
AMP for Endpoints: macOS および Linux のプロ
セス 除外 
目次

はじめに
プロセス 除外の準備をすること
パス、ファイル拡張子およびワイルドカード 除外ルールへの変更
コネクタ アップグレード指導
プロセス 除外ルールの追加方法
プロセス 除外 最良の方法
Windows 実装からの違い

概要

コネクタ バージョン 1.11.0 から開始して、AMP for Endpoints は macOS および Linux のプロセ
ス 除外のためのサポートを追加しています。 以前、AMP か Linux アプリケーションを macOS
のアクティビティを無視するために設定することはパス、ファイル拡張子やワイルドカード 除外
の組み合せをルール必要としました。 これらのルール ターゲット ファイルおよびディレクトリ
はプログラムかプロセスとおよび関連付けることができませんので複数のルールは頻繁に各プロ
グラムのために必要であり、各ルールは複数のプログラムから不必要にアクティビティを除くか
もしれません。 プロセス 除外はアプリケーションのアクティビティを除く直接およびより精密な
方法を提供します。 適切に使用されたとき、プロセス 除外はシステム セキュリティに対する最
小悪影響の AMP パフォーマンスを大幅に改善できます。

プロセス 除外ルールは AMP for Endpoints Webコンソールで管理されます。 各ルールはから成っ
ています:

プログラム実行可能モジュールへの完全な（絶対）パス、●

プロセス（オプションの）のユーザネーム、●

子プロセスはまた除く必要があるかどうか（デフォルト: いいえ）●

プロセス 除外ルールが実行中のプロセス、そのプロセスによって、およびオプションで子プロセ
スと実行された一致するとき、すべてのアクティビティ スキャンから除かれます。

重要：

Mac および Linux コネクタ 1.11.0 のプロセス 除外の付加によって、既存のパス、ファイル
拡張子およびワイルドカード ルールの解釈はまた変更しています。 1.10.x およびより古いコ
ネクタ用の動作に変更がありません。 ただし、1.11.0 の同じルールは広くとして適用されま
せん。 詳細についてはパス、ファイル拡張子およびワイルドカード 除外ルールへのセクショ
ン変更を参照して下さい。

プロセス 除外の準備をすること



macOS および Linux エンドポイントをアップグレードする前に 3 つの重要な考慮事項がありま
す:

1.10.x およびより古いコネクタ無視は除外ルールを処理します。1.
1.11.0 およびより新しいコネクタ名誉プロセス 除外ルールはしかしパスを、ファイル拡張
子解読し、ワイルドカードはより古いコネクタと別様に支配します。 これは不利にシステ
ムパフォーマンスに影響を及ぼすかもしれません。

2.

Mac コネクタ 1.10.0 および Linux コネクタ 1.11.0 導入されたジェネリックは（2）に説明
がある新しい解釈のパフォーマンス ロスを軽減するスキャン 最適化をオン実行します。

3.

パス、ファイル拡張子およびワイルドカード 除外ルールへの変更

1.10.x およびより古いコネクタ バージョン: ファイル、パスおよびワイルドカード ルールはこれ
らのファイル オペレーションのためのスキャンからターゲット ファイルかディレクトリを除きま
す:

作成して下さい●

変更●

名前を変更して下さい●

実行して下さい●

1.11.0 およびより新しいコネクタ バージョン: パス、ファイル拡張子およびワイルドカード ルー
ルの解釈は一致で、ファイルが除かれることをかわりに引き起こす スキャンを実行することその
ような物を変更しました。 ファイルは除かれ続けます作成し、修正し、名前を変更します。 この
変更のための動機づけは次のとおりです:

それはデータファイル ディレクトリを除くとき不必要な除外をの実行しますアクティビテ
ィを避けます。

1.

それは独自に除くこと可能にすることによるよりよい補完プロセス 除外ルール同じパスの
オペレーションを実行し、非実行します。

2.

それは Windows の AMP とこれらのルールの macOS および Linux 解釈を一直線に並べます
。

3.

ほとんどの場合、AMP の CPU使用増加はあるために 20% 以下推定されます。 場合によっては
、AMP の CPU使用は減少するかもしれません。 これは新しいコネクタ バージョンのジェネリッ
クがスキャン 最適化をなら使用中の除外ルールより有効オン実行する場合可能性のあるです。

コネクタ アップグレード指導

以前に 除外を使用して調整されるシステムに関しては注意はシステムパフォーマンスを確認する
1.11.0 へのアップグレードした後で必要（またはより新しいです）ですまだ満足。 推奨 アップ
グレード ステップは次のとおりです:

除外変更を行なうことなしで、コネクタをアップグレードして下さい。1.
アップグレードの後でシステムパフォーマンスを評価して下さい。2.
システムパフォーマンスならアップグレードが満足だった後、データファイルの代りにパス
、ファイル拡張子およびワイルドカード 除外ルールをターゲット プログラム実行取除いて
下さい。 それらのルールはもはや必要とされません。 新しいプロセス除外ルールは更に利
便性でパフォーマンスを改善するためにそれから追加することができます。

3.

対応するプロセス 除外を用いるターゲット プログラム実行は支配することをアップグレー
ドが満足ではなかった後システムパフォーマンスが、パスを、ファイル拡張子取り替えれば

4.



およびワイルドカードが除外支配すれば。 システムパフォーマンスはアップグレードの前
によりよく同じまたはであるレベルに改良する必要があります。

コネクタがフェーズにアップグレードされるより大きい配備では結局コネクタが 1.11.0 にまたは
より新しいアップグレードされるまで、ルール パス、ファイル拡張子およびワイルドカード 除外
の修正するか、または取除を延期することを推奨します。 これはエンドポイントがアップグレー
ドされる前に既存の除外ルールに不利に影響を受けない頼るより古いコネクタを確認します。

プロセス 除外ルールの追加方法

プロセス 除外ルールは AMP for Endpoints ウェブ ポータルを使用して作成することができます。
手順は次のとおりです。

除外を設定 しました修正したいです見つけて下さい。 `を追加します除外`および選定された
`プロセスをクリックして下さい: ファイル 走査`。

1.

除くためにプログラムのための完全な（絶対）パスをプログラム（オプションの）を実行す
る、そしてかどうか除外はプログラムによって作成されるすべての子プロセスに適用する必
要があるユーザアカウント入力して下さい。

2.

`をより多くのルールを（ステップを 1-2 繰り返す）追加するために追加しましたり除外`を
または除外 セットを保存するためにクリックします`保存`をクリックして下さい。

3.

除外 最良の方法を処理して下さい

決して始動プロセスを除かないで下さい: 始動プロセス（すなわち、`launchd `、Linux の
macOS の`init `または`systemd `）はシステムの他のプロセスをすべて作成する役割があり、
プロセス階層の上にあります。 始動プロセスおよびすべての子プロセスを除いて、事実上

●



AMP モニタリングをディセーブルにします。
可能な限り時ユーザを規定 して下さい: User フィールドが空のままになる場合、除外は規定
された プログラムを実行するあらゆるプロセスに適用します。 あらゆるユーザに適用するル
ールがより適用範囲が広いかもしれない間、この広いスコープは無意識に監視する必要があ
るアクティビティを除く可能性があります。 ユーザを規定 することはランタイム エンジン
（例えば、`Java `）およびスクリプト インタプリタ（例えば、`bash `、`python `）のような
共用プログラムに適用するルールのために特に重要です。 ユーザを規定 することは他の例を
監視している間スコープを制限し、AMP を特定の例を無視するために指示します。

●

プロセス 除外とパス/ファイル拡張子間のオーバーラップを/ワイルドカード ルール避けて下
さい: プログラムの実行をスキャンから除くとき、維持するよい安全対策はそれの修正を信頼
されたプログラム 検出する、ファイル 走査を引き起こすことです。 プロセス 除外ルールの
指定されたパスを確認することはスキャンからパス/ファイル拡張子によって/ワイルドカード
ルール確認しますファイル 修正を無意識に除かれませんカバーされません。 

●

Windows 実装からの違い

プロセス 除外 サポートを追加し、パスのスコープを減らして、ファイル拡張子およびワイルドカ
ード ルールは Windows とのより密接な配置の macOS および Linux 除外を持って来ます。 ただ
し、今でも重要なインプリメンテーションの違いがあります:

macOS および Linux プロセス 除外ルールは Windows がオプションの SHA-256 ハッシュ
値を受け入れる一方プロセス実行可能ファイル フル パスに伴うためにオプションのユーザ
ネームを受け入れます。 SHA-256 ハッシュ 値によるプロセスを除いて現在 macOS および
Linux でサポートされません。

1.

悪意のあるアクティビティおよびシステム プロセス エンジンは Windows に排他的およびで
す従ってそれらの除外型は macOS および Linux で利用できません。

2.
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