
Stealthwatch v7.3.0 Flow Collector NetFlow 
更新パッチ
このドキュメントでは、Stealthwatch Flow Collector NetFlow v7.3.0 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-fcnf-ROLLUP009-7.3.0-01.swu）には、次の修正が含まれています。

障害 説明

SWD-16183
カスタマイズされたアプリケーションが DPI 定義に従ってトラフィック
にタグ付けしなかった問題を修正しました。（LSQ-5456）

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。

 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-fcnf-ROLLUP009-7.3.0-01.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。
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 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-fcnf-ROLLUP009-7.3.0-01.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。

インストールプロセスの一環として、アプライアンスが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-14010
リファクタリング syslog コンプライアンスの切り替えの問題を修正しまし
た。

SWD-15136
データベースのバックアップがキャンセルされない問題を修正しまし
た。

SWD-15235 問題を修正し、設定変更の snmpd をリロードできるようにしました。

SWD-15421 Chrony ログファイルのローテーションに関する問題を修正しました。

SWD-15443
SSL ファイルを読み取る前にファイルチェックを追加する問題を修正し
ました。

SWD-15465
複数の SWU のインストールに関するパッチバージョンが正しくない問
題を修正しました。

SWD-15574
ASA 双方向フローのイニシエータ設定に関する問題を修正しました。
（LSQ-5071）

SWD-15592
ダッシュボードでトラフィックの 50％ が不明であると表示される問題を
修正しました。

SWD-15593 一部のアプリケーションが検出されない問題を修正しました。

SWD-15679
v7.2.1 更新パッチのインストール後にシークレットマネージャが削除さ
れる問題を修正しました。

SWD-15712 SE クエリが誤ったデータを提供する問題を修正しました。
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障害 説明

SWD-15713
Docker が実行されていないために v7.2.1 更新パッチのインストールが
失敗する問題を修正しました。

SWD-15730
フローコレクタで NVM プロセスハッシュと親プロセスハッシュが欠落し
ていた問題を修正しました。

SWD-15732
osaxsd-server がパッケージのアップグレードを完了できない問題を修
正しました。

SWD-15574
ASA Biflow の後半でイニシエータを設定する際の問題を修正しまし
た。（LSQ-5071）

SWD-15744
クライアントとサーバのバイト/パケットのないフローでインターフェイス
情報が欠落する問題を修正しました。（LSQ-5118）

SWD-15779
Palo Alto、AppId/UserId のフィールドがフローコレクタのオーバーサブ
スクライブ アラームを開始すると考えられる問題を修正しました。
（LSQ-4919）

SWD-15885
更新イベントに設定されたフローアクションによって、バイトが 0 でパ
ケットが 0 より大きい ASA 双方向フローをサポートするための問題を
修正しました。

SWD-16025
データベースバックアップの実行に失敗する問題を修正しました。
（LSQ-5358）

SWD-16054
クライアントサーバがイニシエータの順序に従っていないために関
連するフローテーブルが空であったポートスキャンアラームの問題
を修正しました。（LSQ-5366） 

SWD-16163
フローコレクタエンジンによって計算されたフロー期間値のエラーを修
正しました。

SWD-16284 範囲の policy_id 値の問題が修正されました。（LSQ-5366）

SWD-15984
診断パックの生成時に eta 分析ツールが実行されていた問題を修正し
ました。（LSQ-5308）

SWD-16025
データベースバックアップの実行に失敗する問題を修正しました。
（LSQ-5358）
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障害 説明

SWD-16030
65535 以上の値でグループアレイをインデックス付けするフローコ
レクタエンジンの問題を修正しました。

SWD-16111/SWD-
16114

脅威フィードの更新の SIGSEGV の問題を修正しました。（LSQ-5437）

SWD-16210
FC エンジンがチェックポイント エクスポータからの NetFlow データを適
切に処理しなかった問題を修正しました。（LSQ-5470）

SWONE-7828 取り込みサービスが遅れ、追いつかない問題を修正しました。

SWOS-206
osaxsd-server のアップグレード時にアップグレードプロセスを続行でき
るようにしました。

SWOS-357
CiscoSSL に対して構築されたバージョンへの暗号化の依存関係を更
新しました。

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：
https://www.cisco.com/c/ja_jp/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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著作権情報
Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、
URL：https://www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されている第三者機関の
商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社と
の間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)
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