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Kiwi Syslog Server 9.6.7 リリースノート 

 

 

最終更新日：2019年 3月20日 

このリリースノートでは、Kiwi Syslog Server 9.6.7の修正された問題について説明します。また、アップグレードに関する情

報も提供します。 

 

Kiwi Syslog Serverの過去のリリースノートを閲覧するには、Kiwi Syslog Server Previous Release Notes を参照してくだ

さい。 

 

新規顧客インストール 

Kiwi Syslog Serverのインストールについては、Kiwi Syslog Server Installation Guideを参照してください。 

 

インストール後、実装およびトラブルシューティングのガイドラインについては、Kiwi Syslog Server Getting Started Guide

を参照してください。 

このガイドでは、一般的な設定作業について、順を追って説明しています。 

アップグレード方法 

以前のバージョンからアップグレードするには、Kiwi Syslog Server Upgrade Guideを参照してください。 

 

 

Kiwi Syslog Server 9.6.7修正された問題 

 

ケース番号 説 明 

00241781 Kiwi Syslog ServerはTCPプロトコル接続でメッセージを受信、収集、そして記録することができま

す。 

00219189 Kiwi Syslog Serverは、Kiwi Syslog Web Accessへのログイン時にユーザー名とパスワードのフ

ィールドへの自動入力をしなくなりました。これにより、不正なユーザーのアクセス防止になります。 

https://support.solarwinds.com/Success_Center
https://support.solarwinds.com/Success_Center/Kiwi_Syslog_Server/Kiwi_Syslog_Server_Documentation/Previous_Versions
https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/KSS/content/KSS_Installation_Guide.htm
https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/KSS/content/KSS_Getting_Started_Guide.htm
https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/KSS/content/KSS_Getting_Started_Guide.htm
https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/KSS/content/KSS_Upgrade_Guide.htm
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00219189 Kiwi Syslog Serverは、すべての Kiwi Web Accessユーザーアカウントに対して強力なパスワードポリ

シーを適用するようになりました。 

KWAのパスワード： 

 ユーザーアカウントの場合は最低 8文字、管理者アカウントの場合は最低 15文字 

 大文字と小文字の両方、数字、および少なくとも 1つの特殊文字を含める必要があります 

 ユーザー名と同じにすることはできません 

 

00217021 KSS MIBの kiwi-enterprise-V2.mib ファイルは、Kiwi Syslog Serverのインストールファイルに含まれ

ています。（Syslogd/MIBs内。Action:Send SNMP Trapのデフォルト OID用の MIBデータ） 

00234513, 

00147014, 

00405190 

Kiwi Syslog Serverの各 TCP接続は独立したスレッドで処理されるため、TCPを介してログメッセージ

が送信されない場合に接続の切断やクラッシュを防ぐことができます。 

00229433 Webアクセス Active Directoryの認証設定「ドメイン URL」、「認証タイプ」、「ユーザーグループ」が、ド

メインユーザーアカウントでログインに失敗した後も失われることはなくなりました。 

00236654 SMTPプロトコルを使用している場合、Kiwi Syslog Serverは RSET コマンドを送信しなくなりました。 

  

 

 

KSS 9.6.7既知の問題 

カスタム Pythonスクリプトが期待通りに実行または実行されない 

問題： Kiwi Syslog Server上で実行した場合、ユーザー作成の Pythonまたは Visual Basicスクリプトが期待通りに実行

されません。 

解決： 

1. スクリプトを作成する新しい言語用に Active Scriptingエンジンをインストールします。Pythonの使用方法につい

ては、ActivePython Webサイトを参照してください。 

2. Win32 APIにアクセスするには、Python for Windows Extension をインストールしてください。 

Python for Windows Extensionのインストールの詳細については、Python for Windows ExtentionのWebサ

イトを参照してください。 

 

免責事項：ここに投稿された内容は、ユーザーによる内部使用のためへの提案や推奨として提供されていることに注意し

てください。これは SolarWindsから購入した SolarWinds ソフトウェアまたはドキュメンテーションの一部ではありません。

そしてここに述べられる情報は第三者から提供されるかもしれません。ユーザーの組織において、もしあれば、そのような

https://www.activestate.com/Products/ActivePython/
https://pypi.org/project/pywin32/
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カスタムスクリプトや推奨事項がユーザー環境にどの程度組み込まれているかを内部でレビューし評価するべきです。ユ

ーザーは、ユーザー自身の責任で第三者のコンテンツを使用することを選択したのであれば、ユーザーは、それを取り入

れることに対して全責任を負うものとします。 

 

 

End of life 

SolarWinds製品のライフサイクルのフェーズについては、End of Life Policyを参照してください。サポートされている

バージョンおよびすべての SolarWinds製品の EOLアナウンスについては、Currently supported software versions 

を参照してください。 
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https://support.solarwinds.com/Success_Center/Customer_Service/Knowledgebase_Articles/End_of_Life_Policy
https://support.solarwinds.com/Success_Center/Customer_Service/Knowledgebase_Articles/Currently_supported_software_versions#Kiwi_Syslog_Server

