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NTP の概要

NTP サーバに関する情報
ネットワークタイムプロトコル（NTP）は、分散している一連のタイムサーバとクライアント間
で 1日の時間を同期させ、複数のネットワークデバイスから受信するシステムログや時間関連の
イベントを相互に関連付けられるようにします。 NTPではトランスポートプロトコルとして、
ユーザデータグラムプロトコル（UDP）を使用します。

すべての NTP通信は UTCを使用します。

NTPサーバは通常、タイムサーバに接続されたラジオクロックやアトミッククロックなどの正
規の時刻源から時刻を受信し、ネットワークを介してこの時刻を配信します。NTPはきわめて効
率的で、毎分 1パケット以下で 2台のマシンを相互に 1ミリ秒以内に同期します。

NTPでは層（stratum）を使用して、ネットワークデバイスと正規の時刻源の距離を表します。
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•ストラタム 1のタイムサーバは、信頼できる時刻源に直接接続されます（無線時計や原子時
計または GPS時刻源など）。

•ストラタム 2の NTPサーバは、ストラタム 1のタイムサーバから NTPを使用して時刻を受
信します。

同期の前に、NTPは複数のネットワークサービスが報告した時刻を比較し、1つの時刻が著しく
異なる場合は、それが Stratum 1であっても、同期しません。 Cisco NX-OSは、無線時計や原子時
計に接続できず、ストラタム 1サーバとして動作することはできないため、インターネット上で
利用できるパブリックNTPサーバを使用することを推奨します。ネットワークがインターネット
から切り離されている場合、CiscoNX-OSでは、NTPによって時刻が同期されていなくても、NTP
で同期されているものとして時刻を設定できます。

NTPピア関係を作成して、サーバで障害が発生した場合に、ネットワークデバイスを同期さ
せて、正確な時刻を維持するための時刻提供ホストを指定できます。

（注）

デバイス上の時刻は重要な情報であるため、NTPのセキュリティ機能を使用して、不正な時刻を
誤って（または悪意を持って）設定できないように保護することを強く推奨します。その方法と

して、アクセスリストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

タイムサーバとしての NTP に関する情報
Cisco Nexusデバイスは NTPを使用して時刻を配信できます。

他のデバイスからタイムサーバとして設定できます。デバイスを正規の NTPサーバとして動作
するよう設定し、外部の時刻源と同期していないときでも時刻を配信させることもできます。

CFS を使用した NTP 配信に関する情報
Cisco Fabric Services（CFS）は、ローカル NTPコンフィギュレーションをネットワーク内のすべ
てのシスコデバイスに配信します。

デバイス上でCFSをイネーブルにすると、NTPコンフィギュレーションが起動された場合には常
に、ネットワーク全体のロックが NTPに適用されます。 NTPコンフィギュレーションを変更し
た後で、これらの変更を破棄することもコミットすることもできます。

いずれの場合でも、CFSのロックはこのときに NTPアプリケーションから解放されます。

クロックマネージャに関する情報

クロックはさまざまなプロセス間で共有する必要のあるリソースです。

NTPや高精度時間プロトコル（PTP）といった複数の時刻同期プロトコルがシステムで稼働して
いる可能性があります。
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クロックマネージャによってプロトコルおよびそのプロトコルが実行されているVDCを特定し、
システム内のさまざまなクロックを制御することができます。プロトコルとVDCを指定すると、
システムクロック更新が開始します。

ハイアベイラビリティに関する情報

NTPはステートレスリスタートをサポートします。リブート後またはスーパーバイザスイッチ
オーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

NTPピアを設定すると、NTPサーバ障害の発生時に冗長性が得られます。

ライセンスの要件

ライセンス要件製品

NTPにはライセンスは不要です。ライセンス
パッケージに含まれていない機能はすべてCisco
NX-OSシステムイメージにバンドルされてお
り、追加費用は一切発生しません。 NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『CiscoNX-OS
Licensing Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

NTP の前提条件
NTPの前提条件は、次のとおりです。

• NTPを設定するには、NTPが動作している 1つ以上のサーバに接続できなければなりませ
ん。

NTP の注意事項と制約事項
NTPに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• NTPサーバの機能は、以降でサポートされています。

•別のデバイスとの間にピアアソシエーションを設定できるのは、使用するクロックの信頼性
が確実な場合（つまり、信頼できるNTPサーバのクライアントである場合）に限られます。

•単独で設定したピアは、サーバの役割を担いますが、バックアップとして使用する必要があ
ります。サーバが 2台ある場合、いくつかのデバイスが一方のサーバに接続し、残りのデバ
イスが他方のサーバに接続するように設定できます。その後、2台のサーバ間にピアアソシ
エーションを設定すると、信頼性の高い NTP構成になります。
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•サーバが 1台だけの場合は、すべてのデバイスをそのサーバのクライアントとして設定する
必要があります。

•設定できる NTPエンティティ（サーバおよびピア）は、最大 64です。

• NTPに対して CFSがディセーブルになっていると、その NTPからコンフィギュレーション
は配信されず、ネットワーク内の他のデバイスからの配信も受け取られません。

• NTPに対して CFS配信をイネーブルにしても、commitコマンドを入力するまで、NTPコン
フィギュレーションコマンドのエントリはNTPコンフィギュレーションに対してネットワー
クをロックします。ロック中は、ネットワーク内の（ロックを保持しているデバイス以外

の）すべてのデバイスは NTPコンフィギュレーションを変更できません。

• CFSを使用して NTPをディセーブルにする場合、ネットワーク内のすべてのデバイスは、
NTPに対して使用するよう設定したものと同じ VRFを持っている必要があります。

• VRFで NTPを設定する場合は、NTPサーバおよびピアが、設定された VRFを介して相互に
アクセスできることを確認します。

•ネットワーク全体の NTPサーバおよび Cisco NX-OSデバイスに、NTP認証キーを手動で配
信する必要があります。

NTP のデフォルト設定
次の表に、NTPパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：デフォルトの NTP パラメータ

デフォルトパラメータ

イネーブルNTP

ディセーブルNTP認証

イネーブルNTPアクセス

ディセーブルNTPロギング
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NTP の設定

NTP のイネーブル化/ディセーブル化

はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。 VDCの変更は switchto vdcコマンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

VDCでNTPをイネーブル/ディセーブルにします。
NTPはデフォルトでイネーブルです。

switch(config)# [no] feature
ntp

ステップ 2   

NTPは [no] ntp enableコマンドを使用し
てイネーブル/ディセーブルにします。

（注）

（任意）

NTPアプリケーションのステータスを表示します。
switch(config)# show ntp
status

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を永続的に保存します。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

次に、NTPをディセーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ntp

正規の NTP サーバとしてのデバイスの設定
デバイスを正規のNTPサーバとして動作するよう設定し、既存のタイムサーバと同期していない
ときでも時刻を配信させることができます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

正規の NTPサーバとしてデバイスを設定します。[no] ntp master [stratum]ステップ 2   

NTPクライアントがこれらの時間を同期するのと
別の階層レベルを指定できます。範囲は 1～ 15で
す。

（任意）

NTPコンフィギュレーションを表示します。
show running-config ntpステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を永続的に保存します。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

次に、正規の NTPサーバとして Cisco NX-OSデバイスを別の階層レベルで設定する例を示しま
す。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp master 5

NTP サーバおよびピアの設定
NTPサーバおよびピアを設定できます。

はじめる前に

NTPサーバとそのピアの IPアドレスまたは DNS名がわかっていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure
terminal

ステッ

プ 1   

1つのサーバと1つのサーバアソシエーションを形成します。switch(config)# [no] ntp
server {ip-address |

ステッ

プ 2   NTPサーバとの通信で使用するキーを設定するには、keyキー
ワードを使用します。

dns-name} [key key-id]
[maxpoll max-poll]
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目的コマンドまたはアクショ

ン

[minpollmin-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

key-id引数の範囲は 1～ 65535です。

ピアをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、

maxpollおよびminpollキーワードを使用します。max-pollお
よびmin-poll引数の範囲は 4～ 16秒で、デフォルト値はそれ
ぞれ 6秒と 4秒です。

デバイスに対して対象のNTPサーバを優先にするには、prefer
キーワードを使用します。

指定された VRFを介して通信するよう NTPサーバを設定す
るには、use-vrfキーワードを使用します。

vrf-name引数として、default、management、または大文字と
小文字を区別した 32文字までの任意の文字列を使用できま
す。

NTPサーバとの通信で使用するキーを設定する場
合は、そのキーが、デバイス上の信頼できるキーと

して存在していることを確認してください。

（注）

1つのピアと 1つのピアアソシエーションを形成します。複
数のピアアソシエーションを指定できます。

switch(config)# [no] ntp
peer {ip-address |
dns-name} [key key-id]

ステッ

プ 3   

NPTピアとの通信で使用するキーを設定するには、keyキー
ワードを使用します。 key-id引数の範囲は 1～ 65535です。

[maxpoll max-poll]
[minpollmin-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

ピアをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、

maxpollおよびminpollキーワードを使用します。max-pollお
よびmin-poll引数の範囲は 4～ 17秒で、デフォルト値はそれ
ぞれ 6秒と 4秒です。

デバイスに対して対象の NTPピアを優先にするには、prefer
キーワードを使用します。

指定された VRFを介して通信するよう NTPピアを設定する
には、use-vrfキーワードを使用します。 vrf-name引数とし
て、default、management、または大文字と小文字を区別した
32文字までの任意の文字列を使用できます。

1つのピアと 1つのピアアソシエーションを形成します。複
数のピアアソシエーションを指定できます。

switch(config)# [no] ntp
peer {ip-address |
dns-name} [key key-id]

ステッ

プ 4   

NPTピアとの通信で使用するキーを設定するには、keyキー
ワードを使用します。 key-id引数の範囲は 1～ 65535です。

[maxpoll max-poll]
[minpollmin-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

ピアをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、

maxpollおよびminpollキーワードを使用します。max-pollお
よびmin-poll引数の範囲は 4～ 17秒で、デフォルト値はそれ
ぞれ 6秒と 4秒です。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

デバイスに対して対象の NTPピアを優先にするには、prefer
キーワードを使用します。

指定された VRFを介して通信するよう NTPピアを設定する
には、use-vrfキーワードを使用します。 vrf-name引数とし
て、default、management、または大文字と小文字を区別した
32文字までの任意の文字列を使用できます。

（任意）

設定されたサーバおよびピアを表示します。

switch(config)# show ntp
peers

ステッ

プ 5   

ドメイン名が解決されるのは、DNSサーバが設定
されている場合だけです。

（注）

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーション

をスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変

更を永続的に保存します。

switch(config)# copy
running-config
startup-config

ステッ

プ 6   

NTPサーバおよびピアを設定する例を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp server 192.0.2.10 key 10 use-vrf Red
switch(config)# ntp peer 192.0.2.100 prefer use-vrf Red
switch(config)# show ntp peers
--------------------------------------------------
Peer IP Address Serv/Peer
--------------------------------------------------
192.0.2.100 Peer (configured)
192.0.2.10 Server (configured)
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

NTP 認証の設定
ローカルロックを同期させる時刻源を認証するようデバイスを設定できます。NTP認証をイネー
ブルにすると、ntp trusted-keyコマンドによって指定されたいずれかの認証キーを時刻源が保持し
ている場合のみ、デバイスはその時刻源と同期します。デバイスは、認証チェックに失敗したす

べてのパケットをドロップし、それらのパケットでローカルクロックがアップデートされないよ

うにします。 NTP認証はデフォルトでディセーブルになっています。

はじめる前に

この手順で指定する予定の認証キーによって、NTPサーバが設定されていることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

認証キーを定義します。デバイスが時刻源と同期す

るのは、時刻源がこれらの認証キーのいずれかを持

switch(config)# [no] ntp
authentication-key number
md5 md5-string

ステップ 2   

ち、ntp trusted-key numberコマンドによってキー番
号が指定されている場合だけです。

Cisco NX-OSは、MD5ストリングで最大 15文字の
英数字をサポートしています。

（任意）

設定済みの NTP認証キーを表示します。
switch(config)# show ntp
authentication-keys

ステップ 3   

1つ以上のキー（ステップ2で定義されているもの）
を指定します。デバイスが時刻源と同期するために、

switch(config)# [no] ntp
trusted-key number

ステップ 4   

時刻源はこのキーをNTPパケット内に提供する必要
があります。信頼できるキーの範囲は 1～ 65535で
す。

このコマンドにより、デバイスが、信頼されていな

い時刻源と誤って同期する、ということが防止され

ます。

（任意）

設定済みの NTPの信頼されているキーを表示しま
す。

switch(config)# show ntp
trusted-keys

ステップ 5   

NTP認証機能をイネーブルまたはディセーブルにし
ます。NTP認証はデフォルトでディセーブルになっ
ています。

switch(config)# [no] ntp
authenticate

ステップ 6   

（任意）

NTP認証の状況を表示します。
switch(config)# show ntp
authentication-status

ステップ 7   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションに

コピーして、変更を永続的に保存します。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

次に、NTPパケット内で認証キー42を提示している時刻源とだけ同期するようデバイスを設定す
る例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
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switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

NTP アクセス制限の設定
アクセスグループを使用して、NTPサービスへのアクセスを制御できます。具体的には、デバイ
スを許可する要求のタイプ、およびデバイスが応答を受け取るサーバを指定できます。

アクセスグループを設定しない場合は、すべてのデバイスに NTPアクセス権が付与されます。
何らかのアクセスグループを設定した場合は、ソース IPアドレスがアクセスリストの基準をパ
スしたリモートデバイスに対してだけ、NTPアクセス権が付与されます。

手順

目的コマンドまたはアク

ション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure
terminal

ステップ 1   

NTPのアクセスを制御し、基本の IPアクセスリストを適用
するためのアクセスグループを作成または削除します。

switch(config)# [no] ntp
access-group {peer |
serve | serve-only |

ステップ 2   

アクセスグループのオプションは、次の順序で制限の緩い

ものから厳しいものへとスキャンされます。ただし、ピア
query-only}
access-list-name

に設定された拒否ACLルールにNTPが一致した場合、ACL
処理は停止し、次のアクセスグループオプションへと継続

しません。

• peerキーワードは、デバイスが時刻要求と NTP制御ク
エリーを受信し、アクセスリストで指定されているサー

バと同期するようにします。

• serveキーワードは、アクセスリストに指定されている
サーバからの時刻要求と NTP制御クエリーをデバイス
が受信できるようにしますが、指定されたサーバとは

同期しないようにします。

• serve-onlyキーワードは、デバイスがアクセスリストで
指定されたサーバからの時刻要求だけを受信するよう

にします。

• query-onlyキーワードは、デバイスがアクセスリスト
で指定されたサーバからの NTP制御クエリーのみを受
信するようにします。
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目的コマンドまたはアク

ション

（任意）NTPアクセスグループのコンフィギュレーション
を表示します。

switch(config)# show ntp
access-groups

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーション

をスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、

変更を永続的に保存します。

switch(config)# copy
running-config
startup-config

ステップ 4   

次に、アクセスグループ「accesslist1」からピアと同期できるようデバイスを設定する例を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# ntp access-group peer accesslist1
switch(config)# show ntp access-groups
Access List Type
-----------------------------
accesslist1 Peer
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

NTP ソース IP アドレスの設定
NTPは、NTPパケットが送信されたインターフェイスのアドレスに基づいて、すべての NTPパ
ケットにソース IPアドレスを設定します。特定のソース IPアドレスを使用するよう NTPを設定
できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

すべての NTPパケットにソース IPアドレスを
設定します。 ip-addressには IPv4または IPv6形
式を使用できます。

[no] ntp source ip-addressステップ 2   

次に、NTPソース IPアドレスに 192.0.2.2を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ntp source 192.0.2.2
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NTP ソースインターフェイスの設定
特定のインターフェイスを使用するよう NTPを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

すべての NTPパケットに対してソースインター
フェイスを設定します。次のリストに、interface
として有効な値を示します。

[no] ntp source-interface
interface

ステップ 2   

• ethernet

• loopback

• mgmt

• port-channel

• vlan

次に、NTP送信元インターフェイスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ntp source-interface ethernet

NTPLogging の設定
重要な NTPイベントでシステムログを生成するよう、NTPロギングを設定できます。 NTPロギ
ングはデフォルトでディセーブルになっています。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

重要なNTPイベントでシステムログを生成するこ
とをイネーブルまたはディセーブルにします。NTP

switch(config)# [no] ntp
logging

ステップ 2   

ロギングはデフォルトでディセーブルになってい

ます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

NTPロギングのコンフィギュレーション状況を表
示します。

switch(config)# show ntp
logging-status

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を永続的に保存します。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

次に、重要な NTPイベントによってシステムログを生成するよう、NTPロギングをイネーブル
にする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ntp logging
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

NTP 用の CFS 配信のイネーブル
NTPコンフィギュレーションを他の CFS対応デバイスに配信するために、NTP用の CFS配信を
イネーブルにできます。

はじめる前に

デバイスの CFS配信をイネーブルにしていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

CFSを介して配信される NTPコンフィギュレー
ションのアップデートをデバイスが受信すること

を、イネーブルまたはディセーブルにします。

switch(config)# [no] ntp
distribute

ステップ 2   

（任意）

NTP CFSの配信状況を表示します。
switch(config)# show ntp statusステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

ションにコピーして、変更を永続的に保存しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

次に、デバイスが CFSを介して NTP設定の更新を受信できるようにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ntp distribute
switch(config)# copy running-config startup-config

NTP 設定変更のコミット
NTPコンフィギュレーションの変更をコミットすると、保留データベースのコンフィギュレーショ
ン変更によって有効なデータベースが上書きされ、ネットワーク内のすべてのデバイスが同じコ

ンフィギュレーションを受け取ります。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

ネットワーク内のすべての Cisco NX-OSデバイスに
NTPコンフィギュレーションの変更を配信し、CFS

switch(config)# ntp commitステップ 2   

ロックを解放します。このコマンドは、保留データ

ベースに対して行われた変更によって、有効なデータ

ベースを上書きします。

NTP 設定変更の廃棄
コンフィギュレーション変更の後で、これらの変更をコミットせずに、破棄するよう選択するこ

ともできます。変更を破棄すると、Cisco NX-OSによって保留データベースの変更が削除され、
CFSロックが解放されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

保留データベースでNTPコンフィギュレーションの
変更を破棄して、CFSロックを解放します。このコ

switch(config)# ntp abortステップ 2   

マンドは、NTPコンフィギュレーションを起動した
デバイスで使用します。

CFS セッションロックの解放
NTPコンフィギュレーションを実行したが、変更をコミットまたは破棄してロックを解放し忘れ
た場合は、自分で、または他の管理者がネットワーク内の任意のデバイスからロックを解放でき

ます。また、この操作では、保留データベースの変更が破棄されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

保留データベースでNTPコンフィギュレーショ
ンの変更を破棄して、CFSロックを解放しま
す。

switch(config)# clear ntp sessionステップ 2   

NTP の設定確認
目的コマンド

NTPアクセスグループのコンフィギュレーショ
ンを表示します。

show ntp access-groups

設定済みの NTP認証キーを表示します。show ntp authentication-keys

NTP認証の状況を表示します。show ntp authentication-status

内部の NTP情報を表示します。show ntp internal

NTPのロギング状況を表示します。show ntp logging-status
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目的コマンド

すべての NTPサーバおよびピアのステータス
を表示します。

show ntp peer-status

すべての NTPピアを表示します。show ntp peer

NTP用の一時CFSデータベースを表示します。show ntp pending

保留 CFSデータベースと現行の NTPコンフィ
ギュレーションの差異を表示します。

show ntp pending-diff

RTSアップデートの状況を表示します。show ntp rts-update

NTPCFS配信セッションの情報を表示します。show ntp session status

設定済みの NTPソース IPアドレスを表示しま
す。

show ntp source

設定済みの NTPソースインターフェイスを表
示します。

show ntp source-interface

NTP統計情報を表示します。show ntp statistics {io | local |memory | peer
{ipaddr {ipv4-addr} | name peer-name}}

NTP CFSの配信状況を表示します。show ntp status

設定済みの NTPの信頼されているキーを表示
します。

show ntp trusted-keys

NTP情報を表示します。show running-config ntp

NTP の設定例

NTP の設定例

次に、NTPサーバおよびピアを設定し、NTP認証をイネーブルにして、NTPロギングをイネーブ
ルにした後で、その設定をスタートアップに保存し、リブートとリスタートを通して保存される

ようにする例を示します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp server 192.0.2.105 key 42
switch(config)# ntp peer 192.0.2.105
switch(config)# show ntp peers
--------------------------------------------------
Peer IP Address Serv/Peer
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--------------------------------------------------
192.0.2.100 Peer (configured)
192.0.2.105 Server (configured)
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# show ntp authentication-keys
-----------------------------
Auth key MD5 String
-----------------------------
42 aNicekey
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# show ntp trusted-keys
Trusted Keys:
42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# show ntp authentication-status
Authentication enabled.
switch(config)# ntp logging
switch(config)# show ntp logging
NTP logging enabled.
switch(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
switch(config)#

次に、以下の制約事項のある NTPアクセスグループの設定の例を示します。

• peerの制約事項は、「peer-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレスに適用さ
れます。

• serveの制約事項は、「serve-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレスに適用
されます。

• serve-onlyの制約事項は、「serve-only-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレ
スに適用されます。

• query-onlyの制約事項は、「query-only-acl」というアクセスリストの条件を満たす IPアドレ
スに適用されます。

switch# configure terminal
switch(config)# ntp peer 10.1.1.1
switch(config)# ntp peer 10.2.2.2
switch(config)# ntp peer 10.3.3.3
switch(config)# ntp peer 10.4.4.4
switch(config)# ntp peer 10.5.5.5
switch(config)# ntp peer 10.6.6.6
switch(config)# ntp peer 10.7.7.7
switch(config)# ntp peer 10.8.8.8
switch(config)# ntp access-group peer peer-acl
switch(config)# ntp access-group serve serve-acl
switch(config)# ntp access-group serve-only serve-only-acl
switch(config)# ntp access-group query-only query-only-acl
switch(config)# ip access-list peer-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.1.1.1 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.8.8.8 any
switch(config)# ip access-list serve-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.4.4.4 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.5.5.5 any
switch(config)# ip access-list serve-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.6.6.6 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.7.7.7 any
switch(config)# ip access-list query-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.2.2.2 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.3.3.3 any
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