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概要

この資料に設定する方法を記述され、確認するために/Catalyst 9800 ワイヤレス コントローラの
マルチキャスト ドメイン名 サービス（mDNS）ゲートウェイ機能を解決して下さい。 mDNS
（か Bonjour として）知られているこの特別なマルチキャスト トラフィックが C9800 コントロ
ーラによってどのように処理されるかまた説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

mDNS Bonjour プロトコル●

Catalyst 9800 ワイヤレス コントローラ●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

C9800-CL-K9 バージョン 16.12.1s●

WS-C3560CX-12PC-S●

C9117AXI-A●



Chromecast NC2-6A5-D●

MacbookPro 10.14.5●

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

mDNS ブリッジ

C9800 アーキテクチャでは、mDNS （Bonjour プロトコル）ブリッジは同じ L2 ブロードキャス
ト ドメイン Bonjour TTL=1 プロトコル パケット転送を示します。 dataplane は各 WLAN のため
の配線されたポートおよびワイヤレス インターフェイスでデフォルトで受信されるパケットのた
めの mDNS ブリッジ 機能を有効に します。 しかし、WLAN ごとに WLAN 設定でちょうど
mDNS モードを変更することによってそれを無効に することができるもし必要なら mDNS ブリ
ッジが働くくようにグローバル な mDNS が有効に なる必要があるので必要な特定の設定なしに
これがデフォルトの動作です。 ワイヤレスアクセスポイント（CAPWAP）マルチキャスト マル
チキャスト モードの Access Point （AP） コントロールおよびプロビジョニングが有効に なる場
合、C9800 はコントローラで設定される AP マルチキャスト グループに各 mDNS パケットを繋
ぎます従って無線クライアントはそれを受け取ることができますさもなければ、CAPWAP ユニ
キャスト トンネルによってひとつひとつの AP にそれぞれ繋がれる受信された各 mDNS パケッ
トのコピーを作成します。 シナリオは両方ともまた mDNS パケットを送信したクライアントの
VLAN で配線されるに、C9800 mDNS パケットを繋ぎます。

従って、mDNS は特別なコンフィギュレーションなしで C9800 で mDNS ハンドシェイクに関連
するデバイスが同じ サブネットに（たとえばクライアントおよび Chromecast のように）ある限
りはたらきます。 理想的には、次のセクションで説明されているように mDNS ゲートウェイの
使用の mDNS トラフィックをフィルタリングすることがより適切です。

mDNS ゲートウェイ

AireOS ワイヤレス コントローラで導入される mDNS ゲートウェイ機能はまた 16.11.1 からの
Catalyst 9800 ワイヤレス コントローラでサポートされます。 この機能はデフォルトで無効に な
り、それをグローバルに 有効に した後 WLAN ごとにそれを有効または無効にすることができま
す。

mDNS ゲートウェイ機能によっては AireOS 前のワイヤレス コントローラののような同じ方法が
機能します、要らないサービスをフィルタリングしている間 C9800 は内部 データベースで配線
されたワイヤレス インターフェイスの Bonjour サービスを（mDNS アドバタイズメントおよびク
エリ）、キャッシュしましたり各出典/ホストからアドバタイズされる Bonjour これらのサービス
（エアプレー、AirPrint、Googlecast、等）をおよび異なるブロードキャスト ドメインの間のそ
れらの mDNS パケットを繋げる聞き取り、マルチキャストを避けてネットワークでフローして下
さい。 こうすれば異なるサブネットのそのようなサービスの出典およびクライアントがあること
ができまたネットワークの mDNS トラフィックを制御します。

mDNS ゲートウェイが mDNS に答えるように機能する C9800 は IP アドレスの使用のこれらの
mDNS 応答のソースをたどっているクライアントからサービスを頼んでいるクライアントに割り
当てられる VLAN のために（キャッシュされたサービスのために）問い合わせます。 こういうわ
けで mDNS/Bonjour サービスを必要とするクライアントがある C9800 コントローラのすべての
VLAN は Switched Virtual Interface （SVI）で設定される有効なIP アドレスがなければなりませ



ん。

Bonjour/mDNS ゲートウェイ機能に関する詳細については、AireOS ワイヤレス LAN コントロー
ラ Bonjour フェーズ III 配備ガイドを参照して下さい。

設定

ネットワーク図

これは設定例のダイアグラムです。 イメージに示すように mDNS ゲートウェイを必要とする目
的は別のサブネットからの mDNS サービスを利用するように無線クライアントがすることです。

グラフィカル ユーザインターフェイスによる設定 mDNS ゲートウェイ

ステップ 1. mDNS ゲートウェイを、移動設定 > Services > mDNS にグローバルに 有効に するた
め。 グローバルの下で、mDNS ゲートウェイを有効に し、イメージに示すように『Apply』 を選
択 するために切り替えて下さい。

ステップ 2（オプション）： カスタム サービス ポリシーのためのカスタム mDNS Service リス
トを設定して下さい。 デフォルト mDNS Service リストおよびサービス ポリシーを使用したい
と思う場合ステップ 5.に移動して下さい。

設定 > Services > mDNS の下で、サービス ポリシー タブで、新しいサービス リストを要求に応

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-0/WLAN-Bonjour-DG.html?referring_site=RE&pos=2&page=https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/bonjour/7-5/Bonjour_Gateway_Phase-2_WLC_software_release_7-5.html


じて設定して下さい。 C9800 はほとんどのワイヤレス デバイスによって利用されるよくあるサ
ービスをあらかじめ定義しました。 特別な（使用不可能ではない）サービスを必要としない場合
、あらかじめ定義された利用可能なサービスでリストを作成できますもし必要なら、また新しい
サービスを追加できます（サービス定義と）。

着信（IN）方向のための両方、Service リストおよび発信（OUT）方向のための Service リスト
を必要とします（従ってそれから出かけるとき C9800 に入って来るときおよび要求されたサービ
スはフィルタリングされます; それ故に、リストは両方とも同じサービスを持つはずです）。

1. IN サービスの Service リスト名前を定義して下さい。

2. IN 方向を選択して下さい。

3. サービスを『Add』 を選択 して下さい。

4. 利用可能なサービス ドロップダウン リストは表示されましたり、望ましいサービスおよびメ
ッセージ型を選択します。

5. より多くのサービスを要求に応じて追加するためにステップを繰り返して下さい。

6. イメージに示すようにデバイスに『Apply』 を選択 して下さい。

1. OUT サービスの Service リスト名前を定義して下さい。

2. OUT 方向を選択して下さい。

3. 割り当てられた Services リストに利用可能なサービスを移動して下さい。

5. より多くのサービスを要求に応じて追加するためにステップを繰り返して下さい。

6. イメージに示すようにデバイスに『Apply』 を選択 して下さい。



ヒント： 前の AireOS WLC からの移行 タスクに、AireOS デフォルト mDNS リストに基づ
いて新しいリストを作成できます。

ステップ 3 （オプションの）。 カスタム サービス リスト（ステップ 2.）を使用すれば、それら
のカスタマイズされたサービス リストと使用されるべきカスタム mDNS サービス ポリシーを定
義する必要があります。 設定 > Services > mDNS > サービス ポリシーの下で、サービス ポリシ
ーを選択し、次のステップに従って下さい:

1. サービス ポリシー名前を定義して下さい。

2. Service リスト 入力にカスタム サービス リスト IN を追加して下さい。

3. Service リスト出力に弊社販売代理店 リスト OUT を追加して下さい。

4. Location の下でサイト タグ、Location 特定のサービス（LSS）、または好まれた利用可能なオ
プションを選択して下さい; この例では、サイト タグはイメージに示すように使用されます。



ステップ 4. （オプションの）。 ポリシー プロファイルに mDNS サービス ポリシーを渡すこと
。

次に設定 > タグへの移動及びプロファイル > ポリシー > ポリシー プロファイル名は「mDNS サ
ービス ポリシー」ドロップダウン リストからイメージに示すようにデバイスに > 進み、以前に
作成されたカスタム mDNS サービス ポリシー（この例 "mdns-policy1" で）選択し、『Update』
を選択 し、適用します。

ステップ 5.次に設定 > タグへの移動及びプロファイル > WLAN > WLAN はデバイスに「mDNS
モード」ドロップダウン リストで > 進み、『Gateway』 を選択 し、アップデートし、適用しま
す。 デフォルトモードはイメージに示すように（ドロップする/WLAN のドロップする mDNS サ
ービスを無効に なるのに利用できます）繋いでいます。

カスタム サービス ポリシーが使用されない場合、mDNS デフォルト サービス リストを使用する
WLAN はポリシーにプロファイルを割り当てられる「デフォルト mdns サービス ポリシー」を使
用します。 このコマンドの使用のデフォルトサービスのリストを確認できます:

C9800#show running-config mdns-sd default-service-list

=======================================================================



                mDNS Default Service List

=======================================================================

Service Name                                                   PTR Name

=======================================================================

airtunes                      :                        _raop._tcp.local

airplay                       :                     _airplay._tcp.local

homesharing                   :                _home-sharing._tcp.local

google-chromecast             :                  _googlecast._tcp.local

printer-ipp                   :                         _ipp._tcp.local

printer-ipps                  :                        _ipps._tcp.local

printer-lpd                   :                     _printer._tcp.local

printer-socket                :              _pdl-datastream._tcp.local

itune-wireless-devicesharing2 :               _apple-mobdev2._tcp.local

コマンド・ライン インターフェイスによる設定 mDNS ゲートウェイ

ステップ 1.これらのコマンドの使用のグローバルに有効 mDNS:

C9800#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C9800(config)#mdns-sd gateway

C9800(config-mdns-sd)#transport both

C9800(config-mdns-sd)#active-query timer 30

C9800(config-mdns-sd)#exit

C9800(config)#

ステップ 2 （オプションの）。 IN サービスのためのカスタム サービス リストを設定し、利用可
能なリストから必要な異なるサービスを追加して下さい:

C9800(config)#mdns-sd service-list my-mdns-list IN

C9800(config-mdns-sl-in)#match ?

  airplay                        airplay

  airserver                      airserver

  airtunes                       airtunes

  amazon-fire-tv                 amazon-fire-tv

  apple-airprint                 apple-airprint

  apple-continuity               apple-continuity

  apple-file-share               apple-file-share

  apple-homekit                  apple-homekit

  apple-itunes-library           apple-itunes-library

  apple-itunes-music             apple-itunes-music

  apple-itunes-photo             apple-itunes-photo

  apple-keynote                  apple-keynote

  apple-rdp                      apple-rdp

  apple-remote-events            apple-remote-events

  apple-remote-login             apple-remote-login

  apple-screen-share             apple-screen-share

  apple-timecapsule              apple-timecapsule

  apple-timecapsule-mgmt         apple-timecapsule-mgmt

  apple-windows-fileshare        apple-windows-fileshare



  fax                            fax

  google-chromecast              google-chromecast

  homesharing                    homesharing

  itune-wireless-devicesharing2  itune-wireless-devicesharing2

  multifunction-printer          multifunction-printer

  phillips-hue-lights            phillips-hue-lights

  printer-ipp                    printer-ipp

  printer-ipps                   printer-ipps

  printer-lpd                    printer-lpd

  printer-socket                 printer-socket

  roku                           roku

  scanner                        scanner

  spotify                        spotify

  web-server                     web-server

  workstation                    workstation

C9800(config-mdns-sl-in)#match airtunes message-type any

C9800(config-mdns-sl-in)#exit

OUT サービスのためのカスタム サービス リストを設定し、利用可能なリストから必要な異なる
サービスを追加して下さい:

C9800(config)#mdns-sd service-list my-mdns-list-out OUT

C9800(config-mdns-sl-out)#match ?

airplay airplay

airserver airserver

airtunes airtunes

amazon-fire-tv amazon-fire-tv

apple-airprint apple-airprint

apple-continuity apple-continuity

apple-file-share apple-file-share

apple-homekit apple-homekit

apple-itunes-library apple-itunes-library

apple-itunes-music apple-itunes-music

apple-itunes-photo apple-itunes-photo

apple-keynote apple-keynote

apple-rdp apple-rdp

apple-remote-events apple-remote-events

apple-remote-login apple-remote-login

apple-screen-share apple-screen-share

apple-timecapsule apple-timecapsule

apple-timecapsule-mgmt apple-timecapsule-mgmt

apple-windows-fileshare apple-windows-fileshare

fax fax

google-chromecast google-chromecast

homesharing homesharing

itune-wireless-devicesharing2 itune-wireless-devicesharing2

multifunction-printer multifunction-printer

phillips-hue-lights phillips-hue-lights

printer-ipp printer-ipp

printer-ipps printer-ipps

printer-lpd printer-lpd

printer-socket printer-socket

roku roku

scanner scanner

spotify spotify

web-server web-server

workstation workstation

C9800(config-mdns-sl-out)#match airplay

C9800(config-mdns-sl-out)#exit

ステップ 3 （オプションの）。 これらのコマンドの使用で mDNS サービス ポリシーを作成して



下さい:

C9800(config)#mdns-sd service-policy mdns-policy1

C9800(config-mdns-ser-pol)#location site-tag

C9800(config-mdns-ser-pol)#service-list my-mdns-list IN

C9800(config-mdns-ser-pol)#service-list my-mdns-list-out OUT

C9800(config-mdns-ser-pol)#exit C9800(config)#

ステップ 4 （オプションの）。 これらのコマンドの使用のポリシー プロファイルに mDNS サー
ビス ポリシーを追加して下さい:

C9800(config)#wireless profile policy my-policy-profile

C9800(config-wireless-policy)#mdns-sd service-policy mdns-policy1

Warning! Ensure mDNS service policy is configured globally.

C9800(config-wireless-policy)#exit

ステップ 5.これらのコマンドの使用の WLAN の有効 mDNS ゲートウェイ:

C9800(config)#wlan 9800-mdns

C9800(config-wlan)#shut

C9800(config-wlan)#mdns-sd gateway

Warning! Ensure global mDNS gateway is configured.

C9800(config-wlan)#no shut

C9800(config-wlan)#exit

Anchor-Foreign のシナリオ

外部および固定 WLCs が C9800 であるおよび無線クライアントが固定コントローラの VLAN か
らの IP アドレスを得るモビリティ固定 WLAN の mDNS ゲートウェイ機能を設定するとき、これ
は動作および必須設定です:

キャッシュされる固定コントローラはその固定 WLAN に接続されるすべてのデバイスからの
サービスおよびそれぞれのVLAN をキャッシュする mDNS ゲートウェイとして機能するでク
エリのためにそれらのサービスに応答します 1 才。

●

それがクエリに応答する場合、C9800 固定コントローラはサービスを頼んでいるクライアン
トに割り当てられた VLAN の SVI IP アドレスを使用して応答のソースをたどります。 それ
故に、mDNS サービスを必要としているすべてのクライアント VLAN は固定の SVI で IP ア
ドレスがなければなりません。

●

mDNS ゲートウェイは外部でグローバルに 有効に なり、WLCs を固定する必要があります
。

●

外部および固定コントローラはこの固定 WLAN にリンクされるポリシー プロファイルに割
り当てる必要がある同じサービスと（デフォルトかカスタム）同じ mDNS サービス ポリシ
ーを使用する必要があります。 これらのコンフィギュレーションの設定はすべてこの資料で
上でカバーされる同じステップ既にです。

●

モビリティ固定 WLAN 設定用の唯一のコンフィギュレーションの差はこれです; に WLAN >
詳細設定ナビゲートして下さい、外部 C9800 の「mDNS モード」は繋いだ、に固定 C9800
にそれはゲートウェイである必要があります。

●

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。



使用コマンド: 

C9800#show mdns-sd summary

mDNS Gateway: Enabled

Active Query: Enabled

  Periodicity (in minutes): 30

Transport Type: Both IPv4 and IPv6

WLC が実際に mDNS サービスをキャッシュすればどれ mDNS のリストによる確認は（モビリテ
ィ固定で WLAN は固定コントローラで、このキャッシュ チェックする必要があります）、他の
mDNS と共にサービスおよび IP アドレスを提供するデバイスの送信元MACアドレスを表示でき
るこのコマンドでサービスを詳述しますキャッシュし、:

C9800#show mdns-sd cache

------------------------------------------------------------- PTR Records ----------------------

---------------------------------------

RECORD-NAME                                    TTL      TYPE  ID    CLIENT-MAC       RR-RECORD-

DATA

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

_googlecast._tcp.local                         4500     WLAN  2     48d6.d50c.a620   Chromecast-

Ultra-687f65f66d478b2c787eac8bc7c9efad.

------------------------------------------------------------- SRV Records ----------------------

---------------------------------------

RECORD-NAME                                    TTL      TYPE  ID    CLIENT-MAC       RR-RECORD-

DATA

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

Chromecast-Ultra-687f65f66d478b2c787eac8bc7c9  4500     WLAN  2     48d6.d50c.a620   0 0 8009

687f65f6-6d47-8b2c-787e-ac8bc7c9efad.loca

------------------------------------------------------------ A/AAAA Records --------------------

---------------------------------------

RECORD-NAME                                    TTL      TYPE  ID    CLIENT-MAC       RR-RECORD-

DATA

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

687f65f6-6d47-8b2c-787e-ac8bc7c9efad.local     4500     WLAN  2     48d6.d50c.a620   172.16.9.11

------------------------------------------------------------- TXT Records ----------------------

---------------------------------------

RECORD-NAME                                    TTL      TYPE  ID    CLIENT-MAC       RR-RECORD-

DATA

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

Chromecast-Ultra-687f65f66d478b2c787eac8bc7c9  4500     WLAN  2     48d6.d50c.a620

[172]'id=687f65f66d478b2c787eac8bc7c9efad''cd=9A10

C9800#

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

キャッシュの動作、応答、ドロップ、エラー、およびもっと C9800 で、クエリ起こるチェックす



る、すべての交換についてのより多くの詳細を必要があったら、問題を作り直す間、C9800 でこ
れらのトレースを収集して下さい（サービスを提供し、クライアントがサービスを頼むデバイス
を、必要なサービスを発見することを試みるようにして下さいそれらが接続して下さい）:

C9800 でこのコマンドを実行して下さい: プラットフォーム ソフトウェア トレース wncd
<0-7> シャーシ アクティブな R0 mdns デバッグを設定 して下さい

1.

問題を再現します。2.
最終的には、有効に なるトレースを収集するためにこのコマンドを実行して下さい: プラッ
トフォーム ソフトウェア トレース メッセージ wncd <0-7> シャーシ アクティブ R0 を示し
て下さい

3.

関連情報

 LAN WLC mDNS 理解●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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