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通知の監視

この章では、MIB 拡張機能によってサポートされる Cisco 7304 ルータの通知について説明します。

この機能は、Cisco IOS リリース 12.2S で導入されました。SNMP は、通知を使用して、管理対象デ

バイス上のイベントを報告します。SNMP 通知は、イベントに応じて、トラップまたはインフォー

ムのいずれかになります。ただし、ルータは、SNMP 以外の通知もサポートしています。

（注） 多くのコマンドでは、コマンド構文で traps というキーワードが使用されます。traps というキー

ワードは、通知が、トラップ、またはインフォームのいずれか、あるいはその両方であることを意

味します。この章で説明する表では、イベントがインフォームである場合でも、traps という語を

使用します。

この章の構成は、次のとおりです。

• 通知の概要（P. 4-2）

• 通知のイネーブル化（P. 4-2）

• 環境通知または機能通知（P. 4-5）

• Cisco 7304 ラインカードの通知（P. 4-7）

• インターフェイスの通知（P. 4-9）

• PFE-MIB 通知（P. 4-10）

• しきい値の通知（P. 4-11）

• サービス通知（P. 4-12）

• ルーティング プロトコルの通知（P. 4-14）

• RTT モニタの通知（P. 4-14）
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通知の概要
SNMP エージェントは、次に示す重大なシステム イベントが発生したときに、SNMP マネージャに

通知できます。

• インターフェイスまたはカードが動作を開始または停止した場合

• 温度がしきい値を超えた場合

• 認証エラーが発生した場合

SNMP エージェントがアラーム状態を検出すると、エージェントは次のように動作します。

• アラーム状態の発生時刻、タイプ、および重大度に関する情報を記録します。

• 通知メッセージを生成後、そのメッセージを対象となる IP ホストに送信します。

SNMP 通知は、次のいずれかの形式で送信されます。

• トラップ：SNMP マネージャからの受信応答を必要としない信頼性の低いメッセージ。

• インフォーム：SNMP マネージャが応答を発行するまで、メモリに保存される信頼性の高い

メッセージ。インフォームは、トラップよりも多くのシステム リソースを消費します

シスコが実装した SNMP では、RFC 1215 に規定された SNMP トラップの定義が使用されています。

トラップの詳細は、http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/snmp_trap.html を参照してください。

通知のイネーブル化
コマンドライン インターフェイス（CLI）と SNMP setany コマンドを使用して、通知をイネーブル

にできます。ここでは、次の項目をイネーブルにする方法を説明します。

• CLI を使用した SNMP 通知

• SNMP setany コマンドを使用したセンサーの MIB トラップ 

• インフォーム

（注） センサーのトラップをイネーブルにするには、setany コマンドを使用する必要があります。

（注） 多くの通知は、SNMP を介してイネーブルにすることもできます。SNMP 通知は、トラップ要求ま

たはインフォーム要求のいずれかで送信できます。

snmp-server enable traps <notification-type> コマンドを使用すると、指定した通知タイプに

対してトラップ要求とインフォーム要求の両方をイネーブルにします。

CLI を使用した通知のイネーブル化

コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、Cisco 7304 ルータをイネーブルにし、SNMP

通知（トラップまたはインフォーム）を送信する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 SNMP が Cisco 7304 ルータ上に設定されていることを確認します（「SNMP サポートのイネーブル

化」（P. 2-5）を参照）。

http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/snmp_trap.htm
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ステップ 2 Cisco 7304 ルータ上でトラップをイネーブルにします。特定のトラップをイネーブルにするには、

コマンドに notification-type キーワードを入力します（表 4-1 のキーワードを参照）。トラップ

のタイプごとにそれぞれ異なるコマンドを入力します。たとえば、コマンド snmp-server enable

traps entity は、Cisco 7304 ルータが、設定変更のトラップを生成するように設定するコマンドで

す。

Router(config)# snmp-server enable traps [ notification-type ]

（注） notification-type キーワードを入力しないで snmp-server enable traps コマンドを発行

すると、Cisco 7304 ルータは、すべてのタイプのイベントに対してトラップを生成します。

ただし、それが必ずしも適切であるとは限りません。

ステップ 3 Cisco 7304 ルータから SNMP トラップを受信するホストを IP アドレスで指定します。

Router(config)#snmp-server host <host-address> version <SNMP version> 
<community/user(V3)> udp-port<UD Port No>

ステップ 4 Cisco 7304 ルータ上でトラップをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。

notification-type を省略すると、すべてのトラップがディセーブルになります。特定のキーワー

ドを入力した場合、そのタイプのトラップのみがディセーブルになります。

Router(config)# no snmp-server enable traps [ notification-type ]

表 4-1 Cisco 7304 ルータの通知タイプのキーワード

キーワード 説明

alarms アラームが発生すると、通知を送信します。

atm subif ATM サブインターフェイス上のアラームおよびイベントの通知を

送信します。

bgp BGP 状態変更の通知を送信します。

config ルータ構成が変更されると、通知を送信します。

ds1 DS1 関連のアラームおよびイベントの通知を送信します。

ds3 DS3 関連のアラームおよびイベントの通知を送信します。

entity ルータ構成（ENTITY-MIB）が変更されると、通知を送信します。

envmon 環境しきい値を超えると（たとえば、臨界温度のしきい値を超える

など）、通知を送信します。

fru-ctrl Field Replaceable Unit (FRU) のステータスが変更されると、通知を

送信します。

hsrp ホット スタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）イベントの通知を送

信します。

mpls traffic-eng MPLS トラフィック エンジニアリングに関連するイベントの通知

を送信します。

pppoe PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) イベントの通知を送信し

ます。

pim PIM (Protocol Independent Multicast) イベントの通知を送信します。



第 4 章   通知の監視

通知のイネーブル化

4-4
Cisco 7304 ルータ MIB 仕様ガイド

OL-4925-01-J

SNMP コマンドを使用したセンサーのトラップのイネーブル化

SNMP setany コマンドを使用して、SensorThresholdNotification トラップをイネーブルまたはディ

セーブルにする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 entSensorThresholdNotificationEnable を各しきい値の true(1) 値に設定します。この変数は、そのしきい

値の entSensorThresholdNotification トラップの生成を制御します。たとえば、次のように入力します。

setany -v2c IP 34.3.2.5 private entSensorThresholdNotificationEnable.X.y -i 1

ステップ 2 entSensorThresholdNotification トラップをディセーブルにするには、変数 false(2) を使用します。

CLI および SNMP マネージャを使用したインフォームのイネーブル化

SNMP setany コマンドを使用して、インフォームをイネーブルまたはディセーブルにする手順は、

次のとおりです。

ステップ 1 コマンドライン インターフェイスを使用して、entSensorThresholdNotificationEnable を各しきい値の

true(1) 値に設定します。この変数は、そのしきい値の entSensorThresholdNotification インフォームの

生成を制御します。たとえば、次のように入力します。

setany router(config)#snmp-server enable informs
router(config)#snmp-server host <host-address> version <SNMP version> 
<community/userName> udp-port<UD Port No>

ステップ 2 SNMP マネージャを使用して、次のように入力します。

winstar:/opt/ats3.6.0>inform <SNMP version> <dst_addr>  <community/userName> 
<snmpTrapOID_value(OID)> [variable_name type value . . .]

ステップ 3 entSensorThresholdNotification トラップをディセーブルにするには、変数 false(2) を使用します。

rtr SA エージェント（RTR）イベントの通知を送信します。

snmp [authentication] 

[linkdown] [linkup] 

[coldstart] [warmstart]

次のイベントの場合に、RFC 1157 汎用トラップを生成します。

authentication：承認障害が発生した場合。

linkdown：インターフェイスが故障した場合。

linkup：インターフェイスがアクティブになった場合。

coldstart：ルータの電源を入れた場合。

warmstart：ルータを再起動した場合。

syslog エラー メッセージ通知（Cisco Syslog MIB）を送信します。ログ履

歴のレベル コマンドを使用して、送信されるメッセージのレベルを

指定します。

表 4-1 Cisco 7304 ルータの通知タイプのキーワード（続き）

キーワード 説明
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環境通知または機能通知
表 4-2 では、Cisco 7304 ルータの障害を示すイベント、あるいはルータの機能に影響を及ぼす可能

性のある状態に対して生成される、トラップおよびインフォームとなる通知を示しています。

表 4-2 環境トラップまたは機能トラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

運用ステータス cefcModuleStatusChange

cefcModuleOperStatus
cefcModuleStatusLastChangeTime
entPhysicalDescr
entPhysicalName

cefcModuleStatusChange トラップは、スタンバ

イ RP に対してのみサポートされます。

このトラップは、CLI コマンドを使用してイ

ネーブルにします。

[no] snmp-server enable trap fru-ctrl

運用ステータス cefcMIBNotificationEnablesGroup cefcMIBEnableStatusNotification は、システム

で cefcMIBNotifications が作成されるかどうか

を示します。false 値を指定すると、このシス

テムでは、FRU 通知が生成されません。

CISCO-ENVMON-MIB

クリティカルな状態によ

る緊急シャットダウン

ciscoEnvMonShutdownNotification

トラップ内にオブジェクトが含まれない

ため、トラップを早急にエンコードし、送

信できます。

テストポイントがクリティカルな状態に近づ

き、ルータをシャットダウンしようとすると

きに送信されます。たとえば、自動シャット

ダウンがイネーブルになっており、クリティ

カルな状態に達したシャーシのコア温度、ま

たは吸気温度が、その状態で 2 分間以上続い

ている場合など。

このトラップをイネーブルにするには、CLI 

を使用するか、

ciscoEnvMonEnableShutdownNotification を 

true(1) に設定します。

（注） 通知が送信される前に、シャットダウ
ンが発生する場合があります。そのた
め、管理アプリケーションはこの通知
に依存しません。

電源装置ステータス ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification

ciscoEnvMonSupplyStatusDescr
ciscoEnvMonSupplyState

電源入力モジュールが故障したときに送信さ

れます。

このトラップをイネーブルにするには、CLI 

を使用するか、

ciscoEnvMonEnableRedundantSupplyNotification 

を true(1) に設定します。
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温度ステータス ciscoEnvMonTemperatureNotification

ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr

ciscoEnvMonTemperatureStatusValue

ciscoEnvMonTemperatureState

コア温度または吸気温度が正常値の範囲外に

なったり、ciscoEnvMonState が警告状態また

はクリティカルな状態になったりしたときに

送信されます。

このトラップをイネーブルにするには、CLI

を使用するか、

ciscoEnvMonEnableTemperatureNotification

を true(1) に設定します。

1 電源装置がディセーブルの場合、cefcFRUPowerAdminStatus は on(1) です。電源装置がある場合は、電源装置がディセーブルのときで
も、両方の電源装置の cefcFRUPowerAdminStatus は常に on(1) です。

2  ENVON-MIB トラップが発生しますが、このトラップはサポートされていません。

3 CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL MIB トラップをイネーブルまたはディセーブルにするには、<no> snmp-server enable trap fru-ctrl CLI 
コマンドを使用します。

4  ラインカードに対しては、cefcFRUInserted トラップおよび cefcFRIRemoved トラップが生成されます。

表 4-2 環境トラップまたは機能トラップ（続き）

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明
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Cisco 7304 ラインカードの通知
表 4-3 では、Cisco 7304 ルータのラインカードによって生成されるトラップおよび通知を示してい

ます。これらのトラップは、ラインカードの障害、またはすべてのインターフェイスの機能や接続

カスタマーに影響する可能性があるカードのエラー状態を示します。次の表では、Cisco 7304 ライ

ンカードの温度センサーおよび電圧センサーを示しています。

• 温度センサー

－ 温度センサー 1：警告「高」

－ 温度センサー 2：クリティカル「高」

－ 温度センサー 3：シャットダウン「高」

• 電圧センサー

－ 電圧センサー 1：警告「低」

－ 電圧センサー 2：警告「高」

－ 電圧センサー 3：クリティカル「低」

－ 電圧センサー 4：クリティカル「高」

－ 電圧センサー 5：シャットダウン「低」

－ 電圧センサー 6：シャットダウン「高」

（注） すべてのセンサーがトラップを生成するのは電圧がしきい値レベルを超えた場合です。

表 4-3 ラインカードのトラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

ENTITY-MIB

ラインカードの取り付け entConfigChange Cisco 7304 ラインカードのエントリが 

entPhysicalTable に追加されたときに生成される

トラップ。これにより、entLastchangeTime の値が

変わります。

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

entSensotThresholdNotification

entSensorThresholdValue
entSensorValue

システム内のセンサー装置を示し、システム ス

テータスを監視する機能を提供する通知。

ラインカードのエラー CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

ceAlarmAsserted

ceAlarmHisEntPhysicalIndex
ceAlarmHistAlarmType
ceAlarmHistSeverity
ceAlarmHistTimeStamp

ラインカードを手作業でシャットダウンすると、

ラインカード エラーになります。Card Stopped

Responding OIR というアラームがアサートされ

たときに送信されます。
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CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

ラインカードの取り付け cefcFRUInserted

entPhysicalContainedIn
entPhysicalDescr
entPhysicalNam

• ラインカードが取り付けられたスロットの

entPhysicalIndex を示すトラップ。

• CLI コマンドを使用して、このトラップをイ

ネーブルまたはディセーブルにします。

[no] snmp-server enable trap fru-ctrl

• トラップは、ラインカードに対してのみ生成

されます。

ラインカードの取り外し cefcFRURemoved

entPhysicalContainedIn
entPhysicalDescr
entPhysicalName

トラップは、ラインカードに対してのみ生成され

ます。

表 4-3 ラインカードのトラップ（続き）

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明
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インターフェイスの通知
表 4-4  では、Cisco 7304 インターフェイスによってサポートされるリンク関連（インターフェイス）

のイベントおよびアラームに対して、ルータが生成するトラップおよびインフォームとなる通知を

示しています。

表 4-4 リンクのトラップおよびアラーム通知

イベント
トラップおよび
トラップ オブジェクト 説明

IF-MIB

リンク ダウン linkDown

ifIndex
ifAdminStatus
ifOperStatus
ifDesc
IfType
local

リンクがダウン状態になろうとするとき、つまり、リンクがトラ

フィックを送受信できないときに送信されます。ifOperStatus オブ

ジェクトは、リンクの直前の状態を示します。値は down(2) です。

インターフェイスでのリンク トラップがイネーブルかディセーブル

かを確認するには、インターフェイスの ifLinkUpDownTrapEnable

(IF-MIB) をチェックします。リンク トラップをイネーブルにするに

は、ifLinkUpDownTrapEnable を enabled(1) に設定します。

リンク トラップの IETF (RFC 2233) 形式をイネーブルにするには、

CLI コマンドの snmp-server trap link ietf を発行します。

リンク アップ linkUp

ifIndex
ifAdminStatus
ifOperStatus
ifDesc
IfType
local

リンクの状態がダウンから回復したときに送信されます。ifOperStatus

の値は、リンクの新たな状態を示します。値は up(1) です。

インターフェイスでのリンク トラップがイネーブルかディセーブル

かを確認するには、インターフェイスの ifLinkUpDownTrapEnable

(IF-MIB) をチェックします。リンク トラップをイネーブルにするに

は、ifLinkUpDownTrapEnable を enabled(1) に設定します。

リンク トラップの IETF (RFC 2233) 形式をイネーブルにするには、

CLI コマンド snmp-server trap link ietf を発行します。

ceAlarmAsserted

ceAlarmHistEntPhysicalIndex

ceAlarmHistAlarmType

ceAlarmHistSeverity

ceAlarmHistTimeStamp

Asserted：アラームによって示された状態が存在することを意味しま

す。物理エンティティがアラームをアサートすると、エージェントは

このトラップを生成します。

ceAlarmAsserted Asserted：アラームによって示された状態が存在しないことを意味し

ます。このオブジェクトは、ceAlarmAsserted 通知の生成を管理する

重大度のしきい値を指定します。
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PFE-MIB 通知
表 4-5 では、パケット フォワーディング エンジン（PFE）のイベントに対して、ルータで生成され

るトラップおよびインフォームとなる通知を示しています。Cisco 7304 ルータでは、PFE とは、

Parallel Express Forwarding Network Processor (PXF) であり、Performance Routing Engine (PRE) の一部

です。

表 4-5 PFE トラップ

イベント
トラップおよび
トラップ オブジェクト 説明

しきい値の超過 CISCO-ENTITY-PFE -MIB

cePfeHistThldEvent

cePfeHistEntPhysIndex
cePfeHistType
cePfeHistThld
cePfeHistValue

PFE の使用率または効率がしきい値に達するか、しきい値を超え

たときに送信されます。たとえば、現在の PFE 使用率

（cePfePerfCurrentUtilization）がしきい値 

cePfePerfConfigThldUtilization に達するか、この値を超えると、

SNMP は thldUtilizationEvent を生成します。

cePfeHistType は、発生したイベントのタイプを示します。イベン

トのタイプの詳細は、MIB オブジェクト object HistEventType を参

照してください。

このトラップをイネーブルにするには、CLI を使用するか、

cePfeHistNotifiesEnable を notify(3) または logAndNotify(4) に設定し

ます。
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しきい値の通知
表 4-6 では、環境しきい値が超えたときに発生するトラップおよびインフォームとなる通知を示し

ています。しきい値の通知は、しきい値違反が発生したことを示します。

表 4-6 MPLS-VPN トラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

CISCO-VPN-MIB

しきい値の超過 mplsNumVrfRouteMidThreshExceeded 作成されたルート数が警告のしきい値を超えたことを

示す警告の通知をイネーブルにします。この警告は、

警告のしきい値を超えたときにのみ送信されます。

（注） この通知は、しきい値を超えたときに限り
NMS に送信されます。また、ルート数がこの
しきい値以下になり、再度しきい値を超えた場
合にも必ず、通知が NMS に送信されます。

しきい値の超過 mplsNumVrfRouteMaxThreshExceeded ルートが、その最大制限値に達したために、ルート作

成が失敗したことを示す通知をイネーブルにします。

ルート数が最大しきい値以下になり、再度最大しきい

値に達するまで、次の通知は送信されません。最大し

きい値は、VRF 設定モード内の maximum routes コマ

ンドで決定されます。

（注） 最大しきい値を超えようとすると、トラップ通
知が NMS に送信されます。ルート数が最大し
きい値以下になり、再度最大しきい値に達する
まで、次の通知は送信されません。

しきい値の超過 mplsLdpFailedInitSessionThresholdExcee
ded

ローカル LSR および隣接 LDP ピア間で LDP セッショ

ンを設定しようとしたにもかかわらず、指定した試行

回数ではそのセッションを設定できなかったときに生

成されるトラップ。デフォルトの試行回数は 8 です。

このデフォルト値は、Cisco IOS に実装され、CLI また

は SNMP エージェントを使用して変更することはで

きません。

（注） デバイス間の互換性がないなどの理由で、ロー
カル LSR および LDP ピア間での LDP セッ
ションの確立が 8 回失敗すると、この通知メッ
セージが生成されます。
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サービス通知
表 4-7 では、サービスの状態を示すために、ルータで生成されるトラップおよびインフォームとな

る通知を示しています。

表 4-7 MPLS-Service トラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

CISCO-VPN-MIB

ステータス MplsVrfIfUp 動作しているインターフェイスに VRF（VPN ルーティ

ングおよび転送インスタンス）を割り当てたり、VRF

インターフェイスを動作的にアップ状態に移行したり

するための通知をイネーブルにします。

ステータス mplsVrfIfDown インターフェイスから VRF を削除したことの通知、イ

ンターフェイスをダウン状態に移行したことの通知を

イネーブルにします。

MPLS-LDP-MIB

MPLS LDP セッショ

ン アップ

mplsLdpSessionUp LDP エンティティ（ローカル LSR）が別の LDP エン

ティティ（ネットワーク内の隣接 LDP ピア）との LDP

セッションを確立するときに生成されるトラップ。

MPLS LDP セッショ

ン / ダウン

mplsLdpSessionDown ローカル LSR およびその隣接 LDP ピア間で LDP セッ

ションが終了するときに生成されるトラップ。

（注） Cisco IOS Release 12.0(21)ST 用の MPLS LDP MIB トラップの実装は、MIB オブジェクト
に対しては、読み取り専用（RO）にアクセス権が限定されています。ただし、MIB オブ
ジェクト mplsLdpSessionUpDownTrapEnable は、SNMP エージェントによって書き込み可
能（WO）に拡張されています。

mplsLdpPathVectorLimitMismatch ローカル LSR がその隣接するピア LSR との LDP セッ

ションを確立しても、2 つの LSR のパス ベクタ制限が

異なるときに生成されるトラップ。

パス ベクタ制限値の範囲は 0 ～ 255 です。0（ゼロ）の

値はループ検出がオフであることを示します。1 ～ 255

までの値はループ検出がオンであることを示します。

さらに、ネットワークのループ状態が認識される前に、

LDP メッセージが受け渡しで経由するホップの最大数

を指定します。

ネットワーク内のすべての LDP 対応ルータを同じパ

ス ベクタ制限を使用して設定することをお勧めしま

す。MPLS LDP MIB 内には、LDP 動作に使用する 2 つ

のルータに異なるパス ベクタ制限が設定されると、

NMS 警告メッセージを送信する 

mplsLdpPathVectorLimitMismatch オブジェクトが存在

するからです。
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MPLS-TE-MIB

MPLS トンネル

アップ

mplsTunnelUp

MplsTunnelIndex
mplsTunnelInstance
mplsTunnelIngressLSRId
mplsTunnelEgressLSRId
mplsTunnelAdminStatus
mplsTunnelOperStatus 

設定されたトンネルの mplsTunnelOperStatus オブジェ

クトが Down 状態から NotPresent 以外の状態に移行し

ようとするときに生成される通知。

（注） mplsTunnelOperStatus の値は、トンネル オブ
ジェクトの移行状態を示します。

MPLS トンネル 

ダウン

mplsTunnelDown

mplsTunnelIndex
mplsTunnelInstance
mplsTunnelIngressLSRId
mplsTunnelEgressLSRId
mplsTunnelAdminStatus
mplsTunnelOperStatus 

設定されたトンネルの mplsTunnelOperStatus オブジェ

クトが、それぞれ up(1) 状態または down(2) 状態に移行

しようとするときに生成される通知。

（注） mplsTunnelOperStatus の値は、トンネルの直前
の状態を示します。

MPLS トンネルの

ルーティング

mplsTunnelRerouted

mplsTunnelIndex
mplsTunnelInstance
mplsTunnelIngressLSRId
mplsTunnelEgressLSRId
mplsTunnelAdminStatus
mplsTunnelOperStatus 

トンネルが再ルーティングまたは再最適化されるとき

に生成される通知。

（注） 実際のパスが使用されている場合、新しいパス
が mplsTunnelRerouted に書き込まれるのは、通
知の発行後です。

表 4-7 MPLS-Service トラップ（続き）

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明
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ルーティング プロトコルの通知
表 4-8 では、ルーティング プロトコルおよびサービスのエラー状態を示すために、Cisco 7304 ルー

タが生成するトラップおよびインフォームとなる通知を示しています。

RTT モニタの通知
表 4-9 では、ラウンドトリップ時間（RTT）の監視時に発生するトラップおよびインフォームとな

る通知を示しています。

表 4-8 ルーティング プロトコルのトラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

BGP 状態の移行 BGP4-MIB

bgpEstablished

bgpPeerLastError
bgpPeerState

BGP プロトコルがルータ上でアクティブ（Established 状

態）になったときに生成されるトラップ。

bgpBackwardTransition

bgpPeerLastError
bgpPeerState

BGP が高位状態から低位状態に移行するときに生成され

るトラップ。

表 4-9 RTT モニタの通知

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

接続の変更 CISCO-RTTMON-MIB

rttMonConnectionChangeNotification

rttMonCtrlAdminTag
rttMonHistoryCollectionAddress
rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred

rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred の値が変更さ

れたことを示す通知。この通知は、ターゲットへの

接続が確立できなかったか、切断後に再度確立した

ときに発生します。ここでの接続とは、ターゲット

への接続のみを意味し、ターゲット宛パスのホップ

への接続ではないことに注意してください。

タイムアウト CISCO-RTTMON-MIB

rttMonTimeoutNotification

rttMonCtrlAdminTag
rttMonHistoryCollectionAddress
rttMonCtrlOperTimeoutOccurred

RTT プローブ時にタイムアウトが発生したか、クリ

アされたことを示す通知 

（rttMonCtrlOperTimeoutOccurred の値が変更される

と、システムから通知が送信されます）。

しきい値の超過 CISCO-RTTMON-MIB

rttMonThresholdNotification

rttMonCtrlAdminTag
rttMonHistoryCollectionAddress
rttMonCtrlOperOverThresholdOccurred

RTT プローブ時にしきい値違反が発生した、または

違反発生後の RTT オペレーションで直前の違反が

なくなったことを示す通知。
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