
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの
Rapid Spanning Tree Protocol （RSTP） インタ
ーフェイス設定設定 

目的
 

Spanning Tree Protocol （STP）はループはネットワーク トポロジに発生することを防ぐネ
ットワークプロトコルです。 これらのループはスイッチの無限時間数 トラフィックに転送
するために原因になります。 これによりネットワーク効率を減らすネットワークはリソー
スにあふれ、使用します。
 
Rapid Spanning Tree Protocol （RSTP）は STP の機能拡張です。 RSTP はトポロジーの変
更の後でより速い STP 統合を提供します。 STP は RSTP が 6 秒の変更に応答できる間、
トポロジーの変更に応答する 30 から 50 秒かかる場合があります。
 
RSTP インターフェイス設定を使用するために、RSTP は STP ステータスおよびグローバ
ルな設定 ページで有効に する必要があります。
 
この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 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
 

• Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

RSTP インターフェイス設定
 

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. （オプションの）はポートをクリックしか、またはテストしたいと思う遅れ、
プロトコル 移行テストを実行するためにプロトコル 移行をこと『Activate』 をクリック し
ます。 そのリンク相手（接続装置）がそれでも存在 する STP を使用する場合このテスト探
索。 その場合、テストはリンク相手が RSTP か MSTP に移行したかどうか判別します。
リンク相手がそれでも STP リンクを使用する場合、デバイスは STP の使用によって交信を
行い続けます。 リンク相手が RSTP に移行される場合、デバイスは RSTP の使用によって
交信を行います。 リンク相手が MSTP に移行される場合、デバイスは MSTP の使用によっ
て交信を行います。
 

 
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
したいと思います遅らして下さい。
 



 
ステップ 5. （オプションの）は望ましいインターフェイスにインターフェイス フィールド
で設定するために対応する Radio ボタンをクリックします。
 

• port — ユニット/スロットからおよびポート ドロップダウン・リストは設定するためにポ
ートを選択します。 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
義されたポートの集まりに影響を与えます。
 

 
ステップ 6.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ポイント ツー ポ
イント リンクステータスに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• enable — ポートは RSTP エッジポートとみなされます。 ポートは転送モードにすぐに
行きます。
 
• disable —ポイント ツー ポイント リンクステータスは無効に なります。 ポートは規則的
な STP コンバージェンス 速度でより速い RSTP コンバージェンス 速度（6 秒）に対して
（30 から 50 秒）はたらきます。
 
• 自動—自動的に RSTP ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）の使用によってポ
イント ツー ポイント リンクステータスを判別します。
 

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:
 



• ポイント ツー ポイント動作状態—ポイント ツー ポイント管理 ステータス フィールドが
オートに設定 される場合管理 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たポートのロール。
 

–ルート–ポートはルートブリッジにパケットを転送する低価格パスです。
 
–指定される–ポートはブリッジが LAN に接続されるインターフェイスです。 このロール
は LAN からルートブリッジに低価格パスを与えます。
 
–交替–ポートはルート 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。
 
–バックアップ–ポートはスパニングツリーの方に Designated Port パスにバックアップ
パスを与えます。 これは 2 つのポートがポイント ツー ポイント リンクによってループ
で接続される設定が原因です。 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の一部ではないです。
 

• モード—ポートの現在のスパニングツリー モデル（STP か RSTP）。
 
• ファースト リンク 動作状態—ファースト リンクのステータス。
 

–イネーブルになった–ファースト リンクは有効に なります。
 
–無効–ファースト リンクは無効に なります。
 
–自動–ファースト リンクはインターフェイスがアクティブになった数秒後に有効に なり
ます。
 

• port status — 特定のポートの現在のステート。
 

–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
。
 

ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
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