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概要

この資料は高い CPU使用を解決するために macOS 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。

Uriel Torres および編集： Yeraldin サンチェス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 コンソールの基本的なナビゲーション●

MAC ターミナルのナビゲーション ●

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 5.4.20200512●

macOS Catalina バージョン 10.15.4●

AMP コネクタ 1.12.3.738●

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。

背景説明

AMP コネクタはマシンのすべての活動 ファイルを（移動するコネクタは、彼ら自身をゆっくり
実行されないし、動作しない高い CPU稼働率、低下および場合によってはソフトウェアに導くコ
ネクタが動作している間明示的にないに言わなかったらコピーしましたりおよび/または修正しま
す）、それ当然持って来ますパフォーマンス上の問題を動作する余りにも多くのプロセスおよび
オペレーション スキャンします。 さらに、AMP コネクタは誤りますいくつかの時間クラウド評
判に基づいてファイルをブロックするかもしれません（false positive）。 両方の問題へのソリュ
ーションはこれらのパスおよびプロセスを除くことです。

トラブルシューティング パフォーマンスの問題のフローはイメージで示されています。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を説明します。

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

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 AMP コンソールの除外 セクションを維持しました:

[Management] > [Policies] に移動します。●

ポリシーを見つけ、『Edit』 をクリック して下さい。●

ポリシーで、Settings ウィンドウは除外をクリックします。●

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のとき高い CPU を識別して下さい

潜在的な除外を識別するためにプロセスの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 Gatter

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。

MAC メニュー バーで AMP アイコンをクリックして下さい。●

イメージに示すように設定セクションに、ナビゲートして下さい。●



Settings ウィンドウで、約にナビゲートして下さい。●

デバッグ モードを有効に するためにイメージに示すように AMP ロゴの中で、クリックして
下さい。

●

ポップアップは AMP コネクタがデバッグ モードにあることを示します

このプロシージャは次のポリシー ハートビート 間隔までのデバッグ ログ レベルを有効にします
。

AMP Command Line Interface （CLI）のデバッグ レベル

ターミナルを開いて下さい●

/opt/cisco/amp/bin/ にナビゲートして下さい●

ampcli を実行して下さい:
./ampcli

●



AMP CLI 有効デバッグ モード:
ampcli>debuglevel 1

●

このプロセスは次のポリシー ハートビート 間隔までのデバッグ ログ レベルを有効にします。

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。 

デバッグを有効に するためにポリシーによって水平に記録 して下さい:

管理 > ポリシーにナビゲートして下さい●

ポリシーを見つけ、『Edit』 をクリック して下さい●

詳細設定 > 管理機能にナビゲートして下さい●

イメージに示すようにポリシーを、デバッグし、保存するためにコネクタ ログ レベルおよび
トレイ ログ レベルを設定して下さい

●

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設
定を受け取ります。

注: デバッグ モードを確認するためにエンドポイントのポリシーを同期して下さい。

他のウイルス対策ソリューションから AMP を除いて下さい

ユーザガイドに従って、ウイルス対策製品は次のディレクトリを除く必要があり、MAC のための
AMP コネクタと互換性があるそれらの内のファイル、ディレクトリおよび実行可能ファイルは除



くべきディレクトリ支持者です: 

エンドポイント コネクタ用の /Library/Application サポート/Cisco/AMP●

/opt/cisco/amp●

問題を再現 し、診断バンドルを収集して下さい

デバッグ レベルが設定されるとき、高い CPU の状態がシステムで起こりか、または収集します
まで手動で 以前に識別される条件を再現 し、次に診断バンドルを待って下さい。

デバッグ バンドルを集めるため:

ターミナルを開いて下さい。●

スーパーユーザ レベルにアクセスし、そしてエンドポイント コネクタ用の
/Library/Application サポート/Cisco/AMP にナビゲートして下さい:

●

cd /Library/Application\ Support/Cisco/AMP\ for\ Endpoints\ Connector/

サポートツールを実行するために次のコマンドを使用して下さい:●

./SupportTool

デバッグ バンドルは .zip ファイル拡張子としてデスクトップ フォルダで保存されます。

高い CPUパフォーマンスの分析 

デバッグ診断バンドルはデスクトップのストレージ、分析を開始するためにです:

診断バンドルを復元して下さい●

検討するべき 2 つのファイルがあります ファイル オペレーション: fileops.txtファイル実行:
execs.txt

●



解決するべき主要なパフォーマンス ツールとして fileops.txt 作業。 それは次の通りコネクタ
は動作する間、エンドポイントの Al 現在の Al 現在アクティブ なオペレーションを、それ読
まれますリストします:

<Number スキャンはパスでバンドルが collected>/<Path scanned> 時実行しました

たとえば、homebrew アプリケーションがあれば、fileops.txt は次のアクティブなオペレーシ
ョンを示します:
639 /Users/jesutorr/Library/Bin/MyApplication/support/

460 /Users/jesutorr/Library/Bin/MyApplication/logs/

219 /Users/jesutorr/Library/Bin/MyApplication/Collection/Node/Server/

●

プロセスが特定されたら除外は作成することができます●

除外を作成するため●

AMP コンソール、管理 > 除外への移動●

設定 し、『Edit』 をクリック するために除外を選択して下さい●

除外はイメージに示すように追加することができます●



Execs.txt ファイルはコネクタがバンドルを集める間、動作するプロセスに使用されるすべて
のコマンドが含まれています。 ここにリストされているパスは AMP ポリシーでこれらがバ
イナリ（/bin）であり、ように除かれてはなりませんシステム バイナリしかし（/sbin）はす
べてのプロセスが動作している Execs.text で利用する主要なプロセスを提供できます。
たとえば、Execs.txt ファイルが次のログを示す場合。

homebrew アプリケーション使用が激しくぶつか
るのでアプリケーションが高い CPU の原因であることを確認できます。

●

関連情報 

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

AMP for Endpoints 除外のための最良の方法●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/amp-endpoints/214656-amp-for-endpoints-process-exclusions-in.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/amp-endpoints/213681-best-practices-for-amp-for-endpoint-excl.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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