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1. エグゼクティブ サマ
リー

2. ワイヤレス ネットワークのデバイス
モビリティ

デジタル化の進展によってワイヤレス テク
ノロジーに新たな時代が到来し、
ますます
多くの重要なアプリケーションが、
タブレッ
ト、
スマートフォン、
ラップトップなどのモ
バイル デバイスでサポートされるように
なりました。従業員がオープン スペース オ
フィスでコラボレーションしたり、学生がグ
ループ プロジェクトに共同で取り組んだり
する際、
ワイヤレス ネットワークでのデバイ
ス ローミングが増加しています。そのため、
ピーク時間帯には、パケット損失や通話の切
断、パフォーマンスの問題などが発生してい
ます。業務に直結する、教育や医療、小売業、
エンタープライズなどの分野では、IT 管理
者およびエンド ユーザが、モビリティ、拡張
性、優先順位付けに関する大きな課題に直
面しています。
このホワイト ペーパーでは、
ビジネス アプリケーションに最適なローミ
ング（802.11 r/k/v 改訂規格）、分析、優先順
位付けを実現することで優れたワイヤレス
ソリューションを提供する、Apple 社とシス
コの技術連携について説明します。iOS お
よび macOS デバイスでエンド ユーザと IT
管理者が享受できる Apple 社とシスコのワ
イヤレス ソリューションのメリットを解説す
るほか、Apple 社とシスコが共同で実施した
テスト結果から、エンドユーザ エクスペリエ
ンスが向上し、ネットワーク負荷が軽減され
ていることを示します。

2.1 802.11 ローミング規格

相互運用性テストの結果から見て、
Apple 社とシスコのパートナーシップには、
次のような顕著なメリットがあります。
• リアルタイム アプリケーションの信頼性
の向上：音質が最大で 20 % 向上
• エンドユーザ エクスペリエンスの改善：
Web 閲覧障害を最大で 90 % 削減
• ネットワーク パフォーマンスの強化：ロー
ミング中のデバイスからネットワークへの
負荷（再送処理）が最大で 86 % 軽減
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モバイル デバイスがワイヤレス ネットワークを検知接続すると、そのデバ
イスは、最も強い信号を発信するアクセス ポイントに接続しようとします。
802.11 規格では、
アクセス ポイント間をローミングするデバイスは、
アソ
シエーションや認証のメカニズム全体を新しいアクセス ポイントで実行す
ると想定されています。認証や接続の再実行は、時間が重要なプロセスであ
り、
クライアントローミング中のネットワーク接続や動作中のアプリに影響
を与えます。そのため、802.11 でローミングするデバイスでは、エンドユー
ザ エクスペリエンスとネットワーク パフォーマンスは、最適なレベルにまで
は達しません。

2.2 ローミング改訂規格（802.11 r/k/v）
802.11r は、高速ローミング性能の強化について定めた IEEE の規格であ
り、
クライアントがアクセス ポイント間をより高速に移動するためのメカニ
ズムが定義されています。802.11r では、セキュアな WLAN 上のクライア
ントは、
ターゲットのアクセス ポイントにローミングするよりも前に、新た
なアクセス ポイントと最初のハンドシェイクを実施することができます。ハ
ンドシェイクを行うことでネットワーク内のアクセス ポイントが暗号キー
を事前にロードできるため、ローミング時に発生する接続のためのオーバ
ヘッドが削減されます。その結果、デバイス ローミング時のネットワーク
接続で発生する、セキュリティや QoS の再実行に伴う遅延が減少します。
802.11 規格では、デバイス ローミング中にワイヤレス LAN からバックエ
ンド サーバに送信される通信量は、使用する認証プロトコルのタイプに
よって異なり、セキュリティ レベルが高いほど多くなります。802.11r を有効
にすると、デバイスからバックエンドの RADIUS サーバに送信される通信
量が大幅に減少し、ネットワークへの負荷が大きく軽減します。通信量の減
少は、セキュリティが強力なワイヤレス LAN（認証に 802.1X と Extensible
Authentication Protocol（EAP）方式を使用）
では特に重要です。
802.11k 規格のワイヤレス LAN 電波帯域管理を行うと、
デバイス、
アクセス
ポイント、
クライアントで、
無線環境を詳細に把握できます。
802.11k 規格に
よって、
クライアントからアクセス ポイントに無線環境情報が送信され、
非常
に効率的な無線チャネルのネイバーレポートが作成されます。
アクセス ポイ
ントは、
クライアントとのアソシエーションが可能なターゲット アクセス ポイ
ントのリストを送り、
クライアントがこのリストを使用して次のローミング先ア
クセス ポイントを事前にスキャンするため、
ローミング遅延が減少します。
802.11v 規格のワイヤレス ネットワーク管理は、端末とアクセスポイント
の情報交換によってエンドユーザ エクスペリエンスの質を向上することを
目的としています。Basic Service Set (BSS) transition management は
802.11v の重要な要素です。デバイスはこれによって、次に接続するア
クセス ポイントについてのアドバイスをワイヤレス LAN に要求できるほ
か、
ワイヤレス LAN からデバイスに接続アクセスポイントを指示できます。
アソシエーションを行うかどうかの決定は、最終的にはデバイス側で行いま
す。
また、802.11v には、
クライアントを長時間スリープ状態にしてバッテリ
寿命を節約する、複数の拡張も含まれています。
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2.3 802.11 ローミング改訂規格（802.11r/k/v）の導入に関する課題
大きなメリットのある 802.11r ですが、ネットワーク管理者はワイヤレス LAN の適用には消極的です。802.11r を適用する上
では、802.11r 準拠デバイスと非準拠デバイスの双方が混在するネットワークにおいて、両者を両立させるのが困難であると
いう問題が存在するからです。802.11r を適用すると、802.11r をサポートしない一部のデバイス（Robust Security Network
Information Exchange（RSN IE）の高速ローミング機能 Authenticated Key Management（AKM）
タイプを認識しないデバイス）
がネットワークに接続できなくなる可能性があります。そのため、ネットワーク管理者は、認証タイプごとに各ネットワークで
802.11r 対応と 802.11r 非対応の 2 つの SSID を設定することが多くなり、結果的に管理負荷が増大します。
また、
エンドユーザ
のデバイス側でも、手動設定が必要で運用操作も必要なため、802.11k/v 機能が利用されないという課題があります。

2.4 802.11 における可視性の課題
スマートフォンやタブレットはモビリティに優れたデバイスです。
アクセス ポイントとワイヤレス クライアントはどちらも 802.11
対応無線を利用しますが、それぞれの環境は大きく異なります。
アクセス ポイントは多くの場合、天井部分や、障害物が少ない
場所に設置されます。
これに対してスマートフォンやタブレットは地上で利用されるため、障害物によって Wi-Fi 信号が影響を
受けたりブロックされたりします。
ワイヤレス クライアントがローミングを行う場合、
アクセス ポイントでは 802.11k/v を利用
して、次に接続する最適なアクセス ポイントに関する情報を提供できます。ただし、
クライアントがどのように Wi-Fi 信号を認
識するかが明確になっていなければ、
アクセス ポイントからの指示は不完全なものになります。それは、
「地上からの視点」
では
なく
「天井からの視点」になっているためです。

2.5 802.11 における優先順位付けの課題
現在の運用環境では、エンド ユーザのデバイスで使用されているアプリケーションの優先順位を管理者が制御することはでき
ません。
クライアントからアクセス ポイントへのアップストリーム方向の 802.11e 優先順位を管理者が制御する手段もありま
せん。そのため、音声やビデオなどのリアルタイム アプリケーションの QoS の信頼性が低下し、エンドユーザ エクスペリエン
スの悪化を招く可能性があります。加えて、ネットワーク管理者は、
アプリケーションの優先順位を管理する際に拡張性の課題に
も直面します。

3. Apple 社とシスコによるエンタープライズ モビリティの革新
3.1 iOS 向けシスコ Wi-Fi 最適化
Apple 社とシスコのワイヤレス相互運用性により、AireOS ソフトウェア バージョン 8.3 以降を実行する Cisco Aironet™
WLAN や Cisco® Meraki® WLAN と、iOS 10 以降を実行する iOS デバイスとの間で、拡張的なハンドシェイクが可能になり
ます。
このハンドシェイクの一環として、
Cisco WLAN は、
ワイヤレス ネットワークに接続した iOS デバイスを特定して、非 iOS 10
以降のデバイスの機能と動作に影響を与えることなく、特定されたデバイスの 802.11r を選択的に有効化します。そのため、
Cisco WLAN に接続した iOS デバイスは、高速ローミング機能のメリットを自動的に享受できます。
シスコと Apple の拡張的
なハンドシェイクにより、
クライアント向けの単一 SSID で iOS 10 デバイス利用時に選択的に 802.11r を有効化できるので、
SSID が複数の場合と比べて管理負荷が少なくなります。上記のような環境で利用した場合、
シスコと Apple の組み合わせで
は、802.11k/v もデフォルトで有効になっています。それによって iPhone と iPad では、サポートしていないデバイスに悪影響
を及ぼすことなく、ローミング遅延が減少し、電力消費が改善します。

3.2 iOS 向けシスコ Wi-Fi 分析
Apple 社とシスコの相互運用性により、iOS 11 以降が動作する Apple 社製デバイスでは、8.5 以降のバージョンの AireOS が
動作する Cisco Aironet WLAN を認識できるようになります。iOS デバイスがワイヤレス ネットワークを検知接続すると、
「地
上からの視点」がアクセス ポイントにレポートされます。
このレポートには、現在のアクセス ポイントに接続する前にクライア
ントが検出した、
アクセス ポイントとそのチャネルおよび信号レベルに対する、iOS デバイスの視点が反映されています。
また
このレポートには、iPhone または iPad のハードウェアおよびソフトウェアのリリースの詳細も記載されています。そのため、
WLAN ネットワークは、同じ領域でサポートを必要とする、同じタイプの次の iOS デバイスに推奨するアクセス ポイントを適切
に予測できるようになります。
また、
クライアントの関連付けが解除された場合には、iOS デバイスが理由コードを示します。分
析情報に追加された理由コードによって、切断がユーザの操作（iPhone での Wi-Fi の無効化など）によるものか、ネットワーク
あるいは RF の問題によるものかをネットワークが把握できます。iOS 向けのシスコ Wi-Fi 分析によって、
アクセス ポイントが
iOS デバイスのタイプやロケーションに応じて応答を調整することができるようになるため、Cisco WLAN と iOS デバイスは、
さらに効率的に通信できます。

© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

3

ホワイト ペーパー

3.3 Cisco Fast Lane
高速道路での追い越し車線のように、管理者は iOS および macOS アプリケーションとデータ通信を優先処理させることがで
きるようになりました。
これは、iPhone、iPad、
または macOS デバイスにプロファイルをインストールすることで可能になりま
す。
プロファイルがインストールされたデバイスで AireOS ソフトウェア バージョン 8.3 以降を実行する Cisco WLAN または
Meraki WLAN が認識されると、
プロファイルがアクティブになります。そのプロファイルにより、
「ホワイトリスト」に登録されてい
るアプリケーションが認識され、そのアプリケーションのフローは優先的に処理されます。他のアプリケーションはすべてベスト
エフォートまたはバックグラウンドでの処理に制限されます。
こうしたきめ細かい制御により、管理者は、ビジネス上重要な iOS
と macOS アプリのみを確実に優先処理することができます。
これは、
リアルタイム データを利用するビジネス グレードのコラ
ボレーション ソリューションなどのアプリを導入する場合に、特に重要になります。

4. Apple 社とシスコによるイノベーションの利点
Apple 社とシスコのコラボレーションにより、iOS および macOS デバイスを利用するエンド ユーザとワイヤレス ネットワーク
を管理する IT 管理者の双方にとって、
より良いエクスペリエンスが得られます。
• iOS および macOS デバイスのエンド ユーザ：Cisco WLAN ネットワークで iOS 10 以降を実行している iPhone と iPad の
ユーザは、効率的なローミング機能により、音声とビデオの品質と信頼性の面でこれまでよりはるかに優れたエンドユーザ
エクスペリエンスを得ることができます。
シスコのテストでは、音声アプリケーションの場合、受聴品質の知覚的客観的評価
（POLQA）に基づくローミング時の平均音質を最大で 20 % 向上させることができました。Web 閲覧アプリケーションでは、
Web 停止確率テストに基づく Web 閲覧障害率を最大で 90 % 削減できました。POLQA スコアが 2.5 未満のサンプルで
のパーセンテージに関して言うと、音質が良好なエクスペリエンスの確率は 66 倍向上しました。iOS 10 以降が動作する
iPhone と iPad ユーザ向け、および macOS 10.13 以降が動作する Mac ユーザ向けのビジネス アプリを優先処理すること
で、ビジネス関連アプリのキューが効率的に処理され、信頼性に優れた QoS が実現します。
• ワイヤレス ネットワークを管理する IT 管理者：IT 管理者には、ネットワーク パフォーマンスが改善し、効率的なローミング機能
によってネットワーク管理が容易になるという二重のメリットがもたらされます。
ワイヤレス LAN コントローラからバックエンド
サーバへの負荷が減少することにより、ネットワークのパフォーマンスが改善します。802.11r（adaptive 802.11r）を選択的に
有効化すると、認証タイプごとに各ネットワークで SSID を 1 つだけ設定すればよくなるので、複数のネットワーク SSID を
管理する負荷が減り、混在ネットワークの導入と管理に役立ちます。iOS デバイスと 802.11r 非対応のレガシー モバイル
デバイスが混在するネットワーク環境では、管理上必要なトラフィック負荷を 50 % 削減することも可能です。802.11r/k/v の
自動設定によって、設定がシンプルになり、管理が容易になります。
アプリケーションの優先順位付けにより、ネットワーク管理
者は、ビジネスクリティカルなアプリケーションの優先順位付けや、IT が定義したビジネスクリティカル アプリケーションに応
じたアップストリーム QoS ポリシーの調整を容易に実行できるようになります。
これは、Wi-Fi で初めてのことです。

5. Apple 社とシスコの相互運用性テストの概要
5.1 ラボ トポロジ
Apple 社とシスコのエンジニアは、音声および Web 閲覧の共同テストを実施しました。
音声テストでは、2 台の iPhone デバイスを使用して Wi-Fi 通話を実行しながら高速ローミング機能をテストしました。Wi-Fi
ネットワークは、Cisco Aironet 3700 シリーズ アクセス ポイントと Cisco 2504 ワイヤレス コントローラで構成し、RADIUS
サーバには、
ソフトウェア バージョン 2.4 を実行する hostapd を使用しました。EAP 認証には Transport Layer Security（TLS）
プロトコルを使用しました。RADIUS の負荷は、平均遅延 30 ミリ秒、標準偏差 20 % とし、
コントローラのトラフィック負荷は、
外部シミュレータを使用してエミュレーションしました。
ワイヤレス コントローラおよびアクセス ポイント設定は、
ベスト プラクティス ガイドに従って行っています。
https://www.cisco.com/
c/en/us/td/docs/wireless/controller/7-0MR1/configuration/guide/wlc_cg70MR1.html [英語] を参照してください。
ローミングは、ユーザがオフィス環境の中を歩きながら、おおよそ毎分 2 回のローミングが行われる状況と同様の RF 環境をシ
ミュレーションしてテストしました。
Web 閲覧テストも、前述のテスト構成を使用して実施しました。Web 閲覧テストは Safari を使用して実施し、同じ Web ページ
コンテンツを使用しています。
© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.
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5.2 ラボの結果
5.2.1 音質
音質は、POLQA を使用して測定しました。POLQA は、デジタル音声信号分析による通話品質予測モデルを提供する ITU-T 規
格です。セクション 5.1 に記載したトポロジのアプリケーションとして Wi-Fi Calling を使用し、10 時間を超える音声の評価を
行いました。音質とネットワーク負荷の測定は、2 種類のシナリオで行い、片方では Over-the-Air 高速ローミング機能を有効に
し、
もう一方では高速ローミングを無効にしました。表 1 は、802.11r が有効な場合と無効な場合のそれぞれで、ローミング中
に取得したサンプルから得た POLQA メトリックをまとめたものです。
シミュレーションしたトラフィック負荷をネットワークにかけ
た場合とかけなかった場合の結果もまとめています。802.11r が有効の場合、POLQA メトリックが平均で 3.14 から 3.84 に
向上しました。802.11r を有効にすることにより、
シミュレーションしたトラフィック負荷をネットワークにかけた場合の音質劣化
の確率（POLQA < 2.5）が、約 29.67 % から約 0.48 % に減少しました。
表1

音質テストの結果

802.11r 有効

802.11r 無効

POLQA、負荷なし

POLQA、負荷を
シミュレーション

POLQA、負荷なし

POLQA、負荷を
シミュレーション

平均

3.83

3.84

3.17

3.14

標準偏差

0.27

0.26

1.03

0.96

POLQA < 3.5 のサンプルの割合（%）

8.33

8.10

39.94

42.07

POLQA < 3 のサンプルの割合（%）

1.92

1.32

35.92

35.16

0.661375661

0.484764543

31.89655172

29.67479675

ローミング サンプルのみ

POLQA < 2.5 のサンプルの割合（%）
5.2.2 Web 閲覧

Web 閲覧テストでは、
（1）Web ページの読み込み時間と
（2）Web ページの停止確率という 2 つのメトリックが測定されました。
Web ページは、15 秒以内に正常に読み込まれない（TCP 接続障害または TCP グレースフル ターミネーション障害）場合、
停止したと見なします。
Web 表示が成功した場合に要した時間を、
Web ページ読み込み時間として測定しました。
どちらの場合も、
1,000 ページの Web ページをサンプルとしてテストを実行しました。表 2 に示すように、802.11r を有効にすることで読み込
み時間が短縮され（37 %）、Web ページの停止確率が低下しています（約 10 分の 1）。
表2

Web 閲覧テストの結果

ローミング サンプルのみ
ローミング サンプルのみ

802.11r 無効

802.11r 有効

Web 平均読み込み時間（秒）

5.38

3.33

Web ページ停止確率（%）

8.30

0.86
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5.2.3 ネットワーク負荷
adaptive 802.11r が無効な場合、1 回のローミングで測定された、デバイスからアクセス ポイントへのメッセージの数は平均
約 30 個で、そのうち 21 個はクライアントと RADIUS サーバ間のメッセージでした。adaptive 802.11r が有効な場合、
クライア
ントからアクセス ポイントへの間で測定されたメッセージの平均数は約 4 個になり、
ワイヤレス LAN コントローラと RADIUS
サーバ間のメッセージはありませんでした。
たとえば、約 30,000 台の iOS デバイスが接続される一般的な大規模教育機関では、デバイスの 50 % が特定の時間帯
（バースト時間）にローミングを行う可能性があります。ワイヤレス コントローラからバックエンド RADIUS サーバに送信さ
れるメッセージの数を約 30 万減らし、ネットワークの輻輳を大幅に削減してネットワーク パフォーマンスを大きく改善するこ
とができます。
5.2.4 アプリケーションの優先順位付け
シスコのテストで、iOS 10 および macOS 10.13 を実行するデバイス上のアプリケーションについて、優先順位付けを有効にし
て高優先度キューが使用される場合と、優先順位付けを有効にしない別のネットワークで同じデバイスを使用した場合とで、比
較を行いました。次に、競合するトラフィック
（ベスト エフォート）によってセルのエアタイムの 70 % が占有される輻輳シナリオ
を作成しました。アプリケーションは、
リアルタイム フレーム（音声およびビデオ）のフローを円滑に送信できるものを使用し、
両方のシナリオでアップストリーム フレームの間隔を測定しました。
アプリケーションの優先順位付けを有効にした場合のフレーム間隔は、
アプリケーションの優先順位付けをしなかった場合と比
べて 50 % 短くなりました。つまり、優先順位付けを有効にすると、
アプリケーションがメディアにアクセスする頻度が 2 倍に増
え、非順位付けネットワークと比較して倍量のトラフィックを送信できることになります。結果として、
アプリケーションの優先順位
付けを有効にすると、有効にしなかった場合と比べてユーザ エクスペリエンスが 2 倍に改善する可能性が高くなります（一定の
間隔での送信パケットの数が増えるということは、損失や再試行が減り、輻輳に起因する圧縮も少なくなっていることを示してお
り、ビデオと音声の品質が向上することになります）。
このようなパフォーマンスの向上は、ローミングについても明らかでした。テストの結果では、前のアクセス ポイントの最後の
データ フレームから次のアクセス ポイントの最初のデータ フレームまでの遅延が、アプリケーション優先順位付けを行った
場合では、行わないネットワークと比べて最大で 8 倍短くなっています。
アプリケーション優先順位付けネットワークでは、
リアル
タイムのローミングがシームレスに行われる可能性が高くなりますが、逆に、優先順位付けを行わないネットワークでは、損失、
クリック、圧縮による問題が発生しやすくなります。

6. まとめ
Apple 社とシスコは世界各地のお客様がワイヤレス ネットワークを活用し、パフォーマンスと信頼性に優れるシンプルなモバイル
ビジネス アプリケーションを使えるよう支援しています。iOS および macOS デバイスの新機能とシスコの最先端ネットワーク
テクノロジーや新機能を統合することにより、現代の業務に最適なモバイル ユーザ エクスペリエンスを提供しています。

Cisco およびシスコ ロゴは、
シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
シスコの商標の一覧については、
www.cisco.com/go/trademarks
をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。
「パートナー」
という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味す
るものではありません。(1110R)
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