
Stealthwatch Management Console v7.2.1 更
新パッチ
このドキュメントでは、Stealthwatch 管理コンソー v7.2.1 のパッチとインストール手順につい
て説明します。

パッチの説明
このパッチ patch-smc-ROLLUP005-7.2.1-03.swu には、次の修正が含まれています。

障害 説明

SWD-15501
自動削除スクリプトが開始されても、非アクティブなエクスポータ/イン
ターフェイスが削除されない問題を修正しました。

SWD-15486
7.2.1 swe-manifest postinst のクリーンアップにすべてのコンテナが含
まれない問題を修正しました。

SWD-15480
セキュリティリボンアプリでアイコンが表示されない問題を修正しまし
た。

SWD-15467
ユーザがインターフェイスのクリーンアップスクリプトを無効にしたとき
に、smc-configuration ログに混乱を招くエントリが含まれていた問題を
修正しました。

SWD-15423
CiscoJ が MD5 を許可しないために、SLR/PLR が予約コードの生成に
失敗する FIPS モードの問題を修正しました。

SWD-15350
バージョンが更新されても更新ステータスがインストール中のままにな
る問題を修正しました。

SWD-13461
7.1.1 への集中管理アップグレードがインストールログに表示されない
問題を修正しました。

以前の修正

このパッチに含まれる以前の修正については、次のページの表で説明します。

ダウンロードとインストール

ダウンロード

パッチ更新ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。
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 1. シスコ ソフトウェア セントラル（https://software.cisco.com）に移動します。

 2. [ダウンロードとアップグレード（Download and Upgrade）] セクションで、[ソフトウェアの
ダウンロード（Software Download）] を選択します。

 3. [製品の選択（Select a Product）] フィールドに Stealthwatch と入力します。Enter キー
を押します。  

 4. 該当するアプライアンスモデルを選択します。

 5. [ソフトウェアタイプの選択（Select a Software Type）] の下にある [Stealthwatch パッ
チ（Stealthwatch Patches）] を選択します。

 6. パッチ更新ファイル patch-smc-ROLLUP005-7.2.1-03.swu をダウンロードし、任意の
場所に保存します。

インストール

パッチ更新ファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

 1. SMC にログインします。

 2. [グローバル設定（Global Settings）] アイコンをクリックし、[中央管理（Central 
Management）] をクリックします。

 3. [アップデートマネージャ（Update Manager）] をクリックします。

 4. [アップデートマネージャ（Update Manager）] ページで [アップロード（Upload）] をクリッ
クし、 保存したパッチ更新ファイル（patch-smc-ROLLUP005-7.2.1-03.swu）を開きま
す。

 5. アプライアンスの [アクション（Actions）] メニュー、[更新をインストール（Install 
Update）] の順にクリックします。

Docker サービスは、インストールプロセスの一部として自動的に再起動します。

以前の修正

次の項目は、このパッチに含まれていた以前の障害の修正です。

障害 説明

SWD-15441
[トラフィック別の SecureX の上位ホストグループ（SecureX Top 
Host Groups By Traffic）] タイルにデータが表示されない問題を修
正しました。

SWD-15394
Cisco Threat Response（CTR） の Private Intel Store で重複する Cisco 
Threat Intel Model（CTIM）オブジェクトの問題を修正しました。

SWD-15371
jwt トークンが期限切れになったときに、SecureX セキュリティリボンが
未承認のエラーを提供する問題を修正しました。
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障害 説明

SWD-15297 SecureX セキュリティ リボン コンポーネントを更新しました。

SWD-15240
system.xsd の SNMP フィールドの入力検証を追加しました。（LSQ-
4528）

SWD-15239
パケットクエリが無効なポートまたはプロトコルエラーを返す問題を
修正しました。（LSQ-4515）

SWD-15238
上位のアプリケーショングラフからのフロー検索へのピボットでは
データを表示しなかった問題を修正しました。（LSQ-4497）

SWD-15237
フロー検索結果をアルファベット順にソートできない問題を修正しま
した。（LSQ-4684）

SWD-15236
インターフェイスが検索条件に含まれていると、フロー検索で誤った
データが与えられる問題を修正しました。（LSQ-4572）

SWD-15232
複数のカスタムアプリケーションの優先順位のレベルとマッピングを更
新しました。（LSQ-4718）

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。

 l 最寄りのシスコ パートナーにご連絡ください。

 l 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
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