
SNMPトラップを設定し、Cisco ISE を監視する
ために理解して下さい 
目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
設定
ポートおよび到達可能性
ログ
トラップおよびクエリ
MIB リソース
メモリおよびディスク 利用の追加ポインタ
使用メモリ
空きメモリ
ディスク 利用

概要

この資料に Cisco ISE を監察するために簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップを
設定し理解する方法を記述されています。

SNMPトラップは SNMP 有効に された デバイスからリモート MIB サーバに送られる UDP メッ
セージです。 Identity Services Engine （ISE）は監視し、解決するために SNMP サーバにトラッ
プを送信 するために設定することができます。 この資料の目標は問題を特定し、ISE トラップの
制限を理解するためにいくつかの基本的なチェックを精通させることです。

前提条件

要件

Cisco はこれらのトピックのナレッジがあることを推奨します:

基本的な Linux●

SNMP●

ISE ●

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。

Cisco ISE、リリース 2.6●

RHEL 7 サーバ ●



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

ISE は SNMP v1,v2、および v3 をサポートします。 SNMP が ISE CLI で有効に なる、設定の他
かどうか確認すれば。

例、SNMP v3:

sotumu24/admin# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

sotumu24/admin(config)# snmp-server enable

sotumu24/admin(config)# snmp-server trap dskThresholdLimit "75"

sotumu24/admin(config)# snmp-server community SNMP$tring ro

sotumu24/admin(config)# snmp-server user SNMPUSER v3 plain authpasswd privpasswd

sotumu24/admin(config)# snmp-server host 10.127.197.81 version 3 SNMPUSER

0x474b49494c49464e474943 plain authpasswd privpasswd

>> The SNMP server might require the engineID if version 3 is being used and it can be dervied

from the output of the command here :

sotumu24/admin# show snmp-server engineID Local SNMP EngineID: GKIILIFNGIC

>> This is the same as ISE Serial number, need not be configured.

sotumu24/admin# sh udi

SPID: ISE-VM-K9

VPID: V01

Serial: GKIILIFNGIC

ポートおよび到達可能性

リモートサーバはトラップを必要であれば問い合わせるために ISE に達できますはずです。 ISE
が IP アクセスの SNMP サーバを可能にするようにして下さい（もし設定するなら）。



ポート 161 が ISE CLI で開いているかどうか確認して下さい:

sotumu24/admin# sh ports | in 161

     udp: 0.0.0.0:25087, 0.0.0.0:161

--

     tcp: 169.254.0.228:49, 10.127.197.81:49, 169.254.0.228:50, 10.127.197.81:50

, 169.254.0.228:51, 10.127.197.81:51, 169.254.0.228:52, 10.127.197.81:52, 127.0.

0.1:8888, 10.127.197.81:8443, :::443, 10.127.197.81:8444, 10.127.197.81:8445, ::

:9085, 10.127.197.81:8446, :::19231, :::9090, 127.0.0.1:2020, :::9060, :::9061,

:::8905, :::8009, :::5514, :::9002, :::1099, :::8910, :::61616, :::80, :::9080

ログ

SNMP サービス デーモンがスタックしていないまたは再起動することができない場合エラーはメ
ッセージ ログ ファイルで見られます。

2020-04-27T12:28:45.326652+05:30 sotumu24 su: (to oracle) root on none

2020-04-27T12:29:48.391712+05:30 sotumu24 snmpd[81079]: Received TERM or STOP signal...

shutting down...

2020-04-27T12:29:48.590240+05:30 sotumu24 snmpd[47597]: NET-SNMP version 5.7.2

2020-04-27T12:30:29.319929+05:30 sotumu24 rsyslogd: [origin software="rsyslogd"

swVersion="7.4.7" x-pid="20126" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed

トラップおよびクエリ

Cisco ISE でデフォルトで生成される一般的 な SNMPトラップ:



ISE にプロセス ステータスまたはディスク 利用のための MIB がありません。 Cisco ISE は OID
HOST-RESOURCES-MIB を使用します:: SNMPトラップのための hrSWRunName。 snmp は歩
きますまたはプロセス ステータスかディスク 利用を問い合わせる snmp get コマンドは ISE で使
用することができません。

Source： 管理ガイド

ラボでは、SNMPトラップは誘発するためにディスク 利用がしきい値の限界 75 を交差させると
き設定 されました: sotumu24/admin(config)# snmp-server トラップ dskThresholdLimit "75"

このトラップのデータは下記の出力から収集されます:

外部 LINUX ボックスまたは SNMP サーバコンソールのこれらのコマンドを実行して下さい:

Linux/admin# snmpwalk -v 3 -l authPriv -u SNMPUSER -a sha -x AES -A "authpasswd" -X "privpasswd"

10.127.197.217 dskPercent >> Gives the percentage of disk utilized. Also works with –

hrStorageSize. UCD-SNMP-MIB::dskPercent.1 = INTEGER: 11 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.6 = INTEGER: 0

UCD-SNMP-MIB::dskPercent.8 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.9 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.29 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.30 = INTEGER: 23 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.31 = INTEGER: 2 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.32 = INTEGER: 5 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.33 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.34 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.35 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.36 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.37 = INTEGER: 5 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.39 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.41 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.42 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-

MIB::dskPercent.43 = INTEGER: 0 UCD-SNMP-MIB::dskPercent.44 = INTEGER: 0 Linux/admin# snmpwalk -

v 3 -l authPriv -u SNMPUSER -a sha -x AES -A "authpasswd" -X "privpasswd" 10.127.197.217 dskPath

>> Gives the list of disk path(s). Also works with – hrStorageDescr. UCD-SNMP-MIB::dskPath.1 =

STRING: / UCD-SNMP-MIB::dskPath.6 = STRING: /dev/shm UCD-SNMP-MIB::dskPath.8 = STRING: /run UCD-

SNMP-MIB::dskPath.9 = STRING: /sys/fs/cgroup UCD-SNMP-MIB::dskPath.29 = STRING: /tmp UCD-SNMP-

MIB::dskPath.30 = STRING: /boot UCD-SNMP-MIB::dskPath.31 = STRING: /storedconfig UCD-SNMP-

MIB::dskPath.32 = STRING: /opt UCD-SNMP-MIB::dskPath.33 = STRING: /localdisk UCD-SNMP-

MIB::dskPath.34 = STRING: /run/user/440 UCD-SNMP-MIB::dskPath.35 = STRING: /run/user/301 UCD-

SNMP-MIB::dskPath.36 = STRING: /run/user/321 UCD-SNMP-MIB::dskPath.37 = STRING:

/opt/docker/runtime/overlay UCD-SNMP-MIB::dskPath.39 = STRING:

/opt/docker/runtime/containers/ae1cef55c92ba90ae6c848bd74c9277c2fb52a48ab781455ec9b1149e4634d2c/

shm UCD-SNMP-MIB::dskPath.41 = STRING: /run/user/0 UCD-SNMP-MIB::dskPath.42 = STRING:

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-4/admin_guide/b_ise_admin_guide_24/b_ise_admin_guide_24_new_chapter_011001.html#id_17078


/run/user/304 UCD-SNMP-MIB::dskPath.43 = STRING: /run/user/303 UCD-SNMP-MIB::dskPath.44 =

STRING: /run/user/322

これらの出力から、ディスク 利用は計算され、値が 75 に達するとき、SNMPトラップは設定さ
れるに SNMP 断絶しますホストを送られます。 ディスク 利用を直接計算し、表示する MIB リソ
ースがありません。

更に、MIB プロセス hrSWRunName がこの情報を収集するのに使用されています（ISE 管理ガイ
ドによって）:

製造業者、修正および一般に知られている名前を含むこの実行 1つのソフト ウェアの本文の記述
。 このソフトウェアがローカルでインストールされた場合、これは対応した hrSWInstalledName
で使用されるそれと同じストリングであるはずです。 考慮に入れられるサービスはアプリケーシ
ョン サーバ、rsyslog、redis サーバ、広告コネクタ、mnt 収集装置、mnt プロセッサ、カリフォ
ルニア サーバ米国東部標準時刻サーバおよび elasticsearch です。

MIB リソース

ISE アプリケーションは RHEL OS（Linux）でホストされます。 ただし、ISE 管理ガイドに言及
されているように、ISE は SNMPトラップ 情報を収集するのにホスト リソース MIB を使用しま
す。 この資料に問い合わせることができるホスト リソース MIB のリストがあります: 

SNMP ホスト MIB。

資料から、それは CPU、メモリ、またはディスク 利用の値を計算し、表示できる直接クエリが
ないこと推論することができます。 ただし、データは出力を計算するのに使用されているこれら
の表にあります:

hrSWRunPerfTable●

hrDiskStorageTable●

スカラー表●

メモリおよびディスク 利用の追加ポインタ

使用メモリ

使用されたメモリを計算するため:

mem_used = kb_main_cached kb_main_total - kb_main_free - - kb_main_buffers;
kb_main_cached = kb_page_cache + kb_slab_reclaimable;

空きメモリ

SNMP サーバで集められる値と ISE CLI ルート bash 間にわずかな相違点があります。 メモリ 利
用にまた SNMP でを説明されない、合計値を表示します平板による値で違いがあり。

現在使用しないし、この違いを引き起こす空きメモリはわずかメモリです。 これはシステムが利
用できないことメモリの無駄にされた一部です。 ISE は Linux OS でホストされ、効率のために
ファイル キャッシュとして現在のプログラムによって必要とされないすべての物理メモリを使用
します。 ただし、プログラムがこの物理メモリを必要とすれば、カーネルは前にファイル キャッ
シュ メモリを再割当てします。 それ故に、ファイル キャッシュによって使用されるメモリはプ

http://www.net-snmp.org/docs/mibs/host.html


ログラムによって必要とされるまで自由利用されないが。

下記のリンクを参照して下さい:

空きメモリ説明。

ディスク 利用

同様に、ファイルシステムの 5% までルート ユーザ向けに予約済みファイル・フラグメンテーシ
ョンを減らすためにです。 この出力は df で見られません。

それ故に、ルート bash および続いて CLI 出力で計算されるパーセントの小さい違いを見ること
を期待します。

SNMP クエリはこの予約済みのディスク領域を考慮に入れないし、表で表示される値に基づいて
出力を計算します。

詳細については、df 出力および df によって出力される保留ディスク領域の違いを参照して下さい
。

https://serverfault.com/questions/640459/snmp-memory-values-do-not-match-free
https://unix.stackexchange.com/questions/110329/is-there-something-wrong-with-df-output
https://askubuntu.com/questions/79981/df-h-shows-incorrect-free-space
https://unix.stackexchange.com/questions/110329/is-there-something-wrong-with-df-output
https://askubuntu.com/questions/79981/df-h-shows-incorrect-free-space
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