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サービス検出ゲートウェイの設定に関する制約事項
サービス検出ゲートウェイの設定に関する制約事項は次のとおりです。

•サービス検出ゲートウェイは、複数のホップによるトポロジをサポートしていません。す
べてのネットワークセグメントを直接接続する必要があります。サービス検出ゲートウェ

イは、接続されているすべてのセグメントからサービスを学習して、キャッシュを構築

し、プロキシとして動作する要求に応答できます。

•サードパーティ mDNSサーバまたはアプリケーションの使用は、この機能ではサポート
されていません。

サービス検出ゲートウェイおよび mDNSに関する情報

mDNS
mDNSは設定不要を実現するために定義され、設定不要は次の機能を提供するものとして定義
されています。

•アドレッシング：ホストへの IPアドレスの割り当て

•ネーミング：IPアドレスの代わりに名前を使用したホストの参照
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•サービス検出：ネットワークでの自動的なサービスの検索

mDNSを使用すると、ネットワークユーザは、ネットワーク上のサービスにアクセスするた
めに IPアドレスを割り当てたり、ホスト名を割り当てたり、名前を入力する必要がなくなり
ます。ユーザが行うことは、利用可能なネットワークサービスの表示を要求し、リストから選

択することだけです。

mDNSでは、DHCP/DHCPv6または IPv4および IPv6リンクローカルスコープアドレスの使
用を通じてアドレッシングが実行されます。設定不要の利点が生じるのは、DHCPや DNSの
ようなインフラストラクチャサービスが存在せず、自分で割り当てたリンクローカルアドレッ

シングを使用できる場合です。その結果、クライアントは、リンクローカル範囲

（169.254.0.0/24）内でランダムな IPv4アドレスを選択するか、またはその IPv6リンクローカ
ルアドレス（FE80::/10）を使用して通信を行うことができます。

mDNSでは、ネーミング（mDNSを使用したローカルネットワークでの名前/アドレス変換）
クエリはリンクローカルスコープ IPマルチキャストを使用してローカルネットワークを介し
て送信されます。これらの DNSクエリはマルチキャストアドレス（IPv4アドレス 224.0.0.251
または IPv6アドレス FF02::FB）に送信されるため、クエリへの応答にグローバルな知識を持
つ単一の DNSサーバは必要ありません。サービスまたはデバイスは、認識しているサービス
に関するクエリを確認すると、キャッシュからの情報が含まれた DNS応答を提供します。

mDNSでは、サービス検出はブラウジングによって実行されます。mDNSクエリは、特定の
サービスタイプとドメインに応じて送信され、一致するサービスを認識しているデバイスが

サービス情報を返します。その結果は利用可能なサービスのリストからなり、ユーザはそのリ

ストから選択できます。

mDNSプロトコル（mDNS-RFC）をDNSサービス検出（DNS-SD-RFC）とともに使用すると、
アドレッシング、ネーミング、およびサービス検出の設定が不要になります。

mDNS-SD

マルチキャスト DNSサービス検出（mDNS-SD）は、DNSプロトコルセマンティックおよび
ウェルノウンマルチキャストアドレス経由のマルチキャストを使用して、設定不要のサービ

ス検出を実現します。DNSパケットは、マルチキャストアドレス 224.0.0.251とその IPv6相当
の FF02::FBを使用してポート 5353上で送受信されます。

mDNSはリンクローカルマルチキャストアドレスを使用するため、その範囲は 1つの物理
LANまたは論理的 LANに制限されます。ネットワーキングの範囲を分散したキャンパス、ま
たはさまざまな多数のネットワークテクノロジーで構成される広域環境に拡張する必要がある

場合は、mDNSゲートウェイが実装されます。mDNSゲートウェイでは、1つのレイヤ 3ドメ
インから別のドメインへのサービスのフィルタリング、キャッシング、および再配布を行うこ

とで、レイヤ 3境界間での mDNSパケットの転送を行うことができます。

サービス検出ゲートウェイ

サービス検出ゲートウェイ機能により、マルチキャストドメインネームシステム（mDNS）
は、レイヤ 3の境界を越えて（異なるサブネットで）動作します。mDNSゲートウェイでは、
1つのレイヤ 3ドメイン（サブネット）から別のドメインへのサービスのフィルタリング、
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キャッシング、および再配布を行うことで、レイヤ3境界間でのサービス検出の転送を行うこ
とができます。この機能が実装される前は、リンクローカルスコープのマルチキャストアド

レスを使用していたため、mDNSは 1サブネット内に範囲が制限されていました。この機能に
より、Bring Your Own Device（BYOD）が強化されます。

mDNSゲートウェイとサブネット

サービス検出をサブネット間で動作させるには、mDNSゲートウェイを有効にする必要があり
ます。mDNSゲートウェイは、デバイスまたはインターフェイスに対してイネーブルにできま
す。

インターフェイスレベルで設定する前に、グローバルにサービスを設定する必要があります。（注）

デバイスまたはインターフェイスを有効にした後、サブネット間にサービス検出情報を再配布

できます。サービスポリシーを作成し、着信サービス検出情報（インバウンド（IN）フィル
タリングと呼ぶ）または発信サービス検出情報（アウトバウンド（OUT）フィルタリングと呼
ぶ）に対してフィルタを適用できます。

再配布がグローバルに有効になっている場合は、グローバルコンフィギュレーションがイン

ターフェイスコンフィギュレーションよりも優先順位が高くなります。

（注）

図 1 :サンプルのネットワークシナリオ

たとえば、mDNSゲートウェイ機能がこの図のルータで有効になっている場合は、サービス情
報を1つのサブネットから別のサブネットに送信することができ、その逆も同様です。たとえ
ば、IPアドレス192.0.2.6のネットワークでアドバタイズされているプリンタとファクスのサー
ビス情報は、IPアドレス 198.51.100.4のネットワークに再配布されます。IPアドレス 192.0.2.6
のネットワーク内のプリンタとファクスのサービス情報は、他のネットワーク内の mDNS対
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応ホストとデバイスによって学習されます。

フィルタリング

mDNSゲートウェイとサブネットを設定した後、再配布するサービスをフィルタリングできま
す。サービスリストを作成するときは、permitまたはdenyコマンドオプションが使用されま
す。

• permitコマンドオプションを使用すると、特定のサービスリスト情報を許可したり転送
したりできます。

• denyオプションを使用すると、他のサブネットに転送可能なサービスリスト情報を拒否
することができます。

permitまたは denyコマンドオプションを使用する場合は、シーケンス番号を含める必要があ
ります。同じサービスリスト名を複数のシーケンス番号に関連付けることができ、各シーケン

ス番号はルールにマッピングされます。

フィルタが設定されていない場合、デフォルトのアクションは、デバイスまたはインターフェ

イスを通して転送されるサービスリスト情報を拒否することです。

（注）

クエリは、サービスリストを作成する際に提供される別のオプションです。サービスリスト

を使用してクエリを作成できます。サービスについて参照する場合は、アクティブなクエリを

使用できます。この機能は、キャッシュ内で更新されたレコードを保持するのに役立ちます。
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アクティブなクエリはグローバルでのみ使用でき、インターフェイスレベルでは使用できませ

ん。

（注）

サービスが起動すると、サービスエンドポイント（プリンタ、ファックスなど）は非請求アナ

ウンスメントを送信します。その後、ネットワーク変更イベント（インターフェイスの表示や

消去など）が発生するたびに、非請求アナウンスメントを送信します。デバイスは必ずクエリ

に応答します。

サービスリストを作成し、permitまたは denyコマンドオプションを使用した後、
service-instance、service-typeまたは message-typeに基づいて、matchステートメント（コマン
ド）を使用してフィルタリングできます（アナウンスメントまたはクエリ）。

サービス検出ゲートウェイの設定方法

サービスリストの設定

次の手順では、サービスリストを作成し、サービスリストにフィルタを適用して、サービス

リスト名のパラメータを設定する方法について説明します。

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。

enable

例：

ステップ 1

•プロンプトが表示されたら、パス
ワードを入力します。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

mDNSサービス検出サービスリスト
モードを開始します。このモードでは、

次の操作を実行できます。

service-list mdns-sd service-list-name
{deny sequence-number | permit
sequence-number | query}

例：

ステップ 3

•サービスリストを作成し、シーケ
ンス番号に適用された permitまた

Device(config)# service-list mdns-sd
は denyオプションに従って、サーsl1 permit 3

ビスリストにフィルタを適用しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# service-list mdns-sd
• queryオプションを使用している場
合は、サービスリストを作成し、sl4 query
サービスリスト名のクエリを関連

付けます。

シーケンス番号は、ルールの

優先順位を設定するもので

す。低いシーケンス番号を持

つルールが最初に選択され、

サービスアナウンスメントま

たはクエリがそれに応じて許

可または拒否されます。ネッ

トワーク要件によってシーケ

ンス番号を定義します。

（注）

（任意）照合するメッセージタイプを

設定します。次のメッセージタイプを

照合できます。

matchmessage-type {announcement | any
| query}

例：

ステップ 4

•アナウンスメント
Device(config-mdns-sd-sl)# match
message-type announcement •任意

•クエリ

これらのコマンドでは、ステップ2で作
成されたサービスリスト名に対するパ

ラメータが設定されます。

match message-type がアナウンスメン
トの場合、サービスリストのルールで

は、デバイスに対するサービスアドバ

タイズメントまたはアナウンスメントの

みが許可されます。match message-type
がクエリの場合は、ネットワーク内の特

定のサービスに対するクライアントから

のクエリのみが許可されます。

異なるシーケンス番号を持つ同じ名前の

複数のサービスマップを作成すること

ができ、フィルタの評価順序はシーケン

ス番号に基づきます。サービスリスト

は、それぞれが許可または拒否の結果を

持つ個々の文を一定の順序で並べたもの

です。サービスリストの評価は、事前

に定義された順序でのリストのスキャン
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目的コマンドまたはアクション

と、一致する各文の基準の評価で構成さ

れています。リストのスキャンは、文の

一致が初めて見つかり、その文に関連付

けられたアクション permitまたは deny
が実行されると停止します。リスト全体

をスキャンした後のデフォルトのアク

ションは denyです。

前のステップで queryオプ
ションを使用していた場合

は、matchコマンドは使用で
きません。matchコマンドは、
permitまたはdenyオプション
でのみ使用できます。

（注）

（任意）照合するサービスインスタン

スを設定します。

match service-instance { LINE }

例：

ステップ 5

このコマンドでは、ステップ2で作成さ
れたサービスリスト名に対するパラメー

タが設定されます。

Device(config-mdns-sd-sl)## match
service-instance servInst 1

前のステップで queryオプ
ションを使用していた場合

は、matchコマンドは使用で
きません。matchコマンドは、
permitまたはdenyオプション
でのみ使用できます。

（注）

（任意）照合する mDNSサービスタイ
プ文字列の値を設定します。

match service-type {LINE }

例：

ステップ 6

このコマンドでは、ステップ2で作成さ
れたサービスリスト名に対するパラメー

タが設定されます。

Device(config-mdns-sd-sl)# match
service-type _ipp._tcp

前のステップで queryオプ
ションを使用していた場合

は、matchコマンドは使用で
きません。matchコマンドは、
permitまたはdenyオプション
でのみ使用できます。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-mdns-sd-sl)# end

次のタスク

mDNSゲートウェイを有効にして、サービスの再配布に進みます。

mDNSゲートウェイの有効化とサービスの再配布
デバイスに対してmDNSゲートウェイをイネーブルにしたら、フィルタ（インバウンド（IN）
フィルタリングまたはアウトバウンド（OUT）フィルタリングを適用）およびアクティブなク
エリを、それぞれ service-policyコマンドと service-policy-queryコマンドを使用して適用でき
ます。redistribute mdns-sdコマンドを使用して、サービスおよびサービスアナウンスメント
を再配布でき、cache-memory-maxコマンドを使用して、システムメモリの一部をキャッシュ
用に設定できます。

デフォルトでは、mDNSゲートウェイはすべてのインターフェイスでディセーブルです。（注）

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。

enable

例：

ステップ 1

•プロンプトが表示されたら、パス
ワードを入力します。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

デバイスに対して mDNSゲートウェイ
機能をイネーブルにし、マルチキャスト

service-routing mdns-sd

例：

ステップ 3

DNSコンフィギュレーション
（config-mdns）モードを開始します。Device (config)# service-routing

mdns-sd
このコマンドは、mDNS機能
をグローバルに有効にしま

す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

発信インターフェイスに何も

設定されていない場合にその

IPアドレスを使用できるよう
に、発信 mDNSパケットに代
替送信元インターフェイスを

指定するには、グローバルコ

ンフィギュレーションモード

またはインターフェイスコン

フィギュレーションモードで
service-routing mdns-sd
source-interface if-nameコマン
ドを入力します。

（注）

（任意）サービスリストで、フィルタ

を着信サービス検出情報（インバウンド

service-policy service-policy-name {IN |
OUT}

例：

ステップ 4

（IN）フィルタリング）または発信サー
ビスディスカバリ情報（アウトバウン

Device (config-mdns)# service-policy ド（OUT）フィルタリング）に対して適
用します。serv-pol1 IN

（任意）サブネット全体にサービスや

サービスアナウンスメントを再配布し

ます。

redistribute mdns-sd

例：

Device (config-mdns)# redistribute

ステップ 5

再配布がグローバルに有効に

なっている場合は、グローバ

ルコンフィギュレーションが

インターフェイスコンフィ

ギュレーションよりも優先順

位が高くなります。

（注）
mdns-sd

（任意）システムメモリの一部を（パー

センテージ単位で）キャッシュ用に設定

します。

cache-memory-max
cache-config-percentage

例：

ステップ 6

デフォルトでは、システムメ

モリの 10%がキャッシュ用に
取り分けられます。デフォル

ト値は、次のコマンドを使用

してオーバーライドできま

す。

（注）
Device (config-mdns)# cache-memory-max
20
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目的コマンドまたはアクション

（任意）サービスリストクエリの周期

性を設定します。

service-policy-query service-list-query-name
service-list-query-periodicity

例：

ステップ 7

Device (config-mdns)#
service-policy-query sl-query1 100

（任意）グローバルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

Device (config-mdns)#exit

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 9

Device(config)# end

サービス検出ゲートウェイのモニタリング
表 1 :サービス検出ゲートウェイのモニタリング

目的コマンド（Command）

このコマンドは、レコード名とレコードタイ

プ情報を含む、未処理の mDNS要求について
の情報を表示します。

show mdns requests [detail | name record-name|
type record-type [ name record-name]]

このコマンドにより、mDNSキャッシュ情報
が表示されます。

show mdns cache [interface type number | name
record-name [type record-type]| type record-type]

次のコマンドでは、mDNSの統計情報が表示
されます。

show mdns statistics {all | service-list list-name |
service-policy {all | interface type number }}

設定例

例：発信mDNSパケットに対する代替送信元インターフェイスの指定
次の例に、発信インターフェイスに何も設定されていない場合にその IPアドレスを使用でき
るように、発信 mDNSパケットに代替送信元インターフェイスを指定する方法を示します。
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Device(config)# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# source-interface if-name

例：サービスアナウンスメントの再配布

次の例に、1つのインターフェイスで受信されたサービスアナウンスメントをすべてのイン
ターフェイスまたは特定のインターフェイスに再配布する方法を示します。

Device(config)# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# Redistribute mdns-sd if-name

例：サービスリストの作成、フィルタの適用およびパラメータの設定

以下の例は、サービスリスト sl1の作成を示しています。permitコマンドオプションはシー
ケンス番号 3で適用され、メッセージタイプがアナウンスメントであるすべてのサービスが
フィルタ処理され、デバイスに関連するさまざまなサブネット間で転送できるようになりま

す。

Device# configure terminal
Device(config)# service-list mdns-sd sl1 permit 3
Device(config-mdns-sd-sl)#match message-type announcement
Device(config-mdns)# exit

例：mDNSゲートウェイの有効化とサービスの再配布
次の例に、デバイスの mDNSゲートウェイを有効にして、サブネット間のサービスの再配布
を有効にする方法を示します。インバウンドフィルタリングは、サービスリスト serv-pol1に
適用されます。システムメモリの 20%をキャッシュに使用でき、サービスリストクエリの周
期性は 100秒に設定されています。

Device# configure terminal
Device# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# service-policy serv-pol1 IN
Device(config-mdns)# redistribute mdns-sd
Device(config-mdns)# cache-memory-max 20
Device(config-mdns)# service-policy-query sl-query1 100
Device(config-mdns)# exit

例：グローバル mDNS設定
次に、mDNSをグローバルに設定する例を示します。

Device# configure terminal

サービス検出ゲートウェイの設定
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Device(config)# service-list mdns-sd mypermit-all permit 10
Device(config-mdns-sd-s1)# exit
Device(config)# service-list mdns-sd querier query
Device(config-mdns-sd-s1)# service-type _dns._udp
Device(config-mdns-sd-s1)# end
Device# configure terminal
Device(config)# service-routing mdns-sd
Device(config-mdns)# service-policy mypermit-all IN
Device(config-mdns)# service-policy mypermit-all OUT

例：インターフェイス mDNS設定
次に、インターフェイスに mDNSを設定する例を示します。

Device(config)#interface Vlan136
Device(config-if)# description *** Mgmt VLAN ***
Device(config-if)# ip address 9.7.136.10 255.255.255.0
Device(config-if)# ip helper-address 9.1.0.100
Device(config-if)# service-routing mdns-sd
Device(config-if-mdns-sd)# service-policy mypermit-all IN
Device(config-if-mdns-sd)# service-policy mypermit-all OUT
Device(config-if-mdns-sd)# service-policy-query querier 60

サービス検出ゲートウェイの設定の次の作業
次の設定を行えます。

サービス検出ゲートウェイに関する追加情報

関連資料

参照先関連項目

Command Reference (Catalyst 9500 Series Switches)の「IP
マルチキャストルーティングのコマンド」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。

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

標準および RFC

役職（Title）標準/RFC

『DNS-Based Service Discovery』RFC 6763

マルチキャスト（Multicast）マルチキャスト DNSインターネット
（ドラフト）

サービス検出ゲートウェイの設定
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://tools.ietf.org/html/draft-cheshire-dnsext-multicastdns-06.html


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。

サービス検出ゲートウェイに関する機能情報
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の

みを示しています。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Cisco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。

サービス検出ゲートウェイの設定
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 2 :サービス検出ゲートウェイに関する機能情報

機能情報リリース機能名（Feature
Name）

サービス検出ゲートウェイ機能により、マル

チキャストドメインネームシステム

（mDNS）は、レイヤ3の境界を越えて（異な
るサブネットで）動作します。

この機能は、次のプラットフォームに実装さ

れていました。

• Cisco Catalyst 9500シリーズスイッチ

Cisco IOS XE Everest
16.5.1a

サービス検出ゲート

ウェイ

サービス検出ゲートウェイの設定
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