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概要

この資料は解決する方法を StarOS システムの CPU/MEMORY/ファイル使用方法の fundimentals
をおよび時問題 occures 記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

StarOs●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
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

リソース管理サブシステムはシステムの各タスクに一組のリソース制限を割り当てます。 それは
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制限の内にそれを確認するために各タスクのリソース使用をとどまっています監察します。 タス
クが制限を超過したら Syslog または簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップによっ
てオペレータに知らせます。 どのようにはたらき、どんなログをそれ以上のトラブルシューティ
ングのために集める必要があるかこの資料に説明されています。 

示しますタスクリソース Command Line Interface （CLI）を出力の基本的なヒントをのチェック
できます。

割り当てられたリソース制限はユーザによって変更することができません。

StarOS バージョンに基づく割り当てられたリソース制限は異なっています。

これは問題がシステムに時 occures SNMP の例です:

Mon Aug 26 11:32:19 2013 Internal trap notification 1221 (MemoryOver) facility sessmgr instance

16 card 1 cpu 0 allocated 204800 used 220392

Mon Aug 26 11:32:29 2013 Internal trap notification 1222 (MemoryOverClear) facility sessmgr

instance 16 card 1 cpu 0 allocated 1249280 used 219608

Fri Dec 20 13:52:20 2013 Internal trap notification 1217 (MemoryWarn) facility npudrv instance

401 card 5 cpu 0 allocated 112640 used 119588

Fri Dec 20 14:07:26 2013 Internal trap notification 1218 (MemoryWarnClear) facility cli instance

5011763 card 5 cpu 0 allocated 56320 used 46856

Wed Dec 25 12:24:16 2013 Internal trap notification 1220 (CPUOverClear) facility cli instance

5010294 card 5 cpu 0 allocated 600 used 272

Wed Dec 25 12:24:16 2013 Internal trap notification 1216 (CPUWarnClear) facility cli instance

5010294 card 5 cpu 0 allocated 600 used 272

Wed Dec 25 17:04:56 2013 Internal trap notification 1215 (CPUWarn) facility cli instance 5010317

card 5 cpu 0 allocated 600 used 595



Wed Dec 25 17:05:36 2013 Internal trap notification 1216 (CPUWarnClear) facility cli instance

5010317 card 5 cpu 0 allocated 600 used 220

CPU使用モニタリング

CPUWarn SNMPトラップは proclet の CPU使用が割り当てられるの 90% に達するとき生成され
ます。

CPUWarn が生成されれば、CPUOver は proclet の CPU使用が 50% 多くに警告された値から割
り当てられるの達するとき生成されます。

CPUWarn が生成される前に proclet の CPU使用が割り当てられた使用方法に達すれば、
CPUOver は生成されます。

CPUWarn は/使用方法が割り当てられるの 50% に戻るときクリアされます。

例：

ファシリティのためのシステム アロケーションが 60 である場合、値範囲 54 が、システム
SNMPトラップ（CPUWarn）を生成する時。

ファシリティのためのシステム アロケーションが 60 であるので、proclet の CPU使用がもっと
そして警告された値から割り当てられるの 50% に達する時このシナリオでシステム範囲値 84
（54+30）システムが SNMPトラップ（CPUOver）を生成する場合の。

メモリ使用量 モニタリング

MemoryWarn は proclet のメモリ使用量がアロケーションに達するとき生成されます。

MemoryOver は proclet のメモリ使用量が割り当てられるより多くに + 15MB 達する、またはア
ロケーションの倍とき生成されます。
MemoryWarn/MemoryOver は使用方法がアロケーションの 95% に戻るときクリアされます。

例：
ファシリティのためのシステム アロケーションが 60MB である場合、60MB より大きいあらゆる
値のためにシステムは SNMPトラップ MemoryWarn を生成します。

ファシリティのためのシステム アロケーションが 60MB であるので、タスク メモリ利用が
75MB に達するとき、システムは SNMPトラップ MemoryOver を生成します。

ファイル使用方法 モニタリング

ファイルはファイルを開くの数を示します、またはプロセスが使用しているファイル 記述子。

ファイル使用方法のために設定される SNMPトラップがありませんがロギングメッセージはにの
ために/オフ状態生成されます。

記録は proclet のファイル 使用方法が多くに達するときよりそれの割り当てられた + 10% 割り当
てた生成されます。



クリア ログは proclet のファイル 使用方法が割り当てられるの 90% に戻るとき生成されます。

2013-May-28+14:16:18.746 [resmgr 14517 warning] [8/0/4440 <rmmgr:80>

_resource_cpu.c:3558] [software internal system syslog] The task cli-8031369 is over its

open files limit. Allocated 2000, Using 2499

ステータスはタスクリソースを示します

出力の Status フィールドはのタスクリソース CLI に異なる基準があることを示します。

下記のピクチャであります警告します ALARM ありますステータスに警告すれば。

トラブルシューティング

CPU使用に関しては

システムが CPU に関する SNMPトラップを生成し始めるときアクティブな問題の間に次の情報
を収集して下さい:

タスクリソースを示して下さい

どの proclet でも状態に警告する/行くかどうか確認して下さい

タスクリソース最大値を示して下さい

現在の使用方法よりもむしろ最大使用方法をチェックして下さい

 
show snmp trap history

イベント上の CPUWarn が/あるかどうか確認して下さい

注: これは、示しますシスコのドキュメントを StarOs のテストモードを有効に し開始する
方法を隠れましたり/test コマンド。

このコマンドはサービスに影響 しないし、本番で動作することができます。

プロファイル カード <card number> CPU <cpu number> 深度 <value> を示して下さい

これはいわゆるバックグラウンド プロファイラーです。

バックグラウンド プロファイラーは 1s の固定サンプリング 周期と本番で、常に動作しています
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。

どの PC がカード/CPU/ファシリティ/例、先祖などごとの CPUリソースを、消費するか確認する
場合があります 

デフォルト値 1.(e.g を使用して深さをむしろ規定 することを推奨して下さい。 4）

メモリ使用量に関しては

システムがメモリに関する SNMPトラップを生成し始めるときアクティブな問題の間に次の情報
を収集して下さい:

タスクリソースを示して下さい

どの proclet でも状態に警告する/行くかどうか確認して下さい

タスクリソース最大値を示して下さい

現在の使用方法よりもむしろ最大使用方法をチェックして下さい

show snmp trap history

イベント上の MemoryWarn が/あるかどうか確認して下さい

show logs
resmgr によって報告される警告/エラーがあるかどうか確認して下さい。

注: これは、示しますシスコのドキュメントを StarOs のテストモードを有効に し開始する
方法を隠れましたり/test コマンド。

このコマンドはサービスに影響 しないし、本番で動作することができます。

メッセンジャー proclet ファシリティ <name> 例 <x> ヒープを示して下さい

proclet のチェック ヒープ 使用方法

注: これは、示しますシスコのドキュメントを StarOs のテストモードを有効に し開始する
方法を隠れましたり/test コマンド。

このコマンドはサービスに影響 しないし、本番で動作することができます。

メッセンジャー proclet ファシリティ <name> 例 <x> システム ヒープを示して下さい

プロセスが含まれていることがあるようにシステム ヒープ情報を確認して下さい

ヒント： TAC の方のサービス リクエストを上げる前に CPU 関連のコマンドの複数の出力
を 10 分および 4 出力毎に奪取 して下さい。
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ファイル使用方法に関しては

OS レベルの実際のファイル制限はより高くそして使用状況が StarOs で制限するファイル設定
されます。

タスク直径プロキシ（diaproxy）のための例は、OS レベル制限ファイル制限が StarOS の 1000
として設定 される間、プロセスが 8192 まで消費する場合がある 8192 です。

asr5500:card3-cpu0# ps -ef | grep diam

root 5934 4555 0 Jul02 ? 00:07:52 diamproxy --readypipe 8 --limit_mode 8 --card_number 3 --

cpu_number 0 --master_spc 3

asr5500:card3-cpu0# cat /proc/5934/limits | grep open

Max open files     8192      8192     files

[local]asr5500-2# show task resources facility diamproxy all

Friday July 11 10:05:54 JST 2014

task cputime memory files sessions

cpu facility inst used allc used alloc used allc used allc S status

----------------------- --------- ------------- --------- ------------- ------

3/0 diamproxy 2 0.3% 90% 22.83M 250.0M 216 1000 -- -- - good

8/0 diamproxy 1 0.4% 90% 22.71M 250.0M 69 1000 -- -- - good

同様に CPU レベル制限が、またチェックしますそれをあり、利用可能が十分にある限り良いで
す。

[local]ASR5500# show cpu info card 1 cpu 0

Card 1, CPU 0:

  Status                : Active, Kernel Running, Tasks Running

  Load Average          : 0.26, 0.39, 0.44 (1.78 max)

  Total Memory          : 32768M (16384M node-0, 16384M node-1)

  Kernel Uptime         : 3D 22H 11M

  Last Reading:

    CPU Usage All       : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.6% idle

      Node 0            : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.5% idle

      Node 1            : 0.1% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.7% idle

    Processes / Tasks   : 185 processes / 29 tasks

    Network             : 0.326 kpps rx, 0.912 mbps rx, 0.208 kpps tx, 3.485 mbps tx

    File Usage          : 1792 open files, 3279141 available

    Memory Usage        : 1619M 4.9% used (1209M 7.4% node-0, 409M 2.5% node-1)

利用可能 なとき 256 が、この警告メッセージ生成されるよりより少しはなります:

[local]ASR5500# show cpu info card 1 cpu 0

Card 1, CPU 0:

  Status                : Active, Kernel Running, Tasks Running

  Load Average          : 0.26, 0.39, 0.44 (1.78 max)

  Total Memory          : 32768M (16384M node-0, 16384M node-1)

  Kernel Uptime         : 3D 22H 11M

  Last Reading:

    CPU Usage All       : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.6% idle

      Node 0            : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.5% idle

      Node 1            : 0.1% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.7% idle

    Processes / Tasks   : 185 processes / 29 tasks

    Network             : 0.326 kpps rx, 0.912 mbps rx, 0.208 kpps tx, 3.485 mbps tx

    File Usage          : 1792 open files, 3279141 available

    Memory Usage        : 1619M 4.9% used (1209M 7.4% node-0, 409M 2.5% node-1)
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