
ソフトウェアライセンスの管理



ソフトウェアライセンス 作業前確認事項

ライセンス作業の前に、次の点を考慮してください。

• ライセンスをインストールする前にクラスタを作成し、少なくとも1回は Prism Web コンソールへのログインをお試しください。
ご購入いただいたライセンスをインストールするには、まずクラスタを作成する必要があります。

• クラスタを破棄する前には、必ずライセンスを回収し、No License に戻す必要があります。元々、No License のクラ
スタはライセンスを回収する必要はありません。

• もしクラスタに異なるレベルのライセンスが混在して適用されている場合、クラスタは、一番低いライセンスタイプの機能がデ
フォルト設定されます。例えば、一つのクラスタ内に Ultimate ライセンスと Pro ライセンスが混在して適用されている場
合、このクラスタはPro ライセンスの機能が効果を持ち、その機能セットにのみアクセスできます。この場合、Ultimate ラ
イセンスの機能にアクセスしようとすると、Web コンソールに警告が表示されます。

• 本ドキュメントで使用している画面ショットは、ご利用中の環境によって異なる可能性があります。



ソフトウェアライセンス 確認方法



ソフトウェアライセンス確認方法

ソフトウェアライセンスの確認方法を紹介します。確認方法は主に次の2通りとなります。

• Prism Web Console

• Support portal

Prism Web Console の License details と Support Portal の Licensed cluster の情報が一致しているとき、
最新のライセンスが正しく適用されています。情報が一致しない場合、Prism Web Console の License details の情
報が現在のライセンス適用状況です。

※もし情報が一致しない場合は、情報の差異がわかる情報と併せて、Support Portal からケースを作成し、お問い合わ
せください。



ソフトウェアライセンス確認方法

• Prism Web Console にログインし、ギアアイコン > Licensing の順で遷移します。

• License details をクリックし、ライセンス情報を確認する事が出来ます。



ソフトウェアライセンス確認方法

• Support Portal にログインし、Licenses > Licensed Cluster の順で遷移します。

• Cluster UUID をクリックし、ライセンス情報を確認する事が出来ます。



ソフトウェアライセンス 操作概要



ソフトウェアライセンス 操作概要

注意：
STEP 1～3 は必ず続けて行ってください。
間をあけると、続く工程の中で Error や、
ライセンス操作の Warning が出る原因となります。

もしライセンス操作開始時にSTEPが 1 では無い場合、
Cancel & go back を押下してSTEP 1 から操作
を開始してください。

• 全てのライセンス操作は下記の3ステップで行うことができます。

• ライセンス操作には Prism Web Console と Nutanix Support Portal へのアクセスが必須です。

• インターネット接続がない Dark Site 環境の場合、ファイルをインターネット接続環境下に持ち出し、
Nutanix Support Portal で操作を実施してください。



ソフトウェアライセンス操作手順

ここでは Capacity Based License (CBL) の追加手順を紹介します。



• Prism Element にログインし、ギアアイコン > Licensing の順で遷移します。

• Update License をクリックし、ライセンス操作を開始します。

ライセンス 操作手順



ライセンス 操作手順

• Step1にて、 Download を押下し、Cluster Summary File(以降CSFと略) をダウンロードします。



ライセンス 操作手順

• Step 2にて、 License page をクリックし Support Portal の Licenses ページに遷移します。

• Dark Site 環境の場合は、インターネット接続環境で My Nutanix にログイン、Support Portal の
Licenses ページを表示してください。

• 画面遷移時、My Nutanix へのログイン認証画面が表示された場合はログインを行ってください。

• Manage Licenses をクリックし、次のページに進んでください。



ライセンス 操作手順

• Select Tags で All licenses を指定します。

• ライセンスをTagで管理している場合は、適宜タグを指定します。

• Upload File をクリックし、Step 1で取得した CSF をアップロードします。

• ダークサイトの場合は、ダークサイト環境から持ち出したCSFをアップロードします。

• CSF アップロード後に遷移した画面で、目的のライセンス操作を行います。



ライセンス 操作手順

• 目的のボックスでライセンス操作を行います。本手順では Add Licenses 操作を行います。



ライセンス 操作手順 ※参考

• 既に適用されたライセンスの更新を行う場合は、Modify Selection をクリックします。

• ライセンスの回収を行う場合は、目的のタブで Unlicense をクリックするか、Unlicense All をクリックします。

• これらの操作は本手順では紹介しません。次ページからは Add Licenses の手順が続きます。



ライセンス 操作手順

• License Tier をクリックします。



ライセンス 操作手順

• 目的の License Tier を選択、manually manage をクリックします。 ※本手順では Pro を選択しています。



ライセンス 操作手順

• 表示されている全ブロックの Core Licenses, TIB Flash License を選択、Next をクリックします。



ライセンス 操作手順

• Core licenses, TIB Flash licenses の右端の v をクリックし、適用したいライセンスを選択します。クラ

スタに必要な容量分のライセンスが選択されると右下の Save が有効になります。



ライセンス 操作手順

• 目的のライセンスを選択したら、Next をクリックします。他の種類のライセンスも適用する場合は目的のラ
イセンスのボックスで同様の操作を繰り返し、最後に Next をクリックします。



ライセンス 操作手順

• Summaryで表示された情報が正しければ、Confirm をクリックします。



ライセンス 操作手順

• 本画面に遷移すると同時に、License Summary File(以降LSFと略)がダウンロードされます。

• Prism Element に戻り、ライセンス操作を継続します。



ライセンス 操作手順

• Step3にて、 Upload をクリックしLSF をアップロードした後、Apply License をクリックします。（LSFを

ダークサイト環境に戻して、アップロードします）



ライセンス 操作手順

• Licensing が正常に完了すると、Successfully applied licenses. と表示されます。

• 目的のライセンスが登録されていれば手順は完了です。



ソフトウェアライセンス操作手順

ここでは Nutanix Cloud Infrastructure(NCI) Licenseの追加手順を紹介します。



ライセンス 作業前確認事項

ライセンス作業の前に、下記をご確認ください。

• PnP 2.0 ライセンスの適用には Prism Central が必須です。

• ライセンスを適用したいクラスタ（Prism Element）が Prism Central に登録されている必要があります。

• NUS ライセンス以外の PnP2.0 ライセンスを適用するには、PC、PE それぞれが次の要件を満たしている必要がありま
す。

• PE Release - 6.0.1.7

• PC Release - 2021.9

• NCC Release - 4.3.0

• NUS ライセンスを適用するには、PC、PE それぞれが次の要件を満たしている必要があります。
• PE Release - 6.1.1

• PC Release - 2022.4

• NCC Release - 4.5.0

• 本ドキュメントで使用している画面ショットは、ご利用中の環境によって異なる可能性があります。



• Prism Central にログインし、ギアアイコン > Licensing の順で遷移します。

• Update License をクリックし、ライセンス操作を開始します。

ライセンス 操作手順



ライセンス 操作手順

• Step1にて、 Download を押下し、Cluster Summary File(以降CSFと略) をダウンロードします。



ライセンス 操作手順

• Step 2にて、 License page をクリックし Support Portal の Licenses ページに遷移します。
（Dark Site 環境の場合は、インターネット接続環境で My Nutanix にログイン、Support Portal 
> Licenses ページを表示してください。）

• 画面遷移時、My Nutanix へのログイン認証画面が表示された場合はログインを行ってください。

• Manage Licenses をクリックし、次のページに進んでください。



ライセンス 操作手順

• Select Tags で All licenses を指定します。

• ライセンスをTagで管理している場合は、適宜タグを指定します。

• Upload File をクリックし、Step 1で取得した CSF をアップロードします。

• CSF アップロード後に遷移した画面で、目的のライセンス操作を行います。



ライセンス 操作手順

• 目的のボックスでライセンス操作を行います。 本手順では Select Licenses 操作を行います。



ライセンス 操作手順 ※参考

• 既に適用されたライセンスの更新を行う場合は、Edit Selection をクリックします。

• ライセンスの回収を行う場合は、目的のタブで Unselect License をクリックします。

• これらの操作は本手順では紹介しません。次ページからは Select Licenses の手順が続きます。



ライセンス 操作手順

• ライセンスを適用するクラスターにチェックを入れ、Save をクリックします。



ライセンス 操作手順 ※参考

• 複数のクラスタに同じライセンスを適用する場合、 Edit Selection をクリックし、Add Clusters から追

加でライセンスを適用したいクラスタにチェックを入れ、Save をクリックします。



ライセンス 操作手順

• 目的の License 操作が完了したら、Next をクリックします。複数のクラスタへのライセンス適用や、他の種

類のライセンスも適用したい場合は P.31～34の操作を繰り返してから、最後に Next をクリックします。



ライセンス 操作手順

• Summaryで表示された情報が正しければ、Confirm をクリックします。



ライセンス 操作手順

• 本画面に遷移すると同時に、License Summary File(以降LSFと略)がダウンロードされます。

• Prism Central に戻り、ライセンス操作を継続します。



ライセンス 操作手順

• Step3にて、 Upload をクリックし LSF をアップロードした後、Apply License をクリックします。（LSF

をダークサイト環境に戻して、アップロードします）



ライセンス 操作手順

• Licensing が正常に完了すると、Successfully applied licenses. と表示されます。

• 目的のライセンスが登録されていれば手順は完了です。



Nutanix 機器の登録について



機器の登録について

• 別ドキュメント「Nutanix機器の登録情報の管理」をご確認ください。

https://www.nutanix.com/jp/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutanix/ja/documents/support/doc-support-portal-contact-registration.pdf


トラブルシューティング



トラブルシューティング

• 最新の Cluster Summary File、License Summary File をお使いですか?

• 都度、最新の Cluster Summary File を取得し、その Cluster Summary File を用いて License 

Summary File を生成してください。

• 一度、使用した CSF や LSF の再利用はできません。

• Support Portalは推奨ブラウザでご覧いただいていますか?

• Windows: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge

• Mac: Google Chrome / Mozilla Firefox / Apple Safari



トラブルシューティング

事象が改善されない場合は、Support Portal からケースを作成し、お問い合わせくださ

い。調査の迅速化のため、下記情報も併せてお送りください。

• エラーメッセージのスクリーンショット

• Prism > gear icon > Licensing > license details (View license details)

• 適用されているライセンスのIDが分かる画面をご送付ください

• Cluster Summary File

• License Summary File（取得済みの場合）

• nutanixユーザでSSHログインしたCVMで下記コマンドを実行した際の出力結果

• nutanix@cvm$ ncli cluster info

• nutanix@cvm$ ncli license get-license

• nutanix@cvm$ ncli alert history duration=90 

• nutanix@cvm$ ncli license get-allowances 

• nutanix@cvm$ ncli host ls 

• nutanix@cvm$ ncc health_checks system_checks check_license_compliance
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