
Stealthwatch® システムバージョン 6.9.x から
6.10.3 への更新ガイド
このガイドは、次のStealthwatchアプライアンスを v6.9.xからV6.10.3に更新する際に参照してください。

l UDP Director™(別名 FlowReplicator™)
l エンドポイント コンセントレータ

l NetFlow向けStealthwatch Flow Collector™
l sFlow向けStealthwatch Flow Collector™
l StealthwatchManagement Console( SMC)
l Stealthwatch Flow Sensor™

V6.10.3の詳細については、『リリースノート』を参照してください。

重要： アプライアンスにバージョン 6.10.1 または 6.10.2がインストールされている場合は、『Stealthwatch System
Version 6.10.x to 6.10.3 Update Guide』を使用してアプライアンスを更新します。このガイドは使用しないでくださ

い。

注意 !

l 更新すると、新しくインストールされた機能をサポートするためにデータ構造や構成に変更が加えられ
るため、バージョンのダウングレードはサポートされません。

l システムを更新する前に、設定をバックアップし、このガイドで説明されている手順に従って診断パック
を作成してください。フローコレクタとSMCのデータベースのバックアップも強く推奨します。バックアップ
を作成しない場合、更新プロセス中に問題が発生してもファイルを回復することはできません。また、
診断パックはトラブルシューティングする必要がある場合に役立ちます。

l 更新プロセスを開始するには、SMCおよびフローコレクタが少なくとも 1時間～最長 7日間は実行
されている必要があります。実行されていない場合、移行の安全性スイッチによりSWUファイルはイ
ンストールされません。

l 次の順序でアプライアンスを更新してください：最初にすべてのUDP Director/Flowreplicator(ある場
合) 、エンドポイント コンセントレータ、すべてのフローコレクタ、セカンダリSMC(使用している場合) 、
プライマリSMC、最後にすべてのフローセンサー(ある場合) 。

重要：

l Stealthwatchシステムv6.5.xを使用している場合、v6.5.xから6.6.x、v6.6.xから v6.7.x、v6.7.xから
v6.8.x、v6.8.xから6.9.xへの更新を行い、最後にv6.9.xから v6.10.3に更新する必要があります。
各更新ガイドはカスタマーコミュニティで入手可能です。

l お使いのStealthwatchシステムがv6.9.0または v6.9.1の場合は、StealthwatchのDownload and
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License Center( https://lancope.flexnetoperations.com)で最新および必要なロールアップパッチファ
イルをインストールしてください。StealthWatchシステムがv6.9.2の場合は、v6.10.3にアップグレード
する際にロールアップパッチは必要ありません。

l システム更新ファイル( upmanrepo.swu)でエラーが発生したため、個々のアプライアンスのswuファイ
ルを使用してシステムを更新する必要があります。

l 以前のソフトウェアバージョン( v6.10.3より前)で FIPS モードが有効になっていた場合は、FIPSモー
ドを無効にしてからソフトウェアを v6.10.3に更新します。詳細については、「FIPSモードのディセーブ
ル化」を参照してください。

l 更新プロセスが完了すると、アプライアンスは自動的に再起動します。再起動プロセス中は、新しい
データは収集されません。ただし、現在のデータは保持されます。

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。

l StealthwatchアプライアンスのNTP設定を確認し、サーバ一覧の中に130.126.24.53のNTPサー
バがあれば削除してください。このサーバには問題があることが判明しており、Ciscoのデフォルトの
NTPサーバリストからはすでに除外されています。

(注 )
l このドキュメントではすべてのStealthwatch製品を指して「アプライアンス」という用語を使用

し、これには Flow Collector VE などの仮想エディション( VE)も含まれます。

l 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。

l Stealthwatchには、Javaバージョン 8 Update 161( v1.8.0_161)以降が必要です。

l Stealthwatchには TLS v1.1以降が必要です。

l StealthwatchはChrome、Firefox、および Edgeの各最新バージョンと、Microsoft
Explorer v11をサポートしています。

l セキュリティイベントに対して「無効」を設定したため、イベントが無効になっています。した

がって、無効にするとアラームが無効になります。

l 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を確認するには、カス

タマーコミュニティ上のHardware and Version Support Matrixを参照してください。

対象読者

このガイドは、Stealthwatch製品の更新を担当するネットワーク管理者とその他の担当者を対象としています。
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画像

このガイドで使用される画像は基本的にフローコレクタNetFlow VEの管理インターフェイスのものですが、これは
全アプライアンスの代表例として使用されています。特に記載がない限り、アプライアンスの更新手順はすべて同
じです。

更新の前に：確認事項
更新プロセスを開始する前に、次の各項目を確認してください。

更新に最適な時間

通常、更新プロセスはアプライアンスごとに完了するまで約 30分かかります。この概算時間には、ユーザ環境に
よって異なるバックアップと診断パックの作成に必要な時間は含まれていません。

システムのトラフィック量が比較的少ないときに、システム全体を一度に更新することをおすすめします。フローコレ
クタが更新され、実行されると、SMCに送信されるデータはコレクタでキャッシュされ、SMCが更新されるまで保持
されます。ただし、更新プロセスはできる限り短時間で終わらせたいものです。そのため、すべてのアプライアンスの
準備を整えて一度に更新するのが、最も成功するアプローチであると言えます。

注意 ! SMC クライアント インターフェイスからフローコレクタを削除しないでください。削除すると、それらのフローコ

レクタに関する履歴データがSMCから失われます。

通信

更新プロセスの実行中は、SMC とフローコレクタ間の通信が停止します。通信が停止すると、SMCクライアント
インターフェイスの企業ツリーのフローコレクタアイコンに赤い「x」が表示され、管理対象のアプライアンスのアイコン

が緑からオレンジ色に変わります( ) 。

さらに、Stealthwatch Flow Sensorを使用している場合は、SMCクライアント インターフェイスのアラームテーブル
にフローセンサー管理チャネルダウンアラームが表示されます。更新が完了すると通信が再確立されてアイコンは
通常に戻り、アラームは表示されなくなります。

ブラウザのショートカット

ブラウザのショートカットを使用してStealthwatchアプライアンスの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そのショートカットが機能しないことがあります。この場合は、ショートカットを一旦削除して
再作成してください。
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代替アクセス

警告 !

今後のサービスのニーズを想定し、次のいずれかを使用して Stealthwatchアプライアンスにアクセ
スする代替方法を有効にしておく必要があります。

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。

*これら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 を有効にすることができます。

警告 ! 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。 [設定( Settings) ]
アイコン> [アプライアンスの管理( Administer Appliance) ] をクリックします。

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

更新プロセス

注意 ! 更新を実行する場合は、このガイドで説明されている順序でシステム全体を更新する必要があります。

順序どおりに更新しないと、システムが不明な状態のままになる可能性があります。

重要： システムでセカンダリSMCを使用している場合は、プライマリSMCを更新する前に、セカンダリSMCを

更新してください。更新が完了すると、両方のSMCがセカンダリロールで再起動する可能性があります。この場

合は、管理者ユーザとして SMC クライアント インターフェイスにログインし、プライマリSMCをプライマリフェール

オーバーロールにリセットします。フェールオーバーロールは、両方のSMCが更新されるまで変更しないでくださ

い。

(注 )
l フローセンサーのみの場合は、次の手順を使用してフローセンサーのみを更新できます。

l Flow Collector 5000シリーズエンジンより先にFlow Collector 5000シリーズデータベースを更新
する必要があります。SMCを更新する前にすべてのフローコレクタを更新する必要があります。

更新を成功させてデータ損失を最小限に抑えるには、このガイドのすべての手順を次の順序で実行します。

1. Stealthwatchアプライアンスの現在のバージョンが6.9.xであることを確認します。

2. 更新する必要があるStealthwatchアプライアンスのアップデート ファイルを取得します。

3. FIPSモードを無効化する。

4. アプライアンスの構成をバックアップする。

5. アプライアンスの診断パックを作成します。

6. (フローコレクタおよびSMCの)アプライアンスデータベースをバックアップして利用可能なディスク容量を確
認します。

7. アプライアンスを再起動し、すべてのプロセスが整理された状態であることを確認して少なくとも 1時間待機
します。

8. アプライアンスを更新する。システム更新ファイルを最初に使用します。

9. 更新を確認します。

10. システム内の次のアプライアンスについて、この手順を繰り返します。最良の結果を得るには、次に示す順
序で、これらの手順を各アプライアンスに対して実行してください。

l すべてのUDP Director(別名 FlowReplicator)
l エンドポイント コンセントレータ
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l すべてのNetFlowおよびsFlowフローコレクタ(エンジンを更新する前にFlow Collector 5000シリー
ズデータベースを更新)

l セカンダリSMC(使用している場合)
l プライマリSMC
l すべてのFlow Sensor

アプライアンスの現在のバージョンの確認
アプライアンスの現在のバージョンを確認するには、SMCWebアプリケーションインターフェイスで [システム管理
( SystemManagement) ]ページに移動します。 [システム管理( SystemManagement) ]ページに表示されないそ
の他のアプライアンスについては、先に使用したアプライアンス管理インターフェイスに移動して現在のバージョンを
確認する必要があります。

以下の手順を実行し、更新するすべてのアプライアンスの現在のソフトウェアのバージョンが6.9.xであることを確
認します。

1. SMCのダッシュボード ページに移動します。

2. [設定( Settings) ]アイコンをクリックして、 [システム管理( SystemManagement) ] を選択します。

[システム管理( SystemManagement) ]ページが開きます。

3. Flow Collector 5000シリーズまたはエンドポイント コンセントレータを更新しますか。

o 「はい」の場合、次の手順に進みます。

o 「いいえ」の場合、このガイドの次のセクション「 更新ファイルの取得」に進みます。

4. Flow Collector 5000シリーズまたはエンドポイント コンセントレータでは、そのアプライアンス管理インターフェイ
スのログインページ( https://[IPアドレス])に移動します。右側の例で示すように、現在のソフトウェアのバー
ジョンはアプライアンス名の下に表示されます。

5. 現在のバージョンは6.9.xですか。

o 「はい」の場合、他のすべてのアプライアンスが同じバージョンで、最新のパッチロールアップが適

用されていることを確認します。確認できたら、次の手順に進みます。

o 「いいえ」の場合、まず以前のバージョンをこの順序に従って更新する必要があります。6.10.3に

更新するには、アプライアンスが v6.9.xである必要があります。

6. このガイドの次の「更新ファイルの取得」に進みます。
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更新ファイルの取得
更新するすべてのアプライアンスの現在のソフトウェアのバージョンがv6.9.xであることが確認できたら、次の手順を
実行してソフトウェア更新( SWU)ファイルを取得します。

1. https://lancope.flexnetoperations.comにアクセスします。Download and License Centerのログインページ
が開きます。

(注 ) 初めてパスワードを設定する場合や、ログイン IDまたはパスワードを忘れてしまった場合は、 [パスワードを忘

れた場合 ( Password Finder) ] リンクをクリックして画面の指示に従ってください。

2. ログイン ID とパスワードを該当するフィールドに入力し、 [ログイン( Login) ] をクリックします。製品ホームペー
ジが開きます。

3. [ソフトウェアアップデート ( Software Updates) ]セクションで、該当するStealthwatchリリースのリンクをクリック
します。 [製品検索( Product Search) ]ページが開き、選択したリリースに関連付けられているすべてのダウ
ンロード可能ファイルのリストが表示されます。

4. 以下の表を確認して適切な更新( SWU)ファイルを見つけたら [ダウンロード ( Download) ] をクリックします。

(注 )
l アプライアンスのタイプごとに、「仮想」( VE)と「物理」の両方のアプライアンス用に統合されたアップデート ファイ

ルが1つだけあります。

l Flow Collector 5000シリーズエンジンおよびデータベースとエンドポイント コンセントレータ(およびSMCで管理

されていないUDP Director/FlowReplicator)を除き、別々のアプライアンスアップデート ファイルをダウンロード

する必要はありません。

l SWU ファイルのファイルサイズを確認します。その数値を使用して、更新に十分なディスク容量がアプライア

ンス上にあることを確認します。
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重要： 多数のStealthwatchシステムアプライアンスが導入されているシステムでは、個別のアプライアンス更新

ファイルではなく、システム更新ファイルをダウンロードしてインストールすることを推奨します。システムアップデート

ファイルには、SMC、フローコレクタ、フローセンサー、およびUDP Director(別名 FlowReplicator)の更新が含ま

れています。ただし Flow Collector 5000シリーズ(エンジンとデータベースの両方 )とエンドポイント コンセントレータ

に関しては、該当するアプライアンス管理インターフェイスの [更新 ( Update) ]ページで、個別のアプライアンスアッ

プデート ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

アプライアンス 更新ファイル名

NetFlow 向けフローコレクタ

( Flow Collector 5000シリーズエンジンに
必要 )
NetFlow VE 向けフローコレクタ

update-fcnf-6.10.3.2018.08.08.1941-
01.swu

sFlow 向けフローコレクタ

sFlow VE 向けフローコレクタ
update-fcsf-6.10.3.2018.08.08.1941-01.swu

Flow Collector 5000シリーズデータベース update-fcdb-6.10.3.2018.08.08.1937-01.swu

SMC および SMC VE update-smc-6.10.3.2018.08.08.1941-01.swu
フローセンサーアプライアンス

Flow Sensor VE
update-fsuf-6.10.3.2018.08.08.1936-01.swu

UDP Director(別名 FlowReplicator)
UDP Director VE(別名 FlowReplicator
VE)

update-udpd-6.10.3.2018.08.08.1936-
01.swu

エンドポイント コンセントレータ
update-ec-6.10.3.2018.08.08.11937-
01.swu

[エクスポートに関するコンプライアンス( Export Compliance) ]ページが開きます。
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5. [同意します( I Agree) ] をクリックします。(他のコンプライアンスページやライセンス契約が表示された場合
は、同様に同意します) 。選択したファイルの [製品のダウンロード ( Product Download) ]ページが表示され
ます。

(注 ) 各項目の横にある下向き矢印をクリックすると、ソフトウェアの詳細を確認できます。

6. [FTPでダウンロード ( FTP Download) ] をクリックします。SWUファイルを保存するオプションのダイアログが表
示されます。

7. 任意の場所にファイルを保存します。

8. 別のアップデート ファイルをダウンロードする必要がありますか。

l 「はい」の場合、左側のナビゲーションウィンドウで [製品ホーム( Product Home) ] をクリックし、手順
3～ 7を繰り返します。

l 「いいえ」の場合、左側のナビゲーションウィンドウの下部にある [ログアウト ( Logout) ] をクリックしま
す。

9. このガイドの次の「 アプライアンスの構成のバックアップ」に進みます。

FIPS モードのディセーブル化
更新する( v6.10.3以前のバージョンのソフトウェアを使用している)アプライアンスで FIPSモードが有効になってい
る場合、ソフトウェアを v6.10.3に更新する前にFIPSモードを無効にする必要があります。

FIPSモードが有効になっていない場合は、「アプライアンスの構成のバックアップ」に進みます。

FIPSモードを無効にするには、次の手順を実行します。

1. 管理者ユーザとして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。ホームページが開きます。

2. [構成( Configuration) ] > [グローバル設定( Global Settings) ] をクリックします。

3. [FIPSを有効にする( Enable FIPS) ]チェックボックスをクリックしてオフにします。

4. [適用( Apply) ] をクリックします。

5. 画面に表示される指示に従って、変更を確認します。アプライアンスが再起動します。
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アプライアンスの構成のバックアップ
次の手順を実行して構成をバックアップします。

注意 ! バックアップを作成しない場合、更新プロセス中に問題が発生してもファイルを回復することはできません。

1. 管理者ユーザとして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。ホームページが開きます。

2. ホームページに表示されている IPアドレスとホスト名を確認します。それが変更対象のアプライアンスである
ことを確認します。

3. [サポート ( Support) ] > [設定のバックアップ/
復元( Backup/Restore Configuration) ]の
順にクリックします。右側の例に示すように、
[バックアップ/復元( Backup/Restore) ]ペー
ジが開きます。

4. [バックアップ( Backup) ]セクションで、 [バック
アップの作成( Create Backup) ]をクリックし
ます。下記の例に示すように、進行状況
ウィンドウが開き、処理が終了したことを示
します。

5. [ダウンロード ( Download) ] をクリックして、バックアップ( TGZ)ファイルを適当な場所に保存します。

6. [閉じる( Close) ]をクリックして進捗状況ウィンドウを閉じます。

7. このガイドの次の「診断パックの作成」に進みます。

診断パックの作成
アプライアンスの設定をバックアップしたら、次の手順を実行して更新するアプライアンスの診断パックを作成しま
す。診断パックはトラブルシューティングする必要がある場合に役立ちます。

重要： 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 /lancope/var/admin/diagnosticsにあります。
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1. [サポート ( Support) ] > [診断パック( Diagnostics Pack) ]の順にクリックします。下記の例に示すように、 [診
断パック( Diagnostics Pack) ]ページが開きます。

2. [診断パックの作成( Create Diagnostics Pack) ]をクリックします。進行状況ウィンドウが開き、処理が終了
したことを示します。

3. [ダウンロード ( Download) ] をクリックして、診断パック( GPG)ファイルを任意の場所に保存します。このプロ
セスに数分かかることがあります。

4. [閉じる( Close) ]をクリックして進捗状況ウィンドウを閉じます。

5. フローコレクタまたはSMCを更新しますか。

l 「はい」の場合、このガイドの次の「フローコレクタまたはSMCデータベースのバックアップ」に進みま
す。

l 「いいえ」の場合、「 Stealthwatchアプライアンスの更新」に進みます。

フローコレクタまたはSMCデータベースのバックアップ
フローコレクタまたはSMCの診断パックを作成したら、フローコレクタおよびSMCデータベースをバックアップする必
要があります。このプロセスには、次の手順が含まれます。

1. SMCのSNMPポーリングの無効化。

2. データベースのバックアップ。

3. SMCでSNMPポーリングを再度有効化する。

警告 ! バックアップしていないと、更新プロセス中に問題が発生した場合にファイルを回復できません。
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SMCのSNMPポーリングの無効化

データベースのバックアップには、時間がかかる場合があります。SNMPプロセスによってバックアップが中断されない
ように、SNMPポーリングをオフにする必要があります。その後、バックアップが終了したらSNMPポーリングを再度
有効にします。

SNMPポーリングを無効にするには、次の手順を実行します。

1. 管理者ユーザとしてSMCクライアント インターフェイスを起
動します(ただし、アプライアンス管理インターフェイスは閉じ
ないでください) 。

2. エンタープライズツリーでエクスポータを右クリックし、 [設定
( Configuration) ] > [エクスポータSNMP設定( Exporter
SNMP Configuration) ] を選択します。右側の例に示すよ
うに、そのドメインの [エクスポータSNMP設定( Exporter
SNMP Configuration) ]ページが開きます。

3. [デフォルト ( Default) ]フィールドのエントリをメモします。デー
タベースのバックアップ後にこの情報を再入力する必要があ
ります。

4. [デフォルト ( Default) ]ドロップダウンリストから [なし( None) ]
を選択します。このドメインのSNMPポーリングがオフになり
ました。

5. [OK] をクリックします。

6. システム上のドメインごとに手順 2～ 5を繰り返します。

データベースのバックアップ

リモート ファイルシステムにフローコレクタまたはSMCデータベースをバックアップするには、次の手順を実行しま
す。

重要： リモート ファイルシステムに、データベースのバックアップを保存するための十分な空き領域が必要です。こ

のプロセスでは、1分あたり約 0.5 GB～ 2GBのデータがバックアップされます。データベースを一度バックアップする

と、以降のバックアッププロセスでは、最後のバックアップ以降に変更された内容のみがバックアップされるため、所

要時間が短くなります。

1. バックアップを開始する前に、Flow Collectorデータベースをトリミングすることをお勧めします。これにより、フ
ローの保存に使用できるディスク容量が解放され、データベースのバックアップにかかる時間が短縮されま
す。カスタマーコミュニティに投稿された手順を参照してください。

2. アプライアンス管理インターフェイスに戻ります(ただし、SMCクライアント インターフェイスは閉じないでくださ
い) 。

3. 次の手順を実行して、リモート ファイルシステム上に必要となるデータベースバックアップ保存容量を確認し
ます。
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a. [ホーム( Home) ] をクリックします。ホームページが開きます。

b. 例に示すように、 [ディスク使用量( Disk Usage) ]セクションまで下にスクロールします。

c. 右側の例で示すように、 /lancope/varファイルシステムの [使用(バイト ) ( Used (byte)) ]列を確認し
ます。データベースのバックアップを保存するためには、リモート ファイルシステム上に少なくともこの数
値にその15%を足した分の空き容量が必要です。

重要： [使用可能(バイト ) ( Available (byte)) ]列で、/lancope/var/パーティションにソフトウェアアップデート

( SWU)ファイルのサイズの3倍以上の空き容量があることも確認してください。たとえば、ソフトウェアアップデート

ファイル(ダウンロードおよびライセンスセンターから取得)が 6 GB の場合、パーティションで 18 GB が使用可能で

ある必要があります。ファイルがSMCにアップロードされると、更新できるデバイスタイプのSWUの抽出が開始さ

れます。展開処理中には、ギガバイト単位のスペースが追加で必要になります。抽出が完了すると、システム

SWUがファイルシステムから削除されます。アプライアンスのディスク容量を拡大する必要がある場合は、

『StealthwatchManagement Console VE and Flow Collector VE Installation and Configuration Guide』の
「Data Storage」セクションを参照してください。

4. [設定( Configuration) ] > [リモートファイルシステム( Remote File System) ]の順にクリックします。次の例で
示すように、 [リモートファイルシステム( Remote File System) ]ページが開きます。

5. バックアップファイルを保存するリモート ファイルシステムの設定を使用して、フィールドに入力します。

(注 ) Stealthwatchファイル共有はCIFS( Common Internet File System)、別名 SMB( Server Message Block)と
いうプロトコルを使用します。

6. 完了したら、 [適用( Apply) ] をクリックして設定ファイルに構成を保存します。
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(注 ) パスワードを入力しても [適用 ( Apply) ]ボタンが有効にならない場合、 [リモートファイルシステム( Remote File
System) ]ページの空白部分を 1回クリックすると有効になります。

「変更を適用しています( Applying changes) 」というメッセージが短時間表示され、設定が適用されま
す。

7. [テスト ( Test) ]をクリックして、Stealthwatchアプライアンスとリモート ファイルシステムが相互に通信できること
を確認します。テストが完了すると、リモート ファイルシステムのページの下部に次のメッセージが表示されま
す。

8. [サポート ( Support) ] > [データベースのバックアップおよび復元( Backup/Restore Database) ]の順にクリック
します。 [データベースのバックアップ( Backup Database) ]ページが開きます(次の例を参照) 。

9. [Create Backup] をクリックします。経過表示ウィンドウが開き、ステータスが表示されます。データベースのサ
イズやバックアップの頻度によって、このプロセスには長時間かかる場合があります。バックアップのプロセスが
完了すると、下の例のように別の進行状況ウィンドウが表示され、バックアップのプロセスが完了したことを示
します。

重要： バックアッププロセスの開始後は、マウスをページから離してもプロセスは中断されません。ただし、バック

アップの実行中に、[キャンセル( Cancel) ] をクリックすると、アプライアンスを再起動しないとバックアップを再開で

きなくなる場合があります。

10. 必要に応じて、 [ログの表示( View Log) ] をクリックして、バックアッププロセスの詳細を確認します。
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11. [閉じる( Close) ]をクリックして進捗状況ウィンドウを閉じます。 [データベースのバックアップ( Backup Data-
base) ]ページが更新され、バックアップの完了と経過時間が表示されます。

SMCで SNMPポーリングを再度有効化する

SNMPポーリングを再び有効化するには、次の手順を実行します。

1. SMCクライアント インターフェイスに戻ります(アプライアンス管理インターフェイスは閉じません) 。
2. 適切なドメインを右クリックし、 [設定( Configuration) ] > [エクスポータのSNMP設定( Exporter SNMP Con-

figuration) ]の順に選択します。そのドメインの [エクスポータのSNMP構成( Exporter SNMP Con-
figuration) ]ページが開きます。

3. [デフォルト ( Default) ]ドロップダウンリストから、選択したドメインの元のエントリを選択します(このガイドで
前述した「SNMPポーリングの無効化」の手順 3を参照) 。このドメインのSNMPポーリングが再度有効に
なりました。

4. [OK] をクリックします。

5. システム上の各ドメインについて、この手順の2～ 4を繰り返します。

6. SMCクライアント インターフェイスを閉じます。

7. このガイドの次のセクション「 Stealthwatchアプライアンスの再起動」に進みます。

STEALTHWATCHアプライアンスの再起動
更新するStealthwatchアプライアンスを再起動するには、次の手順を実行します。再起動によりディスクチェック
が行われるのに加え、すべてのプロセスが正常な状態で更新を開始するのに役立ちます。更新するすべてのアプ
ライアンスに対してこの手順を実行してください。

重要： アプライアンスは、再起動中はデータを収集しません。そのアプライアンスのそれまでの稼働時間によって、

再起動には数分から最長で 45分程度かかります。

(注 ) SMCの場合は、 [管理ユーザ( Admin User) ] ドロップダウンリストをクリックして [アプライアンスの管理

( Administer Appliance) ] を選択します。次に、アプライアンス管理インターフェイスに管理者ユーザとしてログイン

します。
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1. 更新するアプライアンス
のアプライアンス管理イ
ンターフェイスに、管理
者ユーザとしてログイン
します。右側の例で示
すように、ホームページ
が開きます。

2. [操作( Operations) ] >
[アプライアンスの再起
動( Restart Appli-
ance) ] をクリックします。次の例で示すように、確認ウィンドウが開きます。

3. [はい( Yes) ] をクリックします。進行状況ウィンドウが開き、アプライアンスの再起動プロセスが開始されま
す。そのアプライアンスのそれまでの稼働時間によって、再起動には数分から最長で 45分程度かかります。
完了すると、アプライアンス管理インターフェイスのログインページが開きます。

4. このガイドの次のセクション「 Stealthwatchアプライアンスの更新」に進みます。

STEALTHWATCHアプライアンスの更新
診断パックの作成(およびフローコレクタまたはSMCのデータベースのバックアップ)が完了したら、次の手順を実
行してStealthwatchアプライアンスを更新します。

アプライアンスの種類によって、更新には2つの方法があります。いずれの方法も [システム管理( System
Management) ]ページから開始できますが、2番目の方法を使用する場合は [アプライアンス管理( Appliance
Admin) ]ページに移動する必要があります。

1. システムアップデート ファイルに含まれるアプライアンス( SMC、Flow Collector 5000シリーズエンジンまたは
データベースを除くフローコレクタ、UDP DirectorまたはFlowReplicator、およびフローセンサー)の場合は、
[システム管理( SystemManagement) ]ページを使用します。次のセクション「[システム管理( SystemMan-
agement) ]ページからStealthwatchアプライアンスを更新する」に進みます。

2. 他のすべてのアプライアンスについては、対応するアプライアンス管理インターフェイスに移動する必要がありま
す。
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重要：

l SMC とフローコレクタは、このセクションで説明する更新プロセスを開始する前に 1時間以上 7日未満

連続で実行されている必要があります。実行されていない場合、移行の安全性スイッチによりSWU ファ

イルはインストールされません。SWU ファイルには安全性チェックが適用されており、システムがリブートして

プロセスがこの段階に達した後は、特定の期間にのみ更新プロセスの実行が許可されます。アップグレー

ド プロセスでこの段階に達するまでに 7日間以上かかった場合は、この項で説明されている更新プロセス

を開始する前に、もう一度システムをリブートして 1時間待機する必要があります。

l 更新プロセスが完了すると、Stealthwatchアプライアンスは自動的に再起動します。アプライアンスは、再

起動プロセス中にはデータの収集を行いません。再起動は通常 10分程度で完了します。

[システム管理( SystemManagement) ]ページからStealthwatchアプ

ライアンスを更新する

[システム管理( SystemManagement) ]ページを使用して、ページに表示されるすべてのアプライアンスのアップ
デートをインストールできます。

重要：

l UDP Director(別名 FlowReplicator)が高可用性( HA)クラスタとして構成されている場合は、
最初にセカンダリUDP Directorを更新します。更新が完了し、セカンダリUDP Directorが再度
動作していることを確認してから、プライマリUDP Directorを更新します。

l システムでセカンダリSMCを使用している場合は、プライマリSMCを更新する前に、セカンダリ
SMCを更新してください。

1. 必要に応じてSMCに再度ログインし、 [管理( Admin) ] > [システム管理( SystemManagement) ] をクリック
して [システム管理( SystemManagement) ]ページを開きます。

2. [アップグレード開始( Begin Upgrade) ]ボタンをクリックすると、Download and License Centerからダウンロー
ドした累積システム更新ファイル( SWU)を選択して、SMCにそれをアップロードできます。このシステムアップ
デート ファイルによって、SMC、フローコレクタ、フローセンサー、およびUDP Director(別名 FlowReplicator)
の新しいバージョンがアップロードされます( Flow Collector 5000シリーズエンジンまたはデータベースは含まれ
ません) 。

3. [続行( Continue) ]をクリックします。アップロードの進行状況ウィンドウが表示されます。

4. システムSWUのアップロードが完了したら、 [操作( Actions) ] ドロップダウンリストで個々のアプライアンスをク
リックし、 [更新をインストール( Install Update) ] をクリックしてそのアプライアンスを更新します。
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注：必ず次の順序で更新してください。

1. UDP Director(別名 FlowReplicator)
2. エンドポイント コンセントレータ

3. すべてのNetFlowおよびsFlowフローコレクタ

4. セカンダリSMC
5. プライマリSMC
6. すべてのFlow Sensor

5. [アップグレード ( Upgrade) ]ウィンドウで、 [はい( Yes) ] をクリックします。

[更新ステータス( Update Status) ]セルには、アプライアンスの更新中には更新中であることが、更新の完
了後には結果(成功 /失敗)とその理由が表示されます。

6. [システム管理( SystemManagement) ]ページに表示されているすべてのアプライアンスについて上の手順を
繰り返します。

7. [システム管理( SystemManagement) ]ページに表示されていないその他のアプライアンスがありますか。

l 「はい」の場合、「アプライアンス管理インターフェイスを使用したStealthwatchアプライアンスの更新」に進み
ます。

l 「いいえ」の場合、次の手順に進みます。

9. 次の項に進み、システム内の他のアプライアンスを更新します。

アプライアンス管理インターフェイスを使用したStealthwatchアプライア

ンスの更新

[システム管理( SystemManagement) ]ページに表示されていない各アプライアンスに対して、次の手順を実行し
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。

2. [サポート ( Support) ] > [更新( Update) ]の順にクリックします。以前に適用した更新が一覧表示され、 [ログ
の表示( View Log) ]リンクをクリックすると詳細を確認できます。
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3. [アップデート ファイルをアップロードする( Upload Update File) ]セクションで、 [参照( Browse) ] をクリックしま
す。

(注 ) 必ず、システム更新ファイルではなくアプライアンス更新ファイルを選択してください。

4. 前述の手順でダウンロードした更新( SWU)ファイルに移動して選択し、開きます。 [アップデート ファイルを
アップロードする( Upload Update File) ]フィールドにファイル名が表示され、 [アップロード ( Upload) ]ボタンが
アクティブになります。

5. [アップロード ( Upload) ] をクリックしたときにすぐ更新プロセスを自動的に開始しますか。

l 「はい」の場合は、 [自動的に実行( Automatically Execute) ]チェックボックスをオンにします。

l 「いいえ」の場合(つまり、更新プロセスを後で起動したい場合)は、 [自動的に実行( Automatically
Execute) ]チェックボックスをオフのままにします。

6. [アップロード ( Upload) ] をクリックします。確認ウィンドウが開き、選択したファイル名が表示されます。

7. 確認ウィンドウは正しい更新( SWU)ファイル名を表示していますか。

l 「はい」の場合は [OK] をクリックして、ステップ8に進みます。

l 「いいえ」の場合は、 [キャンセル( Cancel) ] をクリックして確認ウィンドウを閉じます。ステップ2に戻り
ます。

8. [自動的に実行( Automatically Execute) ]チェックボックスをオンにしましたか。

l 「はい」の場合は、アップロード ステータスを示す経過表示ウィンドウが最初に表示され、次に更新
ステータスが表示されます。手順 12に進みます。

l 「いいえ」の場合は、アップロード ステータスを示す経過表示ウィンドウが開きます。SWUファイルに
応じて、アップロード プロセスが完了するまでに最大 5分かかる場合があります。アップロード プロセ
スが終了したら、 [閉じる( Close) ] をクリックして、進行状況ウィンドウを閉じます。 [更新( Update) ]
ページに [アップデート ファイルの実行( Execute Update File) ]セクションが表示されるようになったこ
とを確認してください。手順 9に進みます。

9. 更新プロセスを開始する準備ができたら、 [更新( Update) ]ページの [アップデートファイルの実行( Execute
Update File) ]セクションでドロップダウンボックスを選択し、正しいアップデート ファイルを選択します。
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10. [適用( Apply) ] をクリックします。右側の例に示すように、確認
ウィンドウが開いて選択したファイル名が表示されます。

11. 確認ウィンドウは正しい更新( SWU)ファイル名を表示していま
すか。

l 受け入れる場合は、 [OK] をクリックします。経過表示
ウィンドウが開き更新ステータスが表示されます。次のス
テップに進みます。

l 「いいえ」の場合は、 [キャンセル( Cancel) ] をクリックして確認ウィンドウを閉じます。ステップ2に戻り
ます。

12. SWUファイルおよびアプライアンスに応じて、更新プロセスが
完了するまでに最大 30分かかる場合があります。更新プロ
セスが完了すると、アプライアンスは自動的に再起動しま
す。再起動プロセスが完了すると、右側の例に示すように
セッションタイムアウト メッセージが表示されます。

13. [OK] をクリックします。次の例に示すように、アプライアンス管
理インターフェイスの [ログイン( Login) ]ウィンドウが開いて新
しいソフトウェアバージョンが表示されます。

14. 次のセクション「 更新の確認」に進みます。

更新の確認
アプライアンスが再起動してアプライアンス管理インターフェイスの [ログイン( Login) ]ウィンドウが開いたら、次の手
順を実行して更新が正常に完了したことを確認します。

1. adminユーザとしてログインします。 [更新( Update) ]ページが開きます。
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(注 ) ページのロードに問題が発生した場合は、ブラウザのキャッシュをクリアし、ブラウザを閉じて再度開き、もう一

度ログインします。

2. [最終更新ステータス( Last Update Status) ]セクションで、更新が完了し、適用されたことを確認します(次
の例を参照) 。必要な場合は、 [ログを表示( View Log) ]リンクをクリックして更新プロセスの詳細を表示で
きます。

3. [ホーム( Home) ] をクリックします。ホームページが開きます。

4. 次の例に示すように、 [バージョン( Version) ]フィールドに新しいソフトウェアバージョンが表示されていること
を確認します。

5. 他のアプライアンスを更新しますか。

l 「はい」の場合は、このガイドの「「Stealthwatch®システムバージョン6.9.xから6.10.3への更新ガイ
ド」を参照してください」セクションに戻り、次のアプライアンスに対して説明どおりにすべての手順を
繰り返します。

l 「いいえ」の場合、手順 6に進みます。

6. [ログアウト ( Logout) ] をクリックし、ブラウザを閉じます。

7. 更新したSMCはフェールオーバーペアのプライマリSMCですか。

重要： フェールオーバーロールは、両方のSMCが更新されるまで変更しないでください。

l 「はい」の場合、SMCは更新前にプライマリフェールオーバーロールを使用していたとしても、セカン
ダリフェールオーバーロールで再起動できます。基本的に、セカンダリSMCが2つになります。この
場合は、SMCクライアント インターフェイスに移動して管理者ユーザとしてログインし、2つのSMC
を目的のフェールオーバーロールに再設定します。サポートが必要な場合は、SMCクライアントのオ
ンラインヘルプを参照してください。

l 「いいえ」の場合、更新の確認は完了です。

おめでとうございます。システムの更新が完了しました。
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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

l Cisco Stealthwatchサポートのお問い合わせ先：

l Webでケースを開く場合：http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
l 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com
l 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447(米国)
l ワールドワイド サポート番号：www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_con-
tacts.html

l StealthWatchカスタマーコミュニティWebサイトを使用してケースを送信
( https://lancope.force.com/Customer/CustomerCommLogin) 。

ドキュメント フィードバック
このドキュメントに関するコメントは、Customer CommunityのWebサイト
( https://lancope.force.com/Customer/CustomerCommLogin)からお寄せください。ご協力をよろしくお願いいた
します。
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