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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
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 時刻の同期はイベ
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。
 
自動コンフィギュレーションを使用してスイッチのシステムの時刻および日付設定、SNTP のよ
うな、または手動構成方法を管理できます。 スイッチは SNTP クライアントとしてだけ動作し、
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 Command Line Interface （CLI）によってスイッチのシステムの時
刻設定を行う提供します。
 
注: スイッチのシステムの時刻設定を Webベース ユーティリティによって行うために、ここをク
リックして下さい。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

Sx300 シリーズ | 1.4.7.05 （遅のダウンロード）
Sx350 シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
Sx500 シリーズ | 1.4.7.05 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
  

CLI によってスイッチのシステムの時刻設定を設定して下さい
 
デフォルトで、スイッチに構成されたネットワーク ポリシーがありません。 グローバル なデフ
ォルト LLDP-MED はおよびインターフェイス設定次です:
 

 
スイッチのシステムの時刻設定を表示して下さい
 
ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下
さい。

機能 デフォルト設定
クロック ソース SNTP
ブラウザからの時間 Disabled
時間帯（スタティック） オフセットは UTC+0 です  
DHCP 時間帯 Disabled
夏時間（DST）    Disabled

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2889-configure-system-time-settings-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2889-configure-system-time-settings-on-a-switch.html
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979
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注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、SG350X
スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 設定したいと思うポートの現在のコンフィギュレーション設定を表示するために
、次を入力して下さい:
 
SG350X#show [] 

 
詳細- （オプションの）時間帯および夏時間設定を表示します。
 

次の情報は下記のように表示されます:
 

デバイスの実際のタイム システムの時刻。 これは時間帯の（DHCP）時間帯および頭字語を
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 示します。
時刻源-システム クロックにおける外部時刻源。
ブラウザからの時間-コンピュータの設定からのスイッチの日時が Webブラウザを使用して設
定 されれば 規定 します。
時間帯（スタティック） -時間帯表示目的で。
DHCP タイムゾーン-システムの時間帯および夏時間または夏時間（DST）設定が DHCP タ
イムゾーン オプションから奪取 することができること規定 します。
 

 
ステップ 3.好まれたシステムの時刻 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。 ローカル タイムは 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
 
ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 コンテキ
ストを入力して下さい:
 
SG350X#configure  
 
呼び出します。 外部時刻源を設定するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#clock [sntp|] 
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オプションは次のとおりです:
 

sntp - （オプションの） SNTP サーバが外部クロック ソースであること規定 します。
ブラウザ- （オプションの）ユーザがセキュア ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）か
HTTP によってスイッチに、ログオンすればシステム クロックがまだ設定 されて いなけれ
ばこと（手動でまたは SNTP によって）、システム クロック 設定 されます Webブラウザの
時間情報に従って規定 します（HTTPS）。
 

 
注: この例では、sntp は代替クロックソースで主要なクロック ソースおよびブラウザで設定され
ます。
 
設定 された システム 時間設定を表示するステップ 3. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#show   
 

 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X#copy running-config startup-config 
 

 
上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 5. （オプションの）は YES か
 N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。
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CLI によって今自動的にスイッチの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
 
時間の他のもとが利用できない場合、システムが再始動された後時間と日付を手動で設定するこ
とができます。 時間は次のシステム 再始動まで正確に残ります。 最終的な解決策としてだけ手
動設定を使用することを推奨します。 スイッチが同期できる外部ソースがあれば手動で システム
クロックを設定 する必要はありません。
 
重要： SNTP サーバのようなタイム サービスを提供するネットワークの外部ソースがあれば、手
動で システム クロックを設定 する必要はありません。
 
スイッチのシステムの時刻設定を手動で設定するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードでは、次を入力して下さい:
 
SG350X#clock  [hh: mm: ss] [] [] [] 
 
オプションは次のとおりです:
 

hh: mm: ss -時間（軍形式）、分および秒の現在の時刻を規定 します。 範囲は次です:
 

- hh - 0 から 23
 
- mm - 0 から 59
 
- ss - 0 から 59
 

日-月の現在の日付を規定 します。 範囲は 1 から 31 からです。
月-月名の最初の 3 つの文字を使用して現在の月を規定 します。 範囲は 1 月から DEC に
（January）です（December）。
年-今年を規定 します。 範囲は 2037 まで 2000年からです。
 

注: 再度ブートするの後で、システム クロックはイメージ作成の時に設定 されます。 この例では
、時刻は 2017 年 5月 12 日のクロック日付との 12:15:30 に設定 されます。
 

 
呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 コンテ
キストを入力して下さい:
 
SG350X#configure  
 
ステップ 3 SNTP をシステム クロックにおける時刻源として無効に するために、次を入力して
下さい:
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SG350X(config)#no   sntp 
 

 
時間帯を表示目的で設定 するステップ 4. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#clock [] [] [] 
 
オプションは次のとおりです:
 

ゾーン-時間帯の頭字語。 範囲は 4 文字までです。
時間オフセット- UTC からの時間違い。 範囲は -12 から +13 からです。
分オフセット- （オプションの） UTC からの細かい違い。 範囲は 0 から 59 からです。
 

注: 内部で システムは UTC で時間を保存します、従って時間が手動で 設定 されるときこのコマ
ンドは表示目的でだけ使用され。
 

 
既定の時刻時間帯コンフィギュレーションの設定を復元するステップ 5. （オプションの）は次を
入力します:
 
SG350X(config)#no clock timezone 
 
システムの時間帯および夏時間（DST）が DHCP 時間帯オプションから奪取 することができる
こと規定 するべきステップ 6. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#clock dhcp  
 
DHCP 時間帯を設定した上で、次のガイドラインをチェックして下さい:
 

DHCP サーバから奪取 される 時間帯に静的な時間帯上の優位があります。
DHCP サーバから奪取 される夏時間に静的な夏時間にわたる優位があります。
IP アドレス Lease Time が切れた後時間帯および夏時間は有効に残ります。
DHCP サーバから奪取 される 時間帯および夏時間は再度ブートするの後でクリアされます。
複数の DHCP 対応インターフェイスの場合には、次の優位は適用します:
 

- DHCPv6 から届く情報は DHCPv4 から届く情報に先行します
 
-より低いインターフェイスで動作する DHCP クライアントから届く情報はより高いインターフ
ェイスで動作する DHCP クライアントから届く情報に先行します
 

からの無効に することは DHCP タイムゾーン オプションが奪取 された DHCP クライアント
をダイナミック 時間帯および夏時間設定を削除します。
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デフォルト DHCP 時間帯 設定を復元するステップ 7. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#no  dhcp  
 
自動的に夏時間（DST）に切り替えるためにシステムを設定するステップ 8. （オプションの）は
続くことの 1 つを入力します:
 
 SG350X(config)#clock [] { | EU | { hh: hh mm : mm }} [] SG350X(config)#clock  { | EU | {[ hh:
mm] [ hh: mm]}} [] SG350X(config)#clock [][ hh: mm] [ hh: mm] [] 
 
オプションは次のとおりです:
 

ゾーン-夏時間が有効になる時表示されるべき時間帯の頭字語。 範囲は 4 文字までです。
繰り返し-夏時間が開始する示し、毎年規定 される 対応した幾日でことを終了します。
日付-夏時間がコマンドの第 2 日付のコマンドおよび端にリストされている最初の日付に開始
することを示します。
米国-夏時間ルールは米国ルールです。 ルールは次のとおりです:
 

- Start -行進の第 2 日曜日
 
-端- 11月の最初日曜日
 
-時間 2 つの AM ローカル タイム
 

EU -夏時間ルールは European Union ルールです。 ルールは次のとおりです:
 

- Start -先週の日曜日行進で
 
-端-先週の日曜日 10月で
 
-時間 1 AM ローカル タイム
 

週-月の週。 週は最初に持続するために 1 から 5 のどれである場合もあります。 DST が毎年
始まったりまたは終了する月内の週。
日-曜日（Sun のような名指しで最初 3 文字、）。 DST が毎年始まったりまたは終了する曜
日。
日付-月の日付。 範囲は 1 から 31 からです。
月-月（2 月のような名指しで最初 3 文字、）。 DST が毎年始まったりまたは終了する年の
月。
年-年（省略形無し）。 範囲は 2097 年まで 2000年からです。
hh: mm -時間および分の軍形式の時間。 DST が毎年始まったりまたは終了する時間。 範囲
は次です:
 

- hh - 0 から 23
 
- mm - 0 から 59
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- ss - 0 から 59
 

オフセット- （夏時間の間に追加するべき分のオプションの）数。 範囲は 0 から 1440 分か
らであり、デフォルトは 60 です。
 

 
注: この例では、繰り返し DST は PST 時間帯で設定されます。 それは行進の最初の日曜日の各
00:00 を開始し、11月の各第 2 日曜日終了します。 オフセット時間は 60 分です。
 
ステップ 9. EXEC 特権モードに戻る exit コマンドを入力して下さい:
 
SG350X#exit 
 

 
設定 された システム 時間設定を表示するステップ 10. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#show   
 



 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 11. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X#copy running-config startup-config 
 

 
ステップ 12： （オプションの）上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われたら YES
か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい。
 

 
CLI によって今うまくスイッチのシステムの時刻設定を手動で設定しました。
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