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概要

このドキュメントでは、ルータ（特にローエンド ルータ）での SNMP ENGINE プロセスの実行
が原因で生じる高い CPU 使用率に関する問題をトラブルシューティングする方法について説明
します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについて理解している必要があります。

SNMP●

Cisco IOS●

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 Cisco IOS ® ソフトウェアを実行しているルータに基づいてい
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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。
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SNMP エンジン プロセスによって引き起こされる高い CPU稼働
率

時々、ルータコンソールにこのようなメッセージが現れるかもしれません:

%SNMP-3-CPUHOG: Processing [chars] of [chars]

それらはデバイスの SNMP エージェントが要求を処理するのに時間をかけたことを意味します。

show process CPU コマンドの出力の使用によってルータの高い CPU 使用の原因を判別できます
。

次の例は show process CPU コマンドの出力を示したものです。

cacuk#show process cpu

CPU utilization for five seconds: 0%/0%;

one minute: 0%;

five minutes: 0%
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Object ID （OID）か管理情報ベース（MIB）がその時に問い合わせられているデバッグ snmp コ
マンド チェック。

注: 本番ネットワーク上のデバッグを実行することはルータを圧倒するかもしれません。

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）に関連して発生する高い CPU稼働率のための 2 つの
推定原因があります:

NMS ステーションによってポーリングされる大きいルートや ARPテーブル1.
ポーリングある特定の MIB2.

NMS ステーションによってポーリングされる大きいルートや ARPテーブル



ネットワーク管理ステーションは全体のルートテーブルが他のネットワークについて学ぶことが
できるようにルータを照会します。 それは他のルータを検出し、それらのまわりでネットワーク
のナレッジを問い合わせるのにこの情報を使用します。 このようにして、管理ステーションはネ
ットワーク全体のトポロジーを学ぶことができます。

ルータは速いルート検索をより促すハッシュされた形式でルートテーブルを、蓄えます。 ただし
、ルートのための SNMP 応答が RFC1213 ごとの辞書編集順序で返されるために必要となります
。 従って、SNMP 応答 PDU が構築することができる前になぜならルータが受け取る各 SNMP 要
求、ハッシュ テーブルは辞書編集上ソートする必要があります。 より大きいルートテーブル、よ
り多くの CPU intesive 並べ替え。

SNMP は CPU スケジューラーに、従って別のものは CPU リソースを必要とするプロセス 優先
順位を奪取 します関する限りでは低優先順位プロセスです。 従って、CPU スパイクはこのシナ
リオに発生するが、パフォーマンスに影響を及ぼすべきではありません。

推奨事項 1: snmp-server view コマンドを使用して下さい

パフォーマンスの問題を避けるために、時期早尚にネットワーク管理 システム サーバからのルー
トテーブルのためのクエリを終了するためにルータを強制して下さい。 ルートテーブルのための
要求の開始するを受け取るとすぐメッセージ全体と、次の通り応答するためにルータを設定して
下さい:

snmp-server view cutdown iso included

!--- ISO is used as a starting point as it is the snmp 'root'.

snmp-server view cutdown 1.3.6.1.2.1.4.21 excluded

snmp-server view cutdown 1.3.6.1.2.1.4.22 excluded

snmp-server view cutdown 1.3.6.1.2.1.3 excluded

snmp-server view cutdown 1.3.6.1.6.3.15 excluded

!--- The additional object snmpUsmMIB is excluded. snmp-server view cutdown 1.3.6.1.6.3.16

excluded

!--- The additional object snmpVacmMIB is excluded. snmp-server view cutdown 1.3.6.1.6.3.18

excluded

!--- The additional object snmpCommunityMIB is excluded. snmp-server community public view

cutdown RO

snmp-server community private view cutdown RW

注意： 上の例では、snmpUsmMIB は除かれます、snmpVacmMIB は除かれ、
snmpCommunityMIB は除かれます。 ともにこれらのオブジェクトがデバイスに管理アクセスを
得るために設定されたユーザおよびコミュニティ ストリングについての情報を得るのに使用する
ことができます。 これらのオブジェクトが公共ユーザによってアクセスすることができるあらゆ
るデバイスの意見から exlcluded ことを推奨します。

この設定はルートテーブル（ipRouteTable）およびアドレス解決プロトコル（ARP）表を
（ipNetToMediaTable）取り出す要求をブロックしますが他の要求をすべて割り当てます。 Cisco
IOS® ソフトウェアのより古いバージョンがある場合、ipRouteTable MIB オブジェクトを認識し
ません従って次の設定を代りに使用して下さい:

snmp-server view cutdown iso included

!--- ISO is used as a starting point as it is the snmp 'root'. snmp-server view cutdown

1.3.6.1.2.1.4.21 excluded

snmp-server view cutdown 1.3.6.1.2.1.4.22 excluded

snmp-server view cutdown at excluded
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snmp-server view cutdown 1.3.6.1.6.3.15 excluded

!--- The additional object snmpUsmMIB is excluded. snmp-server view cutdown 1.3.6.1.6.3.16

excluded

!--- The additional object snmpVacmMIB is excluded. snmp-server view cutdown 1.3.6.1.6.3.18

excluded

!--- The additional object snmpCommunityMIB is excluded. snmp-server community public view

cutdown RO

snmp-server community private view cutdown RW

注意： 上の例では、snmpUsmMIB は除かれます、snmpVacmMIB は除かれ、
snmpCommunityMIB は除かれます。 ともにこれらのオブジェクトがデバイスに管理アクセスを
得るために設定されたユーザおよびコミュニティ ストリングについての情報を得るのに使用する
ことができます。 これらのオブジェクトが公共ユーザによってアクセスすることができるあらゆ
るデバイスの意見から exlcluded ことを推奨します。

両方の例では、あなた自身のコミュニティ ストリングを代わりにすることができます。

これらの設定の結果は照会されたときルータがもはや ARPテーブルか IP ルートテーブルを戻さ
ないことです。 これは SNMP ネットワーク 検出が疑わしいルータの CPU スパイクを作成する
がまたルータから管理性のある程度を取除きますことを防ぎます。

以前に CPU スパイクを表わしていなかったルータはルーティング テーブルに変更がある場合そ
うし始めるかもしれません。 IP ルートテーブル 要求に答えるために必要なサイクルの量がルー
ティング テーブルのルーティングの数の機能です。 ルーティングの数が増加する場合、CPU稼
働率は同様に増加します。

推奨事項 2: CEF のオン

CEF スイッチングが使用される場合 Cisco IOSコードの変更を SNMP がルーティングエントリの
ために Cisco Express Forwarding（CEF）テーブルを問い合わせるように行いました。 これは状
況を大幅に改善します。 有効に されて CEF が SNMP エージェントはフォワーディング情報ベー
ス（FIB）からの情報によってルーティングまたは ARPテーブルのための get-next/get-bulk オペ
レーションに応答します。 FIB は辞書編集順序で保存され、ソートは必要ではないです。 有効に
なる CEF なしで SNMP エージェントは高 CPU を引き起こす辞書編集順序にソートする必要が
ある Routing Information Base （RIB）からの情報と応答します。

下記のバグID リンクに従い、詳しいバグ 情報を参照して下さい。

CSCdk54265 （登録ユーザのみ） - CPU HOG はルーティング テーブルをネットワーク管理ステ
ーションからの SNMP によってポーリングすると生成されます。

ポーリングある特定の MIB

ネットワーク管理 アプリケーションは SNMP を使用してデバイスから頻繁に情報を検索します
。 1 つの例は Resource Manager Essentials （RME）製品の CiscoWorks 2000 スイート内のア
プリケーションです。 RME は CISCO-FLASH-MIB で定義されるフラッシュ情報を検索できます
。 デバイスが ATA フラッシュ ディスク備えている場合、により CPU稼働率は跳びます場合があ
ります。

下記のバグID リンクに従い、詳しいバグ 情報を参照して下さい。

CSCdt97325 （登録ユーザのみ）
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回避策を適用するために確認し、次の手順に従って下さい:

デバイスにスロットの 1 つで ATA フラッシュ カードがあるかどうか確認して下さい:
Router#show disk1:

******** ATA Flash Card Geometry/Format Info ********

ATA CARD GEOMETRY

    Number of Heads:        12

    Number of Cylinders     906

    Sectors per Cylinder    63

    Sector Size             512

    Total Sectors           684936

ATA CARD FORMAT

    Number of FAT Sectors  84

    Sectors Per Cluster    32

    Number of Clusters     21372

    Number of Data Sectors 684117

    Base Root Sector       169

    Base FAT Sector        1

    Base Data Sector       201

Router#

確実ではないか、または show diskx コマンドのための出力が表示されなかったら、show
tech コマンドを実行し、ディスクのための検索をして下さい。

1.

確認すれば ATA フラッシュ ディスクあります、FLASH-MIB の SNMP クエリを防ぐために
次の回避策を適用できます:
Router(config)#snmp-server view <any_word> iso included

!--- ISO is used as a starting point as it is the snmp 'root'. Router(config)#snmp-server

view <any_word> ciscoFlashMIB excluded

!--- The additional object snmpUsmMIB is excluded. Router(config)#snmp-server view

<any_word> 1.3.6.1.6.3.15 excluded

!--- The additional object snmpVacmMIB is excluded. Router(config)#snmp-server view

<any_word> 1.3.6.1.6.3.16 excluded

!--- The additional object snmpCommunityMIB is excluded. Router(config)#snmp-server view

<any_word> 1.3.6.1.6.3.18 excluded

Router(config)#snmp-server community <read_community_string> view <any_word> ro

Router(config)#snmp-server community <write_community_string> view <any_word> rw

Router(config)#exit

Router#

注: 上の設定の <any_word> のための各行の同じワードを選択して下さい。注意： 上の例で
は、snmpUsmMIB は除かれます、snmpVacmMIB は除かれ、snmpCommunityMIB は除かれ
ます。 ともにこれらのオブジェクトがデバイスに管理アクセスを得るために設定されたユ
ーザおよびコミュニティ ストリングについての情報を得るのに使用することができます。
これらのオブジェクトが公共ユーザによってアクセスすることができるあらゆるデバイスの
意見から exlcluded ことを推奨します。

2.

正しく設定されることを確認して下さい:
Router#show run

...

snmp-server view <any_word> iso included

!--- ISO is used as a starting point as it is the snmp 'root'. snmp-server view <any_word>

ciscoFlashMIB excluded

snmp-server view <any_word> internet.6.3.15 excluded

!--- The additional object snmpUsmMIB is excluded. snmp-server view <any_word>

internet.6.3.16 excluded

!--- The additional object snmpVacmMIB is excluded. snmp-server view <any_word>

internet.6.3.18 excluded

3.
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!--- The additional object snmpCommunityMIB is excluded. snmp-server community

<write_community_string> view <any_word> RW

snmp-server community <read_community_string> view <any_word> RO

注: <any_word>、<write_community_string> および <read_community_string> は設定にある
<any_word> です。注意： 上の例では、snmpUsmMIB は除かれます、snmpVacmMIB は除
かれ、snmpCommunityMIB は除かれます。 ともにこれらのオブジェクトがデバイスに管理
アクセスを得るために設定されたユーザおよびコミュニティ ストリングについての情報を
得るのに使用することができます。 これらのオブジェクトが公共ユーザによってアクセス
することができるあらゆるデバイスの意見から exlcluded ことを推奨します。
SNMP のための CPU-Util がダウン状態になる発行し、IP_SNMP プロセスを探して下さいか
どうか確認する show proc cpu コマンドを。

4.

注: 不具合 CSCdt97325 はまた新しい Cisco IOS リリースでフィックスされました、従ってあら
ゆる詳細があるように不具合を確認して下さい。

MIB のポーリングに関する他のバグ:

下記の Cisco バグ ID リンクに従い、詳しいバグ 情報を参照して下さい。

CSCdm67427 （登録ユーザのみ） - ATM をポーリングしてデバイスからのインターフェイ
ス戻り CPU HOG メッセージを代わりをして下さい。

●

CSCdu63734 （登録ユーザのみ） -フラッシュ MIB は ifs に余りにも多くのコールをします
。

●

CSCdu48652 （登録ユーザのみ） -フラッシュ MIB クエリは 7200 の音声コールをハングさ
せます。

●

CSCds53368 （登録ユーザのみ） - CISCO-FLASH-MIB の ciscoFlashPartitionEntry オブジェ
クトにおける問題。

●

CSCdu55091 （登録ユーザのみ）は-ある特定の SNMP オブジェクト原因のための 2500
snmpgetnext トレース バックします。

●

CSCdx54836 （登録ユーザのみ） -フラッシュする MIB の SNMP ポーリングによりスイッチ
の高い CPU稼働率を引き起こします。

●

関連情報

Cisco ルータの CPU 使用率が高い場合のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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