
ESW2-550X スイッチの Spanning Tree Protocol
（STP） インターフェイス設定 

目標
 

Spanning Tree Protocol （STP）はループはトポロジーに発生することを防ぐネットワーク
プロトコルです。 ネットワークで利用可能 なすべてのリソースをネットワーク使用で引き
起こされた場合これらのループはネットワーク効率を減らし。
 
STP インターフェイス設定がポートの原則ごとの a の STP の効率を高めるのに使用されて
います。 エッジポート 機能は FORWARDING 状態に設定 される ポートを使用して速くデ
バイスが接続されるとき増加を STP 統合の速度リンクします。 ルート ガードがおよびブリ
ッジ プロトコル データ ユニット （BPDU） ガードは STP トポロジを制御するのに使用さ
れています。 トポロジーのこの余分制御はブリッジループが発生することを防ぎます。
 
この技術情報は ESW2-550X スタック可能管理されたスイッチの STP インターフェイス設
定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

[Software Version]
 

• v1.2.9.44
  

STP インターフェイス設定
 

STP インターフェイス設定の設定がスパニングツリー > STP ステータス及びグローバルな
設定から、ユーザ標準的な STP 動作モードを選択する必要がある前に。 ESW2-550X スイ
ッチの技術情報 Configure Spanning-Tree Protocol （STP）ステータスおよびグローバルな
設定を参照して下さい。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはスパニングツリー
> STP インターフェイス設定を選択し。 Settings ページ STP インターフェイスは開きます:
 

 



ステップ 2.フィルタから望ましいインターフェイスを選択して下さい: ドロップダウン リス
トへのインターフェイスの種類等号。 [Go] をクリックします。
 

 
ステップ 3.ポートの Radio ボタンをクリックするか、または修正し、『Edit』 をクリック
したいと思うこと遅らして下さい。 編集 STP インターフェイス Settings ウィンドウは現わ
れます:
 

 
 
ステップ 4. （オプションの）はインターフェイス フィールドで編集されるべきインターフ
ェイスの Radio ボタンをクリックします。
 

• スイッチがスタックのマスターまたはスレーブであるかどうかユニット/スロットは port
— ユニット識別し、（ユニット 1 はマスターであり、ユニット 2 はスレーブです）。 ス



ロットはスイッチが ESW2-550 または ESW2-550X （slot1 は ESW2-550 およびスロット
2 です ESW2-550X です）であるかどうか識別します。 望ましいオプションをユニット/ス
ロット ドロップダウン リストから選択し、ポート ドロップダウン リストから望ましいポ
ートを選択して下さい。
 
• ラグ—どのラグを STP がラグ ドロップダウン リストからでアドバタイズされるか選択
して下さい。 リンク 集約 グループ（ラグ）がマルチポートをリンクするのに使用されて
います。 ラグは帯域幅を増加し、ポート 柔軟性を高め、ポート 使用方法を最適化するた
めに 2 つのデバイス間のリンク冗長性を提供します。
 

 
ステップ 5 インターフェイスの STP を有効に するために STP フィールドの Enable チェッ
クボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 6.エッジポート フィールドのファースト リンクの望ましい使用に対応する Radio
ボタンをクリックして下さい。 ファースト リンクが自動的にポートを設定 するか、または
FORWARDING 状態に遅れるのに時ポートまたはラグ リンク使用されています。 ファース
ト リンクは STP 統合を最適化します。
 

• enable —ファースト リンクをすぐに有効に します。
 
• 自動—有効は速くインターフェイスがアクティブになった数秒後にリンクします。 これ
はファースト リンクが有効に なる前に STP がループを解決するようにします。
 
• disable —ファースト リンクを無効に します。
 

ステップ 7 インターフェイスのルート ガードを有効に するためにルート ガード フィール
ドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。 このオプションはネットワークのル
ートブリッジ 配置を実施する方法を提供します。 ルート ガードが使用されています最近防
ぐのに接続装置が根付くことおよび STP トポロジに影響を与えることを。
 
ステップ 8 インターフェイスのブリッジ プロトコル データ ユニット （BPDU） ガードを
有効に するために BPDUガード フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下
さい。 BPDUガードはポートの STP ドメイン ボーダーを実施し、アクティブ接続形態を予
想できる保存することを許可します。 ポートに接続されるデバイスは有効に なる BPDU が
ある STP トポロジに影響を与える場合がありません。 スイッチが有効に なる BPDUガー
ドのポートの BPDU を受け取るときポートは無効に なり、SNMPトラップは生成されます
。
 



ステップ 9. BPDU 処理フィールドの望ましいオプションに対応する Radio ボタンをクリッ
クして下さい。 これは STP がポートで無効に なるとき BPDUパケットがどのように管理
されるか判別します。 BPDU が STP 情報を送信するのに使用されています。
 

• 使用 グローバルな設定— STP ステータスおよびグローバルな設定 ページで定義される
設定を使用します。
 
• フィルタリング— STP がインターフェイスで無効に なるとき BPDUパケットをフィルタ
リングします。
 
• あふれること— STP がインターフェイスで無効に なるとき BPDUパケットをあふれます
。
 

ステップ 10.パス コストはスイッチ間の帯域幅によって計算されます。 ルートポートはパ
ス コストに基づいて選択されます。 ルート ブリッジへのパス コストが最低であるポート
がルート ポートになります。 パス コスト フィールドで要される望ましい パスに対応する
Radio ボタンをクリックして下さい。 
 

• デフォルトコストがシステムによって生成した使用を default —使用して下さい。
 
• ユーザが定義する—ユーザが定義するフィールドでパス コストの値を入力して下さい。
 

ステップ 11： 優先順位 ドロップダウン リストからインターフェイスのプライオリティ値
を選択して下さい。 プライオリティ値はブリッジにループを形成できる 2 つのポートがあ
るときポート選択を判別します。 下部のは値、より高優先順位にポートは FORWARDING
状態にブリッジであります持っています。
 

 
次のフィールドはインターフェイスの統計情報を表示する。
 

• 特定のポートのポート州現在のステート。
 

–無効— STP はポートで無効に なります。 ポートはトラフィックを転送し、MAC アド
レスを学習します。
 
–ブロッキング—ポートはブロックされます。 ポートはトラフィックを転送するか、また
は MAC アドレスを学習できません。 ポートは BPDU データを転送できます。
 
–受信します—ポートはトラフィックを転送、MAC アドレスを学習できません。
 
–学びます—ポートはトラフィックを転送できません新しい MAC アドレスを学習できま
す。
 
–フォワーディング—ポートはトラフィックを転送、新しい MAC アドレスを学習できま
す。



• 代表ブリッジ id — 代表ブリッジのブリッジ優先順位および MAC アドレス。
 
• Designated Port id — 選択されたポートの優先順位およびインターフェイス。
 
• 指定コスト— STP トポロジの一部であるポートのコスト。 より低い コストでポートは
STP がループを検出する場合ブロックされてまずないです。
 
• 前方遷移—ポートが閉鎖状態から FORWARDING 状態に変更した回数。
 
• 速度—ポートの速度。
 
• ラグ—ポートが属するラグ。 ラグ設定はポート設定を無効にします。
 

ステップ 12： [Apply] をクリックします。
 
ステップ 13： （オプションの）他に 1 つのインターフェイスの設定をコピーするために設
定を『Copy』 をクリック して下さい。 Settings ページ コピーは開きます:
 

 
ステップ 14： 提供されたフィールドでにコピーされる必要があるインターフェイスに入っ
て下さい。
 
ステップ 15： [Apply] をクリックします。 
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