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Information About Rapid PVST+

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

（注）

The Spanning Tree Protocol (STP) was implemented to provide a loop-free network at Layer 2 of the network.
Rapid PVST+ is an updated implementation of STP that allows you to create one spanning tree topology for
each VLAN. Rapid PVST+ is the default STP mode on the device.

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 1



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, then 802.1D is stated specifically.

（注）

You can run either Rapid PVST+ or MST within each virtual device context (VDC). You cannot run both
STP modes simultaneously in a VDC. Rapid PVST+ is the default STP mode.

（注）

The Rapid PVST+ protocol is the IEEE 802.1w standard, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), implemented
on a per VLAN basis. Rapid PVST+ interoperates with the IEEE 802.1Q VLAN standard, which mandates
a single STP instance for all VLANs, rather than per VLAN.

Rapid PVST+ is enabled by default on the default VLAN (VLAN1) and on all newly created VLANs on the
device. Rapid PVST+ interoperates with devices that run legacy IEEE 802.1D STP.

RSTP is an improvement on the original STP standard, 802.1D, which allows faster convergence.

The device supports full nondisruptive upgrades for Rapid PVST+. See the『Cisco Nexus 7000 Series
NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete information on nondisruptive upgrades.

（注）

The Cisco NX-OS release that is running on a managed device may not support all the features or settings
described in this chapter. For the latest feature information and caveats, see the documentation and release
notes for your platform and software release.

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）

STP
STP is a Layer 2 link-management protocol that provides path redundancy while preventing loops in the
network.

Overview of STP
In order for a Layer 2 Ethernet network to function properly, only one active path can exist between any two
stations. STP operation is transparent to end stations, which cannot detect whether they are connected to a
single LAN segment or a switched LAN of multiple segments.

When you create fault-tolerant internetworks, you must have a loop-free path between all nodes in a network.
The STP algorithm calculates the best loop-free path throughout a switched Layer 2 network. Layer 2 LAN
ports send and receive STP frames, which are called Bridge Protocol Data Units (BPDUs), at regular intervals.
Network devices do not forward these frames but use the frames to construct a loop-free path.
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Multiple active paths between end stations cause loops in the network. If a loop exists in the network, end
stations might receive duplicate messages and network devices might learn end station MAC addresses on
multiple Layer 2 LAN ports.

STP defines a tree with a root bridge and a loop-free path from the root to all network devices in the Layer 2
network. STP forces redundant data paths into a blocked state. If a network segment in the spanning tree fails
and a redundant path exists, the STP algorithm recalculates the spanning tree topology and activates the
blocked path.

When two Layer 2 LAN ports on a network device are part of a loop, the STP port priority and port path-cost
setting determine which port on the device is put in the forwarding state and which port is put in the blocking
state. The STP port priority value is the efficiency with which that location allows the port to pass traffic. The
STP port path-cost value is derived from the media speed.

How a Topology is Created
All devices in a LAN that participate in a spanning tree gather information about other switches in the network
by exchanging BPDUs. This exchange of BPDUs results in the following actions:

• The system elects a unique root switch for the spanning tree network topology.

• The system elects a designated switch for each LAN segment.

• The system eliminates any loops in the switched network by placing redundant switch ports in a backup
state; all paths that are not needed to reach the root device from anywhere in the switched network are
placed in an STP-blocked state.

The topology on an active switched network is determined by the following:

• The unique device identifier Media Access Control (MAC) address of the device that is associated with
each device

• The path cost to the root that is associated with each switch port

• The port identifier that is associated with each switch port

In a switched network, the root switch is the logical center of the spanning tree topology. STP uses BPDUs
to elect the root switch and root port for the switched network.

ブリッジ ID
各ネットワーク装置上の各 VLANには、一意の 64ビットブリッジ IDが設定されています。ブ
リッジ IDはブリッジプライオリティ値、拡張システム ID（IEEE 802.1t）、および STP MACア
ドレス割り当てで構成されています。

Bridge Priority Value

The bridge priority is a 4-bit value when the extended system ID is enabled.

You can only specify a device bridge ID (used by the spanning tree algorithm to determine the identity of the
root bridge; the lowest number is preferred) as a multiple of 4096.
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In this device, the extended system ID is always enabled; you cannot disable the extended system ID.（注）

Extended System ID

The device always uses the 12-bit extended system ID.

This figure shows the 12-bit extended system ID field that is part of the bridge ID.

図 1： Bridge ID with Extended System ID

This table shows how the system ID extension combined with the bridge ID functions as the unique identifier
for a VLAN.

表 1：Bridge Priority Value and Extended System ID with the Extended System ID Enabled

Extended System ID (Set Equal to the VLAN ID)Bridge Priority Value
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STP MAC Address Allocation

MAC address reduction is always enabled on the device.（注）

Because MAC address reduction is always enabled on the device, you should also enable MAC address
reduction on all other Layer 2 connected network devices to avoid undesirable root bridge election and spanning
tree topology issues.

When MAC address reduction is enabled, the root bridge priority becomes a multiple of 4096 plus the VLAN
ID. You can only specify a device bridge ID (used by the spanning tree algorithm to determine the identity
of the root bridge; the lowest number is preferred) as a multiple of 4096. Only the following values are possible:

• 0

• 4096

• 8192

• 12288
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• 16384

• 20480

• 24576

• 28672

• 32768

• 36864

• 40960

• 45056

• 49152

• 53248

• 57344

• 61440

STP uses the extended system ID plus a MAC address to make the bridge ID unique for each VLAN.

If another bridge in the same spanning tree domain does not run the MAC address reduction feature, it
could win the root bridge ownership because of the finer granularity in the selection of its bridge ID.

（注）

BPDUs
Network devices transmit BPDUs throughout the STP instance. Each network device sends configuration
BPDUs to communicate and compute the spanning tree topology. Each configuration BPDU contains the
following minimal information:

• The unique bridge ID of the network device that the transmitting network device believes to be the root
bridge

• The STP path cost to the root

• The bridge ID of the transmitting bridge

• The message age

• The identifier of the transmitting port

• Values for the hello, forward delay, and max-age protocol timer

• Additional information for STP extension protocols

When a network device transmits a Rapid PVST+ BPDU frame, all network devices connected to the VLAN
on which the frame is transmitted receive the BPDU. When a network device receives a BPDU, it does not
forward the frame but instead uses the information in the frame to calculate a BPDU. If the topology changes,
the device initiates a BPDU exchange.

A BPDU exchange results in the following:

• One network device is elected as the root bridge.
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• The shortest distance to the root bridge is calculated for each network device based on the path cost.

• A designated bridge for each LAN segment is selected. This network device is closest to the root bridge
through which frames are forwarded to the root.

• A root port is elected. This port provides the best path from the bridge to the root bridge.

• Ports included in the spanning tree are selected.

Election of the Root Bridge
For each VLAN, the network device with the highest bridge ID (that is, the lowest numerical ID value) is
elected as the root bridge. If all network devices are configured with the default priority (32768), the network
device with the lowest MAC address in the VLAN becomes the root bridge. The bridge priority value occupies
the most significant bits of the bridge ID.

When you change the bridge priority value, you change the probability that the device will be elected as the
root bridge. Configuring a lower value increases the probability; a higher value decreases the probability.

The STP root bridge is the logical center of each spanning tree topology in a Layer 2 network. All paths that
are not needed to reach the root bridge from anywhere in the Layer 2 network are placed in STP blocking
mode.

BPDUs contain information about the transmitting bridge and its ports, including bridge and MAC addresses,
bridge priority, port priority, and path cost. STP uses this information to elect the root bridge for the STP
instance, to elect the root port that leads to the root bridge, and to determine the designated port for each
Layer 2 segment.

Creating the Spanning Tree Topology
By increasing the priority (lowering the numerical value) of the ideal network device so that it becomes the
root bridge, you force an STP recalculation to form a new spanning tree topology with the ideal network
device as the root.

In this figure, switch A is elected as the root bridge because the bridge priority of all the network devices is
set to the default (32768) and switch A has the lowest MAC address. However, due to traffic patterns, the
number of forwarding ports, or link types, switch A might not be the ideal root bridge.

図 2： Spanning Tree Topology
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When the spanning tree topology is calculated based on default parameters, the path between the source and
destination end stations in a switched network might not be ideal. For instance, connecting higher-speed links
to a port that has a higher number than the current root port can cause a root-port change. The goal is to make
the fastest link the root port.

For example, assume that one port on switch B is a fiber-optic link, and another port on switch B (an unshielded
twisted-pair [UTP] link) is the root port. Network traffic might be more efficient over the high-speed fiber-optic
link. By changing the STP port priority on the fiber-optic port to a higher priority (lower numerical value)
than the root port, the fiber-optic port becomes the new root port.

Rapid PVST+
Rapid PVST+ is the default spanning tree mode for the software and is enabled by default on the default
VLAN and all newly created VLANs.

A single instance, or topology, of RSTP runs on each configured VLAN, and each Rapid PVST+ instance on
a VLAN has a single root device. You can enable and disable STP on a per-VLAN basis when you are running
Rapid PVST+.

Overview of Rapid PVST+
Rapid PVST+ is the IEEE 802.1w (RSTP) standard implemented per VLAN. A single instance of STP runs
on each configured VLAN (if you do not manually disable STP). Each Rapid PVST+ instance on a VLAN
has a single root switch. You can enable and disable STP on a per-VLAN basis when you are running Rapid
PVST+.

Rapid PVST+ is the default STP mode for the device.（注）

Rapid PVST+ uses point-to-point wiring to provide rapid convergence of the spanning tree. The spanning tree
reconfiguration can occur in less than 1 second with Rapid PVST+ (in contrast to 50 seconds with the default
settings in the 802.1D STP). The device automatically checks the PVID.

Rapid PVST+ supports one STP instance for each VLAN.（注）

Using Rapid PVST+, STP convergence occurs rapidly. By default, each designated port in the STP sends out
a BPDU every 2 seconds. On a designated port in the topology, if hello messages are missed three consecutive
times, or if the maximum age expires, the port immediately flushes all protocol information in the table. A
port considers that it loses connectivity to its direct neighbor designated port if it misses three BPDUs or if
the maximum age expires. This rapid aging of the protocol information allows quick failure detection.

Rapid PVST+ provides for rapid recovery of connectivity following the failure of a device, a device port, or
a LAN. It provides rapid convergence for edge ports, new root ports, and ports connected through point-to-point
links as follows:

• Edge ports—When you configure a port as an edge port on an RSTP device, the edge port immediately
transitions to the forwarding state. (This immediate transition was previously a Cisco-proprietary feature
named PortFast.) You should only configure ports that connect to a single end station as edge ports.
Edge ports do not generate topology changes when the link changes.
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Enter the spanning-tree port type interface configuration command to configure a port as an STP edge port.

We recommend that you configure all ports connected to a Layer 2 host as edge ports.（注）

• Root port—If Rapid PVST+ selects a new root port, it blocks the old root port and immediately transitions
the new root port to the forwarding state.

• Point-to-point links—If you connect a port to another port through a point-to-point link and the local
port becomes a designated port, it negotiates a rapid transition with the other port by using the
proposal-agreement handshake to ensure a loop-free topology.

Rapid PVST+ achieves rapid transition to the forwarding state only on edge ports and point-to-point links.
Although the link type is configurable, the system automatically derives the link type information from the
duplex setting of the port. Full-duplex ports are assumed to be point-to-point ports, while half-duplex ports
are assumed to be shared ports.

Edge ports do not generate topology changes, but all other designated and root ports generate a topology
change (TC) BPDU when they either fail to receive three consecutive BPDUs from the directly connected
neighbor or the maximum age times out. At this point, the designated or root port sends a BPDU with the TC
flag set. The BPDUs continue to set the TC flag as long as the TC While timer runs on that port. The value
of the TC While timer is the value set for the hello time plus 1 second. The initial detector of the topology
change immediately floods this information throughout the entire topology.

When Rapid PVST+ detects a topology change, the protocol does the following:

• Starts the TCWhile timer with a value equal to twice the hello time for all the nonedge root and designated
ports, if necessary.

• Flushes the MAC addresses associated with all these ports.

The topology change notification floods quickly across the entire topology. The system flushes dynamic
entries immediately on a per-port basis when it receives a topology change.

The TCA flag is used only when the device is interacting with devices that are running legacy 802.1D
STP.

（注）

The proposal and agreement sequence then quickly propagates toward the edge of the network and quickly
restores connectivity after a topology change.

Rapid PVST+ BPDUs
Rapid PVST+ and 802.1w use all six bits of the flag byte to add the following:

• The role and state of the port that originates the BPDU

• The proposal and agreement handshake

This figure shows the use of the BPDU flags in Rapid PVST+.
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図 3： Rapid PVST+ Flag Byte in BPDU

Another important change is that the Rapid PVST+ BPDU is type 2, version 2, which makes it possible for
the device to detect connected legacy (802.1D) bridges. The BPDU for 802.1D is type 0, version 0.

Proposal and Agreement Handshake

In this figure, switch A is connected to switch B through a point-to-point link, and all of the ports are in the
blocking state. Assume that the priority of switch A is a smaller numerical value than the priority of switch
B. Switch A sends a proposal message (a configuration BPDUwith the proposal flag set) to switch B, proposing
itself as the designated switch.

After receiving the proposal message, switch B selects as its new root port the port from which the proposal
message was received, forces all nonedge ports to the blocking state, and sends an agreement message (a
BPDU with the agreement flag set) through its new root port.

After receiving the agreement message from switch B, switch A also immediately transitions its designated
port to the forwarding state. No loops in the network can form because switch B blocked all of its nonedge
ports and because there is a point-to-point link between switches A and B.

When switch C connects to switch B, a similar set of handshaking messages are exchanged. Switch C selects
the port connected to switch B as its root port, and both ends of the link immediately transition to the forwarding
state. With each iteration of this handshaking process, one more switch joins the active topology. As the
network converges, this proposal-agreement handshaking progresses from the root toward the leaves of the
spanning tree as shown in this figure.
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図 4： Proposal and Agreement Handshaking for Rapid Convergence

The switch learns the link type from the port duplex mode; a full-duplex port is considered to have a
point-to-point connection and a half-duplex port is considered to have a shared connection. You can override
the default setting that is controlled by the duplex setting by entering the spanning-tree link-type interface
configuration command.

This proposal/agreement handshake is initiated only when a nonedge port moves from the blocking to the
forwarding state. The handshaking process then proliferates step-by-step throughout the topology.

Protocol Timers
This table describes the protocol timers that affect the Rapid PVST+ performance.

表 2：Rapid PVST+ Protocol Timers

DescriptionVariable

Determines how often each device broadcasts BPDUs
to other network devices. The default is 2 seconds,
and the range is from 1 to 10.

Hello timer

Determines how long each of the listening and
learning states last before the port begins forwarding.
This timer is generally not used by the protocol, but
it is used when interoperating with the 802.1D
spanning tree. The default is 15 seconds, and the range
is from 4 to 30 seconds.

Forward delay timer
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DescriptionVariable

Determines the amount of time that protocol
information received on a port is stored by the
network device. This timer is generally not used by
the protocol, but it is used when interoperating with
the 802.1D spanning tree. The default is 20 seconds;
the range is from 6 to 40 seconds.

Maximum age timer

Port Roles
Rapid PVST+ provides rapid convergence of the spanning tree by assigning port roles and learning the active
topology. Rapid PVST+ builds upon the 802.1D STP to select the device with the highest switch priority
(lowest numerical priority value) as the root bridge. Rapid PVST+ assigns one of these port roles to individual
ports:

• Root port—Provides the best path (lowest cost) when the device forwards packets to the root bridge.

• Designated port—Connects to the designated device that has the lowest path cost when forwarding
packets from that LAN to the root bridge. The port through which the designated device is attached to
the LAN is called the designated port.

• Alternate port—Offers an alternate path toward the root bridge to the path provided by the current root
port. An alternate port provides a path to another device in the topology.

• Backup port—Acts as a backup for the path provided by a designated port toward the leaves of the
spanning tree. A backup port can exist only when two ports are connected in a loopback by a point-to-point
link or when a device has two or more connections to a shared LAN segment. A backup port provides
another path in the topology to the device.

• Disabled port—Has no role within the operation of the spanning tree.

In a stable topology with consistent port roles throughout the network, Rapid PVST+ ensures that every root
port and designated port immediately transition to the forwarding state while all alternate and backup ports
are always in the blocking state. Designated ports start in the blocking state. The port state controls the operation
of the forwarding and learning processes.
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This figure shows port roles. A port with the root or a designated port role is included in the active topology.
A port with the alternate or backup port role is excluded from the active topology.

図 5： Sample Topology Demonstrating Port Roles

Rapid PVST+ Port State Overview
Propagation delays can occur when protocol information passes through a switched LAN. As a result, topology
changes can take place at different times and at different places in a switched network. When a Layer 2 LAN
port transitions directly from nonparticipation in the spanning tree topology to the forwarding state, it can
create temporary data loops. Ports must wait for new topology information to propagate through the switched
LAN before starting to forward frames.

Each Layer 2 LAN port on the device that uses Rapid PVST+ or MST exists in one of the following four
states:

• Blocking—The Layer 2 LAN port does not participate in frame forwarding.

• Learning—The Layer 2 LAN port prepares to participate in frame forwarding.

• Forwarding—The Layer 2 LAN port forwards frames.

• Disabled—The Layer 2 LAN port does not participate in STP and is not forwarding frames.

When you enable Rapid PVST+, every port in the device, VLAN, and network goes through the blocking
state and the transitory states of learning at power up. If properly configured, each Layer 2 LAN port stabilizes
to the forwarding or blocking state.

When the STP algorithm places a Layer 2 LAN port in the forwarding state, the following process occurs:

1 The Layer 2 LAN port is put into the blocking state while it waits for protocol information that suggests
it should go to the learning state.
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2 The Layer 2 LAN port waits for the forward delay timer to expire, moves the Layer 2 LAN port to the
learning state, and restarts the forward delay timer.

3 In the learning state, the Layer 2 LAN port continues to block frame forwarding as it learns the end station
location information for the forwarding database.

4 The Layer 2 LAN port waits for the forward delay timer to expire and then moves the Layer 2 LAN port
to the forwarding state, where both learning and frame forwarding are enabled.

ブロッキングステート

ブロッキングステートのレイヤ 2 LANポートは、フレーム転送に参加しません。

ブロッキングステートのレイヤ 2 LANポートは、次の処理を実行します。

•接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。

•転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。

•エンドステーションの場所は、そのアドレスデータベースには取り入れません（ブロッキ
ング状態のレイヤ 2 LANポートに関する学習は行われないため、アドレスデータベースは
更新されません）。

• BPDUを受信し、それをシステムモジュールに転送します。

•システムモジュールから受信した BPDUを、処理して送信します。

•コントロールプレーンメッセージを受信して応答します。

Learning State

A Layer 2 LAN port in the learning state prepares to participate in frame forwarding by learning the MAC
addresses for the frames. The Layer 2 LAN port enters the learning state from the blocking state.

A Layer 2 LAN port in the learning state performs as follows:

• Discards frames received from the attached segment.

• Discards frames switched from another port for forwarding.

• Incorporates the end station location into its address database.

• Receives BPDUs and directs them to the system module.

• Receives, processes, and transmits BPDUs received from the system module.

• Receives and responds to control plane messages.

Forwarding State

A Layer 2 LAN port in the forwarding state forwards frames. The Layer 2 LAN port enters the forwarding
state from the learning state.

A Layer 2 LAN port in the forwarding state performs as follows:

• Forwards frames received from the attached segment.
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• Forwards frames switched from another port for forwarding.

• Incorporates the end station location information into its address database.

• Receives BPDUs and directs them to the system module.

• Processes BPDUs received from the system module.

• Receives and responds to control plane messages.

Disabled State

A Layer 2 LAN port in the disabled state does not participate in frame forwarding or STP. A Layer 2 LAN
port in the disabled state is virtually nonoperational.

A disabled Layer 2 LAN port performs as follows:

• Discards frames received from the attached segment.

• Discards frames switched from another port for forwarding.

• Does not incorporate the end station location into its address database. (There is no learning, so there is
no address database update.)

• Does not receive BPDUs from neighbors.

• Does not receive BPDUs for transmission from the system module.

Summary of Port States

This table lists the possible operational and Rapid PVST+ states for ports and whether the port is included in
the active topology.

表 3： Port State Active Topology

Is Port Included in the Active
Topology?

Port StateOperational Status

NoBlockingEnabled

YesLearningEnabled

YesForwardingEnabled

NoDisabledDisabled

Synchronization of Port Roles
When the device receives a proposal message on one of its ports and that port is selected as the new root port,
Rapid PVST+ forces all other ports to synchronize with the new root information.

The device is synchronized with superior root information received on the root port if all other ports are
synchronized. An individual port on the device is synchronized if either of the following applies:
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• That port is in the blocking state.

• It is an edge port (a port configured to be at the edge of the network).

If a designated port is in the forwarding state and is not configured as an edge port, it transitions to the blocking
state when the Rapid PVST+ forces it to synchronize with new root information. In general, when the Rapid
PVST+ forces a port to synchronize with root information and the port does not satisfy any of the above
conditions, its port state is set to blocking.

After ensuring that all of the ports are synchronized, the device sends an agreement message to the designated
device that corresponds to its root port. When the devices connected by a point-to-point link are in agreement
about their port roles, Rapid PVST+ immediately transitions the port states to the forwarding state.

This figure shows the sequence of events during synchronization.

図 6：Sequence of Events During Rapid Convergence

Processing Superior BPDU Information

A superior BPDU is a BPDU with root information (such as a lower switch ID or lower path cost) that is
superior to what is currently stored for the port.

If a port receives a superior BPDU, Rapid PVST+ triggers a reconfiguration. If the port is proposed and is
selected as the new root port, Rapid PVST+ forces all the designated, nonedge ports to synchronize.

If the received BPDU is a Rapid PVST+ BPDU with the proposal flag set, the device sends an agreement
message after all of the other ports are synchronized. The new root port transitions to the forwarding state as
soon as the previous port reaches the blocking state.

If the superior information received on the port causes the port to become a backup port or an alternate port,
Rapid PVST+ sets the port to the blocking state and sends an agreement message. The designated port continues
sending BPDUswith the proposal flag set until the forward-delay timer expires. At that time, the port transitions
to the forwarding state.
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Processing Inferior BPDU Information

An inferior BPDU is a BPDU with root information (such as a higher switch ID or higher path cost) that is
inferior to what is currently stored for the port.

If a designated port receives an inferior BPDU, it immediately replies with its own information.

Detecting Unidirectional Link Failure:Rapid PVST+
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 using the Unidirectional Link Detection (UDLD) feature. 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 UDLD.

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 illustrates 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. The 802.1w-standard 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.

図 7： Detecting Unidirectional Link Failure

Port Cost

Rapid PVST+ uses the short (16-bit) path-cost method to calculate the cost by default. With the short
path-cost method, you can assign any value in the range of 1 to 65535. However, you can configure the
device to use the long (32-bit) path-cost method, which allows you to assign any value in the range of 1
to 200,000,000. You configure the path-cost calculation method globally.

（注）

This table shows how the STP port path-cost default value is determined from the media speed and path-cost
calculation method of a LAN interface.
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表 4：Default Port Cost

Long Path-Cost Method of Port CostShort Path-Cost Method of Port
Cost

Bandwidth

2,000,00010010 Mbps

200,00019100 Mbps

20,00041 Gigabit Ethernet

2,000210 Gigabit Ethernet

If a loop occurs, STP considers the port cost when selecting a LAN interface to put into the forwarding state.

You can assign the lower cost values to LAN interfaces that you want STP to select first and higher cost values
to LAN interfaces that you want STP to select last. If all LAN interfaces have the same cost value, STP puts
the LAN interface with the lowest LAN interface number in the forwarding state and blocks other LAN
interfaces.

On access ports, you assign the port cost by the port. On trunk ports, you assign the port cost by the VLAN;
you can configure the same port cost to all the VLANs on a trunk port.

Port Priority
If a redundant path occurs and multiple ports have the same path cost, Rapid PVST+ considers the port priority
when selecting which LAN port to put into the forwarding state. You can assign lower priority values to LAN
ports that you want Rapid PVST+ to select first and higher priority values to LAN ports that you want Rapid
PVST+ to select last.

If all LAN ports have the same priority value, Rapid PVST+ puts the LAN port with the lowest LAN port
number in the forwarding state and blocks other LAN ports. The possible priority range is from 0 through
224 (the default is 128), configurable in increments of 32. The device uses the port priority value when the
LAN port is configured as an access port and uses the VLAN port priority values when the LAN port is
configured as a trunk port.

Rapid PVST+ and IEEE 802.1Q Trunks
The 802.1Q trunks impose some limitations on the STP strategy for a network. In a network of Cisco network
devices connected through 802.1Q trunks, the network devices maintain one instance of STP for each VLAN
allowed on the trunks. However, non-Cisco 802.1Q network devices maintain only one instance of STP for
all VLANs allowed on the trunks, which is the Common Spanning Tree (CST).

When you connect a Cisco network device to a non-Cisco device through an 802.1Q trunk, the Cisco network
device combines the STP instance of the 802.1Q VLAN of the trunk with the STP instance of the non-Cisco
802.1Q network device. However, all per-VLANSTP information that is maintained by Cisco network devices
is separated by a cloud of non-Cisco 802.1Q network devices. The non-Cisco 802.1Q cloud that separates the
Cisco network devices is treated as a single trunk link between the network devices.

For more information on 802.1Q trunks, see the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration
Guide, Release 6.x』.
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Rapid PVST+ Interoperation with Legacy 802.1D STP
Rapid PVST+ can interoperate with devices that are running the legacy 802.1D protocol. The device knows
that it is interoperating with equipment running 802.1D when it receives a BPDU version 0. The BPDUs for
Rapid PVST+ are version 2. If the BPDU received is an 802.1w BPDU version 2 with the proposal flag set,
the device sends an agreement message after all of the other ports are synchronized. If the BPDU is an 802.1D
BPDU version 0, the device does not set the proposal flag and starts the forward-delay timer for the port. The
new root port requires twice the forward-delay time to transition to the forwarding state.

The device interoperates with legacy 802.1D devices as follows:

• Notification—Unlike 802.1D BPDUs, 802.1w does not use TCN BPDUs. However, for interoperability
with 802.1D devices, the device processes and generates TCN BPDUs.

• Acknowledgment—When an 802.1w device receives a TCN message on a designated port from an
802.1D device, it replies with an 802.1D configuration BPDU with the TCA bit set. However, if the
TC-while timer (the same as the TC timer in 802.1D) is active on a root port connected to an 802.1D
device and a configuration BPDU with the TCA set is received, the TC-while timer is reset.

This method of operation is required only for 802.1D devices. The 802.1w BPDUs do not have the TCA
bit set.

• Protocol migration—For backward compatibility with 802.1D devices, 802.1w selectively sends 802.1D
configuration BPDUs and TCN BPDUs on a per-port basis.

When a port is initialized, the migrate-delay timer is started (specifies the minimum time during which
802.1w BPDUs are sent), and 802.1w BPDUs are sent. While this timer is active, the device processes
all BPDUs received on that port and ignores the protocol type.

If the device receives an 802.1D BPDU after the port migration-delay timer has expired, it assumes that
it is connected to an 802.1D device and starts using only 802.1D BPDUs. However, if the 802.1w device
is using 802.1D BPDUs on a port and receives an 802.1w BPDU after the timer has expired, it restarts
the timer and starts using 802.1w BPDUs on that port.

If you want all devices on the same LAN segment to reinitialize the protocol on each interface, you must
reinitialize Rapid PVST+.

（注）

Rapid PVST+ Interoperation with 802.1s MST
Rapid PVST+ interoperates seamlessly with the IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MST) standard. No
user configuration is needed. To disable this seamless interoperation, you can use PVST Simulation.

High Availability for Rapid PVST+
The software supports high availability for Rapid PVST+. However, the statistics and timers are not restored
when Rapid PVST+ restarts. The timers start again and the statistics begin from 0.
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See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide』, for complete
information on high-availability features.

（注）

Virtualization Support for Rapid PVST+

See the『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』, for complete
information on virtual device contexts (VDCs) and assigning resources.

（注）

This figure shows how the system provides support for VDCs. Using VDCs, you have a separate Layer 2
virtualization in each VDC, and each VDC runs a separate STP.

Each VDC will have its own Rapid PVST+. You cannot configure Rapid PVST+ across VDCs with Cisco
NX-OS software. However, you can run Rapid PVST+ in one VDC and run MST in each VDC.

For example, VDC1 can run MST, VDC2 can run Rapid PVST+, and VDC3 can run MST.

図 8： Separate STP in each VDC

Ensure that you are in the correct VDC before you begin configuring either Rapid PVST+ parameters.

Licensing Requirements for Rapid PVST+
The following table shows the licensing requirements for this feature:
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License RequirementProduct

Rapid PVST+ 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『Cisco
NX-OS Licensing Guide』.

Cisco NX-OS

However, using VDCs requires an Advanced Services license.

Prerequisites for Configuring Rapid PVST+
Rapid PVST+ has the following prerequisites:

• You must be logged onto the device.

• If required, 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 already.

Guidelines and Limitations for Configuring Rapid PVST+
Rapid PVST+ has the following configuration guidelines and limitations:

• There is a total of 4000 Rapid PVST+ for each VDC.

• The maximum number of VLANs and ports is 16,000.

• Only Rapid PVST+ or MST can be active at any time for each VDC.

• 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.

• For Private VLANs, on a normal VLAN trunk port, the primary and secondary private VLANs are two
different logical ports and must have the exact STP topology. On access ports, STP sees only the primary
VLAN.

• We recommend that you configure all ports connected to Layer 2 hosts as STP edge ports.

• Always leave STP enabled.

• Do not change timers because changing timers can adversely affect stability.

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

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

• When you connect two Cisco devices through 802.1Q trunks, the switches exchange spanning tree
BPDUs on each VLAN allowed on the trunks. The BPDUs on the native VLAN of the trunk are sent
untagged to the reserved 802.1D spanning treemulticastMAC address (01-80-C2-00-00-00). The BPDUs
on all VLANs on the trunk are sent tagged to the reserved Cisco Shared Spanning Tree Protocol (SSTP)
multicast MAC address (01-00-0c-cc-cc-cd).
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Rapid PVST+ のデフォルト設定
次の表に、Rapid PVST+パラメータのデフォルト設定を示します。

表 5：デフォルト Rapid PVST+ パラメータ

デフォルトパラメータ

すべての VLANでイネーブルスパニングツリー

Rapid PVST+

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

VLAN 1に割り当てられたすべてのポートVLAN

常にイネーブル拡張システム ID

常にイネーブルMACアドレスリダクション

32769（デフォルトVLAN1のデフォルトブリッ
ジプライオリティに拡張システム IDを加えた
値）

ブリッジ IDプライオリティ

ブロッキング（コンバージェンスが発生する

と、即座に変更される）

ポートステート

指定（コンバージェンスが発生すると、変更さ

れる）

ポートロール

128.ポート/VLANプライオリティ

ショートパスコスト計算方式
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デフォルトパラメータ

Auto

デフォルトのポートコストは、次のように、メ

ディア速度およびパスコスト計算方式から判別

されます。

• 10 Mbps：

◦ショート：100

◦ロング：2,000,000

• 100 Mbps：

◦ショート：19

◦ロング：200,000

• 1ギガビットイーサネット：

◦ショート：4

◦ロング：20,000

• 10ギガビットイーサネット：

◦ショート：2

◦ロング：2,000

ポート/VLANコスト

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

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
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Rapid PVST+ の設定
PVST+プロトコルに 802.1 w標準を適用した Rapid PVST+が、デバイスのデフォルトの STP設定
です。

Rapid PVST+は VLANごとにイネーブルにします。デバイスは VLANごとに個別の STPインス
タンスを維持します（STPをディセーブルに設定した VLANを除きます）。デフォルトで Rapid
PVST+は、デフォルト VLANと、作成した各 VLANでイネーブルになります。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

Rapid PVST+ の設定に関する注意事項
正しい VDCを開始していることを確認してください（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual
Device Context Configuration Guide』を参照）。

Rapid PVST+ のイネーブル化（CLI バージョン）
Rapid PVST+をディセーブル化したVLANがある場合は、指定したVLANで Rapid PVST+を再度
イネーブルにする必要があります。デバイスでMSTがイネーブルな場合に、RapidPVST+を使用
するには、そのデバイスで Rapid PVST+をイネーブルにする必要があります。

Rapid PVST+はデフォルトの STPモードです。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。

ただし、特定の VDCで Rapid PVST+を実行し、別の VDCでMSTを実行することはできます。

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. spanning-tree mode rapid-pvst
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   

デバイスで Rapid PVST+をイネーブルにします。 Rapid
PVST+はデフォルトのスパニングツリーモードです。

spanning-tree mode rapid-pvst

例：
switch(config)# spanning-tree mode
rapid-pvst

ステップ 2   

スパニングツリーモードを変更すると、変更前

のモードのスパニングツリーインスタンスがす

べて停止されて新しいモードで起動されるため、

トラフィックが中断する場合があります。

（注）

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の情報を
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   

次に、デバイス上で Rapid PVST+をイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
switch(config)# exit
switch#
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Rapid PVST+はデフォルトでイネーブルに設定されているので、show runningコマンドを入力
して設定の結果を表示しても、RapidPVST+をイネーブルにするために入力したコマンドは表
示されません。

（注）

Rapid PVST+ の VLAN 単位でのディセーブル化またはイネーブル化（CLI
バージョン）

Rapid PVST+は、VLANごとにイネーブルまたはディセーブルにできます。

Rapid PVST+は、デフォルト VLANと、作成したすべての VLANでデフォルトでイネーブル
になります。

（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. exit
4. （任意） show spanning-tree
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   
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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ごとにRapid PVST+（デフォル
ト STP）をイネーブルにします。
vlan-rangeの値は、2～ 4094の範囲で
す（予約済みのVLANの値を除く）。

spanning-tree vlan
vlan-range

指定 VLANで Rapid PVST+をディ
セーブルにします。このコマンドに

関する詳細については、注意を参照し

てください。

no spanning-tree
vlan vlan-range

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5

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）

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 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   

次に、VLAN 5で STPをイネーブルにする例を示します。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5
switch(config)# exit
switch#
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VLANのすべてのスイッチおよびブリッジでスパニングツリーがディセーブルになっていない
場合は、VLANでスパニングツリーをディセーブルにしないでください。 VLANの一部のス
イッチおよびブリッジでスパニングツリーをディセーブルにして、VLANのその他のスイッチ
およびブリッジでイネーブルにしておくことはできません。スパニングツリーをイネーブル

にしたスイッチとブリッジに、ネットワークの物理トポロジに関する不完全な情報が含まれる

ことになるので、この処理によって予想外の結果となることがあります。

（注）

物理的なループがないトポロジであっても、スパニングツリーをディセーブルにしないことを

推奨します。スパニングツリーは、設定の誤りおよび配線の誤りに対する保護手段として動

作します。 VLAN内に物理的なループが存在しないことを保証できる場合以外は、VLANで
スパニングツリーをディセーブルにしないでください。

注意

STPはデフォルトでイネーブルのため、設定結果を参照するために show runningコマンドを
入力しても、STPをイネーブルするために入力したコマンドは表示されません。

（注）

ルートブリッジ ID の設定
デバイスは、Rapid PVST+が有効なアクティブ VLANごとに、STPインスタンスを個別に維持し
ます。 VLANごとに、最小のブリッジ IDを持つネットワークデバイスが、その VLANのルート
ブリッジになります。

特定のVLANインスタンスがルートブリッジになるように設定するには、そのブリッジのプライ
オリティをデフォルト値（32768）よりかなり小さい値に変更します。

spanning-tree vlan vlan_ID primary rootコマンドを入力すると、各 VLANで現在ルートになって
いるブリッジのブリッジプライオリティがデバイスによって確認されます。 24576という値でデ
バイスが指定 VLANのルートになる場合、デバイスは指定 VLANのブリッジプライオリティを
この値に設定します。指定 VLANのルートブリッジのブリッジプライオリティが 24576より小
さい場合、デバイスは最小ブリッジプライオリティより 4096小さい値に指定 VLANのブリッジ
プライオリティを設定します。

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.

（注）

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 27

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定
ルートブリッジ ID の設定



STPのインスタンスごと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、STPのプライマリルートとして設定
しないでください。

注意

レイヤ 2ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2ネットワーク上の任意の 2つのエンドステー
ション間における最大ブリッジホップ数）を指定するには、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、その直径のネットワークに最適なhelloタイム、転送遅延時間、
最大経過時間が自動的に選択されます。これにより、STP収束の時間が大幅に削減されます。
キーワード hello-time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. spanning-tree vlan vlan-range root primary [diameter dia [hello-time hello-time]]
3. exit
4. （任意） show spanning-tree
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   

デバイスをプライマリルートブリッジとして設定し

ます。 The vlan-rangeの値は、2～ 4094の範囲です
spanning-tree vlan vlan-range root primary
[diameter dia [hello-time hello-time]]

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root
primary diameter 4

ステップ 2   

（予約済みの VLANの値を除く）。diaのデフォルト
は 7です。 hello-timeの範囲は 1～ 10秒で、デフォル
ト値は 2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）

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 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   

次に、デバイスを VLAN 5のルートブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4に設定する例
を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root primary
diameter 4
switch#

セカンダリルートブリッジの設定（CLI バージョン）
デバイスをセカンダリルートとして設定すると、STPブリッジプライオリティはデフォルト値
（32768）から変更されます。その結果、プライマリルートブリッジに障害が発生した場合に
（ネットワーク上の他のネットワーク装置がデフォルトのブリッジプライオリティ 32768を使用
していると仮定して）、このデバイスが指定されたVLANのルートブリッジになる可能性が高く
なります。 STPにより、ブリッジプライオリティが 28672に設定されます。

レイヤ 2ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2ネットワーク上の任意の 2つのエンドステー
ション間における最大ブリッジホップ数）を指定するには、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、その直径のネットワークに最適なhelloタイム、転送遅延時間、
最大経過時間が自動的に選択されます。これにより、STP収束の時間が大幅に削減されます。
キーワード hello-time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。

この方法で、複数のデバイスに複数のバックアップルートブリッジを設定できます。プライマ

リルートブリッジの設定時に使用した値と同じネットワーク直径と helloタイムの値を入力しま
す。

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 29

Cisco NX-OS を使用した Rapid PVST+ の設定
セカンダリルートブリッジの設定（CLI バージョン）



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. spanning-tree vlan vlan-range root secondary [diameter dia [hello-time hello-time]]
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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   

デバイスをセカンダリルートブリッジとして設定し

ます。 vlan-rangeの値は、2～ 4094の範囲です（予約
spanning-tree vlan vlan-range root secondary
[diameter dia [hello-time hello-time]]

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root
secondary diameter 4

ステップ 2   

済みの VLANの値を除く）。 diaのデフォルトは 7で
す。 hello-timeの範囲は 1～ 10秒で、デフォルト値は
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）

指定された VLANの STPコンフィギュレーションを
表示します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次に、デバイスをVLAN 5のセカンダリルートブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4に
設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 root secondary diameter 4
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ のブリッジプライオリティの設定
VLANの Rapid PVST+のブリッジプライオリティを設定できます。この方法で、ルートブリッ
ジを設定することもできます。

この設定を使用するときは注意が必要です。ブリッジプライオリティを変更するには、プラ

イマリルートおよびセカンダリルートを設定することを推奨します。

（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 vlan vlan-range priority value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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   

VLANのブリッジプライオリティを設定します。有効
な値は 0、4096、8192、12288、16384、20480、24576、

spanning-tree vlan vlan-range priority value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
priority 8192

ステップ 2   

28672、32768、36864、40960、45056、49152、53248、
57344、61440です。その他すべての値は拒否されます。
デフォルト値は 32768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）

指定された VLANの STPコンフィギュレーションを表
示します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、ギガビットイーサネットポート 1/4で VLAN 5のプライオリティを 8192に設定する
方法を示しています。

switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 priority 8192
switch(config)# exit
switch#

Rapid PVST+ ポートプライオリティの設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+に最初に選択させる LANポートには小さいプライオリティ値を割り当て、Rapid
PVST+に最後に選択させる LANポートには大きいプライオリティ値を割り当てます。すべての
LANポートに同じプライオリティ値が割り当てられている場合、Rapid PVST+は、LANポート番
号が最小の LANポートをフォワーディングステートにし、他の LANポートをブロックします。
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デバイスは LANポートがアクセスポートとして設定されている場合にはポートプライオリティ
値を使用し、LANポートがトランクポートとして設定されている場合には VLANポートプライ
オリティ値を使用します。

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 [vlan vlan-list] port-priority priority
4. exit
5. （任意） show spanning-tree interface {ethernet slot/port | port channel channel-number}
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   

LANインターフェイスのポートプライオリティを設定
します。 priorityの値は 0～ 224の範囲です。値が小さ

spanning-tree [vlan vlan-list] port-priority
priority

例：
switch(config-if)# spanning-tree
port-priority 160

ステップ 3   

いほど、プライオリティは高くなります。プライオリ

ティ値は、0、32、64、96、128、160、192、224です。
その他すべての値は拒否されます。デフォルト値は128
です。

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   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

指定されたインターフェイスの STPコンフィギュレー
ションを表示します。

show spanning-tree interface {ethernet
slot/port | port channel channel-number}

例：
switch# show spanning-tree interface
ethernet 2/10

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、イーサネットアクセスポート 1/4のポートプライオリティを 160に設定する方法を示
しています。

switch# config t
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree port-priority 160
switch(config-if)# exit
switch(config)#

Rapid PVST+ パスコスト方式およびポートコストの設定（CLI バージョ
ン）

アクセスポートでは、ポートごとにポートコストを割り当てることができます。トランクポー

トでは、VLANごとにポートコストを割り当てることができます。トランク上のすべてのVLAN
に同じポートコストを設定できます。

RapidPVST+モードでは、ショートまたはロングパスコスト方式を使用できます。パスコスト
方式の設定は、インターフェイスサブモードまたはコンフィギュレーションサブモードで行

います。デフォルトパスコスト方式はショートです。

（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 pathcost method {long | short}
3. interface type slot/port
4. spanning-tree [vlan vlan-id] cost [value | auto]
5. exit
6. （任意） show spanning-tree pathcost method
7. （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   

Rapid PVST+パスコスト計算に使用される方式を選択し
ます。デフォルト方式は short型です。

spanning-tree pathcostmethod {long | short}

例：
switch(config)# spanning-tree pathcost
method long

ステップ 2   

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 3   

LANインターフェイスのポートコストを設定します。
ポートコスト値には、パスコスト計算方式に応じて、次

の値を指定できます。

spanning-tree [vlan vlan-id] cost [value |
auto]

例：
switch(config-if)# spanning-tree cost
1000

ステップ 4   

•ショート型：1～ 65535

•ロング型：1～ 200000000

このパラメータは、アクセスポートのポート

別、およびトランクポートの VLAN別に設定
します。

（注）

デフォルトの autoでは、パスコスト計算方式およびメ
ディア速度に基づいてポートコストが設定されます。
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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 5   

（任意）

STPパスコスト方式を表示します。
show spanning-tree pathcost method

例：
switch# show spanning-tree pathcost
method

ステップ 6   

（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 7   

次の例は、イーサネットアクセスポート 1/4のポートコストを 1000に設定する方法を示してい
ます。

switch# config t
switch (config)# spanning-tree pathcost method long
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# spanning-tree cost 1000
switch(config-if)# exit
switch(config)#

VLAN の Rapid PVST+ hello タイムの設定（CLI バージョン）
VLANの Rapid-PVST+ helloタイムを設定できます。

この設定を使用する場合は、注意してください。スパニングツリーが中断されることがありま

す。ほとんどの場合、プライマリルートとセカンダリルートを設定して、helloタイムを変更
することを推奨します。

（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 vlan vlan-range hello-time value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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   

VLANの helloタイムを設定します。 helloタイムの
値の範囲は 1～ 10秒で、デフォルトは 2秒です。

spanning-tree vlan vlan-range hello-time value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
hello-time 7

ステップ 2   

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）

STPコンフィギュレーションを VLAN単位で表示
します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、VLAN 5の helloタイムを 7秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 hello-time 7
switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ 転送遅延時間の設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+の使用時は、VLANごとに転送遅延時間を設定できます。
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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. spanning-tree vlan vlan-range forward-time value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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   

VLANの転送遅延時間を設定します。転送遅延時
間の値の範囲は 4～ 30秒で、デフォルトは 15秒で
す。

spanning-tree vlan vlan-range forward-time
value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
forward-time 21

ステップ 2   

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）

STPコンフィギュレーションを VLAN単位で表示
します。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、VLAN 5の転送遅延時間を 21秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 forward-time 21
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switch(config)# exit
switch#

VLAN の Rapid PVST+ 最大エージングタイムの設定（CLI バージョン）
Rapid PVST+の使用時は、VLANごとに最大経過時間を設定できます。

はじめる前に

正しいVDCを開始していること（または switchto 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 vlan vlan-rangemax-age value
3. exit
4. （任意） show spanning-tree vlan vlan_id
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   

VLANの最大エージングタイムを設定します。最
大経過時間の値の範囲は 6～ 40秒で、デフォルト
は 20秒です。

spanning-tree vlan vlan-rangemax-age value

例：
switch(config)# spanning-tree vlan 5
max-age 36

ステップ 2   

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）

STPコンフィギュレーションをVLAN単位で表示し
ます。

show spanning-tree vlan vlan_id

例：
switch# show spanning-tree vlan 5

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   

次の例は、VLAN 5の最大エージングタイムを 36秒に設定する方法を示しています。
switch# config t
switch(config)# spanning-tree vlan 5 max-age 36
switch(config)# exit
switch#

Rapid PVST+ 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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Rapid PVST+ 用のプロトコルの再初期化
Rapid PVST+が稼働するブリッジにレガシーブリッジが接続されている場合は、1つのポートか
ら 802.1D BPDUを送信できます。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強制的に再ネゴシエーションを行う）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. clear spanning-tree detected-protocol [interface {ethernet slot/port | port channel channel-number}]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

デバイス上のすべてのインターフェイス、また

は指定されたインターフェイスで、RapidPVST+
を再初期化します。

clear spanning-tree detected-protocol [interface {ethernet
slot/port | port channel channel-number}]

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ポート 8で、Rapid PVST+を再初期化する例
を示します。

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

Rapid PVST+ の設定の確認
Rapid PVST+の設定情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

目的コマンド

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

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
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目的コマンド

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{vlanvlan-id | interface
{[ethernetslot/port] |
[port-channelchannel-number]}} [detail]

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

これらのコマンドの出力フィールドについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching
Command Reference』を参照してください。

Rapid PVST+ 統計情報の表示およびクリア（CLI バージョ
ン）

RapidPVST+コンフィギュレーション情報を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

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-channel
channel-number]}} detail

Rapid PVST+ の設定例
次に、Rapid PVST+の設定例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
switch(config)# spanning-tree port type edge bpdufilter default
switch(cnfig)# spanning-tree port type network default
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 priority 24576
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 hello-time 1
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 forward-time 9
switch(config)# spanning-tree vlan 1-10 max-age 13

switch(config)# interface Ethernet 3/1 switchport
switch(config-if)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# exit

switch(config)# spanning-tree port type edge
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# spanning-tree guard root
switch(config-if)# exit
switch(config)#
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Rapid PVST+ 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

Rapid PVST+ の設定の機能履歴（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 6：Rapid PVST+ 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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