
定期的な MIB データの収集および転送の設
定： Cisco ASR 9000 Series Router

このマニュアルでは、選択されたMIBデータをルータから指定されたネットワーク管理システ
ム（NMS）に定期的に転送する方法について説明します。定期的なMIBデータ収集と転送機能
は、バルク統計情報とも呼ばれます。

表 1：定期的な MIB データの収集および転送の機能履歴

変更内容リリース

定期的なMIBデータ収集と転送機能が導入され、IF-MIBのみがサポート
されました。

リリース 4.2.0

その他のMIBがサポートされました。リリース 4.2.1

このモジュールは次のトピックで構成されています。

• 定期的なMIBデータの収集および転送の前提条件, 1 ページ

• 定期的なMIBデータの収集および転送に関する情報, 2 ページ

• 定期的なMIBデータの収集および転送の設定方法, 3 ページ

• 定期的なMIBデータの収集および転送：例, 13 ページ

定期的な MIB データの収集および転送の前提条件
定期的なMIBデータ収集と転送を使用するには、管理情報の簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP）モデルに精通している必要があります。また、ネットワークデバイスでモニタする
MIB情報や、モニタ対象であるMIBオブジェクトの OIDまたはオブジェクト名を知っている必
要があります。
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定期的な MIB データの収集および転送に関する情報

SNMP のオブジェクトとインスタンス
SNMP管理情報のタイプ（またはクラス）をオブジェクトと呼びます。管理情報のタイプの特定
のインスタンスをオブジェクトインスタンス（または SNMP変数）と呼びます。バルク統計情
報収集を設定するには、バルク統計情報オブジェクトリストを使用してモニタするオブジェクト

タイプと、バルク統計情報スキーマを使用して収集するオブジェクトの特定のインスタンスを指

定する必要があります。

オブジェクト識別子（OID）と呼ばれる一連の番号を使用すると、MIB、MIBテーブル、MIBオ
ブジェクト、オブジェクトのインデックスをすべて指定できます。OIDは、バルク統計情報オブ
ジェクトリスト（一般的なオブジェクト用）とバルク統計情報スキーマ（特定のオブジェクトイ

ンスタンス用）の両方のバルク統計情報収集の設定に使用されます。

バルク統計情報オブジェクトリスト

ポーリング対象のMIBオブジェクトをグループ化するには、1つまたは複数のオブジェクトリス
トを作成する必要があります。バルク統計情報オブジェクトリストは、同じMIBインデックス
を共有する、ユーザ指定のMIBオブジェクトのセットです。オブジェクトリストは、指定した
名前によって識別されます。名前付きのバルク統計情報オブジェクトリストを使用すると、異な

るバルク統計情報スキーマで同じ設定を再利用できます。

オブジェクトリストのオブジェクトはすべて、同じMIBインデックスを共有する必要がありま
す。ただし、オブジェクトが同じMIB内に存在したり、同じMIBテーブルに属する必要はあり
ません。たとえば、ifInOctetsと CISCO-IF-EXTENSION-MIBオブジェクトを同じスキーマでグ
ループ化することが可能です。これは、両方のオブジェクトに対して含まれているテーブルが

ifIndexによって指標付けされるためです。

バルク統計情報スキーマ

定期的なMIBデータの収集および転送のメカニズムに対するデータの選択には、次の情報を含む
スキーマの定義が必要です。

•オブジェクトリストの名前。

•指定されたオブジェクトリスト内で取得する必要があるオブジェクトのインスタンス（ワイ
ルドカードを使用して定義された特定のインスタンスまたは一連のインスタンス）。

•指定したインスタンスに対して必要なサンプリングの頻度（ポーリング間隔）。デフォルト
のポーリング間隔は 5分です。

バルク統計情報スキーマも、指定した名前によって識別されます。この名前は、転送オプション

を設定する際に使用されます。
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バルク統計情報転送オプション

収集するデータを設定した後、収集した全データを使用して単一の仮想ファイル（VFileまたはバ
ルク統計情報ファイル）が作成されます。このファイルは、FTPまたは TFTPを使用してネット
ワーク管理ステーションに転送できます。このファイルの転送頻度を指定できます。デフォルト

の転送間隔は、30分に 1回です。何らかの理由でプライマリネットワーク管理ステーションに
転送できない場合に使用されるセカンダリ宛先を設定することもできます。

転送間隔の値は、ローカルのバルク統計情報ファイルの収集期間（収集間隔）でもあります。収

集期間が終了すると、そのバルク統計情報ファイルは凍結し、データを格納するためにローカル

のバルク統計情報ファイルが新たに作成されます。その後、凍結したバルク統計情報ファイルは

指定した宛先に転送されます。

デフォルトでは、ローカルのバルク統計情報ファイルは、ネットワーク管理ステーションに正常

に転送された後に削除されます。

定期的な MIB データの収集および転送の利点
定期的なMIBデータの収集および転送（バルク統計情報機能）では、バルクファイルMIB
（CISCO-BULK-FILE-MIB.my）と同じ機能の多くを使用できますが、重要な利点がいくつかあり
ます。主な利点は、この機能がCLIを使用して設定でき、外部のモニタリングアプリケーション
が不要なことです。

定期的なMIBデータの収集および転送では、バルク統計情報ファイルの保存は主に（揮発性また
は永続的な）ローカルストレージが十分にある中規模からハイエンドのプラットフォームをター

ゲットとしています。バルク統計情報ファイルをローカルに保存すると、一時的なネットワーク

停止時にデータ損失を最小限に抑えられます。

この機能にはバルクファイルMIBよりも強力なデータ選択機能があるため、異なるテーブルの
MIBオブジェクトをデータグループ（オブジェクトリスト）にグループ化することも可能です。
また、この機能はより柔軟性のあるインスタンス選択メカニズムを備えています。このメカニズ

ムでは、アプリケーションはMIBテーブル全体を取得するように制限されていません。

定期的な MIB データの収集および転送の設定方法

バルク統計情報オブジェクトリストの設定

定期的なMIBデータの収集および転送のメカニズムを設定する場合の最初の手順は、1つまたは
複数のオブジェクトリストを設定することです。
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手順の概要

1. configure
2. snmp-server mib bulkstat object-list list-name
3. add {oid | object-name}
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

SNMPバルク統計情報オブジェクトリストを定義し、バル
ク統計情報オブジェクトリストコンフィギュレーション

モードを開始します。

snmp-server mib bulkstat object-list list-name

例：
snmp-server mib bulkstat object-list ifMib

ステッ

プ 2   

MIBオブジェクトをバルク統計情報オブジェクトリストに
追加します。モニタ対象の全オブジェクトがこのリストに

追加されるまで、必要に応じて繰り返します。

add {oid | object-name}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)#

ステッ

プ 3   

バルク統計情報オブジェクトリスト内のオブジェ

クトはすべて、同じMIBインデックスによって指
標付けされる必要があります。ただし、オブジェ

クトリスト内のオブジェクトが同じMIBまたは
MIBテーブルに属する必要はありません。

OIDではなくオブジェクト名を指定すると（addコ
マンドを使用）、show snmpmib objectコマンドの
出力で示されるマッピングのあるオブジェクト名

だけを使用できます。

（注）
add 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)#
add ifAdminStatus
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)#
add ifDescr

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
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目的コマンドまたはアクション

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

次の作業

バルク統計情報スキーマを設定します。

バルク統計情報スキーマの設定

定期的なMIBデータの収集および転送を設定する場合の2つめの手順は、1つまたは複数のスキー
マを設定することです。

はじめる前に

スキーマで使用されるバルク統計情報オブジェクトリストを定義する必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. snmp-server mib bulkstat schema schema-name
3. object-list list-name
4. 次のいずれかを実行します。

• instance exact {interface interface-id [sub-if] | oid oid}

• instance wild {interface interface-id [sub-if] | oid oid}

• instance range start oid end oid

• instance repetition oid max repeat-number

5. poll-interval minutes
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

バルク統計情報スキーマを指定し、バルク統計情報スキーマモー

ドを開始します。

snmp-server mib bulkstat schema
schema-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

snmp-server mib
bulkstat schema intE0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#

このスキーマに含めるバルク統計情報オブジェクトリストを指

定します。スキーマごとにオブジェクトリストを 1つだけ指定
object-list list-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#
object-list
ifMib

ステップ 3   

してください。複数の object-listコマンドが実行されると、より
新しいコマンドによって先行のコマンドが上書きされます。
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目的コマンドまたはアクション

このスキーマにおけるオブジェクトのインスタンス情報を指定し

ます。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• instance exact {interface interface-id
[sub-if] | oid oid} • instance exactコマンドは、指定されたインスタンスが完全

なOIDであることを示しています（オブジェクトリストに
追加されている場合）。

• instance wild {interface interface-id
[sub-if] | oid oid}

• instance wildコマンドは、指定した OIDのすべてのサブイ
ンデックスがこのスキーマに属することを示しています。

• instance range start oid end oid

• instance repetition oid max
repeat-number wildキーワードを使用すると、部分的に「ワイルドカード

を使用した」インスタンスを指定できます。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#
instance
wild oid 1

• instance rangeコマンドは、データを収集するインスタンス
の範囲を示します。

• instance repetitionコマンドは、MIBオブジェクトのインス
タンスに対してデータ収集を特定の回数繰り返すことを示

します。

または
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#
instance
exact interface FastEthernet 0/1.25

または
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#
instance
range start 1 end 2

1つのスキーマに設定できる instanceコマンドは 1つ
だけです複数の instanceコマンドが実行されると、新
しいコマンドによって先行のコマンドが上書きされま

す。

（注）

または
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#
instance
repetition 1 max 4

このスキーマで指定されたオブジェクトインスタンスからデー

タを収集する頻度を分単位で設定します。デフォルトは、5分に
1回です。有効範囲は 1～ 20000です。

poll-interval minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)#
poll-interval 10

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

次の作業

バルク統計情報転送オプションを設定します。

バルク統計情報転送オプションの設定

定期的なMIBデータの収集および転送を設定する最後の手順は、転送オプションを設定すること
です。収集されたMIBデータは、VFile（仮想ファイル。このマニュアル内ではバルク統計情報
ファイルとも呼ばれている）と呼ばれるローカルファイルのようなエンティティに格納されま

す。このファイルは、ユーザが指定した間隔でリモートのネットワーク管理ステーションに転送

できます。

はじめる前に

バルク統計情報オブジェクトリストとバルク統計情報スキーマは、バルク統計情報転送オプショ

ンを設定する前に定義する必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. snmp-server mib bulkstat transfer-id transfer-id
3. buffer-size bytes
4. format {bulkBinary | bulkASCII | schemaASCII}
5. schema schema-name
6. transfer-interval minutes
7. url primary url
8. url secondary url
9. retry number
10. retain minutes
11. enable
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

転送設定を名前（transfer-id引数）で識別し、バルク統計情報
転送コンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat transfer-id
transfer-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server
mib
bulkstat transfer bulkstat1

ステッ

プ 2   

（任意）バルク統計情報データファイルの最大サイズをバイ

ト単位で指定します。有効範囲は 1024～ 2147483647バイト
です。デフォルトのバッファサイズは 2048バイトです。

buffer-size bytes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
buffersize 3072

ステッ

プ 3   

転送間隔時間が切れる前に、バルク統計情報ファイ

ルの最大バッファサイズに到達した場合、追加で受

信したすべてのデータが削除されます。この動作を

修正するために、ポーリング頻度を減らしたり、バ

ルク統計情報バッファのサイズを増やせます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）バルク統計情報データファイル（VFile）の形式を指
定します。デフォルトは schemaASCIIです。

format {bulkBinary | bulkASCII |
schemaASCII}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
format schemaASCII

ステッ

プ 4   

転送を実行できるのは、schemaASCII
（cdcSchemaASCII）形式を使用した場合に限りま
す。 SchemaASCIIは、データ値を解析するための
パーサーフレンドリなヒントを含むヒト可読形式で

す。

（注）

転送するバルク統計情報スキーマを指定します。必要に応じ

て、このコマンドを繰り返します。複数のスキーマを単一の

schema schema-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#

ステッ

プ 5   
転送設定に関連付けることができます。収集された全データ

が単一のバルクデータファイル（VFile）に保存されます。
schema ATM2/0-IFMIB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
schema ATM2/0-CAR
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
schema Ethernet2/1-IFMIB

（任意）バルク統計情報ファイルの転送頻度を分単位で指定

します。デフォルト値は、30分に 1回です。転送間隔は、収
集間隔と同じです。

transfer-interval minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
transfer-interval 20

ステッ

プ 6   

バルク統計情報データファイルを転送するネットワーク管理

システム（ホスト）と転送に使用するプロトコルを指定しま

url primary url

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
url primary
ftp://user:password@host/folder/bulkstat1

ステッ

プ 7   
す。この宛先は、ユニフォームリソースロケータ（URL）と
して指定されます。FTPまたはTFTPは、バルク統計情報ファ
イルの転送に使用できます。

（任意）プライマリロケーションファイルへの転送イベント

で使用する、バックアップの転送先とプロトコルを指定しま

url secondary url

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
url secondary
tftp://10.1.0.1/tftpboot/user/bulkstat1

ステッ

プ 8   
す。 FTPまたは TFTPは、バルク統計情報ファイルの転送に
使用できます。

（任意）送信の再試行回数を指定します。デフォルト値は 0
（つまり、再試行しない）です。バルク統計情報ファイルを

retry number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
retry 1

ステッ

プ 9   
送信しようとして失敗した場合に、このコマンドを使用して

ファイルの再送信を試みるように設定できます。

1回の再試行に含まれるのは、まず1番目の宛先に試行され、
転送に失敗すると、次に2番目の場所に試行される動作です。
たとえば、再試行値が 1の場合、まずプライマリ URLに試行
された後でセカンダリ URLに、そして再びプライマリ URL
への後で再びセカンダリ URLに試行されます。有効範囲は 0
～ 100です。
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目的コマンドまたはアクション

すべての再試行に失敗すると、次の通常の転送は、設定され

た転送間隔の時間が経過した後に実行されます。

（任意）収集間隔と転送試行の設定が完了したら、バルク統

計情報ファイルをシステムメモリに保存する期間を分単位で

retain minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
retain 60

ステッ

プ 10   
指定します。デフォルト値は 0ですゼロ（0）は、転送が試
行された直後にファイルが削除されることを示します。有効

範囲は 0～ 20000です。

retryコマンドを使用する場合、保持間隔を 0よりも
大きく設定する必要があります。再試行の間隔は、

保持間隔を再試行回数で割ったものです。たとえ

ば、retain 10および retry 2を設定した場合、2回の
試行は 5分に 1回行われます。したがって、retain
0に設定した場合、再試行は行われません。

（注）

この設定でバルク統計情報のデータ収集と転送のプロセスを

開始します。

enable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)#
enable

ステッ

プ 11   

•このアクションを正常に実行させるには、オブジェクト
数が 0以外のスキーマを最低 1つは設定する必要があり
ます。

•定期的なデータ収集とファイル転送が開始されるのは、
このコマンドが設定されている場合だけです。逆に、no
enableコマンドが設定されていると、収集プロセスが停
止します。後続の enableでは、動作が再び開始されま
す。

• enableコマンドを使用して収集プロセスが開始されるた
びに、新しいバルク統計情報ファイルにデータが収集さ

れます。noenableコマンドを使用すると、収集したデー
タの転送プロセスがただちに開始されます（つまり、既

存のバルク統計情報ファイルが指定した管理ステーショ

ンに転送される）。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 12   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーション

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

セッションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

次の作業

転送間隔時間が切れる前に、バルク統計情報ファイルの最大バッファサイズに到達した場合

でも、転送動作は開始されますが、ファイルがいっぱいになった後で受信したバルク統計情報

のデータで転送される前のものは削除されます。この動作を修正するために、ポーリング頻

度を減らしたり、バルク統計情報バッファのサイズを増やせます。

retain 0に設定した場合、再試行は行われません。これは、再試行の間隔が retainの値を retry
の値で割ったものであるためです。たとえば、retain 10および retry 2を設定した場合、試行
は 5分に 1回行われます。したがって、retryコマンドを設定した場合、retainコマンドにも適
切な値を設定する必要があります。

（注）

定期的な MIB データの収集および転送のモニタリング

手順の概要

1. show snmp mib bulkstat transfer transfer-name

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーション
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手順の詳細

目的コマンドまたはアク

ション

（任意）この機能に対する showコマンドでは、データ収集を完了したシステム上のす
べてのバルク統計情報の仮想ファイルが一覧表示されます（収集が完了していない

データファイルは表示されません）。

show snmp mib
bulkstat transfer
transfer-name

ステッ

プ 1   

収集が完了したローカルのすべてのバルク統計情報ファイル、バルク統計情報ファイ

ルが削除されるまでの残り時間（残りの保持期間）、バルク統計情報ファイルの状態

が出力に一覧表示されます。

バルク統計情報ファイルの「STATE」は次のいずれかです。

• Queued：このバルク統計情報ファイルのデータ収集が完了し（つまり、転送間隔
に達した）、バルク統計情報ファイルが設定された宛先への転送を待機している

ことを示しています。

• Retry：転送試行に 1回または複数回失敗し、ファイル転送が再試行されることを
示しています。残りの再試行回数がカッコ内に表示されます。

• Retained：バルク統計情報ファイルが正常に転送されたか、または設定した回数
の再試行が完了したことを示しています。

（設定したすべての転送ではなく）名前付きの転送の状態だけを表示するには、

transfer-name引数で転送名を指定します。

show snmp mib bulkstat transfer の出力例
RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp mib bulkstat transfer

Transfer Name : ifmib
Retained files

File Name : Time Left (in seconds) :STATE
---------------------------------------------------------------------
ifmib_Router_020421_100554683 : 173 : Retry (2 Retry attempt(s) Left)

定期的な MIB データの収集および転送：例
次に、定期的なMIBデータ収集および転送を設定する例を示します。

snmp-server mib bulkstat object-list cempo
add cempMemPoolName
add cempMemPoolType
!
snmp-server mib bulkstat schema cempWild
object-list cempo
instance wild oid 8695772

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
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poll-interval 1
!
snmp-server mib bulkstat schema cempRepeat
object-list cempo
instance repetition 8695772.1 max 4294967295
poll-interval 1
!
snmp-server mib bulkstat transfer-id cempt1
enable
url primary tftp://223.255.254.254/auto/tftp-sjc-users3/dseeniva/dumpdcm
schema cempWild
schema cempRepeat
transfer-interval 2
!

次に、バルク統計情報ファイルの内容の例を示します。

Schema-def cempt1.cempWild "%u, %s, %s, %d" Epochtime instanceoid
1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.3 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.2

cempt1.cempWild: 1339491515, 8695772.1, processor, 2
cempt1.cempWild: 1339491515, 8695772.2, reserved, 11
cempt1.cempWild: 1339491515, 8695772.3, image, 12
cempt1.cempWild: 1339491575, 8695772.1, processor, 2
cempt1.cempWild: 1339491575, 8695772.2, reserved, 11
cempt1.cempWild: 1339491575, 8695772.3, image, 12
Schema-def cempt1.cempRepeat "%u, %s, %s, %d" Epochtime instanceoid

1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.3 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 8695772.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 8695772.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 8695772.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 26932192.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 26932192.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 26932192.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 35271015.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 35271015.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 35271015.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 36631989.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 36631989.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 36631989.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 52690955.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 52690955.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 52690955.3, image, 12
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