
システムの時刻を、300 200 のための SNTP サ
ーバから動的に設定 して、及び 500 シリーズは
スイッチを管理しました 

目標:
 

システムの時刻は Simple Network Time Protocol （SNTP）ユニキャスト マルチキャスト
/エニーキャスト サーバからのユーザによって、動的に手動で 設定 されるか、または GUI
を実行する PC から同期することができます。 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に関係枠を提供します。 ネットワーク タイム時間同期化はであり
、管理に重要、デバッグ ネットワーク保護します。 同期された時間はまたバージョン違い
および変更時刻の混合を除去するので共用 ファイル システムの重要なロールを担います。
スイッチはブートプロセスの一部として時間、時間帯および GUI を常に設定します。
 
この資料の目標は SG200 の時間設定を行う方法を SNTP ネットワーク タイム時間同期化
のための SG300 および SG500 シリーズ スイッチ示すことです。
  

適当なデバイス:
 

• Cisco スモール ビジネス 200 シリーズによって管理されるスイッチ 
• Cisco Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ 
• Cisco スモール ビジネス 500 シリーズによって管理されるスイッチ
  

ソフトウェア バージョン:
 

• 1.3.0.59
  

システムの時刻の設定:
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログイン して下さい。 デフォ
ルトのユーザ名は「cisco」であり、デフォルトパスワードは「cisco」です。
 
ステップ 2. Administration > 時間設定 > システムの時刻へのナビゲート。 システムの時刻 
ページは開きます:
 



 
ページの上で次のフィールドは表示する:
 

• 実時間（スタティック） –デバイスの実時間を表示する。 それはまた規定 された場合時
間帯を表示する。
 
• 最後の同期されたサーバ–サーバのアドレス、層および型を含む SNTP サーバからの情報
を表示する。 デバイスがこの SNTP サーバに」非同時性フィールド ディスプレイを「接
続しなければ。
 

ステップ 3 クロック ソース設定の下で、主要なクロック ソース（SNTP サーバ）の右へ 
Enable チェックボックスをクリックして下さい。
 



 
ステップ 4 システムの時刻 ページの一番下に現在の設定を保存するために『Apply』 をク
リック して下さい。
 
ステップ 5. Administration > 時間設定 > SNTP ユニキャストへのナビゲート。 SNTP ユニ
キャストは開きます:
 



 
このページ表示各ユニキャスト SNTP サーバのための次の情報:
 

• sntp server — SNTP サーバのIPアドレス、優先サーバを、または階層レベルに従って選
択されるホスト名を規定 します。
 
• 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
。
 
• SNTP サーバとデバイスの間で通信するのに使用される認証鍵 id —キー識別。
 
• 階層レベル—参照クロックからの距離（数値として表現される）。 SNTP サーバはポー
リング間隔が有効に ならなければ プライマリ サーバ（1） 階層レベルである場合もあり
ません。
 
• status — SNTP サーバステータス。 有効値は次のとおりです:
 

– — SNTP サーバは現在正常に動作しています。
 
– down — SNTP サーバは現在利用できません。
 
–未知数— SNTP サーバはデバイスをによって現在捜されています。
 
–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発生し
ま（すなわち時第 1 SNTP サーバを起動します）。
 

• 最後の応答—この SNTP サーバから届く最後の応答の日時。
 
• オフセット—ローカルクロックに関連してサーバのクロックの平均オフセットを規定 し
ます（ミリ秒で）。 ホストは RFC 2030 に説明があるアルゴリズムを使用してこのオフセ
ットの値を判別します。
 
• 遅延—サーバとローカルクロックの間でネットワークに移動するパケットの平均往復遅
延時間（ミリ秒で）。 ホストは RFC 2030 に説明があるアルゴリズムを使用してこの遅延
の値を判別します。
 
• SNTP サーバがどのように定義されたか source —。
 
• interface —パケットが受信されるインターフェイス。
 



ステップ 6 ユニキャスト SNTP サーバテーブル フィールドの下部ので『Add』 をクリック
して下さい。
 

 
ステップ 7 『Add』 をクリック することの後で、追加 SNTP サーバページは開きます:
 

 
ステップ 8 サーバーの定義フィールドで、リストからよく知られている な SNTP サーバを
名指しで選択しようとする場合 SNTP サーバが IP アドレスによって識別される筈であるま
たは名指しで場合 IP アドレスによって選択して下さい。 名指しで選択される場合、ステッ
プ 12 にスキップして下さい。
 
注: よく知られている な SNTP サーバを規定 するために、デバイスはインターネットに接
続され、DNSサーバを識別するのに DNSサーバか DHCP を使用するために設定する必要が
あります。 （DNS 設定を参照して下さい）
 



 
ステップ 9： IPバージョン フィールドで、IP アドレスのバージョンを選択して下さい: バ
ージョン 6 かバージョン 4。 バージョン 4 が選択される場合、ステップ 12 にスキップして
下さい。 バージョン 4 はデフォルトで選択されます。
 

 
IPv6 を選択した場合ステップ 10. （オプションの）は IPv6 アドレス タイプ フィールドの
隣で、IPv6 アドレス タイプを選択します。 グローバルなら選択されましたり、ステップ
12 にスキップします。
 



 
• 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。
リンク ローカル アドレスに FE80 のプレフィクスがあり、ルーティング可能でし、ロー
カルネットワークの通信にしか使用することができません。 1 つのリンク ローカル アド
レスだけサポートされます。 インターフェイスで存在 する リンク ローカル アドレスがこ
のエントリ 設定のアドレスを置き換えれば。
 
• 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 IPV6 型です。
 

ステップ 11： ステップ 10 の IPv6 アドレス タイプ リンク ローカルを選択した場合、リス
トからリンク ローカルインターフェイスを選択して下さい。
 

 
ステップ 12： IP アドレスによってサーバ 定義 フィールドで、入力します SNTP サーバの
IPアドレス フィールドで SNTP サーバのIPアドレスを選択されました。 形式はによってど
のアドレス タイプが選択されたか異なります。
 



 
名指しでサーバーの定義フィールドで選択された場合、SNTP サーバ廃棄リストから望まし
い SNTP サーバを選択して下さい。
 

 
SNTP サーバを規定 するとき、場合ホスト名によってそれを識別することを選択している 3
つの推奨事項は GUI で与えられます:
 

–タイムa.timefreq.bldrdoc.gov
 
–タイムb.timefreq.bldrdoc.gov
 
–タイムc.timefreq.bldrdoc.gov
 

ステップ 13： ポーリング間隔 フィールドでは、SNTP サーバのシステムの時刻 情報のた
めにポーリングすることを割り当てるように 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すべての SNTP サーバは到達可能である最も低い階層レ
ベル（参照クロックからの距離）とのサーバから、クロック選択されますポーリングされ。
最も低い層とのサーバはプライマリ サーバであると考慮されます。 次の最も低い層とのサ
ーバはセカンダリサーバ、等です。 プライマリ サーバがダウンしている場合、デバイスは
有効に なる ポーリング 設定のすべてのサーバをポーリングし最も低い層を持つ新しいプラ
イマリ サーバを選択します。



 
SNTP 認証を有効に したいと思ったら 200、300、及び 500 シリーズによって管理されるス
イッチの SNTP 認証の有効にを参照して下さい。
 
ステップ 14： SNTP ユニキャスト ページに戻るために現在のページの一番下に『Apply』
をクリック して下さい。
 

 
ページはユニキャスト SNTP サーバテーブルで調整された値を表示する必要があります
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=4976
ukp.aspx?vW=1&articleid=4976


 
ステップ 15.In は SNTP クライアント ユニキャスト フィールド、Enable チェックボックス
をクリックします。
 

 
ステップ 16： [Apply] をクリックします。
 

 
ステップ 17： ここから、ページの右上隅、かコピー/保存 Configuration ページ リンクに置
かれて『SAVE』 をクリック することができます。
 

 
ステップ 18： 出典ネーム フィールドの実行コンフィギュレーションおよび宛先ネーム フ



ィールドのスタートアップ コンフィギュレーション オプションの選択によってスタートア
ップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションを保存して下さい。
 

 
ステップ 19： コピー/保存設定 ページの一番下にコンフィギュレーションの設定を保存す
るために『Apply』 をクリック して下さい。
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