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Information About MST

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on creating Layer 2 interfaces.

（注）

MST, which is the IEEE 802.1s standard, allows you to assign two or more VLANs to a spanning tree instance.
MST is not the default spanning tree mode; Rapid per VLAN Spanning Tree (Rapid PVST+) is the default
mode. MST instances with the same name, revision number, and VLAN-to-instance mapping combine to
form an MST region. The MST region appears as a single bridge to spanning tree configurations outside the
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region. MST forms a boundary to that interface when it receives an IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
(STP) message from a neighboring device.

Spanning tree is used to refer to IEEE 802.1w and IEEE 802.1s. If the IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
is discussed in this publication, 802.1D is stated specifically.

（注）

Beginning with Cisco NX-OS Release 5.x, when you are running virtual port channels (vPCs), you can
configure STP for better performance. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration
Guide, Release 6.x』, for more information on this feature.

（注）

MST Overview

You must enable MST; Rapid PVST+ is the default spanning tree mode.（注）

MSTmaps multiple VLANs into a spanning tree instance, with each instance having a spanning tree topology
independent of other spanning tree instances. This architecture provides multiple forwarding paths for data
traffic, enables load balancing, and reduces the number of STP instances required to support a large number
of VLANs. MST improves the fault tolerance of the network because a failure in one instance (forwarding
path) does not affect other instances (forwarding paths).

MST provides rapid convergence through explicit handshaking because each MST instance uses the IEEE
802.1w standard, which eliminates the 802.1D forwarding delay and quickly transitions root bridge ports and
designated ports to the forwarding state.

MAC address reduction is always enabled on the device. You cannot disable this feature.

MST improves spanning tree operation and maintains backward compatibility with these STP versions:

• Original 802.1D spanning tree

• Rapid per-VLAN spanning tree (Rapid PVST+)

（注） • IEEE 802.1 was defined in the Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) and was incorporated into
IEEE 802.1D.

• IEEE 802.1 was defined in MST and was incorporated into IEEE 802.1Q.

MST Regions
To allow devices to participate in MST instances, you must consistently configure the devices with the same
MST configuration information.

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
2 OL-25755-01-J  

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
MST Overview



A collection of interconnected devices that have the same MST configuration is an MST region. An MST
region is a linked group of MST bridges with the same MST configuration.

The MST configuration controls the MST region to which each device belongs. The configuration includes
the name of the region, the revision number, and the VLAN-to-MST instance assignment mapping.

A region can have one or multiple members with the sameMST configuration. Each member must be capable
of processing 802.1w bridge protocol data units (BPDUs). There is no limit to the number of MST regions in
a network.

Each device can support up to 65 MST instances (MSTIs), including Instance 0, in a single MST region.
Instances are identified by any number in the range from 1 to 4094. The system reserves Instance 0 for a
special instance, which is the IST. You can assign a VLAN to only one MST instance at a time.

The MST region appears as a single bridge to adjacent MST regions and to other Rapid PVST+ regions and
802.1D spanning tree protocols.

We do not recommend that you partition the network into a large number of regions.（注）

MST BPDUs
Each device has only one MST BPDU per interface, and that BPDU carries an M-record for each MSTI on
the device. Only the IST sends BPDUs for the MST region; all M-records are encapsulated in that one BPDU
that the IST sends. Because the MST BPDU carries information for all instances, the number of BPDUs that
need to be processed to support MST is significantly reduced compared with Rapid PVST+.

Only the IST sends BPDUs for the MST region; all M-records are encapsulated in that one BPDU that the
IST sends.

図 1： MST BPDU with M-Records for MSTIs

MST Configuration Information
The MST configuration that must be identical on all devices within a single MST region is configured by the
user.

You can configure the three parameters of the MST configuration as follows:

• Name—32-character string, null padded and null terminated, identifying the MST region
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• Revision number—Unsigned 16-bit number that identifies the revision of the current MST configuration

You must set the revision number when required as part of the MST configuration. The revision number
is not incremented automatically each time that the MST configuration is committed.

（注）

• VLAN-to-MST instancemapping—4096-element table that associates each of the potential 4094 VLANs
supported in each virtual device context (VDC) to a given instance with the first (0) and last element
(4095) set to 0. The value of element number X represents the instance to which VLAN X is mapped.

When you change the VLAN-to-MSTI mapping, the system reconverges MST.（注）

MST BPDUs contain these three configuration parameters. An MST bridge accepts an MST BPDU into its
own region only if these three configuration parameters match exactly. If one configuration attribute differs,
the MST bridge considers the BPDU to be from another MST region.

IST, CIST, and CST

IST, CIST, and CST Overview
Unlike Rapid PVST+, in which all the STP instances are independent, MST establishes and maintains IST,
CIST, and CST spanning trees, as follows:

• An IST is the spanning tree that runs in an MST region.

MST establishes and maintains additional spanning trees within each MST region; these spanning trees
are called multiple spanning tree instances (MSTIs).

Instance 0 is a special instance for a region, known as the IST. The IST always exists on all ports; you
cannot delete the IST, or Instance 0. By default, all VLANs are assigned to the IST. All other MST
instances are numbered from 1 to 4094.

The IST is the only STP instance that sends and receives BPDUs. All of the other MSTI information is
contained in MST records (M-records), which are encapsulated within MST BPDUs.

All MSTIs within the same region share the same protocol timers, but each MSTI has its own topology
parameters, such as the root bridge ID, the root path cost, and so forth.

An MSTI is local to the region; for example, MSTI 9 in region A is independent of MSTI 9 in region
B, even if regions A and B are interconnected. Only CST information crosses region boundaries.

• The CST interconnects the MST regions and any instance of 802.1D and 802.1w STP that may be
running on the network. The CST is the one STP instance for the entire bridged network and encompasses
all MST regions and 802.1w and 802.1D instances.

• A CIST is a collection of the ISTs in each MST region. The CIST is the same as an IST inside an MST
region, and the same as a CST outside an MST region.

The spanning tree computed in an MST region appears as a subtree in the CST that encompasses the entire
switched domain. The CIST is formed by the spanning tree algorithm running among devices that support
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the 802.1w, 802.1s, and 802.1D standards. The CIST inside an MST region is the same as the CST outside a
region.

Spanning Tree Operation Within an MST Region
The IST connects all the MSTdevices in a region. When the IST converges, the root of the IST becomes the
CIST regional root. The CIST regional root is also the CIST root if there is only one region in the network.
If the CIST root is outside the region, the protocol selects one of the MST devices at the boundary of the
region as the CIST regional root.

When an MST device initializes, it sends BPDUs that identify itself as the root of the CIST and the CIST
regional root, with both the path costs to the CIST root and to the CIST regional root set to zero. The device
also initializes all of its MSTIs and claims to be the root for all of them. If the device receives superior MSTI
root information (lower switch ID, lower path cost, and so forth) than the information that is currently stored
for the port, it relinquishes its claim as the CIST regional root.

During initialization, an MST region might have many subregions, each with its own CIST regional root. As
devices receive superior IST information from a neighbor in the same region, they leave their old subregions
and join the new subregion that contains the true CIST regional root. This action causes all subregions to
shrink except for the subregion that contains the true CIST regional root.

All devices in the MST region must agree on the same CIST regional root. Any two devices in the region will
only synchronize their port roles for an MSTI if they converge to a common CIST regional root.

Spanning Tree Operations Between MST Regions
If you have multiple regions or 802.1 w or 802.1D STP instances within a network, MST establishes and
maintains the CST, which includes all MST regions and all 802.1w and 802.1D STP devices in the network.
The MSTIs combine with the IST at the boundary of the region to become the CST.

The IST connects all the MST devices in the region and appears as a subtree in the CIST that encompasses
the entire switched domain. The root of the subtree is the CIST regional root. The MST region appears as a
virtual device to adjacent STP devices and MST regions.
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This figure shows a network with three MST regions and an 802.1D device (D). The CIST regional root for
region 1 (A) is also the CIST root. The CIST regional root for region 2 (B) and the CIST regional root for
region 3 (C) are the roots for their respective subtrees within the CIST.

図 2：MST Regions, CIST Regional Roots, and CST Root

Only the CST instance sends and receives BPDUs.MSTIs add their spanning tree information into the BPDUs
(as M-records) to interact with neighboring devices within the same MST region and compute the final
spanning tree topology. The spanning tree parameters related to the BPDU transmission (for example, hello
time, forward time, max-age, and max-hops) are configured only on the CST instance but affect all MSTIs.
You can configure the parameters related to the spanning tree topology (for example, the switch priority, the
port VLAN cost, and the port VLAN priority) on both the CST instance and the MSTI.

MST devices use Version 3 BPDUs. If the MST device falls back to 802.1D STP, the device uses only 802.1D
BPDUs to communicate with 802.1D-only devices. MST devices use MST BPDUs to communicate with
MST devices.

MST Terminology
MST naming conventions include identification of some internal or regional parameters. These parameters
are used only within an MST region, compared to external parameters that are used throughout the whole
network. Because the CIST is the only spanning tree instance that spans the whole network, only the CIST
parameters require the external qualifiers and not the internal or regional qualifiers. The MST terminology is
as follows:

• The CIST root is the root bridge for the CIST, which is the unique instance that spans the whole network.
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• The CIST external root path cost is the cost to the CIST root. This cost is left unchanged within an MST
region. An MST region looks like a single device to the CIST. The CIST external root path cost is the
root path cost calculated between these virtual devices and devices that do not belong to any region.

• If the CIST root is in the region, the CIST regional root is the CIST root. Otherwise, the CIST regional
root is the closest device to the CIST root in the region. The CIST regional root acts as a root bridge for
the IST.

• The CIST internal root path cost is the cost to the CIST regional root in a region. This cost is only relevant
to the IST, instance 0.

Hop Count
MST does not use the message-age and maximum-age information in the configuration BPDU to compute
the STP topology inside the MST region. Instead, the protocol uses the path cost to the root and a hop-count
mechanism similar to the IP time-to-live (TTL) mechanism.

By using the spanning-tree mst max-hops global configuration command, you can configure the maximum
hops inside the region and apply it to the IST and all MST instances in that region.

The hop count achieves the same result as the message-age information (triggers a reconfiguration). The root
bridge of the instance always sends a BPDU (or M-record) with a cost of 0 and the hop count set to the
maximum value. When a device receives this BPDU, it decrements the received remaining hop count by one
and propagates this value as the remaining hop count in the BPDUs that it generates. When the count reaches
zero, the device discards the BPDU and ages the information held for the port.

Themessage-age andmaximum-age information in the 802.1w portion of the BPDU remain the same throughout
the region (only on the IST), and the same values are propagated by the region-designated ports at the boundary.

You configure a maximum aging time as the number of seconds that a device waits without receiving spanning
tree configuration messages before attempting a reconfiguration.

境界ポート

境界ポートは、LANに接続されたポートで、その代表ブリッジは、MST設定が異なるブリッジ
（つまり、別のMST領域）、または Rapid PVST+や 802.1D STPスイッチのいずれかです。指定
ポートは、STPブリッジを検出するか、設定が異なるMSTブリッジまたはRapid PVST+ブリッジ
から合意提案を受信すると、境界にあることを認識します。この定義では、領域内部の 2つの
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ポートが、別の領域に属するポートとセグメントを共有でき、そのため内部メッセージおよび外

部メッセージの両方をポートで受信する可能性があります。

図 3： MST 境界ポート

境界では、MSTポートのロールは問題ではなく、そのステートは強制的に ISTポートステートと
同じに設定されます。境界フラグがポートに対してオンに設定されている場合、MSTポートの
ロールの選択処理では、ポートのロールが境界に割り当てられ、同じステートが ISTポートのス
テートとして割り当てられます。境界にある ISTポートでは、バックアップポートのロール以外
のすべてのポートのロールを引き継ぐことができます。

Detecting Unidirectional Link Failure:MST
Currently, this feature is not present in the IEEE MST standard, but it is included in the standard-compliant
implementation; it is based on the dispute mechanism. The software checks the consistency of the port role
and state in the received BPDUs to detect unidirectional link failures that could cause bridging loops. This
feature is based on the dispute mechanism.

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』, for information
on Unidirectional Link Detection (UDLD).

（注）

When a designated port detects a conflict, it keeps its role, but reverts to a discarding state because disrupting
connectivity in case of inconsistency is preferable to opening a bridging loop.

This figure shows a unidirectional link failure that typically creates a bridging loop. Switch A is the root
bridge, and its BPDUs are lost on the link leading to switch B. Rapid PVST+ (802.1w) and MST BPDUs
include the role and state of the sending port. With this information, switch A can detect that switch B does
not react to the superior BPDUs that it sends and that switch B is the designated, not root port. As a result,
switch A blocks (or keeps blocking) its port, which prevents the bridging loop.
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図 4： Detecting a Unidirectional Link Failure

Port Cost and Port Priority
Spanning tree uses port costs to break a tie for the designated port. Lower values indicate lower port costs,
and spanning tree chooses the least costly path. Default port costs are taken from the bandwidth of the interface,
as follows:

• 10 Mbps—2,000,000

• 100 Mbps—200,000

• 1 Gigabit Ethernet—20,000

• 10 Gigabit Ethernet—2,000

You can configure the port costs in order to influence which port is chosen.

MST always uses the long path-cost calculation method, so the range of valid values is between 1 and
200,000,000.

（注）

The system uses port priorities to break ties among ports with the same cost. A lower number indicates a
higher priority. The default port priority is 128. You can configure the priority to values between 0 and 224,
in increments of 32.

Interoperability with IEEE 802.1D
A device that runs MST supports a built-in protocol migration feature that enables it to interoperate with
802.1D STP devices. If this devoce receives an 802.1D configuration BPDU (a BPDU with the protocol
version set to 0), it sends only 802.1D BPDUs on that port. In addition, an MST device can detect that a port
is at the boundary of a region when it receives an 802.1D BPDU, an MST BPDU (Version 3) associated with
a different region, or an 802.1w BPDU (Version 2).

However, the device does not automatically revert to the MST mode if it no longer receives 802.1D BPDUs
because it cannot detect whether the 802.1D device has been removed from the link unless the 802.1D device
is the designated device. A device might also continue to assign a boundary role to a port when the device to
which this device is connected has joined the region.

To restart the protocol migration process (force the renegotiation with neighboring devices), enter the clear
spanning-tree detected-protocols command.

All Rapid PVST+ switches (and all 8021.D STP switches) on the link can process MST BPDUs as if they are
802.1w BPDUs.MST devices can send either Version 0 configuration and topology change notification (TCN)
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BPDUs or Version 3 MST BPDUs on a boundary port. A boundary port connects to a LAN, the designated
device of which is either a single spanning tree device or a device with a different MST configuration.

MST interoperates with the Cisco prestandard MSTP whenever it receives prestandard MSTP on an MST
port; no explicit configuration is necessary. In Cisco NX-OSRelease 4.0(2) and later releases, you can configure
specified interfaces to send prestandard MSTP messages all the time; it does not have to wait to receive a
prestandard MST message to begin sending prestandard MST messages.

You can also configure the interface to proactively send prestandard MSTP messages.

High Availability for MST
The software supports high availability for MST. However, the statistics and timers are not restored when
MST restarts. The timers start again and the statistics begin from 0.

The device supports full nondisruptive upgrades for MST. See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High
Availability and RedundancyGuide』, for complete information on nondisruptive upgrades and high-availability
features.

Virtualization Support for MST
The system provides support for virtual device contexts (VDCs), and each VDC runs a separate STP.

You can run Rapid PVST+ in one VDC and run MST in another VDC as shown in this figure. Each VDC
will have its own MST. Ensure that you are in the correct VDC.

For example, VDC1 can run MST, VDC2 can run Rapid PVST+, and VDC 3 can run MST.

図 5： Separate STP in each VDC

MSTs in different VDCs are distinct, so you must perform MST region configuration for each VDC.（注）
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See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on VDCs and assigning resources.

（注）

Licensing Requirements for MST
The following table shows the licensing requirements for this feature:

License RequirementProduct

MST requires no license. Any feature not included
in a license package is bundled with the Cisco NX-OS
system images and is provided at no extra charge to
you. For a complete explanation of the Cisco NX-OS
licensing scheme, see the『Cisco NX-OS Licensing
Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.

Prerequisites for MST
MST has the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• If necessary, install the Advanced Services license and enter the desired VDC.

• If you are working in another VDC than the default VDC, that VDC must be created.

Guidelines and Limitations for Configuring MST

When you change the VLAN-to-MSTI mapping, the system reconverges MST.（注）

MST has the following configuration guidelines and limitations:

• You must enable MST; Rapid PVST+ is the default spanning tree mode.

• You can assign a VLAN to only one MST instance at a time.

• You cannot map VLANs 3968 to 4047 or 4094 to an MST instance. These VLANs are reserved for
internal use by the device.

• You can have up to 65 MST instances on one device.

• The maximum number of VLANs and ports is 75,000.
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• By default, all VLANs are mapped to MSTI 0 or the IST.

• When you are working with private VLANs on the system, ensure that all secondary VLANs aremapped
to the same MSTI as the primary VLAN.

• You can load balance only within the MST region.

• Ensure that trunks carry all of the VLANs that are mapped to an MSTI or exclude all those VLANs that
are mapped to an MSTI.

• Always leave STP enabled.

• Do not change timers because you can adversely affect your network stability.

• Keep user traffic off the management VLAN; keep the management VLAN separate from user data.

• Choose the distribution and core layers as the location of the primary and secondary root switches.

• Port channeling—The port channel bundle is considered as a single port. The port cost is the aggregation
of all the configured port costs assigned to that channel.

• When you map a VLAN to an MSTI, the system automatically removes that VLAN from its previous
MSTI.

• You can map any number of VLANs to an MSTI.

• All MST boundary ports must be forwarding for load balancing between Rapid PVST+ and an MST
cloud or between a PVST+ and an MST cloud. The CIST regional root of the MST cloud must be the
root of the CST. If the MST cloud consists of multiple MST regions, one of the MST regions must
contain the CST root and all of the other MST regions must have a better path to the root contained
within the MST cloud than a path through the Rapid PVST+ or PVST+ cloud.

• Do not partition the network into a large number of regions. However, if this situation is unavoidable,
we recommend that you partition the switched LAN into smaller LANs interconnected by non-Layer 2
devices.

• When youworkwith private VLANs, enter the private-vlan synchronize command tomap the secondary
VLANs to the same MST instance as the primary VLAN.

• When you are in the MST configuration submode, the following guidelines apply:

◦ Each command reference line creates its pending regional configuration.

◦ The pending region configuration starts with the current region configuration.

◦ To leave the MST configuration submode without committing any changes, enter the abort
command.

◦ To leave the MST configuration submode and commit all the changes that you made before you
left the submode, enter the exit or end commands, or press Ctrl + Z.

The software supports full nondisruptive upgrades for MST. See『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High
Availability and Redundancy Guide』, for complete information about nondisruptive upgrades.

（注）
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MST のデフォルト設定
次の表に、MSTパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：デフォルトの MST パラメータ

デフォルトパラメータ

イネーブルスパニングツリー

Rapid PVST+がデフォルトでイネーブル

スパニングツリーモードを変更する

と、すべてのスパニングツリーインス

タンスが前のモードで停止して新規モー

ドで開始されるため、トラフィックが

中断されます。

注意

スパニングツリーモード

空の文字列名前

すべての VLANを CISTインスタンスにマッピ
ング

VLANマッピング

0リビジョン

インスタンス 0。VLAN 1～ 4094はデフォルト
でインスタンス 0にマッピングされます。

インスタンス ID

65MST領域あたりのMSTI数

32768ブリッジプライオリティ（CISTポート単位で
設定可能）

128スパニングツリーポートプライオリティ（CIST
ポート単位で設定可能）

Auto

デフォルトのポートコストは、次のように、

ポート速度から判別されます。

• 10 Mbps：2,000,000

• 100 Mbps：200,000

• 1ギガビットイーサネット：20,000

• 10ギガビットイーサネット：2,000

スパニングツリーポートコスト（CISTポート
単位で設定可能）
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デフォルトパラメータ

2秒helloタイム

15秒転送遅延時間

20秒最大エージングタイム

20ホップ最大ホップカウント

Auto

デフォルトリンクタイプは、次のようにデュ

プレックスから判別されます。

•全二重：ポイントツーポイントリンク

•半二重：共有リンク

リンクタイプ

Configuring MST

If you are familiar with the Cisco IOS CLI, be aware that the Cisco software commands for this feature
might differ from the Cisco IOS commands that you would use.

（注）

MST のイネーブル化（CLI バージョン）
MSTをイネーブルにできます。デフォルトは、Rapid PVST+です。

同じ VDC上でMSTと Rapid PVST+を同時に実行することはできません。

スパニングツリーモードを変更すると、すべてのスパニングツリーインスタンスが前のモー

ドで停止して新規モードで再開されるため、トラフィックが中断されます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. exit
4. （任意） show running-config spanning-tree all
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

説明オプション

デバイスのMSTをイネーブル
にします。

spanning-tree mode
mst

デバイス上でMSTをディセー
ブルにして、RapidPVST+に戻
します。

no spanning-tree
mode mst

例：
switch(config)# spanning-tree mode mst

コンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

現在稼働している STPコンフィギュレー
ションを表示します。

show running-config spanning-tree all

例：
switch# show running-config spanning-tree all

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

例：
switch# copy running-config startup-config

ステップ 5   
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次に、デバイス上でMSTをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mode mst
switch(config)# exit
switch#

MST コンフィギュレーションモードの開始
デバイスにMST名、VLAN/インスタンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を設定するに
は、MSTコンフィギュレーションモードを開始します。

複数のデバイスが同じMST領域内にある場合は、これらのデバイスのMST名、VLAN/インスタ
ンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同一にする必要があります。

各コマンド参照行により、MSTコンフィギュレーションモードで保留中の領域設定が作成さ
れます。さたに、保留中の領域設定により、現在の領域設定が開始されます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーション

モードを開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

システム上で、MST設定サブモードを開始します。
次のMST設定パラメータを割り当てるには、MST
設定サブモードを開始しておく必要があります。

• MST名

• VLAN/MSTインスタンスマッピング

• MSTリビジョン番号

•プライベート VLANでのプライマリ VLANと
セカンダリ VLANとの同期

spanning-tree mst
configuration

MST領域設定を次のデフォルト値に戻します。

•領域名は空の文字列になります。

• VLANはMSTIにマッピングされません（すべ
てのVLANはCISTインスタンスにマッピング
されます）。

•リビジョン番号は 0です。

no spanning-tree
mst configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設定サブモードを
終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることなく、MST設定サ
ブモードを終了します。

abort

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

（任意）

実行コンフィギュレーショ

ンを、スタートアップコン

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

フィギュレーションにコピー

します。

次に、デバイスでMST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。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

MST の名前の指定
ブリッジに領域名を設定できます。複数のブリッジが同じMST領域内にある場合は、これらの
ブリッジのMST名、VLAN/インスタンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同一にする
必要があります。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. name name
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MST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 configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

MST領域の名前を指定します。 nameストリ
ングには最大32文字まで使用でき、大文字と

name name

例：
switch(config-mst)# name accounting

ステップ 3   

小文字が区別されます。デフォルトは空の文

字列です。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設
定サブモードを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることな

く、MST設定サブモードを終了しま
す。

abort

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次の例は、MST領域の名前の設定方法を示しています。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# name accounting
switch(config-mst)#

MST 設定のリビジョン番号の指定
リビジョン番号は、ブリッジ上に設定します。複数のブリッジが同じMST領域内にある場合は、
これらのブリッジのMST名、VLAN/インスタンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同
一にする必要があります。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. revision version
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MST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 configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

MST領域のリビジョン番号を指定します。
範囲は 0～ 65535で、デフォルト値は 0で
す。

revision version

例：
switch(config-mst)# revision 5

ステップ 3   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設
定サブモードを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることな

く、MST設定サブモードを終了しま
す。

abort

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次に、MSTI領域のリビジョン番号を 5に設定する例を示します。
switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# revision 5
switch(config-mst)#

MST 領域での設定の指定
2台以上のデバイスを同一MST領域内に存在させるには、同じVLANからインスタンスへのマッ
ピング、同じ構成リビジョン番号、および同じMSTの名前が設定されている必要があります。

領域には、同じMST設定の 1つのメンバーまたは複数のメンバーを存在させることができます。
各メンバーでは、IEEE802.1wRSTPBPDUを処理できる必要があります。ネットワーク内のMST
領域には、数の制限はありませんが、各領域では、最大65までのインスタンスをサポートできま
す。 VLANは、一度に 1つのMSTインスタンスに対してのみ割り当てることができます。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. instance instance-id vlan vlan-range
4. name name
5. revision version
6. 次のいずれかのコマンドを入力します。
7. show spanning-tree mst
8. copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MST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 configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst
configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

VLANをMSTインスタンスにマッピングする手順は、次
のとおりです。

instance instance-id vlan vlan-range

例：
switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20

ステップ 3   

• instance-idの範囲は 1～ 4094です。

• vlan vlan-rangeの範囲は 1～ 4094です。MSTイン
スタンスにVLANをマッピングする場合、マッピン
グはインクリメンタルに行われ、コマンドで指定さ

れたVLANがすでにマッピング済みのVLANに対し
て追加または削除されます。

VLAN範囲を指定する場合は、ハイフンを使用します。
たとえば、instance 1 vlan 1-63とコマンドを入力すると、
MSTインスタンス 1にVLAN 1～ 63がマッピングされま
す。

複数の VLANを指定する場合はカンマで区切ります。た
とえば、instance 1 vlan 10, 20, 30と指定すると、MSTイ
ンスタンス 1にVLAN10、20、および 30がマッピングさ
れます。

インスタンス名を指定します。nameストリングには最大
32文字まで使用でき、大文字と小文字が区別されます。

name name

例：
switch(config-mst)# name region1

ステップ 4   

設定リビジョン番号を指定します。指定できる範囲は 0
～ 65535です。

revision version

例：
switch(config-mst)# revision 1

ステップ 5   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプショ

ン

すべての変更をコミットし、

MST設定サブモードを終了し
ます。

exit

いずれの変更もコミットする

ことなく、MST設定サブモー
ドを終了します。

abort

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

（任意）MST設定を表示します。show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 7   

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

次の例では、MSTコンフィギュレーションモードを開始して VLAN 10～ 20をMSTインスタン
ス 1にマッピングし、リージョンに region1と名前を付けて、コンフィギュレーションリビジョ
ンを 1に設定します。その後、変更確認前の設定を表示して変更を適用し、グローバルコンフィ
ギュレーションモードに戻る方法を示します。

switch# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
switch(config-mst)# name region1
switch(config-mst)# revision 1
switch(config-mst#) show pending
Pending MST configuration
Name [region1]
Revision 1
Instances configured 2
Instance Vlans Mapped
-------- ---------------------
0 1-9,21-4094
1 10-20
-------------------------------
switch(config-mst)# exit
switch(config)#
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VLAN と MST インスタンスのマッピングおよびマッピング解除（CLI
バージョン）

複数のブリッジが同じMST領域内にある場合は、これらのブリッジのMST名、VLAN/インスタ
ンスマッピング、およびMSTリビジョン番号を同一にする必要があります。

VLAN 3968～ 4047または VLAN 4094はMSTインスタンスにマッピングできません。これらの
VLANは、デバイスによる内部使用のために予約されています。

VLAN/MSTIマッピングを変更すると、MSTが再コンバージェンスされます。（注）

MSTIはディセーブルにできません。（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモード

を開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

MST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 configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

説明オプション

VLANをMSTインスタンスにマッピングする
手順は、次のとおりです。

• instance_idの範囲は 1～ 4094です。イン
スタンス 0は、各MST領域での IST用に
予約されています。

• vlan-rangeの範囲は 1～ 4094です。

VLANをMSTIにマッピングすると、マッピン
グは差分で実行され、コマンドで指定された

VLANが、以前マッピングされた VLANに追
加または VLANから削除されます。

instance
instance-id vlan
vlan-range

指定したインスタンスを削除し、VLANを、
デフォルトMSTIである CISTに戻します。

no instance
instance-id vlan
vlan-range

例：
switch(config-mst)# instance 3 vlan 200

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設定サブモー
ドを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることなく、MST設
定サブモードを終了します。

abort

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーション

を、スタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

ギュレーションにコピーしま

す。

次の例は、VLAN 200をMSTI 3にマッピングする方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# instance 3 vlan 200
switch(config-mst)#

プライベート VLAN でセカンダリ VLAN をプライマリ VLAN として同じ
MSTI にマッピングするには

システムのプライベートVLANで作業しているときは、関連プライマリVLANと同じMSTIにす
べてのセカンダリ VLANを配置する必要があります。この同期を自動的に実現するには、
private-vlan synchronizeコマンドを入力します。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst configuration
3. private-vlan synchronize
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MST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 configuration

例：
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)#

ステップ 2   

すべてのプライベートVLANについて、関連
プライマリVLANと同じMSTIにすべてのセ

private-vlan synchronize

例：
g-mst)# private-vlan synchronize

ステップ 3   

カンダリ VLANを自動的にマッピングしま
す。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設
定サブモードを終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることな

く、MST設定サブモードを終了しま
す。

abort

例：
switch(config-mst)# exit
switch(config)#

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 6   

次の例は、すべてのプライベートVLANと同じMSTIおよび関連プライマリVLANにすべてのセ
カンダリ VLANを自動的にマッピングする方法を示しています。
switch# config t
switch(conf9g)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# private-vlan synchronize
switch(config-mst)#
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ルートブリッジの設定

MSTルートブリッジになるデバイスを設定できます。

ルートブリッジになるために必要な値が 4096より小さい場合は、spanning-tree vlan vlan_ID
primary rootコマンドはエラーになります。ソフトウェアでブリッジプライオリティをそれ以上
低くできない場合、デバイスは次のメッセージを返します。

Error: Failed to set root bridge for VLAN 1
It may be possible to make the bridge root by setting the priority
for some (or all) of these instances to zero.

各MSTIのルートブリッジは、バックボーンまたはディストリビューションデバイスである
必要があります。アクセスデバイスは、スパニングツリーのプライマリルートブリッジとし

て設定しないでください。

（注）

レイヤ 2ネットワークの直径（レイヤ 2ネットワーク上の任意の 2台のエンドステーション間に
おける最大レイヤ 2ホップカウント）を指定するには、MSTI 0（IST）専用の diameterキーワー
ドを入力します。ネットワーク直径を指定すると、デバイスは、その直径のネットワークで最適

な helloタイム、転送遅延時間、最大エージングタイムを自動的に設定し、これによって収束時
間が大幅に短縮されます。 helloキーワードを入力すると、自動的に計算された helloタイムを上
書きできます。

ルートブリッジとして設定されているデバイスでは、helloタイム、転送遅延時間、最大エー
ジングタイムは手動で設定（spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst forward-time、
spanning-tree mst max-ageの各グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用）しない
でください。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーション

モードを開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

説明オプション

次のようにルートブリッジとしてデバイスを設

定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイ
フンで区切られた範囲のインスタンス、ま

たはカンマで区切られた一連のインスタン

スを指定します。有効な範囲は 1～ 4094で
す。

• diameter net-diameterには、任意の 2つのエ
ンドステーション間にレイヤ 2ホップの最
大数を指定します。デフォルトは 7です。
このキーワードは、MSTインスタンス 0に
だけ使用できます。

• hello-time secondsには、ルートブリッジに
よって生成された設定メッセージの間隔を

秒単位で指定します。有効な範囲は 1～ 10
秒で、デフォルトは 2秒です。

spanning-tree mst
instance-id root
{primary | secondary}
[diameter dia
[hello-time hello-time]]

スイッチのプライオリティ、範囲、helloタイム
をデフォルト値に戻します。

no spanning-tree mst
instance-id root

例：
switch(config)# spanning-tree mst 5 root primary

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

説明オプション

すべての変更をコミットし、MST設定サブモードを
終了します。

exit

いずれの変更もコミットすることなく、MST設定サ
ブモードを終了します。

abort
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config)# exit
switch#

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーショ

ンを、スタートアップコン

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 5   

フィギュレーションにコピー

します。

次に、デバイスをMSTI 5のルートスイッチに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 root primary
switch(config)#

MST セカンダリルートブリッジの設定
複数のバックアップルートブリッジを設定するには、複数のデバイスでこのコマンドを使用しま

す。 spanning-tree mst root primaryグローバルコンフィギュレーションコマンドでプライマリ
ルートブリッジを設定したときに使用したのと同じネットワーク直径と helloタイムの値を入力
します。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモード

を開始します。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 2   

説明オプション

次のようにセカンダリルートブリッジとして

デバイスを設定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハ
イフンで区切られた範囲のインスタンス、

またはカンマで区切られた一連のインス

タンスを指定できます。有効な範囲は 1
～ 4094です。

• diameter net-diameterには、任意の 2つの
エンドステーション間にレイヤ 2ホップ
の最大数を指定します。デフォルトは 7
です。このキーワードは、MSTインスタ
ンス 0にだけ使用できます。

• hello-time secondsには、ルートブリッジ
によって生成された設定メッセージの間

隔を秒単位で指定します。有効な範囲は

1～ 10秒で、デフォルトは 2秒です。

spanning-tree mst
instance-id root
{primary |
secondary}
[diameter
dia[hello-time
hello-time]]

スイッチのプライオリティ、範囲、helloタイ
ムをデフォルト値に戻します。

no spanning-tree
mst instance-id root

例：
switch(config)# spanning-tree mst 5 root secondary

コンフィギュレーションモード

を終了します。

exit

例：
switch# exit
switch(config)#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーション

を、スタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステップ 5   

ギュレーションにコピーしま

す。

次に、デバイスをMSTI 5のセカンダリルートスイッチに設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 root secondary
switch(config)#

MST スイッチプライオリティの設定
MSTインスタンスのスイッチプライオリティを設定し、指定デバイスがルートブリッジとして
選択される可能性を高めることができます。

spanning-tree mst priorityコマンドを使用するときは注意してください。ほとんどの場合、ス
イッチのプライオリティを変更するには、spanning-tree mst root primaryおよび spanning-tree
mst root secondaryのグローバルコンフィギュレーションコマンドの使用を推奨します。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst instance-id priority priority-value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

次のようにデバイスプライオリティを設定します。spanning-tree mst instance-id priority
priority-value

ステップ 2   

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切ら
れた範囲のインスタンス、またはカンマで区切られた一連例：

switch(config)# spanning-tree mst
5 priority 4096

のインスタンスを指定できます。有効な範囲は 1～ 4094
です。

• priority-valuの範囲は 0～ 61440で、4096ずつ増加します。
デフォルト値は 32768です。数値を小さくすると、ルー
トブリッジとしてデバイスが選択される可能性が高くな

ります。

プライオリティ値は、0、4096、8192、12288、16384、
20480、24576、28672、32768、36864、40960、45056、
49152、53248、57344、61440です。システムでは、他の
すべての値が拒否されます。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次の例は、MSTI 5のブリッジのプライオリティを 4096に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst 5 priority 4096
switch(config)#
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MST ポートプライオリティの設定
ループが発生する場合、MSTは、フォワーディングステートにするインターフェイスを選択する
とき、ポートプライオリティを使用します。最初に選択させるインターフェイスには低いプライ

オリティの値を割り当て、最後に選択させるインターフェイスには高いプライオリティの値を割

り当てることができます。すべてのインターフェイスのプライオリティ値が同一である場合、

MSTはインターフェイス番号が最も低いインターフェイスをフォワーディングステートにして、
その他のインターフェイスをブロックします。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface {{type slot/port} | {port-channel number}}
3. spanning-tree mst instance-id port-priority priority
4. exit
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interface {{type slot/port} | {port-channel
number}}

例：
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

次のように、ポートのプライオリティを設定します。spanning-treemst instance-id port-priority
priority

ステップ 3   

• instance-idには、1つのMSTI、それぞれをハイフンで
区切ったMSTIの範囲、またはカンマで区切った一連例：

switch(config-if)# spanning-tree mst
3 port-priority 64

のMSTIを指定できます。有効な範囲は 1～ 4094で
す。
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目的コマンドまたはアクション

• priorityの範囲は 0～ 224で、32ずつ増加します。デ
フォルトは 128です。値が小さいほど、プライオリ
ティが高いことを示します。

プライオリティ値は、0、32、64、96、128、160、
192、224です。システムでは、他のすべての値が拒
否されます。

インターフェイスモードを終了します。exit

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、イーサネットポート 3/1でMSTI 3のMSTインターフェイスポートプライオリティ
を 64に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# spanning-tree mst 3 port-priority 64
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST ポートコストの設定
MSTポートコストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度から抽出されます。ルー
プが発生した場合、MSTは、コストを使用して、フォワーディングステートにするインターフェ
イスを選択します。最初に選択させるインターフェイスには小さいコストの値を割り当て、最後

に選択させるインターフェイスの値には大きいコストを割り当てることができます。すべてのイ

ンターフェイスのコスト値が同一である場合、MSTはインターフェイス番号が最も低いインター
フェイスをフォワーディングステートにして、その他のインターフェイスをブロックします。

MSTはロングパスコスト計算方式を使用します。（注）
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はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface {{type slot/port} | {port-channel number}}
3. spanning-tree mst instance-id cost {cost | auto}
4. exit
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interface {{type slot/port} | {port-channel
number}}

例：
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)#

ステップ 2   

コストを設定します。spanning-tree mst instance-id cost {cost |
auto}

ステップ 3   

ループが発生する場合、MSTは、フォワーディングステー
トにするインターフェイスを選択するとき、パスコストを

例：
switch(config-if)# spanning-tree mst
4 cost 17031970

使用します。パスコストが小さいほど、送信速度が速いこ

とを示します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区
切られた範囲のインスタンス、またはカンマで区切ら

れた一連のインスタンスを指定できます。有効な範囲

は 1～ 4094です。

• costの範囲は 1～ 200000000です。デフォルト値は
autoで、インターフェイスのメディア速度から取得さ
れるものです。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスモードを終了します。exit

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、イーサネットポート 3/1でMSTI 4のMSTインターフェイスポートコストを設定す
る方法を示しています。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# spanning-tree mst 4 cost 17031970
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST hello タイムの設定
デバイス上のすべてのインスタンスに対してルートブリッジが作成する設定メッセージの間隔を

設定するには、helloタイムを変更します。

spanning-tree mst hello-timeコマンドを使用するときは注意してください。ほとんどの場合、
helloタイムを変更するには、spanning-tree mst instance-id root primaryおよび spanning-tree
mst instance-id root secondaryのグローバルコンフィギュレーションコマンドの使用を推奨し
ます。

（注）

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。
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手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst hello-time seconds
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのMSTインスタンスについて、helloタイムを設
定します。 helloタイムは、ルートブリッジが設定メッ

spanning-tree mst hello-time seconds

例：
switch(config)# spanning-tree mst
hello-time 1

ステップ 2   

セージを生成する時間です。これらのメッセージは、

デバイスが動作していることを示します。 secondsの範
囲は 1～ 10で、デフォルトは 2秒です。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、デバイスの helloタイムを 1秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst hello-time 1
switch(config)#
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MST 転送遅延時間の設定
デバイスのすべてのMSTインスタンスの転送遅延時間を 1つのコマンドで設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを開始していること（または switchto vdcswitchto vdcコマンドを入力済みであるこ
と）を確認してください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst forward-time seconds
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのMSTインスタンスについて、転送時間を設定
します。転送遅延は、スパニングツリーブロッキング

spanning-tree mst forward-time seconds

例：
switch(config)# spanning-tree mst
forward-time 10

ステップ 2   

ステートとラーニングステートからフォワーディング

ステートに変更する前に、ポートが待つ秒数です。

secondsの範囲は 4～ 30で、デフォルトは 15秒です。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   
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次に、デバイスの転送遅延時間を 10秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-time mst forward-time 10
switch(config)#

MST 最大エージングタイムの設定
デバイスのすべてのMSTインスタンスの最大エージングタイマーを 1つのコマンドで設定でき
ます（最大エージングタイムが適用されるのは ISTのみです）。

最大エージングタイマーは、デバイスがスパニングツリー設定メッセージを受信せずに再設定を

試行するまで待機する秒数です。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst max-age seconds
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

すべてのMSTインスタンスについて、最大経過時間を
設定します。最大エージングタイムは、デバイスがス

spanning-tree mst max-age seconds

例：
switch(config)# spanning-tree mst
max-age 40

ステップ 2   

パニングツリー設定メッセージを受信せずに再設定を試

行するまで待機する秒数です。 secondsの範囲は 6～ 40
で、デフォルトは 20秒です。
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次に、デバイスの最大エージングタイマーを 40秒に設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst max-age 40
switch(config)#

MST 最大ホップカウントの設定
領域内の最大ホップを設定し、それをその領域内にある ISTおよびすべてのMSTインスタンスに
適用できます。MSTでは、ISTリージョナルルートへのパスコストと、IPの存続可能時間（TTL）
メカニズムに類似したホップカウントメカニズムが、使用されます。ホップカウントを設定す

ると、メッセージエージ情報を設定するのと同様の結果が得られます（再構成の開始時期を決定

します）。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. spanning-tree mst max-hops hop-count
3. exit
4. （任意） show spanning-tree mst
5. （任意） copy running-config startup-config

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチングコンフィギュレーションガイド
   OL-25755-01-J 41

Cisco NX-OS を使用した MST の設定
MST 最大ホップカウントの設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

BPDUが廃棄され、ポートに維持されていた情報が期
限切れになるまでの、領域内でのホップカウントを

spanning-tree mst max-hops hop-count

例：
switch(config)# spanning-tree mst
max-hops 40

ステップ 2   

指定します。 hop-countの範囲は 1～ 255で、デフォ
ルト値は 20ホップです。

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-mst)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

次の例は、最大ホップカウントを 40に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mst max-hops 40
switch(config)#

先行標準 MSTP メッセージを事前に送信するインターフェイスの設定
（CLI バージョン）

デフォルトで、MSTを実行中のデバイス上のインターフェイスは、別のインターフェイスから先
行標準MSTPメッセージを受信したあと、標準ではなく先行標準のMSTPメッセージを送信しま
す。 Cisco NX-OS Release 4.0(2)以降のリリースでは、先行標準MSTPメッセージを事前に送信す
るインターフェイスを設定できるようになりました。つまり、指定されたインターフェイスは、

先行標準MSTPメッセージの受信を待機する必要がなく、この設定のインターフェイスは常に先
行標準MSTPメッセージを送信します。
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はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree mst pre-standard [interface {{ type slot/port} | {port-channel number}}] [detail]
4. exit
5. （任意） show spanning-tree mst
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。インター

フェイスコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

interface type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

インターフェイスがMSTP標準形式ではなく、先
行標準形式のMSTPメッセージを常に送信するよ
うに指定します。

spanning-tree mst pre-standard [interface {{ type
slot/port} | {port-channel number}}] [detail]

例：
switch(config-if)# spanning-tree mst
pre-standard

ステップ 3   

インターフェイスモードを終了します。exit

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

MST設定を表示します。
show spanning-tree mst

例：
switch# show spanning-tree mst

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次に、MSTPメッセージを常に先行標準形式で送信するように、MSTインターフェイスを設定す
る例を示します。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree mst pre-standard
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST のリンクタイプの指定（CLI バージョン）
Rapidの接続性（802.1w規格）は、ポイントツーポイントのリンク上でのみ確立されます。リン
クタイプは、デフォルトでは、インターフェイスのデュプレックスモードから制御されます。

全二重ポートはポイントツーポイント接続であると見なされ、半二重ポートは共有接続であると

見なされます。

リモートデバイスの単一ポートに、ポイントツーポイントで物理的に接続されている半二重リン

クがある場合、リンクタイプのデフォルト設定を上書きして高速移行をイネーブルにできます。

リンクを共有に設定すると、STPは 802.1Dにフォールバックします。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. config t
2. interface type slot/port
3. spanning-tree link-type {auto | point-to-point | shared}
4. exit
5. （任意） show spanning-tree
6. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface type slot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)#

ステップ 2   

リンクタイプを、ポイントツーポイントインクまたは共

有リンクに設定します。デフォルト値はデバイス接続か

spanning-tree link-type {auto | point-to-point
| shared}

例：
switch(config-if)# spanning-tree
link-type point-to-point

ステップ 3   

ら読み取られ、半二重リンクは共有、全二重リンクはポイ

ントツーポイントです。リンクタイプが共有の場合、STP
は 802.1Dにフォールバックします。デフォルトは auto
で、インターフェイスのデュプレックス設定に基づいてリ

ンクタイプが設定されます。

インターフェイスモードを終了します。exit

例：
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）

STPコンフィギュレーションを表示します。
show spanning-tree

例：
switch# show spanning-tree

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次の例は、リンクタイプをポイントツーポイントリンクとして設定する方法を示しています。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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MST 用のプロトコルの再初期化
MSTブリッジでは、レガシー BPDUまたは異なる領域にアソシエートされているMST BPDUを
受信するときに、ポートが領域の境界にあることを検出できます。ただし、STPプロトコルを移
行しても、レガシーデバイス（IEEE 802.1Dだけが稼働するデバイス）が代表スイッチでないか
ぎり、レガシーデバイスがリンクから削除されたかどうかを判別することはできません。デバイ

ス全体で、または指定されたインターフェイスでプロトコルネゴシエーションを再初期化する

（ネイバーデバイスとの再ネゴシエーションを強制的に行う）には、次のコマンドを入力しま

す。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto vdcコマンドを入力済みであること）を確認し
てください。

手順の概要

1. clear spanning-tree detected-protocol [interface interface [interface-num | port-channel]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

デバイス全体または指定されたインターフェ

イスで、MSTを再初期化します。
clear spanning-tree detected-protocol [interface interface
[interface-num | port-channel]]

例：
switch# clear spanning-tree detected-protocol

ステップ 1   

次に、スロット 2のイーサネットインターフェイスのポート 8で、MSTを再初期化する例を示し
ます。

switch# clear spanning-tree detected-protocol interface ethernet 2/8

MST 設定の確認
MSTの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

STP情報を表示します。show running-config spanning-tree [all]

MST情報を表示します。show spanning-tree mst configuration

MSTインスタンスの情報を表示します。show spanning-tree mst [detail]
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目的コマンド

指定されたMSTインスタンスに関する情報を
表示します。

show spanning-tree mst instance-id [detail]

指定したインターフェイスおよびインスタンス

のMST情報を表示します。
show spanning-tree mst instance-id interface
{ethernet slot/port | port-channel channel-number}
[detail]

STPの概要を表示します。show spanning-tree summary

STPの詳細を表示します。show spanning-tree detail

VLANまたはインターフェイス単位のSTP情報
を表示します。

show spanning-tree {vlan vlan-id | interface
{[ethernet slot/port] | [port-channel
channel-number]}} [detail]

STPブリッジの情報を表示します。show spanning-tree vlan vlan-id bridge

これらのコマンド出力の詳細については、『CiscoNexus 7000SeriesNX-OSLayer 2 SwitchingCommand
Reference』を参照してください。

MST 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョン）
MSTの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

STPのカウンタをクリアします。clear spanning-tree counters [ interface type
slot/port | vlanvlan-id]

送受信された BPDUなどの STP情報を、イン
ターフェイスまたは VLAN別に表示します。

show spanning-tree {vlan vlan-id | interface
{[ethernet slot/port] |
[port-channelchannel-number]}} detail

MST の設定例
次に、MSTを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree mode mst
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(config)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree mst 0-64 priority 24576
switch(config)# spanning-tree mst configuration
switch(config-mst)# name cisco_region_1
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switch(config-mst)# revision 2
switch(config-mst)# instance 1 vlan 1-21
switch(config-mst)# instance 2 vlan 22-42
switch(config-mst)# instance 3 vlan 43-63
switch(config-mst)# instance 4 vlan 64-84
switch(config-mst)# instance 5 vlan 85-105
switch(config-mst)# instance 6 vlan 106-126
switch(config-mst)# instance 6 vlan 106-126
switch(config-mst)# instance 7 vlan 127-147
switch(config-mst)# instance 8 vlan 148-168
switch(config-mst)# instance 9 vlan 169-189
switch(config-mst)# instance 10 vlan 190-210
switch(config-mst)# instance 11 vlan 211-231
switch(config-mst)# instance 12 vlan 232-252
switch(config-mst)# instance 13 vlan 253-273
switch(config-mst)# instance 14 vlan 274-294
switch(config-mst)# instance 15 vlan 295-315
switch(config-mst)# instance 16 vlan 316-336
switch(config-mst)# instance 17 vlan 337-357
switch(config-mst)# instance 18 vlan 358-378
switch(config-mst)# instance 19 vlan 379-399
switch(config-mst)# instance 20 vlan 400-420
switch(config-mst)# instance 21 vlan 421-441
switch(config-mst)# instance 22 vlan 442-462
switch(config-mst)# instance 23 vlan 463-483
switch(config-mst)# instance 24 vlan 484-504
switch(config-mst)# instance 25 vlan 505-525
switch(config-mst)# instance 26 vlan 526-546
switch(config-mst)# instance 27 vlan 547-567
switch(config-mst)# instance 28 vlan 568-588
switch(config-mst)# instance 29 vlan 589-609
switch(config-mst)# instance 30 vlan 610-630
switch(config-mst)# instance 31 vlan 631-651
switch(config-mst)# instance 32 vlan 652-672
switch(config-mst)# instance 33 vlan 673-693
switch(config-mst)# instance 34 vlan 694-714
switch(config-mst)# instance 35 vlan 715-735
switch(config-mst)# instance 36 vlan 736-756
switch(config-mst)# instance 37 vlan 757-777
switch(config-mst)# instance 38 vlan 778-798
switch(config-mst)# instance 39 vlan 799-819
switch(config-mst)# instance 40 vlan 820-840
switch(config-mst)# instance 41 vlan 841-861
switch(config-mst)# instance 42 vlan 862-882
switch(config-mst)# instance 43 vlan 883-903
switch(config-mst)# instance 44 vlan 904-924
switch(config-mst)# instance 45 vlan 925-945
switch(config-mst)# instance 46 vlan 946-966
switch(config-mst)# instance 47 vlan 967-987
switch(config-mst)# instance 48 vlan 988-1008
switch(config-mst)# instance 49 vlan 1009-1029
switch(config-mst)# instance 50 vlan 1030-1050
switch(config-mst)# instance 51 vlan 1051-1071
switch(config-mst)# instance 52 vlan 1072-1092
switch(config-mst)# instance 53 vlan 1093-1113
switch(config-mst)# instance 54 vlan 1114-1134
switch(config-mst)# instance 55 vlan 1135-1155
switch(config-mst)# instance 56 vlan 1156-1176
switch(config-mst)# instance 57 vlan 1177-1197
switch(config-mst)# instance 58 vlan 1198-1218
switch(config-mst)# instance 59 vlan 1219-1239
switch(config-mst)# instance 60 vlan 1240-1260
switch(config-mst)# instance 61 vlan 1261-1281
switch(config-mst)# instance 62 vlan 1282-1302
switch(config-mst)# instance 63 vlan 1303-1323
switch(config-mst)# instance 64 vlan 1324-1344
switch(config-mst)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
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switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(congig-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#

MST の追加情報（CLI バージョン）

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide, Release 6.x』

レイヤ 2インターフェイス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide, Release 6.x』

NX-OSの基礎

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability
and Redundancy Guide』

ハイアベイラビリティ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Configuration Guide, Release 6.x』

システム管理

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

仮想デバイスコンテキスト（VDC）

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes,
Release 6.x』

リリースノート

標準

タイトル標準

—IEEE 802.1Q-2006（旧称 IEEE 802.1s）、IEEE
802.1D-2004（旧称 IEEE 802.1w）、IEEE
802.1D、IEEE 802.1t
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MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の
URLにアクセスしてください。http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• CISCO-STP-EXTENSION-MIB

• BRIDGE-MIB

MST 設定の機能履歴（CLI バージョン）
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 2：MST 設定の機能履歴

機能情報リリース機能名

--4.2(1)変更なし

--4.1(2)変更なし
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