CLI によるスイッチの設定 STP 設定
目標
Spanning Tree Protocol （STP）はブロードキャスト ストームから選択式にループを防ぐた
めにスタンバイ モードへのリンクを設定 することによってレイヤ2 ブロードキャスト ドメ
インを保護します。 スタンバイ モードでは、これらのリンクは一時的にユーザのデータを
転送することを止めます。 データ転送が可能になるように、トポロジーの変更がリンク自
動的に再稼働した後。
ネットワーク ループはホスト間に代替ルートがあると発生します。 これらのループはレイ
ヤ2スイッチのネットワークを渡るトラフィックを無限に転送するために原因になりまネッ
トワーク効率を減らします。 STP はネットワークでエンドポイント間のユニークなパスを
与えます。 これらのパスはネットワーク ループの可能性を軽減します。 STP は一般的に
冗長リンクがネットワーク ループを防ぐホストへあるとき設定されます。
デバイスサポート次のスパニングツリープロトコル バージョン:
●

●

●

クラシックは stp —ループを回避するおよび除去するあらゆる両端ステーション間の単
一パスを与えます。
Rapid STP（RSTP）/802.1w （RSTP） —ネットワーク トポロジをスパニングツリー
のより速い統合を提供するために検出する。 こ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、より速く統合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。 RSTP はデフォルトで有効に なります。
多重 STP （MSTP） — MSTP は RSTP に基づいています。 それはレイヤ2 ループを
検出する、送信トラフィックから複雑なポートを防ぐことによってそれらを軽減するよ
うに試みます。 ループが毎層 2 ドメイン基礎にあるので、状況は STP ループを除去す
るためにポートがブロックされるとき発生する場合があります。 トラフィックはブロ
ックされない、トラフィックはブロックされるポートに転送されませんポートに転送さ
れ。 これはブロック化ポートが未使用常にであるので帯域幅の効率的な使用方法では
ないです。

MSTP は複数の STP 例を有効に することによって各例でループを別々に検出する、軽減す
ることは可能性のあるであるように、この問題を解決します。 これは 1つ以上の STP 例の
ためにブロックされるべき他の STP 例のために非ブロックされるポートを有効に します。
もし違ったら VLAN は異なる STP 例と関連付けられます、そしてトラフィックは関連する
MST 例の STP ポート状態に基づいていました中継で送られます。 これは帯域利用率より
よく生じます。
この技術情報は CLI によってスイッチの STP を設定する方法を示すことを向けます。

適当なデバイス
●

●

●

●

●

Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ

[Software Version]
●

●

1.4.7.06 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

設定 スパニングツリー Properties
ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。
注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリッ
クします切り替えて下さい。

注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SG350X-48MP スイッチは Telnet によってアクセスされます。
呼び出します。 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィ
ギュレーション モードを開始して下さい:

ステップ 3 スイッチの STP 機能性を有効に するために、次を入力して下さい:

ステップ 4 STP プロトコルをスイッチで動作するために設定するために次を入力して下さ
い:

次のオプションがあります。
●

●

●

stp —標準的な STP は何れかの 2 つのエンドポイント間の単一パスを与え、ネットワ
ーキング ループを除去しおよび防ぎます。
rstp — RSTP はスパニングツリーのより速い統合を提供するためにネットワーク トポ
ロジを検出する。 このオプションは、デフォルトで有効です。
mst — MSTP は RSTP に基づいています。 それはレイヤ2 ループを検出する、送信ト
ラフィックから複雑なポートを防ぐことによってそれらを軽減するように試みます。

注: この例では、rstp は使用されます。
ステップ 5 デフォルトパス コスト 方式を設定 するために、次を入力して下さい:

次のオプションがあります。
●

●

ずっとポート パス コストの値を規定 します。 範囲は 1 200000000 までからあります
。
短いポート パス コストの値を規定 します。 範囲は 1 から 65535 からです。

ステップ 6 どのブリッジがルートブリッジとして選択されるか判別するのに使用されてい
るスイッチ STP 優先順位を設定するために、次を入力して下さい:

●

優先順位番号—ブリッジ優先順位を規定します。 範囲は 0 61440 までからあります。

注: この例では、32768 は使用されます。
どの位の割りでスイッチがその他のデバイスに HELLO メッセージをブロードキャストする
か設定するステップ 7. （オプションの）は、次を入力します:

●

秒—秒のスパニングツリー ハロータイムを規定 します。 範囲は 1 から 10 秒までです
。 デフォルト値は 2 秒です。

注: この例では、2 秒のデフォルト ハロータイムは使用されます。
STP 最大時間を設定するステップ 8. （オプションの）は次を入力します:

●

秒—秒のスパニングツリー ブリッジ 最大時間を規定 します。 範囲は 6 つの 40 秒まで
からです。 デフォルト値は 20 秒です。

注: この例では、20 秒のデフォルト値は使用されます。
ポート 時間数である STP ブリッジ前方時間を設定するステップ 9. （オプションの）はリ
スニングステートおよびラーニングステートを FORWARDING 状態を入力する前に、入力
します次を維持します:

●

秒—秒のスパニングツリー前方時間を規定 します。 範囲は 4 つの 30 秒までからです
。 デフォルト値は15秒です。

注: この例では、15 秒のデフォルト値は使用されます。
STP ループバック ガードを有効に するステップ 10. （オプションの）は次を入力します:

注: ルートポートか代替ルート ポートがブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を
受け取るかどうかこの機能を有効に して確認します。 この例では、STP ループバック ガー
ドは有効に なります。

ステップ 11.特権EXECモードに戻る exit コマンドを入力して下さい:

ステップ 12： （オプションの）スイッチの STP 設定を表示するために、次を入力して下
さい:

ステップ 13： （オプションの）スイッチの特権EXECモードで、次の入力によってスター
トアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに行われた設定を保
存して下さい:

ステップ 14： （オプションの）上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われたら
YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい。

CLI によって今うまくスイッチの STP 設定を行う必要があります。

