
ESW2-550X スイッチのユニキャスト SNTP サ
ーバを設定して下さい 

目標
 

Simple Network Time Protocol （SNTP）はデータネットワークのデバイスのクロックを同
期化するのに使用されるプロトコルです。 SNTP のプライマリ 使用は発生する Syslog のよ
うなデバイスでイベントの正確さを提供することです。
 
この資料の目標は ESW2-550X スイッチに SNTP サーバを追加する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

[Software Version]
 

• v1.2.9.44
  

ユニキャスト SNTP サーバコンフィギュレーション
 

ステップ 1.スイッチ設定 ユーティリティへのログインは > 時間設定 > SNTP ユニキャスト 
『管理』 を選択 し。 SNTP ユニキャスト ページは開きます:
 

 
ユニキャスト SNTP サーバテーブルは次の情報を表示する。
 

• sntp server — SNTP サーバの IP アドレスを表示する。 最大 8 つの NTP サーバは定義
することができ、優先サーバは階層レベルに従って選択されます。
 
• ポーリング間隔—ポーリングがイネーブルまたはディセーブルであるかどうか表示する
。
 
• 認証鍵は id — SNTP の間で通信するのに使用されるキー識別がスイッチ断絶することを
示し。
 
• 階層レベル—数値として表現される参照クロックからの距離を表示する。
 



• status — SNTP サーバステータスのステータスを表示する。
 

– — SNTP サーバが現在正常に動作していることを表示します。
 
– SNTP サーバが現在利用できないことを down —表示します。
 
–未知数—スイッチが SNTP サーバを現在捜していることを表示します。
 
–プロセスで… — SNTP サーバが十分に自身のタイム サーバを信頼しなかったと表示し
ます。
 

• 最後の応答—応答が対応する SNTP サーバから届いた最後の日時を表示する。
 
• オフセット—ミリ秒のローカルクロックに関連してサーバ クロックの推定オフセットを
表示する。
 
• 遅延—ネットワーク 経路上のサーバ クロックと相対的 な ローカルクロック間のミリ秒
の推定往復遅延を表示する。
  

ユニキャスト SNTP サーバを追加して下さい
 

ステップ 1： スイッチのユニキャスト SNTP サーバの付加を有効に するために SNTP クラ
イアント ユニキャスト フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2.変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3.ユニキャスト SNTP サーバを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
New ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 3.サーバが識別される方式を規定 する サーバ 定義 フィールドの次のいずれかの
Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• によって SNTP サーバが IP アドレスによって識別されることを ip address —示します
。
 
• 名指しで— SNTP サーバが SNTP Server リストから名前で識別されることを示します。
このオプションを選択する場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 4.望ましい IPバージョン Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• バージョン 6 — IPv6 アドレス タイプを表示します。
 
• バージョン 4 — IPv4 アドレス タイプを表示します。
 

バージョン 6 IP アドレス タイプが選択される場合ステップ 5. （オプションの）は、望まし
い IPv6 アドレス タイプをクリックします。
 

• リンク ローカル— IPv6 アドレスは単一のネットワーク リンクのホストを識別します。
 
• グローバル— IPv6 アドレスは他のネットワークから目に見え、到達可能のグローバル ユ
ニキャストです。
 

リンク ローカル IPv6 アドレス タイプが選択される場合ステップ 6. （オプションの）はリ
ンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストから、リンク ローカルインターフ
ェイスを選択します。
 

 
 
ステップ 7 サーバ 定義が IP アドレスによってように選択される場合、SNTP サーバのIPア
ドレス フィールドで SNTP サーバの IP アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 8 サーバーの定義が名指しでとして選択される場合、SNTP サーバ ドロップダウ
ン リストから SNTP サーバの名前を選択して下さい。 他が選択される場合、隣接した入力
フィールドで SNTP サーバの名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 9： スイッチが SNTP サーバからのシステムの時刻 情報を得ることを可能にする
ようにポーリング間隔の Enable チェックボックスをチェックして下さい。 ポーリングに登
録されている NTP サーバは最も低い階層レベルとのサーバから、クロック選択されますポ
ーリングされ。
 
認証を有効に するステップ 10. （オプションの）はユーザ 認証を最初に設定する必要があ
ります。 詳細については、ESW2-550X スイッチの技術情報 Simple Network Time Protocol
（SNTP） 認証の設定を検討して下さい。
 
ステップ 11.ユニキャスト SNTP サーバテーブルに SNTP サーバを追加するために『
Apply』 をクリック して下さい。
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ユニキャスト SNTP サーバを削除して下さい
 

ステップ 1： ボタンを削除し、『Delete』 をクリック して ユーザがほしい要求されたコン
フィギュレーションをチェックして下さい。 設定は取除かれ、SNTP ユニキャスト ページ
は再度開きます。
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