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スイッチの設定 時間 範囲設定 
目標
 

時間 範囲を設定することはスイッチのその他の機能にある特定の時に引き起こされるか、
またはアクティブになってほしい場合役立ちます。 さらに、また範囲がしばらくすると無
効に したいと思う機能のためにどの位持続する場合があるか規定できます。 繰り返し時間
範囲はまた絶えず機能を有効に し、無効に したいと思う場合設定 することができます。
これらの機能時間通りの範囲の複数はセキュリティかアクセスコントロールを設定する頼り
ます。
 
時間 範囲はコマンドの次の型と定義され、関連付けることができます:
 

アクセス コントロール リスト（ACL） —時間 範囲が時間数を制限するのに ACL およ
びアクセス制御エントリ （ACE）有効になります使用されています。 これはネットワ
ークトラフィック フィルターをある時間帯に制限して役立ちます。 たとえば、ユーザ
が営業時間だけに特定のリソースにアクセスすることを許可する可能性があります。
802.1X ポート 認証—時間 範囲が 802.1X が 802.1X 有効に された ポートでアクティブ
である時間を定義するのに使用されています。 これはネットワークにアクセスをある
時間帯に制限して役立ちます。 たとえば、営業時間だけにオフィス ネットワーク アク
セスを制限する可能性があります。
ポート設定—特定の期間のポートの状態を上下に設定できます。 時間 範囲が非アクテ
ィブなとき、ポートはシャットダウンにあります。 時間 範囲が設定される場合、ポー
トが管理上アップ状態のときだけ有効です。
時間ベース Power over Ethernet （PoE） — PoE は特定の期間のデバイスで設定する
ことができます。 この機能は PoE が有効に なること、ポートごとに、週の日定義しこ
とを、時間可能にします。 時間 範囲が非アクティブなとき、PoE は無効に なります。
 

時間 範囲には 2 つの型があります:
 

absolute —このタイプの時間 範囲は特定の日付の特定の日付またはすぐにおよび端で
始まるか、または無限に伸びます。 繰り返し要素はそれに追加することができます。
繰り返し—絶対範囲に追加される含まれ、始まり、終了します時間 範囲のこの型は繰
り返し基礎で時間 範囲 要素が。
 

時間 範囲が絶対および繰り返し範囲が含まれている場合、associated コマンドのオペレー
ションは絶対開始時刻および繰り返し時間 範囲が両方達したときだけアクティブです。
associated コマンドのオペレーションは時間 範囲のどちらかが達するとき非アクティブで
す。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの時間 範囲設定を行う提供します。
  

適当なデバイス
 

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

[Software Version]
 

1.4.7.06 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 時間 範囲設定
 
設定絶対時間 範囲設定
 

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表示 モード ドロップダ
ウン リストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
注: 利用可能 な メニューオプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、SG350X-48MP は使用されます。
 

 
注: 持っていれば Sx300 または Sx300 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキッ
プします。
 
ステップ 2. > 時間設定 > 時間 範囲 『管理』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 3.新しい時間 範囲を追加するために『Add』 をクリック して下さい。
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ステップ 4.時間 範囲 フィールドで時間 範囲名前を入力して下さい。 範囲は 1 から 32 文字
からです。
 

 
注: この例では、時間 範囲名前は昼番です。
 
ステップ 5 絶対開始 時間 エリアで、時間 範囲の開始点を判別するために Radio ボタンを
クリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

即時—時間 範囲がすぐに開始することができるようにこれを選択して下さい。
日付およびタイムは時間 範囲が始める日時に入ります。
 

 
注: この例では、時間 範囲は朝の 8:00 で 2017 年 1月 1 日開始します。
 
ステップ 6 絶対終り時間エリアで、時間 範囲の終わり時を判別するために Radio ボタンを
クリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

無限—時間 範囲が決して終了しないことができるようにこれを選択して下さい。
日付およびタイムはその日時に時間 範囲端入ります。
 

 
注: この例では、時間 範囲は午後 17:00 で 2017 年 12月 31 日終了します。
 
ステップ 7.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 8. （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。
 

 
時間 範囲を編集するステップ 9. （オプションの）は編集し、『Edit』 をクリック したい時
間 範囲のチェックボックスをチェックします。
 

 
時間 範囲を削除するステップ 10. （オプションの）は削除し、『Delete』 をクリック した
い時間 範囲のチェックボックスをチェックします。
 



 
設定された絶対時間 範囲の繰り返し時間 範囲設定を行うステップ 11. （オプションの）は
繰り返し範囲 ボタンをクリックしましたりそしてステップ 2.に進みます。
 

 
今うまくスイッチの絶対時間 範囲設定を行う必要があります。
  

設定繰り返し時間 範囲設定
 

繰り返し時間要素は絶対時間 範囲に追加することができます。 これは絶対範囲内のある特
定の時間にオペレーションを制限します。
 
ステップ 1： スイッチの Webベース ユーティリティでは、> 時間設定 > 時間 範囲 『管理
』 を選択 して下さい。
 



 
注: また、時間 範囲 ページの繰り返し範囲 ボタンをクリックできます。
 
ステップ 2.時間 範囲名前ドロップダウン リストから時間 範囲名前を選択して下さい。
 

 
注: この例では、昼番は選択されます。
 
ステップ 3. 『Go』 をクリック して下さい。 表は既に選択された時間 範囲名前のために設
定された繰り返し範囲を表示するものです。
 
注: この例では、繰り返し範囲は設定されません。
 



 
ステップ 4.新しい繰り返し時間 範囲を追加するために『Add』 をクリック して下さい。
 

 
時間 範囲名前エリアは設定している時間 範囲を表示する。
 
ステップ 5 繰り返し開始 時間 エリアでは、曜日および時間 範囲が繰り返し基礎で始める時
を規定 するのにドロップダウン リストを使用して下さい（24 時間形式で）。
 

 
注: この例では、繰り返し時間 範囲は朝の 8:00 で各月曜日開始します。
 
ステップ 6 繰り返し終了時間エリアでは、曜日および時間 範囲が繰り返し基礎で終了する
時を規定 するのにドロップダウン リストを使用して下さい（24 時間形式で）。
 

 
注: この例では、繰り返し時間 範囲は午後 17:00 で各金曜日終了します。
 
ステップ 7.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 8. （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。
 

 
繰り返し時間 範囲を削除するステップ 9. （オプションの）は削除し、『Delete』 をクリッ
ク したい時間 範囲のチェックボックスをチェックします。
 

 
時間 範囲を設定するステップ 10. （オプションの）は時間 範囲 ボタンをクリックします。
 



 
今うまくスイッチの繰り返し時間 範囲設定を行う必要があります。
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