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調整する必要がある理由

ファイルが Mac エンドポイントで作成されるか、移動されるか、コピーされるか、または実行さ
れる度にそのファイルのためのイベントはオペレーティング システムから AMP Mac コネクタに
送られます。 イベントはことコネクタによって分析されるファイル生じます。 分析 プロセスは
一般に疑わしいファイルをハッシュし、コンピュータのおよびクラウドの異なる分析エンジンを
通してそれを実行することを含みます。 ハッシュのこの行為が CPU サイクルを消費することを
認識することは重要です。

ある特定のエンドポイントに発生するより多くのファイル オペレーションは実行し、もっと
CPU はハッシュのために循環し、I/O リソース コネクタは必要とします。 オーバーヘッドを減ら
すためにコネクタに追加された複数の機能があります。 たとえば、作成されるか、移動されるか
、またはコピーされるファイルが以前に分析されたら、コネクタはキャッシュされた結果を使用
します。 ただし、いくつかのイベントの場合にはのようなセキュリティが優先するどこにか、す
べてのイベント常に十分に分析されますコネクタによって実行します。 これは子プロセスの複数
の反復的な実行を伝搬させるプロセスかアプリケーションを意味します-タイムの特に短期間はパ
フォーマンス上の問題を引き起こす場合があります。 より大きい一度毎秒が CPU使用を大幅に
減らし、ラップトップのバッテリの寿命を高めることができる比率で繰返して子プロセスを実行
するアプリケーションを見つけ、除きます。

ファイル オペレーションはのような作成し、移動に一般により少ない影響がより実行しますあり
ますが、余分なファイルは書き、テンポラリファイル作成は同じような問題という結果に終る場
合があります。 アプリケーションによりログファイルに頻繁に書く、または複数のテンポラリフ
ァイルを生成する 1 つは AMP は不必要な分析の多くの CPU サイクルを消費します、AMP 後部
のための多くのノイズを作成できます。 正当 なアプリケーションの騒々しい一部を区別すること
はプロダクティブおよび安全なエンドポイントの維持の非常に重要なステップです。

この資料の目的はデーモンのパフォーマンスおよび不用な CPU サイクルに対する悪影響をもた
らすファイル オペレーションの区別を（、コピー作成し、移動し、）助けることで実行します。
これらのファイルおよびディレクトリ パスを特定することは作成することを可能にし、適切な除
外を維持することは組織のために設定 します。



AMP for Endpoints コネクタ間のよりよい互換性をおよびウイルス対策、セキュリティ、または
その他のソフトウェア提供するために Cisco によって維持されるあるポリシーに前作成された除
外リストを追加できます。 これらのリストは Cisco 維持された除外としてコンソールで除外 ペ
ージで利用できます。

調整の型

利用可能 な 3 種類の除外チューニング オプションがあります:

調整をプレインストールして下さい–これは AMP Mac コネクタをインストールする前にす
ることができます。 それはアプリケーションおよびパスがマシンの使用中である最もきれ
いな外観を与えます。 ただし、それは非常に騒々しいプロセスで、ユーザを分析および集
約の公平なビットを自分自身でするように要求します。

1.

サポートツール調整– Mac コネクタがインストールされ、あらゆるエンドポイントで追加バ
イナリなしで実行されたことができる後これはすることができます。 それは限られた外観
を行い、面倒なアプリケーションを識別するために大きいです。

2.

Procmon 調整–このプロセスはまたコネクタがインストールされるように要求しますがまた
Procmon バイナリの使用を、カスタム調整 ツール必要とします。 それは本質的に機能を調
整するサポートツールのより洗練されたバージョンです。 この方式は設定の最大量を必要
とします; ただし、それは最もよい結果を提供します。

3.

 1.調整をプレインストールして下さい

調整をで、調整のほとんどの基底形式 ターミナルセッションのコマンド・ラインを通ってされま
す主にプレインストールして下さい。

より新しい MAC に関してはモード（コマンドr）を回復 するためにからの OS x El Capitan 起動
している間最初に起動する必要があり、dtrace のための保護を無効に する:

csrutil enable --without dtrace

点検するためにファイル実行が最も流行する次を実行して下さい:

$ sudo newproc.d | perl -pe 'use POSIX strftime; print strftime "[%Y-%m-%d %H:%M:%S] ",

localtime'

これは一般にどのアプリケーションが何度も繰り返し実行されているか示します。 多くのプロビ
ジョニング アプリケーションはスクリプトを実行するか、または会社 ソフトウェア ポリシーを
維持するために短い間隔のバイナリを実行します。 短いバーストの秒、か実行された複数回が、
除外のためのよい候補とみなされれば大きい比率のアプリケーションによって見られる実行より
。

点検するためにファイル オペレーションが最も流行する、次のコマンドを実行して下さい:

$ sudo iosnoop | perl -pe 'use POSIX strftime; print strftime "[%Y-%m-%d %H:%M:%S] ", localtime'

どのファイルがほとんどに書かれているかすぐに見ます。 多くの場合これは実行中のアプリケー
ションによって、バックアップ ソフトウェア テンポラリファイルを書く単なるファイル、または
電子メールアプリケーションに書かれているログファイルです。 これに加えて、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。



2. サポートツール調整

デバッグロギングを有効に すること

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。 これは管理のコネクタのポリシー設定を通した AMP for Endpoints コンソールによって、- >
ポリシーされます。 ポリシーを選択し、ポリシーを編集し、管理機能 セクションに詳細設定サイ
ドバーの下で行って下さい。 デバッグするためにコネクタ ログ水平な設定を変更して下さい。

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。

注: 調整が完了するとき、コネクタが最も効率的で、有効なモードで動作するようにデフォルトに
コネクタ ログ水平な設定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から次のコマンド・ラインを実行することで
す:

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


sudo/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector/SupportTool–x

これ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
。

いずれにしてもデスクトップでサポートツール生成します 2 つの調整サポート ファイルが含まれ
ている 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
はマシンの最も頻繁に作成され、修正されたファイルのリストが含まれています。 execs.txt は最
も頻繁に実行されたファイルのリストが含まれています。 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。

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除外ルールを作成する
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 Mac can only be implemented for Mach-O files. Users cannot implement

Process Exclusions for file formats such as .sh (Shell Scripts) or .app (Application Bundles).
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

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 除外として使用されますより古いそう。 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

execs.txt から、大量プロセスを特定して下さい（前: /bin/rm）。1.
サポート パッケージからの ampdaemon.log を開いて下さい、syslog.tar を解凍し、そしてパス /Library/Logs/Cisco/ampdaemon.log に従って下さ

い（afullsupport パッケージで、ない省略時のオプションと生成されるサポート パッケージからだけ利用可能 な）。

2.

除かれるべきプロセスを ampdaemon.log を捜して下さい。 プロセス実行を示す測程線を見つけて下さい（前: 8 月 19 日 09:47:29 開発Mac.local

[2537] [fileop]:[info]-[kext_processor.c@938]:[210962]: デーモン Rx: VNODE: X:6210 P:3296 PP:3200 U:502 [/bin/rm]実行して下さい）。

3.

次のいずれかのメソッドを使用して親プロセスを特定して下さい: 除かれるべきプロセスのパスに従うかもしれない親プロセス パスを特定して下

さい（前: [/bin/rm] [親プロセス パス]）。ログが親プロセス パスが含まれない場合、PP からの親プロセス ID を特定して下さい: 測程線のセクショ

ン（前: PP:3200）。

4.

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


親パスか親プロセス ID を使用する、現在の親プロセスの親を判別するためにステップ 3 及び 4 を繰り返して下さい。 どちらかの親が判別するこ

とができないまたは親プロセスを ID = 1 続けて下さいまでこのプロセス（前: PP:1）。

5.

プロセス ツリーが知られていたら、プログラム パスをこと送付最もまたは除く必要があり、アプリケーションを識別するオペレーションすべて探

して下さい。 これは別のアプリケーションによって実行された オペレーションを除いて無意識にの可能性を最小限に抑えます。

6.

プロセスのユーザを識別して下さい

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:502）。次

のコマンド動作するターミナル ウィンドウから: dscl  /Users UniqueID | #ユーザ ID があるところ、#。に類似した出力を見るはず

です: ある特定のプロセスのユーザであるところ、 502。

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.
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