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はじめに

概要

本書では、Stealthwatch System v7.0.0 リリースの新機能と改善点、バグ修正、および既知の
問題について説明します。Stealthwatch System の詳細については、カスタマーコミュニティ を
ご覧ください。

用語

このガイドでは、Stealthwatch FlowSensor Virtual Edition（VE）などの仮想製品を含むすべての
Stealthwatch 製品に対し「アプライアンス」という用語を使用しています。

「クラスタ」は、StealthWatch Management Console（SMC）で管理される Stealthwatch アプライ
アンスのグループです。

ほとんどのアプライアンスは SMC で管理されます。SMC で管理されないエンドポイント コンセ
ントレータなどのアプライアンスは、「スタンドアロン アプライアンス」と呼ばれています。

更新する前に

更新プロセスを開始する前に、Stealthwatch® 更新ガイド v6.10.x ～ v7.0.0 を確認してください。

7.0.0 にアップグレードする前に、更新ログファイルを保存してください。7.0.0 に更新す
ると、これらのログファイルが削除されます。

7.0.0 にパッチを適用する前に、更新ログファイルを保存してください。パッチを適用
するたびに、それ以前のログが削除されます。

ルート パーティションスペースが不足する可能性について

次の点に注意してください。

l SMC に 5 GB または 7.5 GB のルート パーティションがあるシステムの場合、v7.0.0 にアッ
プグレードすると、ルートの使用量が最適な範囲に近づくか、超過することがあります。
そのため、その後の StealthWatch アプリケーションの更新やインストールに影響が出る
可能性があります。システムのルート パーティションに十分なスペースがない場合、重要
な機能が停止します。アプライアンスのディスク使用率統計情報を確認する方法につい
ては、この後の「アプライアンスのディスク使用率の確認」を参照してください。

l 場合によっては、パッチを実行する際に、1 つ以上のアプリケーションをアンインストール
して空き領域を確保する必要があります。

アプライアンスのディスク使用率の確認

1. SMC Web アプリケーションで、[グローバル設定（Global Settings）] アイコンをクリックしま
す。

2. [Central Management] を選択します。
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3. [Appliance Manager] タブを選択します。

4. アプライアンスの [アクション（Actions）] メニューをクリックします。

5. [アプライアンス統計情報の表示（View Appliance Statistics）] を選択します。

6. プロンプトが表示されたら、アプライアンス管理インターフェイスにログインします。

7. [ディスク使用量（Disk Usage）] セクションまでスクロールします。

8. 上の行 / を確認し、[使用済み（Used）] 列のパーセンテージをチェックします。使用率が
75 % 以上の場合、このルート パーティションのデータは赤で表示されます。ルート パー
ティションが埋まった状態が続くと、重要な機能が停止することがあります。使用率が
100 % に近づくに従い、アプライアンスの更新を検討する必要が生じます。詳細について
は、Cisco Stealthwatch サポートにお問い合わせください。

ソフトウェアバージョン

アプライアンスソフトウェアをバージョン 7.x に更新するには、アプライアンスに 6.10.2、6.10.3、ま
たは 6.10.x 以降のバージョンがインストールされている必要があります。以下の点にも注意し
てください。

l パッチ： ソフトウェア バージョンごとに、必要なロールアップ パッチ ファイルとソフトウェア
アップデート ファイルをインストールしてから 7.0.x への更新を開始します。詳細について
は、Stealthwatch のダウンロードおよびライセンス センター
（https://stealthwatch.flexnetoperations.com）にログインして確認してください。

この更新には次のパッチが必要です。

l 6.10.2： patch-smc-ROLLUP008-6.10.2-01.swu（または以降）

l 6.10.4： patch-common-lc-admin-6.10.4-01.swu（または以降）

l アプライアンスのソフトウェア バージョンは段階的に更新してください。たとえば、
Stealthwatch v6.8.x を使用している場合は、各アプライアンスを v6.8.x から 6.9.x に更新し
てから、v6.9.x を v6.10.x に更新します。各更新ガイドは、Customer Community または
Cisco.com で入手できます。

l ダウングレード： 更新すると、更新時にインストールされる新機能をサポートするために必要な
変更がデータ構造や設定に対して行われるため、バージョンのダウングレードはサポートされ
ていません。

l TLS：Stealthwatch には TLS v1.1 以降が必要です。

l セキュリティを強化するために、IDentity 1000/1100アプライアンスを v3.3.0.x に更新し
て、TLS 1.2 対応の新しい openSSL バージョンを利用することをお勧めします。
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Java
SMC デスクトップ クライアントを実行するためには、Stealthwatch に Java バージョン 8（使用可能な最
新の更新）をインストールする必要があります。Java バージョン 9、10、11 はサポートされていません。

次の製品機能を確認して、Java Runtime Environment をインストールする必要があるかどうかを判断し
てください。

l SMC デスクトップ クライアント： マップ、カスタマイズ可能なダッシュボード、応答の管理、システ
ム アラーム、SLIC の設定、SMC フェールオーバーの設定、クラスタ間のライセンス管理、
TACACS と RADIUS の設定、および Stealthwatch ドメインの編集。これらの機能を必要とする
ユーザにのみ、Java Runtime Environment をインストールします。ここに記載されていない機能
があることもあります。

l Web ユーザ インターフェイス： ほとんどの製品機能は Web ユーザ インターフェイスから使
用可能なため、Java Runtime Environment は不要な場合があります。

場合によっては、Azul JRE ランチャにウイルスのフラグが付けられ、ウイルス対策ソ
リューションによって隔離されることがあります。これは誤検出です。

ウイルス対策ソリューションのプロバイダーに連絡して、Azul JRE ランチャの実行可
能ファイルを誤検出として登録するように依頼してください。また、このウイルス対策
ソリューションのプロバイダーは、Azul JRE ランチャの実行可能ファイルを常時承認
リストに含める必要があります。

Splunkアプリケーション用のStealthwatch
Stealthwatch v7.0 に更新する場合、アドバンスドサービスの SIEM 統合サービスによって提供
される Splunk アプリケーション用の Stealthwatch を使用しているときは、Stealthwatch v7.0 と
の互換性を持つように Splunk を更新する必要があります。更新しない場合、機能が中断しま
す。必ず、Stealthwatch v7.0 に更新する前に Splunk を更新してください。

Splunk の更新方法については、Stealthwatch アドバンスド サービス エンジニア にお問い合わ
せください。

サードパーティ製アプリケーション

Stealthwatch は、アプライアンスへのサードパーティ製アプリケーションのインストールをサ
ポートしていません。

ハードウェア

各システム バージョンでサポートされているハードウェア プラットフォームについては、Hardware and
Version Support Matrix を参照してください。

ブラウザ

l 互換性のあるブラウザ：Stealthwatch は Chrome、Firefox、および Microsoft Edge の最
新バージョンをサポートしています。

l Microsoft Edge：Microsoft Edge には、ファイル サイズの制限がある可能性があります。
Microsoft Edge を使用して、ソフトウェア アップデート ファイル（SWU）をアップロードしない
ことをお勧めします。
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l ショートカット： ブラウザのショートカットを使用して、いずれかのステルスウォッチ アプラ
イアンスのアプライアンス管理インターフェイスにアクセスしている場合、更新プロセスの
完了後はショートカットが機能しないことがあります。その場合は、ショートカットを一旦削
除してから再作成してください。

代替アクセス

今後サービスが必要になった場合に備えて、次の手順に従い、ステルスウォッチ アプライアン
スにアクセスする別の方法を有効にします。

今後サービスが必要になった場合に備えて、ハードウェアまたは仮想マシンに対して
次のいずれかの方法を使用してステルスウォッチ アプライアンスにアクセスする別
の方法を有効にしておくことは重要です。

ハードウェア

l コンソール（コンソール ポートへのシリアル接続）： ラップトップや、キーボードとモニタを
使用してアプライアンスに接続する方法については、最新の Stealthwatch ハードウェア
インストレーション ガイド [英語] を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/stealthwatch/products-installation-
guides-list.html

l iDRAC Enterprise（Dell アプライアンス）：www.dell.com で、お使いのプラットフォームの最
新ドキュメントを参照してください。iDRAC Enterprise にはライセンスが必要です。また、
iDRAC Express ではコンソール アクセスはできません。 iDRAC Enterprise をお持ちでな
い場合は、コンソールまたは SSH での直接接続をお使いください。

l CIMC（UCS アプライアンス）： 最新の Cisco UCS を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_
computing/ucs/c/sw/cli/config/guide/b_Cisco_CIMC_CLI_Configuration_Guide/Cisco_
CIMC_CLI_Configuration_Guide_chapter1.html で、お使いのプラットフォーム向けの最新
の Cisco UCS ガイドを参照してください。

仮想マシン

l コンソール（コンソール ポートへのシリアル接続）：アプライアンスのインストールについて
は、最新の KVM または VMware のマニュアルを参照してください。

l KVM の場合は、https://virt-manager.org/ で Virtual Manager のマニュアルを
参照してください。

l VMware の場合は、https://docs.vmware.com/en/VMware-
vSphere/6.0/com.vmware.vsphere.vcsa.doc/GUID-223C2821-BD98-4C7A-
936B-7DBE96291BA4.html で、vSphere 向けの vCenter Server アプライアンス
管理インターフェイスのマニュアルを参照してください。

その他のオプション

仮想またはハードウェアの方法を使用してアプライアンスにログインできない場合は、アプライ
アンスのネットワーク インターフェイスで一時的に SSH を有効にできます。
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SSH を有効にすると、システムの侵害リスクが増加します。SSH は必要な場合のみ
有効にすることが重要です。SSH は、使用終了後に無効にします。

1. アプライアンス管理インターフェイスにログインします。
SMC：SMC にログインします。[グローバル設定（Global Settings）] アイコン > [アプライア
ンスの管理（Administer Appliance）] の順にクリックします。

2. [設定（Configuration）] > [サービス（Services）] の順にクリックします。

3. [SSHを有効にする（Enable SSH）] チェックボックスをオンにして SSH を有効にします。
ルート ユーザによる SSH アクセスを許可するには、[ルートSSHアクセスの有効化
（Enable Root SSH Access）] チェックボックスをオンにします。

4. [適用（Apply）] をクリックします。

更新後

アプライアンスを更新した後、必要なパッチをインストールしてください。

l patch-smc-ROLLUP012-7.0.0-04.swu

詳細については、Stealthwatch ダウンロードおよびライセンスセンター（Stealthwatch
Download and License Center）にあるパッチの readme ファイルで確認してください。
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新着情報

Stealthwatch System v 7.0.0 リリースの新機能と改善点は次のとおりです。

システム

Flow Collector
Flow Collector は、シャットダウンおよび再起動プロセス中にアクティブであったフローレコード
とイベントレコードを保持するようになりました。このため、Flow Collector のシャットダウンと再
起動に時間がかかる場合があります。

Customer SuccessMetrics
Customer Success Metrics（CSM）を使用すると、StealthWatch システムのデータをクラウドに
送信して、Customer Success からシステムの導入状況、状態、パフォーマンス、使用状況に関
する重要な情報にアクセスできるようになります。クラウドに送信されるデータの詳細について
は、CSM のデータシートを参照してください。

Cognitive Analytics統合の機能拡張

コグニティブエンジンの機能拡張の完全なリストについては、Cognitive Analytics のリ
リースノートを参照してください。

Superforest
CTA は、WebFlow テレメトリの分析からの検出を活用して、Stealthwatch からの NetFlow テレ
メトリの分析効率を改善できるようになりました。これは、システムが両方のテレメトリタイプの
相関を処理することにより実現しています。シスコの測定によると、確認される脅威と検出され
る脅威の数が共に約 10% 増加します。

サービスモデリング

サービスモデリングが内部サーバで利用できるようになりました（Stealthwatch のお客様のオ
ンデマンドによる）。内部サーバは、ホストグループ定義を使用して指定されます。分析用に
Cognitive クラウドに送信するデータを追加するには、StealthWatch フローレコードを送信する
内部ホストグループを設定します。サービスモデリングは、会社の内部サーバ（メールサーバ、
ファイルサーバ、Web サーバ、認証サーバなど）を対象としています。エンドユーザからそれら
のサーバへの追加のトラフィックを分析することにより、攻撃を受けたエンドユーザデバイスで
動作するマルウェアによって悪用されたデータがある場合、ユーザがより検出しやすくなりま
す。データ送信に関してすべてのホストグループを確認する必要はありません。内部サーバを
表すホストグループだけを確認します。

Stealthwatchのボットネット分類子

CTA は、Stealthwatch フロー上のボットネットを検出できるようになりました。このようなボット
ネットは、多数の外部ノードに対して統一された異常/不明な通信を行っているという特徴があ
ります。他の機能と組み合わせることにより、SVM（サポートベクトルマシン）分類子は、特に高
度な一般化を実現できるように調整されています。
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AmazonWeb Services(AWS)クラウドへの移行

Cognitive Analytics は 2018 年 8 月に AWS Cloud に移行したため、Cognitive の URL と IP アド
レスが変更され、レポートされるインシデントに若干の違いが生じています。詳細については、
Field Notice を参照してください。

Stealthwatch Cloudダッシュボード

Stealthwatch Cloud ダッシュボードにより、Stealthwatch Cloud が SMC Web アプリケーション イ
ンターフェイスと統合されます。クラウド環境をセットアップすると、このページを使用して、
Stealthwatch Cloud からアラート、ネットワークアクティビティ、および強調表示された観測値の
概要を表示できます。詳細については、Stealthwatch Cloud の Web サイトにアクセスしてくださ
い。

Stealthwatch Cloud 統合は、v6.10.2 で実装されました。

サインアップ手順

Stealthwatch Cloud アカウントにサインアップするには管理者ユーザである必要があります。

Stealthwatch Cloud アカウントにサインアップするには、次の手順を実行します。

1. [Stealthwatch Cloud ダッシュボード（Stealthwatch Cloud Dashboard）] ページで [サイン
アップ（Sign Me Up）] をクリックします。

2. フォームに入力して、[無料トライアルを開始（Start My Free Trial）] をクリックします。
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3. アカウント情報が記載された電子メールを受信したら、Cloud ダッシュボードを使用する
すべての Stealthwatch ユーザを含むクラウドアカウントをセットアップします。

Stealthwatchでのアカウントのセットアップ

クラウドアカウントをセットアップするには、次の手順を実行します。

1. Stealthwatch Cloud ダッシュボードで [アカウント情報の入力（Enter Account Info）] をク
リックします。

2. アカウントの URL を入力または編集し、[保存（Save）] をクリックします。

管理者ユーザだけが SWC URL を編集できます。アカウントをセットアップする際は、SWC URL
の「 .com 」の後に文字を含めないでください。たとえば、「https://customer-
name.obsrvbl.com/#/dashboard」は「https://customer-name.obsrvbl.com」に変更します。
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3. SWC ユーザ名を入力します。

4. SWC API キーを入力します。[入手する（Go Get It）] をクリックして、API キーがある [クラ
ウド設定（Cloud Settings）] ページに移動します。

5. [保存（Save）] をクリックします。

Stealthwatch Cloud アカウント セットアップ ツールにアクセスするには、[展開（Deploy）] >
[Stealthwatch Cloud] に移動します。

アカウントの無効化

Stealthwatch Cloud アカウントを無効にするには管理者ユーザである必要があります。

クラウドアカウントを無効にするには、次の手順を実行します。

1. [展開（Deploy）] > [Stealthwatch Cloud] に移動します。

2. SWC URL を削除します。

3. [保存（Save）] をクリックします。

ダッシュボード コンポーネント

アラート

このコンポーネントには、クラウド環境のオープンアラートの概要が最終更新日でソートされた
状態で表示されます。チャートを使用して次の項目を表示します。

l オープンアラートの数。

l アラート名、ソース、最終更新日、コメントの数、および割り当てられたユーザ。

このコンポーネントから、次の情報にアクセスできます。

l アラートの詳細。アラートに関する詳細な情報を提供します。この情報を表示するには、
アラート名をクリックします。

l Stealthwatch Cloud アカウントのオープンアラートのリスト。この情報を表示するには、コ
ンポーネントの右上にある [開く（Open）] をクリックします。

l 自分に割り当てられたアラートのリスト。この情報を表示するには、コンポーネントの右
上にある [自分への割り当て（Assigned To You）] をクリックします。

l コンテキストメニュー。該当する送信元に関連付けられているアラートまたは観測値を表
示するオプションを提供します。コンテキストメニューを表示するには、該当する送信元
情報の横にある省略記号をクリックします。
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ネットワークアクティビティ

このコンポーネントには、過去 24 時間のトラフィック（バイト数および接続数）が表示されます。
グラフを使用して次の項目を表示します。

l ネットワークとの間で転送されたデータ量。

l ネットワークの双方向接続数（ホスト数）。

l アラート。オープンアラートは、アラートをトリガーしたネットワークアクティビティが発生し
た時点で、感嘆符（!）が付いた赤色の三角形で示されます。クローズアラートは、チェック
マークの付いた緑色の円で示されます。

このコンポーネントから、次の情報にアクセスできます。

l タイプ、日付、時刻、およびアラートの送信元。この情報を表示するには、アラートタグを
クリックします。

l アラートの詳細。アラートに関する詳細な情報を提供します。この情報を表示するには、
アラートタグのコンテキストメニューからリンクをクリックします。
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強調表示された観測値の概要

このコンポーネントには、強調表示された観測値の概要と過去 7 日間の数量が表示されます。
強調表示された観測値は、必ずしもセキュリティに対する脅威を示すものではありません。
Stealthwatch Cloud のモデルおよびアルゴリズムによって、要注意と見なされたアクティビティ
の記録です。さまざまな観測値の組み合わせでセキュリティ上の懸念が示されると、アラートが
生成されます。観測値の名前をクリックして、そのカテゴリのすべての観測値にピボットします。
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ポリシー管理

SMC Web アプリケーションですべてのセキュリティイベントおよび関連アラームポリシー（コア、
リレーションシップ、カスタム）を管理できるようになりました（[ポリシー管理（Policy
Management）] にはメインメニューの [設定（Configure）] オプションからアクセスできます）。

SMC デスクトップクライアントの有効なエントリである一部の IP アドレス範囲形式は、
SMC Web アプリケーションの有効なエントリではない場合があります。SMC デスク
トップクライアントで入力された競合する形式は、対応する SMC Web アプリケーショ
ン要素（ホストグループ管理、ポリシー管理など）で表示されます。ただし、SMC デス
クトップクライアントで特定の設定を更新するには、その前に個々の競合を修正する
必要があります。有効な形式については、オンラインヘルプを参照してください。

コアポリシー

SMC Web アプリケーションでセキュリティイベントを有効または無効にする方法は、SMC デスク
トップクライアントでこれを実現する方法とは異なります。セキュリティイベントに関して設定でき
るオプションを確認するには、次の図と表を参照してください。

オプション

左のオプションが [ホストが送信元の

場合 ( When Host is Source) ] で選

択されている場合におけるこのセキュリ

ティイベントの動作

左のオプションが [ホストがターゲットの

場合 ( When Host is Target) ] で選

択されている場合におけるこのセキュ

リティイベントの動作

[オフ( Off) ] インデックスポイントまたはアラームは
収集されません。

インデックスポイントはアラームカテゴリイ

ベントまたはアラームに影響しません。

[無視

( Ignore) ]

使用されません。StealthWatch では、
（関連付けられているホストが属する）
このポリシーでこのイベントに指定され
ている設定は無視します。代わりに、
（優先順位に従い）関連付けられてい
るホストが属する次のポリシーでこの
イベントに指定されている設定を使用

使用されません。StealthWatchでは、

(関連付けられているホストが属する)
このポリシーでこのイベントに指定されて

いる設定は無視します。代わりに、(優

先順位に従い)関連付けられているホ

ストが属する次のポリシーでこのイベン
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オプション

左のオプションが [ホストが送信元の

場合 ( When Host is Source) ] で選

択されている場合におけるこのセキュリ

ティイベントの動作

左のオプションが [ホストがターゲットの

場合 ( When Host is Target) ] で選

択されている場合におけるこのセキュ

リティイベントの動作

します。たとえば、無視されているポリ
シーがホストポリシーである場合、
StealthWatch は、関連付けられたホス
トが属している権限ポリシーでこのイベ
ントに関して指定されている設定を使
用します。そのようなロールポリシーが
ない場合、Stealthwatch は、デフォル
トポリシーでこのイベントに関して指定
されている設定を使用します。

注：このオプションはアラームカテゴリ
イベントには適用されません。

トに指定されている設定を使用しま

す。たとえば、無視されているポリシーが

ホストポリシーである場合、

StealthWatchは、関連付けられたホス

トが属している権限ポリシーでこのイベ

ントに関して指定されている設定を使

用します。そのようなロールポリシーがな

い場合、Stealthwatchは、デフォルトポ

リシーでこのイベントに関して指定され

ている設定を使用します。

[オン( On) ] インデックスポイントは収集されますが、

アラームは収集されません。

インデックスポイントはアラームカテゴリイ

ベントに影響しますが、アラームは生成

されません。

[オンおよび

アラーム

( On+
Alarm) ]

インデックスポイントが収集され、アラー

ムが生成されます。

インデックスポイントはアラームカテゴリイ

ベントに影響し、アラームが生成されま

す。

次のタイプの有効なポリシーを検索できます。

l 特定のホストを持つすべての有効的なポリシー。

l ある特定セキュリティイベントタイプ専用の特定ホストに関連付けられた有効なポリ
シー。

有効なポリシーは、この時点では、オレンジ色の長方形に [有効（Effective）] と書かれたマーク
で示されます。

Copyright © 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. - 17 -

新着情報



l SMC Web アプリケーションまたは SMC デスクトップクライアントのいずれかに
追加したコアポリシーはすべて、両方のインターフェイスに表示されます。

l v7.0 より前に作成されたすべてのロールポリシーまたはホストポリシーは、そ
の緩和設定を保持します（設定されている場合）。これらの緩和設定は、SMC
デスクトップクライアントでのみ表示および更新できます。

リレーションシップポリシー

SMC Web アプリケーションでは、マップを作成せずに 2 つのホストグループ間のリレーション
シップポリシーを作成できます。引き続きマップも作成できますが、作成できるのは SMC デス
クトップクライアントでのみです。さらに、リレーションシップポリシーがセキュリティ分析ダッシュ
ボードでリレーションシップアラームをトリガーするようになりました。

SMC Web アプリケーションか SMC デスクトップクライアントのいずれかでリレーション
シップポリシーに加えた編集はすべて、両方のインターフェイスに反映されます。

カスタムポリシー(カスタムセキュリティイベント)
カスタムポリシー（カスタム セキュリティ イベントとも呼ばれる）にはメインメニューの [設定
（Configure）] > [ポリシー管理（Policy Management）] オプションからアクセスできます。カスタム
ポリシーの機能は強化されました（新しいルールビルダー、追加のルールタイプなど）。バイト
比率、サービス、プロセス名などのフロー属性を評価するカスタムポリシーを設定できるように
なりました。通信の定義された側（情報カテゴリとピア）のバイトとパケットを指定することもでき
ます。さらに、柔軟性が向上し、特定の値とともに演算子（<、<=、=、>、> =）を使用できるように
なりました。

ETA によってレポートされる暗号化 TLS/SSL バージョンが、カスタムポリシーのコンポーネント
になりました。定義済みの暗号化標準がネットワークの重要な ETA 対応セグメント内で満たさ
れていない場合にアラームを生成するカスタムポリシーを簡単に設定できます。特定のバー
ジョンレベルを入力し、階層リストとして評価する適切な演算子を含めてください（「none」が最
低値、「TLS 1.3」が最高値）。

TLS 1.3 は依然として早期採用であり、業界による実装フットプリントとしての定義は完了してい
ません。そのため、TLS 1.3 を使用するときは、=（等号）ではなく > および < 演算子を使用する
ことをお勧めします。

論理的に有効なカスタムポリシーを設定していることを容易に確認できるように、定義するカス
タムポリシーごとに、ポリシーが評価する要素を説明する概要文が表示されるようになりまし
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た。場合によっては、v7.0 より前に設定されたポリシーも SMC Web アプリケーションで確認す
る必要があります。v7.0 より前に設定されたカスタムポリシーの概要文を表示するには、まず
それを編集する必要があります。編集中は、新しいルールタイプを使用して、これらのイベント
をさらに絞り込むことができます。作業が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。

ホストグループ管理

SMC Web アプリケーションでホストグループを管理および設定できるようになりました。SMC デ
スクトップクライアントで実行できるホスト管理機能をこのアプリケーションでも実行できます
が、その方法の一部が多少変更されています。唯一の新しい要素は [説明（Description）]
フィールドです。

ユーザ管理

SMC Web アプリケーションでユーザアカウントデータを管理できるようになりました。SMC Web
アプリケーションか SMC デスクトップクライアントのいずれかにユーザを追加すると、両方のイ
ンターフェイスでそのユーザのアカウントを表示できるようになります。ユーザ管理機能は、
SMC（管理）管理者インターフェイスには存在しなくなりました。
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SMC Web アプリケーションでユーザにデータロールを割り当てることができるようになりました。
データロールは SMC Web アプリケーションでも SMC デスクトップクライアントで現在機能してい
るように機能します。データロールは、ドメイン、ホストグループ、アプライアンス、およびデバイ
スを、ユーザが表示（読み取り）および設定（書き込み）できるかどうかを制御します。SMC Web
アプリケーションか SMC デスクトップ アプリケーションのいずれかでユーザのデータロールを編
集すると、その内容が両方のインターフェイスに反映されます。SMC デスクトップクライアントで
カスタムデータロールを作成することができます。これを行うと、SMC Web アプリケーションのリ
ストにも表示されます。

Web ロールは Stealthwatch v7.0 の新機能です。Web ロールは、ドメイン内の、またはホストグ
ループ、アプライアンス、デバイスユーザに関連付けられている機能（フロー検索、ポリシー管
理、ネットワーク分類など）を、ユーザが SMC Web アプリケーションで表示および設定できるか
どうかを制御します。Web ロールを割り当てたり表示したりできるのは、SMC Web アプリケー
ションのみです。追加の Web ロールを作成することはできません。
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SMC Web アプリケーションで割り当てられるデスクトップ クライアント ロールも Stealthwatch
v7.0 の新機能です。デスクトップ クライアント ロールは、機能（フロー検索、ポリシー管理、レ
ポートなど）を、ユーザが SMC デスクトップクライアントで表示および設定できるかどうかを制御
します（SMC デスクトップクライアントでの Stealthwatch によるデスクトップ クライアント ロール
の呼称は「機能ロール」）。SMC Web アプリケーションか SMC デスクトップ アプリケーションの
いずれかでユーザのデスクトップ クライアント ロールを編集すると、その内容が両方のインター
フェイスに反映されます。SMC デスクトップクライアントでカスタム デスクトップ クライアント ロー
ルを作成することができます。

状況に応じて、次の 2 つの表を参照して、ユーザに割り当てることができる各種の Web ロール
とデスクトップ クライアント ロールを確認してください。

v6.10.xからv7.0 にアップグレードする場合

ユーザの作成

v6.10.x でのデス

クトップ クライアン

ト ロール

v7.0 でのデスク

トップ クライアン

ト ロール

v7.0 でのWeb ロール

アプライアンスのセットアッ

プ時 (ユーザはシステム管

理者 )
システム管理者 システム管理者

マスター管理者 (デフォル

トで) *

アプライアンス管理イン

ターフェイスにおいて
管理者権限 管理者権限

マスター管理者 (デフォル

トで) *

SMCデスクトップクライア

ントにおいて
機能ロール

アップグレード前

と同じロール
アナリスト（デフォルト
で）*

* このロールは SMC Web アプリケーションで変更できます。

v7.0 Stealthwatchの新規インストール時

ユーザの作成
v7.0 でのデスクトップ ク

ライアント ロール
v7.0 でのWeb ロール

SMC デスクトップクライアントにおいて 機能ロール アナリスト (デフォルトで) *
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ユーザの作成
v7.0 でのデスクトップ ク

ライアント ロール
v7.0 でのWeb ロール

SMCWebアプリケーションにおいて

(ユーザはマスター管理者ではない) 機能ロール Webロール

SMCWebアプリケーションにおいて

(ユーザはマスター管理者である) 管理者権限 マスター管理者

* このロールは SMC Web アプリケーションで変更できます。

アプリケーションマネージャ

アプリケーションマネージャは、Central Manager に含まれる新機能の一つです。インストール
済みの Stealthwatch アプリケーションを管理するときは、[アプリケーションマネージャ（App
Manager）] ページを使用します。このページから、アプリケーションのインストール、更新、アン
インストール、またはステータス表示を行えます（アプリケーションをインストールまたはアンイン
ストールできるのはマスター管理者のみ）。Stealthwatch の特定バージョンでアプリケーション
が利用可能になると、Flexera に掲載されます。

Stealthwatch スタンドアロン アプリケーションは、近い将来利用可能になります。

通常の Stealthwatch のアップグレードプロセスとは別に、これらのスタンドアロン アプリケー
ションのインストールやアップグレードを行うことができます。そのため、これらのアプリケーショ
ンはより頻繁なアップグレードが可能です。これらのアプリケーションをインストールするために
Stealthwatch システムを更新する必要はありません。インストール済みのアプリケーションに
は、ダッシュボードのメニューを使用して SMC Web アプリケーションからアクセスします。
SMC Web アプリケーションに表示されるアプリケーションは、ユーザ権限によって異なります。

確認可能なアプリケーションのステータスについては、以下の表を参照してください。

より新しいバージョンのアプリケーションがあっても [アプリケーションマネージャ（App
Manager）] に表示されないことがあるため、必ず Flexera で新しいバージョンがない
かどうかを確認してください。
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ステータス 定義 対処

UpToDate インストール済みのアプリケー
ションは最新バージョンです。

特に対処の必要はありませ

ん。

UpdateAvailable 新しいバージョンのStealthwatch
にアップグレード済みです。既存

のアプリケーションは、このバー

ジョンのStealthwatchでサポート

されていますが、このアプリケー

ションの新しいバージョンがありま

す。

必要な場合は、Flexeraにアク

セスして最新バージョンのダウン

ロードとインストールを行ってくだ

さい(これにより、既存のバー

ジョンが置き換えられる)。

UpgradeRequired 新しいバージョンの
Stealthwatch にアップグレード
しましたが、既存のアプリケー
ションは、現在使用している
Stealthwatch バージョンでサ
ポートされていません。

このアプリケーションを引き続き

使用するには、Flexeraにアク

セスして最新バージョンのダウン

ロードとインストールを行ってくだ

さい(これにより、既存のバー

ジョンが置き換えられる)。

AppNotSupported 新しいバージョンの
Stealthwatch にアップグレード
済みです。このアプリケーショ
ンは、現在使用しているバー
ジョンでサポートされなくなる可
能性があります。このアプリ
ケーションが廃止されたか、こ
のアプリケーションの新しい
バージョンがまだリリースされ
ていない可能性があります。

Flexeraにアクセスして新しい

バージョンがリリースされていな

いかどうかを確認してください。

Error 関連付けられているアプリケー

ションのインストール、アップグ

レード、または削除プロセスが

正常に完了しませんでした。

CiscoStealthwatchサポートに

連絡してください(サポートの連

絡先情報については、本書の

最後のセクションを参照 )。この

アプリケーションが、部分的にイ

ンストール、アップグレード、また

は削除された可能性がありま

す。その場合は修正が必要で

す。
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ISE統合機能の拡張

pxGridクライアント証明書を取得するプロセスの変更

V7.0 以降の Stealthwatch は、Stealthwatch 中央管理で生成された証明書署名要求（CSR）に
よって作成されたクライアント証明書のみをインポートします。詳細については、『Configuring
Cisco ISE or ISE-PIC』のガイドを参照してください。

Stealthwatch v6.10.x からアップグレードする場合、pxGrid クライアント証明書はその
まま ISE との接続を確立するために使用できます。ただしセキュリティ上の理由か
ら、CSR によって pxGrid クライアント証明書を再作成することが推奨されます。

統合オプション

Stealthwatch では pxGrid との統合が強化され、データの取得および ISE との相互通信に使用
できる機能と情報トピックが追加されています。これらの統合オプションが設定可能になり、シ
ステムのニーズに合わせてオンまたはオフにできるようになりました。

ISE 設定ページには、次の統合オプションが含まれています。

l 適応型ネットワーク制御（ANC）

l 静的 TrustSec 分類

l ユーザセッション

ISE 接続ステータスに、pxGrid への接続ステータスと、有効になっている情報トピックに対する
サブスクリプション ステータスが表示されるようになりました。

TrustSecセキュリティグループタグ

Stealthwatch v7.0 では、これまでと同様にユーザセッションからダイナミック TrustSec 分類を
取得できるだけでなく、ISE から TrustSec の静的エンドポイント分類（IP と SGT のバインディン
グ）を取得できます。これにより、認証プロセスで TrustSec コンテキストを使用できない環境
（データセンターサーバのように静的に分類されたエンドポイント、トポロジベースの分類、ISE
が SXP プロセスによって外部システムから学習したコンテキストなど）で、セキュリティグループ
タグ（TrustSec ID）とセキュリティグループ名（TrustSec 名）を使用したフローの増強が可能で
す。SGT の詳細については、『Overview of TrustSec』ドキュメントを参照してください。

変更された緩和アクション

以前の隔離/隔離解除機能は ANC ポリシーに置き換えられました。エンドポイントに ANC ポリ
シーを適用し、ISE で設定されているルールとポリシーに従ってネットワーク上のエンドポイント
の認証ステータスを変更できるようになりました。緩和アクションは、[ホストの調査
（Investigation a Host）] ページの [ホストの概要（Host Summary）] コンポーネントの [ANCポリ
シー（ANC policies）] オプションを使用して管理します。ISE での ANC ポリシーセットアップの詳
細については、ANC のセットアップに関するドキュメントを参照してください。

ANC ポリシーをホストに適用するには、[ホストの概要（Host Summary）] コンポーネントで ISE
ANC ポリシーの横にある [編集（Edit）] をクリックします。ANC ポリシーのパネルが開き、ホスト
ドメインで構成されているすべての ISE クラスタが、利用可能な ANC ポリシーに関する情報とと
もに表示されます。ANC ポリシーの適用が可能な ISE クラスタに、ANC ポリシーのドロップ ダ
ウンが表示されます。
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EAPチェーンセッションのサポート

Stealthwatchは、EAP チェーン認証から派生した ISE セッションのトラッキングをサポートする
ようになりました。EAP チェーン セッションが正常に検出されるためには、EAP チェーン プロセ
スでユーザ認証が成功する必要があります。ユーザ認証が失敗したセッションは Stealthwatch
で追跡されません。

パフォーマンスとスケーラビリティ

Stealthwatch v7.0 では、ISE セッションの処理に関連する大幅な改善が行われています。これ
により、ハイエンド FC/SMC アプライアンス プラットフォームのアクティブ セッションを 2,000,000
までサポートできます。詳細については、『ISE Integration Scalability Support』ドキュメントを参
照してください。

UCS ハードウェア

Stealthwatch は、最新世代の UCS ハードウェア（M5）で使用できます。互換性のあるモデル番
号と仕様については、Cisco.com を参照するか、最寄りのシスコパートナーにお問い合わせくだ
さい。

Stealthwatch ファームウェアおよび Stealthwatch 更新ガイド [英語] を使用して、ファームウェ
アを更新します。Cisco.com に掲載されている標準の UCS ファームウェア更新情報は使用しな
いでください。

UDP Director
M5 UDP Director は、デュアルレート 1G または 10G 銅線管理/入力/出力ポートを備えていま
す。10G レートを利用する場合、アプライアンスは 1G レートと比較してパフォーマンスを最大
50% 向上させることができます。

l ポートが銅線である場合、銅線を介した 10G レートには互換性のある追加のネットワー
クハードウェアが必要です。詳細については、仕様シートを参照してください。

l 実際の結果は異なることがあります。パフォーマンスレートは、パケットサイズと転送
ルールの数の影響を受けます。
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StealthWatch IDentityアプライアンス

StealthWatch IDentity アプライアンス（ID-1000、ID-1100）を使用している場合は、Lancope
Web 証明書を交換してからソフトウェアを 7.0 に更新します。手順については、Stealthwatch
更新ガイドを参照してください。

新しいソフトウェア更新プロセス

Stealthwatch クラスタをバージョン 6.10.x から 7.0.0 に更新するための新しいプロセスを導入し
ました。更新には次の内容が含まれます。

l 手順：完全な手順については、Stealthwatch 更新ガイドを参照してください。アプライア
ンスの更新順序に従って、最新のロールアップパッチファイルをインストールすることが
重要です。

l アプライアンス管理インターフェイス：プライマリ SMC にパッチ（Pre-SWU）ファイルをイン
ストールします。

l Web インターフェイス：クラスタ内の各アプライアンスにパッチ（Pre-SWU）と 7.0.0 SWU（ソ
フトウェア アップデート ファイル）をインストールします。

l 新しいアプライアンスの更新順序：必ず、新しい順序を使用してアプライアンスを更新し
てください。

l 証明書：アプライアンスソフトウェアを 7.x に更新すると、デフォルトのアプライアンス アイ
デンティティ証明書（旧 Lancope）が一意の自己署名アプライアンス アイデンティティ証明
書で置き換えられます。アプライアンスの信頼ストアは、このプロセスの一環として自動
的に更新されます。アプライアンスでカスタム証明書を使用している場合、証明書は置き
換えられません。

l Central Management：アプライアンスソフトウェアを 7.x に更新すると、プライマリ
SMC/Central Manager からアプライアンスを管理できます。詳細については、「Central
Management」を参照してください。

インストールと設定

データストレージ

新しいバーチャルエディション（VE）アプライアンスのインストールについては、最小データスト
レージ仕様が変更されました。アプライアンスのデータ ストレージは、アプライアンスが再起動
すると自動的に拡張されます。詳細とすべてのリソース要件については、『Stealthwatch インス
トールおよびコンフィギュレーションガイド』を参照してください。

アプライアンスを 7.0 にアップグレードする場合は、次の内容を確認してください：
「ルート パーティション スペースが不足する可能性について」
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Stealthwatch VE モデル
最小
データストレージ

最大数

アドレス指定可

能

ストレージ/
同等ハードウェア

StealthwatchManagement ConsoleVE 125 GB 5.6 TB

StealthwatchManagement ConsoleVE 2000 200 GB 7.2 TB

Flow Collector NetFlow VE 200 GB 1TB

Flow Collector NetFlow VE 2000 600 GB 2TB

Flow Collector NetFlow VE 4000 1.5 TB 7.2 TB

Flow Collector sFlow VE 100 GB 1TB

Flow Collector sFlow VE 2000 600 GB 2TB

Flow Collector sFlow VE 4000 1.5 TB 7.2 TB

Flow Sensor 60 GB

UDPDirector 60 GB

アプライアンスセットアップツール

アプライアンス セットアップ ツールが更新され、新しいアプライアンスの次のような設定が可能
になりました。

l パスワード：新しいアプライアンスのアプライアンス セットアップ ツールの一部として、
admin、root、sysadmin のデフォルトパスワードの変更を求めるプロンプトが表示されま
す。

既存のアプライアンスがデフォルトのパスワードを使用している場合、それらのパス
ワードをすぐに変更することを強くお勧めします。

l Central Management：Stealthwatch Management Console である Central Manager への
アプライアンスの割り当てを求めるプロンプトが表示されます。詳細については、
「Central Management」を参照してください。

タイムゾーンUTC
7.0.0 では、すべての Stealthwatch アプライアンスで協定世界時（UTC）が使用されます。
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l UTC は、時間の表示とイベントのレポートに使用されます。

l タイムゾーンは変更できません。

l 各アプライアンスに少なくとも 1 台の NTP サーバが必要になりました。

USGv6認定

Stealthwatch は、基本 IPv6 管理ポートアドレス指定機能によって USGv6 認定を受けていま
す。基本 IPv6 アドレス指定を有効にしても、IPv6 用の追加のコンポーネントが実装されるまで
は依然としてアプライアンスの IPv4 アドレスを提供する必要があります。

Central Management
アプライアンスが Central Management によって管理されている場合、以下のように 1 つのダッ
シュボードから各アプライアンスのステータスを確認して、管理することができます。

l アプライアンス構成の編集

l ソフトウェアのアップデート

l バックアップ設定ファイルの作成

l 監査ログの表示

l リブート

l シャットダウン

l ライセンスステータスの確認

アップデートマネージャ

v6.10.x で使用されていた [システム管理（System Management）] ページはアップデートマネー
ジャに置き換えられます。

アップデートマネージャとソフトウェア更新プロセスは、すべてのアプライアンスをソフトウェア
v7.0.x に更新した後に使用可能になります。この新しい機能を使用してアプライアンスを v6.10.x
からアップグレードすることはできません。
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l パッチ：アプライアンスの個別のロールアップパッチまたは共通パッチをアップロードしま
す。詳細については、パッチの Readme ファイルを参照してください。

l ソフトウェア更新ファイル：アプライアンスタイプごとに個別の SWU ファイルをアップロード
します。

l 手順：手順の詳細については、Stealthwatch ソフトウェア更新ガイドを参照してくださ
い。アプライアンスの更新順序に従って、最新のロールアップパッチファイルをインストー
ルすることが重要です。

証明書と信頼ストア

Central Management を使用して各アプライアンスの証明書を表示および更新します。手順に
ついては、Stealthwatch オンラインヘルプを参照してください。

l 証明書署名要求（CSR）：アプライアンス ID を置き換える場合やクライアント ID を追加す
る場合は、Central Management を使用して証明書署名要求を生成します。秘密キーを
生成する必要はなくなりました。秘密キーは CSR プロセスで生成されます。

l アプライアンス ID：アプライアンス ID 証明書は、Stealthwatchアプライアンス間の通信に
使用されます。現在のアプライアンス ID 証明書を表示したり、SSL/TLS アプライアンス
ID を使用してアプライアンス ID 証明書を更新することができます。

l クライアント ID：クライアント ID 証明書は外部サービス（Cisco Identity Services（ISE）な
ど）間の通信に使用されます。SMC クライアント ID 証明書を表示したり、追加の
SSL/TLS クライアント ID を使用してクライアント ID 証明書を追加したりできます。

l 信頼ストア：アプライアンスの信頼ストアに証明書を追加すると、別の Stealthwatch アプ
ライアンスであるか外部サービスであるかに関わらず、その ID との通信が可能になりま
す。

Stealthwatch Cloud: Early Access
Stealthwatch Cloud: Early Access（SWC: Early Access）は、2018 年 10 月 31 日（終了日）以降
は期限切れになる期間限定機能です。SWC: Early Access により、ネットワーク テレメトリ デー
タを Stealthwatch Cloud ベースのインフラストラクチャに送信し、SMC でホスト分類の提案を受
信することができます。この機能を有効にするには、Central Manager で [SWC Early Accessを
有効化（Enable SWC Early Access）] をオンにします。ホスト分類の提案を確認するには、[ホス
トグループ管理（Host Group Management）] ページで [提案された分類の表示（ベータ版）
（Review Suggested Classification (BETA)）] をクリックします。

終了日以降は、この機能がすべてのユーザに対して無効になります。Stealthwatch のバージョ
ンに基づいて、次のようになります。

l バージョン 7.0.0 では、[SWC Early Accessを有効化（Enable SWC Early Access）] をオンに
すると、ネットワークテレメトリが Stealthwatch Cloud ベースのインフラストラクチャに送信
されますが、分析は行われません。Cloud ベースのインフラストラクチャでは、このネット
ワークテレメトリが 5 日後に自動的に削除されます。SWC: Early Access の有効化または
無効化によるシステムへの悪影響はありません。[提案された分類の表示（ベータ版）
（Review Suggested Classification (BETA)）] をクリックすると、ページが見つからなかった
こと示す 404 エラーのページにリダイレクトされます。

l 7.0.0 より後のバージョンでは、[SWC Early Accessを有効化（Enable SWC Early Access）]
チェックボックスと [提案された分類の表示（ベータ版）（Review Suggested Classification
(BETA)）] ボタンが表示されなくなります。
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将来利用可能になる Stealthwatch ホスト分類アプリケーションでは、SWC: Early
Access によって提供されるホスト分類提案機能が複製されます。詳細については、
セールス担当者にお問い合わせください。

Stealthwatchデスクトップクライアントのインストール

Stealthwatch v7.0 以降、Oracle Java は、Stealthwatch デスクトップクライアントのインストール
とオープンには使用されなくなります。

以下の手順で、Windows または macOS を使用して Stealthwatch デスクトップ クライアントをイ
ンストールします。次の点に注意してください。

l Stealthwatch デスクトップ クライアントのさまざまなバージョンをローカルにインストール
することができます。

l Stealthwatch デスクトップ クライアントの複数のバージョンにアクセスするには、各 SMC
において異なる実行ファイルが必要になります。

l プライマリ SMC とセカンダリ SMC の両方を使用している場合は、一方の SMC をログオ
フして、その後もう一方の SMC にログインする必要があります。

l Stealthwatch デスクトップ クライアントの複数のバージョンを同時に開くことができます。

l Stealthwatch の最新のバージョンに更新する場合は、Stealthwatch デスクトップ クライ
アントの新しいバージョンをインストールする必要があります。

l すでに Stealthwatch デスクトップクライアントがあり、v7.1 に更新する場合、
Stealthwatch デスクトップクライアントで Oracle Java を使用できなくなります。

Windows を使用したデスクトップクライアントのインストール

l Stealthwatch デスクトップ クライアントをインストール可能な権限を持っている
必要があります。

l Stealthwatch デスクトップ クライアントには、64 ビットのオペレーティング シス
テムが必要です。32 ビットのオペレーティング システムまたは Linux では実行
できません。

1. Stealthwatch Web アプリケーションのページの右上隅にある [デスクトップクライアント
（Desktop Client）] をクリックします。

2. .exe ファイルをクリックして、インストール プロセスを開始します。

3. ウィザードの手順を実行して Stealthwatch デスクトップ クライアントをインストールしま
す。

4. デスクトップ上の Stealthwatch デスクトップ クライアント アイコン をクリックします。

5. SMC ユーザ名およびパスワードを入力します。

6. SMC サーバ名または IP アドレス（IPv4 または IPv6）を入力します。

7. 画面に表示される指示に従ってデスクトップ クライアントを開き、アプライアンスのアイデ
ンティティ証明書を信頼します。
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メモリサイズの変更

Stealthwatch デスクトップ クライアント インターフェイスを実行するために、クライアント コン
ピュータで割り当てるランダム アクセス メモリ（RAM）の量を変更できます。開いている多数の
ドキュメントや大量のデータ セット（100,000 個を超えるレコードが含まれたフロー クエリなど）を
扱う場合は、割り当てるメモリを増やすことを検討してください。

1. Windows Explorer で、ホームディレクトリに移動します。

2. これらのフォルダを次の順に開きます。AppData > ローミング > Stealthwatch。

フォルダが非表示の場合は、「Stealthwatch」を検索する必要がある場合があります。

3. Stealthwatch ディレクトリで、目的の Stealthwatch バージョンが含まれているフォルダを
開きます。

4. 適切な編集アプリケーションを使用して application.vmoptions ファイルを開き、編集を開
始します（このファイルは、Stealthwatch デスクトップ クライアントを最初に開いた後に作
成されます）。

最小メモリ サイズ（Xms）：512 MB 以上を割り当てることをお勧めします。この番号は、
ファイルの 3 番目の行に表示されます。

コンテンツを連続した 1 行で表示するエディタの場合は、下の画像で強調表示されてい
る数字を参照して、どの数字が最小メモリ サイズを表しているかを確認してください。

最大メモリ サイズ（Xmx）：コンピュータの RAM の最大半分のサイズを割り当てることが
できます。この番号は、ファイルの 4 番目の行に表示されます。

コンテンツを連続した 1 行で表示するエディタの場合は、下の画像で強調表示されてい
る数字を参照して、どの数字が最大メモリサイズを表しているのか確認してください。

すべての番号を使用します。たとえば、Xmx0.5m ではなく、-xmx512m を入力します。

l Stealthwatch デスクトップ クライアントが頻繁に「ハング」する場合は、メモリ
サイズを大きくします。

l Java に関連するエラー メッセージが表示される場合は、これよりも小さなメモ
リ割り当て量を選択してください。

macOSを使用したデスクトップクライアントのインストール

l Stealthwatch デスクトップ クライアントをインストール可能な権限を持っている
必要があります。

l Stealthwatch デスクトップ クライアントには、64 ビットのオペレーティング シス
テムが必要です。32 ビットのオペレーティング システムまたは Linux では実行
できません。
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1. Stealthwatch Web アプリケーションのページの右上隅にある [デスクトップクライアント
（Desktop Client）] をクリックします。

2. .dmg ファイルをクリックして、インストール プロセスを開始します。

アイコンとフォルダは、以下に示すようにモニタに表示されます。

3. Stealthwatch デスクトップ クライアントのアイコンを（ ）アプリケーションのフォルダにド
ラッグします。

アイコンは、スタート パッドに追加されます。

4. デスクトップ上の Stealthwatch デスクトップ クライアント アイコン をクリックします。

5. SMC ユーザ名およびパスワードを入力します。

6. SMC サーバ名または IP アドレス（IPv4 または IPv6）を入力します。

7. 画面に表示される指示に従ってデスクトップ クライアントを開き、アプライアンスのアイデ
ンティティ証明書を信頼します。

メモリサイズの変更

Stealthwatch デスクトップ クライアント インターフェイスを実行するために、クライアント コン
ピュータで割り当てるランダム アクセス メモリ（RAM）の量を変更できます。開いている多数の
ドキュメントや大量のデータ セット（100,000 個を超えるレコードが含まれたフロー クエリなど）を
扱う場合は、割り当てるメモリを増やすことを検討してください。

1. 検索で、ホーム ディレクトリに移動します。

2. Stealthwatch フォルダを開きます。

3. Stealthwatch ディレクトリで、目的の Stealthwatch バージョンが含まれているフォルダを
開きます。

4. 適切な編集アプリケーションを使用して application.vmoptions ファイルを開き、編集を開
始します（このファイルは、Stealthwatch デスクトップ クライアントを最初に開いた後に作
成されます）。

最小メモリ サイズ（Xms）：512 MB 以上を割り当てることをお勧めします。この番号は、
ファイルの 3 番目の行に表示されます。

コンテンツを連続した 1 行で表示するエディタの場合は、下の画像で強調表示されてい
る数字を参照して、どの数字が最小メモリ サイズを表しているかを確認してください。
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最大メモリサイズ（Xmx）：コンピュータの RAM の最大半分のサイズを割り当てることがで
きます。この番号は、ファイルの 4 番目の行に表示されます。

コンテンツを連続した 1 行で表示するエディタの場合は、下の画像で強調表示されてい
る数字を参照して、どの数字が最大メモリサイズを表しているのか確認してください。

すべての番号を使用します。たとえば、Xmx0.5m ではなく、-xmx512m を入力します。

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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修正点

このセクションでは、旧リリースでお客様から報告された問題（バグ/不具合）に関してこのリ
リースで行われた修正点の概要を示します。参照用に、Stealthwatch Defect（SWD または
LSQ）番号が示されています。

バージョン7.0.0

障害 説明 LSQ

SWD-7700

TextCopyHandler が /lancope/var/smc/tmp フォルダのファ
イルの読み取りに失敗するため、フロー収集のトレンド
チャートに隙間がありました。

特定の条件下で、スケジュール設定されたレポートにより既
存の SMC データのロードプロセスが終了する問題を解決し
ました。

LSQ-2727

SWD-8115

プロセス「acpi_pad」の複数のインスタンスが、システムが応
答不能になる原因となっていました。

この問題を解決するため、「acpi_pad」プロセスをブラックリス
ト化しました。

LSQ-2836

SWD-8142

データベースのバックアップで、プロセスの最終段階にエ
ラーが発生していました。

再同期エラーが発生した場合に Vertica バックアッププロセ
スを繰り返すように改善が加えられました。

LSQ-2838

SWD-8773 パフォーマンスの改善を利用するため、mongodbを v2.6.8から

v3.10.15にアップグレードしました。
LSQ-3012

SWD-9128

フロー統計情報の一時ファイルは、ディスク領域が 75% 未満
の場合削除されていました。

このコードは、ディスク使用率をチェックするコードが必要な
ファイルの削除を処理できるようにするために、削除されま
した。

LSQ-3123

SWD-9138

[オフラインアクティベーション（Offline Activation）] ダイアログ
で「文字列インデックスが範囲外」エラーが発生していまし
た。

エラーに対処するための例外処理が改善され、ダッシュ記
号の存在を確認するための条件が追加されました。

LSQ-3124

SWD-9258 SSH を使用しているときに、フローコレクタエンジンがルータ LSQ-3141
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緩和デバイスに接続できませんでした。

SSH 緩和セッションの構築およびメンテナンスを担当するエ
ンジンコードが更新されました。

SWD-9444

process_message の pool_exit で、フローコレクタエンジンに
SIGSEGV エラーが発生しました。

エクスポータの削除に関連するメモリリークが検出され、修
正されました。また、サービス帯域幅のデータ構造の処理に
さらなる保護が組み込まれました。

LSQ-3196

SWD-9445 フローセンサー1010の仕様書を更新しました。 LSQ-3176

SWD-9446

[アプリケーションの詳細（application detail）] 列の引用符が
原因で、フローテーブルを CSV ファイルにエクスポートする
際にエラーが発生しました。

[アプリケーションの詳細（application detail）] フィールドが引
用符を処理するように更新されました。

LSQ-3086

SWD-9490

[フロー検索（Flow Search）] ページの [エクスポート（export）]
ボタンがオフになっています。

ブラウザウィンドウのサイズ変更を処理するように UI が更新
されました。

LSQ-3223

SWD-9502

ページがロードされると、UDP Director 管理ページの [詳細
を見る（more details）] リンクが消えていました。

ページのロード中およびロード後の一貫性が保たれるように
ハイパーリンクを修正しました。

LSQ-3224

SWD-9503
SMC 1000 のメモリが不足しているため、Vertica のクラッ
シュが発生しました。

メモリリークを修正しました。

LSQ-3228

SWD-9515

Flow Collector 5020 が 10G ドライバをロードできませんでし
た。

Intel 10G ネットワークカードが Jessie カーネルと連動できる
ように、grub コンフィギュレーション ファイルを変更しました。

LSQ-3235

SWD-9520

vertica.log のログローテーションが機能していませんでした。

30 日間変更されていないターゲットディレクトリ内のバック
アップ Vertica ログをクリーンアップするため、毎日の cron
ジョブが追加されました。

LSQ-3346
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SWD-9524

管理チャネルダウンアラームがトリガーされた場合、[UDP
Directorデバイス情報（UDP Director device information）] 列
が入力されませんでした。

デバイスタイプを system_alarm テーブルに追加しました。

LSQ-3207

SWD-9559

フローコレクタエンジンに、search_threat_host で SIGSEGV
エラーが発生しました。

処理スレッドのロック時間を最小限に抑えるために、脅威
フィードコードが手直しされました。

LSQ-3208

SWD-9564
『プロキシログ設定ガイド』の「アップロードクライアントの設
定」項にグラフィックエラーがありました。

ポート番号がグラフィックで修正されました。

LSQ-3237

SWD-9568
Vertica が「SafetyShutdown」でハングします。

Vertica をモニタし、プロセスが稼働しているが DB が応答し
ない場合に再起動するためのコードが追加されました。

LSQ-3228

SWD-9577
MIB の HostAlarm 構造に [ホスト名 (hostname)] フィールドが
ありませんでした。

欠落しているフィールドが追加されました。

LSQ-3209

SWD-9607
[ピアホストグループ( Peer Host Groups) ]オプションを、上位カ

ンバセーションテーブルの [列の管理 ( ManageColumns) ]メ
ニューに追加しました。

LSQ-3266

SWD-9692
一部のアーカイブ時間設定で誤ったタイムスタンプを使用し
ていた [ピアホストグループ別トラフィック（Traffic by Peer
Host Group）] の表示を修正しました。

LSQ-3277

SWD-9702
宛先ポートではなく、[NetFlow送信元ポート（NetFlow source
port）] フィールドで送信される ICMP タイプとコードを処理す
るようにフローコレクタエンジンを変更しました。

LSQ-3175

SWD-9732
smc_failover.xml ファイルが無効なために SMC サーバが
ロードに失敗した場合、通知がありませんでした。

SMC ログファイルに適切なログが追加されました。

LSQ-3228

SWD-9873
アラームカウントが、セキュリティ インサイト ダッシュボードの
[アラーム発行ホスト（Alarming Hosts）] コンポーネント、およ
び [ホストリスト（host list）] ビューのアラームと一致しません

LSQ-3330
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でした。

[アラーム発行ホスト（Alarming Host）] コンポーネントの番号
に、最後のリセット時間以降にアラームを受信したホストの
数が表示されていることを説明するように、ヘルプテキストの
ポップアップが更新されました。アラーム番号をクリックする
と、アラームカテゴリフィルタが適用された [ホストリスト（host
list）] ビューに移動します。これら 2 つの番号は異なる場合
があります。

SWD-9913 トライアルライセンスを使用するように、CognitiveAnalytics の

統合が更新されました。
LSQ-3675

SWD-9934

Vertica のエラーにより、セキュリティイベントのクエリが失敗
しました。

Vertica のデフォルトパッケージのインストールを完了するた
めのコードが更新されました。

LSQ-3578

SWD-9983

[保持可能日数（Capacity in Days）] および [残り日数
（Remaining Days）] に対するデータベースストレージの「最悪
のケース」値に誤りがありました。

値が負にならないようにコードを修正しました。

LSQ-3367

SWD-9996

送信元/宛先 IP アドレスが UDP Director の転送ルール設定
と一致しない場合、output.log の [不一致（Not Matched）]
フィールドは増加を示しませんでした。

「不一致」数が増加するように修正が行われました。

LSQ-3370

SWD-10008

[インターフェイスサービストラフィック（Interface Service
Traffic）] グラフのデータが欠落していました。

Vertica データベースの問題を修正するため、グラフのクエリ
を調整しました。

LSQ-3335

SWD-10101

SMC では Tomcat 用に十分なメモリが割り当てられませんで
した。

Tomcat メモリ割り当てがアプライアンスによって異なるよう
に、JVM の設定を分離しました。

LSQ-3305

LSQ-3453

SWD-10119

Host_group_application_traffic に、BPS 値のオーバーフロー
がありました。

SMC が挿入するプライマリデータポイントを多すぎるか少な
すぎる場合、元の統合値によって Vertica で誤った値が記録

LSQ-3397

LSQ-3433
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されることを修正しました。

SWD-10129

関連付けられたフローの情報が正しくありませんでした。

適切な関連付けられたフロー情報が得られるように、SETI と
SMC Web アプリケーション インターフェイスのオンラインヘル
プを更新しました。

LSQ-3415

SWD-10147 パケットクエリロギングを更新しました。 LSQ-3418

SWD-10202

Cisco 3504 ワイヤレス LAN コントローラを使用しているとき
にフロー情報が表示されませんでした。

以前は、エンジンが、入力および出力 SNMP インターフェイ
ス ID が欠落しているフローに対して、インターフェイス #1 を
自動的に割り当てていました。実際のインターフェイス #1 と
競合する可能性があるため、この割り当てには INT_MAX を
使用することにしました。

LSQ-3432

SWD-10239

DBNodeRetentionManager が、パーティションのドロップの間
に十分な時間待機せず、すべてのパーティションがドロップさ
れる原因となっていました。

パーティションのドロップ間でディスク領域が解放されるまで
の十分な時間を確保するために、保持コードにバックオフア
ルゴリズムを実装しました。

LSQ-3444

SWD-10284

フローコレクタ 5000 エンジンでは、さまざまな機能で
SIGSEGV エラーが発生していました。

より多くのデータ入力の検証を情報要素に追加しました。こ
れにより、エンジンはクラッシュする代わりに復号化エラーを
生成します。

LSQ-3454

SWD-10329 SMCWebAppインターフェイスオンラインヘルプのセキュリティグ

ループタグ( SGT)情報を更新しました。
LSQ-3461

SWD-10348

UDP Director がホストの ARP ステータスを更新できませんで
した。

ARP ステータスを更新するために、無効になっているホスト
を確認するための ping を UDP Director から追加しました。

LSQ-3407

SWD-10387 [前回のドロップ( Last Dropped) ]カウントを減らすため、UDP
Directorのデフォルトのバッファ長を増やしました。

LSQ-3463
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SWD-10391
パフォーマンスを向上させるために、ethX rx バッファを物理
UDP Director の最大許容値（通常は 4096）に設定するため
のスクリプトを追加しました。

LSQ-3463

SWD-10423

[リモートファイルシステム（Remote File System）] ページで
[テスト（Test）] をクリックすると、管理インターフェイス UI が
ハングしました。

管理 UI に、より優れたエラー処理が追加されました。

LSQ-3483

SWD-10436

フローコレクタ診断パックに保存されるログファイルが多すぎ
ました。

vertica.log のみが含まれるように診断パックを更新しまし
た。

NA

SWD-10444

SWD-10519

AVG関数を使用するようにデータベースクエリを更新し、合計

オーバーフローの問題を回避しました。
LSQ-3487

SWD-10561

エンジンの update_app_definitions に SIGSEGV エラーが発生
していました。

すべてのリソースメモリプールの削除に続いて、メモリを使用
する変数を NULL に設定するようにしました。

LSQ-3529

SWD-10570

フローコレクタエンジンで、BPS 値を計算するときにオーバー
フローが発生しました。

データの検証を実行し、平均パケットサイズが確実に 65535
バイト以下になるように、バイトとパケットの値の処理が変更
されました。

LSQ-3424

LSQ-3433

LSQ-3397

SWD-10593

ライセンスされていない機能メッセージがフローセンサーに
対して表示されていました。

メッセージのデフォルト設定が変更され、適切なステータスが
表示されるようになりました。

LSQ-3486

SWD-10647

[フロー（flow）] を選択すると、上位ピアがクライアント/サー
バを反転させました。

上位ピアからフローフィルタを作成するときに、スワップホス
トを示すようにコードを変更しました。

LSQ-3554

SWD-10658 インターフェイストラフィック ダッシュボードの2つのチャートの凡

例から [インバウンド( Inbound) ]を削除しました。
LSQ-3335
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SWD-10779

ログインファイル記述子が閉じられていないことが原因で、
ユーザ認証が失敗していました。

ユーザがログアウトした後にファイル記述子を閉じるように
コードを更新しました。

LSQ-3579

SWD-10893

フローの処理中に「スレッドが中断されました」というエラーが
発生し、エンジンがクラッシュしていました。

フロー分類スレッドが一時的にバックアップされる状況を処
理するようにエンジンを更新しました。

LSQ-3600

SWD-11065 1分ごとのフロー統計情報におけるデータバイト数の計算に改

善が加えられました。
LSQ-3582

SWD-11123

DBNodeRetentionManager が大きなパーティションをドロップ
していなかったため、新しいフローデータが挿入されません
でした。

各保持チェックで無効なパーティション（1980 年より前の日
付）をドロップするように、保持コードを変更しました。これら
のパーティションのドロップは、すべて「<table name>で無効
なパーティションをドロップ（Dropped invalid partition for
<table name>）」という警告とともにログに記録されます。ま
た、このコードは、ディスク使用率のしきい値を超えた場合
に、保持期間ごとに最大 5 つのパーティションをドロップしま
す。各ドロップの後にディスク領域がチェックされ、使用率が
しきい値未満に戻ると、その期間でそれ以上パーティション
がドロップされることはありません。

LSQ-3623

SWD-11124

Vertica が、データベースのディスク領域がいっぱいでもデー
タを挿入するため、システムがクラッシュしました。

Vertica がデータベースチャネルを介してディスク使用率を照
会するように、フローコレクタ 5000 エンジンのコードを変更し
ました。これにより、通信チャネルがダウンしている場合で
も、ディスク使用率がデータベースノードのクリティカルレベ
ルに達すると、エンジンがデータベースの挿入を停止できま
す。

LSQ-3623

SWD-11197

フローコレクタ 5200 エンジンのメモリが不足しています。

使用可能なメモリに基づいて処理スレッドの数を制限するよ
うに修正しました。計算された process_instance_count は、フ
ローコレクタ 5200 シリーズのアプライアンスでは 13 に制限さ
れます。この値は、lc_thresholds.txt で手動で設定することも
できます。

LSQ-3600
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障害 説明 LSQ

SWD-11198

複数のエラーが原因でフローコレクタのエンジンがクラッシュ
していました。

メモリの破損やクラッシュの原因となる可能性がある、範囲
外のアレイの参照を修正しました。

LSQ-3600

SWD-11243

テンプレートの変更が原因で、エンジンがエクスポーターフ
ローを処理できませんでした。

古いフローセンサー イニシエータ フィールド [情報要素68
（Information Element 68）] を削除しました。

LSQ-3647

SWD-11480
クライアントとサーバがエンジン( LSQ-3650)でスワップされたとき

に、セキュリティグループタグ IDを交換するためのコードを削除

しました。

LSQ-3650

SWD-11650

SWD-11722

インストール後、フローセンサーに flowsensor.xml がありませ
んでした。

サービスが開始されたときにデフォルトの flowsensor.xml を
書き出すように、start_fs プロセスを更新しました。

LSQ-3725

LSQ-3729
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既知の問題

このセクションでは、このリリースに存在する既知の問題（バグ）について概要を示します。可
能な場合には、回避策も示しています。参照用に問題番号が示されています。

問題番
号

説明 回避策

SWD-
7627

[フロー コレクタ( Flow Collector) ]を再起動する

と、すべてのアラーム履歴が削除されます。ただ

し、自分のフロー コレクタに置き換えると、履歴

は削除されず、新しいフロー コレクタによって古

いフロー コレクタからのアラーム履歴が保持され

ます。[セキュリティ分析ダッシュボード( Security
Insight Dashboard) ]と [ホストグループ( Host
Group) ]ページの(最後のリセット時間以降、特

定のカテゴリについてアラームを受信中のホスト

の数を表示する)アラーム発行ホストウィジェット

は、次のリセット時間まで更新されないため、こ

れらの値と [ホストリストビュー( Host List View) ]
の [ホスト ( Hosts) ]テーブルのアラームの値の表

示が一致しない場合があります。

現在使用可能なものはありませ

ん。

SWD-
7655

大規模なシステムでは、タイムアウトにより診断

パックの生成が失敗することがあります。

これに対処するには、アプライア

ンスのSSHコンソールを開き、

doDiagPack コマンドを実行しま

す。これにより、診断パックの生

成時にタイムアウトを防ぐことが

できます。診断パックは、

/admin/diagnostics フォルダ内の

参照ファイルを使用してダウン

ロードできます。また、SCPを使

用してボックスからコピーできま

す。

SWD-
8197

FlowSensorは十分なアプリケーションを検出で

きませんでした。

より正確なアプリケーション分
類を実現するため、アプリケー
ション識別用のサードパーティ
製ライブラリを更新しました。こ
の更新により、一部のトラフィッ
クは以前のバージョンで分類さ
れたようには分類されなくなりま
す。さまざまなアプリケーション
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問題番
号

説明 回避策

のサポートも削除されました。
サポートされているアプリケー
ションの更新は、サードパーティ
製ライブラリの今後のリリース
によって異なります。

SWD-
8673

SecureCRTクライアントをANSIモードで使用し

ている場合、SystemConfig特殊文字フォントが

正しく表示されません。

この問題を解決するには、別の

クライアントに接続して、または

別のクライアントを使用して、

SystemConfigスクリプトを表示

するときに、ANSIカラーを無効

にします。

SWD-
9052

オフラインライセンスのアクティブ化の失敗または

「ストレージバインドの中断」エラー

このエラーは、仮想マシンを移
動した場合、ライセンスが複数
回アップロードされた場合、ま
たはライセンスが破損している
場合に発生することがありま
す。Stealthwatch のカスタマー
コミュニティに連絡して、サポー
トを受けてください。

SWD-
9563

Internet Explorer v11 を使用して Stealthwatch
Web アプリケーションにログインした場合、ホー
ムページを更新した時点で、[デスクトップクラ
イアント（Desktop Client）] ドロップダウン矢印
と、このリストの左側にある 3 つのナビゲーショ
ンアイコン（ページ右上）が消えます。次の 3 つ
のアイコンがあります。

• 検索（虫メガネアイコン）
• ヘルプ（人型アイコン）
• グローバル設定（歯車アイコン）

さらに、フォントの表示は、他のブラウザを使
用した場合の表示とは異なります。

ブラウザを閉じて、再度ログイン

します。

SWD-
11822
（LVA-
664）

Stealthwatch は、v7.0 から有効になるインター
フェイス API エンコーディングの変更を行いま
した。関連するエンドポイントのクエリパラメー
タを設定するときに、URI 内でエスケープされて
いない文字を使用することはできなくなりまし
た。

この API との統合を正しく機能
させるには、次の手順を実行す
る必要があります。

以下に関連したすべてのエンド
ポイントの場合：

/tenants/{tenantId}/
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問題番
号

説明 回避策

devices/{deviceId}/
exporters/
{exporterIp}/
interfaces/
{interfaceId}

開始時刻や終了時刻などの
フィルタは、次の形式にする必
要があります。

filter%5bstartTime%5d

次の形式は使用しません。

filter[startTime]

SWD-
11885

[フロー検索 ( Flow Search) ]ページと [カスタムセ

キュリティイベント ( Custom Security Event) ]ペー

ジの [TrustSec名 ( TrustSec Name) ]フィールド

で下線文字がサポートされません。

これを解決するには、

l TrustSec（セキュリティグ
ループ）名に「_」を使用し
ないでください。

l フロー検索を使用する場
合、およびカスタム セ
キュリティ イベントを作成
するには、TrustSec 名の
代わりに TrustSec ID を
使用します。

SWD-
11929

SMC デスクトップクライアントは、Mac の場合、

IPv6経由では起動しません。

現在使用可能なものはありませ

ん。

SWD-
12028

SMCは、名前に「-」(ダッシュ)文字を含むANC 
ポリシーの適用に失敗します。

これを解決するには、ANC ポリ

シー名に「-」を使用しないでくだ

さい。

SWD-
12051

SMCWebアプリケーションインターフェイスのオン

ラインヘルプにあるAPIドキュメントのリンクが正

しくありません。

API ドキュメントにアクセスする
には、こちらにアクセスしてくだ
さい。

SWD-
12141

SMCの [システム管理 (SystemManagement)]
ページを使用してpre-SWUパッチをインストール

しても、更新ステータスに [インストールを待機中

( Waiting to install) ]と引き続き表示されることが

メッセージがクリアされない場合

がありますが、更新がブロックさ

れるわけではありません。ログを

確認して、pre-SWUパッチが正
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問題番
号

説明 回避策

あります。

常にインストールされたことを確

認します。『Stealthwatch 更新
ガイド』の確定の手順に従ってく

ださい。

SWD-
13089

アプライアンスの IPアドレス、ホスト名、または

ネットワークドメイン名を変更すると失敗する可

能性があります。

アプライアンス設定ツールまた
はシステム設定を使用して、ア
プライアンスの IP アドレス、ホ
スト名、またはネットワークドメ
イン名を変更する前に、
Stealthwatch オンラインヘルプ
の手順を確認してください。

手順の一環として、Central
Management からアプライアン
スを削除します。

同時に、次のことを確認しま
す。

l Central Management から
アプライアンスを削除す
る前に、アプライアンスの
ステータスに [アップ
（Up）] と表示されているこ
とを確認してください。

l クラスタ内の他のアプライ
アンスの信頼ストアを確
認します。アプライアンス
のアイデンティティ証明書
（変更しようとしているア
プライアンス）が他のアプ
ライアンスの信頼ストアに
保存されている場合に
は、それを削除します。

l アプライアンスの IP アド
レス、ホスト名、または
ネットワークドメイン名を
変更した後、アプライアン
ス設定ツールを使用し
て、アプライアンスを
Central Management に
追加します。
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問題番
号

説明 回避策

SWD-
13181

フローコレクタのデータベースとエンジンのプライ

ベートネットワークの IPアドレスは変更できませ

ん。これらの IP アドレスを変更すると、通信が切

断されます。

フローコレクタのデータベースと
エンジンは、プライベートネット
ワークの IP アドレスを使用して
通信します。プライベートネット
ワークの IP アドレスは次のとお
りです。

エンジン：169.254.42.100

データベース：169.254.42.101

これらの IP アドレスを変更した
場合は、更新を開始する前に、
それらの IP アドレスをデフォル
トに戻すか、または Cisco
Stealthwatch サポートに連絡し
てください。

CHOPIN-
25123

デュアルSMCのペアで、設定後にセカンダリ

SMC がCognitiveAnalytics に接続しません。こ

れは、フローコレクタがデータを受信することを妨

げず、プライマリSMCがCognitiveに接続し、

ウィジェットを適切に表示します。

プライマリ SMC に障害が発生
すると、セカンダリ SMC が
Cognitive Analytics に接続し、
ウィジェットを表示します。元の
プライマリ SMC が稼働状態に
戻ると、両方の SMC が
Cognitive に正常に接続しま
す。

セカンダリ SMC を Cognitive に
接続するには、セカンダリ SMC
とプライマリ SMC を交換してか
ら、Cognitive に登録する必要
があります。登録を確認した
後、SMC を交換して元の設定
に戻すことができます。

NA
FlowSensor VE では、[アプリケーション識別情
報のエクスポート（Export Application
Identification）] はデフォルトでオフになってい
ます。

アプリケーションの識別情報を有

効にするには、この詳細設定を

手動で選択する必要がありま

す。

NA

TLS v1.2からTLS v3.0への暗号スイートプロパ

ティの変更により、キー交換および認証アルゴリ

ズムのプロパティが、フロー検索でN/Aとして表

示されます。

TLS v3.0の完全な監査機能

は、今後のリリースで追加される

予定です。

Copyright © 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. - 46 -

既知の問題



問題番
号

説明 回避策

NA

Stealthwatchユーザの権限が昇格または降格

された場合 (例：読み取り専用から読み取り/書
き込みへ、またはその逆 )、CognitiveAnalytics
システムに変更が伝わるまでに最大 30分かか

ります。

現在使用可能なものはありませ

ん。

NA
ユーザが複数のStealthwatchシステムにログイン

すると、CognitiveAnalytics 内の2番目のシステ

ムにログインできなくなります。

これを解決するには：

l 最初のログインが期限切
れになるまで 30 分待機し
ます。

l 最初のシステムで
Cognitive Analytics から
ログアウトします。
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6.10.X から7.0へのアップグレードに関してレポー

トされている問題

次の項目は、使用現場でレポートされ、Stealthwatch チームによって現在調査されている問題
です。

問題/LSQ 説明

SWD-13025/LSQ-
4083

お客様が、最新のパッチが適用された6.10.2からアップグレードしてい

ます。プライマリSMCおよびセカンダリSMCとその他のデバイスがありま

す。更新パッチを正しい順序で適用しましたが、完了時にすべてのデバ

イスが [クラスタからの接続解除 ( Disconnect From Cluster) ]列に表示

されています。

LSQ-4159 LSQ-4170 「Expired cert in chain」と「server.crt has certs in incorrect format」という

エラーが表示されます。

LSQ-4098 LSQ-4178
LSQ-4108

問題が発生しましたが、アップグレードの試行が複数回失敗したため、

根本原因を確認できませんでした。

SWD-13048/LSQ-
4088

正常な更新で SMCが [完了 ( finalize) ]列に表示されない問題を、再

現できません。

SWD-12896/LSQ-
4088

2つのFCNFVEで 7.0.0へのアップグレードを「正常に」完了した後に

WebUIが応答しない問題を、再現できません。

SWD-12881 /LSQ-
4177 LSQ-4130

アップグレード後に、アップグレードログ履歴が失われます。これは既知

の問題であり、アップグレードの前に更新前バックアップを作成する必

要があります。前述の更新に関する注記を参照してください。

SWD-13097/LSQ-
4224

お客様がFCDBエンジンとFCエンジンを 6.9.5から6.10.4にアップグ

レードしました。アップグレード後に、両方のFCで「Missing license
feature」というライセンスエラーが発生し、すべてのフローがドロップされま

す。
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