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

目標
 

スパニングツリープロトコル（STP）はトポロジーのループの発生を防ぐネットワーク プ
ロトコルです。 これらのループは、場合ネットワークで引き起こされた、ネットワークで
利用可能なすべてのリソースを使用し、ネットワーク効率を減らします。
 
Rapid Spanning Tree Protocol （RSTP）は STP の拡張 なバージョン、それ提供しますル
ープ フリー トポロジーを得るためにより速い集約をです。 それは従ってネットワーク・ト
ポロジが自然にツリー構造の、より速く集約は可能性のあるであるかもしれませんとき最も
有効であり。
 
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 RSTP 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
  

RSTP インターフェイス設定
 

RSTP インターフェイス設定の設定の前に、スパニングツリー > STP ステータス及びグロ
ーバル設定から動作モードを Rapid STP（RSTP）/802.1w 選択する必要があります。 詳細
については 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
> RSTP インターフェイス設定を選択し。 Settings ページ RSTP インターフェイスは開き
ます:
 



 
ステップ 2.インターフェイス ドロップダウン リストから望ましいインターフェイスを選択
して下さい。 [Go] をクリックします。
  

個々のインターフェイス設定
 

 



ステップ 1.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
したいと思います遅らして下さい。 Settings ページ編集 RSTP インターフェイスは開きま
す:
 

 
インターフェイス フィールドのステップ 2. （オプションの）は望ましい 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—ラグ ドロップダウン リストから望ましいラグを選択して下さい。 リンク 集約 グ
ループ（ラグ）が複数の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 3.ポイント ツー ポイント管理 ステータス フィールドの望ましい Radio ボタンを
クリックして下さい。 利用可能なオプションは次のとおりです:
 

• 有効に なるとき enable —、ポートは RSTP エッジ ポートとして機能します。
 
• disable —エッジ ポートはポートで RSTP ポート、STP 使用されますではないです。
 
• 自動—ポートは RSTP BPDU の助けによって単独で決定します。 BPDU がスパニングツ
リー情報を送信するのに使用されています。



次の情報は表示されます。
 

• ポイント ツー ポイント操作上 status —ポイント ツー ポイント管理 ステータス フィー
ルドのステータス。
 
• ロール— STP パスを与えるために STP によって割り当てられるポートのロール。 利用
可能なロールは次のとおりです:
 

–ルート—それにルートブリッジにパケットを転送する低価格パスがあります。
 
–指定される—ブリッジが LAN からルートブリッジに低価格パスを与える、LAN に接続
されるインターフェイス。
 
–交替—ルート インターフェイスからのルートブリッジに代替パスを与えます。
 
– backup — Designated Port にバックアップパスを与えます。 バックアップ ポートはま
た LAN に共用 セグメントへの 2つ以上の確立された接続があるとき使用されます。
 
–無効—ポートはスパニングツリーに加わっていません。
 

• モード—標準的な STP または RSTP のようなスパニングツリーの現在のモード。
 
• エッジ ポートのファースト リンク操作上 status —ステータス。
 

– enable —エッジ ポートは有効に なります。
 
– disable —エッジ ポートは無効に なります。
 
–自動—インターフェイスが数秒間アクティブになるとエッジ ポートは有効に なります
。
 

• port status —選択されるポートの STP ステータス。
 

–無効— STP はポートで無効に なります。
 
–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。
 

ステップ 4. RSTP インターフェイス設定表への戻りの近くで『Apply』 をクリック し、次
にクリックして下さい。
 



 
RSTP か MSTP に移行されるかどうかリンク パートナーが STP 検出される場合ステップ
5. （オプションの）が、そしてこのテストの使用によってかどうかまだ存在 して いる リン
ク パートナーの STP および検出するのにそう使用されています。 リンク パートナーが
STP にあればデバイスは STP とそれぞれ RSTP か MSTP に RSTP かまた MSTP に移行さ
れたら、デバイス変更します交信を行います。
  

複数のインターフェイスに設定をコピーして下さい
 

ステップ 1.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 2.設定が提供されたフィールドで加えられるインターフェイスのインターフェイ
スか範囲を入力して下さい。
 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
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