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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
の設定 Simple Network Time Protocol
（SNTP）設定 
目標
 

この資料の目標はスイッチの時間設定を同期するために SNTP サーバをイネーブルに設定
するように（CLI）ステップを提供し、説明することです。
  

概要
 

Simple Network Time Protocol （SNTP）は選択の SNTP サーバとネットワーク デバイスの
システムの時刻を同期します。 SNTP サーバは世界時 クロック（UTC）を使用します。 こ
れは世界がクロックおよび時間を調整する標準協定時刻です。 SNTP を使用するイベント
が記録 されるとき、タイムスタンプのために単一のソースを使用するようにするので管理
アクティビティで有用です。 同期ネットワーク イベントの収集は出来事の順序に正確なウ
ィンドウを証明します。
 
SNTP サーバにこのサービスを利用するために接続する必要があります。 必要のために十
分である別のインターネット 時刻源を有効に したら、これらのステップを実行する必要は
ありません。 認証がはたらかせることができるように、それ使用する時刻源が各クライア
ントに同じインターネット 時刻源を使用してもらって有利である関係無し。 クライアント
がログインにできない場合、時間設定はよい最初トラブルシューティングの手順です。
 
この資料の目標はスイッチの時間設定を同期するために SNTP サーバをイネーブルに設定
するように（CLI）ステップを提供し、説明することです。 これらの設定をスイッチの 
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。
 
注: 下記に示されているイメージはさまざまなスイッチから撮られました、従ってデバイス
の名前はスイッチ名前一致する可能性が高い変わり。 hashtag シンボルの後のコマンドは
スイッチの設定のため同じであるはずです。
  

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
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 - Sx300、Sx500
2.2.8.04 - Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 SNTP モード
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html


有効 SSH および SNTP ユニキャスト
 

ステップ 1.セキュア シェル（SSH）および telnet はデフォルトで有効に なりません。 SSH
を使用してスイッチの CLI に接続するために、SSH サービスは有効に する必要があります
。 手順のためにここをクリックして下さい。
 
ステップ 2. SSH か Telnet を使用して Cisco スモール ビジネス スイッチ Command Line
Interface （CLI）にアクセスすることに関する説明に関しては、ここにクリックして下さい
。
 
ステップ 3.スイッチの CLI にアクセスして下さい。 デフォルトのユーザ名およびパスワー
ドは cisco/cisco です。 資格情報をカスタマイズする場合、ユーザ名 および パスワードを
代りに入力して下さい。
 

注: コマンドかオプションはデバイスのモデルによって変わるかもしれません。 この例では
コンソールによってスイッチの CLI にアクセスするのに、パテが使用されています。 詳細
についてはコンソール接続を使用してパテにアクセスする方法でここをクリックして下さい
。
 
ステップ 4. CLI で次のコマンドを入力することによってグローバル な 設定にモードを切り
替えて下さい:
 

SG350X#CONFIGURE  
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2009-configure-transmission-control-protocol-tcp-and-user-datagra.html
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3203260
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html?dtid=osscdc000283
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ステップ 5.デフォルトで、SNTP ユニキャストは無効に なります。 ユニキャストは単一 送
信側と単一 レシーバ間の通信です。 SNTP ユニキャストは次のコマンドの入力によって有
効に することができます:
 

SG350X(config)#sntp   

 
設定 SNTP モード
 

ステップ 1.次のコマンドを使用して SNTP ブロードキャストクライアントを有効に して下
さい:
 

SG350X(config)#sntp [ | ipv4 | ipv6] 
 

次のオプションがあります。
 

両方—これは Internet Protocol（IP）バージョン 4 （IPv4）こと規定 しますおよ
び IPv6 SNTP ブロードキャストクライアントは有効に なります。
Ipv4 —これは IPv4 SNTP ブロードキャストクライアントを有効に なります 規定
します。
IPv6 —これは IPv6 SNTP ブロードキャストクライアントが有効に なること規定
します。
 

注: この例では、sntp ブロードキャストクライアント有効は両方入ります。
 

ステップ 2.特権を与えりました次のコマンドの入力によって EXEC モードに切り替えて下
さい:
 

SG350X(config)#exit 
 

ステップ 3.設定を保存するために EXEC 特権モードで次のコマンドを入力して下さい。
 

SG350X#COPY running-config startup-config 

 
ステップ 4.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』 を押して下さい。
 

CLI によって今うまくスイッチの SNTP 設定を行う必要があります。
 



ローカル タイムを表示するために SNTP 設定を行って下さい
 

クロックは UTC に今設定 されます。 さまざまな時間帯全体の場所がある場合、UTC はす
べてのデバイスとの時間の一貫性を確認しますが、ローカル タイムを表示しません。 ロー
カル タイム ゾーンにディスプレイ時間を変更するこれらの手順に従って下さい。
 
ステップ 1.グローバル な 設定 モードを開始するために次のコマンドを入力して下さい。
 

SG350X#CONFIGURE  

ステップ 2.別の何時間をローカル タイムが UTC と比較されるか特定時時間帯のために入力
すれば。 この例では、時間帯は UTC の後ろの 6 時間である中部標準時に設定 されます。
 

SG350X(config)#clock  CDT -6 

 
時間帯が夏時間に続く場合ステップ 3. （オプションの）、次のコマンドの入力によってこ
れを設定できます。
 

SG350X(config)#clock  Web  

 
ステップ 4.特権を与えりました次のコマンドの実行によって EXEC モードに切り替えて下
さい:
 

SG350X(config)#exit 
 

ステップ 5.設定を保存するために EXEC 特権モードで次のコマンドを入力して下さい。
 

SG350X#COPY running-config startup-config 

 
ステップ 6.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』 を押して下さい。
 

 
SNTP 設定を確認して下さい
 

ステップ 1. SNTP 設定を確認するために次のコマンドを入力して下さい:
 

SG350X#SHOW sntp  



ステップ 2.ブロードキャストクライアントが有効に なることを確認して下さい。
 

注: この IPv4 および IPv6 のための SNTP ブロードキャスト例でクライアントは上で提供さ
れるステップの結果として有効に なります。
 
ステップ 3.時間帯設定を確認するために次のコマンドを入力して下さい。 これは実行コン
フィギュレーションを示します。
 

SG350X#SHOW  
 

ステップ 4.時間帯設定が有効に なることを確認して下さい。
 



正常にスイッチの SNTP モードを有効に しました。
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