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第 1 章

最初にお読みください。

Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報

現行の Cisco IOS XEリリース 3.7.0E（Catalystスイッチ用）および Cisco IOS XEリリース 3.17S
（アクセスおよびエッジルーティング用）の 2つのリリースは、1つのバージョンの統合された
リリース（Cisco IOSXE16）へと発展しています。これにより、スイッチングおよびルーティン
グポートフォリオの幅広い範囲のアクセスおよびエッジ製品に1つのリリースで対応できます。

技術設定ガイドの機能情報の表には、機能が導入された時期が示されています。その他のプ

ラットフォームでその機能がサポートされた時期については示されていない場合があります。

特定の機能がご使用のプラットフォームでサポートされているかどうかを特定するには、製品

のランディングページに示されている技術設定ガイドを参照してください。技術設定ガイド

が製品のランディングページに表示されている場合は、その機能がプラットフォームでサポー

トされていることを示します。

（注）
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第 2 章

mDNS for kWAAS

mDNS for kWAAS機能は、マルチキャストドメインネームシステム（mDNS）サービス検出プ
ロトコルを実装し、ネットワークに APIレイヤを提供し、kWAAS（Kernel-based Virtual Machine
Wide Area Application Services）デバイスが他の Cisco IOSデバイスによりアドバタイズされた広
域サービスを簡単に検出できるようにします。

この概念モジュールでは、mDNS for kWAASのサービス検出と、mDNS for kWAAS上での IPネッ
トワーキングについての簡潔な概要を示します。

• 機能情報の確認, 3 ページ

• mDNS for kWAASに関する情報, 4 ページ

• mDNS for kWAASのその他の参考資料, 5 ページ

• mDNS for kWAASに関する機能情報, 6 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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mDNS for kWAAS に関する情報

mDNS for kWAAS 上のサービス検出の概要
Ciscoソフトウェア内のソフトウェアモジュールは、対象のサービスを検出できる必要がありま
す。これらのサービスは、マルチキャストドメインネームシステム（mDNS）サービス検出プロ
トコルを使用して通知されます。レイヤ 2ドメインのDNSは、mDNSサービス検出のマルチキャ
ストと分散の機能を使用して、これらのサービスの自動検出に役立てることができます。

mDNSサービス検出は、IPマルチキャストを使用して実行されます。IPマルチキャストは、単一
の送信で複数の IPデータパケットを受信者に送信するプロセスです。

マルチキャストドメインネームシステム（mDNS）for kWAASは、mDNSサービス検出プロトコ
ルを実装し、APIレイヤを提供し、kWAASが他の Cisco IOSデバイスによりアドバタイズされた
広域サービスを簡単に検出できるようにします。

サービス検出後には、mDNSサービス検出プロトコルにより、キャッシュに入れられたmDNSリ
ソースレコード、キュー内の異なる mDNS要求、およびパケット転送に関する mDNS統計につ
いての情報を取得できます。

mDNS for kWAAS機能は、Ciscoデバイス上ではデフォルトでイネーブルになっています。こ
の機能には設定タスクはなく、ディセーブルにすることはできません。

（注）

mDNS for kWAAS 上の IP ネットワーキングの概要
mDNS for kWAAS機能は、サービス検出プロトコルを使用します。このプロトコルにより、ロー
カルネットワーク上のサービスを通知および検出する方法が提供され、それによってワイヤレス

Ciscoソフトウェアデバイスは異なる IPネットワークでアドバタイズされるサービスにアクセス
できます。

マルチキャストドメインネームシステム（mDNS）は、IPマルチキャストを介してDNSクエリー
を実行します。mDNSは設定不要の IPネットワークをサポートします。設定不要の IPネットワー
キングは、ネットワーク管理者の介入を必要とせずに自動化 IPネットワークを構築できるプロセ
スで構成されています。設定不要の IPネットワーキングメソッドには、特別な設定サーバは必要
ありません。

通常どおり、mDNSは宛先アドレスとしてマルチキャスト IPアドレス 224.0.0.251を使用し、UDP
宛先ポートとして 5353を使用します。

mDNS for kWAAS機能は、Ciscoデバイス上ではデフォルトでイネーブルになっています。こ
の機能には設定タスクはなく、ディセーブルにすることはできません。

（注）
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mDNS for kWAAS のその他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Wide-Area Networking Command
Reference』

WANコマンド

•『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』

•『Cisco Wide Area Application Servicesコン
フィギュレーションガイド』

『Cisco Wide-Area Application Services』

『Wide-Area Networking Configuration Guide:
Wide-Area Application Services』

『Wide-Area Networking Overview』

シスコのテクニカルサポート

Link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、CiscoNotificationService（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。

ワイドエリアネットワーキング設定ガイド：ワイドエリアアプリケーションサービス

5

mDNS for kWAAS
mDNS for kWAAS のその他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/wan/command/wan-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/wan/command/wan-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


mDNS for kWAAS に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：mDNS for kWAAS に関する機能情報

機能情報リリース機能名

マルチキャストドメインネー

ムシステム（mDNS）for
kWAASは、mDNSサービス検
出プロトコルを実装し、ネット

ワークにAPIレイヤを提供し、
kWAAS（Kernel-based Virtual
Machine Wide Area Application
Services）デバイスが他のCisco
IOSデバイスによりアドバタイ
ズされた広域サービスを簡単に

検出できるようにします。

次のコマンドが導入または変更

されました。debug mdns、
show mdns cache、show mdns
requests、show mdns statistics

Cisco IOS XE Release 3.9SmDNS for kWAAS
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