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概要

この資料は高い CPU使用を解決するために Windows デバイスのエンドポイント公共 Cloud のた
めの Advanced Malware Protection （AMP）からの診断バンドルを分析するようにステップを記
述したものです。

Luis ベラスケスおよび編集： Yeraldin Sánchez によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

AMP コンソールへのアクセス●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

AMP for Endpoints コンソール 5.4.20200204●



ウィンドウズオペレーティングシステム デバイス●

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

別のウイルス対策がマシンでインストールされているかどうか確認して下さい

別の AV （ウイルス対策）がインストールされている場合、AV の主要なプロセスを除かれますポ
リシー構成で確認して下さい

ヒント： ソフトウェアが使用するこれらの除外がアプリケーションの新しいバージョンに
追加することができることをリストに含まれていたら Cisco 維持された除外を、覚えていま
す使用して下さい。

Cisco で利用可能なリストを見るために除外 セクションを、ナビゲートします管理 > ポリ
シー > Edit > 除外に > Cisco 維持された除外維持しました。
エンドポイントが現在 マシンでインストールされたソフトウェアに従って必要とする物を
選択して下さいそして、イメージに示すようにポリシーを、保存して下さい。



特定のアプリケーションが使用中であると高い CPU が起こったら識別して下さい

潜在的な除外の識別の過程において問題ヘルプを複製できれば場合 1 アプリケーションか少数が
のそれら実行される間、問題が起こったら識別して下さい。

分析のための診断バンドルを収集して下さい

デバッグ ログ レベルを有効にして下さい

有用な診断バンドルを収集するために、水平なデバッグ ログは有効に する必要があります。

エンドポイントのデバッグ レベル

問題を複製し、エンドポイントにアクセスできることができる場合診断バンドルをキャプチャす
る最もよいプロシージャは下記にあります:

AMP GUI を開いて下さい1.
設定にナビゲートして下さい2.
AMP GUI の下部のにスクロールし、Cisco AMP コネクタ設定を開いて下さい3.
デバッグロギングを『Enable』 をクリック して下さい4.
デバッグロギング ステータスは開始されるに変更する必要があります。 このプロシージャ
は次のポリシー ハートビートまでのデバッグ レベルを、デフォルトで 15 分有効にします

5.



ポリシーのデバッグ レベル

エンドポイントにアクセスできないかまたは問題が一貫して再現 することができなければ水平な
デバッグ ログはポリシーで有効に する必要があります。

デバッグ ログ レベルを管理 > ポリシー > Edit > 詳細設定 > コネクタ ログ レベルおよび管理 > ポ
リシー > Edit > 詳細設定 > トレイ ログ レベルにポリシー移動によって有効にするために、そし
てデバッグを選択し、イメージに示すようにポリシーを、保存して下さい。



注意： デバッグ モードがポリシーから有効に なる場合、すべてのエンドポイントはこの変
更を受け取ります。

注: デバッグ レベルを確保するためにエンドポイントのポリシーを適用しましたりまたは待
っていますハートビート 間隔を、デフォルトでそれです 15 分同期して下さい。

問題を再現 し、診断バンドルを収集して下さい

高い CPU の状態がシステムでまたは起こるか、までデバッグ レベルが設定された待機のとき手
動で 以前に識別される条件を再現 し、次に診断バンドルを収集して下さい。

バンドル移動を C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X に集めるため。X つは（X.X.X がシステムでイ
ンストールされる AMP 最新のバージョンであるかところで）アプリケーション
ipsupporttool.exethis プロセスを作成します .7z fileon を CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z と
指名されるデスクトップ実行し、

注: コネクタ バージョン 6.2.3 および それ 以降はエンドポイント レコードを拡張するため
にバンドルを、管理 > コンピュータにナビゲートするためにリモートで要求、でき、オプ
ションを使用するために診断して下さい。

注: 診断バンドルはまたコマンドで CMD プロンプトから動作できます: 「C:\Program



Files\Cisco\AMP\X.X。X \ ipsupporttool.exe」、または「C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X。
X.X.X が thelatest インストールされる AMP バージョンであるところで X \
ipsupporttool.exe」.7z ファイルに出力フォルダーを選択するために- o 「
X:\Folder\I\Can\Get\To は」、第 2 コマンド使用することができます。

分析を作って下さい

診断ファイルを分析する 2 つの方法があります:

Diag_Analyzer.exe●

Amphandlecount.ps1●

Diag_Analyzer.exe

ステップ 1.アプリケーションをここにダウンロードして下さい。

呼び出します。 GitHub ページでは、使用に関するそれ以上の手順を含む README ファイルがあ
ります。

ステップ 3. Diag_Analyzer.exe が見つけられること同じフォルダの診断ファイル
CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z をコピーして下さい。

ステップ 4.アプリケーション Diag_Analyzer.exe を実行して下さい。

ステップ 5 新しいプロンプトで Y または N.とのポリシーから除外を得たいと思うかどうか確認
して下さい。

ステップ 6 スクリプト結果は含んでいます:

上 10 プロセス●

上 10 ファイル●

https://github.com/CiscoSecurity/amp-05-windows-tune
https://github.com/CiscoSecurity/amp-05-windows-tune


上 10 拡張機能●

上 100 パス●

すべてのファイル●

注: Diag_Analyzer.exe は sfc.exe.log ファイルに関しては AMP 提供された診断ファイルを
チェックします。 そして、新しいディレクトリを診断ファイル名で作成し、診断の親ディ
レクトリで、これの後で、.7z の外のログ ファイルを、それ解析し、ログを判別します上
10 のプロセスを、ファイル、拡張機能保存し、パス、最終的に、画面とまた a {診断} -
summary.txt ファイルに情報を印刷します。

Amphandlecount.ps1

ステップ 1.この AMP からのコミュニティ ポスト確認によってスキャンされるファイルの下部の
からスクリプト amphandlecounts.txt をダウンロードして下さい。

ステップ 2. Windows のスクリプトを実行するために、amphandlecount.ps1 にそれの名前を変更
して下さい。

ステップ 3 便宜上彼自身ののフォルダに amphandlecount.ps1 ファイルをコピーして下さい。

ステップ 4. CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z ファイルを解凍し、パス
CiscoAMP_Support_Tool_2019_06_13_18_26_37\Program ファイル\ Cisco \ AMP \ X.X.X の
sfc.log のファイルを識別して下さい。

ステップ 5. amphandlecount.ps1 フォルダの sfc.log のファイルをコピーして下さい。

https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458
https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458
https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458


ステップ 6. PowerShell と amphandlecount.ps1 を実行して下さい、そしてウィンドウは開き、実
行によってエンドポイントのポリシーは動作する権限を頼むことができます。

ヒント： 実行ポリシーを変更するために Windows PowerShell を開き、次のコマンドを使
用して下さい:
制限されていない実行アクセスを許可するためにポリシーを-セットExecutionPolicy -制限さ
れていないスコープ CurrentUser - ExecutionPolicy 設定 して下さい
実行アクセスを制限するためにポリシーを-セットExecutionPolicy -スコープ CurrentUser 設
定 して下さい- ExecutionPolicy は制限 しました

ステップ 7. PowerShell 完了がフォルダで、4 つのファイル作成された後何 sfc.log がフォルダに
によってかかるあるか PowerShell が終わるようにして下さい（時間、かもしれません）:

data.csv●

results.txt●

sorted_results.txt●

terms.txt●

ステップ 8 4 つの新しいファイルは分析の結果が含まれています:



data.csv: スキャンされるファイルの完全パスが含まれ、/修正されて作成したり/移動しまし
た父プロセスはファイルを

●

results.txt: AMP によってスキャンされるプロセスのリストが含まれています●

sorted_results.txt: 最もスキャンされたプロセスの AMP によってスキャンされるプロセスの
リストが含まれて下さい

●

terms.txt: AMP によってスキャンされるプロセスの名前が含まれています●

ステップ 9.それが信頼される場合完全パスとの親プロセスを特定できる data.csv の
sorted_results.txt からの高い数のプロセス名をフィルタリングし次にカスタム リストのポリシー
に除外を追加することを続行して下さい。

検知 する プロセス:

制御 + 「data.csv」および検索の F1.
AMP によってスキャンされるファイルのパス2.
親プロセスのパスは/移動されてコピーしたり/修正しましたファイルを3.

注: 注： 通常除外は型「プロセスです: 「子プロセスを用いるファイル走査は」スキャンを
得ている親プロセスのために」含んでいます
:

注: 除外を作成する最良の方法により多くの関連情報を見つけることができます。 

調整除外

プロセスかパスが特定されれば、エンドポイントで適用されるポリシーにリンクされる除外リス
トにイメージに示すように管理 > 除外 > 除外ネーム > Edit にそれらを移動、追加できます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/amp-endpoints/213681-best-practices-for-amp-for-endpoint-excl.html


TAC に分析のためにバンドルを入れて下さい

それが事実なら、ATS TAC はケース作成に次の情報を提供して準備ができていますこれらのシナ
リオの解決を助けることができます:

この問題はいつ開始しますか。●

あらゆる最近の変更がありますか。●

問題は特定のアプリケーションと起こりますか。Yes の場合は、アプリケーションか。●

システムの他のウイルス対策がありますか。Yes の場合は、ウイルス対策か。●

問題が再現 される間、デバッグ バンドルを集めて下さい: デバッグ バンドルを集めるステッ
プ

●

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/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
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