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概要

FireAMP プライベート クラウドは自己完結型のオンプレミス仮想アプライアンスであり、
FireAMP クラウド コンポーネントを圧縮して単一インスタンスにします。 FireAMP プライベー
ト クラウドは VMWare ESXi 上で使用するためのものですが、FireSIGHT Management Center
は引き続き FireAMP プライベート クラウドに接続して、ファイル処理検索をしたり、FireSIGHT
に FireAMP イベントをダウンロードしたりすることができます。 ただし、FireAMP コネクタの
管理と制御は FireAMP プライベート クラウド ポータルからしか実行できません。 このドキュメ
ントでは、FireAMP プライベート クラウドをインストールし設定する際に注意すべき重要ポイン
トについて説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づいています。

FireAMP プライベート クラウド●



VMware ESXi 5.0 以上●

ハードウェア要件

以下は FireAMP プライベート クラウドのハードウェアの最小要件です。

プロキシ モード ハードウェア要件
• vSphere ESX 5 またはより高い
• 8 CPU
• 32 GB RAM
• VMWare データストアの 1 つの TB 空きディスク領域
• ドライブの型: 必要な SSD
• RAID 型: 1 RAID 10 グループ（しまのあるミラー）

• ディスク形式に関してはゼロになる厚いプロビジョニングする不精選択して下さい。
• 最小 VMware データ ストア サイズ: 1TB

• ランダム最小データ ストアは RAID 10 グループ（4K）のために読みます: 60K IOP
• ランダム最小データ ストアは RAID 10 グループ（4K）のために書きます: 30K IOP

重要： プライベート クラウド OVUM はドライブ パーティションをそうそこにです作成しません
VMWare でそれらを規定 する必要。

空隙 モード ハードウェア要件
• vSphere ESX 5 またはより高い
• 8 CPU
• 128 GB RAM
• VMWare データストアの 1 つの TB 空きディスク領域
• ドライブの型: 必要な SSD
• RAID 型: 1 RAID 10 グループ（しまのあるミラー）

• ディスク形式に関してはゼロになる厚いプロビジョニングする不精選択して下さい。

• 最小 VMware データ ストア サイズ: 1TB
• ランダム最小データ ストアは RAID 10 グループ（4K）のために読みます: 60K IOP
• ランダム最小データ ストアは RAID 10 グループ（4K）のために書きます: 30K IOP

重要： プライベート クラウド OVUM はドライブ パーティションをそうそこにです作成しません
VMWare でそれらを規定 する必要

注: バージョン別ハードウェア要件に関する詳細については FireAMP Private Cloud ユーザ
ガイドを参照して下さい。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

インストール

/content/dam/en/us/td/docs/security/sourcefire/fireamp/fireamp-private-cloud/FireAMPPrivateCloudUserGuide.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/sourcefire/fireamp/fireamp-private-cloud/FireAMPPrivateCloudUserGuide.pdf


次の項では、FireAMP プライベート クラウドを VMware ESXi にインストールするためのステッ
プごとの説明を提供します。

1. ESX サーバへの OVA ファイルの導入

ステップ 1： [File] > [Deploy OVF Template] を選択して、[Deploy OVF Template] ウィザードを
開きます。  

ステップ 2： [Browse...] をクリックして OVA ファイルを選択してから、[Next] をクリックしま
す。 [OVF Template Details] ページでデフォルトの OVA 設定を確認します。 [Next] をクリック
します。



ステップ3： 自分用の FireAMP プライベート クラウドの名前を指定したら、仮想ディスクをプロ
ビジョニングします。 シック プロビジョニングを選択すると、ディスクの作成時にスペースが予
約されます。 このオプションを選択すると、シン プロビジョニングの場合よりパフォーマンスが
向上する可能性がありますが、必ずしも選択する必要はありません。



ステップ 4： 仮想ネットワーク アダプタを選択します。 このウィザードでは、両方のアダプタ
の選択肢が表示されるわけではないため、このオプションについて考慮する必要はありません。
OVA をインポートしたら、手動で仮想ネットワークを設定します。



ステップ 5： 仮想アプライアンスの設定を確認します。 OVA をインポートしたら、引き続きア
プライアンスの設定を行います。[Power on after deployment] ボックスにチェックを入れないで
ください。



ステップ 6： OVA が導入されるまで待ちます。 ネットワークによっては 5 ～ 15 分かかる場合が
あります。



2. ESXi での追加設定

導入が完了したら、ESXi 上の FireAMP プライベート クラウド仮想マシンで以下の項目を設定す
る必要があります。

VM の [Edit Settings] を選択します。●

仮想アプライアンスのメモリを 16 GB 以上に設定します。●

アダプタの仮想ネットワークを変更します。 Network Adapter 1 は、アプライアンスの構成
、設定、インストールを行う際に接続する管理インターフェイスとして機能します。
Network Adapter 2 は、更新の際にインターネットに接続されます。 また、エンドポイント
はこのインターフェイスに接続されます。

●

[OK] をクリックして変更を保存します。 これにより、ESXi 上の仮想マシンが再設定されま
す。

●



3. FireAMP プライベート クラウドの初期セットアップ

VMWare ESXi での設定が完了したら、FireAMP プライベート クラウドの電源を入れます。 これ
により初期起動プロセスが開始されます。



初期セットアップが完了すると、コンソールに [Main Menu] ウィンドウが表示されます。

注: インターフェイスが DHCP サーバから IP アドレスを受け取っていない場合は、URL に
[UNCONFIGURED] と表示されます。 このインターフェイスは「管理」インターフェイス
であることに注意してください。 これは実稼働インターフェイスではありません。



移動には Tab、Enter、および [矢印] キーを使用します。 Enter キーを押して、FireAMP プライ
ベート クラウドの管理 IP アドレスの設定を開始します。 DHCP を使用しない場合は、[No] を選
択し、Enter を押します。 これにより、IP 設定の入力を開始できます。



設定の入力が完了したら、Tab キーを押して [OK] を強調表示させ、設定を適用します。 [Yes] を
選択します。 これによりアプライアンスが再設定されます。



1 ～ 2 分後にコンソールのメインメニューが表示されます。 今回は URL 行に IP アドレスが表示
されています。 パスワードも表示されていることに注意してください。 これは、Web ベースの
設定で使用されるワンタイム パスワードです。



4. FireAMP プライベート クラウドへのアクセスとライセンスのインストール

Web ブラウザを開き、アプライアンスの管理 IP アドレスに移動します。 FireAMP プライベート
クラウドが最初にそれ自体の HTTPS 証明書を生成することを示す証明書エラーが表示されるこ
とがあります。

警告画面を先に進むと、パスワードを入力する画面が表示されます。 コンソールで表示された初
期パスワードを使用します。



ログイン後にパスワードをリセットする必要があります。



最下部までスクロール ダウンして、ライセンス契約書に同意します。

5. インストール オプション

契約に同意すると、インストール画面が表示されます。 バックアップから復元する場合はこの時
点で行いますが、このガイドでは [Clean Installation] オプションを選択します。

プライベート クラウド モード

次に、アプライアンスを設定する際のモードを選択します。 インターネット接続を使用した標準
導入の場合は、[Cloud Mode] を選択します。 インターネットにアクセスできない環境またはネッ
トワークの場合は、[Air Gap Mode] を選択します。



AMP 同期の準備

この手順は、Air Gap 導入を実行している場合にのみ表示されます。 これは、Linux システムで
動作するツールで、保護データベースをダウンロードするために使用します。 保護データベース
には FireAMP コネクタに使用されるすべての AMP データが含まれています。



ライセンス

ライセンスとパスフレーズは、製品購入時に受け取ります。 ライセンス ファイルを選択し、パス
フレーズを入力します。 [Upload] をクリックします。 アップロードが成功すると、ライセンス情
報を検証する画面が表示されます。 アップロードに失敗した場合は、パスフレーズが正しいかど
うかを確認してください。 それでもライセンスをインストールできない場合は、シスコ テクニカ
ル サポートに問い合わせてください。



コンソール アカウント

インストール中に管理ユーザは、コンソールにログインして、ポリシーとコンピュータのグルー
プを作成し、新しいユーザを追加します。



ストレージ

FireAMP プライベート クラウド データベースのストレージ サイズを設定します。



データベースのサイズが小さい、または今後いっぱいになる場合は、データベースを拡張するた
めに VM の完全バックアップ、復元、および再パーティショニングが必要となりますが、このた
めにダウン タイムが発生する可能性があります。 ESXi 上の仮想ハード ドライブにストレージ
スペースを追加するには、まずアプライアンスの電源を切ります。 コンソール シェルに管理パス
ワードを入力し、sudo init 0 と入力します。 この時点までの設定がすべて保存されます。

データベース サイジングで設定可能な項目が 2 つあります。

コネクタの数 - このアプライアンスで管理する予定のコネクタ数（今後増えることが予想さ
れるなら、大きめに設定してください）。

1.

履歴の保存日数 - データベースにコネクタとアプライアンスのイベントを保存する期間。 こ
れは、所有するコネクタの数と乗算されるため、ストレージ要件に大きく影響します。

2.

最初からディスク領域が消費されることはありませんが、データベースが増加し続ける余地を残
します。



設定が現在のディスク サイズを超えると、警告が表示されます。 サイジング オプションの値を
小さくするか、または電源をオフにして、ドライブとパーティションのサイズを大きくする必要
があります。

適切なストレージ設定を選択し、警告がなにも表示されなければ [Next] をクリックします。

6. 設定

ネットワーク設定

次に、実稼働インターフェイスのネットワーク構成を実行して、更新するためにインターネット
に接続したり、エンドポイントに接続したりすることができるようにします。



[IP Assignement] ドロップダウン メニューから適切なオプションを選択します。 DHCP を使用し
ていない場合は、[IP Assignment] のドロップダウンを [Static] に変更し、必要な IP 情報を入力し
ます。



必要なホスト名をメモします。 FireAMP プライベート クラウド用に固有の DNS A レコードを 3
つ作成する必要があります。

各レコードは、同じ IP アドレスを指し、FireAMP プライベート クラウドと FireAMP エンドポイ



ントの両方で解決されなければなりません。

DNS レコードを作成したら、[Next (Applies Configuration)] をクリックします。 これにより、ホ
スト名が正しく解決されるかどうかが確認されます。 解決されない場合は、次のようなエラーが
表示される場合があります。 最初のエラーは名前が誤った IP アドレスに解決されたことを示し
、2 番目のエラーは名前を解決できなかったことを示します。

FireAMP プライベート クラウド アプライアンスが、選択した DNS サーバに到達できること、お
よび A レコードが正しく作成されていることを確認します。 DNS エラーを解決したら、続行し
てください。

アップストリーム プロキシとクラウド サーバ

次の設定手順では、アップストリームの接続オプションを選択します。 ここではアップストリー
ム サーバとアップストリーム プロトコルを選択します。 ダウンストリームの FireAMP プライベ
ート クラウドがある場合は、ここでサーバ キーをダウンロードできます。



アップストリーム サーバ アドレスには、遅延が最小のサーバを選択する必要があります。 選択
する FireAMP プライベート クラウド サーバには地理的要件はありませんが、最寄りの地域を選
択してください。 [Custom Upstream Server] オプションは、FireAMP プライベート クラウドの
多層展開を想定したものであるため、ほとんどの場合使用しません。

[Upstream Protocol] では単に、FireAMP プライベート クラウドがパブリック クラウド上で到達



しようとするポートを決定します。 通信はすでに暗号化されているため、TCP ポート 32137 を
使用することを推奨します。 このポートは SSL の帯域幅の約 1/3 を使用します。 SSL ポート
443 はトラフィックに暗号化のオーバーヘッドを追加しますが、非常にセキュアな環境との互換
性のために組み込まれます。

電子メールの通知

次の手順では、管理アラート用の電子メール アドレスを設定します。 管理アラートとは、ディス
ク領域の不足、健全性チェックの失敗、バックアップの成功や失敗などのアラートのことです。

日付と時刻の設定

次は NTP 設定です。 FireAMP プライベート クラウドの NTP サーバの IP アドレスまたは名前を
入力できます。 FireAMP プライベート クラウドでは UTC のすべてのイベントが保存され、特定
のイベントのみがローカライズされるため、タイム ゾーンを選択することはできません。



NTP サーバの名前を解決できないことが予想される場合は、名前解決ボックスのチェックマーク
を外すことができます。ただし、名前を解決できなくてもよい場合は、IP アドレスを使用するこ
ともできます。

NTP は 実稼働インターフェイス上で更新されるため、必要に応じてインターネットからパブリッ
ク NTP サーバを使用できます。

7. リカバリとインストール

最後の設定手順は、リカバリ ファイルの検証です。



リカバリ ファイルには、設定とサーバ キーがすべて格納されています。 リカバリ ファイルを失
うと、設定を復元できなくなり、すべての FireAMP コネクタをインストールしなおす必要が出て
きます。 元のキーがなければ、新しいキーでプライベート クラウド インフラストラクチャ全体
を再設定する必要があります。

この手順を検証するために、バックアップ ファイルを PC にダウンロードし、サーバへアップロ
ードします。 この操作が成功すると、有効なバックアップ ファイルが生成され、セットアップ手
順でインストールに進むことができます。

設定オプションを確認します。 これは、インストール前にすべてのオプションを確認できる最後
のチャンスです。 この時点でなにもエラーがなければ、インストール時に問題が発生する可能性
はほとんどありません。

準備ができたら、[Start installation] をクリックします。



インストール中には、実行中のコマンドの出力が表示されます。 このプロセスは、ESXi ホスト
のパフォーマンスによっては、しばらくかかる場合があります。

注意： このページは最新表示しないでください。最新表示すると、問題が発生する場合が
あります。

インストールの問題でサポートに問い合わせる必要がある場合は、いつでも出力ログまたはエラ
ー ログをダウンロードできます。



インストールが完了したら、アプライアンスを再起動する必要があります。



8. ブラウザを使用した FireAMP プライベート クラウド コンソールへのアクセス

アプライアンスが再起動したら、コンソール Web インターフェイスにログインできます。 作成
した最初のアカウントをアクティブ化するための電子メールを受信していますが、これは最初の
アカウントであるため、すでにアクティブになっています。

Web インターフェイスにアクセスし、ログインして、ユーザ契約に同意します。



自分の環境用の最初の FireAMP ポリシー セットアップするプロンプトが表示されます。

これにより、使用するウイルス対策製品を選択できるとともに、プロキシ設定、および導入する
ポリシーのタイプも選択できます。

既存のセキュリティ製品を選択します。 適切な除外が自動的に生成されて、エンドポイント上の
パフォーマンスの問題が回避されます。



プロキシがある場合は、この時点で設定できます。 プロキシで DNS を解決できることを確認し
ます。 また、プロキシを介した NTLM はサポートされません。

コネクタのインストール ファイルをダウンロードします。 デフォルトでは、ブートストラップ
ファイルをダウンロードします。このファイルによって、システム アーキテクチャが判別され、
インストールするサポート ファイルがダウンロードされます。

エンタープライズ版の導入ソフトウェアを使用する場合は、[Download as a redistributable
package] ボックスをオンにして、完全な実行可能インストーラをダウンロードします。

この時点でウィザードを終了し、デモを有効化できます。

ダッシュボードには、イベント、検出、およびコンピュータとともにデモ データが取り込まれる
ため、FireAMP プライベート クラウドでの移動方法とその使用法を習得できます。 このオプシ
ョンは後から無効にすることができます。



これで、FireAMP プライベート クラウドの全機能を使用できるようになりました。 ポリシー、
コネクタ、および検出の管理のためにコンソールにアクセスする際は、実稼働 IP アドレスを使用
します。



管理 IP にアクセスする時は、システム設定を行う場合です。 たとえば、スケジュールやバック
アップを更新したり、FireAMP プライベート クラウドのパフォーマンスをモニタしたりする場合
です。
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