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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の設定
1



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。

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

ipv6 mtu 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）

ip mtu 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

IPまたは IPv6MTU値の上限は、スイッチの設定に基づき、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
system mtu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：

ステップ 2

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

（任意）すべての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：

ステップ 3

Device(config)# system mtu 1900

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

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：

ステップ 5

Device# copy running-config
startup-config

設定を確認します。show system mtu

例：

ステップ 6

Device# show system mtu

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

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：

ステップ 2

Device(config)# interface
gigabitethernet0/0

IPv4 MTUサイズを変更します。ip mtu bytes:バイト数

例：

ステップ 3

Device(config-if)# ip mtu 68

（任意）IPv6 MTUサイズを設定しま
す。

ipv6 mtu bytes:バイト数

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ipv6 mtu 1280
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

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：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

設定を確認します。show system mtu

例：

ステップ 7

Device# show system mtu

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 fortygigabitethernet 0/0
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

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 9500 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。
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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、

Product Alert Tool（Field Notice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。

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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