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注：エンタープライズ アグリーメントのお客様は、登録にライセンス トークンおよび PAK は必要ありま
せん。 

重要：90 日間のトライアル期限が切れる前に、アプライアンスの新しいライセンスを有効にする必
要があります。有効にしない場合、アプライアンスの機能が停止し、使用できなくなります。 

はじめに 
目的 
このガイドでは、Cisco Stealthwatch™ システム製品の登録およびライセンス取得の手順を説明します。仮
想アプライアンスか UCS ハードウェア アプライアンスかにかかわらず、すべての Stealthwatch 製品を登録
し、ライセンスを取得する必要があります。 

対象読者 
このドキュメントは、Stealthwatch 製品の登録およびライセンス取得の担当者を対象としています。 

準備 
アプライアンスを登録してライセンスを取得するには次の情報が必要です。 

 ライセンス トークン：製品を購入すると、ライセンス トークンまたは製品アクティベーション キー
（PAK）が与えられます。この情報は、製品購入確認（電子メール経由）またはハードウェアのボッ
クス（UDP Director のみ）に記載されています。詳細については、「アカウントへのライセンス トー
クンの追加」を参照してください。この情報が見つからない場合は、Cisco Stealthwatch サポートに
お問い合わせください。 

 シリアル番号：シリアル番号は、アプライアンスの管理ホーム ページで確認できます。このページ
は、アプライアンスを設置および設定した後に利用できるようになります。詳細については、
「Stealthwatch アプライアンスの登録」を参照してください。 

トライアル ライセンス 
すべての Stealthwatch アプライアンスには、アプライアンスに電源を初めて入れてから 90 日間有効なトラ
イアル ライセンスが含まれています。90 日が経過すると、トライアル ライセンスの期限が切れて、新しい
ライセンスを有効にするまで、アプライアンスを使用できなくなります。新しいライセンスを取得する、ま
たは既存のライセンスを更新する場合は、最寄りのシスコ パートナーにお問い合わせださい。 
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ダウンロードおよびライセンス センター 
ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）は、アカウントを管理し
たり、Stealthwatch 製品の最新情報を入手できるオンライン ソフトウェア配信サービスです。以下を行う場
合は、ダウンロードおよびライセンス センターを使用します。 

 新しいアプライアンスの登録 

 新しい仮想アプライアンス ソフトウェア ファイルのダウンロード 

 ソフトウェア更新ファイルのダウンロード 

 アプライアンスのライセンスおよび機能の追加 

サポートへの問い合わせ 
テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。 

 最寄りのシスコ パートナーにご連絡ください。 

 Cisco Stealthwatch サポートのお問い合わせ先： 

o Web でケースを開く場合：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html 

o 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com 

o 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447（米国） 

o ワールドワイド サポート番号：www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_ 
contacts.html 

 

https://lancope.flexnetoperations.com/
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
http://tac@cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html


 

© 2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. 

7 

登録およびライセンス取得プロセスの
概要 

1. ダウンロードおよびライセンス センターへのアクセス：アカウントにログインします。初回のアカ
ウント登録の場合は、製品アクティベーション キー（PAK）またはライセンス トークン（トークン 
ID）のいずれかを使用します。 

2. ライセンス トークンの追加：製品アクティベーション キー（PAK）またはライセンス トークン
（トークン ID）を使用して、ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントに各アプライア
ンスを追加します。 

3. ソフトウェアのダウンロード：「Stealthwatch ソフトウェアのダウンロード」を参照して、新しい仮
想アプライアンスをインストールするか、アプライアンス ソフトウェアを更新します。 

4. アプライアンスの登録：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントにすべてのアプライア
ンスのシリアル番号を登録します。 

5. アプライアンスのライセンス取得と機能の追加：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウン
トにライセンスと機能を追加します。 

6. アプライアンスでのライセンスの有効化：アプライアンスを使用するには、SMC を通じてまたは
個々のアプライアンスでライセンスを有効化します。 

7. ライセンス ステータスの確認：[ライセンス管理（License Management）] ページを使用して、製品
ライセンスのステータスを確認します。 

8. ライセンスの有効期限アラームの設定：ライセンスの有効期限、ライセンスの破損、またはライセン
スのない製品に関する電子メール通知を設定します。 
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アカウントの登録 
アカウントをダウンロードおよびライセンス センターで設定するには、次の手順を使用します。 

 ダウンロードおよびライセンス センター：https://lancope.flexnetoperations.com 

 ライセンス トークン：製品を購入すると、ライセンス トークンまたは製品アクティベーション キー
（PAK）が与えられます。この情報は、製品購入確認（電子メール）またはハードウェア ボックス
（UDP Director のみ)に記載されています。この情報が見つからない場合は、Cisco Stealthwatch サ
ポートにお問い合わせください。 

 エンタープライズ アグリーメントのお客様：エンタープライズ アグリーメントを通じて仮想アプラ
イアンスを購入した場合、ダウンロードおよびライセンス アカウントの登録にライセンス トークン
または PAK は不要です。「パスワードの定義」に進んでください。 

アカウントの登録 
アカウントの設定を開始するには、ライセンス トークンまたは製品アクティベーション キーが必要です。
エンタープライズ アグリーメントのお客様は、この項をスキップして「パスワードの定義」に進んでくだ
さい。 

1. https://lancope.flexnetoperations.com にアクセスします。 

2. [ライセンストークンの登録（Register License Token）] リンクをクリックします。 

 

https://lancope.flexnetoperations.com/
https://lancope.flexnetoperations.com/
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注：複数の PAK またはライセンス トークンを受け取った場合は、これらのトークン ID のいずれかを登録
に使用できます。他のトークンは、後の手順でアカウントに追加します。 

3. [ライセンストークン（License Token）] フィールドに 1 つのライセンス トークンまたは製品アク
ティベーション キーを入力します。[ライセンストークンの送信（Submit License Token）] をクリッ
クします。 

4. 自身の連絡先情報を入力します。 

 

5. [自分の登録情報を送信（Submit My Registration Information）] をクリックします。[製品情報
（Product Information）] ページが開き、登録したトークンに関連付けられている製品が示されます。 

 

6. [ログアウト（Logout）] をクリックします。ページを開いたまま、「パスワードの定義」に進み
ます。 
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重要：電子メールのリンクは受信後 10 分間のみ有効です。電子メール リンクが期限切れになった場合は、
もう一度 [パスワード検索（Password Finder）] をクリックして新しいリンクを要求します。 

パスワードの定義 
ダウンロードおよびライセンス センター アカウントのパスワードを定義するか、パスワードをリセットす
るには、次の手順を使用します。 

1. https://lancope.flexnetoperations.com にアクセスします。 

2. [パスワード検索（Password Finder）] をクリックします。 

 

3. 自分の電子メール アドレスを入力します。[送信（Submit）] をクリックします。 

4. 5 分以内に、パスワードをリセットするためのリンクが記載された電子メールが届きます。 

5. リンクをクリックし、画面の指示に従って、パスワードをリセットします。 

 
 

https://lancope.flexnetoperations.com/
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アカウントへのライセンス トークンの
追加 
トークンは、ダウンロードおよびライセンス センターで製品を登録し、ライセンスを取得するために必要
です。 

アプライアンスを購入すると、購入した各 Stealthwatch 製品のライセンス トークンまたは製品アクティ
ベーション キー（PAK）が与えられます。この情報は、製品購入確認（電子メール）またはハードウェア 
ボックス（UDP Director のみ)に記載されています。この情報が見つからない場合は、Cisco Stealthwatch サ
ポートにお問い合わせください。 

 ライセンス トークンの確認：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントに適用されている
トークンを確認するには、[ライセンストークンの表示（View License Tokens）] をクリックします。
トークンが届いていない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。 

 エンタープライズ アグリーメントのお客様：エンタープライズ アグリーメントを通じて仮想アプラ
イアンスを購入した場合、ライセンス トークンまたは PAK は不要です。製品がダウンロードおよび
ライセンス センターのアカウントにリストされているか確認するには、[注文履歴（Order History）] 
をクリックします。製品がリストされていない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせ
ください。 

o UCS ハードウェアがある場合は、本項「アカウントへのライセンス トークンの追加」の説明
に従ってアカウントにライセンス トークンを追加します。 

o 追加する製品がない場合は、「Stealthwatch ソフトウェアのダウンロード」に進みます。 

ライセンス トークンをアカウントに追加するには、次の手順を実行します。 

1. ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）にログインします。 

2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ライセンストークンの追加（Add License Tokens）] をクリッ
クします。 

https://lancope.flexnetoperations.com/
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3. 各フィールドに 1 つの PAK またはライセンス トークンを入力します。 

 
4. [登録（Register）] をクリックします。 

5. 追加のトークンを登録する場合は、このセクションの手順を繰り返します。 

Stealthwatch ソフトウェアのダウンロード 
新しい Stealthwatch 仮想アプライアンス（Stealthwatch Flow Sensor VE など）をインストールしたり、ア
プライアンス ソフトウェアを更新したりするには、このセクションの手順を実行します。 

1. ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）にログインします。 

2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ダウンロード（Downloads）] をクリックします。 

https://lancope.flexnetoperations.com/
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注：アプライアンスのソフトウェア リンクが表示されない場合は、ライセンス トークンがアカウントに追加
されていることを確認してください。詳細については、「アカウントへのライセンス トークンの追加」を参
照してください。 

重要：アプライアンスを設定し、Stealthwatch システムの更新ガイドに記載された手順で順序どおりに
ソフトウェアをインストールします。 

3. [現在のバージョン（Current Versions）] タブで、ダウンロードが必要なソフトウェアのリンクをク
リックします。 

 新しい仮想アプライアンスのインストール：OVF リンクをクリックします。 

 新しい KVM 仮想アプライアンスのインストール：ISO リンクをクリックします。 

 ソフトウェアの更新：SWU リンクをクリックします。 

 

ソフトウェアはアプライアンス別にリストされ、新しいアプリケーションをインストールするためのリンク
とアプライアンス ソフトウェアを更新するためのリンクがあります。 

 

4. 任意の場所にファイルを保存します。 

5. 新しい仮想アプライアンス：該当する Stealthwatch システム仮想エディションの『Installation and 
Configuration Guide』の説明に従って VE アプライアンスをインストールおよび設定します。 

ソフトウェアの更新：『Stealthwatch System Update Guide』に従ってソフトウェアの更新をインス
トールします。 
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6. インストールまたは更新する追加のアプライアンスがある場合は、このセクションの手順を繰り返し
ます。 

Stealthwatch アプライアンスの登録 
次の手順を使用して、ダウンロードおよびライセンス センターで各ハードウェア アプライアンスおよび仮
想アプライアンスを登録します。 

アプライアンスを登録する前に、以下を確認してください。 

 UCS ハードウェア アプライアンス：アプライアンスは、『Stealthwatch Hardware Installation 
Guide』と『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』に従って設置および設定する必要
があります。 

 仮想アプライアンス：アプライアンスは、『Stealthwatch Virtual Edition Installation and 
Configuration Guide』に従ってインストールおよび設定する必要があります。 

 ライセンス トークン：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントにアプライアンスのライセ
ンス トークンを追加する必要があります（「アカウントへのライセンス トークンの追加」を参照）。 

1. アプライアンスのシリアル番号のコピー 
登録を完了するにはアプライアンスのシリアル番号が必要です。 

アプライアンスの管理ホームページからシリアル番号をコピーするには、次の手順を実行します。 

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。 

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

3. ホームページの下部までスクロールします。 

4. シリアル番号をコピーし、テキスト エディタまたは [シリアル（Serial）] フィールドに直接貼り付け
ます（「アプライアンスの登録」を参照）。 

アプライアンスの管理ホームページの下部にシリアル番号が表示されます。シリアル番号は、アプ
ライアンスの省略形から始まります。たとえば、Stealthwatch Management Console は SMC から
始まります。 
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注：ワープロ ソフトを使用してシリアル番号を貼り付けないでください。想定外の文字が入力されて、シリ
アル番号を登録しようとするとエラーになることがあります。 

 

 

アプライアンスの管理ホーム ページにアクセスできない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせ
ください。製品が UCS ハードウェアの場合は、ハードウェア タグに記載されている情報が必要です。 

 

2. アプライアンスの登録 
1. ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）にログインします。 

2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アプライアンスの登録（Register Appliances）] をクリックし
ます。 

https://lancope.flexnetoperations.com/
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重要：90 日間のトライアル期限が切れる前に、新しいライセンスを有効にする必要があります。有効にし
ない場合、アプライアンスの機能が停止し、使用できなくなります。 

 
3. [シリアル番号（Serial Number）] フィールドに、アプライアンスのシリアル番号を入力します。 

 
4. [アプライアンスの登録（Register Appliance）] をクリックします。 

[アプライアンスの確認（Confirm Appliance）] ページが開き、アプライアンスが自分のアカウントに
正常に登録されていることが示されます。 

5. オプション：[エイリアス（Alias）] フィールドにわかりやすい名前を入力します。[アプライアンス
の登録（Register Appliance）] をクリックします。 

6. 追加のアプライアンスを登録する場合は、本項「アプライアンスの登録」の手順を繰り返します。 

7. 次の「アカウントへのライセンスと機能の追加」に進みます。 

3. アカウントへのライセンスと機能の追加 
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注：アプライアンスを検索するには、該当フィールドにシリアル番号またはエイリアスを入力します。[フィ
ルタ（Filter）] をクリックします。 

注：使用可能な機能は、購入したアプライアンスおよび機能によって異なります。機能の最新のリスト、
または追加のライセンスや機能を購入する場合は、シスコ パートナーにお問い合わせください。 

1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[自分のアプライアンス（My Appliances）] をクリックします。 

2. アプライアンスのシリアル番号をクリックします。 

3. 次の「ライセンスと機能」の表でアプライアンス要件を確認します。 

アプライアンス ライセンス 機能 

Flow Collector FCBASE 適用対象外 

Flow Sensor FSBASE 適用対象外 

SMC SMCBASE* フロー レート ライセンス（FPS）：必須 

クラウドのライセンス 
（詳細については、『Cloud License 

Configuration Guide』を参照） 

エンドポイント  

ライセンス IDentity ライセンス 

脅威インテリジェンス ライセンス 

UDP Director UDVE、UD2200 UDP Director：必須 

 
*2 つの SMC 間にフェールオーバー関係を確立することにより、それらの一方がもう一方のバックアップ コンソールとして
機能するようにすることができます。SMCBASE により SMCRED ライセンスが有効化され、SMC が冗長（セカンダリ）
SMC として機能できます。詳細については、Stealthwatch カスタマー サポートにお問い合わせください。 

 

 

4. 次のいずれかを実行します。 

 アプライアンスの基本ライセンスを追加機能なしで使用する場合は、手順 7 に進みます。 

 アプライアンスに機能を追加するには、[機能の追加（Add Features）] をクリックします。詳細に
ついては、「ライセンスと機能」の表（上記）を参照してください。 
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重要：アプライアンスにダウンロードしたライセンス（BIN）ファイルは、72 時間以内に有効化する必
要があります。72 時間の期限が切れた場合は、この手順を繰り返して、新しいライセンス ファイルを
ダウンロードします。 

 
5. [追加数量（Qty to Add）] 列に、使用する必要のある各機能のユニット数を入力します。 

 
6. [機能の追加（Add Features）] をクリックします。 

7. アプライアンスでインターネットにアクセスできる場合は、次の手順に進みます。 

アプライアンスでインターネットにアクセスできない場合は、[ライセンスのダウンロード
（Download License）] をクリックします。ライセンスの BIN ファイルを保存します。ローカル 
ハード ドライブ、ネットワーク上の場所、またはポータブル ドライブに保存できます。 

8. 「アプライアンスでのライセンスの有効化」に進みます。 
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重要：オンラインまたはオフラインのどちらで有効化する場合も、最初に SMC でライセンスを有効化し
ます。 

アプライアンスでのライセンスの有
効化 
ダウンロードおよびライセンス センターではアカウントにライセンスと機能を追加できます。アプライアン
スを使用するには、ライセンスと機能をアプライアンスで有効にする必要があります。 
 

 

プロセスの概要 
1. SMC でライセンスを有効化します。 

 SMC でインターネットにアクセスできる場合は、「ライセンスのオンラインでの有効化」を使用
します。 

 SMC でインターネットにアクセスできない場合は、「ライセンスのオフラインでの有効化」を使
用します。 

2. 必要に応じて、スタンドアロン アプライアンス（SMC で管理されていない）または個々のアプライ
アンスでライセンスを有効化します。 

 アプライアンスでインターネットにアクセスできる場合は、「ライセンスのオンラインでの有効
化」を使用します。 

 アプライアンスでインターネットにアクセスできない場合は、「ライセンスのオフラインでの有効
化」を使用します。 

ライセンスをオンラインで有効化 
ライセンスの有効化を管理するには、インターネットにアクセスできる SMC で行うのが最も便利です。ア
プライアンスが SMC で管理されていない場合は、アプライアンスごとにライセンスを有効化できます。ま
た、個々のアプライアンスでいつでもライセンスを有効化できます。 
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オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備 
1. ダウンロードおよびライセンス センターで、アプライアンスを登録し、関連するライセンスと機能を

アカウントに追加する必要があります。詳細については、「登録およびライセンス取得プロセスの概
要」を参照してください。 

2. 次のように、SMC またはスタンドアロン アプライアンスの設定要件を確認します。 

アプライアンス 
設定要件 

インターネット  
アクセス 

インターネット プロキシ サー
バと DNS サーバ 

SMC によって管理されるアプ
ライアンス 

SMC 必須 SMC アプライアンスでイン

ターネット プロキシ サー

バ（ご利用のネットワーク

に該当する場合）と DNS 

サーバを設定します。 

SMC と管理対象アプライ

アンスの間に、ポート 

443 を介した HTTPS 経由

の明確な通信パスがある

ことを確認します。 

スタンドアロン 

アプライアンス 

（SMC で管理さ

れていない） 

必須 アプライアンスでインター

ネット プロキシ サーバ

（ご利用のネットワークに

該当する場合）と DNS 

サーバを設定します。 

適用対象外 

3. システム設定に対応する方法を使用します。 

 SMC：次のいずれかの手順を使用して、SMC および設定したアプライアンスのライセンスを有効
化して管理できます。 

o システム セットアップ ツールを使用してライセンスをオンラインで有効化（推奨） 

o デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオンラインでの有効化 

 スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：アプライアンスが SMC で管理されていない場合、
または個々のアプライアンスでライセンスを有効化する場合は、次の手順を使用します。 

o Web クライアントによるライセンスのオンラインでの有効化 
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注：Stealthwatch システムの設定については、『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または
『Stealthwatch Management Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide』を参照して
ください。 

システム セットアップ ツールを使用したライセンスのオンラインでの有
効化（推奨） 
Stealthwatch システムの設定時に、システム セットアップ ツールを使用して、SMC および SMC で管理す
るアプライアンスのライセンスを有効化できます。 
 

1. 「オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。 

2. システム セットアップ ツールで、画面の指示に従って、[インターネットアクセス（Internet 
Access）] ページに移動します。 

3. [ダイレクトアクセス（Direct Access）] または [プロキシサーバ経由でのアクセス（Access Via a 
Proxy Server）] を選択します。 

 

4. [次へ（Next）] をクリックします。 

5. [ライセンス（Licensing）] > [オンライン（Online）] ページで、[アクティベート（Activate）] アイコ
ン（ ）をクリックします。 
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重要: この方法は、選択した個々のアプライアンスのライセンスのみを有効化する場合に使用します。この
方法を使用して SMC でライセンスを有効化しても、SMC が管理するアプライアンスのライセンスは有効
になりません。 

 

6. 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management Console 
VE and Flow Collector VE Installation and Configuration』の説明に従って設定プロセスを続けます。 

Web クライアントによるライセンスのオンラインでの有効化 
SMC または個々のアプライアンスのライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。 
 

 

1. 「オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。 

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。ログ
イン ページが開きます。 

 

3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 
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4. SMC：[ライセンスマネージャを起動（Launch License Manager）] をクリックします。SMC のライ
センスがすでに付与されている場合は、[設定（Settings）] アイコン > [アプライアンスの管理
（Administer Appliance）] をクリックします。 

スタンドアロン アプライアンス：次の手順に進みます。 

5. [設定（Configuration）] > [ネーミングと DNS（Naming and DNS）] をクリックします。DNS サー
バが設定されていることを確認します。 

6. システムでインターネット プロキシ サーバを使用している場合は、[設定（Configuration）] > [サービ
ス（Services）] をクリックしてプロキシ サーバを設定します。ページを下にスクロールしてフィー
ルドを表示する必要があります。 

 

7. [設定（Configuration）] > [ライセンス（Licensing）] をクリックします。 

8. [有効化の方法の選択（Choose the Activation Method）] セクションで、[オンラインライセンス
（Online Licensing）] を選択します。 
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9. [アクティベート（Activate）] をクリックします。 

10. 設定プロセスを続けます。 

 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management 
Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide』を使用して設定を完
了します。 

 脅威インテリジェンス ライセンスを購入した場合は、設定の手順を使用してフィードを有効に
します。 

デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオンラインでの有効化 
デスクトップ クライアントを使用して SMC のライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。この
方法では、SMC と SMC が管理するアプライアンスでライセンスが有効化されます。 

1. 「オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。 

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。 
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3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

4. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当て
る適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。 

 コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB 
の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。 

 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインス
トールされている必要があります。 

 

5. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。 

6. [ライセンスのライセンスマネージャ（License License Manager）] をクリックします。[ライセンス
マネージャ（License Manager）] ダイアログが開きます。 

初期設定後に新しい機能のライセンスを取得するには、デスクトップ クライアントを起動します。
[ヘルプ（Help）] > [ライセンス管理（License Management）] をクリックしてダイアログ ボックス
を開きます。 

 

7. [ライセンスを有効化する（Activate License）] をクリックします。 
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8. [オンラインアクティベーション（Online Activation）] をクリックします。 

 

9. DNS サーバのリンクをクリックし、必要に応じて設定します。 

10. [プロキシサーバ（Proxy server）] リンクをクリックし、必要に応じて設定を構成します。 

11. [続行（Continue）] をクリックします。画面に表示される指示に従って操作します。 

12. [閉じる（Close）] をクリックして、[ライセンスマネージャ（License Manager）] ダイアログ ボッ
クスを閉じます。 

13. 設定プロセスを続けます。 

 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management 
Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide』を使用して設定を完了し
ます。 

 脅威インテリジェンス ライセンスを購入した場合は、設定の手順を使用してフィードを有効にし
ます。 

ライセンスをオフラインで有効化 
SMC または個々のアプライアンスでインターネットにアクセスできない場合は、この項の手順を使用して
ライセンスをオフラインで有効化します。ただし、ライセンス ファイル（BIN）はダウンロードおよびライ
センス センターからダウンロードする必要があり、この際にはインターネット アクセスが必要ですのでご
注意ください。詳細については、「アカウントへのライセンスと機能の追加」を参照してください。 
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重要: この方法は、選択した個々のアプライアンスのライセンスのみを有効化する場合に使用します。この
方法を使用して SMC でライセンスを有効化しても、SMC が管理するアプライアンスのライセンスは有効
になりません。 

オフラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備 
1. ダウンロードおよびライセンス センターからライセンスと機能ライセンス BIN ファイルをダウンロー

ドします。詳細については、「アカウントへのライセンスと機能の追加」を参照してください。 

2. システム設定に対応する方法を使用します。 

 SMC：「デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオフラインでの有効化」を使用し
て、SMC および設定されたアプライアンスのライセンスを有効化し、管理できます。 

 スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：アプライアンスが SMC で管理されていない場合、
または個々のアプライアンスでライセンスを有効化する場合は、「Web クライアントによるライ
センスのオフラインでの有効化」を使用します。 

Web クライアントによるライセンスのオフラインでの有効化 
SMC または個々のアプライアンスのライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。 
 

 

1. 「オフラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。 

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。ログ
イン ページが開きます。 

 

3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

4. SMC：[ライセンスマネージャを起動（Launch License Manager）] をクリックするか、ダッシュボードで 
[設定（Settings）] アイコン > [アプライアンスの管理（Admin Appliance）] をクリックします。 

スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：次の手順に進みます。 
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5. [設定（Configuration）] > [ライセンス（Licensing）] をクリックします。 

6. [有効化の方法の選択（Choose the Activation Method）] セクションで、[オフラインライセンス
（Offline Licensing）] を選択します。 

 

7. [参照（Browse）] をクリックします。 

8. [アクティベート（Activate）] をクリックします。 
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重要：[ライセンス管理（License Management）] のアプライアンス タブを選択することにより、この方法
を使用して SMC で管理されるアプライアンスでライセンスを有効化できます。 

デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオフラインでの有
効化 
デスクトップ クライアントを使用して SMC のライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。 
 

 

1. 「オフラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。 

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力し
ます。 

 

3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

4. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当て
る適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。 

 コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB 
の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。 

 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインス
トールされている必要があります。 

 

5. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。 
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6. [ライセンスマネージャ（License Manager）] をクリックします。[ライセンスマネージャ（License 
Manager）] ダイアログが開きます。 

初期設定後に新しい機能のライセンスを取得するには、デスクトップ クライアントを起動します。
[ヘルプ（Help）] > [ライセンス管理（License Management）] をクリックしてダイアログ ボックス
を開きます。 

 

7. アプライアンスのタブをクリックします。 

 

8. [ライセンスを有効化する（Activate License）] をクリックします。 
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9. [オフラインアクティベーション（Offline Activation）] をクリックします。 

 

10. [参照（Browse）] をクリックします。 

11. 画面の指示に従って、ライセンスの有効化を完了します。 

12. 設定プロセスを続けます。 

 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management 
Console VE Installation and Configuration Guide』を使用して設定を完了します。 

 脅威インテリジェンス ライセンスを購入した場合は、設定の手順を使用してフィードを有効に
します。 

13. SMC で管理される別のアプライアンスを更新するには、手順 7 ～ 13 を繰り返します。 
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ライセンス ステータスの確認 
製品ライセンスは最新の状態に保つことが重要です。たとえば、フロー レート ライセンスの期限が切れる
と、Stealthwatch システムのフロー コレクタはフロー データの収集を停止する可能性があります。 

[ライセンス管理（License Management）] ページを使用して、製品ライセンスのステータスを確認しま
す。SMC の [システム管理（System Management）] ページ、Web クライアント、またはデスクトップ ク
ライアントから、[ライセンス管理（License Management）] を開くことができます。 

 必要なライセンス：製品を機能させるには、いくつかの機能ライセンスが必要です。ライセンスのリ
ストは、「アカウントへのライセンスと機能の追加」を参照してください。 

 通知：ライセンスがない、または期限切れの場合、ログイン時にアプライアンスに通知が表示されま
す。ライセンスの有効期限が切れる前に電子メール通知を受け取るには、「ライセンスの有効期限通
知の設定」を参照してください。 

 サポート：新しいライセンスを取得したり、既存のライセンスを更新したりする場合、または破損し
たライセンスについてサポートが必要な場合は、最寄りのシスコ パートナーまたは Cisco 
Stealthwatch サポートにお問い合わせください。 

[システム管理（System Management）] ページから [ライセンス管理
（License Management）] を開く 
SMC の [システム管理（System Management）] ページから [ライセンス管理（License Management）] を
開くには、次の手順を実行します。 

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC の IP アドレスを入力します。ログイン ペー
ジが開きます。 

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

3. [設定（Settings）] アイコンをクリックします。 

4. [システム管理（System Management）] をクリックします。 

5. [システムの可視性（System Visibility）] セクションを確認します。SMC またはその他のアプライアン
スの [ライセンスステータス（License Status）] アイコンをクリックします。 
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[ステータスを使用できません（Status Not Available）]：セカンダリ SMC のステータスが [ステー
タスを使用できません（Status Not Available）] と表示される場合があります。[ライセンス管理
（License Management）] で詳細を確認するには、[ステータス（Status）] アイコンをクリックし
ます。 

6. [ライセンス管理（License Management）] ページが開きます。（この手順でアプライアンスへのログ
インを求められる場合があります）。 

7. [機能ライセンスステータス（Feature License Status）] セクションで、アプライアンスにインストー
ルされている各ライセンスのステータスを確認します。各ライセンスの有効期限日とステータスをメ
モしてください。 
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Web クライアントから [ライセンス管理（License Management）] を開く 
Web クライアントを使用して、選択したアプライアンスのライセンス ステータスを確認できます。Web ク
ライアント インターフェイスから [ライセンス管理（License Management）] を開くには、次の手順を実行
します。 

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。ログ
イン ページが開きます。 

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

3. SMC：[設定（Settings）] アイコン > [アプライアンスの管理（Administer Appliance）] をクリックし
ます。スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：次の手順に進みます。 

4. [設定（Configuration）] > [ライセンス（Licensing）] をクリックします。[ライセンス管理（License 
Management）] ページが開きます。 

5. [機能ライセンスステータス（Feature License Status）] セクションで、アプライアンスにインストー
ルされている各ライセンスのステータスを確認します。各機能の有効期限日とステータスをメモして
ください。 

 



 

© 2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. 

35 

デスクトップ クライアントから [ライセンス管理（License 
Management）] を開く 
SMC デスクトップ クライアントでは、SMC で管理される各アプライアンスのライセンス ステータスを確
認できます。デスクトップ クライアント インターフェイスから [ライセンス管理（License Management）] 
を開くには、次の手順を実行します。 

 

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。 

 

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

3. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当て
る適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。 

 コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB 
の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。 

 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインス
トールされている必要があります。 

 

4. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。 
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5. [ライセンスマネージャ（License Manager）] をクリックします。[ライセンスマネージャ（License 
Manager）] ダイアログが開きます。 

初期設定後に製品ライセンスを確認するには、デスクトップ クライアントを起動します。[ヘルプ
（Help）] > [ライセンス管理（License Management）] をクリックしてダイアログボックスを開きます。 

6. アプライアンスのタブをクリックします。 

 

7. アプライアンスにインストールされている各ライセンスのステータスを確認します。各機能の有効期
限日とステータスをメモしてください。 

8. SMC で管理される各アプライアンスに対して手順 7 および 8 を繰り返します。 
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ライセンスの有効期限通知の設定 
SMC デスクトップ クライアントを使用してライセンスの通知を管理できます。アプライアンスのライセン
スの有効期限、破損、またはライセンスされていない製品に関する電子メール通知を設定するには、次の手
順を使用します。アプライアンスのライセンスが期限切れになると、アプライアンスがフローの収集を停止
することがあるため、ライセンスは常に最新の状態にしておくことが重要です。 

1. アカウントへのユーザの電子メール アドレスの追加 
ユーザをアカウントに追加するには、次の手順を使用します。このユーザは、設定した電子メール通知を受
信します。ユーザがシステムですでに設定されている場合、以下の手順を使用して電子メール アドレスが正
確であるか確認します。 

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。 

 

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。 

3. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当て
る適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。 

 コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB 
の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。 

 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインス
トールされている必要があります。 
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4. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。 

5. [設定（Configuration）] タブをクリックします。 

6. [プロパティ（Properties）] をクリックします。 

7. [SMTP リレーアドレス（SMTP Relay Address）] フィールドに、電子メール受信者の SMTP リレー 
アドレスを入力します。 

 

8. オプション：[送信元メールアドレス（From Email Address）] フィールドに電子メール アドレスを
入力すると、受信者の電子メール フィルタで送信元を特定できます（例：
smcalarms@stealthwatch.com）。 

9. [ユーザ管理（User Management）] をクリックします。 

10. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ユーザ（Users）] をクリックします。 
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11. 新しいユーザを追加するには、[追加（Add）] をクリックします。 

現在のユーザを選択するには、リストのユーザ名をダブルクリックします。 

12. 新しいユーザまたは現在のユーザのフィールドを入力します。 

13. ユーザの電子メール アドレスを入力します。 

14. [OK] をクリックします。 

15. [閉じる（Close）] をクリックします。 

2. ライセンス ルールの作成 
ライセンスの有効期限、破損、またはライセンスされていない製品に関するライセンス通知ルールを作成す
るには、次の手順を使用します。 

1. [設定（Configuration）] タブをクリックします。 

2. [応答の管理（Response Management）] をクリックします。 

3. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ルール（Rule）] をクリックします。 

4. [追加（Add）] をクリックします。 

5. [Stealthwatch管理コンソールシステムアラーム（Stealthwatch Management Console System 
Alarm）] をクリックします（または別のアプライアンスのルール タイプをクリックします）。 
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6. [OK] をクリックします。 

7. ライセンス ルールの [名前（Name）] と [説明（Description）] フィールドに入力します。 

8. [有効（Enabled）] チェック ボックスをクリックして、チェック マークを追加します。 

o ルールを作成するには、[...] 省略記号ボタンをクリックします。 

o ドロップダウン ボックスをクリックしてルールを選択します。 

 

9. 他のルールを追加するには、手順 8 を繰り返します。 

10. ダイアログ ボックスは閉じないでください。次の手順「電子メール通知の作成」に進みます。 

3. 電子メール通知の作成 
1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アクション（Actions）] をクリックします。 

2. [電子メール（Email）] セクションで、[追加（Add）] をクリックします。 

3. [電子メール（Email）] をクリックします。 

4. 電子メール名をクリックして選択します。 

5. [OK] をクリックします。 

6. [電子メールアクションの追加（Add Email Action）] ダイアログ ボックスで、すべてのフィールドに
入力して電子メール通知を作成します。 
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7. [OK] をクリックします。 

4. 電子メール通知のテスト 
1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アクション（Actions）] をクリックします。 

2. 通知名をクリックして選択します。 

3. [編集（Edit）] をクリックします。 

4. [テスト（Test）] をクリックします。 

5. 電子メール受信者アカウントをチェックして、テスト メールの受信を確認します。 

 



 

© 2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. 

42 

ライセンスの更新または購入 
製品ライセンスは最新の状態に保つことが重要です。たとえば、フロー レート ライセンスの期限が切れる
と、Stealthwatch システムのフロー コレクタはフロー データの収集を停止する可能性があります。新しい
ライセンスを取得したり、既存のライセンスを更新したりする場合、または破損したライセンスについてサ
ポートが必要な場合は、最寄りのシスコ パートナーまたは Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせく
ださい。 
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はじめに

目的

このガイドでは、Cisco Stealthwatch™ システム製品の登録およびライセンス取得の手順を説明します。仮想アプライアンスか UCS ハードウェア アプライアンスかにかかわらず、すべての Stealthwatch 製品を登録し、ライセンスを取得する必要があります。

対象読者

このドキュメントは、Stealthwatch 製品の登録およびライセンス取得の担当者を対象としています。

準備

アプライアンスを登録してライセンスを取得するには次の情報が必要です。

·  (
注：エンタープライズ
 
アグリーメントのお客様
は、登録にライセンス
 
トークンおよび
 PAK 
は必要ありません。
)ライセンス トークン：製品を購入すると、ライセンス トークンまたは製品アクティベーション キー（PAK）が与えられます。この情報は、製品購入確認（電子メール経由）またはハードウェアのボックス（UDP Director のみ）に記載されています。詳細については、「アカウントへのライセンス トークンの追加」を参照してください。この情報が見つからない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

· シリアル番号：シリアル番号は、アプライアンスの管理ホーム ページで確認できます。このページは、アプライアンスを設置および設定した後に利用できるようになります。詳細については、「Stealthwatch アプライアンスの登録」を参照してください。

トライアル ライセンス

 (
重要：
90 
日間のトライアル期限が切れる前に、アプライアンスの新しいライセンスを有効にする必要があります
。
有効にしない場合、アプライアンスの機能が停止し、使用できなくなります。
)すべての Stealthwatch アプライアンスには、アプライアンスに電源を初めて入れてから 90 日間有効なトライアル ライセンスが含まれています。90 日が経過すると、トライアル ライセンスの期限が切れて、新しいライセンスを有効にするまで、アプライアンスを使用できなくなります。新しいライセンスを取得する、または既存のライセンスを更新する場合は、最寄りのシスコ パートナーにお問い合わせださい。

ダウンロードおよびライセンス センター

ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）は、アカウントを管理したり、Stealthwatch 製品の最新情報を入手できるオンライン ソフトウェア配信サービスです。以下を行う場合は、ダウンロードおよびライセンス センターを使用します。

· 新しいアプライアンスの登録

· 新しい仮想アプライアンス ソフトウェア ファイルのダウンロード

· ソフトウェア更新ファイルのダウンロード

· アプライアンスのライセンスおよび機能の追加

サポートへの問い合わせ

テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

· 最寄りのシスコ パートナーにご連絡ください。

· Cisco Stealthwatch サポートのお問い合わせ先：

· Web でケースを開く場合：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

· 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com

· 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447（米国）

· ワールドワイド サポート番号：www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_ contacts.html



登録およびライセンス取得プロセスの概要

1. ダウンロードおよびライセンス センターへのアクセス：アカウントにログインします。初回のアカウント登録の場合は、製品アクティベーション キー（PAK）またはライセンス トークン（トークン ID）のいずれかを使用します。

2. ライセンス トークンの追加：製品アクティベーション キー（PAK）またはライセンス トークン（トークン ID）を使用して、ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントに各アプライアンスを追加します。

3. ソフトウェアのダウンロード：「Stealthwatch ソフトウェアのダウンロード」を参照して、新しい仮想アプライアンスをインストールするか、アプライアンス ソフトウェアを更新します。

4. アプライアンスの登録：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントにすべてのアプライアンスのシリアル番号を登録します。

5. アプライアンスのライセンス取得と機能の追加：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントにライセンスと機能を追加します。

6. アプライアンスでのライセンスの有効化：アプライアンスを使用するには、SMC を通じてまたは個々のアプライアンスでライセンスを有効化します。

7. ライセンス ステータスの確認：[ライセンス管理（License Management）] ページを使用して、製品ライセンスのステータスを確認します。

8. ライセンスの有効期限アラームの設定：ライセンスの有効期限、ライセンスの破損、またはライセンスのない製品に関する電子メール通知を設定します。



アカウントの登録

アカウントをダウンロードおよびライセンス センターで設定するには、次の手順を使用します。

· ダウンロードおよびライセンス センター：https://lancope.flexnetoperations.com

· ライセンス トークン：製品を購入すると、ライセンス トークンまたは製品アクティベーション キー（PAK）が与えられます。この情報は、製品購入確認（電子メール）またはハードウェア ボックス（UDP Director のみ)に記載されています。この情報が見つからない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

· エンタープライズ アグリーメントのお客様：エンタープライズ アグリーメントを通じて仮想アプライアンスを購入した場合、ダウンロードおよびライセンス アカウントの登録にライセンス トークンまたは PAK は不要です。「パスワードの定義」に進んでください。

アカウントの登録

アカウントの設定を開始するには、ライセンス トークンまたは製品アクティベーション キーが必要です。エンタープライズ アグリーメントのお客様は、この項をスキップして「パスワードの定義」に進んでください。

1. https://lancope.flexnetoperations.com にアクセスします。

2. [ライセンストークンの登録（Register License Token）] リンクをクリックします。



3.  (
注：
複数の
 PAK 
またはライセンス
 
トークンを受け取った場合は、これらのトークン
 ID 
のいずれかを登録に使用できます。他のトークンは、後の手順でアカウントに追加します。
)[ライセンストークン（License Token）] フィールドに 1 つのライセンス トークンまたは製品アクティベーション キーを入力します。[ライセンストークンの送信（Submit License Token）] をクリックします。

4. 自身の連絡先情報を入力します。



5. [自分の登録情報を送信（Submit My Registration Information）] をクリックします。[製品情報（Product Information）] ページが開き、登録したトークンに関連付けられている製品が示されます。



6. [ログアウト（Logout）] をクリックします。ページを開いたまま、「パスワードの定義」に進みます。

パスワードの定義

ダウンロードおよびライセンス センター アカウントのパスワードを定義するか、パスワードをリセットするには、次の手順を使用します。

1. https://lancope.flexnetoperations.com にアクセスします。

2. [パスワード検索（Password Finder）] をクリックします。



3. 自分の電子メール アドレスを入力します。[送信（Submit）] をクリックします。

4. 5 分以内に、パスワードをリセットするためのリンクが記載された電子メールが届きます。

5. リンクをクリックし、画面の指示に従って、パスワードをリセットします。

 (
重要：
電子メールのリンクは受信後
 10 
分間のみ有効です。電子メール
 
リンクが期限切れになった場合は、もう一度
 [
パスワード検索（
Password Finder
）
] 
をクリックして新しいリンクを要求します。
)



アカウントへのライセンス トークンの追加

トークンは、ダウンロードおよびライセンス センターで製品を登録し、ライセンスを取得するために必要です。

アプライアンスを購入すると、購入した各 Stealthwatch 製品のライセンス トークンまたは製品アクティベーション キー（PAK）が与えられます。この情報は、製品購入確認（電子メール）またはハードウェア ボックス（UDP Director のみ)に記載されています。この情報が見つからない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

· ライセンス トークンの確認：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントに適用されているトークンを確認するには、[ライセンストークンの表示（View License Tokens）] をクリックします。トークンが届いていない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

· エンタープライズ アグリーメントのお客様：エンタープライズ アグリーメントを通じて仮想アプライアンスを購入した場合、ライセンス トークンまたは PAK は不要です。製品がダウンロードおよびライセンス センターのアカウントにリストされているか確認するには、[注文履歴（Order History）] をクリックします。製品がリストされていない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

· UCS ハードウェアがある場合は、本項「アカウントへのライセンス トークンの追加」の説明に従ってアカウントにライセンス トークンを追加します。

· 追加する製品がない場合は、「Stealthwatch ソフトウェアのダウンロード」に進みます。

ライセンス トークンをアカウントに追加するには、次の手順を実行します。

1. ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）にログインします。

2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ライセンストークンの追加（Add License Tokens）] をクリックします。



3. 各フィールドに 1 つの PAK またはライセンス トークンを入力します。



4. [登録（Register）] をクリックします。

5. 追加のトークンを登録する場合は、このセクションの手順を繰り返します。

Stealthwatch ソフトウェアのダウンロード

新しい Stealthwatch 仮想アプライアンス（Stealthwatch Flow Sensor VE など）をインストールしたり、アプライアンス ソフトウェアを更新したりするには、このセクションの手順を実行します。

1. ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）にログインします。

2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ダウンロード（Downloads）] をクリックします。

3. [現在のバージョン（Current Versions）] タブで、ダウンロードが必要なソフトウェアのリンクをクリックします。

· 新しい仮想アプライアンスのインストール：OVF リンクをクリックします。

· 新しい KVM 仮想アプライアンスのインストール：ISO リンクをクリックします。

·  (
注：
アプライアンスのソフトウェア
 
リンクが表示されない場合は、ライセンス
 
トークンがアカウントに追加されていることを確認してください。詳細については、「
アカウントへのライセンス
 
トークンの追加
」を参照してください
。
)ソフトウェアの更新：SWU リンクをクリックします。



ソフトウェアはアプライアンス別にリストされ、新しいアプリケーションをインストールするためのリンクとアプライアンス ソフトウェアを更新するためのリンクがあります。



4. 任意の場所にファイルを保存します。

5. 新しい仮想アプライアンス：該当する Stealthwatch システム仮想エディションの『Installation and Configuration Guide』の説明に従って VE アプライアンスをインストールおよび設定します。

 (
重要：
アプライアンスを設定し、
Stealthwatch 
システムの更新ガイドに記載された手順で順序どおりにソフトウェアをインストールします。
)ソフトウェアの更新：『Stealthwatch System Update Guide』に従ってソフトウェアの更新をインストールします。

6. インストールまたは更新する追加のアプライアンスがある場合は、このセクションの手順を繰り返します。

Stealthwatch アプライアンスの登録

次の手順を使用して、ダウンロードおよびライセンス センターで各ハードウェア アプライアンスおよび仮想アプライアンスを登録します。

アプライアンスを登録する前に、以下を確認してください。

· UCS ハードウェア アプライアンス：アプライアンスは、『Stealthwatch Hardware Installation Guide』と『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』に従って設置および設定する必要があります。

· 仮想アプライアンス：アプライアンスは、『Stealthwatch Virtual Edition Installation and Configuration Guide』に従ってインストールおよび設定する必要があります。

· ライセンス トークン：ダウンロードおよびライセンス センターのアカウントにアプライアンスのライセンス トークンを追加する必要があります（「アカウントへのライセンス トークンの追加」を参照）。

1. アプライアンスのシリアル番号のコピー

登録を完了するにはアプライアンスのシリアル番号が必要です。

アプライアンスの管理ホームページからシリアル番号をコピーするには、次の手順を実行します。

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

3. ホームページの下部までスクロールします。

4. シリアル番号をコピーし、テキスト エディタまたは [シリアル（Serial）] フィールドに直接貼り付けます（「アプライアンスの登録」を参照）。

アプライアンスの管理ホームページの下部にシリアル番号が表示されます。シリアル番号は、アプライアンスの省略形から始まります。たとえば、Stealthwatch Management Console は SMC から始まります。

 (
注：
ワープロ
 
ソフトを使用してシリアル番号を貼り付けないでください。想定外の文字が入力されて、シリアル番号を登録しようとするとエラーになることがあります。
)



アプライアンスの管理ホーム ページにアクセスできない場合は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。製品が UCS ハードウェアの場合は、ハードウェア タグに記載されている情報が必要です。



2. アプライアンスの登録

1. ダウンロードおよびライセンス センター（https://lancope.flexnetoperations.com）にログインします。

2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アプライアンスの登録（Register Appliances）] をクリックします。



3. [シリアル番号（Serial Number）] フィールドに、アプライアンスのシリアル番号を入力します。



4. [アプライアンスの登録（Register Appliance）] をクリックします。

[アプライアンスの確認（Confirm Appliance）] ページが開き、アプライアンスが自分のアカウントに正常に登録されていることが示されます。

5. オプション：[エイリアス（Alias）] フィールドにわかりやすい名前を入力します。[アプライアンスの登録（Register Appliance）] をクリックします。

6. 追加のアプライアンスを登録する場合は、本項「アプライアンスの登録」の手順を繰り返します。

7. 次の「アカウントへのライセンスと機能の追加」に進みます。

3. アカウントへのライセンスと機能の追加

 (
重要：
90 
日間のトライアル期限が切れる前に、新しいライセンスを有効にする必要があります。有効にしない場合、アプライアンスの機能が停止し、使用できなくなります。
)



1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[自分のアプライアンス（My Appliances）] をクリックします。

2.  (
注：
アプライアンスを検索するには、該当フィールドにシリアル番号またはエイリアスを入力します。
[
フィルタ（
Filter
）
] 
をクリックします。
)アプライアンスのシリアル番号をクリックします。

3. 次の「ライセンスと機能」の表でアプライアンス要件を確認します。

		アプライアンス

		ライセンス

		機能



		Flow Collector

		FCBASE

		適用対象外



		Flow Sensor

		FSBASE

		適用対象外



		SMC

		SMCBASE*

		フロー レート ライセンス（FPS）：必須

クラウドのライセンス

（詳細については、『Cloud License Configuration Guide』を参照）

エンドポイント 

ライセンス IDentity ライセンス

脅威インテリジェンス ライセンス



		UDP Director

		UDVE、UD2200

		UDP Director：必須







*2 つの SMC 間にフェールオーバー関係を確立することにより、それらの一方がもう一方のバックアップ コンソールとして機能するようにすることができます。SMCBASE により SMCRED ライセンスが有効化され、SMC が冗長（セカンダリ）SMC として機能できます。詳細については、Stealthwatch カスタマー サポートにお問い合わせください。

 (
注：
使用可能な機能は、購入したアプライアンスおよび機能によって異なります。機能の最新のリスト、または追加のライセンスや機能を購入する場合は、シスコ
 
パートナーにお問い合わせください。
)



4. 次のいずれかを実行します。

· アプライアンスの基本ライセンスを追加機能なしで使用する場合は、手順 7 に進みます。

· アプライアンスに機能を追加するには、[機能の追加（Add Features）] をクリックします。詳細については、「ライセンスと機能」の表（上記）を参照してください。



5. [追加数量（Qty to Add）] 列に、使用する必要のある各機能のユニット数を入力します。



6. [機能の追加（Add Features）] をクリックします。

7. アプライアンスでインターネットにアクセスできる場合は、次の手順に進みます。

 (
重要：
アプライアンスにダウンロードしたライセンス（
BIN
）ファイルは、
72 
時間以内に有効化する必要があります。
72 
時間の期限が切れた場合は、この手順を繰り返して、新しいライセンス
 
ファイルをダウンロードします。
)アプライアンスでインターネットにアクセスできない場合は、[ライセンスのダウンロード（Download License）] をクリックします。ライセンスの BIN ファイルを保存します。ローカル ハード ドライブ、ネットワーク上の場所、またはポータブル ドライブに保存できます。

8. 「アプライアンスでのライセンスの有効化」に進みます。

アプライアンスでのライセンスの有効化

ダウンロードおよびライセンス センターではアカウントにライセンスと機能を追加できます。アプライアンスを使用するには、ライセンスと機能をアプライアンスで有効にする必要があります。

 (
重要：
オンラインまたはオフラインのどちらで有効化する場合も、最初に
 SMC 
でライセンスを有効化します。
)



プロセスの概要

1. SMC でライセンスを有効化します。

· SMC でインターネットにアクセスできる場合は、「ライセンスのオンラインでの有効化」を使用します。

· SMC でインターネットにアクセスできない場合は、「ライセンスのオフラインでの有効化」を使用します。

2. 必要に応じて、スタンドアロン アプライアンス（SMC で管理されていない）または個々のアプライアンスでライセンスを有効化します。

· アプライアンスでインターネットにアクセスできる場合は、「ライセンスのオンラインでの有効化」を使用します。

· アプライアンスでインターネットにアクセスできない場合は、「ライセンスのオフラインでの有効化」を使用します。

ライセンスをオンラインで有効化

ライセンスの有効化を管理するには、インターネットにアクセスできる SMC で行うのが最も便利です。アプライアンスが SMC で管理されていない場合は、アプライアンスごとにライセンスを有効化できます。また、個々のアプライアンスでいつでもライセンスを有効化できます。

オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備

1. ダウンロードおよびライセンス センターで、アプライアンスを登録し、関連するライセンスと機能をアカウントに追加する必要があります。詳細については、「登録およびライセンス取得プロセスの概要」を参照してください。

2. 次のように、SMC またはスタンドアロン アプライアンスの設定要件を確認します。

		アプライアンス

		設定要件



		

		インターネット 
アクセス

		インターネット プロキシ サーバと DNS サーバ

		SMC によって管理されるアプライアンス



		SMC

		必須

		SMC アプライアンスでインターネット プロキシ サーバ（ご利用のネットワークに該当する場合）と DNS サーバを設定します。

		SMC と管理対象アプライアンスの間に、ポート 443 を介した HTTPS 経由の明確な通信パスがあることを確認します。



		スタンドアロン アプライアンス

（SMC で管理されていない）

		必須

		アプライアンスでインターネット プロキシ サーバ（ご利用のネットワークに該当する場合）と DNS サーバを設定します。

		適用対象外





3. システム設定に対応する方法を使用します。

· SMC：次のいずれかの手順を使用して、SMC および設定したアプライアンスのライセンスを有効化して管理できます。

· システム セットアップ ツールを使用してライセンスをオンラインで有効化（推奨）

· デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオンラインでの有効化

· スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：アプライアンスが SMC で管理されていない場合、または個々のアプライアンスでライセンスを有効化する場合は、次の手順を使用します。

· Web クライアントによるライセンスのオンラインでの有効化

システム セットアップ ツールを使用したライセンスのオンラインでの有効化（推奨）

Stealthwatch システムの設定時に、システム セットアップ ツールを使用して、SMC および SMC で管理するアプライアンスのライセンスを有効化できます。

 (
注：
Stealthwatch 
システムの設定については、『
Stealthwatch System Hardware Configuration Guide
』
または『
Stealthwatch Management Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide
』を参照してください。
)

1. 「オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。

2. システム セットアップ ツールで、画面の指示に従って、[インターネットアクセス（Internet Access）] ページに移動します。

3. [ダイレクトアクセス（Direct Access）] または [プロキシサーバ経由でのアクセス（Access Via a Proxy Server）] を選択します。



4. [次へ（Next）] をクリックします。

5. [ライセンス（Licensing）] > [オンライン（Online）] ページで、[アクティベート（Activate）] アイコン（）をクリックします。



6. 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration』の説明に従って設定プロセスを続けます。

Web クライアントによるライセンスのオンラインでの有効化

SMC または個々のアプライアンスのライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。

 (
重要
: 
この方法は、選択した個々のアプライアンスのライセンスのみを有効化する場合に使用します。この方法を使用して
 SMC 
でライセンスを有効化しても、
SMC 
が管理するアプライアンスのライセンスは有効になりません。
)



1. 「オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。ログイン ページが開きます。



3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

4. SMC：[ライセンスマネージャを起動（Launch License Manager）] をクリックします。SMC のライセンスがすでに付与されている場合は、[設定（Settings）] アイコン > [アプライアンスの管理（Administer Appliance）] をクリックします。

スタンドアロン アプライアンス：次の手順に進みます。

5. [設定（Configuration）] > [ネーミングと DNS（Naming and DNS）] をクリックします。DNS サーバが設定されていることを確認します。

6. システムでインターネット プロキシ サーバを使用している場合は、[設定（Configuration）] > [サービス（Services）] をクリックしてプロキシ サーバを設定します。ページを下にスクロールしてフィールドを表示する必要があります。



7. [設定（Configuration）] > [ライセンス（Licensing）] をクリックします。

8. [有効化の方法の選択（Choose the Activation Method）] セクションで、[オンラインライセンス（Online Licensing）] を選択します。



9. [アクティベート（Activate）] をクリックします。

10. 設定プロセスを続けます。

· 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide』を使用して設定を完了します。

· 脅威インテリジェンス ライセンスを購入した場合は、設定の手順を使用してフィードを有効にします。

デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオンラインでの有効化

デスクトップ クライアントを使用して SMC のライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。この方法では、SMC と SMC が管理するアプライアンスでライセンスが有効化されます。

1. 「オンラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。



3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

4. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当てる適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。

· コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。

· 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインストールされている必要があります。



5. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。

6. [ライセンスのライセンスマネージャ（License License Manager）] をクリックします。[ライセンスマネージャ（License Manager）] ダイアログが開きます。

初期設定後に新しい機能のライセンスを取得するには、デスクトップ クライアントを起動します。[ヘルプ（Help）] > [ライセンス管理（License Management）] をクリックしてダイアログ ボックスを開きます。



7. [ライセンスを有効化する（Activate License）] をクリックします。

8. [オンラインアクティベーション（Online Activation）] をクリックします。



9. DNS サーバのリンクをクリックし、必要に応じて設定します。

10. [プロキシサーバ（Proxy server）] リンクをクリックし、必要に応じて設定を構成します。

11. [続行（Continue）] をクリックします。画面に表示される指示に従って操作します。

12. [閉じる（Close）] をクリックして、[ライセンスマネージャ（License Manager）] ダイアログ ボックスを閉じます。

13. 設定プロセスを続けます。

· 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide』を使用して設定を完了します。

· 脅威インテリジェンス ライセンスを購入した場合は、設定の手順を使用してフィードを有効にします。

ライセンスをオフラインで有効化

SMC または個々のアプライアンスでインターネットにアクセスできない場合は、この項の手順を使用してライセンスをオフラインで有効化します。ただし、ライセンス ファイル（BIN）はダウンロードおよびライセンス センターからダウンロードする必要があり、この際にはインターネット アクセスが必要ですのでご注意ください。詳細については、「アカウントへのライセンスと機能の追加」を参照してください。

オフラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備

1. ダウンロードおよびライセンス センターからライセンスと機能ライセンス BIN ファイルをダウンロードします。詳細については、「アカウントへのライセンスと機能の追加」を参照してください。

2. システム設定に対応する方法を使用します。

· SMC：「デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオフラインでの有効化」を使用して、SMC および設定されたアプライアンスのライセンスを有効化し、管理できます。

· スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：アプライアンスが SMC で管理されていない場合、または個々のアプライアンスでライセンスを有効化する場合は、「Web クライアントによるライセンスのオフラインでの有効化」を使用します。

Web クライアントによるライセンスのオフラインでの有効化

SMC または個々のアプライアンスのライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。

 (
重要
: 
この方法は、選択した個々のアプライアンスのライセンスのみを有効化する場合に使用します。この方法を使用して
 SMC 
でライセンスを有効化しても、
SMC 
が管理するアプライアンスのライセンスは有効になりません。
)



1. 「オフラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。ログイン ページが開きます。



3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

4. SMC：[ライセンスマネージャを起動（Launch License Manager）] をクリックするか、ダッシュボードで [設定（Settings）] アイコン > [アプライアンスの管理（Admin Appliance）] をクリックします。

スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：次の手順に進みます。

5. [設定（Configuration）] > [ライセンス（Licensing）] をクリックします。

6. [有効化の方法の選択（Choose the Activation Method）] セクションで、[オフラインライセンス（Offline Licensing）] を選択します。



7. [参照（Browse）] をクリックします。

8. [アクティベート（Activate）] をクリックします。



デスクトップ クライアントを使用したライセンスのオフラインでの有効化

デスクトップ クライアントを使用して SMC のライセンスを有効化するには、次の手順を使用します。

 (
重要：
[
ライセンス管理（
License Management
）
] 
のアプライアンス
 
タブを選択することにより、この方法を使用して
 SMC 
で管理されるアプライアンスでライセンスを有効化できます。
)



1. 「オフラインでライセンスを有効化するためのアプライアンスの準備」を確認します。

2. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。



3. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

4. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当てる適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。

· コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。

· 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインストールされている必要があります。



5. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。

6. [ライセンスマネージャ（License Manager）] をクリックします。[ライセンスマネージャ（License Manager）] ダイアログが開きます。

初期設定後に新しい機能のライセンスを取得するには、デスクトップ クライアントを起動します。[ヘルプ（Help）] > [ライセンス管理（License Management）] をクリックしてダイアログ ボックスを開きます。



7. アプライアンスのタブをクリックします。



8. [ライセンスを有効化する（Activate License）] をクリックします。

9. [オフラインアクティベーション（Offline Activation）] をクリックします。



10. [参照（Browse）] をクリックします。

11. 画面の指示に従って、ライセンスの有効化を完了します。

12. 設定プロセスを続けます。

· 『Stealthwatch System Hardware Configuration Guide』または『Stealthwatch Management Console VE Installation and Configuration Guide』を使用して設定を完了します。

· 脅威インテリジェンス ライセンスを購入した場合は、設定の手順を使用してフィードを有効にします。

13. SMC で管理される別のアプライアンスを更新するには、手順 7 ～ 13 を繰り返します。

ライセンス ステータスの確認

製品ライセンスは最新の状態に保つことが重要です。たとえば、フロー レート ライセンスの期限が切れると、Stealthwatch システムのフロー コレクタはフロー データの収集を停止する可能性があります。

[ライセンス管理（License Management）] ページを使用して、製品ライセンスのステータスを確認します。SMC の [システム管理（System Management）] ページ、Web クライアント、またはデスクトップ クライアントから、[ライセンス管理（License Management）] を開くことができます。

· 必要なライセンス：製品を機能させるには、いくつかの機能ライセンスが必要です。ライセンスのリストは、「アカウントへのライセンスと機能の追加」を参照してください。

· 通知：ライセンスがない、または期限切れの場合、ログイン時にアプライアンスに通知が表示されます。ライセンスの有効期限が切れる前に電子メール通知を受け取るには、「ライセンスの有効期限通知の設定」を参照してください。

· サポート：新しいライセンスを取得したり、既存のライセンスを更新したりする場合、または破損したライセンスについてサポートが必要な場合は、最寄りのシスコ パートナーまたは Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

[システム管理（System Management）] ページから [ライセンス管理（License Management）] を開く

SMC の [システム管理（System Management）] ページから [ライセンス管理（License Management）] を開くには、次の手順を実行します。

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC の IP アドレスを入力します。ログイン ページが開きます。

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

3. [設定（Settings）] アイコンをクリックします。

4. [システム管理（System Management）] をクリックします。

5. [システムの可視性（System Visibility）] セクションを確認します。SMC またはその他のアプライアンスの [ライセンスステータス（License Status）] アイコンをクリックします。



[ステータスを使用できません（Status Not Available）]：セカンダリ SMC のステータスが [ステータスを使用できません（Status Not Available）] と表示される場合があります。[ライセンス管理（License Management）] で詳細を確認するには、[ステータス（Status）] アイコンをクリックします。

6. [ライセンス管理（License Management）] ページが開きます。（この手順でアプライアンスへのログインを求められる場合があります）。

7. [機能ライセンスステータス（Feature License Status）] セクションで、アプライアンスにインストールされている各ライセンスのステータスを確認します。各ライセンスの有効期限日とステータスをメモしてください。



Web クライアントから [ライセンス管理（License Management）] を開く

Web クライアントを使用して、選択したアプライアンスのライセンス ステータスを確認できます。Web クライアント インターフェイスから [ライセンス管理（License Management）] を開くには、次の手順を実行します。

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// およびアプライアンスの IP アドレスを入力します。ログイン ページが開きます。

2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

3. SMC：[設定（Settings）] アイコン > [アプライアンスの管理（Administer Appliance）] をクリックします。スタンドアロンまたは個々のアプライアンス：次の手順に進みます。

4. [設定（Configuration）] > [ライセンス（Licensing）] をクリックします。[ライセンス管理（License Management）] ページが開きます。

5. [機能ライセンスステータス（Feature License Status）] セクションで、アプライアンスにインストールされている各ライセンスのステータスを確認します。各機能の有効期限日とステータスをメモしてください。



デスクトップ クライアントから [ライセンス管理（License Management）] を開く

SMC デスクトップ クライアントでは、SMC で管理される各アプライアンスのライセンス ステータスを確認できます。デスクトップ クライアント インターフェイスから [ライセンス管理（License Management）] を開くには、次の手順を実行します。



1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。



2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

3. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当てる適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。

· コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。

· 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインストールされている必要があります。



4. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。

5. [ライセンスマネージャ（License Manager）] をクリックします。[ライセンスマネージャ（License Manager）] ダイアログが開きます。

初期設定後に製品ライセンスを確認するには、デスクトップ クライアントを起動します。[ヘルプ（Help）] > [ライセンス管理（License Management）] をクリックしてダイアログボックスを開きます。

6. アプライアンスのタブをクリックします。



7. アプライアンスにインストールされている各ライセンスのステータスを確認します。各機能の有効期限日とステータスをメモしてください。

8. SMC で管理される各アプライアンスに対して手順 7 および 8 を繰り返します。







ライセンスの有効期限通知の設定

SMC デスクトップ クライアントを使用してライセンスの通知を管理できます。アプライアンスのライセンスの有効期限、破損、またはライセンスされていない製品に関する電子メール通知を設定するには、次の手順を使用します。アプライアンスのライセンスが期限切れになると、アプライアンスがフローの収集を停止することがあるため、ライセンスは常に最新の状態にしておくことが重要です。

1. アカウントへのユーザの電子メール アドレスの追加

ユーザをアカウントに追加するには、次の手順を使用します。このユーザは、設定した電子メール通知を受信します。ユーザがシステムですでに設定されている場合、以下の手順を使用して電子メール アドレスが正確であるか確認します。

1. ブラウザのアドレス フィールドに、https:// および SMC アプライアンスの IP アドレスを入力します。



2. アプライアンスを設定したときに定義したパスワードで admin ユーザとしてログインします。

3. ドロップダウンリストをクリックし、デスクトップ クライアントを実行するコンピュータに割り当てる適切なランダム アクセス メモリ（RAM）を選択します。

· コンピュータには、選択するメモリ割り当て量の 2 倍以上の RAM が必要です。たとえば、4 GB の RAM が搭載されているコンピュータには最大 2048 MBを選択できます。

· 2048 MB を選択した場合は、64 ビットの Java 機能、かつ 1 つのバージョンの Java のみがインストールされている必要があります。



4. 画面の手順に従ってデスクトップ クライアントを起動します。

5. [設定（Configuration）] タブをクリックします。

6. [プロパティ（Properties）] をクリックします。

7. [SMTP リレーアドレス（SMTP Relay Address）] フィールドに、電子メール受信者の SMTP リレー アドレスを入力します。



8. オプション：[送信元メールアドレス（From Email Address）] フィールドに電子メール アドレスを入力すると、受信者の電子メール フィルタで送信元を特定できます（例：smcalarms@stealthwatch.com）。

9. [ユーザ管理（User Management）] をクリックします。

10. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ユーザ（Users）] をクリックします。



11. 新しいユーザを追加するには、[追加（Add）] をクリックします。

現在のユーザを選択するには、リストのユーザ名をダブルクリックします。

12. 新しいユーザまたは現在のユーザのフィールドを入力します。

13. ユーザの電子メール アドレスを入力します。

14. [OK] をクリックします。

15. [閉じる（Close）] をクリックします。

2. ライセンス ルールの作成

ライセンスの有効期限、破損、またはライセンスされていない製品に関するライセンス通知ルールを作成するには、次の手順を使用します。

1. [設定（Configuration）] タブをクリックします。

2. [応答の管理（Response Management）] をクリックします。

3. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ルール（Rule）] をクリックします。

4. [追加（Add）] をクリックします。

5. [Stealthwatch管理コンソールシステムアラーム（Stealthwatch Management Console System Alarm）] をクリックします（または別のアプライアンスのルール タイプをクリックします）。

6. [OK] をクリックします。

7. ライセンス ルールの [名前（Name）] と [説明（Description）] フィールドに入力します。

8. [有効（Enabled）] チェック ボックスをクリックして、チェック マークを追加します。

· ルールを作成するには、[...] 省略記号ボタンをクリックします。

· ドロップダウン ボックスをクリックしてルールを選択します。



9. 他のルールを追加するには、手順 8 を繰り返します。

10. ダイアログ ボックスは閉じないでください。次の手順「電子メール通知の作成」に進みます。

3. 電子メール通知の作成

1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アクション（Actions）] をクリックします。

2. [電子メール（Email）] セクションで、[追加（Add）] をクリックします。

3. [電子メール（Email）] をクリックします。

4. 電子メール名をクリックして選択します。

5. [OK] をクリックします。

6. [電子メールアクションの追加（Add Email Action）] ダイアログ ボックスで、すべてのフィールドに入力して電子メール通知を作成します。



7. [OK] をクリックします。

4. 電子メール通知のテスト

1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[アクション（Actions）] をクリックします。

2. 通知名をクリックして選択します。

3. [編集（Edit）] をクリックします。

4. [テスト（Test）] をクリックします。

5. 電子メール受信者アカウントをチェックして、テスト メールの受信を確認します。



ライセンスの更新または購入

製品ライセンスは最新の状態に保つことが重要です。たとえば、フロー レート ライセンスの期限が切れると、Stealthwatch システムのフロー コレクタはフロー データの収集を停止する可能性があります。新しいライセンスを取得したり、既存のライセンスを更新したりする場合、または破損したライセンスについてサポートが必要な場合は、最寄りのシスコ パートナーまたは Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。
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NOTICE

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報と推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図とその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/go/offices）をご覧ください。
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