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mDNS

マルチキャストドメインネームシステムについて

マルチキャストドメインネームシステム（mDNS）サービスディスカバリは、ローカルネッ
トワークでサービスを通知し、検出する手段を提供します。mDNSサービスディスカバリを
使用すれば、ワイヤレスクライアントは、別のレイヤ3ネットワーク上でアドバタイズされた
Appleプリンタや Apple TVなどの Appleサービスにアクセスすることができます。mDNSは
IPマルチキャスト経由でDNSクエリを実行します。また、mDNSは 0設定 IPネットワーキン
グをサポートします。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。

Location Specific Services（ロケーション固有サービス）

mDNSサービスアドバタイズメントの処理および mDNSクエリーパケットは、ロケーション
固有サービス（LSS）をサポートしています。コントローラが受信するすべての有効な mDNS
サービスアドバタイズメントは、新しいエントリをサービスプロバイダーのデータベースに

挿入する際に、サービスプロバイダーからのサービスアドバタイズメントに関連付けられた

APのMACアドレスにタグ付けされます。クライアントクエリーに対する応答記述では、ク
エリー送信するクライアントに関連付けられた APのMACアドレスを使用して SP-DBのワイ
ヤレスエントリをフィルタリングします。ワイヤレスサービスプロバイダーのデータベース

エントリは、LSSがサービスに対して有効になっている場合、AP-NEIGHBOR-LISTに基づい
てフィルタリングされます。LSSがサービスに対して無効になっている場合、ワイヤレスサー
ビスプロバイダーのデータベースエントリは、そのサービスに対するワイヤレスクライアン

トからのクエリに応答する場合、フィルタリング対象ではありません。

LSSは、ワイヤレスサービスプロバイダーのデータベースエントリだけに適用されます。有
線サービスプロバイダーデバイスのロケーションは認識されません。

サービスの使用

1



LSSの状態は、ORIGINが有線に設定されているサービスに対して有効にすることはできませ
ん。この逆も同じです。

mDNS AP

mDNSAP機能により、コントローラはVLAN上の有線サービスプロバイダーの可視性を獲得
できます。すべての APで VLANを設定する必要があります。コントローラの VLANの可視
性は、APが mDNSアドバタイズメントをコントローラに転送することで実現されます。

内部APによるmDNSパケット転送を開始または停止するには、コントローラで提供される設
定可能なノブを使用します。また、この設定を使用して、APが有線側から mDNSアドバタイ
ズメントをスヌープする必要のあるVLANを指定できます。APがスヌープできるVLANの最
大数は 10です。

デフォルトでは、mDNSAPはVLANをスヌーピングしないため、管理VLANを指定してmDNS
パケットをスヌーピングする必要があります。

mDNS AP設定は、グローバル mDNsスヌーピングを無効にしてもそれぞれの mDNS APで保
持されます。

（注）

プライオリティMACサポート

サービスごとに最大 50のMACアドレスを設定できます。これらのMACアドレスは、プライ
オリティを必要とするサービスプロバイダーのMACアドレスです。これによって、サービス
プロバイダーのデータベースがフルであっても、サービスプロバイダー数が最多であるサービ

スから最新の非プライオリティサービスプロバイダーを削除することによって、設定された

サービスのMACアドレスから発信されるあらゆるサービスアドバタイズメントが学習される
ことが保証されます。サービスのプライオリティMACアドレスを設定する場合は、ap-group
と呼ばれるオプションのパラメータがあります。これは有線サービスプロバイダーにのみ適用

され、有線サービスプロバイダーデバイスにロケーションの特定を関連付けます。クライア

ントのmDNSクエリーがこの ap-groupから発信されると、プライオリティMACおよび ap-group
による有線エントリが検索されて、集約応答の最初に表示されます。

Origin-Based Service Discovery

発信元（有線または無線）に基づいて着信トラフィックをフィルタするようにサービスを設定

できます。mDNS APから学習されたすべてのサービスは有線として扱われます。認識元が有
線である場合、LSSは無線サービスにのみ適用されるため、LSSサービスに対して有効にする
ことはできません。

LSSステータスがサービスに対して有効である場合、LSSは無線サービスプロバイダーのデー
タベースのみに適用されるため、発信元が無線に設定されたサービスを有線に変更することは

できません。発信元を有線と無線で変更した場合、変更前の発信元タイプを持つサービスプロ

バイダーのデータベースエントリは削除されます。
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マルチキャスト DNSの設定の制限
• IPv6を介した mDNSはサポートされません。

•ローカル側で切り替えられたWLANおよびメッシュアクセスポイントでは、FlexConnect
モードのアクセスポイントで mDNSはサポートされていません。

• mDNSはリモート LANではサポートされません。

•サードパーティの mDNSサーバまたはアプリケーションは mDNS機能を使用するコント
ローラではサポートされていません。サードパーティのサーバまたはアプリケーションに

よってアドバタイズされるデバイスは、コントローラで mDNSのサービスまたはデバイ
ステーブルに正しく入力されません。

•レイヤ 2ネットワークでAppleのサーバとクライアントが同じサブネット内に存在する場
合、コントローラでのmDNSスヌーピングは不要です。ただし、これはスイッチングネッ
トワークの動作に依存します。使用しているスイッチが mDNSスヌーピングと想定どお
りに連動しない場合は、コントローラで mDNSを有効にする必要があります。

•ビデオは、WMMが有効な状態の Apple iOS 6ではサポートされていません。

• mDNS APは同じサービスまたは VLANに対して同じトラフィックを複製することはでき
ません。

• LSSフィルタリングはワイヤレスサービスのみに制限されます。

• LSS、mDNS AP、プライオリティMACアドレスおよび送信元ベースの検出機能は、コン
トローラの GUIを使用して設定できません。

• mDNS AP機能は CAPWAP V6ではサポートされません。

• mDNSのユーザプロファイルモビリティは、ゲストアンカーではサポートされません。

• iPad、iPhoneなどの Appleデバイスは、Bluetoothを使用して Apple TVを検出できます。
このため、Apple TVがエンドユーザに表示されることがあります。

マルチキャスト DNSの設定（GUI）

ステップ 1 次の手順に従って、グローバル mDNSパラメータおよびマスターサービスデータベースを設定します。

a) [Switch to Expert View]アイコンをクリックします。エキスパートビューに切り替えるかどうかを確認
するメッセージが表示されます。[Yes]をクリックします。

b) [Services] > [mDNS]を選択します。
c) [mDNS Global Snooping]トグルボタンを使用して、mDNSパケットのスヌーピングを有効または無効
にします。

d) 分単位で mDNSクエリー間隔を入力します。クエリー間隔はコントローラがサービスを検索する頻度
です。デフォルトは 15分です。

e) [Add VLAN Id]ボタンをクリックして内部 APスヌーピング用の VLANのリストを追加します。
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• MEのGUIから追加されたVLANは、すべてのAP（内部および外部）に設定されます。
config mdns ap vlan add vlan-id ap-nameコマンドを実行するだけで、個々の AP VLANを設
定できます。

• GUIの [mDNS VLAN Mapping]テーブルには、内部 APに設定されている VLANのみが
表示されます。config mdns ap vlan add vlan-id ap-nameコマンドを実行するだけで、外部
APに具体的に VLANを設定できるので、show ap summaryコマンドを実行すれば、すべ
てのAP（内部と外部の両方）に追加されたVLANを表示できます。外部APにVLANが
設定されていても、GUIには表示されません。

（注）

f) 次のタブで詳細を入力します。

1. [Master Services Database]：マスターデータベースに記載されているサービスを表示します。コン
トローラは、マスターサービスデータベースで mDNSサービスが利用できる場合にのみ、この
サービスのアドバタイズメントをスヌーピングおよび学習します。コントローラは、最大64のサー
ビスをスヌープおよび学習できます。

• [Add Service]ボタンをクリックしてマスターデータベースに新しいサービスを追加します。

• [Add/EditmDNSService]ウィンドウで、[ServiceName]、[Service String]、[Query Status]、[Location
Services]、および [Origin]を指定します。

• [Update]をクリックします。

2. [mDNS Profiles]：mDNSプロファイルのリストを表示します。

• [Add Profile]ボタンをクリックして新しいプロファイルを追加します。

• [Add/Edit mDNS]ウィンドウで、後でWLANにマッピングする可能性があるプロファイル名
を入力します。

3. [Domain Names]：ドメイン名を表示し、検出されたリストからドメイン名を追加します。

4. [mDNS Browser]：実行している mDNSサービスの数を表示します。

g) [Apply]をクリックします。

ステップ 2 次の手順に従って、WLANに mDNSプロファイルをマッピングします。

a) [Wireless Settings] > [WLANs]の順に選択します。
b) [Add new WLAN]をクリックします。[Add new WLAN]ウィンドウが表示されます。
c) [Add new WLAN]ウィンドウで [Advanced]タブを選択します。
d) [mDNS]トグルボタンを使用して、mDNSを有効または無効にします。
e) [mDNS Profile]ドロップダウンリストから、プロファイルを選択します。
f) [Passive Client]トグルボタンを使用してパッシブクライアントを有効にします。[Services] > [Media

Stream]で [Global Multicast]が有効になっていることを確認してください。パッシブクライアントは
[Global Multicast]が無効になっていると機能しません。

g) [Multicast IP]アドレスを入力します。
h) [Multicast Direct]トグルを使用してマルチキャストダイレクトを有効にします。
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i) [Apply]をクリックします。

ワイヤレスコントローラは、次の場合に VLAN経由で学習した有線デバイス（Apple TVなど）
からサービスをアドバタイズします。

• [WLAN Advanced]オプションで mDNSスヌーピングが有効になっている。

•インターフェイスまたはWLANで mDNSプロファイルが有効になっている。

（注）
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