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WAP125 および WAP581 の設定 時間設定 
目標
 

ワイヤレスアクセスポイント（WAP）のシステム クロックはデバイスで発生するあらゆる
イベントにネットワーク同期された時刻を記録サービスを提供し、システムが開始する時点
から動作します。 それはそれから日時を把握します。 デバイスの発生イベントはメッセー
ジ ログのようなネットワークで起こるソフトウェア関連のイベントである場合もあります
。
 
WAP の時間設定 ページがシステムの時刻を手動で 設定 するか、または前もって構成され
たネットワーク タイム プロトコル（NTP） サーバからの時間設定を得るためにシステムを
設定するのに使用されています。 デフォルトで、WAP は NTP サーバのあらかじめ定義さ
れたリストからの時間を得るために設定されます。
 
なぜデバイスの時間設定を行う必要がありますか。
 
ワイヤレスアクセスポイント（WAP）の時間設定を設定することはタイムスタンプが付い
ている各 Log エントリを表示する システムログ サービスのようなネットワーク上の問題を
解決することに役立つことができるので重要です。 同期された時間なしで、デバイス間の
ログファイルの正確な相関は維持しにくいです。
 
システムの時刻は手動または自動で設定することができます。 マニュアル設定はネットワ
ークが a （NTP）サーバに接続されないとき有用です。 NTP が別のサーバ時間または参照
時刻源とクライアントかサーバ時間を同期するのに使用されています。
 
この技術情報は方法で手順を 2 つの方法で WAP125 または WAP581 の時間設定を行う与
えます: 手動でおよび自動的に。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

設定 時間設定
 

注: イメージは下記の WAP581 から撮られます。
 
ステップ 1.提供されるフィールドでユーザ名 および パスワードを入力することによるアク
セス ポイント Webベース ユーティリティへのログインはそれから『Login』 をクリック し
。
 



 
注: デフォルトユーザ名/パスワードは cisco/cisco です。
 
呼び出します。 Webベース ユーティリティで、> 時間『System Configuration』 を選択 し
て下さい。
 

 
ステップ 3.システム クロック 出典から望ましい時刻源を選択するために 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。
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●

手動— WAP の時間設定を手動で設定することができます。 このオプションを選択する
場合、手動時間設定 セクションに行って下さい。
ネットワーク タイム プロトコル（NTP） — WAP が自動的に NTP サーバからの時間
設定を得るようにします。 NTP は、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目
的に設計されています。 NTP ネットワークは通常タイム サーバに接続されるラジオ ク
ロックまたはアトミック クロックのような信頼できる時刻ソースから時間を、取得し
、次にネットワークを渡る今回を配ります。 NTP は両方としてポート 123 を通して転
送 プロトコルとしてユーザ データグラム プロトコル（UDP）をそれから IP を実行す
る送信元および宛先実行します。 NTP は次の原因でネットワークで広く使われていま
す:
 

注: このオプションを選択する場合、自動時間設定 セクションに行って下さい。
 

 
注: この例では、Manual は選択されます。 システムの時刻 エリアは現在のシステムの時刻
を表示する。
  

手動時間設定
 

ステップ 4.システムの日付 フィールドをクリックし、現われるカレンダーから月および日
を選択して下さい。
 

-ネットワーク同期— NTP はサーバおよびクライアントを含むデバイスのネットワークの時刻を
同期化するように設計されています。 時刻の同期は定期データ バックアップのようなタスクを、
ネットワーク アクセラレータ、ネットワーク管理システム、ネットワーク不正侵入ログ、マルチ
プルネットワーク デバイスからの時間が重要なイベント等行って重要効率的にです。 ネットワー
クのマシンのどれでもの同期化クロックから可能性のある 貴重なデータ損失を引き起こす場合が
あります。
- UTC 口径測定—世界標準時（UTC）規格は世界的に使用される主要な時間の基準です。 NTP 通
信はエンコード時間でこれを使用します。 時刻サービスはシステムが開始する動作し、現在の日
付と時間を監察する時点からシステム クロックについて主にあります。 システム クロックは内
部で UTC に基づいて時間を把握します。 ローカル タイム ゾーンと夏時間に関する情報を設定す
ると、ローカル タイム ゾーンとの関係において正しく時間を表示させることができます。 それ
はまた時間が保証された いるかどうか把握します。 信頼できない時間は表示の目的のみに使用さ
れ、再配信は行われません。
-時間の正確さ—ネットワークデバイスで保存される時間が効率的なネットワーク管理のための極
めて重要なリソースであるので、NTP のセキュリティ機能の使用は正確さを確認し、不正確な時
間の偶然か悪意のある設定を避けたいと思う場合強く推奨されます。



 
注: この例では、2017 年 10月 2 日日付として選択されます。
 
ステップ 5.時間、分および秒の時間を選択するためにシステムの時刻 エリアのドロップダ
ウン リストをクリックして下さい。
 

 
注: この例では、08:31:02 は時間として選択されます。
 
ステップ 6.ドロップダウン リストから宛先住所のための時間帯を選択して下さい。
 

 
注: この例では、（（太平洋） UTC-08:00)USA は選択されます。
 
コンピュータの時間と時間を同期したいと思う場合ステップ 7. （オプションの）は PC ボ
タンとの同期化時間を使用しましたり、クリックします。
 

 
夏時間（DST）が時間帯に適当である場合ステップ 8. （オプションの）は、夏時間調整
Timecheck ボックスを調節をチェックします。
 

 
DST がから開始するときステップ 9. （オプションの）は週、日、月および時間を開始しま
すフィールドを選択します。
 



 
注: この例では、2AM の行進の第 2 日曜日は選択されます。
 
ステップ 10. （オプションの）は DST が終りフィールドから終了する週、日、月をおよび
時間を選択します。
 

 
注: この例では、2AM の 11 月の最初日曜日は選択されます。
 
夏時間調整 オフセット フィールドから終了するとき DST が始まるおよび規定 しますとき
ステップ 11. （オプションの）はクロックを順方向に後退するために分数を。
 

 
注: この例では、60 分は選択されます。
 

ステップ 12： そのボタンをクリックします。  
 
今うまく WAP125 または WAP581 の手動時間設定を行う必要があります。
  

NTP による自動時間設定
 

ステップ 1.システム クロック供給源地のネットワーク タイム プロトコル（NTP） Radio
ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 2.提供されるフィールドの NTP サーバの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または
ホスト名を規定 して下さい。 4 つまでの NTP サーバアドレスかホスト名は入力することが
できます。 デフォルト NTP サーバはリストされています。
 
ホスト名は 63 までの英数字のセットである 1つ以上のラベルで構成される場合があります
。 ホスト名が複数のラベルが含まれている場合、それぞれは期間までに分かれます（。
）。 全体の一連のラベルおよび期間は長く 253 文字までである場合もあります。
 



 
注: この例では、0.ciscosb.pool.ntp.org は使用されます。 これがデフォルト設定です。
 
ステップ 3.ドロップダウン リストから宛先住所のための時間帯を選択して下さい。
 

 
注: この例では、（（太平洋） UTC-08:00)USA は選択されます。
 
夏時間（DST）が時間帯に適当である場合ステップ 4. （オプションの）は、夏時間 チェッ
クボックスを調節をチェックします。
 

 
DST がから開始するときステップ 5. （オプションの）は週、日、月および時間を開始しま
すフィールドを選択します。
 

 
注: この例では、2AM の行進の第 2 日曜日は選択されます。
 
ステップ 6. （オプションの）は DST が終りフィールドから終了する週、日、月をおよび時
間を選択します。
 

 
注: この例では、2AM の 11 月の最初日曜日は選択されます。
 
夏時間調整 オフセット フィールドから終了するとき DST が始まるおよび規定 しますとき
ステップ 7. （オプションの）はクロックを順方向に後退するために分数を。
 

 
注: この例では、60 分は選択されます。
 

ステップ 8.ボタンを クリックして下さい。
 
WAP125 または WAP581 の NTP によって今うまく自動時間設定を行う必要があります。
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