
300 シリーズによって管理されるスイッチのイ
ンターフェイスのスパニングツリープロトコル
（STP）を設定して下さい 

目的
 

スパニングツリープロトコル（STP）はループを回避するためにネットワークの異なる終了
点の間のユニークなパスを作成します。 ネットワーク ループは出典と宛先間に複数のパス
があると発生します。 ループは不整合を作成し、ネットワークを減速できます。 STP はネ
ットワークがループフリーであることを確認します。 ある特定のインターフェイスの STP
のカスタム設定をセキュリティ目的で作成できます。 管理される 300 シリーズはネットワ
ークにより多くのセキュリティを追加するのに使用できる提供異なる STP 機能を切り替え
ます。
 
この記事は 300 シリーズによって管理されるスイッチの特定のインターフェイスの STP お
よび機能を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

[Software Version]
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• 6.2.10.18 [他のすべての適当なデバイス]
  

設定 STP インターフェイス
 

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.インターフェイス型ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下
さい。
 
ステップ 3.インターフェイスのポートまたはラグのリストを表示するために『Go』 をクリ
ック して下さい。
 

 
ステップ 4.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。 編集 STP インターフェイス Setting ウィンドウは現わ
れます。
 



 
ステップ 5. （オプションの）はインターフェイス フィールドの望ましいインターフェイス
に対応する Radio ボタンをクリックします。
 

• port —ポート ドロップダウン リストから、設定するためにポートを選択して下さい。 こ
れは選択されたシングル ポートだけに影響を与えます。
 
• ラグ—ラグ廃棄リストから、設定するためにラグを選択して下さい。 これはラグ設定で
定義されたポートのグループに影響を与えます。
 

ステップ 6 インターフェイスの STP を有効に するために STP フィールドの有効をチェッ
クして下さい。
 
ステップ 7.エッジ Port 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。 ポートがリンクするときファースト リンクが FORWARDING
状態にポートを自動的に設定 するのに使用されています。 ファースト リンクは STP 集約
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 8 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
ドの有効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。 ルートブリッジとして引き継ぐためにルート ガードが新しい
接続装置を防ぐのに使用されています。
 



ステップ 9： 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 フィールドの有効をチェックして下さい。 BPDUガードは
ユーザがポートの 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 10. 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。
 

• 使用して下さいグローバル な設定— STP ステータスおよびグローバル な Settings 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 なるときすべてのインターフェイスに
BPDUパケットを転送します。
 

ステップ 11.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。 パス コストはポートからのルートポートへコストです。 STP はループ
フリー トポロジーを確認するのにこの値を使用します。 パス コストのための利用可能なオ
プションは次のとおりです:
 

• 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要されるパスの値を入力して下さい
。
 

ステップ 12： 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優先度値を選択
して下さい。 優先度値はブリッジにループで接続される 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ブリッジで持っています。
 
これらのフィールドはインターフェイスの統計情報を表示します:
 

• 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でしたり新しい 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。
 

• 指定ブリッジID —指定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 13： [Apply] をクリックします。
 
イメージは下記の設定の後で変更を描写します。
 

 
注: シングル ポートの STP 設定を複数のポートに適用するために、セクションを適用しま
す複数のポートに STP 設定を参照して下さい。
  

複数のポートに STP 設定を適用して下さい
 

このセクションは複数のポートにシングル ポートの STP 設定を適用する方法を説明します
。
 
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.複数のポートに設定を適用してほしいポートの Radio ボタンをクリックして下
さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 

 
ステップ 4 フィールドへのでは、ステップ 2.で選択したポートの同じ STP 設定があるポー
ト範囲を入力して下さい。 入力としてポートのポート番号か名前を使用できます。 5 1 の
ようなカンマで、3 分かれる入力、各ポートをできますまたは GE1、GE3、GE5 または 1-
5 または GE1-GE5 のようなポート範囲を入力することができます。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
下記のイメージは複数のポートにシングル ポート セキュリティとコンフィギュレーション
のアプリケーションを描写します。
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