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概要

この資料にエンドポイントの Advanced Malware Protection （AMP）のためのイベント ストリー
ム機能を設定し消費する方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は次のトピックのナレッジがあることを推奨します:

AMP for Endpoints●

Python プログラミングの基本的な知識●

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は pika （バージョン 1.1.0）および要求（バージョン 2.22.0）外
部ライブラリを持つ Python 3.7 に基づいています。

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。

設定



ネットワーク図

このイメージはイベント ストリーム配列の例を提供します:

設定

API 資格情報を作成して下さい

AMP for Endpoints ポータルにナビゲートし、ログインして下さい1.
アカウントの下で、API 資格情報を選択して下さい2.
API 資格情報を『New』 をクリック して下さい3.
アプリケーション 名 フィールドで値を入力して下さい4.
読まれる選択して下さい及びスコープのために書いて下さい5.
『Create』 をクリック して下さい6.
パスワード マネージャか暗号化ファイルでこれらの資格情報を保存して下さい7.

イベント ストリームを作成して下さい

Python シェルを開き、json をインポートして下さい、ssl は、pika およびライブラリを要求
します。

import json

import pika

import requests

import ssl

1.

URL、client_id および api_key の値を保存して下さい。  URL は北アメリカ クラウドを使用
していない場合変わることができます。  また、client_id および api_key は環境にユニーク

2.



です。

url = "https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams"

client_id = "d16aff14860af496e848"

api_key = "d01ed435-b00d-4a4d-a299-1806ac117e72"

要求に通じるためにデータ オブジェクトを作成して下さい。  これは名前を含む必要があり
ストリームに含まれているイベントおよびグループを制限するために event_type および
group_guid を含むことができます。  group_guid か event_type が渡されない場合、イベン
ト ストリームはすべてのグループおよびイベントの種類が含まれています。

data = {

    "name": "Event Stream for ACME Inc",

    "group_guid": ["5cdf70dd-1b14-46a0-be90-e08da14172d8"],

    "event_type": [1090519054]

}

3.

ポスト要求コールをし、変数で値を保存して下さい。

r = requests.post(

    url = url,

    data = data,

    auth = (client_id, api_key)

)

4.

ステータス スコードを印刷して下さい。  コードが 201 であることを確認して下さい。

print(r.status_code)

5.

応答の内容を json オブジェクトにロードし、変数でそのオブジェクトを保存して下さい。

j = json.loads(r.content)

6.

応答データの内容を検討して下さい。

for k, v in j.items():

    print(f"{k}: {v}")

7.

高度メッセージ待ち行列化プロトコル（AMQP）データは応答の中にあります。  それぞれ
変数にデータを抽出して下さい。

user_name = j["data"]["amqp_credentials"]["user_name"]

queue_name = j["data"]["amqp_credentials"]["queue_name"]

password = j["data"]["amqp_credentials"]["password"]

host = j["data"]["amqp_credentials"]["host"]

port = j["data"]["amqp_credentials"]["port"]

proto = j["data"]["amqp_credentials"]["proto"]

8.

これらのパラメータのコールバック機能を定義して下さい。  この設定では、画面にイベン
トの本文を印刷します。  ただし、目標に適するためにこの機能のこの内容を変更できます
。

def callback(channel, method, properties, body):

9.



    print(body)

作成した変数からの AMQP URL を準備して下さい。

amqp_url = f"amqps://{user_name}:{password}@{host}:{port}"

10.

SSL コンテキストを準備して下さい

context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1_2)

amqp_ssl = pika.SSLOptions(context)

11.

pika ライブラリ メソッドの AMQP ストリームを準備して下さい。

params = pika.URLParameters(amqp_url)

params.ssl_options = amqp_ssl

connection = pika.BlockingConnection(params)

channel = connection.channel()

channel.basic_consume(

    queue_name,

    callback,

    auto_ack = False

)

12.

ストリームを始めて下さい。

channel.start_consuming()

13.

ストリームはで今ライブおよびイベントを待ちます。 14.

確認

環境のエンドポイントのイベントを誘発して下さい。  たとえば、フラッシュ スキャンを始めて
下さい。  ストリームが画面にイベント データを印刷することを注意して下さい。

ストリームを割り込むために Ctrl+C （Windows）またはコマンドC （Mac）を押して下さい。

トラブルシューティング

ステータス コード

401 のステータス スコードは許可においての問題があることを示します。  client_id および
api_key をチェックするか、または新しいキーを生成して下さい。

●

400 のステータス スコードは悪い要求問題があることを示します。  その名前で作成される
イベント ストリームがないかまたは 5 つ以上のイベント ストリーム作成されることを持って
いないことを確認して下さい。

●
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