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はじめに

このドキュメントでは、Apple の Bonjour プロトコルなどのマルチキャスト アプリケーションの
サポートに関係する Cisco Unified Wireless LAN ソリューションの動作論理および設定について
説明します。 このプロトコルを使用すると Apple デバイスでは、デバイス間で音声およびビデオ
をダイナミックに共有できる AirPlay などの特定のサービスをクエリーおよびアナウンスできま
す。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ



りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

配備上の考慮事項

Bonjour プロトコルは、サービス アナウンスメントおよびサービス クエリーで動作し、デバイス
で次のような特定のアプリケーションを問い合わせたりアドバタイズしたりできるようになりま
す。

印刷サービス●

ファイル共有サービス●

リモート デスクトップ サービス●

iTunes ファイル共有●

iTunes Wireless iDevice Syncing（Apple iOS v5.0 以降）●

次のストリーミング サービスを提供する AirPlayiOS v4.2 以降での音楽ブロードキャストiOS
v4.3+ 以降でのビデオ ブロードキャストiOS v5.0 以降（iPad 2、iPhone 4S 以降）での全画
面ミラーリング

●

各クエリーまたはアドバタイズメントは、サブネット上のすべてのクライアントに配信されるよ
うに Bonjour マルチキャスト アドレスに送信されます。 Apple の Bonjour プロトコルは UDP ポ
ート 5353 で動作するマルチキャスト DNS（mDNS）に依存し、次の予約されたグループ アドレ
スに送信されます。

IPv4 グループ アドレス：224.0.0.251●

IPv6 グループ アドレス：FF02::FB●

Bonjour プロトコルによって使用されるアドレスはリンクローカル マルチキャスト アドレスです
。このため、ローカル L2 ドメイン上のみで転送されます。 ルータでは、トラフィックのリダイ
レクトのためにマルチキャスト ルーティングを使用できません。これは、存続可能時間
（TTL）が 1 に設定されていて、リンクローカル マルチキャストはローカルに保留されるように
設計されているためです。

/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


コントローラの Bonjour サポートの設定

単一 VLAN での Bonjour デバイス導入

ネットワーク上で Bonjour を導入する際は、サービスを提供しているクライアントとデバイスの
両方が同じ VLAN 上にあることが重要です。 つまり、ワイヤレス ネットワークの場合は、コン
トローラの同じバックエンド インターフェイス上に各クライアントが必ずあることを意味します
。

注: Apple TV（リリース v5.0）では、WPA2-Enterprise 認証はサポートされていません。 802.1x
ネットワークの場合の回避策は、同じ有線インターフェイスを使用する WPA2-PSK WLAN を作
成することです。

大規模な導入の場合、単一の VLAN だけを使用することはおそらく不可能です。 Apple TV デバ
イスが別の VLAN にある場合にクライアントを 1 つの VLAN で使用できるようにする方法につい
ては、このドキュメントの「VLAN Select を使用した Apple TV 導入」セクションを参照してく
ださい。

マルチキャスト サポートの有効化

[Controller] タブに移動して、左側のメニューから [Multicast] リンクに移動します。 [Enable
Global Multicast Mode] および [Enable IGMP Snooping] をチェックします。 v7.2 リリースでは、
IPv6 上で Bonjour を扱うために [Enable MLD Snooping] もチェックする必要があります。



マルチキャストおよびスヌーピング メカニズムについては、このドキュメントでは取り上げてい
ません。 これらのトピックの背景情報の詳細については、『IP マルチキャスト テクノロジーの
概要』を参照してください。

アクセス ポイントへのマルチキャスト配信モード設定

Cisco Unified Wireless Network（CUWN）では、コントローラに関連付けられているアクセス ポ
イント（AP）へのマルチキャスト配信として 2 つの方法がサポートされています。 両方のモー
ドにおいて、有線ネットワークからの元のマルチキャスト パケットは、CAPWAP ユニキャスト
またはマルチキャストのいずれかを介して AP に送信されたレイヤ 3 CAPWAP パケット内でカ
プセル化されます。 トラフィックは CAPWAP カプセル化されるため、AP はクライアント
Bonjour トラフィックと同じ VLAN 上にある必要はありません。 次にマルチキャスト配信の 2 つ
の方法を比較します。

マルチキャスト ユ
ニキャスト モード

マルチキャスト マ
ルチキャスト モー
ド

配信メカニ コントローラによっ コントローラによっ

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/ip_multicast/White_papers/mcst_ovr.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/ip_multicast/White_papers/mcst_ovr.html


ズム

てマルチキャスト
パケットが複製され
てユニキャスト
CAPWAP トンネル
の各アクセス ポイ
ントに送信されます
。

てマルチキャスト
パケットの 1 つのコ
ピーが送信されます
。

サポート対
象のアクセ
ス ポイント
のモード

FlexConnect および
ローカル

ローカル モードの
み

有線ネット
ワーク上で
の L3 マルチ
キャスト ル
ーティング
が必要

なし ○

コントロー
ラの負荷 高 低

有線ネット
ワークの負
荷

高 低

マルチキャスト マルチキャスト配信モード

拡張性および有線帯域幅の効率化のために、マルチキャスト マルチキャスト モードのオプション
が推奨されています。

注: 2500 シリーズ Wireless LAN Controller ではマルチキャスト マルチキャスト モードが必要で
す。

[Controller] タブの [General] ページに移動して、[AP Multicast Mode] に [Multicast] モードの使用
が設定されていて、有効なグループ アドレスが設定されていることを確認します。 グループ ア
ドレスは IPv4 マルチキャスト グループです。また、プライベート マルチキャスト アプリケーシ
ョンの範囲である 239.x.x.x ～ 239.255.255.255 の範囲内であることが推奨されます。
224.x.x.x、239.0.0.x または 239.128.0.x アドレス範囲をマルチキャスト グループ アドレスに使
用しないでください。 これらの範囲のアドレスは、リンク ローカル MAC アドレスとオーバーラ
ップし、IGMP スヌーピングが有効の場合でもすべてのスイッチ ポートにフラッディングします
。



マルチキャスト ユニキャスト配信モード

コントローラと AP または FlexConnect モード間に CAPWAP マルチキャストを配信するように
有線ネットワークが適切に設定されてなく、マルチキャストをサポートする中央でスイッチされ
る WLAN に AP が使用される場合は、マルチキャスト ユニチキャスト モードが必要です。

[Controller] タブの [General] ページに移動して、[AP Multicast Mode] に [Unicast] モードの使用が
設定されていることを確認します。

Bonjour がスヌーピングされていることの確認

Bonjour が正常に転送されていることを確認するには、[Monitor] タブに移動して、左側のメニュ
ーから [Multicast] をクリックします。 224.0.0.251 のアドレスがリストに表示されていることを
確認します。 Bonjour グループに加入しているクライアントを表示するには、MGID 番号をクリ
ックします。



マルチキャスト データ レート調整

Bonjour などのマルチキャスト アプリケーションのワイヤレス ネットワーク上での導入時には特
別な考慮が必要です。これは、802.11 のマルチキャストはブロードキャストで基本的に送信され
、すべてのクライアントで受信可能なためです。 Bonjour フレームを送信するために AP が使用
する実際のデータ レートは、その帯域内に設定された最大必須レートです。 これは 2.4 GHz の
場合はデフォルトの 11 Mbps で、5 GHz の場合はデフォルトの 24 Mbps です。

これらのフレーム配信を最適化するためには、ネットワークのカバレッジ モデルでサポート可能
な最大レートでマルチキャストが配信できるようにコントローラ内の 802.11 データ レートを調
整することが重要です。 AP の密度が低いネットワークでは、デフォルトのデータ レートを維持
する必要がある場合があります。 802.11b クライアントのサポートを一切必要としないネットワ
ークでは、データ レートとして [12 Mbps] を [Mandatory] にして、より低いレートを無効に調整
すると、マルチキャストのエアタイム使用率を下げるのに役立ちます。 これは、[Wireless] タブ
の [802.11b/g/n] > [Network] メニューで設定します。



注: v7.2 で使用可能な RF プロファイル機能では、AP グループごとのデータ レートをカスタマイ
ズできるため、カバレッジ エリア別にマルチキャスト送信レートを調整できます。

ピアツーピア ブロッキングが無効化されたことの確認

ピアツーピア ブロッキングは、WLAN ごとに設定され、ワイヤレス ネットワーク上のクライア
ントの相互通信を防止します。 デフォルトでは、新規の WLAN に対しては無効です。しかし、
有効な場合は、Apple TV がワイヤレス ネットワーク上にあるときに AirPlay などのサービスで問
題が発生する可能性があります。 ワイヤレス クライアント間の通信に依存する Bonjour サービス
では、ピアツーピア ブロッキングによって障害が発生する可能性があります。

[WLANs] タブ > [Advanced] セクションの WLAN 設定で、[P2P Blocking Action] が [Disabled] に
設定されていることを確認します。

Bonjour のブロック

場合によっては、他のマルチキャスト アプリケーションを有効にしているままの状態で Bonjour
をフィルタリングして排除し、2 つのノード間のディスカバリを防止するのが望ましいこともあ
ります。

次の手順を実行します。



IPv6 Bonjour トラフィックをフィルタ・アウトするためにワイヤレス LAN コントローラの
ACL を作成して下さい。

1.

（バージョン 7.2 および それ 以上だけ） - IPv6 Bonjour トラフィックをフィルタ・アウト
するためにワイヤレス LAN コントローラの ACL を作成して下さい。

注: Bonjour ACL では、ワイヤレス クライアントから有線ネットワークへのインバウンドの
マルチキャスト トラフィックのみがフィルタリングされます。 ACL では、コントローラに
入ってくるマルチキャスト パケットはフィルタリングされません。

2.

(（バージョン 7.2 以前）：ACL を適用するために、[Controller] タブに移動して、左側のメ
ニューから [Interfaces] に移動します。 [ACL Name] を手順 1 で指定した ACL に変更します
。

3.

(（バージョン 7.2 以降）：他のクライアントに転送する前に Bonjour トラフィックをフィ4.



ルタリングして排除するために、IPv4 および IPv6 ACL を適用します。

Bonjour アプリケーション：Apple TV AirPlay の使用

Apple AirPlay では、Apple iPad 2 または iPhone 4S の全画面を Apple TV（第 2 世代）で表示で
きます。 AirPlay サービスのディスカバリは Bonjour を介して行われます。その後の接続はデバ
イスから Apple TV への TCP ベースの画面のユニキャスティングです。

ホーム画面から [Settings] > [AirPlay] メニューを確認し、Apple TV で AirPlay が有効である
ことを確認します。 オプションのパスコードをセキュリティのために設定できます。 この
設定は、表示中の画面盗用を防止するために推奨されています。

1.

Apple iOS デバイスでホーム ボタンをダブルクリックし、マルチタスク ビューを表示しま
す。

2.

左から右にスワイプし（iPhone では 2 回、iPad では 1 回）、次に示す AirPlay アイコンの

あるメニューを表示します。

3.

リストから [Apple TV] を選択し、[Mirroring] を有効にします。4.



Apple デバイスの上部にあるステータス バーが青に変わり、AirPlay アイコンが追加されま
す。これは、画面を Apple TV にブロードキャストしていることを示します。

5.

VLAN Select を使用した Apple TV 導入

Bonjour を単一 VLAN で使用する場合の制限があるため、大学や企業などの大規模キャンパス ネ
ットワークへの拡張は困難です。 すべてのワイヤレス クライアントに対して大規模サブネットを
作成した場合、マルチキャスト Bonjour メッセージによってネットワーク全体の貴重なエアタイ
ムがすぐに消費されます。 VLAN Select 機能を使用すると、実質的にマルチキャスト ドメインを
分割して、バックエンドの一連の VLAN にクライアントを割り当てられます。 VLAN Select 機能
のオプションであるマルチキャスト VLAN を使用すると、特定のインターフェイスをダウンスト
リーム マルチキャスト トラフィック用に選択できます。

VLAN Select の詳細については、『VLAN Select 機能およびマルチキャスト最適化機能導入ガイ
ド』を参照してください。

VLAN Select をマルチキャスト VLAN 機能とともに使用すると、別の WLAN 上のすべてのクライ
アントに対して AirPlay を有効にしているままの状態で、別のサブネットを Apple TV デバイスに
使用できます。

注: 他の Bonjour アプリケーション（メッセージや iTunes 共有など）での VLAN Select の使用は
制限されます。これは、他のエンド ユーザ デバイスにアナウンスメントを送信できるエンド ユ

/c/ja_jp/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/112932-vlan-optfeatures-guide-00.html
/c/ja_jp/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/112932-vlan-optfeatures-guide-00.html


ーザ デバイスにアプリケーションが依存しているためです。

次の手順を実行します。

[Controller] タブに移動して、左側のメニューから [Interfaces] に移動します。 クライアント
VLAN 用に必要なインターフェイスを作成します（この例では client-a1 と client-a2）。ま
た、Apple TV サブネット用のインターフェイスも作成します（この例では client-mcast）。

注: Apple TV は、有線ネットワーク上のイーサネット インターフェイスを使用しても導入で
きます。 これらの VLAN が使用するマルチキャスト VLAN と同じであることを確認します
。 この例では VLAN 40 です。

1.

[Controller] タブに移動して、左側のメニューから [Interface Groups] に移動します。 新しい
インターフェイス グループを作成し、作成済みのクライアント インターフェイスに追加し
ます（この例では client-a1 と client-a2）。

2.



[WLANs] タブに移動し、クライアント SSID を作成します。 以前にステップ 2.イネーブル
で作成されるインターフェイス グループをマルチキャスト VLAN 機能選択し、マルチキャ
スト インターフェイスを作成しましたステップ 1.で選択して下さい。

注: マルチキャスト インターフェイス機能は単方向です。つまり、Bonjour アドバタイズメ
ントはクライアントに送信されますが、Bonjour ディスカバリ要求は Apple TV インターフ
ェイスにアップストリーム送信されません。 これは、Apple TV をスリープ状態にしてから
起動することによって自身で強制的にアナウンスさせる必要があることを意味します。 詳
細については、このドキュメントの「VLAN Select ユーザ向け手順：Apple TV 導入」セク
ションを参照してください。

3.

（Apple TV が有線の場合はオプション） Apple TV 用に新しい SSID を作成します。 セキュ
リティ ポリシーは WPA2-PSK であり、インターフェイスは手順 1 で作成したマルチキャス
ト VLAN である必要があります。 また、WLAN 無線ポリシーを [802.11a only] に設定して
、Apple TV デバイスを 5 GHz で維持することを推奨します。

4.



VLAN Select ユーザ向け手順：Apple TV 導入

クライアントで Apple TV リストが適切にアップデートされていることを確認するには、次の手
順を実行します。

[Settings] > [Sleep Now] に移動し、Apple TV をスリープ状態にします。1.

表示に使用する iPad または iPhone がクライアント ワイヤレス ネットワークに接続してい2.



ることを確認します。
リモートの任意のボタンを押し、Apple TV を起動します。3.
このドキュメントの「Bonjour アプリケーション：Apple TV AirPlay の使用」セクションの
手順を実行します。

4.

Bonjour ゲートウェイ配備

Apple Bonjour ゲートウェイは複数のサブネット 環境で互いを検出することができない Bonjour
デバイスの問題を解決します。 他のネットワーク インターフェイスの Bonjour クエリにキャッシ
ュし、 応答することをデバイスが可能にする Bonjour ゲートウェイはオープン ソース Avahi
（http://avahi.org） mDNS ソフトウェアを実行します。

Apple Bonjour ゲートウェイはマルチプルネットワーク サブネットで置かれるように設計され、
L3 境界を渡る Bonjour 要求を「反映して下さい」。 Bonjour ゲートウェイは PC でまたはネット
ワークのトランク ポートに接続される仮想マシンにインストールする必要があります。 また、ゲ
ートウェイは複数のサブネットに接続するために複数の物理的 な イーサネットアップリンクを備
える場合があります。

Bonjour ゲートウェイのための Ciscoスイッチ 設定

スイッチ アップリンク 設定はネイティブ VLAN とデバイスに管理アクセスを提供するためにト
ランク ポートを使用する必要があります。 ポートの他のタグ付けされた VLAN は Bonjour ゲー
トウェイ機能を必要とする他のサブネットです。

interface GigabitEthernet4/14

 description Apple-Bonjour-Gateway

 switchport

 switchport trunk native vlan 20

 switchport trunk allowed vlan 20,21,25,26,40

 switchport mode trunk

http://avahi.org


end

Bonjour ゲートウェイ配置手順

次の手順を実行します。

http://www.ubuntu.com/download/server/download で Ubuntu サーバかデスクトップ版を得
て下さい 。

1.

ISO イメージからのラップトップ/デスクトップ/サーバ マシンを起動して下さい。 デバイス
に Ubuntu ソフトウェアをインストールするためにスクリーン上の指示を完了して下さい。

注
: この資料の目的で、例 OS として Ubuntu デスクトップを使用します。

2.

ターミナル アプリケーションを開くために、ツールバーの上アイコンをクリックし、フィ
ールドでターミナルに入って下さい。

3.

http://www.ubuntu.com/download/server/download


デバイスを確認するために ifconfig コマンドを持っていますイーサネット接続 アクセスを発
行して下さい。
ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:b3:5e:e2

          inet addr:192.168.10.109  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: 2001:db8:0:10:250:56ff:feb3:5ee2/64 Scope:Global

          inet6 addr: fe80::250:56ff:feb3:5ee2/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:82 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:4186 (4.1 KB)  TX bytes:8613 (8.6 KB)

          Interrupt:18 Base address:0x2000

4.

Avahi デーモンを追加すれば sudo による OS への VLAN パッケージはインストール VLAN
avahi デーモン コマンドをがち得ます。

5.

Avahi コンフィギュレーション ファイルを編集し、Avahi デーモンのリフレクタ 機能性を有
効に して下さい。
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf

6.

コンフィギュレーション ファイルの中では、「イネーブル リフレクタ」オプションを YES
に変更し、#記号が行の前にないことを確かめて下さい。
#publish-domain=yes

#publish-dns-servers=192.168.50.1, 192.168.50.2

#publish-resolv-conf-dns-servers=yes

#publish-aaaa-on-ipv4=yes

#publish-a-on-ipv6=no

[reflector]

enable-reflector=yes

#reflect-ipv=no

7.

sudo vconfig を VLAN を追加するために追加します eth0 <VLAN ID> コマンドを発行して下
さい:
#publish-domain=yes

#publish-dns-servers=192.168.50.1, 192.168.50.2

#publish-resolv-conf-dns-servers=yes

#publish-aaaa-on-ipv4=yes

#publish-a-on-ipv6=no

[reflector]

enable-reflector=yes

#reflect-ipv=no

注: このコマンドは「警告が含まれている追加テキストを出力するかもしれません:

8.



/proc/net/vlan/config を開くことができませんでした」。 これは Bonjour ゲートウェイの機
能に影響を与えません。
Linux の新しいイーサネットインターフェイスは eth.<vlan id> の専門語の下で作成されます
。 この新しいインターフェイス 静的に IP アドレスは割り当てられるか、または DHCP を
実行できます。インターフェイスの DHCP を実行するために、sudo dhclient eth0.<VLAN
ID> コマンドを発行して下さい。
#publish-domain=yes

#publish-dns-servers=192.168.50.1, 192.168.50.2

#publish-resolv-conf-dns-servers=yes

#publish-aaaa-on-ipv4=yes

#publish-a-on-ipv6=no

[reflector]

enable-reflector=yes

#reflect-ipv=no

9.

再度新しく作成されたインターフェイスに IP アドレスがあることを確認するために
ifconfig コマンドを発行して下さい:
ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:b3:5e:e2

          inet addr:192.168.10.109  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: 2001:db8:0:10:250:56ff:feb3:5ee2/64 Scope:Global

          inet6 addr: fe80::250:56ff:feb3:5ee2/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:123 errors:0 dropped:26 overruns:0 frame:0

          TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:12311 (12.3 KB)  TX bytes:14712 (14.7 KB)

          Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0.20   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:b3:5e:e2

          inet addr:192.168.20.20  Bcast:192.168.20.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: 2001:db8:0:20:250:56ff:feb3:5ee2/64 Scope:Global

          inet6 addr: fe80::250:56ff:feb3:5ee2/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0

          RX bytes:762 (762.0 B)  TX bytes:5508 (5.5 KB)

10.

Bonjour ゲートウェイで必要とされる同様に多くの VLAN のためのステップ 8 〜 9 を繰り
返して下さい。注:: ゲートウェイの Avahi Bonjour ソフトウェアは IP アドレスの新しいイ
ンターフェイスで自動的に受信します。

11.

avahi 参照を使用してゲートウェイに接続されるすべてのサブネットの現在の Bonjour 可能
なデバイスを–すべて- t コマンド リストして下さい:
ubuntu@ubuntu:~$ avahi-browse --all -t

+ eth0.26 IPv4 admin@MBP-250 (2)               iChat Presence       local

+ eth0.26 IPv4 admin@MBP-130                   iChat Presence       local

+ eth0.25 IPv4 admin@MBP-250 (2)               iChat Presence       local

+ eth0.25 IPv4 admin@MBP-130                   iChat Presence       local

+ eth0.30 IPv4 admin@MBP-250 (2)               iChat Presence       local

+ eth0.30 IPv4 admin@MBP-130                   iChat Presence       local

+ eth0.20 IPv4 admin@MBP-250 (2)               iChat Presence       local

+ eth0.20 IPv4 admin@MBP-130                   iChat Presence       local

+   eth0 IPv4 admin@MBP-250 (2)               iChat Presence       local

+   eth0 IPv4 admin@MBP-130                   iChat Presence       local

+ eth0.26 IPv4 MBP-10.6 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.26 IPv4 MBP-10.7 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.25 IPv4 MBP-10.6 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.25 IPv4 MBP-10.7 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.30 IPv4 MBP-10.6 (2)                    VNC Remote Access    local

12.



+ eth0.30 IPv4 MBP-10.7 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.20 IPv4 MBP-10.6 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.20 IPv4 MBP-10.7 (2)                    VNC Remote Access    local

+   eth0 IPv4 MBP-10.6 (2)                    VNC Remote Access    local

+   eth0 IPv4 MBP-10.7 (2)                    VNC Remote Access    local

+ eth0.26 IPv4 reflector                       Remote Disk Management local

+ eth0.25 IPv4 reflector                       Remote Disk Management local

+ eth0.30 IPv4 reflector                       Remote Disk Management local

+ eth0.20 IPv4 reflector                       Remote Disk Management local

+   eth0 IPv4 reflector                       Remote Disk Management local

ubuntu@ubuntu:~$

Bonjour アプリケーションのトラブルシューティング

使用可能な Bonjour サービスの表示

Bonjour 接続の問題のトラブルシューティングには、使用可能なデバイスを表示できる無料の
Mac OS X ユーティリティである Bonjour Browser が役立ちます。 次に Apple AirPort Express の
リモート プリンタを示します。

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.tildesoft.com/files/BonjourBrowser.dmg
http://www.tildesoft.com/files/BonjourBrowser.dmg
http://www.tildesoft.com/files/BonjourBrowser.dmg
http://www.tildesoft.com/files/BonjourBrowser.dmg
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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