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スイッチの設定 システムの時刻設定 
目標
 

システムの時刻 設定はネットワークの大きい 重要性をもちます。 同期化されたシステム
クロックはネットワークですべてのデバイス間の関係枠を提供します。 ネットワーク タイ
ム時間同期化はイベントが発生するときネットワークを管理し、保護し、計画し、デバッグ
することの各側面が判別することを含むので重要です。 同期クロックなしで、セキュリテ
ィ侵犯かネットワーク 使用状況をトラッキングするとき正確にデバイス間のログファイル
を関連させることは不可能です。
 
同期された時間はまたマシンに関係なくそれが一貫する変更時刻の間重要であるので共用
ファイル システムの混合をファイル システム常駐する減らします。
 
Cisco スモール ビジネス スイッチは Simple Network Time Protocol （SNTP）をサポートし
、有効に されたとき、スイッチは SNTP サーバからの時間と動的にデバイス時間を同期し
ます。 スイッチは SNTP クライアントとしてだけ動作し、その他のデバイスにタイム サー
ビスを提供できません。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチのシステムの時刻設定を行う提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 システムの時刻設定
 
システムの時刻 ページにアクセスして下さい
 

Webベース ユーティリティのシステムの時刻 ページはシステムの時刻、時間帯および夏時
間（DST）を設定する方法を提供します。
 
ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインはそれから > 時間設定 > シ
ステムの時刻 『管理』 を選択 します。
 
注: この例では、SG350X-48MP スイッチは使用されます。
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次のフィールドは表示する:
 

 
実時間（SNTP サーバから） —デバイスのシステムの時刻。 これはこれらが定義され
た場合ユーザが定義する時間帯のためのダイナミック ホスト コンフィギュレーション
プロトコル 時間帯か頭字語を示します。
システムの時刻が最後にかけられた SNTP サーバの最後の同期されたサーバアドレス
、層および型。
 

ステップ 2.優先 する システムの時刻 設定を選択して下さい:
 

自動設定—これが有効に なる場合、システムの時刻は SNTP サーバから得られます。
手動設定—日時を手動で 設定 して下さい。 現地時間は SNTP サーバのような時間の代
替もとがないとき使用されます。
  

設定自動時間設定
 

重要： この機能を設定する前に、最初に SNTP サーバへの接続を設定して下さい。 、手順
のためにどのようにここをクリックしなさいか学ぶため。
 
注: また SNTP セッションの認証を実施することができます。 この機能を設定する方法に関
する説明に関してはここをクリックして下さい。
 
ステップ 1： クロック ソース設定の下の主要なクロック ソース（SNTP サーバ）エリアで
は、動的に SNTP サーバからの時間とスイッチ時間を同期するために Enable チェックボッ
クスをチェックして下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


注: このオプションはデフォルトでチェックされます。
 

 
代替クロックソース（アクティブな HTTP/HTTPS セッションによる PC）エリアのステッ
プ 2. （オプションの）は、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）を使用してコンピュ
ータの設定からの日時を設定 するために Enable チェックボックスをチェックします。
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 



 
今うまくスイッチの自動システムの時刻設定を行う必要があります。
  

設定手動時間設定
 

ステップ 1： クロック ソース設定の下の主要なクロック ソース（SNTP サーバ）エリアで
は、時間設定のマニュアル設定を許可するために Enable チェックボックスのチェックを外



して下さい。
 

 
代替クロックソース（アクティブな HTTP/HTTPS セッションによる PC）エリアのステッ
プ 2. （オプションの）は、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）を使用してコンピュ
ータの設定からの日時を設定 するために Enable チェックボックスをチェックします。
 
注: この例では、このオプションはチェックを外されて残っています。
 

 
ステップ 3 手動設定エリアでは、YYYY-MMM-DD 形式の日付フィールドで現在の日付に入
って下さい。
 
注: 日付フィールドの上の文のここにリンクをクリックすることは自動的にコンピュータで
保存される時間設定を得ます。 このオプションがクリックされる場合、ステップ 5.にスキ
ップして下さい。
 

 
注: この例では、2017-Mar-08 は使用されます。
 
ステップ 4 現地時間 フィールドでは、HH で時間に入って下さい: MM: SS 形式。
 

 
注: この例では、14:45:13 は使用されます。
 
時間帯設定エリアの下のステップ 5. （オプションの）は、時間帯のダイナミック コンフィ
ギュレーションおよび DHCPサーバからの DST を有効に するために DHCP からの得時間
帯をチェックします。 1 つのまたは両方のパラメータは設定することができるかどうか決
まります DHCPパケットで見つけられる情報によって。 このオプションが有効に なる場合
、DHCP クライアントはデバイスで有効に する必要があります。
 
注: DHCP クライアントはオプション 100 提供ダイナミック 時間帯設定をサポートします
。 この機能を有効に することはステップ 3 および 4.で入力された手動設定をリセットしま
す。 この機能を有効に した場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
 



 
注: この例では、このオプションはチェックを外されて残っています。
 
DHCP エリアからの時間帯は DHCPサーバから設定される時間帯の頭字語を表示する。 こ
の頭字語は実際のエリアに現われます。
 
ステップ 6.タイム ゾーン オフセット ドロップダウン リストからタイム ゾーン オフセット
を選択して下さい。
 

 
注: この例では、UTC は選択されます。
 
ステップ 7.時間帯頭字語フィールドの隣で時間帯頭字語を入力して下さい。
 

 
注: この例では、PST か太平洋標準時は使用されます。
 
ステップ 8 夏時間調整設定エリアでは、夏時間のための現在の時刻の自動 調節を有効に す
るために Enable チェックボックスをチェックして下さい。
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ステップ 9： 時間一定オフセット フィールドでは、相殺される 1 から 1440 まで GMT レン
ジングから分数を入力して下さい。 デフォルト値は 60 です。
 

 
ステップ 10： 夏組版面で、設定したいと思うこと夏を入力します選択して下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

USA： 夏時間（DST）は USA で使用される日付に従って設定 されます。
ヨーロッパ— DST は European Union および他の国によって使用されるこの規格を使
用する日付に従って設定 されます。
日付までに— DST は USA かヨーロッパ諸国以外国のために手動で、一般的に 設定 さ
れます。 下記のパラメータを入力して下さい。 このオプションが選択される場合、ス
テップ 11.にスキップして下さい。
繰り返し— DST は同じ日付に毎年発生します。 このオプションが選択される場合、ス
テップ 12 にスキップして下さい。
 

注: この例では、USA は選択されます。
 
日付までに選択されました場合ステップ 11. （オプションの）は、夏が起こる時間と日付に
入ります。
 

 
から— DST が開始する日および時間。
その DST が終了する時間および今日。
 

注: この例では、DST は 2017 年 3月 1 日の 02:00 で開始し、2018 年 3月 1 日の 01:00 で
終了します。
 
ステップ 12： 繰り返しが選択された場合（オプションの）、フィールドからおよびに強調
表示されるで適切な情報を入力して下さい。
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から— DST が毎年始める日付を選択します。
 

-日— DST が毎年始まる曜日。
 
-週— DST が毎年始まる月内の週。
 
-月— DST が毎年始まる年の月。
 
- DST が毎年始まるタイム時間。
 

DST が毎年終了する時現在まで。
 

-日— DST が毎年終了する曜日。
 
-週— DST が毎年終了する月内の週。
 
-月— DST が毎年終了する年の月。
 
- DST が毎年終了するタイム時間。
 

注: この例では、DST は 02:00 で行進の各第 2 日曜日開始し、02:00 で 10 月の各最初日曜
日終了します。
 
ステップ 13： [Apply] をクリックして設定を保存します。
 



 
ステップ 14： （オプションの）スタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレ
ーション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 





今うまくスイッチの手動システムの時刻設定を行う必要があります。
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