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概要

この資料は AMP for Endpoints Linux コネクタからの診断ファイルを生成するためにステップを記
述したものです。 Linux コネクタにおいての技術的な問題に直面する場合、Cisco テクニカルサ
ポート エンジニアは診断ファイルで利用可能 な ログメッセージを分析したいと思うかもしれま
せん。

診断ファイルの生成

 このコマンドの使用によって、Linux Command Line Interface （CLI）からの診断ファイルを直
接生成できます:

/opt/cisco/amp/bin/ampsupport

これはデスクトップの .7z ファイルを作成します。 更なる分析に Cisco Technical Assistance
Center （TAC）にこのファイルを提供できます。

デバッグ モード

コネクタのデバッグ モードはロギングに追加詳細を提供します。 それはコネクタにおける問題に
より多くの把握を割り当てます。 このセクションはコネクタのデバッグ モードを有効に する方
法を記述します。

警告： デバッグ モードはときだけ Cisco 要求ならこのデータ 有効に する必要があります
。 長い時間におけるデバッグ モードを有効に する場合、ディスクスペースを非常にすぐに
いっぱいにすることができ、余分なファイルサイズによるコネクタ ログを収集するために



サポート 診断ファイルを防ぐかもしれません。

AMP コンソールを使用して下さい

デバッグ モードの有効化

ステップ 5 - 7 の現在のポリシーのデバッグ モードを有効に するか、またはすべてのこれらのス
テップでデバッグ モードの新しいポリシーを作成できます:

ステップ 1. AMP コンソールにログイン して下さい。

ステップ 2.管理 > ポリシーを選択して下さい。

ステップ 3.ポリシーをエンド デバイスかコンピュータに加えられ、ポリシーをクリックする、こ
れ拡張しますポリシー ウィンドウを見つけて下さい。 ClickDuplicate。

ステップ 4 clickDuplicate、コピーされたポリシーの AMP コンソール更新後。



ステップ 5. ClickEdit は、clickAdvanced 設定、clickAdministrative Featuresfrom をサイドバー選
択し。

ステップ 6.水平な ForConnector ログ selectDebugfrom ドロップダウン リスト。



ステップ 7.変更を保存する ClickSavein 順序。

ステップ 8 新しいポリシーを保存した後、/変更グループ デバッグ情報を生成したいと思う
theend devicewhere 作成しが thenew ポリシーを含むことを必要とします。

デバッグ モードの無効化

デバッグ モードを有効に するために完了したがディフォルトするために水平なコネクタ ログを
変更するとデバッグ モードを無効に するために、同じステップを通過して下さい。

コマンド・ラインを使用して下さい

デバッグ モードの有効化

コンソールへの接続上の問題に直面し、デバッグ モードを有効に したいと思ったら場合 CLI の
これらのコマンドを実行して下さい:

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 1

これは出力です:

ampcli>debuglevel 1

Daemon now logging at 'info' level until next policy update

デバッグ モードの無効化

デバッグ モードを無効に するために、これらのコマンドを使用して下さい:

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 0 Daemon now logging at 'notice' level until next policy update

調整するサポートツール間デバッグで

サポート ファイル調整を始める前にデバッグロギング モードに入れられるコネクタのデーモン必
要。 これはコネクタのポリシー設定 atManagement による theAMP コンソールによって、- > ポ
リシーされます。 ポリシーを編集し、theAdministrative Featuressection に theAdvanced

https://console.amp.cisco.com/


Settingstab の下で行って下さい。 theConnector ログ Levelsetting toDebug を変更して下さい。

次に、ポリシーを保存して下さい。 ポリシーが保存されたら、それを同期されましたコネクタに
確認して下さい。 調整の他で続く前に少なくとも 15-20 分におけるこのモードのコネクタを実行
して下さい。

NB: 調整が完了するとき、コネクタが最も効率的で、有効なモードで実行する Defaultso に
theConnector ログ Levelsetting を戻すことを忘れないで下さい。

サポートツールの実行

この方式はインストールされる AMP Mac コネクタによってサポートツールを、アプリケーション使用することを含みます。 それはアプリケーション フォ
ルダから /Applications- >Cisco AMP->Support Tool.app をダブルクリックによってアクセスすることができます。 これは追加診断ファイルが含まれている
フル サポート パッケージを生成します。

代替およびより速いの、方式 ターミナルセッション次のコマンド linefrom を実行することです:

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport -x

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport
優先買受権は大いにより小さいサポート含むファイルという結果に関連した調整ファイルだけ終ります。 第 2 オプションは詳細が、プロセス 除外をかもし
れない、ログのような含まれているフル サポート パッケージを提供します（コネクタ バージョン 1.11.0 および それ 以降で利用可能 な）調整するために
必要となる。

いずれにしても 2 つの調整サポート ファイルが含まれている ~home でサポートツール生成します ZIP ファイルをそれを実行することを選択します:
fileops.txt および execs.txt。 fileops.txt は最も頻繁に作成されるのリストが含まれ、マシンの修正されたファイルは、これらパス/ワイルドカード 除外に役
立ちます。 execs.txt は最も頻繁に実行されたファイルのリストが、これらプロセス 除外に役立ちます含まれています。 リストは両方とも最も頻繁にスキ
ャンされたパスがリストの上で現われることを意味するスキャン数によってソートされます。

動作するコネクタを 15-20 分期間にデバッグ モードに残し、次にサポートツールを実行して下さい。 よい経験に基づく方法は 1000 のヒットを平均するま
たは多く除かれるべきよい候補であるパスかその間ファイルがことです。

除外調整
パス、ワイルドカード、ファイル名およびファイル拡張子 除外の作成

パス 除外ルールと fileops.txt からの最も頻繁にスキャンされたファイルおよびフォルダー パスを開始し、次にそれらのパスのためのルールを作成すること
を考える 1 つの方法は見つけ出しています。 ポリシーがダウンロードされたら、新しい CPU使用を監視して下さい。 5 かもしれませんから追いつくデー
モンに時間かかるかもしれませんように CPU使用 ドロップするに注意する前に 10 分かかるポリシーが更新済だった後。 まだ問題を見る場合、どの新しい
パスを観察するか見るためにツールを再度実行して下さい。

よい経験に基づく方法はログとの何でもまたはジャーナル ファイル ファイル拡張子が適した除外候補とみなす必要があることです。●

プロセス 除外の作成

NOTE: Process Exclusions on Linux can only be implemented for ELF files. Users cannot implement

Process Exclusions for file formats such as .sh (Shell Scripts).
プロセスに関する最良の方法に関しては除外は見ます: AMP for Endpoints: macOS および Linux のプロセス 除外

よい調整パターンは execs.txt から第 1 で高いボリュームとのプロセスをの実行し、実行可能モジュールに見つけ出しパスを、作成しますこのパスのための
除外を特定します。 ただし、含まれないはずであるいくつかのプロセスがこれ下記のものを含んでいますあります:

概要ユーティリティ プログラム-一般のユーティリティ プログラムを推奨しません（前除くことを: 次を説明しないで usr/ビン/グレップ）。 ユーザ

は、（アプリケーションがプロセスと問い合わせていることに判別前できます: グレップを実行している親プロセスを）見つけ、親プロセスを除いて

下さい。 これは、親プロセスがプロセス 除外に安全に作ることができるときだけし。 親除外が子供に適用する場合、親プロセスからのあらゆる子

供へのコールはまた除かれます。プロセスを実行しているユーザは判別することができます。 （前: プロセスがユーザ「ルート」によって高いボリ

ュームで呼出される場合、1 つはプロセスを除くことができますが指定 ユーザ「ルート向けにだけ」、これは「ルート」ではない）あらゆるユーザ

によってある特定のプロセスの AMP が実行します監察するようにします。注: プロセス 除外はコネクタ バージョン 1.11.0 および それ 以降で新し

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/amp-endpoints/214656-amp-for-endpoints-process-exclusions-in.html


いです。 このような理由で、一般のユーティリティ プログラムはコネクタ バージョン 1.10.2 でパス 除外として多分より古い使用され。 ただし、

この推奨事項はパフォーマンス トレードオフが絶対に必要なときだけ推奨されます。
親プロセスを見つけることはプロセス 除外のために重要です。 プロセスの親プロセスやユーザがあれば、ユーザは特定のユーザ向けの除外を作成し、それ
からプロセス 除外に自身を作ることができない騒々しいプロセス除く子プロセスにプロセス 除外を適用できます。

親プロセスを特定して下さい

ステップに上でからの親プロセスの特定の 1-3 従って下さい。1.
1 を使用してプロセスのユーザを次の方式識別して下さい: U からのある特定のプロセスのユーザ ID を見つけて下さい: 測程線（前: U:0）。次の

コマンド動作するターミナル ウィンドウから: getent # | - d: #ユーザ ID があるところ、-f1。に類似した出力を見るはずです: 、

whereUsernameis ある特定のプロセスのユーザ。

2.

このユーザ名はユーザ カテゴリの下のプロセス 除外にある特定のプロセス 除外のために、重要である除外のスコープを減らすために追加すること

ができます。 注: プロセスのユーザがマシンのローカルユーザであり、この除外が異なるローカルユーザが付いている複数のマシンに適用する必

要があれば場合プロセス 除外がすべてのユーザに適用するようにユーザ カテゴリは空白のままにする必要があります。

3.

関連情報

Windows 上で動作する FireAMP コネクタからの診断データの収集●

Mac OS で動作する FireAMP コネクタからの診断データの収集●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/fireamp-mac/118365-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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