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はじめに

概要
このガイドでは、Stealthwatch x2xx シリーズのハードウェアアプライアンスの設置方法について
説明します。Stealthwatch コンポーネントと、システム内でのコンポーネントの配置方法につい
て説明します（Flow Sensor の統合を含む）。このガイドでは、Stealthwatch ハードウェアのマウ
ントと設置についても説明します。x2xx シリーズのハードウェアには、次のものが含まれます。

アプライアンス 部品番号

Stealthwatch Flow Collector 4210 ST-FC4210-K9

Stealthwatch Flow Collector 5210 エンジン ST-FC5210-E

Stealthwatch Flow Collector 5210 データベース ST-FC5210-D

Stealthwatch Flow Sensor 1210 ST-FS1210-K9

Stealthwatch Flow Sensor 3210 ST-FS3210-K9

Stealthwatch Flow Sensor 4240 ST-FS4240-K9

Stealthwatch Management Console 2210 ST-SMC2210-K9

Stealthwatch UDP Director 2210 ST-UDP2210-K9

対象読者
このガイドは、Stealthwatch ハードウェア設置の担当者を対象にしています。ネットワーク機器
（Flow Sensor、フロー コレクタ、UDP Director、および Stealthwatch Management Console）の
設置に関する一般的な知識があることを前提にしています。

Stealthwatch アプライアンスの設定については、ご使用のソフトウェアバージョンに
対応する『Stealthwatch System Configuration Guide』を参照してください。x2xx シ
リーズには、Stealthwatch 7.x ソフトウェアバージョンとの互換性があります。
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このマニュアルの使い方
この概要の他に、このガイドは次の章に分かれています。

章 説明

2- 事前設定に関する
考慮事項

Stealthwatch のコンポーネント、コンポーネントの配置、通信用
ファイアウォールの設定

3 - 設置の準備 安全に関するガイドライン、警告、および推奨事項

4 - 設置 Stealthwatch ハードウェアのマウントと設置

略語
このガイドでは、次の略語が使用されます。

省略形 説明

DMZ 非武装地帯（境界ネットワーク）

HTTPS Hypertext Transfer Protocol（Secure）

ISE Identity Services Engine

NIC ネットワーク インターフェイス カード

NTP ネットワーク タイム プロトコル

PCIe
Peripheral Component Interconnect Express; ペリフェラ
ル コンポーネント インターコネクト エクスプレス

SNMP
Simple Network Management Protocol（簡易ネットワーク
管理プロトコル）

SPAN スイッチ ポート アナライザ

TAP テスト アクセス ポート

UPS 無停電電源

VLAN 仮想ローカル エリア ネットワーク
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事前設定に関する考慮事項
このセクションでは、Stealthwatch アプライアンスを設置および設定する前に考慮する必要の
ある事項について説明します。Stealthwatch アプライアンスを配置する場所と、ネットワークへ
の統合方法について解説します。内容は次のとおりです。

l CIMC デフォルトパスワードを使用したログイン

l StealthWatch アプライアンスについて

l アプライアンスの配置

l 通信ポート

l ネットワークへの Flow Sensor の統合

CIMC デフォルトパスワードを使用したログイン
Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を使用すると、サーバの構成と仮想サーバ コ
ンソールにアクセスし、ハードウェアの健全性をモニタすることができます。

l 管理者として CIMC にログインし、[パスワード（Password）] フィールドに password と入力
します。

l ログインしたら、ネットワークのセキュリティを保護するためにデフォルトのパスワードを
変更します。

StealthWatch アプライアンスについて
Stealthwatch ネットワークのパフォーマンスとセキュリティを改善するために、ネットワークに関
する情報の収集、分析、および提示を行う、いくつかのハードウェアアプライアンスで構成され
ています。このセクションでは、Stealthwatch x2xxシリーズの各アプライアンスについて説明し
ます。

詳細については、Stealthwatch x2xx シリーズの各アプライアンスの仕様シートを参
照してください。

Stealthwatch Management Console 2210
Stealthwatch Management Console は、システムのさまざまなコンポーネントすべてを管理、調
整、設定、および編成します。Stealthwatch ソフトウェアを使用すると、Web ブラウザにアクセ
ス可能な任意のコンピュータからコンソールの Web UI にアクセスできます。企業全体の重要な
セグメントのセキュリティとネットワークに関するリアルタイムの情報に簡単にアクセスできま
す。Stealthwatch Management Console は、Java ベースの独立したプラットフォームを採用して
おり、次の機能を備えています。

l 最大 25 の Stealthwatch Flow Collector に対する集中型の管理、設定およびレポート

l トラフィックの視覚化のためのグラフィカル チャート

l トラブルシューティングのためのドリルダウンの分析

l 統合型のカスタマイズ可能なレポート

l トレンド分析

l パフォーマンス モニタリング

l セキュリティ違反の即時通知
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データストア を導入しているユーザは、スループットを向上させるために、10 Gbps SFP+ DAC 
インターフェイスを搭載した Stealthwatch Management Console 2210 を eth0 として設定できま
す。データストア を導入していないユーザは、100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps 銅線インターフェイス
のみを eth0 として設定できます。

Stealthwatch フローコレクタ 4210 および 5210
Stealthwatch Flow Collector は、NetFlow、cFlow、J-Flow、Packeteer 2、NetStream、IPFIX の
データを収集することで、動作に基づくネットワーク保護を提供します。

Flow Collector は高速ネットワークの動作データをさまざまなネットワークやネットワーク セグメ
ントから集約することで、エンドツーエンドの保護を提供し、地理的に分散したネットワークのパ
フォーマンスを改善します。

データストア を導入しているユーザは、スループットを向上させるために、10 Gbps SFP+ DAC 
インターフェイスを搭載した Flow Collector 4210 を eth0 として設定できます。データストア を導
入していないユーザは、100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps 銅線インターフェイスのみを eth0 として設
定できます。

Flow Collector は、データを受信すると、パケット暗号化やフラグメンテーションとは
無関係に、既知または未知の攻撃、内部での不正使用、ネットワークデバイスの誤
設定を特定します。Stealthwatch が動作を特定すると、システムは、特定された種
類の動作に対して設定済みのアクション（存在する場合）を実行できます。

Stealthwatch Flow Sensor 1210、3210、および 4240
Stealthwatch Flow Sensor は、スイッチポートアナライザ（SPAN）、ミラーポート、イーサネット テ
スト アクセス ポート（TAP）にプラグインできる、従来のパケット キャプチャ アプライアンスや IDS
と似た機能を持つネットワークアプライアンスです。フロー センサーは、次のネットワーク領域
の可視性を強化します。

l NetFlow を使用できない領域。

l NetFlow は使用可能であるものの、パフォーマンス メトリックとパケット データに対する優
れた可視性が必要な領域。

Flow Sensor を NetFlow v9 対応のフロー コレクタに誘導することで、価値のある詳細なトラ
フィック統計情報を NetFlow から得ることができます。また、Flow Sensor を Stealthwatch Flow
Collector と組み合わせると、評価指標や動作指標に関する深い洞察を得ることができます。
これらのフロー パフォーマンス指標から、ネットワークまたはサーバ側アプリケーションに由来
するラウンドトリップ遅延についての洞察が得られます。

フロー センサーはパケット レベルの可視性を備えているので、TCP セッションのラウンドトリッ
プ時間（RTT）、サーバ応答時間（SRT）、パケット損失を計算できます。これらの付加的フィー
ルドすべては、Flow Collector に送られる NetFlow レコードに含まれています。
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Stealthwatch UDP Director 2210
Stealthwatch UDP Director は、高速かつ高パフォーマンスの UDP パケットレプリケータです。
UDP Director は、NetFlow、sFlow、syslog、または Simple Network Management Protocol
（SNMP）のトラップをさまざまなコレクタに再配分するうえで非常に役立ちます。コネクションレ
ス型 UDP アプリケーションからデータを受信し、それを複数の宛先に再伝送し、必要に応じて
データを複製できます。

UDP Director の高可用性（HA）構成（フェールオーバー）を使用する場合は、クロス ケーブルで
2 台の UDP Director アプライアンスを接続する必要があります。具体的な手順については、
「ネットワークへのアプライアンスの接続」を参照してください。

アプライアンスの配置
以下の図に示すように、Stealthwatch アプライアンスは、内部ネットワーク、ネットワーク周辺、
または DMZ 内のいずれであっても、ネットワーク全体で重要なネットワークセグメントの最適な
カバレッジが提供されるように戦略的に展開することができます。

Stealthwatch Management Console の配置
管理デバイスである Stealthwatch Management Console は、データを送信してくるすべてのデ
バイスにアクセス可能なネットワーク上に設置します。

Stealthwatch Management Console のフェールオーバー ペアがある場合は、プライマリ コン
ソールとセカンダリ コンソールを物理的に離れた場所に設置することをお勧めします。この戦
略により、ディザスタ リカバリ作業（必要な場合）が強化されます。
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Stealthwatch Flow Collector の配置
収集およびモニタリングデバイスである Stealthwatch Flow Collector は、Flow Collector にデー
タを送信する NetFlow または sFlow デバイス、および管理インターフェイスへのアクセスに使用
する予定のすべてのデバイスにアクセス可能なネットワーク上の場所に設置する必要がありま
す。

Flow Collector をファイアウォールの外に配置する場合は、[任意のエクスポータからのトラ
フィックを許可する（Accept traffic from any exporter）] の設定をオフにすることをお勧めしま
す。

Stealthwatch Flow Sensor の配置
IP アクティビティの監視と記録のために、パッシブ モニタリング デバイスである Stealthwatch
Flow Sensor をネットワーク上の複数のポイントに配置できます。これにより、ネットワークの整
合性が保護され、セキュリティ違反が検出されます。Flow Sensor には、中央またはリモートの
いずれかの管理機能を実装する統合型 Web ベースの管理システムがあります。

次のように、企業ネットワーク上の重要セグメントに Flow Sensor アプライアンスを配置すると
最も効果的です。

l ファイアウォールの内側。トラフィックをモニタして、ファイアウォール違反が発生したかど
うかを確認できます。

l ファイアウォールの外側。トラフィック フローをモニタして、ファイアウォールにとって脅威
となるものを分析できます。

l ネットワーク上の機密セグメント。不満を持つ従業員やルート アクセス権限を持つハッ
カーに対する保護を実現できます。

l 脆弱なネットワーク拡張部分であるリモート オフィス。

l ビジネス ネットワーク。プロトコルの使用を管理できます（たとえば、ハッカーが Telnet や
FTP を実行して顧客の金融データを侵害しているかどうかを確認するには、トランザク
ション サービス サブネット上に配置します）。

Stealthwatch UDP Director の配置
Stealthwatch UDP Director の配置に関する唯一の要件は、他の Stealthwatch アプライアンス
への妨げられない通信パスを使用できることです。

シスコの ACI が利用されており、Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）または [サ
ブネットに対するIP学習を制限（Limit IP learning to subnet）] が有効になっている環
境に UDP Director を展開すると、ローカルネットワークが UDP Director からの転送ト
ラフィックをブロックする可能性があります。ログ データを収集するツールがトラフィッ
クの最初の送信元を知ることができるように、転送ルールの一部として UDP トラ
フィックをスプーフィングする必要があります。

この場合に UDP Director の正常な動作を保証するには、ネットワークの uRPF また
は [サブネットに対する IP 学習を制限（Limit IP learning to subnet）] を無効にできる
（通常、内部的に）部分に UDP Director を展開します。UDP Director は L3 アウト（IP
学習なし）に配置できます。4.0+ では、VRF ごとにエンドポイント学習を無効にできま
す。
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通信ポート
次の図は、Stealthwatch 環境で開く通信ポートを示しています。

Stealthwatch でポートがどのように使用されるかを次の表に示します。

送信元（クライアント） 宛先（サーバ） ポート プロトコル

管理者ユーザの PC すべてのアプライアンス TCP/443 HTTPS

すべてのアプライアンス ネットワークの時刻源 UDP/123 NTP

Active Directory
Stealthwatch Management
Console

TCP/389、
UDP/389

LDAP

Cisco ISE
Stealthwatch Management
Console

TCP/443 HTTPS

Cisco ISE Stealthwatch Management TCP/5222 XMPP
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送信元（クライアント） 宛先（サーバ） ポート プロトコル

Console

外部ログ ソース
Stealthwatch Management
Console

UDP/514 SYSLOG

Flow Collector
Stealthwatch Management
Console

TCP/443 HTTPS

SLIC
Stealthwatch Management
Console

TCP/443
または

プロキシされた
接続

HTTPS

UDP Director Flow Collector：sFlow UDP/6343 sFlow

UDP Director Flow Collector：NetFlow UDP/2055* NetFlow

UDP Director
サードパーティのイベント管理
システム

UDP/514 SYSLOG

Flow Sensor
Stealthwatch Management
Console

TCP/443 HTTPS

Flow Sensor Flow Collector：NetFlow UDP/2055 NetFlow

アイデンティティ
Stealthwatch Management
Console

TCP/2393 SSL

NetFlow エクスポータ Flow Collector：NetFlow UDP/2055* NetFlow

sFlow エクスポータ Flow Collector：sFlow UDP/6343* sFlow

Stealthwatch Management
Console

Cisco ISE TCP/443 HTTPS

Stealthwatch Management
Console

DNS UDP/53 DNS

Stealthwatch Management
Console

Flow Collector TCP/443 HTTPS

Stealthwatch Management
Console

Flow Sensor TCP/443 HTTPS
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送信元（クライアント） 宛先（サーバ） ポート プロトコル

Stealthwatch Management
Console

アイデンティティ TCP/2393 SSL

Stealthwatch Management
Console

Flow エクスポータ UDP/161 SNMP

ユーザ PC
Stealthwatch Management
Console

TCP/443 HTTPS

* これはデフォルト ポートですが、任意の UDP ポートをエクスポータで設定できます。

次の表に、ネットワーク管理の要件によって決まる任意の設定を示します。

送信元（クライアント） 宛先（サーバ） ポート プロトコル

すべてのアプライアンス ユーザ PC TCP/22 SSH

Stealthwatch Management
Console

サードパーティのイベント管
理

UDP/162
SNMP - トラッ
プ

Stealthwatch Management
Console

サードパーティのイベント管
理

UDP/514 SYSLOG

Stealthwatch Management
Console

電子メール ゲートウェイ TCP/25 SMTP

Stealthwatch Management
Console

SLIC TCP/443 SSL

ユーザ PC すべてのアプライアンス TCP/22 SSH
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ネットワークへの Flow Sensor の統合
Stealthwatch Flow Sensor は、さまざまなネットワークトポロジ、テクノロジー、コンポーネントと
統合できる十分な汎用性を備えています。すべてのネットワーク構成をここで説明することはで
きませんが、お客様の要件に最適な構成を決定する上で、記載されている例を参考にすること
ができます。

Flow Sensor をインストールする前に、ネットワークとそのモニタ方法についていくつかの事項を
決定する必要があります。ネットワークのトポロジおよび組織固有のモニタリング要件を必ず
分析してください。モニタ対象ネットワークとの間でネットワーク伝送を受信し、必要に応じて内
部ネットワーク伝送も受信できるように、Flow Sensor を接続することをお勧めします。

以降のセクションでは、次のイーサネット ネットワーク デバイスを使用してネットワークに
Stealthwatch Flow Sensor アプライアンスを統合する方法について説明します。

l TAP

l SPAN ポート

TAP
テストアクセスポート（TAP）がネットワーク接続に合わせて配置されると、TAP は 1 つ以上の個
別のポートで接続を繰り返します。たとえば、イーサネット ケーブルに合わせて配置された
Ethernet TAP は、個別のポートでそれぞれの伝送方向を繰り返します。したがって、TAP を使
用することは、Flow Sensor を使用するための最も信頼性の高い方法です。使用する TAP のタ
イプは、ネットワークに応じて異なります。

このセクションでは、次に示す TAP の使用法について説明します。

l Electrical TAP の使用

l Optical TAP の使用

l ファイアウォールの外での TAP の使用

l ファイアウォール内部に Flow Sensor を配置する

TAP を使用するネットワークでは、インバウンドとアウトバウンドの両方のトラフィックをキャプ
チャする集約 TAP に Flow Sensor が接続される場合にのみ、パフォーマンス モニタリング デー
タをキャプチャできます。各ポートで 1 方向のトラフィックだけをキャプチャする単方向 TAP に
Flow Sensor が接続されている場合、Flow Sensor パフォーマンス モニタリング データをキャプ
チャしません。
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Electrical TAP の使用

次の例では、Flow Sensor がイーサネット Electrical TAP に接続されています。こうした構成に
するには、2 つの TAP ポートを Flow Sensor モニタポート 1 および 2 に接続します。

Optical TAP の使用

光ファイバシステムには 2 つのスプリッタを使用します。光ファイバケーブルスプリッタを各伝送
方向に合わせて配置し、一方向に光信号が繰り返し伝送されるようにします。

次の例では、Flow Sensor が光ファイバベースのネットワークに接続されています。こうした構
成にするには、スプリッタの出力側を Flow Sensor モニタポート 1 および 2 に接続します。

モニタ対象ネットワーク間の接続が光接続である場合、Flow Sensor は 2 つの光スプリッタに接
続されます。管理ポートは、モニタ対象ネットワークのスイッチ、または別のスイッチ/ハブに接
続されます。

© 2021 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 14 -

事前設定に関する考慮事項



ファイアウォールの外での TAP の使用

Flow Sensor によってファイアウォールと他のネットワークの間のトラフィックをモニタするには、
Stealthwatch 管理ポートをファイアウォールの外のスイッチまたはポートに接続します。

デバイスの障害が原因でネットワーク全体がダウンしないようにするため、この接続に TAP を
使用することを強く推奨します。

次の例では、イーサネット Electrical TAP を使用しています。モニタ対象ネットワークのスイッチ
またはハブに管理ポートを接続する必要があります。このセットアップは、ネットワークとの間
のトラフィックをモニタするセットアップに似ています。

ファイアウォールでネットワーク アドレス変換（NAT）を実行している場合は、ファイアウォール
上のアドレスだけを監視できます。
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ファイアウォール内部に Flow Sensor を配置する

内部ネットワークとファイアウォールの間のトラフィックをモニタするには、Flow Sensor がファイ
アウォールと内部ネットワークの間のすべてのトラフィックにアクセスできる必要があります。こ
れを実現するには、メイン スイッチでファイアウォールへの接続をミラーリングするミラー ポート
を設定します。次の図に示すように、Flow Sensor モニタ ポート 1 がミラー ポートに接続している
ことを確認してください。

TAP を使用してファイアウォール内部のトラフィックをモニタするには、ファイアウォールとメイン
スイッチまたはハブの間に TAP または光スプリッタを挿入します。TAP の構成を次に示しま
す。
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光スプリッタの構成を次に示します。

SPAN ポート
また、Flow Sensor をスイッチに接続することもできます。ただし、スイッチは各ポートのすべて
のトラフィックを繰り返すわけではないので、Flow Sensor が正しく機能するには、1 つ以上のス
イッチ ポートとの間で伝送されるパケットをスイッチで繰り返すことができる必要があります。こ
のタイプのスイッチ ポートはミラー ポートまたは Switch Port Analyzer（SPAN）と呼ばれることが
あります。

ネットワークを管理ポート経由で Stealthwatch Flow Sensor に接続することでこの構成を実現
する方法を次の図に示します。

この構成では、当該ホストとミラー ホストの間のすべてのトラフィックを繰り返すようにスイッチ
ポート（ミラー ポート）を設定する必要があります。Flow Sensor モニタ ポート 1 はこのミラー
ポートに接続する必要があります。これにより、Flow Sensor は当該ネットワークとの間のトラ
フィック、および他のネットワークへのトラフィックをモニタできるようになります。この場合、すべ
てのホストまたは一部のホストがスイッチに接続されるネットワーク構成が可能です。
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スイッチでネットワークを設定する一般的な方法として、ネットワークをゾーンに区分して、ホス
ト物理接続ではなく論理接続である仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN）に分けることがで
きます。ミラー ポートが VLAN またはスイッチのすべてのポートをミラーリングするように設定さ
れている場合、Flow Sensor は、当該ネットワークとその他のネットワークの内部およびネット
ワーク間のすべてのトラフィックをモニタできます。

いずれの場合でも、スイッチの製造元のドキュメントを参照して、スイッチ ミラー ポートの設定
方法と、ミラー ポートに繰り返されるトラフィックを確認しておくことが推奨されます。
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設置の準備

設置に関する警告
Stealthwatch x2xx シリーズのアプライアンスを設置する前に、『法規制の遵守および安全性情
報』のドキュメントをお読みください。

次の警告に注意してください。

ステートメント 1071：警告の定義

安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装
置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対
策に留意してください。警告の各国版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の
「Translated Safety Warnings」を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

ステートメント 1005：回路ブレーカー

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提
に設計されています。この保護装置の定格が USA：120、15 A（EU：250 V、16 A）以下
であることを確認します。

ステートメント 1004：設置方法

設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してくださ
い。

ステートメント 12：電源の切断に関する警告

シャーシの作業や電源モジュール周辺の作業を行う前に、AC 装置の電源コードを
外し、DC 装置の回路ブレーカーの電源を切ってください。

ステートメント 43：装身具の取り外しに関する警告

電力系統に接続された装置で作業する場合は、事前に、指輪、ネックレス、腕時計
などの装身具を外してください。金属は電源やアースに接触すると、過熱して重度の
やけどを引き起こしたり、金属類が端子に焼き付いたりすることがあります。
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ステートメント 94：リスト ストラップの警告

作業中は、カードの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用
してください。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れ
ないようにしてください。

ステートメント 1045：短絡保護

この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前
提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要
があります。

ステートメント 1021：SELV 回路

感電を防ぐため、安全超低電圧（SELV）回路を電話網電圧（TNV）回路に接続しない
でください。LAN ポートには SELV 回路が、WAN ポートには TNV 回路が組み込まれ
ています。一部の LAN ポートおよび WAN ポートでは、共に RJ-45 コネクタが使用さ
れています。ケーブルを接続する際は、注意してください。

ステートメント 1024：アース導体

この装置は、接地させる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース
線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切
かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してくださ
い。

ステートメント 1040：製品の廃棄

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。

ステートメント 1074：地域および国の電気規則への適合

機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。

ステートメント 19：TN 電源に関する警告

この装置は TN 電源システムで動作するように設計されています。
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設置に関するガイドライン
次の警告を記録しておいてください。

ステートメント 1047：過熱の防止

システムの過熱を防ぐため、周囲温度が推奨範囲の最大値である 5 ～ 35 °C（41
～ 95 °F）度を超える場所ではシステムを使用しないでください。

ステートメント 1019：主要な切断装置

いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態
にしておいてください。

ステートメント 1005：回路ブレーカー

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提
に設計されています。この保護デバイスの定格が USA：120、15 A（EU：250 V、16 A）
以下であることを確認します。

ステートメント 1074：地域および国の電気規則への適合

機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。

ステートメント 371：電源コードおよび AC アダプタ

製品を設置する際は、同梱または指定のケーブル、電源ケーブル、および AC アダ
プタ/バッテリを使用してください。他のケーブルやアダプタを使用すると、誤動作や
発火が生じることがあります。電気用品安全法により、シスコによって指定された製
品以外の電気製品で、UL 認定のケーブル（コードに「UL」または「CSA」と記載）を使
用することは禁じられています。同法で規制されていないものはコードに「PSE」と表
示されます。

ステートメント 1073：ユーザが保守可能な部品なし

スイッチ内部にはユーザが保守できる部品はありません。筐体を開けないでくださ
い。
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シャーシを設置するときは、次のガイドラインに従ってください。

l シャーシの作業に支障がないように、また適切なエアーフローが確保されるように、アプ
ライアンス周辺に十分なスペースを確保できることを確認してください。シャーシのエアー
フローは、前面から背面に向かいます。

シャーシを取り付ける際は、適切なエアーフローを確保するために、レール
キットを使用する必要があります。レール キットを使用せずに、ユニットを別の
ユニットの上に物理的に置く、つまり積み重ねると、シャーシの上部にある通
気口がふさがれ、過熱したり、ファンの回転が速くなったり、電力消費が高く
なったりする原因となる可能性があります。シャーシをラックに取り付けるとき
は、これらのレールによりシャーシ間で必要な最小の間隔が提供されるので、
レール キットにシャーシをマウントすることを推奨します。レール キットを使用し
てマウントする場合は、シャーシ間の間隔を余分にとる必要はありません。

l 空調が 5 ～ 35 °C（41 ～ 95 °F）の温度でシャーシを維持できることを確認します。

l キャビネットまたはラックが、ラック要件に適合していることを確認します。

l 設置場所の電源が、「仕様シート」に記載された電源要件に適合していることを確認しま
す。使用可能な場合は、電源障害に備えて UPS を使用してください。

鉄共振テクノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプ
の UPS は、システムに使用すると、データ トラフィック パターンの変化によって
入力電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。

安全に関する推奨事項
次の情報により、安全を確保し、シャーシを保護することができます。この情報には、作業環境
で生じる可能性のある危険な状況がすべて網羅されているわけではありません。絶えず注意
して、的確な判断を心がけてください。

これらの安全に関する注意事項を遵守してください。

l 設置作業中および作業後は、設置場所を整理し、埃のない状態に保ってください。

l 工具は、通行の邪魔にならない場所に置いてください。

l ゆったりとした衣服やイヤリング、ブレスレット、ネックレスなどの装飾品は身につけず、
シャーシに引っかかることがないようにしてください。

l 目が危険にさらされる状況で作業する場合は、保護眼鏡を着用してください。

l 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。

l 重量が 1 人で扱える範囲を超えているものを、単独で持ち上げないでください。
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電気製品を扱う場合の注意

シャーシの作業を行う前に、必ず電源コードを抜いてください。

電気機器を取り扱う際には、次の注意事項に従ってください。

l 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

l 電源が切断されていると思い込まずに、必ず確認してください。

l 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コード、すり減った電源コード、保護
アースの不備などがないかどうか、作業場所の安全を十分に確認してください。

l 電気事故が発生した場合は、次のように対処してください。

l 負傷しないように注意してください。

l システムの電源を切断してください。

l 可能であれば、だれかに頼んで救護を呼んでもらいます。それができない場合
は、負傷者の状況を見極めてから救援を要請してください。

l 負傷者に人工呼吸または心臓マッサージが必要かどうかを判断し、適切な処置を
施してください。

l シャーシは、指定された定格電力の範囲内で、製品の使用説明書に従って使用してくだ
さい。

静電破壊の防止
電子部品の取り扱いが不適切な場合、ESD が発生し、機器の損傷や電気回路の破損を引き
起こす可能性があります。その結果、機器の断続的障害または完全な故障を引き起こしま
す。

部品の取り外しまたは交換を行うときは、必ず静電気防止手順に従ってください。シャーシが
電気的にアースに接続されていることを確認してください。静電気防止用リスト ストラップを肌
に密着させて着用してください。アースクリップをシャーシフレームの塗装されていない表面に
止めて、静電気が安全にアースに流れるようにします。静電放電による損傷とショックを防止
するには、リストストラップとコードを効果的に作用させる必要があります。リストストラップがな
い場合は、シャーシの金属部分に触れて、身体を接地してください。

安全を確保するために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵
抗値は 1 ～ 10 MΩ である必要があります。

設置場所の環境
機器故障を予防し、環境に起因するシャットダウンを防ぐため、注意して設置場所のレイアウト
や機器の配置を検討してください。既存の装置で停止やエラーが頻繁に起きている場合にも、
この考慮事項を参考にすることにより、障害の原因を突き止め、今後問題が起きないように予
防できます。
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電源モジュールに関する考慮事項
シャーシを設置する際には、以下のことを考慮してください。

l シャーシを設置する前に、設置場所の電源を調べ、スパイクやノイズがないかどうかを
確認してください。必要に応じて電源調整器を設置し、アプライアンス入力電圧にて適切
な電圧および電力レベルを確保してください。

l 設置場所で適切にアースし、雷や電力サージによる損傷を防止してください。

l シャーシでは、ユーザが動作範囲を選択できません。シャーシの正確なアプライアンス入
力所要電力については、そのラベルを参照してください。

l 複数の種類の AC 入力電源コードをアプライアンスに使用できます。設置場所に適した
タイプを使用してください。

l デュアル冗長（1 + 1）電源を使用している場合は、各電源に独立した電気回路を使用す
ることを推奨します。

l できるだけ、無停電電源装置を使用してください。

ラックの構成に関する考慮事項
ラックの構成を決めるときは、次のことを考慮してください。

l 開放型ラックにシャーシをマウントする場合、ラックのフレームで吸気口や排気口をふさ
がないように注意してください。

l 閉鎖型ラックに十分な通気があることを確認してください。各シャーシで熱が発生するた
め、ラック内に装置を詰め込みすぎないように注意してください。冷気が回るように、閉
鎖型ラックにはルーバーが付いた側面とファンが必要です。

l 閉鎖型ラックの上部に換気用ファンが付いている場合には、ラックの下段に設置した装
置の熱が上昇し、上段の装置の吸気口から入り込む可能性があります。ラック下段の
装置に対して、十分な換気が行われるようにしてください。

l バッフルは吸気から排気を分離するときに役立ちます。また、シャーシ内に冷気を取り
込むためにも役立ちます。隔壁は、シャーシ内に冷気を行き渡らせるためにも有効で
す。隔壁の最適な取り付け位置は、ラック内の空気がどのように流れるかによって異な
ります。
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設置
このセクションでは、ご使用の環境へのアプライアンスの設置について説明します。内容は次
のとおりです。

l アプライアンスのマウント

l ネットワークへのアプライアンスの接続

l アプライアンスへの接続

l 初回セットアップを使用したネットワークの設定 初回セットアップを使用したネットワーク
の設定

アプライアンスのマウント

Stealthwatch アプライアンスは、標準の 19 インチラックまたはキャビネット、その他の適切な
キャビネット、または平らな面に直接マウントすることができます。ラックまたはキャビネット内
にアプライアンスをマウントする場合は、レール マウント キットに含まれている手順に従ってく
ださい。アプライアンスの配置場所を決める場合は、前面および背面パネルまでのスペースが
以下の要件を満たしていることを確認します。

l 前面パネルのインジケータが見やすいこと。

l 背面パネルのポートに無理なくケーブルを接続できること。

l 背面パネルの電源コネクタが調整済み AC 電源の近くにあること。

l アプライアンスの周囲および通気口を通過するエアーフローが妨げられないこと。

アプライアンスに付属するハードウェア
Stealthwatch アプライアンスには、次のハードウェアが含まれます。

l AC 電源コード

l アクセス キー（前面プレート）

l ラック マウント用のレール キットまたは小型アプライアンス用のマウント用取り付け金具

l Flow Collector 5210 シリーズ アプライアンスの場合は、10 GB SFP ケーブル

追加で必要なハードウェア
以下のハードウェアを追加で用意する必要があります。

l 標準の 19 インチ ラック用取り付けネジ。

l 設置している 各 Stealthwatch システム製品の無停電電源装置（UPS）。

l （オプション）ローカルに設定するには、次のいずれかの方法を使用します。

l ラップトップとビデオ ケーブルおよび USB ケーブル（キーボード用）

l ビデオ モニタとビデオ ケーブルおよびキーボードと USB ケーブル
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ネットワークへのアプライアンスの接続
各アプライアンスを同じ方法でネットワークに接続します。接続に関する唯一の相違点は、使
用するアプライアンスのタイプです。

アプライアンスの機能に問題が発生する可能性があるため、アプライアンスの BIOS
を更新しないでください。

各アプライアンスの仕様に関する詳細については、Stealthwatch の仕様シートを参照してくだ
さい。

すべての Cisco x2xx ハードウェアは、UCSC-C240-M5SX を使用する Flow Collector
5210 DBを除いて、同じ UCS プラットフォーム（UCSC-C220-M5SX）を使用します。ア
プライアンスの違いは、NIC カード、プロセッサ、メモリ、ストレージおよび RAID にあり
ます。

Flow Collector 5210 は、接続された 2 台のサーバ（エンジンおよびデータベース）で
構成されており、これらのサーバは単一のアプライアンスとして機能します。このた
め、他のアプライアンスとは設置方法が若干異なります。まず、両サーバを 10G
SFP+ DA クロス接続ケーブルで相互に直接接続します。次に、ネットワークに接続し
ます。

アプライアンスをネットワークに接続するには、次の手順に従います。

1. イーサネットケーブルをアプライアンスの背面にある管理ポートに接続します。

2. Flow Sensor と UDP Director の少なくとも 1 つのモニタ ポートを接続します。

UDP Director HA の場合は、クロス ケーブルで 2 つの UDP Director を接続します。1 つ
の UDP Director の eth2 ポートを 2 つ目の UDP Director の eth2 ポートに接続します。同
様に、2 本目のクロス ケーブルで各 UDP Director の eth3 ポートを接続します。ケーブル
には、光ファイバまたは銅線を使用できます。

各ポートのイーサネット ラベル（eth2、eth3 など）に注意してください。これらのラベルは
表示されるネットワーク インターフェイス（eth2、eth3 など）を表し、アプライアンス管理イ
ンターフェイスのホーム ページから設定できます。

3. イーサネット ケーブルのもう一方の端をネットワークのスイッチに接続します。

4. 電源コードを電源に接続します。一部のアプライアンスには、電源 1 と電源 2 の 2 つの電
源接続があります。
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アプライアンスへの接続
このセクションでは、デフォルトのユーザパスワードを変更するためにアプライアンスに接続す
る方法を説明します。

アプライアンスに接続するには、次のいずれかの方法を使用します。

l キーボードとモニタを使用する

l ラップトップ（およびターミナル エミュレータ）を使用する

新しいアプライアンスの場合、SSH は無効になっています。有効にするには、アプライアンスの
管理 Web インターフェイスにログインする必要があります。

キーボードとモニタを使用した接続
IP アドレスをローカルに設定するには、次の手順を実行します。

1. 電源ケーブルをアプライアンスに差し込みます。

2. 電源ボタンを押してアプライアンスをオンにします。起動が完全に終了するまで待機しま
す。起動プロセスを中断しないでください。

場合によっては、電源を適用するために前面パネルを取り外す必要がありま
す。

一部のモデルでは、システムの電源が入っていないときに電源ファンがオンに
なります。前面パネルの LED がオンになっているか確認します。

アプライアンスを必ず無停電電源装置（UPS）に接続してください。電源には電
力が必要です。電力がない場合、エラーが表示されます。

3. 次の手順でキーボードを接続します。

l 標準キーボードの場合は、標準のキーボード コネクタに接続します。

l USB キーボードの場合は、USB コネクタに接続します。

4. ビデオ コネクタにビデオ ケーブルを接続します。ログイン プロンプトが表示されます。

5. セクション「初回セットアップを使用したネットワークの設定」に進みます。

ラップトップを使用した接続
ターミナルエミュレータを搭載したラップトップを使用して、アプライアンスに接続することもでき
ます。

ラップトップを使用してアプライアンスに接続するには、次の手順を実行します。

1. 次のいずれかの方法を使用してラップトップをアプライアンスに接続します。

l ラップトップのシリアル ポート コネクタ（DB9）からアプライアンスのコンソール ポートに
RS232 ケーブルを接続します。

l ラップトップのイーサネット ポートからアプライアンスの管理ポートにクロス ケーブルを接
続します。
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2. 電源ケーブルをアプライアンスに差し込みます。

3. 電源ボタンを押してアプライアンスをオンにします。起動が完全に終了するまで待機しま
す。起動プロセスを中断しないでください。

場合によっては、電源を適用するために前面パネルを取り外す必要がありま
す。

一部のモデルでは、システムの電源が入っていないときに電源ファンがオンに
なります。前面パネルの LED がオンになっているか確認します。アプライアン
スを必ず無停電電源装置（UPS）に接続してください。電源には電力が必要で
す。電力がない場合、エラーが表示されます。

4. ラップトップで、アプライアンスへの接続を確立します。

任意のターミナル エミュレータを使用して、アプライアンスと通信できます。

5. 次の設定を適用します。

l BPS：115200

l データ ビット：8

l ストップ ビット：1

l パリティ：なし

l フロー制御：なし

ログイン画面とログイン プロンプトが表示されます。

6. 次のセクション「初回セットアップを使用したネットワークの設定」に進みます。

初回セットアップを使用したネットワークの設定
アプライアンスに接続した後、初回セットアップを使用して、IP アドレスを含むネットワークの設
定を行います。

IP アドレスとポートを設定した後、ユーザパスワードを変更します。

初めてシステム設定を開始すると、初回セットアップウィザードが起動し、アプライア
ンスの初期設定をガイドします。このウィザードが完了する前に初回セットアップを終
了すると、次にシステム設定を開始したときに、初回セットアップウィザードが再度起
動します。

ご使用のアプライアンスに応じて、次のセクションに移動します。

l データストア と互換性のあるアプライアンス（SMC 2210、FC 4210） データストア と互換性
のあるアプライアンス（SMC 2210、FC 4210）

l 一般的な Stealthwatch アプライアンスの設定 一般的な Stealthwatch アプライアンスの
設定
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一般的な Stealthwatch アプライアンスの設定
データノード、SMC 2210、および FC 4210 を除くすべてのアプライアンスで、初回セットアップ時
に次の構成が表示されます。

l アプライアンスの IP アドレスと管理情報の設定

アプライアンスの IP アドレスと管理情報の設定
初回セットアップで、アプライアンスの eth0 管理 IP アドレスと関連情報を設定します。大多数
のアプライアンスで、これは初回セットアップにおける最初の設定になります。

はじめる前に

l データストア と互換性のある SMC またはフローコレクタを設定する場合は、「Data Store
と互換性のあるアプライアンス（SMC 2210、FC 4210）」に移動します。

l 他の Stealthwatch アプライアンスを設定する場合は、ステップ 1 から開始します。

手順

1. システム設定プログラムにログインします。

l sysadminと入力して、Enter を押します。

l パスワード プロンプトが表示されたら、lan1cope と入力して Enter を押します。

l 次のプロンプトで、SystemConfig と入力し、Enter を押します。

2. このアプライアンスでシステム設定を初めて入力した場合は、初回セットアップが開始さ
れます。

そうでない場合、[システム設定（System Configuration）] メニューが開きます。[管理
（Management）] を選択し、Enter を押します。

3. このアプライアンスの IP アドレスを入力します。

4. ネットワークのネットマスクを入力します。

5. アプライアンスの IP アドレスのゲートウェイアドレスを入力します。

6. アプライアンスのブロードキャストアドレスを入力します。

7. アプライアンスのホスト名を入力します。

8. アプライアンスのドメインを入力します。

9. [選択（Select）] を選択してから、[はい（Yes）] を選択してエントリを確定します。

これが初回セットアップの最後の設定オプションです。アプライアンスが再起動して変更
が実装されます。完了すると、[ログイン（Login）] ページが開きます。

次の作業

l ユーザパスワードを変更します。詳細については、「sysadmin ユーザパスワードの変更」
を参照してください。
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データストア と互換性のあるアプライアンス（SMC 2210、FC 4210）
SMC 2210 および FC 4210 の場合、初回セットアップ時には次の設定が表示されます。

1. eth0 管理物理ポートの設定

2. アプライアンスの IP アドレスと管理情報の設定

3. Data Store との互換性の設定

Data Store を使用して Stealthwatch を展開する必要がある場合は、このガイドの手
順は実行しないでください。『Stealthwatch x2xx シリーズ ハードウェア（Data Store 付
属）アプライアンス設置ガイド』の手順に従ってください。

eth0 管理物理ポートの設定
データストア と互換性のある SMC またはフローコレクタを設定するが、データストア は展開し
ない場合は、eth0をデフォルトの BASE-T 銅線ポートとして設定します。これらのアプライアン

スの場合、これは初回セットアップにおける最初の設定になります。

はじめる前に

l データストア と互換性のあるアプライアンス以外の Stealthwatch アプライアンスを設定す
る場合は、「一般的な Stealthwatch アプライアンスの構成」を参照してください。

手順

1. システム設定プログラムにログインします。

l 「root」と入力してから Enter を押します。

データストア との互換性を適切に設定するには、root権限が必要で

す。

l パスワード プロンプトが表示されたら、lan1cope と入力して Enter を押します。

l 次のプロンプトで、SystemConfig と入力し、Enter を押します。

2. このアプライアンスでシステム設定を初めて入力した場合は、初回セットアップが開始さ
れ、ポート順序の設定が表示されます。ステップ 5 に進みます。

そうでない場合、[システム設定（System Configuration）] メニューが開きます。[管理
（Management）] を選択し、Enter を押します。

3. [システム設定（System Configuration）] メニューで、[ネットワーク（Network）] を選択して
から、Enter を押します。

4. [ポートの順序（Port Order）] を選択してから、Enter を押します。

5. eth0 に BASE-T 銅線ポートを使用するようにアプライアンスを設定するには、[LOM] を
選択します。

6. [OK] を選択して選択を確定します。

次の作業

l eth0 管理ポートの IP アドレスと管理情報を設定します。次の手順を参照してください。
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アプライアンスの IP アドレスと管理情報の設定
初回セットアップで、アプライアンスの eth0 管理 IP アドレスと関連情報を設定します。データス
トア と互換のあるアプライアンスの場合、この構成は eth0 物理管理ポートの設定後に行われ
ます。

はじめる前に

l データストア と互換性のある SMC またはフローコレクタを設定している場合、ポートの順
序を設定すると、初期設定ウィザードに eth0管理構成が表示されます。ステップ 3 に

進みます。

手順

1. システム設定プログラムにログインします。

l データストア と互換性のあるアプライアンスを設定する場合は、rootと入力して

から Enter を押します。

データストア と データストア との互換性を適切に設定するには、root
権限が必要です。

l パスワード プロンプトが表示されたら、lan1cope と入力して Enter を押します。

l 次のプロンプトで、SystemConfig と入力し、Enter を押します。

2. このアプライアンスでシステム設定を初めて入力した場合は、初回セットアップが開始さ
れます。

そうでない場合、[システム設定（System Configuration）] メニューが開きます。[管理
（Management）] を選択し、Enter を押します。

3. このアプライアンスの IP アドレスを入力します。

4. ネットワークのネットマスクを入力します。

5. アプライアンスの IP アドレスのゲートウェイアドレスを入力します。

6. アプライアンスのブロードキャストアドレスを入力します。

7. アプライアンスのホスト名を入力します。

8. アプライアンスのドメインを入力します。

9. [選択（Select）] を選択してから、[はい（Yes）] を選択してエントリを確定します。

次の作業

l データストア なしで使用するようにアプライアンスを設定します。詳細については、次の手
順を参照してください。
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Data Store なしでアプライアンスを設定する
データストア なしで動作するように SMC 2210 または FC 4210 を設定します。SMC と Flow
Collector 間の直接接続を確立します。

データストア なしで使用するために SMC またはフローコレクタを設定した後は、アプ
ライアンスの構成を更新してこの構成を変更することはできません。選択を間違えた
場合は、アプライアンスを RFD する必要があります。この設定は、ネットワークに
データストア を導入する場合にのみ有効にしてください。

Data Store を使用して Stealthwatch を展開する必要がある場合は、このガイドの手順は実行
しないでください。『Stealthwatch x2xx シリーズ ハードウェア（Data Store 付属）アプライアンス
設置ガイド』の手順に従ってください。

はじめる前に

l 初回セットアップの場合は、アプライアンスの IP アドレスの設定が完了すると、[システム
設定（System Configuration）] に Data Store の設定が表示されます。ステップ 3 に進み
ます。

手順

1. [システム設定（System Configuration）] メニューから次の操作を実行します。[詳細
（Advanced）] を選択してから、Enter を押します。

2. [Data Store] を選択してから、Enter を押します。

3. Flow Collector と SMC 間の直接接続用にアプライアンスを設定するには、[いいえ（No）]
を選択します。

データストア なしで使用するために SMC またはフローコレクタを設定した後
は、アプライアンスの構成を更新してこの構成を変更することはできません。
選択を間違えた場合は、アプライアンスを RFD する必要があります。この設定
は、ネットワークに データストア を導入する場合にのみ有効にしてください。

4. [OK] を選択して選択を確定します。

これが初回セットアップの最後の設定オプションです。アプライアンスが再起動して変更
が実装されます。完了すると、[ログイン（Login）] ページが開きます。

次の作業

l ユーザパスワードを変更します。詳細については、「sysadmin ユーザパスワードの変更」
を参照してください。
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sysadmin ユーザパスワードの変更
ネットワークの安全性を確保するため、アプライアンスのデフォルトの sysadmin パスワードを変
更します。

sysadmin パスワードを変更するには、次の手順を実行します。
はじめる前に

l アプライアンスのコンソールに sysadmin としてログインします。

l システム設定を開始します。

手順

1. [システム設定（System Configuration）] メニューで、[パスワード（Password）] を選択して
Enter を押します。

信頼できるホストのリストをデフォルトから変更する場合、各 Stealthwatch アプライアン
スが展開内の他のすべての Stealthwatch アプライアンスの信頼できるホストのリストに
含まれていることを確認してください。そうしない場合、アプライアンス間で通信できませ
ん。

現在のパスワードのプロンプトがメニューの下に表示されます。

2. 現在のパスワードを入力して、Enter を押します。

新しいパスワードのプロンプトが表示されます。

3. 新しいパスワードを入力して、Enter を押します。

パスワードは、スペースを含めずに 8 ～ 30 文字の英数字にする必要があります。次の
特殊文字も使用できます。$.~!@#%_=?:,{}()

4. パスワードを再度入力して、Enter を押します。

5. パスワードが受け入れられたら、Enter をもう一度押して [システム設定（System
Configuration）] メニューに戻ります。

6. 次の「ルートユーザパスワードの変更」に進みます。
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ルートユーザパスワードの変更
ネットワークのセキュリティをさらに強化するため、デフォルトの sysadmin ユーザパスワードを
変更した後、デフォルトのルートユーザパスワードを変更します。

ルートユーザパスワードを変更するには、次の手順を実行しま
す。
はじめる前に

l アプライアンスのコンソールに sysadmin としてログインします。

l システム設定を開始します。

手順

1. ルートシェルに移動します。

2. [システム設定（System Configuration）] メニューで、[詳細設定（Advanced）] を選択し、
Enter を押します。[詳細設定( Advanced)] メニューが表示されます。

3. [ルートシェル（RootShell）] を選択して Enter を押します。

ルート パスワードのプロンプトが表示されます。

4. 現在のルート パスワードを入力して、Enter を押します。ルート シェルのプロンプトが表示
されます。

5. SystemConfig と入力して、Enter を押します。

これによって、[システム設定（System Configuration）] メニューに戻り、ルート パスワード
を変更できます。

6. [パスワード（Password）] を選択して、Enter を押します。パスワードのプロンプトがメ
ニューの下に表示されます。

7. 新しいルート パスワードを入力して、Enter を押します。2 番目のプロンプトが表示されま
す。

8. 新しいルート パスワードを再入力して、Enter を押します。

9. パスワードの変更が成功したら、Enter を押します。これで、デフォルトの sysadmin パス
ワードとルート パスワードの両方が変更されました。これで、[システム設定コンソール
（System Configuration Console）] メニューに戻ります。

10. [キャンセル（Cancel）] を選択し、Enter を押します。[システム設定（System
Configuration）] コンソールが閉じ、ルート シェル プロンプトが表示されます。

11. exit と入力して、Enter キーを押します。ログイン プロンプトが表示されます。

12. Ctrl + Alt を押してコンソール環境を終了します。

アプライアンスを設定できるようになりました。アプライアンスの設定方法については、ご使用
のソフトウェアバージョンに該当する『Stealthwatch システム コンフィギュレーション ガイド』を参
照してください。x2xx シリーズには、Stealthwatch 7.x ソフトウェアバージョンとの互換性があり
ます。
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アプライアンスの設定
アプライアンスを設定できるようになりました。アプライアンスの設定方法については、ご使用
のソフトウェアバージョンに該当する『Stealthwatch システム コンフィギュレーション ガイド』を参
照してください。x2xx シリーズには、Stealthwatch 7.x ソフトウェアバージョンとの互換性があり
ます。
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