、Cisco DNA、Data Center、Security Choice EA に適用
されます。

3

4

5

6

1

3

2

4

5 6



設定タブの操作

[設定（Preferences）] タブをク
リックすると、EA Workspace 

で詳細情報を表示する方法をカ
スタマイズできます。

[エンドユーザ名と電子メールア
ドレス（End Users and Email 

Contacts）]：ページのこの部分
では、エンドユーザ名と電子
メールアドレスのリストを作成
できます。

1

手順：

2

1

2



設定タブの操作：エンドユーザの作成

[エンドユーザ名と電子メールアドレス
（End Users and Email Contacts）]（続
き）：展開ボタンをクリックすると、
レコードの作成に必要な詳細を入力で
きます。

エンドユーザとして追加する場合はこ
のチェックボックスをオンにします。

2a

手順：

2b

2a

2b



[ヘルプタブの操作

[ヘルプ（Help）] タブにアクセスする
と、操作説明や一般的な情報を確認で
きます。左側のナビゲーションリスト
を使用すると、EA に関する一般的な
ヘルプコンテンツや製品固有のコンテ
ンツを切り替えることができます。

左側のナビゲーションバーには、[リ
リースノート（Release Notes）] セク
ションと [ユーザガイド/FAQ（User 

Guides / FAQ）] セクションがあり、
既存のリソースが含まれています。

さらに、このナビゲーションリストで
はビデオを選択できるようになってお
り、選択すると、全体に関する基本的
なビデオチュートリアルや製品固有の
ビデオチュートリアルにまとめられた
ビデオが表示されます。

1

手順：

1



カスタマーサポートタブの操作

Cisco Enterprise Agreement に関
するサポートが必要な場合は、
[カスタマーサポート（Customer 

Support）] タブで連絡先情報を
確認できます。テクニカルサ
ポートに連絡するときに必要な
スマートアカウントレベルのス
イート名や契約情報を確認する
こともできます。

1

手順：

1



サポートと参考資料



EA Workspace のサポート

お客様から
の質問と
フィード
バック

• Collaboration EA のサポートについては EA Collaboration オペレーション
（collab-ela-support@cisco.com）にお問い合わせください

• Security EA 1.0 スイートに関するご質問は、EA Security オペレーション
（secela-ops@cisco.com）にお問い合わせください

• Security EA 2.0 と Choice EA の各スイートに関するご質問は、Support 

Case Manager（SCM）でケースを作成してください。

• Cisco ONE、Cisco DNA、Data Center EA に関するご質問は、Support 

Case Manager（SCM）でケースを作成してください。

• EA Workspace アクセスまたはスマートアカウントに関するご質問は、
Support Case Manager（SCM）でケースを作成してください。SCM でケー
スをオープンする方法の詳細については、こちらをクリックしてください。

• 技術的なご質問やサポートは、Cisco TAC

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html）にお問い合わせくだ
さい

mailto:collab-ela-support@cisco.com
mailto:secela-ops@cisco.com
http://www.cisco.com/go/scm
http://www.cisco.com/go/scm
http://www.cisco.com/go/scm
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/entitlement_asset_mgmt/docs/Licensing_Support_Using_SCM.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html


次のステップと関連リソース

関連リソース

EA に関するカスタマーヘルプページ

FAQ

EA Workspace ユーザガイド

• ライセンスの付与が必要なユーザをスマートアカウントに追加していることを確認してくだ

さい。

• ライセンスに関するあらゆるニーズに EA Workspace をご活用ください。

https://software.cisco.com/software/ea/help
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/software/security-enterprise-license-agreement/ela-portal-faq.pdf
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-ea-workspace/ta-p/3630533




バージョン履歴（2019 年 4 月）
スライド番号 詳細 リリース

14 Cisco ONE の例を Cisco DNA に変更 2019 年 4 月

21、23 Cisco ONE を Cisco DNA/Data Center に変更 2019 年 4 月

55 ～ 62 使用状況レポートのノートに Cisco DNA と Data Center を追加 2019 年 4 月

旧 65 Cisco ONE のヘルプスライド削除 2019 年 4 月

21 スクリーンショットを更新 2019 年 4 月

54 詳細レポートと使用状況レポートの違いについて説明したスライドを追加 2019 年 4 月



バージョン履歴（2019 年 5 月）
スライド番号 詳細 リリース

35 ～ 39 Cisco DNA EA スイートのライセンス移行および廃止に関する新しいセクションを追加 2019 年 5 月



バージョン履歴（2019 年 6 月）
スライド番号 詳細 リリース

59 ～ 61 EA タブの新しい使用状況表示機能について説明したスライドを追加 2019 年 6 月

63 使用状況レポートに関する初期情報の一部をスライド 59 に移動 2019 年 6 月

旧 64 ～ 70 [レポート（Report）] タブから使用状況レポートのセクションを削除。今後無効。 2019 年 6 月



バージョン履歴（2019 年 7 月）
スライド番号 詳細 リリース

22（新規） Cisco DNA スイートが自動的に追加されているスライドを追加 2019 年 7 月

9、10、15、
20 ～ 21、
23 ～ 25、
31 ～ 32、
34 ～ 35、37、
41 ～ 43、49、
53 ～ 54、
56 ～ 60、
64 ～ 65、
67 ～ 69

新しい CSC インターフェイスを反映するようにスクリーンショットを更新 2019 年 7 月

18 ～ 19 ログインスクリーンショットを更新し、手順の文章を変更 2019 年 7 月



バージョン履歴（2019 年 8 月）
スライド番号 詳細 リリース

71 正常に動作していないサポートリンクを修正 該当なし



バージョン履歴（2019 年 10 月）
スライド番号 詳細 リリース

69 カスタマーサポートタブのスクリーンショットを更新 該当なし

71 サポートリンクを更新 該当なし



バージョン履歴（2020 年 3 月）
スライド番号 詳細 リリース

5 アジェンダスライドを更新 2020 年 3 月 13 日

7、8、13、
14、19、20、
21、22、23、
24、25、26、
27、28、29、
31、32、33、
34、35、36、
37、38、39、
40、41、42、
43、44、45、
46、47、48、
49、50、51、
52、53、54、
55、56、57、
60、61、62、
63、64

新しい EA Workspace のユーザインターフェイス（新しいユーザエクスペリエンス）。スクリーンショット
といくつかのコメントを更新。

2020 年 3 月 13 日

66、67 サポート情報とカスタマーヘルプページを更新 2020 年 3 月 13 日



バージョン履歴（2020 年 4 月）
スライド番号 詳細 リリース

7、8、13、 新しい EA Workspace ランディングページ -スクリーンショットを更新 2020 年 4 月 3 日

14 スマートアカウントへの新規ユーザの追加 –スクリーンショットを更新 2020 年 4 月 3 日

19、20、21 スライドを新規作成：新しい EA Workspace ランディングページ 2020 年 4 月 3 日

22、23、24、25、
26、27、28、29、
30、31、32

EA カタログと EA スイートの表示 -スライドを新規作成し、スクリーンショットを更新 2020 年 4 月 3 日

34、38、39、40、
41、42、45、46、
51、54、59、60、
64、65、67、68

EA Workspace の UI 変更によるスクリーンショットの更新 2020 年 4 月 3 日

58 RTU トランザクションタブを移動 2020 年 4 月 3 日


