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概要

この資料は別の MTU 設定について記述し、またシナリオを説明したものです異なる組み合わせ
および埋め込みと動作を含む。

背景

フラグメンテーションは L2 で L3 パスでない起こります

埋め込みが基本的に 32 ビットの倍数である IP パケット ヘッダに長さがあることを確かめるのに
使用されています

前提条件

IP フラグメンテーションおよび再組立て

MTU on Cisco Nexus スイッチ

埋め込みについての情報

送信側[発信側]埋め込みを、断続的な[中継]デバイス行いません埋め込みを行います●

埋め込みはパケットがカットスルー スイッチを通過するとき修正されて得るべきではありま
せん

●

スイッチは小型フレームとして発信元が埋め込みをすることができない場合パケットをみな
します

●

Wireshark キャプチャはパッドを入れる前に起こります●

基本的にはスイッチはによってネットワークに送信 することを約あるパケット サイズが 64B
より小さくて余分バイトを追加します

●

64 バイト 802.1q がタグ付けしたときにフレーム化されるイーサネットは 802.1q タグおよび
4 バイトにつき減るフレーム サイズが減るタグが付いていないアクセス ポートに L2/L3 のト
ランク ポートに受け取られ、ルーティングされましたり/転送されます

●

フレームを untagging のプロセス中にフレームはスイッチが 64 バイトに戻ってフレームにパ●



ッドを入れる必要がある IEEE 802.1Q spec で指定どおりにもはや 64 バイト最小に MTU 会
いません

フラグメンテーションおよび MTU ミスマッチ

パスが L3 である場合、フラグメンテーションは、パケット廃棄されません起こります。●

パスが L2 である場合、フラグメンテーションは、パケット完全に廃棄されます起こりません●

パケット サイズ 1540B の開始[ICMP]まだパスで及び L2 が参照しません合計サイズが 1568
[1540+20+8] になるドロップをあります、

●

[ICMP との]パケット サイズ 1541B を、パケット合計数なります 1569 に始めれば、ジャイ
アンツ カウンターとしてドロップおよびドロップを見られます参照します

●

MTU ミスマッチ次のカウンターが増分すれば-シナリオおよび設定に基づくジャンボ、ジャ
イアンツ、でき損ない等。

●

トポロジ

9K = MTU 9K [ジャンボ]

1.5K = MTU 1.5K + L2 で設定されて

ラボの上でトポロジーは複数のシナリオで次の通り分けられました:

PING テストを使用する MTU トラブルシューティング

パケット サイズ 1500 の PING

PING 脱落の始められた PING および succssefull。

L2 があるのに、奪取 した PING サイズがデフォルト 1 1500 であるのでドロップするを参照しま
せん。

N5K-1# ping 10.1.1.2 count 10

PING 10.1.1.2 (10.1.1.2): 56 data bytes

64 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=3.228 ms

64 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.832 ms

パケット サイズ 5000 の PING

N5k1 からの Nexus-Sw2 へのパケット数 50 のパケット サイズ 5000 の始められた PING および
廃棄される中継 L2 で



N5K-1# ping 10.1.1.2 packet-size 5000 count 50

PING 10.1.1.2 (10.1.1.2): 5000 data bytes

Request 0 timed out

Request 1 timed out

Nexus-sw1 の入力でジャンボとしてみなされるパケット

Nexus-Sw1# sh interface ethernet 3/3 | i MTU|jumbo

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

 50 jumbo packets 0 storm suppression packets  >>>>>>> exact 50 jumbo packets are seeing in the

RX counter.

Nexus-sw1 の出力でジャンボとしてみなされるパケット

Nexus-Sw1# sh interface ethernet 3/1 | i MTU|jumbo     >>>>>>> Intertace connected towards to

N7k2 with MTU 1500

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

50 jumbo packets  >>>>>>> Exact 50 jumbo packets are egress in the TX.

Nexus-sw2 の入力で廃棄されるパケット

Nexus-Sw2# sh interface et3/1  |  i MTU|giant          >>>>>>> Interface connected towards

Nexus-Sw1 with e3/1 MTU 1500

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

0 runts 50 giants 0 CRC/FCS 0 no buffer              >>>>>>> Exact 50 input error and 50 Giants

packets observed in the RX counter. 

50 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored

Nexus-Sw2# sh interface et3/4 |  i MTU|giant|error     >>>>>>> Interface with MTU 1500

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

0 runts 0 giants 0 CRC/FCS 0 no buffer                 >>>>>>> No counter seen

0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision >>>>>>> No counter seen 
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