
CLI によるユニキャスト 簡易ネットワーク タイ
ム プロトコル SNTP クライアントでスイッチを
設定すること 
目的

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のすべてのデバイス間の一貫した関係枠を確立します。 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正確に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。

ユニキャストはデータが単一の宛先にだけ送信 されて いる 1 つから 1 接続です。 マルチキ
ャストは多くのへ 1 ホストがグループ 伝達としてすべてのホストのサブセットにパケット
を送信するようにする接続です。 エニーキャストはアドレスのクライアントとリスト間の
接続です。

ユニキャスト サーバを設定する原因はネットワークのより古いネットワークデバイスがマ
ルチキャスト/エニーキャスト トラフィックをサポートしないかもしれないまたはネットワ
ークセグメントの Mulicast/エニーキャスト トラフィックを保存したいと思うセキュリティ
の理由があるかもしれませんということであるといえます。

この資料に Command Line Interface （CLI）によって SNTP （簡易ネットワーク タイム プ
ロトコル）ユニキャスト クライアントでスイッチを設定する方法を示されています。

注: 学ぶためにグラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）の SNTP ユニキャスト設定
を行う方法をここをクリックして下さい。

•        Sx300 シリーズ

•        Sx350 シリーズ

•        SG350X シリーズ

•        Sx500 シリーズ

•        SG550X シリーズ



[Software Version]

•        2.3.5.63 は及び活動化します

 SNTP  

ステップ 1.好まれる方法によってスイッチの CLI にアクセスして下さい。 この例では、
SG550X スイッチに接続するのに PuTTy を使用します。 コマンドはスイッチ プロダクト
ID （PID）によって変わるかもしれません。

注: SSH がスイッチのためのセキュリティセクションで有効に なることを確かめて下さい
。 詳細を SSH か Telnet を使用して CLI にアクセスすることについて学ぶために、ここを
クリックして下さい。

ステップ 2.次のコマンドの入力によってグローバル コンフィギュレーション モードに切り
替えて下さい。

SG550X#CONFIGURE 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


ステップ 3 システムの時刻（主要なクロック ソース）を sntp サーバに設定するために、下
記のコマンドを打ち込んで下さい。 これはシステム クロックにおける外部の時刻ソースを
設定します。

SG550X(config)#clock  sntp

ステップ 4.ユニキャスト クライアント 使用は SNTP サーバと通信するときパケットをあら
かじめ定義しました。 ユニキャスト クライアントを有効に するために、下記の次のコマン
ドを打ち込んで下さい。

SG550X(config)#sntp   

注: SNTP ユニキャスト クライアントを無効に するために、このコマンドの No 形式を使用
して下さい: sntp ユニキャスト クライアント イネーブル無し。



ステップ 5. （オプションの）はポーリング間隔 1024 秒です。 SNTP ユニキャスト クライ
アントのためのポーリングを有効に するために、下記のコマンドを使用して下さい。

SG550X(config)#sntp   

注: SNTP ユニキャスト クライアントを無効に するために、コマンドを使用して下さい:
sntp ユニキャスト クライアント ポーリング無し。

IPv4 アドレスが IPv4 SNTP サーバが付いている通信のために出典 IPv4 アドレスとして使
用されるソースインターフェイスを規定 するステップ 6. （オプションの）はグローバル コ
ンフィギュレーション モードで、下記のコマンドを使用します。

注: デフォルト 設定を復元するために、No 形式をこのコマンド使用して下さい。 たとえば
、sntp ソースインターフェイス無し。

SG550X(config)#sntp [Interface-id]



IPv6 アドレスが IPv6 SNTP サーバが付いている通信のために出典 IPv6 アドレスとして使
用されるソースインターフェイスを規定 するステップ 7. （オプションの）は下記のコマン
ドを使用します。

注: SNTP ソースインターフェイス IPv6 のためのデフォルト 設定を復元するのにコマンド
を sntp source-interface-ipv6 使用しないで下さい。

SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 [interface-id]

ステップ 8.新しい SNTP サーバを追加するために下記の次のコマンドを入力して下さい。
リスク環境（政府、病院、等）ではたらくとき、冗長性のための多重サーバを持つおよび不
正確な時間を提供する故障サーバから保護することが得策です。 認証を設定する場合、パ
ケットをこのピアに送信 した場合使用するために認証鍵を規定 して下さい。 認証鍵は 1-
4294967295 から及びます。 time.google.com 新しい SNTP サーバのための有効に なる ポ
ーリングであるこの例では、216.239.35.4 を追加して。

注: スイッチは 8 つまでの SNTP サーバをサポートします。 これはスイッチ モデルによっ
て使用していること変わるかもしれません。 詳細を CLI によってスイッチの Simple
Network Time Protocol （SNTP）認証設定を行うことについて学ぶために、ここをクリック
して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5823-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5823-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5823-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


SG550X(config)#sntp {IP  | } [] [ keyid]

ステップ 9.特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい。

SG550X(config)#end

ステップ 10. （オプションの）は特権EXECモードで設定を保存するために次のコマンドを
入力します。

SG550X#COPY running-config startup-config



ステップ 11. （オプションの）はスイッチのスタートアップ コンフィギュレーションの設
定を保存するために『Y』 を押します。 さもなければ、スイッチのスタートアップ コンフ
ィギュレーションに設定を保存しないで続行するために N を押して下さい。

まとめ

クライアントであるために今スイッチを設定する必要があります。

注: 下記に実行されたコマンドは特権EXECモードで使用されました。

ステップ 1： SNTP ステータスを表示するために、次のコマンドを打ち込んで下さい:

SG550X#SHOW sntp 



呼び出します。 次の例はデバイスの現在の SNTP 設定を表示したものです。

SG550X#SHOW sntp 
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