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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス

トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」

表を参照してください。
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NTP について
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。

•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。

NTP アソシエーション
N TPアソシエーションは、次のいずれかになります。

•ピアアソシエーション：デバイスが別のデバイスに同期するか、別のデバイスをそのデバイ
スに同期させることができます。

•サーバアソシエーション：デバイスは、サーバに同期します。

設定する必要があるのはアソシエーションの片側だけです。他方のデバイスは自動的にアソシエー

ションを確立できます。
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NTP ブロードキャストアソシエーション
ブロードキャストベースのNTPアソシエーションでは、NTPサーバは、ネットワーク全体でNTP
ブロードキャストパケットを送信します。ブロードキャストクライアントは、サーバによって送

信されるブロードキャストパケットをリッスンし、ポーリングには関与しません。

NTPブロードキャストサーバを使用すると、承認されないメッセージが指定の IPv4ローカルブ
ロードキャストアドレスに送信され、クライアントからのリクエストは通常想定されないため、

大量の NTPトラフィックを生成する必要なしに数多くのクライアントを同期できます。

NTP マルチキャストアソシエーション
NTPマルチキャストサーバとして動作するデバイスは、NTPマルチキャストメッセージを所定
の IPv4または IPv6マルチキャストグループの IPアドレスに送信します。

NTPマルチキャストクライアントとして動作するデバイスは、NTPマルチキャストサーバから
所定の IPv4または IPv6マルチキャストグループの IPアドレスに送信される NTPマルチキャス
トパケットをリッスンします。

NTPマルチキャストサーバを使用すると、承認されないメッセージが指定のマルチキャストグ
ループアドレスに送信され、通常クライアントからのリクエストは期待されないため、数多くの

NTPトラフィックを作成する必要なしに大量のクライアントを同期できます。

タイムサーバとしての NTP
Cisco NX-OSデバイスでは、時刻を配信するために NTPを使用できます。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 の配信
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

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などの複数の時刻同
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を使用して、システム内のさまざまなクロックを制御するプロトコルを指定

できます。いったんプロトコルを指定すると、システムクロックの更新が始まります。クロック

マネージャの設定の詳細については『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration
Guide』を参照してください。

ハイアベイラビリティ

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。ハイアベイラビリティの詳細につ

いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』を参照してくだ
さい。

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。

仮想化のサポート

5.2より前のCiscoNX-OSリリースを実行している場合、プラットフォーム全体で 1つまでのNTP
のインスタンスがサポートされます。デフォルトの仮想デバイスコンテキスト（VDC）で NTP
を設定する必要があり、他に指定しない限りデフォルトの VDCが自動的に使用されます。

Cisco NX-OS Release 5.2以降を実行している場合、NTPの複数のインスタンスが、VDCごとに 1
つのインスタンスでサポートされます。VDCを特別に設定しない限り、デフォルトでは、Cisco
NX-OSのデフォルトの VDCが使用されます。システムクロックと同期されるのは常に 1つの
VDC（デフォルトでは、デフォルト VDC）のみです。他のすべての NTPデーモンは、他のデバ
イスの NTPサーバとしてのみ機能します。システムクロックと同期する VDCを変更するには、
clock protocol ntp vdcvdc-idコマンドを使用します。

NTPはVirtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを認識します。NTPサーバおよびNTP
ピアに対して特定の VRFを設定していない場合、NTPはデフォルトの VRFを使用します。VRF
の詳細情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参
照してください。

VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context ConfigurationGuide』
を参照してください。

NTP のライセンス要件
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
nx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。NX-OSライセンス方
式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

Cisco
NX-OS
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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。

• VDCを設定するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。設定情報につ
いては『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』、ライセン
ス情報については『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

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。

• Cisco NX-OSソフトウェアは、NTPバージョン 4（NTPv4）をサポートしています。

• NTPサーバ機能はサポートされます。

•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。

•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。

• NTPサーバを 2台設定することはお勧めしません。代わりに、1台、3台、4台、またはそれ
以上の NTPサーバを設定することをお勧めします。

すべての NTPサーバは、時間を返す際に同時に現在のエラーの推定値を返します。複数の
サーバを使用する場合、NTPではさらに、それらのサーバ間で時刻を決定することが必要に
なります。つまり、正しい時刻を含むはずの、1つの誤差の範囲が存在することになります。
NTPサーバが 2台の場合、どちらのソースがより正しいかを NTPクライアントは決定でき
ず、そのため、2つのソースで共通の範囲を小さくすることができないという問題が発生す
る可能性があります。

•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。

• 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。
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• 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。

•時刻の精度および信頼性要件が厳密ではない場合、NTPブロードキャストまたはマルチキャ
ストアソシエーションを使用すると、ネットワークがローカル化され、ネットワークは 20
以上のクライアントを持ちます。帯域幅、システムメモリ、または CPUリソースが限られ
ているネットワークでは NTPブロードキャストまたはマルチキャストアソシエーションの
使用をお勧めします。

情報の流れが一方向に限定されるため、NTPブロードキャストアソシエーショ
ンでは、時刻の精度がわずかに低下します。

（注）

• NTPソースインターフェイスおよびソース設定には、クライアントで設定された場合のみ適
用されるという制限があります。サーバ（NTPマスターを備えたスイッチ）で設定を行った
場合、出力パケットの送信元アドレスは受信した宛先アドレスのままとなります。

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。

デフォルトパラメータ

すべての VDCおよびすべてのインターフェイ
スに対してイネーブルにします。デフォルト

で、NTPはサーバおよびクライアントとしてイ
ネーブルです。

NTP

イネーブルNTPpassive（アソシエーションを形成するため
に NTPをイネーブルにする）

ディセーブルNTP認証

イネーブルNTPアクセス
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デフォルトパラメータ

ディセーブルNTP access group match all

ディセーブルNTP broadcast server

ディセーブルNTP multicast server

ディセーブルNTP multicast client

ディセーブルNTPロギング

NTP の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

VDC での NTP のイネーブル化またはディセーブル化
特定の VDCで NTPをイネーブルまたはディセーブルにできます。NTPは、デフォルトではすべ
ての VDCでイネーブルです。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

NTPをイネーブルまたはディセーブルに
します。

[no] feature ntp

例：
switch(config)# feature ntp

ステップ 2   

（任意）

NTPアプリケーションのステータスを表
示します。

show ntp status

例：
switch(config)# show ntp status
Distribution: Enabled

ステップ 3   

Last operational state: Fabric Locked
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

ピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

インターフェイスでの NTP のイネーブル化またはディセーブル化
特定のインターフェイスでNTPをイネーブルまたはディセーブルにできます。NTPは、デフォル
トではすべての VDCでイネーブルです。

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。

configure terminal

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one

ステップ 1   

per
line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet
6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

（任意）

指定のインターフェイスで NTP IPv4または
IPv6をディセーブルにします。インターフェ

[no]ntp disable{ip | ipv6}

例：
switch(config-if)# ntp disable ip

ステップ 3   

イス上でNTPを再度イネーブルにするにはこ
のコマンドの no形式を使用します。

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

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。
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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。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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]

例：
switch(config)# ntp master

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。指定で

きる範囲は 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

例：
switch(config)# show
running-config ntp

ステップ 3   

（任意）

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ま

す。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

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

使用している NTPサーバと、そのピアの IPアドレスまたはドメインネームシステム（DNS）名
がわかっ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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。

[no] ntp server {ip-address |
ipv6-address | dns-name} [key
key-id] [maxpoll max-poll]

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。key-id引数の範囲は 1～ 65535
です。

[minpoll min-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

例：
switch(config)# ntp server
192.0.2.10

サーバ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。

このサーバをデバイスの優先 NTPサーバにするには、
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に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文字までの任意の英数字の文字列を使用
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。

[no] ntp peer {ip-address |
ipv6-address | dns-name} [key
key-id] [maxpoll max-poll]

ステッ

プ 3   

NTP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。

[minpoll min-poll] [prefer]
[use-vrf vrf-name]

例：
switch(config)# ntp peer
2001:0db8::4101

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。

このピアをデバイスの優先 NTPピアにするには、prefer
キーワードを使用します。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
10

NTP の設定
NTP サーバおよびピアの設定



目的コマンドまたはアクション

指定されたVRFを介して通信するように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文字までの任意の英数字の文字列を使用で
きます。

（任意）

設定されたサーバおよびピアを表示します。

show ntp peers

例：
switch(config)# show ntp
peers

ステッ

プ 4   

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）

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ます。

copy running-config
startup-config

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

ステッ

プ 5   

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

NTPサーバおよび NTPピアの認証は、ntp serverおよび ntp peerコマンドのそれぞれで keyキー
ワードを使用して、アソシエーションごとに設定します。すべての NTPサーバとピアのアソシ
エーションを、指定する認証キーによって設定するようにしてください。ntp serverまたは ntp
peerコマンドで keyキーワードを指定しない場合、認証なしでの動作が続けられます。

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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

[no] ntp
authentication-keynumbermd5md5-string

例：
switch(config)# ntp authentication-key 42
md5 aNiceKey

ステッ

プ 2   
の認証キーのいずれかを持ち、ntp
trusted-keynumber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。

認証キーの範囲は1～65535です。MD5
文字列の場合は、最大 8文字の英数字
を指定できます。

Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降で
は、MD5文字列に最大32文字の英数字
を入力できます。

（任意）

設定済みの NTP認証キーを表示しま
す。

show ntp authentication-keys

例：
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

[no] ntp trusted-keynumber

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one per line.

ステッ

プ 4   
が時刻源と同期するために、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。Trusted Keyの範囲は
1～ 65535です。

End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp authentication-key 42
md5 aNiceKey
switch(config)# ntp server 10.1.1.1 key 42

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。

switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# copy running-config
startup-config
[########################################]
100%
switch(config)#

（任意）

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

例：
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。

[no] ntp authenticate

例：
switch(config)# ntp authenticate

ステッ

プ 6   

（任意）

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

例：
switch(config)# show ntp
authentication-status

ステッ

プ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

ピーします。

copy running-config startup-config

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

ステッ

プ 8   

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。

[no] ntp access-group {peer |
serve | serve-only | query-only}
access-list-name

例：
switch(config)# ntp
access-group peer
accesslist1

ステップ 2   

NTPがピアに設定されている拒否ACLルールに一致し
た場合、ACLの処理は停止し、次のアクセスグループ
オプションに継続されません。

• 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、アクセスリストで指定
されたサーバからの時刻要求のみをデバイスが受

信できるようにします。
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

（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。

show ntp access-groups

例：
switch(config)# show ntp
access-groups

ステップ 3   

（任意）

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ます。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 4   

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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

例：
switch(config)# ntp source
192.0.2.1

ステップ 2   

（任意）

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

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   
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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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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。?キーワードを

[no] ntp source-interface interface

例：
switch(config)# ntp
source-interface ethernet 2/1

ステップ 2   

使用して、サポートされるインターフェイス

を表示します。

（任意）

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

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

NTP ブロードキャストサーバの設定
インターフェイス上で NTP IPv4ブロードキャストサーバを設定できます。デバイスは、そのイ
ンターフェイスを介してブロードキャストパケットを定期的に送信します。クライアントは応答

を送信する必要はありません。

はじめる前に

switchto vdcコマンドを使用して特定の非デフォルトの VDCに変更します。

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。

configure t

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one

ステップ 1   

per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface
ethernet 6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの IPv4NTPブロー
ドキャストサーバをイネーブルにします。

[no] ntp broadcast
[destinationip-address] [keykey-id]
[versionnumber]

ステップ 3   

• destinationip-address：ブロードキャスト宛
先 IPアドレスを設定します。例：

switch(config-if)# ntp broadcast
destination 192.0.2.10 • key key-id：ブロードキャスト認証キー番

号を設定します。有効な範囲は 1～ 65535
です。

• versionnumber：NTPバージョンを設定し
ます。範囲は 2～ 4です。

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了します。

exit

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）推定ブロードキャストラウンドトリッ

プ遅延をマイクロ秒単位で設定します。範囲は

1～ 999999です。

（任意）[no] ntp
broadcastdelaydelay

例：
switch(config)# ntp
broadcastdelay 100

ステップ 5   

（任意）

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

フィギュレーションにコピーして、変更を継続

的に保存します。

次に、NTPブロードキャストパケットを送信するようにイーサネットインターフェイスを設定す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet6/1
switch(config-if)# ntp broadcast 192.0.2.10
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NTP マルチキャストサーバの設定
インターフェイスに対して NTP IPv4または IPv6マルチキャストサーバを設定できます。デバイ
スは、そのインターフェイスを介してマルチキャストパケットを定期的に送信します。

はじめる前に

switchto vdcコマンドを使用して特定の非デフォルトの VDCに変更します。

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。

configure t

例：
switch# config t
Enter configuration commands,

ステップ 1   

one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface
ethernet 6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの NTP IPv6ブロー
ドキャストサーバをイネーブルにします。

[no] ntp multicast [ipv4-address |
ipv6-address] [keykey-id] [ttlvalue]
[versionnumber]

ステップ 3   

• destinationip-address：ブロードキャスト宛先
IPアドレスを設定します。例：

switch(config-if)# ntp multicast
FF02:1::FF0E:8C6C • keykey-id：ブロードキャスト認証キー番号を

設定します。有効な範囲は 1～ 65535です。

• ttlvalue：マルチキャストパケットの存続可
能時間値。範囲は 1～ 255です。

• versionnumber：NTPバージョンを設定しま
す。

IPv4マルチキャストサーバで指定
できる範囲は 2～ 4です。

（注）

（任意）

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

ギュレーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。
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次に、NTPマルチキャストパケットを送信するようにイーサネットインターフェイスを設定する
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet2/2
switch(config-if)# ntp multicast FF02::1:FF0E:8C6C

NTP マルチキャストクライアントの設定
インターフェイス上で NTPマルチキャストクライアントを設定できます。デバイスは NTPマル
チキャストメッセージをリッスンし、マルチキャストが設定されていないインターフェイスから

のメッセージを廃棄します。

はじめる前に

switchto vdcコマンドを使用して特定の非デフォルトの VDCに変更します。

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。

configure t

例：
switch# config t
Enter configuration commands, one

ステップ 1   

per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interfacetype slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet
6/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定されたインターフェイスの NTP IPv6
ブロードキャストサーバをイネーブルにし

ます。

[no] ntp multicast client [ipv4-address |
ipv6-address]

例：
switch(config-if)# ntp multicast
FF02:1::FF0E:8C6C

ステップ 3   

（任意）

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

プコンフィギュレーションにコピーして、

変更を継続的に保存します。
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セカンダリ（非デフォルト）VDC での NTP 設定
同期のためにデフォルトのVDCとそのクライアントから時間更新を受信するように非デフォルト
VDC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   

非デフォルトVDCのNTPをイネーブルにします。switch(config)# feature ntpステップ 2   

正規のNTPサーバとしてデバイスを設定します。switch(config)# ntp masterステップ 3   

（任意）

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。

switch(config)# ntp
source-interface interface

ステップ 4   

• ethernet

• loopback

• mgmt

• port-channel

• vlan

（任意）

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 5   

（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、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 6   

次に、セカンダリ（非デフォルト）VDCで NTPを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature ntp
switch(config)# ntp master
switch(config)# ntp source-interface ethernet
switch(config)# ntp source 192.0.2.2
switch(config)# copy running-config startup-config
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NTP ロギングの設定
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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

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

[no] ntp logging

例：
switch(config)# ntp logging

ステップ 2   

します。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。

（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。

show ntp logging-status

例：
switch(config)# show ntp
logging-status

ステップ 3   

（任意）

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ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

NTP 用の CFS 配信のイネーブル化
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。
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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   

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、変更を継続的に保存しま

す。

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。
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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   

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   
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NTP の設定確認
NTPの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

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

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 peers

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

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 | ipv6-addr} | name peer-name}}

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セッションをクリアするには、clear ntp sessionコマンドを使用します。

NTP統計情報を消去するには、clear ntp statisticsコマンドを使用します。

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
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switch(config)# ntp peer 2001:0db8::4101
switch(config)# show ntp peers
--------------------------------------------------
Peer IP Address Serv/Peer
--------------------------------------------------
2001:db8::4101 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
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switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.3.3.3 any

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』

Clock Manager

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Command Reference』

NTP CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDCおよび VRF

MIB

MIB のリンクMIB

サポートされているMIBを検索およびダウンロード
するには、次の URLにアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

NTPに関連するMIB

NTP の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 1：NTP の機能の履歴

機能情報リリース機能名
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NTP認証キーの長さが、15文字か
ら 32文字の英数字に増加しまし
た。

7.3(0)D1(1)NTP

アクセスグループオプションを制

限の最も緩いものから最も厳しい

ものの順序でスキャンするための

ntp access-groupmatch-allコマンド
を導入しました。

6.2(2)NTP

NTPがアソシエーションを形成す
るのを防ぐ no ntp passiveコマンド
を導入しました。

6.2(2)NTP

インターフェイス上で NTPブロー
ドキャストおよびマルチキャスト

サーバおよびマルチキャストクラ

イアントを設定する機能を追加し

ました。

6.2(2)NTP

インターフェイス上で NTPをイ
ネーブルまたはディセーブルにす

る機能を追加しました。

6.2(2)NTP

NTPアクセスグループのオプショ
ンは、制限の緩いものから厳しい

ものの順序でスキャンされるよう

になりました。

6.1(1)NTP

NTP認証キーの長さが、8文字から
15文字の英数字に増加しました。

6.1(1)NTP

NTP認証キーの長さが、8文字から
15文字の英数字に増加しました。

5.2(3)NTP

すべてのVDCに対するNTPサポー
トを追加し、VDCはタイムサーバ
として機能可能になりました。

5.2(1)NTP

NTPのイネーブルまたはディセー
ブルに使用するコマンドが [no]ntp
enableから [no] feature ntpに変更さ
れました。

5.2(1)NTP
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既存のタイムサーバと同期されて

いない場合でも正規の NTPサーバ
としてデバイスを設定する機能が

追加され、時間を配信できるよう

になりました。

5.2(1)NTP

追加の NTPサービスに対するアク
セスをコントロールするために

serve、serve-only、query-onlyアク
セスグループオプションを追加し

ました。

5.2(1)NTPアクセスグループ

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する

機能が追加されました。

5.0(2)NTPアクセスグループ

NTP認証をイネーブルまたはディ
セーブルにする機能が追加されま

した。

5.0(2)NTP認証

NTP認証をイネーブルまたはディ
セーブルにする機能が追加されま

した。

5.0(2)NTPロギング

NTPサーバとの通信で使用するキー
を設定するために、ntp serverコマ
ンドにオプションのkeyキーワード
が追加されました。

5.0(2)NTPサーバコンフィギュレー
ション

CFSを使用して NTPコンフィギュ
レーションを配信する機能が追加

されました。

4.2(1)CFSサポート

ピアに送信したすべての NTPパ
ケットにNTPが含めるソース IPア
ドレスまたはソースインターフェ

イスを設定する機能が追加されま

した。

4.1(3)NTPソース IPアドレスまたは
インターフェイス

NTPをディセーブルにする機能が
追加されました。

4.0(3)NTP
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