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システム MTU の制約事項
システムMTU値を設定する場合、次の注意事項に留意してください。

•デバイスはインターフェイス単位ではMTUをサポートしていません。

• system mtu bytesグローバルコンフィギュレーションコマンドを入力すると、そのコマンド
はスイッチのすべてのポートに影響します。

MTU について
イーサネットフレームで受信し、すべてのデバイスインターフェイスで送信されるペイロードの

デフォルトの最大伝送ユニット（MTU）サイズは 1500バイトです。

システム MTU 値の適用
次の表では、MTU値の適用方法を示します。
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表 1：MTU の値

ipv6 mtu コマンドip mtu コマンドsystem mtu コマンド設定（Configuration）

ipv6mtu bytesコマンド
を使用します。

指定できる範囲は1280
からシステムジャンボ

MTU値（バイト単位）
までです。

IPv6 MTU値
は、適用可能

な値ですが、

設定できませ

ん。

（注）

ipmtu bytesコマンドを
使用します。

範囲は 832～ 1500バイ
トです。

IP MTU値
は、適用可能

な値ですが、

設定できませ

ん。

（注）

スイッチまたはスイッ

チスタックで system
mtuコマンドを入力で
きますが、システム

MTU値はスイッチに対
しては有効になりませ

ん。これは、ファスト

イーサネットポートに

影響します。

指定できる範囲は1500
～ 9198バイトです。

スタンドアロンスイッ

チまたはスイッチス

タック

IPまたは IPv6 MTU値の上限は、スイッチまたはスイッチスタックの設定に基づき、現在適用さ
れているシステムMTU値を参照します。MTUサイズの設定については、このリリースのコマン
ドリファレンスの systemmtuグローバルコンフィギュレーションコマンドを参照してください。

MTU の設定方法

システム MTU の設定
スイッチドパケットのMTUサイズを変更するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。
プロンプトが表示されたら、パスワードを

入力します。

enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）すべてのギガビットイーサネット

および 10ギガビットイーサネットイン
ターフェイスのMTUサイズを変更します。

system mtu bytes:バイト数

例：
Device(config)# system mtu 1900

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Device(config)# end

ステップ 4   

コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copyrunning-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

設定を確認します。show system mtu

例：
Device# show system mtu

ステップ 6   

Protocol-Specific MTU の設定
ルーテッドパケットの最大伝送単位（MTU）サイズを変更するには、特権EXECモードで次の手
順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 1   

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 interface

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet0/0

ステップ 2   

IPv4 MTUサイズを変更します。ip mtu bytes:バイト数

例：
Device(config-if)# ip mtu 68

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）IPv6 MTUサイズを設定しま
す。

ipv6 mtu bytes:バイト数

例：
Device(config-if)# ipv6 mtu 1280

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5   

コンフィギュレーションファイルに

設定を保存します。

copyrunning-config startup-config

例：
Device# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

設定を確認します。show system mtu

例：
Device# show system mtu

ステップ 7   

システム MTU の設定例

例：プロトコル固有 MTU の設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1
Device(config-if)# ip mtu 900
Device(config-if)# ipv6 mtu 1286
Device(config-if)# end

例：システム MTU の設定
Device# configure terminal
Device(config)# system mtu 1600
Device(config)# exit
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システム MTU に関する追加情報

関連資料

参照先関連項目

Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches) の
「Interface and Hardware Commands」の項を参照し
てください。

この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。

MIB

MIB リンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、ProductAlert Tool（FieldNotice
からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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システム MTU の機能情報
変更箇所リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1a
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