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概要

この資料は Cisco Advanced Malware Protection （AMP） TETRA アップデート サーバのための
詳しいコンフィギュレーションのステップを記述したものです。

前提条件

サーバホストのような、Windows 2012R2 または CentOS の知識 6.9 x86_64。●

ホスティング ソフトウェアのナレッジのような、IIS （Windows だけ）、Apache、Nginx●

有効に なる HTTPS の設定されたサーバ ホスト インストールされる有効な信頼できる証明書
。

●

設定された HTTPS ローカル アップデート サーバオプション。●

注: ローカル アップデート サーバコンフィギュレーションおよび必要条件を有効に するこ
とへの詳細については、利用可能な AMP for Endpoints ユーザガイドの章をここに参照して
下さい第 25。
（https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf)

注: サーバホスト（IIS、Apache、Nginx）はサードパーティ製品で、Cisco によって、示し
ます提供されたステップの外部の質問の個々の製品のためのサポート チームをサポートさ
れません。

警告： AMP がプロキシ・サーバで設定される場合、すべてのアップデート トラフィックは
（を含む TETRA）ローカル サーバーにプロキシ・サーバによって、誘導 送信 され続けま
す。 トラフィックがプロキシに修正なしで送信中に通過させて与えられるようにして下さ
い。

https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf


ステップをインストールして下さい
すべてのプラットフォーム

ホスト サーバー Operating System （OS）を確認して下さい。1.
AMP for Endpoints ダッシュボード ポータルを確認して下さい、アップデータ ソフトウエア
パッケージおよびコンフィギュレーション ファイルをダウンロードして下さい。

2.

AMP for Endpoints コンソール:

米国- https://console.amp.cisco.com/tetra_update

EU - https://console.eu.amp.cisco.com/tetra_update 

APJC - https://console.apjc.amp.cisco.com/tetra_update 

Windows IIS

注: ステップは下記の新しい IIS アプリケーション プールにシグニチャをホストするために
ないデフォルト アプリケーション プール基づいています。 デフォルト プールを使用する
ために、変更して下さい ----映して下さいデフォルトのWeb ホスティング パス
（C:\inetpub\wwwroot）を反映するために提供されたステップのフォルダを

 ディレクトリ作成

ルート ドライブの新しいフォルダーを作成して下さい、TETRA 指名して下さい。1.
作成される TETRA フォルダに ZIP にされた AMP アップデータ ソフトウエアパッケージおよびコンフィギュレーション ファイルをコピーして下

さい。

2.

このフォルダのソフトウエアパッケージを解凍して下さい。3.
TETRA フォルダの中の Signatures と呼ばれる新しいフォルダーを作成して下さい。4.

 アップデート タスク作成

コマンド・ラインを開き、C:\TETRA folder.cd C:\TETRA にナビゲートして下さい1.
コマンド update-win-x86-64.exe フェッチを実行して下さい ----config= " C:\TETRA\config.xml」 ---- ----ミラー C:\TETRA\Signatures2.
タスク スケジューラを開き、新しいタスクを作成して下さい。 （処理は > タスクを作成します）アップデータ ソフトウェアを必要次のオプショ

ンと自動的に実行するため:

3.

 General タブを選択して下さい。 タスクの名前を入力して下さい。ユーザがログオンされるかどうか『Run』 を選択 して下さい。最も高い特権

と『Run』 を選択 して下さい。設定からオペレーティング システムを廃棄します選択して下さい。

4.

https://console.amp.cisco.com/tetra_update
https://console.eu.amp.cisco.com/tetra_update
https://console.apjc.amp.cisco.com/tetra_update


5. トリガー タブを選択して下さい。 

[New] をクリックします。●

タスクが廃棄する開始からのスケジュールを『ON』 を選択 して下さい。●

設定の下で『Daily』 を選択 して下さい。●

各リピート タスクをチェックし、ドロップするから時間を『1』 を選択 し、期間の間から「の不明確に選択して下さい: "」●

確認して下さい有効に なりましたチェックされます。●

[OK] をクリックします。●



6. 操作タブを選択して下さい

[New] をクリックします。●

処理からのプログラムを廃棄します『Start』 を選択 して下さい。●

プログラム/Script フィールドで C:\TETRA\update-win-x86-64.exe を入力して下さい。●

フェッチを入力して下さい ----構成 C:\TETRA\config.xml ---- ----追加引数 フィールドのミラー C:\TETRA\Signatures。●

フィールドの開始するで C:\TETRA を入力して下さい●

[OK] をクリックします。●



7. [オプションの]条件タブを選択して下さい。

    このタスク オプションを実行するために航跡をコンピュータ チェックして下さい。

       



8 Settings タブを選択して下さい。

確認して下さい開始しませんタスクが既に動作している場合新しいインスタンスは選択されます。●

[OK] をクリックします。●

9. タスクを実行するアカウントのための資格情報を入力して下さい。



IIS マネージャ設定

注: デフォルト アプリケーション プールが設定されるときステップ 5 にスキップして下さ
い。

1. （IIS）マネージャにナビゲートして下さい（サーバマネージャ > ツールの下で）

2. サイト フォルダが目に見えるまで右カラムを、右クリックし、『Add』 を選択 します Webサ
イトを拡張して下さい。

3. 選択の名前を選択して下さい。 物理パスに関してはシグニチャがダウンロードされた
C:\TETRA\Signatures フォルダを選択して下さい。



4. バインディングを放っておいて下さい。 別途のホスト名を設定すればサーバ名は、選択された
名前クライアントによって解決可能である必要があります。 これはポリシーで設定する URL で
す。

5. サイトおよび移動を MIME 型に選択し、次の MIME 型を追加して下さい:

.gzip、アプリケーション/オクテット ストリーム●

.dat、アプリケーション/オクテット ストリーム●

.id、アプリケーション/オクテット ストリーム●

.sig、アプリケーション/オクテット ストリーム●



6. web.config ファイルへの移動は（ミラー フォルダにある）ファイルの上に、次の行を追加しま
す。

終了したら C:\TETRA\Signatures\web.config ファイルの内容はテキストエディタで表示されたときそのように現われます。 （提供される例と変わらない構
文および間隔必要。）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

    <system.webServer>

<directoryBrowse enabled="true" showFlags="Extension" />

        <staticContent>

            <mimeMap fileExtension="." mimeType="applicaton/octet-stream" />



            <mimeMap fileExtension=".gzip" mimeType="applicaton/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".dat" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".id" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".sig" mimeType="application/octet-stream" />

        </staticContent>

    </system.webServer>

</configuration>

注: AMP for Endpoints コネクタは適切な操作のために応答のサーバ HTTP ヘッダの存在を
必要とします。 サーバ HTTP ヘッダが無効に なる場合、Webサーバは下記に規定 される追
加設定を必要とする場合もあります。

URL 書き換え 拡張はインストールする必要があります。 サーバコンフィギュレーションで/[に次
の XML 断片を MIRROR_DIRECTORY] /web.config 追加して下さい:

<rewrite>

  <rules>

   <rule name="Rewrite fetch URL">

    <match url="^(.*)_[\d]*\/avx\/(.*)$" />

    <action type="Redirect" url="{R:1}/avx/{R:2}" appendQueryString="false" />

   </rule>

  </rules>

</rewrite>

注: URL 書き換えモジュールの使用によってテキストエディタまたは IIS マネージャとこの
変更を手動で行って下さい。 書き換えモジュールは次の URL
（https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite) からインストールすることができます

終了したら C:\TETRA\Signatures\web.config ファイルの内容はテキストエディタで表示されたときそのように現われます。 （提供される例と変わらない構
文および間隔必要。）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

    <system.webServer>

<directoryBrowse enabled="true" showFlags="Extension" />

<rewrite>

<rules>

<rule name="Rewrite fetch URL">

<match url="^(.*)_[\d]*\/avx\/(.*)$" />

        <action type="Redirect" url="{R:1}/avx/{R:2}" appendQueryString="false" />

</rule>

</rules>

        </rewrite>

        <staticContent>

            <mimeMap fileExtension="." mimeType="applicaton/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".gzip" mimeType="applicaton/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".dat" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".id" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".sig" mimeType="application/octet-stream" />

        </staticContent>

    </system.webServer>

</configuration>

Apache/Nginx

注: 提供されるステップは WEB ホスティング ソフトウェアのデフォルト ディレクトリから
のシグニチャを動作していることを仮定します。

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite


TETRA  1.
 2.
 Chmod +x update-linux* 3.
TETRA  4.

sudo ./update-linux-x86-64 fetch --config config.xml --once --mirror /var/www/html/:
This command may vary depending on your directory structure.

 5.  cron :

0 * * * * /TETRA/update-linux-x86-64 fetch --config /TETRA/config.xml --once --mirror /var/www/html/

 6. 

  > TETRA : Local AMP Update Server <hostname.domain.root>  IP   IP1.

注意： プロトコルをの前に含まなければまたはダウンロードしている間別の方法での後の
あらゆるサブディレクトリ、これはエラーという結果に終りません。

[Definitin TETRA ] HTTPS: HTTPS  

C:\inetpub\wwwroot\、C:\TETRA\Signature、または /var/www/html ディレクトリにナビゲートし
、更新済シグニチャが目に見えることを確認して下さい、シグニチャは次の同期化サイクルまで
待ちか、または手動で既存のシグニチャを削除し、次にダウンロードするためにシグニチャを待
っているサーバから端クライアントへのダウンロードされます。 デフォルトはアップデートがあ
るように確認するべき 1 時間間隔です。

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

Cisco AMP for Endpoints - TechNotes●

Cisco AMP for Endpoints -ユーザガイド●

.。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/fireamp-endpoints/products-tech-notes-list.html
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
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