
Stealthwatch v7.3.0 Management Console 更
新パッチ
このドキュメントでは、Stealthwatch Management Console 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-smc-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-16226 SNMP ポーリングの問題を修正しました。（LSQ-5521、LSQ-5496）

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-smc-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。
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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-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-10086
SecureX セキュリティ リボン コンポーネントをバージョン 1.3.2 に更
新しました。

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-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-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-15491 CTR インシデントに関係イベントの説明を追加しました。
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障害 説明

SWD-15505
19 シンボルより長い TACACS および RADIUS キーが、以前に設
定されたサービスが表示されないまま Web UI に認証サービスを
保存しない問題を修正しました。

SWD-15528 SecureX からのリクエストに応じてタイルの属性を更新しました。

SWD-15546
特定の ID のアラームにアクセスすると、svc-sw-reporting.log 
が SAX 解析例外を作成する問題を修正しました。

SWD-15584 ANC ポリシー認証が失敗する問題を修正しました。

SWD-15611/13326
nginx タイムアウトが長くなりました。（LSQ-4232、LSQ-4241、お
よび LSQ-4308）

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-15647 
SecureX セキュリティリボンが Config Manager に表示されない問
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-15684 LDAP ヘルプを更新しました。

SWD-15711 SE クエリがタイムアウトする問題を修正しました。

SWD-15712 SE クエリが誤ったデータを返す問題を修正しました。

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-15715
LDAP 接続で大文字と小文字が区別される TLS ホスト名検証
が使用される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-15746
svc-query-service postint が古いイメージを削除する問題を修正
しました。
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障害 説明

SWD-15777
権限エラーのために SecureX ピボットメニューにアクセスできない
問題を修正しました。

SWD-15827
Stealthwatch Host Classifier 2.0.3 のインストールが、ロールアップ
パッチを適用した 7.3.0 で失敗する問題を修正しました。

SWD-15863
システムがデバイス /dev_vg/lancope/_ var を待機中にタイムア
ウトする問題を修正しました。

SWD-15867

idgen.txt の値が不必要に増加する SWD-13346 に関連した問
題を修正しました。

この問題が原因で CPU 平均負荷が通常よりも高く
なっている場合には、このパッチをインストールして
から、エクスポータの XML ファイルを正しく再生成す
るための付加的なアクションを完了する必要があり
ます。以下の「SWD-15867 のエクスポータの特定と
削除」の手順を確認してください。この問題がお客様
の環境に影響しているかどうかが不明な場合や、関
連している可能性のあるエクスポータの特定に対す
る支援については、Stealthwatch カスタマーサポート
までお問い合わせください。

SWD-15914 SecureX セキュリティリボンの自動更新方法を提供しました。

SWD-15981 プロキシ設定が保存されない問題を修正しました。（LSQ-5305）

SWD-16012

SSE コネクタが CTR サービスまたはパブリック SSL 証明書を
使用して通信できない問題を修正しました。

カスタム SMC ID 証明書を使用している場合は、必
ずカスタマー サポートにお問い合わせください。SMC 
が Cisco Secure Services Exchange（SSE）クラウドや
り取りするには、追加の設定が必要です。これは、
SecureX の統合とカスタマー サクセス メトリックのレ
ポートに使用されます。

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-16028
自己割り当て証明書が SAN フィールドと一致しない問題を修正し
ました。（LSQ-5375）

SWD-16146
フローコレクタチャネルのダウンアラームが非アクティブになる問
題を修正しました。

SWONE-7221

SecureX セキュリティリボンのマルチユーザサポートが追加さ
れました。これにより、SecureX、コラボレーション ソリューショ
ン アナライザ（CSA）、または Thread Grid のアカウントを持つ
ユーザは、Stealthwatch Enterprise のセキュリティリボンを使
用して認可を実行できます。

パッチのインストール後、Oauth 範囲を使用して 
SecureX 上で API クライアントのログイン情報を再生
成し、新しいログイン情報で Stealthwatch および 
SecureX の設定を更新する必要があります。詳細に
ついては、『SecureX Integration Guide』を参照してく
ださい。

SWONE-7966
SecureX セキュリティ リボン コンポーネントをバージョン 1.2.x に更
新しました。

SWONE-8172/8561 マスター管理への参照をプライマリ管理に置き換えました。

SWONE-8560 デフォルトロールを変換しました。

SWONE-9904 レポートのタイムアウトの問題を修正しました。

SWONE-10276 レポートビルダーでレポートを保存できるようになりました。

SWONE-10460 Azul JRE バージョンを更新しました。

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。
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SWD-15867 のエクスポータの特定と削除

SWD-15867 の CPU の負荷を軽減するため、次の手順を実行して、エクスポータを特定し
削除します。

次の手順を確認してください。この問題がお客様の環境に影響しているかどうか
が不明な場合や、関連している可能性のあるエクスポータの特定に対する支援
については、Stealthwatch カスタマーサポートまでお問い合わせください。

この問題が原因で CPU 平均負荷が通常よりも高くなっている場合には、このパッチをイン
ストールしてから、エクスポータの XML ファイルを正しく再生成するための付加的なアクショ
ンを完了する必要があります。以下の手順を確認してください。この問題がお客様の環境
に影響しているかどうかが不明な場合や、関連している可能性のあるエクスポータの特定
に対する支援については、Stealthwatch カスタマーサポートまでお問い合わせください。

 1. この問題に対処するために tomcat を定期的に再起動する目的で作成された外部 
cron ジョブを削除します（該当する場合）。

 2. 手順に従ってこのパッチをインストールします。インストールが完了したら、ステップ 3 
に進みます。

 3. いずれかのエクスポータに ID エクスポータとしてフラグが設定されているかどうかを
確認するには、次のコマンドを使用して、SMC のコマンド ライン インターフェイスにロ
グインします。

#grep 'identity-source="true"' 
/lancope/var/smc/config/domain_*/exporter*.xml

例：#grep 'identity-source="true"' /lancope/var/smc/config/domain_
*/exporter*.xml

/lancope/var/smc/config/domain_102/exporter_1855_192.168.1.1.xml:<exporter 
ip="192.168.1.1" exporter-type="exporter" identity-source="true">

疑わしいエクスポータは、エクスポータの行の末尾に [ID] フィールドがないことで識別
できます（上の例を参照）。

新しく生成された XML がどのように表示されるか、一例を下に示します。

例：<exporter ip="192.168.1.1" exporter-type="exporter" identity-source="true" 
id="1">

ファイルが特定された場合には、ステップ 4 に進みます。ファイルが特定されなかった
場合、それ以上のアクションは必要ありません。

 4. 次のコマンドを使用して tomcat プロセスを停止し、削除できるようにします。

#systemctl stop smc-manifest
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 5. ステップ 3 のファイル出力のリストを参照し、次のコマンドを使用して削除します。

#rm -f <path_to_xml_file>

 6. ステップ 3 で見つかったエクスポータからフローを受信するフローコレクタのコマンド ラ
イン インターフェイスにログインします。同じエクスポータを .xml ファイルから手動で削
除します。

 a. フローコレクタエンジンを停止して、次のコマンドを使用します。
>service engine stop

 b. 次のコマンドを使用して、フローコレクタの設定ディレクトリに移動します。
>cd /lancope/var/sw/today/config

 c. exporters.xml のバックアップコピーを作成します。
>cp exporters.xml /lancope/var/exporters.xml.bak

 d. ステップ 3 で見つかったエクスポータを削除するには、vi または任意のエディタ
を使用します。特定のエクスポータスタンザの表示例を以下に示します。疑わし
い IP を検索し、[エクスポータ（exporter）] タグ間のコンテンツを削除します。完
了したら、必ずファイルを保存してください。

例：<exporter ip="192.168.1.1">
<interface if-index="1" active="1" speed-in="1000000000" speed-

out="1000000000" threshold-in="90" threshold-out="90"/>
</exporter>

 7. 次のコマンドを使用して、フローコレクタエンジンを再起動します。

service engine start

 8. SMC SSH コンソールに戻り、次のコマンドを入力します。

systemctl start smc-manifest

 9. 両方のコンソールからログアウトします。これらの変更により、ID タイプアプライアンス
に関連したエクスポータ コンフィギュレーション ファイルの再作成が可能になります。

新しい設定ファイルが正しくフォーマットされ、この問題が原因で発生していた CPU の負担
が軽減されます。

idgen.txt が 65,000 を超える場合は、再作成が必要な構成ファイルが存在する可
能性があるため、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。
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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

© 2021 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. - 8 -

Stealthwatch v7.3.0 Management Console 更新パッチ

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


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、
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