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bridge-id
アクセスゲートウェイインスタンスのこのデバイスのブリッジ IDを設定するには、bridge-idコ
マンドをMSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィ
ギュレーション、PVSTAG VLANコンフィギュレーション、または PVRSTAG VLANコンフィ
ギュレーションサブモードで使用します。

bridge-id id [startup-value startup-id]

___________________
構文の説明

スイッチのMACアドレス。これには、任意の 48ビット値を指定できま
す。

id

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動ブリッジ IDを設定します。startup-id

___________________
コマンドデフォルト MSTAG/REPAGの場合は、スイッチのMACアドレス。 PVSTAG/PVRSTAGの場合は、インター

フェイスのMACアドレス。

起動値が指定されていない場合、起動時に標準値が使用されます。

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション、PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAGVLANコンフィギュレーションおよび
PVRSTAG VLANコンフィギュレーションサブモードでサポート
されていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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アクセスゲートウェイを設定すると、STPBPDUでアドバタイズされるブリッジ IDの値を変更す
るために、このコマンドが使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface（MSTAG/REPAGの場合）

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAG/PVRSTAGの場合）

___________________
例 次に、ブリッジ IDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# bridge-id 001c.0000.0011

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）
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説明コマンド

Resilient Ethernet Protocol AccessGateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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bringup delay
MSTPトポロジに追加されるまでに、インターフェイスが最初に作成されるときの遅延を設定す
るには、MSTPコンフィギュレーションモードで bringup delayコマンドを使用します。

bringup delay for interval {seconds| minutes| hours}

no bringup delay for interval {seconds| minutes| hours}

___________________
構文の説明 MSTPトポロジにインターフェイスを追加する際の遅延時間。間隔

遅延を秒単位で指定します。seconds

遅延を分単位で指定します。minutes

遅延を時間単位で指定します。hours

___________________
コマンドデフォルト bringup delayコマンドが設定されていない場合、インターフェイスは作成されるとすぐにMSTP

トポロジに追加されます。

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、インターフェイスが最初に機能するとき（たとえば、ラインカードが初めて起

動したとき）に、MSTPの動作を変更するために使用されます。デフォルトでは、インターフェ
イスはMSTPトポロジに追加されます。また、インターフェイスが機能することをシステムが宣
言するとすぐに転送状態になる場合があります。しかし、この時点では、データプレーンはイン

ターフェイスでトラフィックを転送するように完全には準備されていない可能性があります。

bringupdelayが設定されている場合、MSTPは指定された遅延期間、インターフェイスをブロック
状態に維持し、指定期間が経過した後にのみMSTPトポロジにそれを追加します。
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bringup delayの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN
and Ethernet Services ConfigurationGuide』の「ImplementingMultiple Spanning Tree Protocol」モジュー
ルを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、bringup delayを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#spanning-tree mst A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# bringup delay for 20 seconds

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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clear ethernet mvrp statistics
イーサネットインターフェイスのMVRP統計情報をクリアするには、EXECモードでclearethernet
mvrp statisticsコマンドを使用します。

clear ethernet mvrp statistics {interface type interface-path-id| location location| all}

___________________
構文の説明

（任意）特定のインターフェイスのMVRP統計情報をクリアします。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

特定の場所のインターフェイスのMVRP統計情報。location

場所を完全修飾で指定します。location

すべてのインターフェイスのMVRP統計情報をクリアします。all

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行ethernet-services

___________________
例 次に、bringup delayを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet mvrp statistics all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）
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cost
現在のポートの特定のインスタンスの内部パスコストを設定するには、MSTAGインターフェイ
スインスタンスまたはREPAGインターフェイスインスタンスコンフィギュレーションサブモー
ドで costコマンドを使用します。

cost cost [startup-value startup-cost]

___________________
構文の説明

ポートコスト範囲は 1～ 200000000です。cost

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動用内部パスコストを設定します。startup-id

___________________
コマンドデフォルト 起動値が指定されていない場合、デフォルトで 200000000に設定されます。

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスインスタンスコンフィギュレーション、REPAGインスタンスコンフィ

ギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、STP BPDUのこのMSTI用にアドバタイズするコスト値を変更するためにアク
セスゲートウェイを設定する場合に使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、10000にポートコストを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if-inst)# cost 10000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol AccessGateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）
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debug ethernet mvrp packets
送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルにするには、EXECモードでdebug ethernet
mvrp packetsコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

debug ethernetmvrp packets {brief| full| hexdump} [direction {received| sent}] [interface interface-name|
location node-id]

no debug ethernet mvrp packets {brief| full| hexdump} [direction {received| sent}] [interface
interface-name| location node-id]

___________________
構文の説明

簡単なデバッグの出力をイネーブルにします。brief

完全なデバッグの出力をイネーブルにします。full

16進数のパケットの RAWコンテキストとともに、完全なデバッグ出力
をイネーブルにします。

hexdump

（任意）パケット方向への出力を制限します。direction

受信したパケットを示します。received

送信されたパケットを示します。Sent

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface interface-name

（任意）場所を示します。 node-id引数は、rack/slot/module表記で入力
します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、デバッグはすべてのインターフェイスに対して両方向にイネーブルです。

___________________
コマンドモード EXEC

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスのコマ
ンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26119-02-J 13

多重スパニングツリープロトコルコマンド

debug ethernet mvrp packets



___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りethernet-services

___________________
例 次に、短いMVRPパケットのデバッグをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug ethernet mvrp packets brief
Thu Oct 28 02:56:35.048 DST

次に、特定の場所で完全なMVRPパケットのデバッグをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug ethernet mvrp packets full location 0/0/CPU0
Mon Nov 15 20:02:13.636 PST

次に、特定のインターフェイスで受信した短いMVRPパケットのデバッグをイネーブルにする例
を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug ethernet mvrp packets brief direction received interface
gigabitEthernet 0/0/0/1
Thu Nov 25 21:09:01.986 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）
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説明コマンド

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernet mvrp status, （123ペー
ジ）
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debug ethernet mvrp protocol
特定のインターフェイス、場所、またはVLANでMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにす
るには、EXECモードで debug ethernet mvrp protocolコマンドを使用します。デバッグをディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

debug ethernet mvrp protocol [vlan vlan-id] [interface interface-name| location node-id]

no debug ethernet mvrp protocol [vlan vlan-id] [interface interface-name| location node-id]

___________________
構文の説明

（任意）フィルタリングに使用する特定の VLAN ID。vlan vlan-id

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface interface-name

（任意）場所を示します。 node-id引数は、rack/slot/module表記で入力し
ます。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、デバッグはすべての VLAN、インターフェイス、および場所でイネーブルにな

ります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット mvrpプロトコルをデバッグする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug ethernet mvrp protocol
Thu Oct 28 03:05:21.575 DST

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug ethernet mvrp protocol location 0/0/CPU0
Mon Nov 15 20:11:56.607 PST

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug ethernet mvrp protocol interface gigabitEthernet 0/0/0/1
Mon Nov 15 20:12:49.776 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示
します。

show ethernet mvrp mad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernetmvrp status, （123ページ）
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debug spanning-tree mst packet
送受信されたMSTPパケットのデバッグをイネーブルにするには、EXECモードで debug
spanning-tree mst packetコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

debug spanning-tree mst packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

no debug spanning-tree mst packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

___________________
構文の説明

簡単なデバッグの出力をイネーブルにします。brief

完全なデバッグの出力をイネーブルにします。full

送信されたパケットを表示します。sent

受信したパケットを表示します。received

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-name

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスが指定されていない場合、すべてのインターフェイスでデバッグがイネーブル

になります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、受信パケットの簡単なデバッグをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mst packet brief received
Mon Nov 15 20:42:58.584 PST

次に、特定の場所で受信したパケットの簡単なデバッグをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mst packet brief received location 0/0/CPU0

Mon Nov 15 20:44:15.082 PST

次に、特定のインターフェイスで受信したパケットの簡単なデバッグをイネーブルにする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mst packet brief received interface gigabitEthernet
0/0/0/1
Mon Nov 15 20:45:40.047 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

すべての受信されたパケットまたは送信されたパケットの

RAWパケット出力のデバッグをイネーブルにします。
debug spanning-tree packet raw, （24
ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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debug spanning-tree mst protocol-state
ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変化のデバッグ、トポロジ変更の通知を

イネーブルにするには、EXEVモードで debug spanning-tree mst protocol-stateコマンドを使用し
ます。デバッグをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

debug spanning-tree mst protocol-state [instance instance-id] [interface interface-name]

no debug spanning-tree mst protocol-state [instance instance-id] [interface interface-name]

___________________
構文の説明

特定のMSTIのデバッグを表示します。instance instance-id

特定のインターフェイスのデバッグを表示します。interface interface-name

___________________
コマンドデフォルト インスタンスまたはインターフェイスが指定されていない場合、すべてのインスタンスおよびイ

ンターフェイスでデバッグがイネーブルになります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface
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___________________
例 次に、プロトコル状態のデバッグをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mst protocol-state
Mon Nov 15 20:53:52.793 PST

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mst protocol-state interface gigabitEthernet
0/0/0/1
Mon Nov 15 20:54:57.310 PST

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mst protocol-state instance 4094
Mon Nov 15 20:59:35.860 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況

を表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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debug spanning-tree mstag packet
MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにするには、EXECモードで debug spanning-tree mstag
packetコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

debug spanning-tree mstag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

no debug spanning-tree mstag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

___________________
構文の説明

簡単なデバッグの出力をイネーブルにします。brief

完全なデバッグの出力をイネーブルにします。full

受信したパケットを表示します。received

送信されたパケットを表示します。sent

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-name

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスが指定されていない場合、すべてのインターフェイスでデバッグがイネーブル

になります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、MSTAGパケットデバッグをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mstag packet brief received
Mon Nov 15 21:11:30.464 PST

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree mstag packet full sent interface gigabitEthernet
0/0/0/1
Mon Nov 15 21:12:23.391 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべての受信されたパケットまたは送信されたパケットの

RAWパケット出力のデバッグをイネーブルにします。
debug spanning-tree packet raw, （24
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）
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debug spanning-tree packet raw
すべての受信されたパケットまたは送信されたパケットのRAWパケット出力のデバッグをイネー
ブルにするには、EXECモードで debug spanning-tree packet rawコマンドを使用します。デバッ
グをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

debug spanning-tree packet raw {sent| received} [interface interface-name]

no debug spanning-tree packet raw {sent| received} [interface interface-name]

___________________
構文の説明

受信したパケットを表示します。received

送信されたパケットを表示します。sent

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-name

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスが指定されていない場合、すべてのインターフェイスでデバッグがイネーブル

になります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、すべての STPプロトコル、つまり、MSTP、MSTAG、REPAG、PVSTAG、およ
び PVRSTAGの RAWパケットデバッグをイネーブルにします。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、特定の場所で受信したパケットの RAWパケット出力のデバッグをイネーブルにする例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree packet raw received location 0/0/CPU0
Mon Nov 15 21:16:42.570 PST

次に、特定のインターフェイスから送信されたパケットのRAWパケット出力のデバッグをイネー
ブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree packet raw sent interface gigabitEthernet 0/0/0/1
Mon Nov 15 21:17:43.303 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-treemst packet, （18ペー
ジ）

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

送受信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブ
ルにします。

debug spanning-tree pvrstag packet, （27
ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブル
にします。

debug spanning-tree pvstag packet, （29
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイ
デバッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサ
ブモードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANのRapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとに
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）
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説明コマンド

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）
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debug spanning-tree pvrstag packet
送受信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルにするには、EXECモードで debug
spanning-tree pvrstag packetコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、この
コマンドの no形式を使用します。

debug spanning-tree pvrstag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

no debug spanning-tree pvrstag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

___________________
構文の説明

簡単なデバッグの出力をイネーブルにします。brief

完全なデバッグの出力をイネーブルにします。full

送信されたパケットを示します。sent

受信したパケットを示します。received

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-name

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスが指定されていない場合、すべてのインターフェイスでデバッグがイネーブル

になります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

デバッグethernet-services

___________________
例 次に、特定のインターフェイスで受信した PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルにする例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree pvrstag packet brief received interface
gigabitEthernet 0/0/0/1
Wed Nov 24 22:12:33.861 PST

次に、特定のインターフェイスから送信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルにす
る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree pvrstag packet brief sent interface gigabitEthernet
0/0/0/1
Wed Nov 24 22:15:12.893 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）
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debug spanning-tree pvstag packet
送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルにするには、EXECモードで debug
spanning-tree pvstag packetコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコ
マンドの no形式を使用します。

debug spanning-tree pvstag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

no debug spanning-tree pvstag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

___________________
構文の説明

簡単なデバッグの出力をイネーブルにします。brief

完全なデバッグの出力をイネーブルにします。full

送信されたパケットを示します。sent

受信したパケットを示します。received

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-name

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスが指定されていない場合、すべてのインターフェイスでデバッグがイネーブル

になります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

デバッグethernet-services

___________________
例 次に、特定のインターフェイスで受信した PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルにする例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree pvstag packet brief received interface
gigabitEthernet 0/0/0/1
Wed Nov 24 22:12:33.861 PST

次に、特定のインターフェイスから送信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルにする
例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree pvstag packet brief sent interface gigabitEthernet
0/0/0/1
Wed Nov 24 22:15:12.893 PST

___________________
関連コマンド 説明コマンド

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとに
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）
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debug spanning-tree repag packet
Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデバッグコマンドをイネーブルにするに
は、EXECモードでdebug spanning-tree repagpacketコマンドを使用します。デバッグをディセー
ブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

debug spanning-tree repag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

no debug spanning-tree repag packet {brief| full} {sent| received} [interface interface-name]

___________________
構文の説明

簡単なデバッグの出力をイネーブルにします。brief

完全なデバッグの出力をイネーブルにします。full

受信したパケットを表示します。received

送信されたパケットを表示します。sent

（任意）インターフェイスによってフィルタリングします。

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-name

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスが指定されていない場合、すべてのインターフェイスでデバッグがイネーブル

になります。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、特定のインターフェイスで受信した REPアクセスゲートウェイパケットの簡単なデバッ

グをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree repag packet brief received interface
gigabitEthernet 0/0/0/1
Mon Nov 15 21:26:08.155 PST

次に、特定の場所から送信されたREPアクセスゲートウェイパケットの完全なデバッグをイネー
ブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#debug spanning-tree repag packet full sent location 0/0/CPU0
Mon Nov 15 21:27:10.674 PST
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edge-mode
マルチスパニングツリーインスタンス（MSTI）のMSTAGエッジモードをイネーブルにするに
は、MSTAGインスタンスコンフィギュレーションサブモードで edge-modeコマンドを使用しま
す。MSTAGエッジモードをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

edge-mode

no edge-mode

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

___________________
例 次に、edge-modeコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#spanning-tree mstag A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag)#interface GigabitEthernet 0/2/0/1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)#instance 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if-inst)#edge-mode
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if-inst)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を示します。

showspanning-treemstag, （145ページ）
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external-cost（MSTAG/REPAG）
現在のポートに外部パスコストを設定するには、MSTAGインターフェイスまたは REPAGイン
ターフェイスコンフィギュレーションサブモードで external-costコマンドを使用します。

external-cost cost [startup-value startup-cost]

___________________
構文の説明

インターフェイスの外部パスコスト。範囲は 1～ 200000000です。cost

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

外部パスコストを設定します。startup-cost

___________________
コマンドデフォルト 起動値が設定されていない場合、起動値はデフォルトでは 200000000に設定されます。

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、このインターフェイスから送信される STP BPDUでアドバタイズした外部コス
トを変更するためにアクセスゲートウェイを設定する場合に使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、10000に外部コストを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# external-cost 10000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

showspanning-tree repag, （156ページ）
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external-cost（MSTP）
現在のポートに外部パスコストを設定するには、MSTPインターフェイスコンフィギュレーショ
ンサブモードで external-costコマンドを使用します。

external-cost cost

___________________
構文の説明

ポートコスト範囲は 1～ 200000000です。cost

___________________
コマンドデフォルト デフォルトパスコストは、リンク速度によって異なります。

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、10000に外部コストを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router:router(config-mstp-if)# external-cost 10000
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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flush containment disable
ブリッジでフラッシュ抑制機能をディセーブルにするには、MSTPコンフィギュレーションサブ
モードで flush containment disableコマンドを使用します。

flush containment disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト フラッシュ抑制機能がイネーブルになります。

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

フラッシュ抑制は、不要なMACフラッシュを回避するのに役立つシスコの機能の一種です。
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide』
の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ブリッジでフラッシュ抑制機能をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# flush containment disable
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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forward-delay
ブリッジに forward-delayパラメータを設定するには、MSTPコンフィギュレーションサブモード
で forward-delayコマンドを使用します。

forward-delay seconds

___________________
構文の説明

ブリッジの転送遅延時間（秒単位）。範囲は 4～ 30です。seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：15

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ブリッジの転送遅延パラメータを 20に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# forward-delay 20
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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guard root
ポートがスイッチのルートポートになるのを防ぐには、MSTPインターフェイスコンフィギュ
レーションサブモードで guard rootコマンドを使用します。

guard root

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト RootGuardはディセーブルです。

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、ポートがルートポートになることを防止することで、インターフェイス上の

ルートガード機能をイネーブルにします。この機能を使用して、MSTPネットワーク内にルート
ブリッジを強制的に配置できます。ルートガードの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services ConfigurationGuide』の「ImplementingMultiple
Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ポートで RootGuardをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# guard root

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスのコマ
ンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26119-02-J 43

多重スパニングツリープロトコルコマンド

guard root



___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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guard topology-change
ポートでトポロジ変更ガードをイネーブルにするには、MSTPインターフェイスコンフィギュレー
ションサブモードで guard topology-changeコマンドを使用します。

guard topology-change

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト TopologyChangeGuardはディセーブルです。

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドにより、このインターフェイスのトポロジ変更ガード（制限付きTCNとも呼ばれま
す）がイネーブルになります。この機能がイネーブルの場合、このインターフェイスからのトポ

ロジの変更、またはこのインターフェイスの BPDUで受信されたトポロジの変更は、MSTPネッ
トワークの残りの部分に伝搬されません。ガードトポロジの詳細については、『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide』の「Implementing
Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、ポートで TopologyChangeGuardをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# guard topology-change

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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hello-time（Access Gateway）
このインターフェイスで BPDUを送信する頻度を設定するには、MSTAGインターフェイスコン
フィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレーション、PVSTAG VLANコン
フィギュレーション、または PVRSTAG VLANコンフィギュレーションサブモードで hello-time
コマンドを使用します。

hello-time seconds

___________________
構文の説明 helloタイム（秒）。範囲は 1～ 2です。seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：2

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション、PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAGVLANコンフィギュレーションおよび
PVRSTAGVLANコンフィギュレーションモードでサポートされ
ていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface（MSTAG/REPAGの場合）

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAG/PVRSTAGの場合）
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___________________
例 次に、ポートの helloタイムを 1に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# hello-time 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol AccessGateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）
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説明コマンド

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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hello-time（MSTP）
ポートのhelloタイムを設定するには、MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドで hello-timeコマンドを使用します。

hello-time seconds

___________________
構文の説明 helloタイム（秒）。範囲は 1～ 2です。seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：2

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ポートの helloタイムを 1に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# hello-time 1
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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instance（MSTAG/REPAG）
MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまたは REPAGインスタンスコンフィギュ
レーションモードを開始するには、それぞれMSTAGインターフェイスまたは REPAGインター
フェイスコンフィギュレーションモードで instanceコマンドを使用します。

instance id

___________________
構文の説明 MSTI ID。範囲は 0～ 4094です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インスタンス IDが 0の場合、領域の ISTを表します。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスの
コマンドリファレンスリリース 4.2.x

52 OL-26119-02-J  

多重スパニングツリープロトコルコマンド

instance（MSTAG/REPAG）



___________________
例 次に、MSTAGインスタンスコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag)# instance 101
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-inst)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

showspanning-tree repag, （156ページ）
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instance（MSTP）
多重スパニングツリーインスタンス（MSTI）コンフィギュレーションサブモードを開始するに
は、MSTPコンフィギュレーションサブモードで instanceコマンドを使用します。

instance id

___________________
構文の説明 MSTI ID。範囲は 0～ 4094です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インスタンス IDが 0の場合、領域の CISTを表します。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスの
コマンドリファレンスリリース 4.2.x

54 OL-26119-02-J  

多重スパニングツリープロトコルコマンド

instance（MSTP）



___________________
例 次に、MSTIコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# instance 101
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-inst)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

現在のMSTIのブリッジプライオリティを設定しますpriority（MSTP）, （101ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

現在のMSTIと一連の VLAN IDを関連付けます。vlan-id（MSTP）, （179ページ）
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instance cost
現在のポートに特定のインスタンスの内部パスコストを設定するには、MSTPインターフェイス
コンフィギュレーションサブモードで instance costコマンドを使用します。

instance id cost cost

___________________
構文の説明 MSTI ID。範囲は 0～ 4094です。id

ポートコスト範囲は 1～ 200000000です。cost

___________________
コマンドデフォルト デフォルトパスコストは、リンク速度によって異なります。

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インスタンス IDが 0の場合、領域の ISTを表します。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、インスタンス ID 101の port costを 10000に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# instance 101 cost 10000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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instance port-priority
MSTIの port priorityパフォーマンスパラメータを設定するには、MSTPインターフェイスコン
フィギュレーションサブモードで instance port-priorityコマンドを使用します。

instance id port-priority priority

___________________
構文の説明 MSTI ID。範囲は 0～ 4094です。id

ポートプライオリティです。範囲は 0～ 240で、16の倍数にします。priority

___________________
コマンドデフォルト priority：128

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インスタンス IDが 0の場合、領域の CISTを表します。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、インスタンス ID 101の port priorityを 160に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# instance 101 port-priority 160

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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interface（MSTAG/REPAG）
MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定されたポートの
MSTAGをイネーブルにするには、MSTAGコンフィギュレーションサブモードで interfaceコマ
ンドを使用します。

interface {Bundle-Ether| GigabitEthernet| TenGigE} instance.subinterface

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンスと、それに続くサブインターフェイス

ID。名前の表記は instance.subinterfaceの形式で、表記の一部として引数をピ
リオドで区切る必要があります。

•インスタンス引数を次の物理インターフェイスインスタンスに置き換え
ます名前表記は rack/slot/module/portです。値の間に表記の一部として
スラッシュが必要です。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：カードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール
（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

• subinterface引数をサブインターフェイスの値に置き換えます。範囲は
0～ 4095です。

instance.subinterface

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTAGコンフィギュレーション、REPAGコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定されたサブインターフェイスはタグなしパケットと一致するように設定する必要がありま

す。つまり、encapsulationuntaggedを使用して設定する必要があります。特定のポートに単一の
サブインターフェイスのみを指定できます。

特定のポートは、MSTP MSTAG、REPAG、PVSTAGまたは PVRSTAGのいずれかを使用しての
みイネーブルにできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag)# interface GigabitEthernet0/2/0/30.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイ
デバッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を示します。

show spanning-treemstag, （145ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ページ）
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interface（MSTP）
MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定したポートの STPを
イネーブルにするには、MSTPコンフィギュレーションサブモードで interfaceコマンドを使用し
ます。

interface {Bundle-Ether| GigabitEthernet| TenGigE} instance

___________________
構文の説明

ラック、スロット、インスタンス、またはポート形式でインターフェイス

を転送します。

instance

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のポートは、MSTP MSTAG、REPAG、PVSTAGまたは PVRSTAGのいずれかを使用しての
みイネーブルにできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# interface GigabitEthernet 0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスのコマ
ンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26119-02-J 63

多重スパニングツリープロトコルコマンド

interface（MSTP）



interface（PVSTAG/PVRSTAG）
PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、指定されたポートに対して PVSTAGまたは PVRSTAGのいずれかをイネーブルにす
るには、PVSTおよびPVRSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブモードで interface
コマンドを使用します。

interface {GigabitEthernet| TenGigE} instance

___________________
構文の説明

ラック、スロット、インスタンス、またはポート形式でインターフェイス

を転送します。

instance

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード PVSTAGおよび PVRSTAGの設定

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のポートは、MSTP MSTAG、REPAG、PVSTAGまたは PVRSTAGのいずれかを使用しての
みイネーブルにできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスの
コマンドリファレンスリリース 4.2.x

64 OL-26119-02-J  

多重スパニングツリープロトコルコマンド

interface（PVSTAG/PVRSTAG）



___________________
例 次に、PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイスコンフィギュレーションサ

ブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag)# interface GigabitEthernet 0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するために
使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するために
使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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join-time
すべてのアクティブポートに join timeを設定するには、MVRPコンフィギュレーションモードで
join-timeコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

join-time interval

no join-time interval

___________________
構文の説明

すべてのアクティブポートの join timerパラメータの最大時間。範囲は 100
～ 1000です。デフォルト値は 200です。

interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 200ミリ秒です。

___________________
コマンドモード MVRPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

___________________
例 次に、アクティブポートに join timeを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst AA
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# mvrp static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# periodic transmit interval 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# join-time 200
!

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernetmvrp status, （123ページ）
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leave-time
すべてのアクティブポートに leave timeを設定するには、MVRPコンフィギュレーションモード
で leave-timeコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドのno形式を使用し
ます。

leave-time interval

no leave-time interval

___________________
構文の説明

すべてのアクティブポートの leaveall timerパラメータの最小時間（秒）。
指定できる範囲は 1～ 90秒です。

interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 30秒です。

___________________
コマンドモード MVRPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

___________________
例 次に、アクティブポートに join timeを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst AA
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# mvrp static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# periodic transmit interval 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# leave-time 30!

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernetmvrp status, （123ページ）
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leaveall-time
すべてのアクティブポートに leave all timeを設定するには、MVRPコンフィギュレーションモー
ドで leaveall-timeコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を
使用します。

leaveall-time interval

no leaveall-time interval

___________________
構文の説明

すべてのアクティブポートの leaveall timerパラメータの最小時間（秒）。
範囲は 5～ 30秒です。

interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 10秒です。

___________________
コマンドモード MVRPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

___________________
例 次に、アクティブポートに join timeを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst AA
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# mvrp static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# periodic transmit interval 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# leaveall-time 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernetmvrp status, （123ページ）
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link-type
ポイントツーポイントまたはマルチポイントにポートのリンクタイプを設定するには、MSTPイ
ンターフェイスコンフィギュレーションサブモードに link-typeコマンドを使用します。

link-type {point-to-point| multipoint}

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は、リンクのデュプレックス設定から取得されます。全二重リンクはポイントツー

ポイントと見なされ、それ以外はマルチポイントと見なされます。

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ポイントツーポイントにポートのリンクタイプを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# interface GigabitEthernet 0/3/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# link-type point-to-point
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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max age
このインターフェイスで送信されるBPDUの最大経過時間を設定するには、MSTAGインターフェ
イスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレーション、PVSTAG
VLANコンフィギュレーション、または PVRSTAG VLANコンフィギュレーションサブモードで
max ageコマンドを使用します。

max age seconds

___________________
構文の説明

ブリッジの最大経過時間（秒）。範囲は 6～ 40です。seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：20

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション、PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAG VLANおよび PVRSTAG VLANコン
フィギュレーションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）
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___________________
例 次に、ブリッジの最大経過時間を 20に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# max age 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol AccessGateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）
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説明コマンド

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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maximum age
ブリッジにmaximum ageパラメータを設定するには、MSTPコンフィギュレーションサブモード
で maximum ageコマンドを使用します。

maximum age seconds

___________________
構文の説明

ブリッジの最大経過時間（秒）。範囲は 6～ 40です。seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：20

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ブリッジの最大経過時間を 40に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# maximum age 40
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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maximum hops（MSTP）
ブリッジの maximum hopsパラメータを設定するには、MSTPコンフィギュレーションサブモー
ドで maximum hopsコマンドを使用します。

maximum hops hops

___________________
構文の説明

ブリッジの最大ホップ数（秒）。範囲は 6～ 40です。hops

___________________
コマンドデフォルト hops：20

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、ブリッジの最大ホップ数を 30に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# max hops 30
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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mvrp static
スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル（MVRP）をイネーブルにし、MVRPコン
フィギュレーションサブモードを開始するには、MSTPコンフィギュレーションモードで mvrp
staticコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

mvrp static

no mvrp static

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

___________________
例 次に、MVRPスタティックモードをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst AA
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# mvrp static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

すべてのアクティブポートの Join時間を設定します。join-time, （66ページ）

すべてのアクティブポート Leave時間を設定します。leave-time, （68ページ）

権限をすべてのアクティブポートの Leave all時間を設定
します。

leaveall-time, （70ページ）

すべてのアクティブポートで定期的なマルチ VLAN登録
プロトコルデータユニット（MVRPDU）を送信します。

periodic transmit, （87ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernet mvrp status, （123ペー
ジ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）
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name（MSTAG/REPAG）
MSTP領域の名前を設定するには、MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、または
REPAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモードで nameコマンドを使用します。

name name

___________________
構文の説明 RFC 2271の SnmpAdminStringの定義に適合する最大 32文字の文字列。name

___________________
コマンドデフォルト IEEE規格 802で指定されている 16進数表記を使用してテキスト文字列としてフォーマットされ

たスイッチのMACアドレス。

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、MSTP領域の名前を leoに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# name leo
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

showspanning-tree repag, （156ページ）
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name（MSTP）
MSTP領域の名前指定するには、MSTPコンフィギュレーションサブモードで nameコマンドを
使用します。

name name

___________________
構文の説明 RFC 2271の SnmpAdminStringの定義に適合する最大 32文字の文字列。name

___________________
コマンドデフォルト IEEE規格 802で指定されている 16進数表記を使用してテキスト文字列としてフォーマットされ

たスイッチのMACアドレス。

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、MSTP領域の名前を m1に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# name m1
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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periodic transmit
すべてのアクティブポートで定期的なマルチVLAN登録プロトコルデータユニット（MVRPDU）
を送信するには、MVRPコンフィギュレーションモードで periodic transmitコマンドを使用しま
す。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

periodic transmit [interval interval]

no periodic transmit [interval interval]

___________________
構文の説明

指定した間隔で、すべてのアクティブポートで定期的なMVRPDUを
送信します。範囲は 2～ 10秒です。

interval interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 3秒です。

___________________
コマンドモード MVRPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

状態マシンが正常に動作する場合、定期的なメッセージ送信は必要ありません。定期的なメッ

セージは、新しい宣言MVRPDUが失われた状態が続く場合に対処するためのものです。定期的
なメッセージがない場合、宣言は、LeaveAllタイマーが期限切れになると、10～15秒ごとに再送
信されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services
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___________________
例 次に、MVRPスタティックモードをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst AA
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# mvrp static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mvrp)# periodic transmit interval 5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernetmvrp status, （123ページ）
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port-id
現在のスイッチのポート IDを設定するには、MSTAGインターフェイスコンフィギュレーショ
ン、REPAGインターフェイスコンフィギュレーション、PVSTAGVLANこのフィ牛レーション、
または PVRSTAG VLANコンフィギュレーションサブモードで port-idコマンドを使用します。

port-id id [startup-value startup-id]

___________________
構文の説明

インターフェイスポート ID。

MSTAG、REPAG、および PVRSTAGの場合、許容範囲は 1～4095です。
PVSTAGの場合、許容範囲は 1～255です。

id

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初に

確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動ポート IDを設定します。startup-id

___________________
コマンドデフォルト 起動値が指定されていない場合、デフォルトで標準値に設定されます。

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション、PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAG VLANおよび PVRSTAG VLANコン
フィギュレーションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、このインターフェイスで送信される BPDUでアドバタイズしたポート IDの値
を設定するためにアクセスゲートウェイを設定する場合に使用されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスのコマ
ンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26119-02-J 89

多重スパニングツリープロトコルコマンド

port-id



___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）

___________________
例 次に、ポート IDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# port-id 111

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）
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説明コマンド

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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port-priority
MSTIの port priority performanceパラメータを設定するには、MSTAGインスタンスコンフィギュ
レーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、PVSTAG VLANコンフィギュレー
ション、または PVRSTAG VLANコンフィギュレーションサブモードで port-priorityコマンドを
使用します。

port-priority priority [startup-value startup-priority]

___________________
構文の説明

ポートプライオリティです。MSTAG、REPAG、および PVRSTAGの場
合に指定できる範囲は 0～40の 16の倍数です。 PVSTAGの場合に指定
できる範囲は 0～255です。

priority

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

ポート起動プライオリティを設定します。startup-priority

___________________
コマンドデフォルト 起動値が設定されていない場合、起動時に標準値が使用されます。

___________________
コマンドモード MSTAGインスタンスコンフィギュレーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、

PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAG VLANおよび PVRSTAG VLANコン
フィギュレーションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）

___________________
例 次に、ポートプライオリティを 160に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if-inst)# port-priority 160

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）
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説明コマンド

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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portfast
ポートでPortFastをイネーブルにし、オプションでBPDUガードをイネーブルにするには、MSTP
インターフェイスコンフィギュレーションサブモードで portfastコマンドを使用します。

portfast [bpduguard]

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト PortFastはディセーブルです。

___________________
コマンドモード MSTPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、PortFast機能（エッジポートとも呼ばれます）をイネーブルにします。これが
イネーブルの場合、MSTPはポートをエッジポートとして扱います。つまり、それを転送状態に
保ち、ポートが停止したり、起動したりしてもトポロジ変更を生成しません。エッジポートで

MSTP BPDUを受信することは想定されていません。 BPDUガードは、MSTP BPDUを受信する
と error-disableを使用してインターフェイスをシャットダウンするシスコ拡張の一種です。portfast
機能の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet
Services Configuration Guide』の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照
してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、ポートで PortFast and BPDUガードをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# portfast

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-if)# portfast bpduguard

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのSTPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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preempt delay
起動時にトポロジ制御をイネーブルにして、プリエンプト遅延を設定するには、MSTAG、REPAG、
PVSTAG、または PVRSTAGコンフィギュレーションモードで preempt delayコマンドを使用し
ます。

preempt delay {for time {seconds| minutes| hours}| until hh:mm:ss}

___________________
構文の説明

プリエンプトを遅延する時間を秒、分、または時間で指定します。for

指定した時間（24時間表記の hh:mm:ss）まで、プリエンプトを指定する時間
を指定します。

until

___________________
コマンドデフォルト 起動トポロジ制御はディセーブルです。

___________________
コマンドモード MSTAGコンフィギュレーション、REPAGコンフィギュレーション、PVSTAGコンフィギュレー

ション、PVRSTAGコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAGおよびPVRSTAGコンフィギュレー
ションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用して、アクセスゲートウェイの起動トポロジ制御をイネーブルにできます。

デフォルトでは、インターフェイスが起動すると、アクセスゲートウェイは設定した値に基づい

て、ただちにSTPBPDUの送信を開始します。これにより、アクセスネットワーク内のデバイス
はただちにこのデバイスに直接トラフィックを開始することができます。しかし、データプレー

ンは、コアレイヤまたはアグリゲーションネットワークにパケットを転送する準備ができない場

合があります。プリエンプト遅延を設定すると、指定された時間、代替値がBPDUで送信されま
す。これらの代替値は startup-valueオプションを使用して設定される必要があります。また、こ
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のリンクが使用可能な唯一のリンクである場合を除き、アクセスデバイスがそのリンクを使用し

ないように設定できます。

プリエンプト遅延の詳細については、『CiscoASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPNand
Ethernet Services Configuration Guide』の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュール
を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）

___________________
例 次に、プリエンプト遅延を 20秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag)# preempt delay for 20 seconds

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスの
コマンドリファレンスリリース 4.2.x

98 OL-26119-02-J  

多重スパニングツリープロトコルコマンド

preempt delay



priority（Access Gateway）
現在のMSTIまたは VLANのブリッジプライオリティを設定するには、MSTAG、REPAG、
PVSTAG、または PVRSTAGインスタンスコンフィギュレーションサブモードで priorityコマン
ドを使用します。

priority priority [startup-value startup-priority]

___________________
構文の説明

ブリッジプライオリティを指定します。MSTAG、REPAG、および
PVRSTAGの場合に指定できる範囲は 0～ 61440の 4096の倍数です。
PVSTAGの場合に指定できる範囲は 0～ 65535です。

priority

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動プライオリティを指定します。startup-priority

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 32768です。標準値が指定されていても、起動値が指定されていない場合、起動

値がデフォルトで標準値に設定されます。

___________________
コマンドモード MSTAGインスタンスコンフィギュレーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、

PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAGおよびPVRSTAGコンフィギュレー
ションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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このコマンドは、このインターフェイスから送信された BPDUにあるこのMSTIまたは VLAN用
にアドバタイズされるブリッジプライオリティを設定するようにアクセスゲートウェイを設定す

るときに使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）

___________________
例 次に、現在のMSTIにブリッジプライオリティを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if-inst)# priority 4096 startup-value 32768

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサ
ブモードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）
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priority（MSTP）
現在のMSTIのブリッジプライオリティを設定するには、MSTIコンフィギュレーションサブモー
ドで priorityコマンドを使用します。

priority priority

___________________
構文の説明

現在のMSTIのブリッジプライオリティ。範囲は 0～ 61440で、4096の
倍数にします。

priority

___________________
コマンドデフォルト priority：32768

___________________
コマンドモード MSTIコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、現在のMSTIのブリッジプライオリティを 8192に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-inst)# priority 8192
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

多重スパニングツリーインスタンス（MSTI）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

instance（MSTP）, （54ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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provider-bridge（MSTAG/REPAG）
プロトコルの現在のインスタンスを 802.1adモードにするには、MSTAGまたは REPAGインター
フェイスコンフィギュレーションサブモードで provider-bridgeコマンドを使用します。

provider-bridge

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は FALSEです。

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、provider-bridgeコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# provider-bridge
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

showspanning-tree repag, （156ページ）
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provider-bridge（MSTP）
プロトコルの現在のインスタンスを 802.1adモードにするには、MSTPコンフィギュレーション
サブモードで provider-bridgeコマンドを使用します。

provider-bridge

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は FALSEです。

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、provider-bridgeコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# provider-bridge
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスの
コマンドリファレンスリリース 4.2.x

106 OL-26119-02-J  

多重スパニングツリープロトコルコマンド

provider-bridge（MSTP）



revision（MSTAG/REPAG）
このインターフェイスから送信された BPDUにリビジョンレベルを設定するには、MSTAGまた
は REPAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモードで revisionコマンドを使用しま
す。

revision revision-number

___________________
構文の説明 MSTP領域のリビジョンレベル。範囲は 0～ 65535です。revision-number

___________________
コマンドデフォルト revision-number：0

___________________
コマンドモード MSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、REPAGインターフェイスコンフィギュレー

ション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、MSTP領域のリビジョンレベルを 1に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-if)# revision 1
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

showspanning-tree repag, （156ページ）
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revision（MSTP）
MSTP領域のリビジョンレベルを設定するには、MSTPコンフィギュレーションサブモードで
revisionコマンドを使用します。

revision revision-number

___________________
構文の説明 MSTP領域のリビジョンレベル。範囲は 0～ 65535です。revision-number

___________________
コマンドデフォルト revision-number：0

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、MSTP領域のリビジョンレベルを 10に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# revision 10
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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root-cost
このインターフェイスからBPDUで送信するルートパスコストを設定するには、PVSTAGVLAN
コンフィギュレーションまたは PVRSTAGVLANコンフィギュレーションモードで root-costコマ
ンドを使用します。

root-cost cost [startup-value startup-cost]

___________________
構文の説明

現在のポートのルートパスコストを設定します。このコストの範囲は

0～ 4294967295です。
cost

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動コストを設定します。startup-cost

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 0です。コストが設定されていても、起動値が設定されていない場合、起動値は

設定済みのコスト値にデフォルト設定されます。コストが設定されていない場合、起動値は 1に
デフォルト設定されます。

___________________
コマンドモード PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services
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___________________
例 次に、現在のポートのルートパスコストを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvrstag-if-vlan)# root-cost 1000000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信されたPVSTAGパケットのデバッグをイネーブルにし
ます。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定された

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

ポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにします。

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するために
使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するために
使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）ご
とにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGのVLANコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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root-id
ポート、およびオプションの起動値から送信された BPDUのルートブリッジ IDを設定するには
MSTAGインスタンスコンフィギュレーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、
PVSTAG VLANコンフィギュレーション、および PVRSTAG VLANコンフィギュレーションモー
ドで root-idコマンドを使用します。

root-id id [startup-value startup-id]

___________________
構文の説明 BPDUにセットするルートブリッジ ID（MACアドレス）を設定します。id

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初

に確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動ルート IDを設定します。startup-id

___________________
コマンドデフォルト 領域ルートスイッチのMACアドレス。標準値が指定されていても、起動値が指定されていない

場合、起動値がデフォルトで標準値に設定されます。MSTAGおよび REPAGの場合、デフォル
トはブリッジ IDです。 PVRSTAGおよび PVSTAGの場合、デフォルトは 0000.0000.0000です。

___________________
コマンドモード MSTAGインスタンスコンフィギュレーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、

PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAG VLANおよび PVRSTAG VLANコン
フィギュレーションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）

___________________
例 次に、BPDUのルートブリッジ IDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag-if-vlan)#root-id 0000.0000.0000 startup-value
0000.0000.0001

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）
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説明コマンド

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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root-priority
このMSTIまたは VLANのこのインターフェイス用に BPDUで送信されるルートブリッジプラ
イオリティを設定し、オプションの起動値を設定するには、MSTAGインスタンスコンフィギュ
レーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、PVSTAG VLANコンフィギュレー
ション、および PVRSTAG VLANコンフィギュレーションモードで root-priorityコマンドを使用
します。

root-priority priority [startup-value startup-priority]

___________________
構文の説明 BPDUに設定するルートブリッジプライオリティを設定します。MSTAG、

REPAG、および PVRSTAGの場合に指定できる範囲は 0～ 61440の 4096
の倍数です。 PVSTAGの場合に指定できる範囲は 0～ 65535です。

priority

プリエンプト遅延タイマーが実行している間、インターフェイスが最初に

確立されるときに、代替値を使用するように指定します。

startup-value

起動ルートプライオリティを設定します。startup-priority

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 32768です。標準値が指定されていても、起動値が指定されていない場合、起動

値がデフォルトで標準値に設定されます。

REPAGおよびMSTAGの場合、デフォルトは 32768です。 PVRSTAGおよび PVSTAGの場合、
デフォルトは 0です。

___________________
コマンドモード MSTAGインスタンスコンフィギュレーション、REPAGインスタンスコンフィギュレーション、

PVSTAG VLANコンフィギュレーション、PVRSTAG VLANコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドは、PVSTAG VLANおよび PVRSTAG VLANコン
フィギュレーションモードでサポートされていました。

リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services（PVSTAGおよび PVRSTAGのみ）

読み取り、書き込みinterface（MSTAGおよび REPAGのみ）

___________________
例 次に、現在のMSTIにルートブリッジプライオリティを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag-if-vlan)# root-priority 4096 startup-value 8192

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （
22ページ）

送受信されたPVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （
31ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）
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説明コマンド

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタン
スをイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLAN
コンフィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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show ethernet mvrp mad
ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute Declaration（MAD）コンポーネントの現在
の状態を表示するには、有効な属性値（VID）ごとに EXECモードで show ethernet mvrp madコ
マンドを使用します。

show ethernet mvrp mad [brief] [interface interface-name] [vlan vlan-id]

___________________
構文の説明

（任意）簡単なビューを表示します。brief

（任意）特定のサブインターフェイスまたは基本インターフェイス名

のMVRP状態を表示します。
interface

（任意）インターフェイス名を表示します。interface-name

（任意）特定のVLANの情報を表示します。範囲は 0～ 4094です。vlan vlan-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りethernet-services
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___________________
例 次に、show ethernet mvrp madコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet mvrp mad interface GigabitEthernet 0/1/0/1
GigabitEthernet0/1/0/1
Participant Type: Full; Point-to-Point: Yes
Admin Control: Applicant Normal; Registrar Normal

LeaveAll Passive (next in 5.92s); periodic disabled
Leave in 25.70s; Join not running
Last peer 0293.6926.9585; failed registrations: 0

VID Applicant Registrar
---- --------------------- ---------

1 Very Anxious Observer Leaving
283 Quiet Passive Empty

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、または VLAN
でMVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernet mvrp status, （123ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスの
コマンドリファレンスリリース 4.2.x

120 OL-26119-02-J  

多重スパニングツリープロトコルコマンド

show ethernet mvrp mad



show ethernet mvrp statistics
ポート単位のパケット統計情報を表示するには、EXECモードで show ethernet mvrp statisticsコ
マンドを使用します。

show ethernet mvrp statistics [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）特定のサブインターフェイスまたは基本インターフェイス名のMVRP
状態を表示します。

interface

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライ
ンヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りethernet-services
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___________________
例 次に、show ethernet mvrp statisticsコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet mvrp statistics interface GigabitEthernet 0/1/0/1
GigabitEthernet0/1/0/1
MVRPDUs TX: 1245
MVRPDUs RX: 7
Dropped TX: 0
Dropped RX: 42
Invalid RX: 12

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルにし
ます。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、またはVLANで
MVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

宣言または登録されている VIDの要約を表示します。show ethernet mvrp status, （123ペー
ジ）
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show ethernet mvrp status
宣言または登録されているVIDの要約を表示し、これらの宣言の期限を把握するには、EXECモー
ドで show ethernet mvrp statusコマンドを使用します。

show ethernet mvrp status [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）特定のサブインターフェイスまたは基本インターフェイス名のMVRP
状態を表示します。

interface

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライ
ンヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りethernet-services
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___________________
例 次に、show ethernet mvrp statusコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet mvrp status interface GigabitEthernet 0/1/0/1
GigabitEthernet0/1/0/1
Statically declared: 1-512,768,980-1034
Dynamically declared: 2048-3084
Registered: 1-512

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットのデバッグをイネーブルにし
ます。

debug ethernet mvrp packets, （13ペー
ジ）

特定のインターフェイス、ロケーション、またはVLANで
MVRPプロトコルのデバッグをイネーブルにします。

debug ethernet mvrp protocol, （16ペー
ジ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

ポートのMultiple Registration Protocol（MRP）Attribute
Declaration（MAD）コンポーネントの現在の状態を表示し
ます。

show ethernetmvrpmad, （119ページ）

ポート単位のパケット統計情報を表示します。show ethernet mvrp statistics, （121ペー
ジ）
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show l2vpn mstp port
内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を表示するには、EXECモードで show l2vpn mstp port
コマンドを使用します。

show l2vpn mstp port [interface type interface-path-id] [msti value]

___________________
構文の説明

（任意）特定のインターフェイスのMSTP状態を表示します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）マルチスパニングツリーインスタンス（MSTI）のフィルタを表示
します。範囲は 0～ 100です。

msti value

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りl2vpn

___________________
例 次に、show l2vpn mstp portコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show l2vpn mstp port interface gigabitethernet 0/1/0/0 msti 5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANのRapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）ご
とにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコ
ンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネットワー

ク（VLAN）のマルチスパニングツリープロトコル（MSTP）
状態を表示します。

show l2vpnmstp vlan, （127ページ）
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show l2vpn mstp vlan
特定のインターフェイス上のバーチャル LAN（VLAN）のマルチスパニングツリープロトコル
（MSTP）状態を表示するには、EXECモードで show l2vpn mstp vlanコマンドを使用します。

show l2vpn mstp vlan [interface type interface-path-id] [msti value] [vlan-id value]

___________________
構文の説明

（任意）特定のサブインターフェイスまたは基本インターフェイス名の

MSTP状態を表示します。
interface

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラ
インヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）マルチスパニングツリーインスタンス（MSTI）のフィルタを表
示します。範囲は 0～ 100です。

msti value

（任意）VLANIDのフィルタを表示します。範囲は0～4294967295です。vlan-id value

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りl2vpn

___________________
例 次に、show l2vpn mstp vlanコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show l2vpn mstp vlan interface gigabitethernet 0/1/0/0 msti 5 vlan-id
5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとに
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）
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show spanning-tree mst
複数のスパニングツリープロトコルのステータス情報を表示するには、EXECモードで show
spanning-tree mstコマンドを使用します。

show spanning-tree mst protocol instance identifier [instance instance-id] [blocked-ports| brief]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

ラック、スロット、インスタンス、またはポート形式でインター

フェイスを転送します。

instance instance-id

MST情報の要約のみを表示します。brief

ブロックされたポートのMST情報のみを表示します。blocked-ports

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

topology-changeキーワードが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface
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___________________
例 次に、スパニングツリープロトコルの状態の概要を生成する show spanning-tree mstコマンドの

出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst a instance 0
Operating in Provider Bridge mode
MSTI 0 (CIST):

VLANS Mapped: 1-100, 500-1000, 1017

Root ID Priority 4097
Address 0004.9b78.0800
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address 0004.9b78.0800
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface Port ID Designated Port ID
Name Prio.Nbr Cost Role State Cost Bridge ID Prio.Nbr
---------------------- -------- ------ --------- ------------------------ --------
GigabitEthernet0/1/2/1 128.65 20000 DSGN FWD 0 4097 0004.9b78.0800 128.65
GigabitEthernet0/1/2/2 128.66 20000 DSGN FWD 0 4097 0004.9b78.0800 128.66
...

次に、briefおよび blocked-portsキーワードが使用されている場合の show spanning-tree mstコマ
ンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst a brief
MSTI 0 (CIST):
VLAN IDs: 1-100, 500-1000, 1017
This is the Root Bridge

MSTI 1:
VLAN IDS: 101-499
Root Port GigabitEthernet0/1/2/2 , Root Bridge ID 0002.9b78.0812

...
RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst blocked-ports
MSTI 0 (CIST):

Interface Port ID Designated Port ID
Name Prio.Nbr Cost Role State Cost Bridge ID Prio.Nbr
---------------------- -------- ------ --------- ------------------------ --------
GigabitEthernet0/0/4/4 128.196 200000 ALT BLK 0 4097 0004.9b78.0800 128.195
...

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）
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説明コマンド

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネッ

トワーク（VLAN）のマルチスパニングツリープロト
コル（MSTP）状態を表示します。

show l2vpn mstp vlan, （127ページ）

特定のインターフェイスで送受信されたMSTPBPDUの
内容を表示します。

show spanning-tree mst bpdu interface, （
132ページ）

MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示します。show spanning-tree mst configuration, （135
ページ）

MSTPに影響を与える設定ミスに関する情報を表示しま
す。

show spanning-tree mst errors, （137ペー
ジ）

インターフェイス状態の詳細情報を表示します。show spanning-treemst interface, （139ペー
ジ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後の

トポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mst topology-change
flushes, （142ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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show spanning-tree mst bpdu interface
特定のインターフェイスで送受信されたMSTP BPDUの内容を表示するには、EXECモードで
show spanning-tree mst bpdu interfaceコマンドを使用します。

show spanning-treemst protocol instance identifier bpdu interface type interface-path-id [direction {receive|
transmit}]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

複数のスパニングツリー BPDUを表示します。bpdu interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

特定の方向のインターフェイスごとのMST BPDUを表示します。direction

このインターフェイスで受信したMST BPDUのみを表示します。receive

このインターフェイスに送信されたMST BPDUのみを表示します。transmit

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、特定のローカルインターフェイスで出力され、受信された BPDUの詳細を生成する show

spanning-tree mstコマンドからの出力例を示します。

共有 LAN上で動作するMSTPの場合は、複数の受信パケットを保存できます。（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst a bpdu interface GigabitEthernet0/1/2/2
direction transmit
MSTI 0 (CIST):
Root ID : 0004.9b78.0800
Path Cost : 83
Bridge ID : 0004.9b78.0800
Port ID : 12
Hello Time : 2
...

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネッ

トワーク（VLAN）のマルチスパニングツリープロト
コル（MSTP）状態を表示します。

show l2vpn mstp vlan, （127ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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説明コマンド

MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示します。show spanning-treemst configuration, （135
ページ）

MSTPに影響を与える設定ミスに関する情報を表示しま
す。

show spanning-tree mst errors, （137ペー
ジ）

インターフェイス状態の詳細情報を表示します。show spanning-treemst interface, （139ペー
ジ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後の

トポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mst topology-change
flushes, （142ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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show spanning-tree mst configuration
MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示するには、EXECモードで show spanning-tree mst
configurationコマンドを使用します。

show spanning-tree mst protocol instance identifier configuration

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大25文字の文字列。protocol instance identifier

MSTの関連設定の要約を表示します。configuration

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示する show spanning-tree mstコマンドからの

出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst a configuration
Name leo
Revision 2702
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Config Digest 9D-14-5C-26-7D-BE-9F-B5-D8-93-44-1B-E3-BA-08-CE
Instance Vlans mapped
-------- -------------------------------
0 1-9,11-19,21-29,31-39,41-4094
1 10,20,30,40
------------------------------------------

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネッ

トワーク（VLAN）のマルチスパニングツリープロトコ
ル（MSTP）状態を表示します。

show l2vpn mstp vlan, （127ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）

特定のインターフェイスで送受信されたMSTP BPDUの
内容を表示します。

show spanning-tree mst bpdu interface, （
132ページ）

MSTPに影響を与える設定ミスに関する情報を表示しま
す。

show spanning-tree mst errors, （137ペー
ジ）

インターフェイス状態の詳細情報を表示します。show spanning-treemst interface, （139ペー
ジ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後の

トポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mst topology-change
flushes, （142ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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show spanning-tree mst errors
MSTPに影響を与える設定ミスに関する情報を表示するには、EXECモードで show spanning-tree
mst errorsを使用します。

show spanning-tree mst protocol instance identifier errors

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

MSTの設定エラーを表示します。errors

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、MSTPが任意ではない場合に、MSTP用に設定されているインターフェイスについての情

報を生成する show spanning-tree mstコマンドからの出力例を示します。これは主に、存在しな
いインターフェイスに関する情報を表示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst a errors
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Interface Error
-------------------------------
GigabitEthernet1/2/3/4 Interface does not exist.

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネッ

トワーク（VLAN）のマルチスパニングツリープロトコ
ル（MSTP）状態を表示します。

show l2vpn mstp vlan, （127ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）

特定のインターフェイスで送受信されたMSTPBPDUの
内容を表示します。

show spanning-tree mst bpdu interface, （
132ページ）

MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示します。show spanning-treemst configuration, （135
ページ）

インターフェイス状態の詳細情報を表示します。show spanning-treemst interface, （139ペー
ジ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後の

トポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mst topology-change
flushes, （142ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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show spanning-tree mst interface
インターフェイス状態の詳細情報を表示するには、EXECモードで showspanning-treemst interface
コマンドを使用します。

show spanning-tree mst protocol instance identifier interface type interface-path-id [instance id]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

ラック、スロット、インスタンス、またはポート形式でインターフェイ

スを転送します。

instance id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、上述したように、標準コマンドよりもインターフェイスステートに関する詳細な情報を生

成する、show spanning-tree mstコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst a interface GigabitEthernet0/1/2/1 instance
3
GigabitEthernet0/1/2/1
Cost: 20000
link-type: point-to-point
hello-time 1
Portfast: no
BPDU Guard: no
Guard root: no
Guard topology change: no
BPDUs sent 492, received 3

MST 3:
Edge port:
Boundary : internal
Designated forwarding
Vlans mapped to MST 3: 1-2,4-2999,4000-4094
Port info port id 128.193 cost 200000
Designated root address 0050.3e66.d000 priority 8193 cost 20004
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 49152 port id 128.193
Timers: message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1
Transitions to reach this state: 12

出力には、すべてのMSTIに適用されるインターフェイスに関するインターフェイス情報が表示
されます。

•コスト

•リンクタイプ

• hello-time

• portfast（BPDUガードがイネーブルかどうかなど）

•ガードのルート

•ガードのトポロジ変更

•送受信された BPDU

また、各MSTIに固有の情報が含まれます。

•ポート ID、プライオリティ、コスト

•ルートからの BPDU情報（ブリッジ ID、コスト、プライオリティ）

•このポートで送信される BPDU情報（ブリッジ ID、コスト、プライオリティ）

•この状態に達するまでの状態遷移
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•トポロジは、この状態になるように変更されます。

Flush containment status for this MSTI.

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネッ

トワーク（VLAN）のマルチスパニングツリープロトコ
ル（MSTP）状態を表示します。

show l2vpn mstp vlan, （127ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）

特定のインターフェイスで送受信されたMSTP BPDUの
内容を表示します。

show spanning-tree mst bpdu interface, （
132ページ）

MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示します。show spanning-treemst configuration, （135
ページ）

MSTPに影響を与える設定ミスに関する情報を表示しま
す。

show spanning-tree mst errors, （137ペー
ジ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後の

トポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mst topology-change
flushes, （142ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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show spanning-tree mst topology-change flushes
ポートとインスタンスのペアごとに発生した最後のトポロジ変更の詳細と、各ポートでのトポロ

ジ変更数を表示するには、EXECモードで show spanning-tree mst topology-change flushesコマン
ドを使用します。

show spanning-tree mst protocol instance identifier topology-change flushes [instance id] [interface type
interface-path-id| latest]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

トポロジ変更情報を表示します。topology-change

各インターフェイスの最新のトポロジ変更のフラッシュを表示しま

す。

flushes

情報を表示する必要のあるインスタンス。instance id

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスの

リストを表示するには、show interfacesコマンドを使用しま
す。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

interface-path-id

インスタンスごとに最新のトポロジ変更を表示します。latest

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

最新のフィルタは、各インスタンスに対する直前のトポロジ変更のみを表示します。出力に

は、ポートのMSTIでフラッシュ抑制がアクティブである場合に実行されるフラッシュ操作の
詳細も含まれます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、MSTIの詳細を表示する show spanning-tree mstコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst M topology-change flushes instance$
MSTI 1:

Interface Last TC Reason Count
------------ -------------------- -------------------------------- -----
Te0/0/0/1 04:16:05 Mar 16 2010 Role change: DSGN to ---- 10
#
#
RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mst M topology-change flushes instance$
MSTI 0 (CIST):

Interface Last TC Reason Count
------------ -------------------- -------------------------------- -----
Te0/0/0/1 04:16:05 Mar 16 2010 Role change: DSGN to ---- 10
#
#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

内部MSTIの数と、VLANごとのポート数を示します。show l2vpn mstp port, （125ページ）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスのコマ
ンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26119-02-J 143

多重スパニングツリープロトコルコマンド

show spanning-tree mst topology-change flushes



説明コマンド

特定のインターフェイス上の仮想ローカルエリアネッ

トワーク（VLAN）のマルチスパニングツリープロト
コル（MSTP）状態を表示します。

show l2vpn mstp vlan, （127ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）

特定のインターフェイスで送受信されたMSTPBPDUの
内容を表示します。

show spanning-tree mst bpdu interface, （
132ページ）

MSTIマッピングテーブルに VLAN IDを表示します。show spanning-treemst configuration, （135
ページ）

MSTPに影響を与える設定ミスに関する情報を表示しま
す。

show spanning-tree mst errors, （137ペー
ジ）

インターフェイス状態の詳細情報を表示します。show spanning-treemst interface, （139ペー
ジ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）
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show spanning-tree mstag
現在、（指定した機能をイネーブルにして）すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を表示するには、EXECモードで show spanning-tree mstagを使用します。

show spanning-tree mstag protocol instance identifier

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する文字列（最大 25文
字）。

protocol instance identifier

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

このコマンドの show outputは、MSTAGエッジモード機能の
情報を含むように変更されました。

リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、show spanning-tree mstagコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mstag A
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GigabitEthernet0/0/0/1
Preempt delay is disabled.
Name: 6161:6161:6161
Revision: 0
Max Age: 20
Provider Bridge: no
Bridge ID: 6161.6161.6161
Port ID: 1
External Cost: 0
Hello Time: 2
Active: no
BPDUs sent: 0
MSTI 0 (CIST):
VLAN IDs: 1-9,32-39,41-4094
Role: Designated
Bridge Priority: 32768
Port Priority: 128
Cost: 0
Root Bridge: 6161.6161.6161
Root Priority: 32768
Topology Changes: 123

MSTI 2
VLAN IDs: 10-31
Role: Designated
Bridge Priority: 32768
Port Priority: 128
Cost: 0
Root Bridge: 6161.6161.6161
Root Priority: 32768
Topology Changes: 123

MSTI 10
VLAN IDs: 40

Role: Root (Edge mode)
Bridge Priority: 32768
Port Priority: 128
Cost: 200000000
Root Bridge: 6161.6161.6161
Root Priority: 61440
Topology Changes: 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22ペー
ジ）

このインターフェイスから送信されたBPDUの内容を
表示します。

show spanning-tree mstag bpdu interface, （
147ページ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後

のトポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mstag topology-change
flushes, （150ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）
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show spanning-tree mstag bpdu interface
このインターフェイスから送信された BPDUの内容を表示するには、EXECモードで show
spanning-tree mstag bpdu interfaceコマンドを使用します。

show spanning-tree mstag protocol instance identifier bpdu interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

複数のスパニングツリー BPDUを表示します。bpdu interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、show spanning-tree mstag bpdu interfaceコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#show spanning-tree mstag foo bpdu interface GigabitEthernet 0/0/0/0
Transmitted:
MSTI 0 (CIST):

ProtocolIdentifier: 0
ProtocolVersionIdentifier: 3
BPDUType: 2
CISTFlags: Top Change Ack 0

Agreement 1
Forwarding 1
Learning 1
Role 3
Proposal 0
Topology Change 0

CISTRootIdentifier: priority 8, MSTI 0, address 6969.6969.6969
CISTExternalPathCost: 0
CISTRegionalRootIdentifier: priority 8, MSTI 0, address 6969.6969.6969
CISTPortIdentifierPriority: 8
CISTPortIdentifierId: 1
MessageAge: 0
MaxAge: 20
HelloTime: 2
ForwardDelay: 15
Version1Length: 0
Version3Length: 80
FormatSelector: 0
Name: 6969:6969:6969
Revision: 0
MD5Digest: ac36177f 50283cd4 b83821d8 ab26de62
CISTInternalRootPathCost: 0
CISTBridgeIdentifier: priority 8, MSTI 0, address 6969.6969.6969
CISTRemainingHops: 20
MSTI 1:

MSTIFlags: Master 0
Agreement 1
Forwarding 1
Learning 1
Role 3
Proposal 0
Topology Change 0

MSTIRegionalRootIdentifier: priority 8, MSTI 1, address 6969.6969.6969
MSTIInternalRootPathCost: 0
MSTIBridgePriority: 1
MSTIPortPriority: 8
MSTIRemainingHops: 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-treemstag packet, （22ペー
ジ）
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説明コマンド

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力する
ために使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ページ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後

のトポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree mstag topology-change
flushes, （150ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）
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show spanning-tree mstag topology-change flushes
ポートとインスタンスのペアごとに発生した最後のトポロジ変更の詳細と、各ポートでのトポロ

ジ変更数を表示するには、EXECモードで show spanning-tree mstag topology-change flushesコマ
ンドを使用します。

最新のフィルタは、各インスタンスに対する直前のトポロジ変更のみを表示します。出力に

は、ポートのMSTIでフラッシュ抑制がアクティブである場合に実行されるフラッシュ操作の
詳細も含まれます。

（注）

show spanning-tree mstag protocol instance identifier topology-change flushes [instance id] [interface
type interface-path-id| latest]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

トポロジ変更情報を表示します。topology-change

各インターフェイスの最新のトポロジ変更のフラッシュを表示します。flushes

ラック、スロット、インスタンス、またはポート形式でインターフェ

イスを転送します。

instanceid

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用しま
す。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

interface-path-id

インスタンスごとに最新のトポロジ変更を表示します。latest

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、MSTIの詳細を表示する show spanning-treemstag topology-change flushesコマンドからの出

力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree mstag b topology-change flushes

MSTAG Protocol Instance b

Interface Last TC Reason Count
------------ ------------------- -------------------------------- -----
Gi0/0/0/1 18:03:24 2009-07-14 Gi0/0/0/1.10 egress TCN 65535
Gi0/0/0/2 21:05:04 2009-07-15 Gi0/0/0/2.1234567890 ingress TCN 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力する
ために使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ページ）

このインターフェイスから送信された BPDUの内容を
表示します。

show spanning-tree mstag bpdu interface, （
147ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）
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show spanning-tree pvrstag
現在、（指定した機能をイネーブルにして）すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を表示するには、EXECモードで show spanning-tree pvrstagを使用します。

show spanning-tree pvrstag protocol instance identifier [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface
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___________________
例 次に、show spanning-tree pvrstagコマンドからの出力を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree pvrstag interface GigabitEthernet0/0/0/1
GigabitEthernet0/0/0/1
VLAN 10
Preempt delay is disabled.
Sub-interface: GigabitEthernet0/0/0/1.20 (Up)
Max Age: 20
Root Priority: 0
Root Bridge: 0000.0000.0000
Cost: 0
Bridge Priority: 32768
Bridge ID: 6161.6161.6161
Port Priority: 128
Port ID: 1
Hello Time: 2
Active: no
BPDUs sent: 0
Topology Changes: 123
VLAN 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブ
ルにします。

debug spanning-tree pvrstag packet, （27
ページ）

VLANのRapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）
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show spanning-tree pvstag
現在、（指定した機能をイネーブルにして）すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を表示するには、EXECモードで show spanning-tree pvstagを使用します。

show spanning-tree pvstag protocol instance identifier [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface
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___________________
例 次に、show spanning-tree pvstagコマンドからの出力を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree pvstag interface GigabitEthernet0/0/0/1
GigabitEthernet0/0/0/1
VLAN 10
Preempt delay is disabled.
Sub-interface: GigabitEthernet0/0/0/1.20 (Up)
Max Age: 20
Root Priority: 0
Root Bridge: 0000.0000.0000
Cost: 0
Bridge Priority: 32768
Bridge ID: 6161.6161.6161
Port Priority: 128
Port ID: 1
Hello Time: 2
Active: no
BPDUs sent: 0
Topology Changes: 123
VLAN 20
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show spanning-tree repag
現在、（指定した機能をイネーブルにして）すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を表示するには、EXECモードで show spanning-tree repagを使用します。

show spanning-tree repag protocol instance identifier [interface type interface-path-id] [brief]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface
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___________________
例 次に、show spanning-tree repagコマンドからの出力を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show spanning-tree repag interface GigabitEthernet0/0/0/1
GigabitEthernet0/0/0/1
VLAN 10
Preempt delay is disabled.
Sub-interface: GigabitEthernet0/0/0/1.20 (Up)
Max Age: 20
Root Priority: 0
Root Bridge: 0000.0000.0000
Cost: 0
Bridge Priority: 32768
Bridge ID: 6161.6161.6161
Port Priority: 128
Port ID: 1
Hello Time: 2
Active: no
BPDUs sent: 0
Topology Changes: 123
VLAN 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイ
デバッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

ルート（ブリッジ ID、コスト、プライオリティ）からの
BPDU情報、およびポートで送信されるBPDU情報を表示
します。

show spanning-tree repag bpdu interface,
（158ページ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後のト

ポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree repag topology-change
flushes, （161ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）
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show spanning-tree repag bpdu interface
ルート（ブリッジ ID、コスト、プライオリティ）からの BPDU情報と、MSTI専用にポート（ブ
リッジ ID、コスト、プライオリティ）で送信される BPDU情報を表示するには、EXECモードで
show spanning-tree repag bpdu interfaceコマンドを使用します。

show spanning-tree repag protocol instance identifier [bpdu interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

複数のスパニングツリー BPDUを表示します。bpdu interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、特定のローカルインターフェイスで出力され、受信された BPDUの詳細を生成する show

spanning-tree repagコマンドからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#show spanning-tree mstag foo bpdu interface GigabitEthernet 0/0/0/0
Transmitted:
MSTI 0 (CIST):

ProtocolIdentifier: 0
ProtocolVersionIdentifier: 3
BPDUType: 2
CISTFlags: Top Change Ack 0

Agreement 1
Forwarding 1
Learning 1
Role 3
Proposal 0
Topology Change 0

CISTRootIdentifier: priority 8, MSTI 0, address 6969.6969.6969
CISTExternalPathCost: 0
CISTRegionalRootIdentifier: priority 8, MSTI 0, address 6969.6969.6969
CISTPortIdentifierPriority: 8
CISTPortIdentifierId: 1
MessageAge: 0
MaxAge: 20
HelloTime: 2
ForwardDelay: 15
Version1Length: 0
Version3Length: 80
FormatSelector: 0
Name: 6969:6969:6969
Revision: 0
MD5Digest: ac36177f 50283cd4 b83821d8 ab26de62
CISTInternalRootPathCost: 0
CISTBridgeIdentifier: priority 8, MSTI 0, address 6969.6969.6969
CISTRemainingHops: 20
MSTI 1:

MSTIFlags: Master 0
Agreement 1
Forwarding 1
Learning 1
Role 3
Proposal 0
Topology Change 0

MSTIRegionalRootIdentifier: priority 8, MSTI 1, address 6969.6969.6969
MSTIInternalRootPathCost: 0
MSTIBridgePriority: 1
MSTIPortPriority: 8
MSTIRemainingHops: 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイ
デバッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）
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説明コマンド

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するた
めに使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ページ）

ポートおよびインスタンスのペアごとに発生した最後の

トポロジ変更の詳細を表示します。

show spanning-tree repag topology-change
flushes, （161ページ）

Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コン
フィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）
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show spanning-tree repag topology-change flushes
ポートとインスタンスのペアごとに発生した最後のトポロジ変更の詳細と、各ポートでのトポロ

ジ変更数を表示するには、EXECモードで show spanning-tree repag topology-change flushesコマ
ンドを使用します。

最新のフィルタは、各インスタンスに対する直前のトポロジ変更のみを表示します。出力に

は、ポートのMSTIでフラッシュ抑制がアクティブである場合に実行されるフラッシュ操作の
詳細も含まれます。

（注）

show spanning-tree repag protocol instance identifier topology-change flushes [instance id] [interface
type interface-path-id| latest]

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 25文字の文字列。protocol instance identifier

トポロジ変更情報を表示します。topology-change

各インターフェイスの最新のトポロジ変更のフラッシュを表示します。flushes

ラック、スロット、インスタンス、またはポート形式でインターフェ

イスを転送します。

instanceid

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用しま
す。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

interface-path-id

インスタンスごとに最新のトポロジ変更を表示します。latest

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りinterface

___________________
例 次に、MSTIの詳細を表示する show spanning-tree repag topology-change flushesコマンドからの出

力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#show spanning-tree repag b topology-change flushes

MSTAG Protocol Instance b

Interface Last TC Reason Count
------------ ------------------- -------------------------------- -----
Gi0/0/0/1 18:03:24 2009-07-14 Gi0/0/0/1.10 egress TCN 65535
Gi0/0/0/2 21:05:04 2009-07-15 Gi0/0/0/2.1234567890 ingress TCN 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）

ルート（ブリッジ ID、コスト、プライオリティ）からの
BPDU情報、およびポートで送信される BPDU情報を表示
します。

show spanning-tree repag bpdu interface,
（158ページ）

Resilient Ethernet Protocol AccessGateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）
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spanning-tree mst
MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーション
モードで spanning-tree mstコマンドを使用します。

spanning-tree mst protocol instance identifier

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大25文字の文字列。protocol instance identifier

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

MSTPコンフィギュレーションでは、同時に設定できるプロトコルインスタンスは1つのみで
す。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst a
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネーブ
ルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state,
（20ページ）

多重スパニングツリーインスタンス（MSTI）コンフィギュ
レーションサブモードを開始します。

instance（MSTP）, （54ページ）

MSTPインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートの STPをイネーブルにします。

interface（MSTP）, （62ページ）

スタティックモードでマルチ VLAN登録プロトコル
（MVRP）をイネーブルにします。

mvrp static, （81ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を表

示します。

show spanning-treemst, （129ページ）
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spanning-tree mstag
MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブモードを開始するには、グローバルコ
ンフィギュレーションモードで spanning-tree mstagコマンドを使用します。

spanning-tree mstag protocol instance identifier

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大25文字の文字列。protocol instance identifier

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services
Configuration Guide』の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してくだ
さい。

MSTPコンフィギュレーションとは異なり、複数のMSTAGインスタンスを同時に設定できま
す。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、MSTAGコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mstag a
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
はREPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

現在すべてのポートから送信されたBPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）
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spanning-tree pvrstag
VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）ごとにコンフィギュレーションサブ
モードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで spanning-tree pvrstagコマ
ンドを使用します。

spanning-tree pvrstag protocol instance identifier

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 255文字の文字
列。

protocol instance identifier

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services
Configuration Guide』の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してくだ
さい。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services
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___________________
例 次に、PVRSTAGコンフィギュレーションサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree pvrstag a
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvrstag)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvrstag packet,
（27ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイス
コンフィギュレーションサブモードを開始し、指定されたポー

トの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにします。

interface（PVSTAG/PVRSTAG）,
（64ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するために
使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152
ページ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタンス
をイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLANコン
フィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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spanning-tree pvstag
VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとにコンフィギュレーションサブモードを
開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで spanning-tree pvstagコマンドを使
用します。

spanning-tree pvstag protocol instance identifier

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 255文字の文字
列。

protocol instance identifier

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services
Configuration Guide』の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してくだ
さい。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ L2VPN およびイーサネットサービスのコマ
ンドリファレンスリリース 4.2.x    

   OL-26119-02-J 169

多重スパニングツリープロトコルコマンド

spanning-tree pvstag



___________________
例 次に、PVSTAGコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree pvstag a
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルにし
ます。

debug spanning-tree pvstag packet,
（29ページ）

PVSTまたは PVRSTアクセスゲートウェイインターフェイス
コンフィギュレーションサブモードを開始し、指定されたポー

トの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにします。

interface（PVSTAG/PVRSTAG）,
（64ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するために
使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154
ページ）

インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタンス
をイネーブルにし、PVSTAGまたは PVRSTAGの VLANコン
フィギュレーションモードを開始します。

vlan, （175ページ）
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spanning-tree repag
Resilient Ethernet Protocol Access Gateway（REPAG）コンフィギュレーションサブモードを開始す
るには、グローバルコンフィギュレーションモードで spanning-tree repagコマンドを使用しま
す。

spanning-tree repag protocol instance identifier

___________________
構文の説明

プロトコルインスタンスを識別する最大 255文字の文字
列。

protocol instance identifier

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services
Configuration Guide』の「Implementing Multiple Spanning Tree Protocol」モジュールを参照してくだ
さい。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface
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___________________
例 次に、REPAGコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree repag a
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-repag)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルにしま
す。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）
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transmit hold-count
transmit hold count performanceパラメータを設定するには、MSTPコンフィギュレーションサブ
モードで transmit hold-countコマンドを使用します。

transmit hold-count count

___________________
構文の説明

ブリッジ伝送保留カウント。範囲は 1～ 10です。count

___________________
コマンドデフォルト count：6

___________________
コマンドモード MSTPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に bridge transmit hold-countパラメータを 8に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree mst A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp)# transmit hold-count 8
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18ペー
ジ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の

変化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにしま

す。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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vlan
インターフェイスで PVSTまたは PVRST VLANインスタンスをイネーブルにし、PVSTAGまた
はPVRSTAGのVLANコンフィギュレーションモードを開始するには、PVSTAGまたはPVRSTAG
コンフィギュレーションサブモードで vlanコマンドを使用します。

vlan vlan-id

___________________
構文の説明 VLAN IDを指定します。 VLAN IDの範囲は 1～ 4094です。

物理インターフェイスあたり 200個のVLANで、かつ、システム全体
で 16000個の VLANという制限があります。

（注）

vlan-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード PVRSTAGインターフェイスコンフィギュレーション、PVSTAGインターフェイスコンフィギュ

レーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みethernet-services

___________________
例 次に、PVSTAGコンフィギュレーションモードで VLANをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# spanning-tree pvstag A
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag)# interface GigabitEthernet 0/3/03
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag-if)# vlan 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pvstag-if-vlan)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信された PVRSTAGパケットのデバッグをイネーブル
にします。

debug spanning-tree pvrstag packet, （
27ページ）

送受信された PVSTAGパケットのデバッグをイネーブルに
します。

debug spanning-tree pvstag packet, （
29ページ）

PVSTまたはPVRSTアクセスゲートウェイインターフェイ
スコンフィギュレーションサブモードを開始し、指定され

interface（PVSTAG/PVRSTAG）, （
64ページ）

たポートの PVSTAGまたは PVRSTAGをイネーブルにしま
す。

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvrstag, （152ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree pvstag, （154ペー
ジ）

VLANの Rapid Spanning Tree Access Gateway（PVRSTAG）
ごとにコンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvrstag, （167ページ）

VLANの Spanning Tree Access Gateway（PVSTAG）ごとに
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree pvstag, （169ページ）
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vlan-ids（MSTAG/REPAG）
現在のMSTIに VLAN IDのセットを関連付けるには、MSTAGまたは REPAGインスタンスコン
フィギュレーションサブモードで vlan-idコマンドを使用します。

vlan-id vlan-range [ vlan-range ] [ vlan-range ] [ vlan-range ]

___________________
構文の説明 VLANのリストの範囲は、a-b、c、d、e-f、gなどです。vlan-range

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモード、REPAGインスタンスコンフィギュレー

ションモード。

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、vlan-idコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstag-inst)# vlan-id 2-1005
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTAGパケットのデバッグをイネーブルにします。debug spanning-tree mstag packet, （22
ページ）

Resilient Ethernet Protocol（REP）アクセスゲートウェイデ
バッグコマンドをイネーブルにします。

debug spanning-tree repag packet, （31
ページ）

MSTAGインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モードを開始し、特定のポートのMSTAGをイネーブルに
します。

interface（MSTAG/REPAG）, （60
ページ）

MSTAGインスタンスコンフィギュレーションモードまた
は REPAGインスタンスコンフィギュレーションモードを
開始します。

instance（MSTAG/REPAG）, （52
ページ）

MSTアクセスゲートウェイコンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

spanning-tree mstag, （165ページ）

Resilient Ethernet Protocol AccessGateway（REPAG）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

spanning-tree repag, （171ページ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree mstag, （145ペー
ジ）

現在すべてのポートから送信された BPDUに入力するため
に使用される値を示します。

show spanning-tree repag, （156ペー
ジ）
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vlan-id（MSTP）
現在のMSTIに VLAN IDのセットを関連付けるには、MSTIコンフィギュレーションサブモード
で vlan-idコマンドを使用します。

vlan-id vlan-range [ vlan-range ] [ vlan-range ] [ vlan-range ]

___________________
構文の説明 VLANのリストの範囲は、a-b、c、d、e-f、gなどです。vlan-range

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード MSTIコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みinterface

___________________
例 次に、vlan-idコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mstp-inst)# vlan-id 2-1005
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

送受信されたMVRPパケットに対するデバッグをイネー
ブルにします。

debug spanning-tree mst packet, （18
ページ）

ポートの役割または状態の変更など、プロトコル状態の変

化のデバッグ、トポロジ変更通知をイネーブルにします。

debug spanning-tree mst protocol-state, （
20ページ）

多重スパニングツリーインスタンス（MSTI）コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

instance（MSTP）, （54ページ）

MSTPコンフィギュレーションサブモードを開始します。spanning-tree mst, （163ページ）

複数のスパニングツリープロトコルのステータス状況を

表示します。

show spanning-tree mst, （129ページ）
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