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ソリューションの概要 

テストでは iOS 10 デバイスに Wi-Fi を最適化するソ
リューションを導入しました。その結果、次のことが明ら
かになりました。

• iPhone からシスコの Wi-Fi ネットワークを通じて 
Cisco Spark™ コールを発信した場合、報告される
インシデント数が 42 % 減少。

• 通話品質上の重大な課題が 83 % 減少。

これは、シスコ ワイヤレス インフラストラクチャのソフト
ウェア アップグレード（わずか 30 分で完了）の結果であり、
ハードウェアの変更も不要でした。Apple 社とシスコは戦略
的な相互連携の下でアップグレードを実現し、シスコ ネット
ワーク上での iOS デバイスにおけるアプリ、音声、ビデオ 
エクスペリエンスの最適化を実現しました。

Wi-Fi の最適化によってシスコ
従業員のモバイル エクスペリ
エンスが 83 % 向上

従業員、スタッフの生産性を上げイノベーションを促進するため、各企業はモビリティの導入
展開を進めています。たとえば、移動中でも iPhone を使用してビデオや音声でコラボレー
ションする従業員が増えています。しかし、ワイヤレス接続デバイスやアクセス ポイントが多
数存在するエリアではネットワーク トラフィックが混雑し、遅延やデータ損失、通話の中断が
発生します。

そこで Apple 社とシスコは、企業内の iOS デバイス向けに高パフォーマンスで信頼性の高い
最適化されたワイヤレス接続を提供すべく相互連携しています。既存のシスコ ワイヤレス 
インフラストラクチャのソフトウェアをアップグレードすることで、従業員スタッフの移動中で
も iOS デバイスの接続が最適化されます。アップグレードでは独自のハンドシェイクを有効
化するため、iPhone や iPad デバイスの接続先として最適なシスコ アクセス ポイントを判別
できるようになります。また、アクセス ポイント間でデバイスを迅速かつ効率的にローミング
できるようにします。

アップグレードによる効果を測定するため、シスコの英国 IT チームが実際のオフィス環境で
一連のテストを実施しました。テスト環境は、20 ヵ所の Wi-Fi アクセス ポイントを配置し、
約 140 人の従業員が利用するフロア（2.3 万平方メートル）です。

http://www.cisco.com/jp/go/apple
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ソリューションの概要 

テストは Cisco Spark での音声通話とビデオ通話に対して実施され、移動中に 
iPhone からローカルの Wi-Fi ネットワークに接続する従業員と、デスクトップ 
PC で Cisco Spark アプリケーションを実行する従業員との通話品質が評価さ
れました。結果の記録には、据え置き型のデスクトップ デバイスが使用されま
した。

調査対象の従業員が数日かけて同じ経路を 20 回歩き、IT チームはソフトウェア 
アップグレード前後のインシデント数（ユーザ エクスペリエンスの低下）を測定し
ました。モバイル ユーザの経験する課題についてより理解を深めるため、音声や
ビデオの品質低下から通話の完全な切断までが確認されました。

なお、IT チームはインシデントの評価に際して、次の 3 つのレベルの基準を設定
しています。

• レベル 0（生産性に重大な影響）：通話が完全に切断される
• レベル 1（生産性を阻害）：通話の接続が維持された状態、または自動的に再
接続される状態で、ビデオや音声が一時的に途切れる 

• レベル 2（軽微な影響）：ビデオがピクセル化する場合もあるが、音声は途切れ
ない 

メリット
• 重大な品質上の課題が 83 % 解消
• 通話の切断が 100 % 解消 
• 30 分間のソフトウェア アップグレードだけで効果を確認

モバイル通話でのコラボレーションにおける信頼性の向上
近年、モバイル通話の品質は向上しましたが、Wi-Fi ネットワーク上でのビデオ 
コールでは、軽度なビデオのピクセル化から通話の完全な切断まで、各種の品
質課題が発生する場合があります。軽度のピクセル化であれば無視できるに
せよ、通話が完全に切断されれば影響も大きく、生産性が大幅に低下する可能
性さえあります。こうしたインシデントが何回も発生するようでは、コラボレー
ション ソリューションの質が問われ、ユーザはいずれ他の方法でコラボレーション
を図ろうと考えます。

「このような独自のソリューションにより、シスコを含めた各
企業にとって、高度なモバイル機能の活用を促進できます。
日常業務や運用モデルがシンプルになり、何より顧客との
貴重なやりとりが促されます」

̶ Guillermo Diaz 
（シスコ シニア バイス プレジデント兼 CIO）
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インシデント レベル
ソフトウェア  
アップグレード 

前のインシデント数

ソフトウェア  
アップグレード 

後のインシデント数

品質問題 
の低減率 

（パーセント）

レベル 0（生産性に重大な影響） 13 0 100 %

レベル 1（生産性を阻害） 36 8 78 %

レベル 2（軽微な影響） 131 96 27 %

合計 180 104 42 %
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ソリューションの概要 

テスト結果の定量的な評価

表 1 では、アップグレードの前後に発生したインシデント数についてレベルごとに示しています。

ソフトウェア アップグレード前

表 1 に示すように、ソフトウェア アップグレードの前には 180 件のインシデントが発生しており、そのうち
通話の切断（レベル 0 インシデント）が 13 件ありました。通話が切断された場面について詳しく見ると、
iPhone がアクセス ポイントを切り替えた際にインシデントが多発していることがわかりました。

ソフトウェア アップグレードの実行

このサイトの既存のワイヤレス ネットワークは、Cisco Wireless Services Module 2（WiSM2）ワイヤレス 
LAN コントローラ（WS-SVC-WISM2-K9）と、168 台の Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 アクセス ポイントで
構成されています。

IT チームはワイヤレス コントローラ ソフトウェアを AireOS 8.3 にアップグレードしましたが、これは約 
30 分で完了しました。続けて IT チームは検証テストを約 2 時間かけて実施しました。ただし検証テストに
要する時間は、ワイヤレス ネットワークの複雑さによってサイトごとに異なります。

表 1 インシデント比較 
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ソリューションの概要 

ソフトウェア アップグレード前 

ソフトウェア アップグレード後 

レベル 0

レベル 1

レベル 2

ソフトウェア アップグレード後
表 1 では、ソフトウェアのアップグレード後に再度テストを実行した
際のインシデント数についても示しています。結果としては、インシデ
ント数が 180 から 104 に 42 % 減少しました。さらにアップグレー
ドによって、生産性に重大な影響を及ぼすインシデントが完全に解
消しました。生産性に重大な影響を及ぼすインシデントと生産性を阻
害するインシデントの合計に関していえば、49 から 8 に減っており、
83 % 減少したことになります。

今回のパートナーシップにおいては、Cisco Spark などのビジネス 
アプリケーションの優先付け機能が追加されています。ただし、テスト
を実施した現場では Wi-Fi の能力に余裕があったため、今回の一連
の実験ではこの機能はテストされていません。

ユーザ エクスペリエンスの向上
通話の途切れを解消すればサービスの信頼性は確実に向上し、全体
的なユーザ エクスペリエンスが改善され、通話中の音声の切断も大
幅に減少します。

重要な点は、こうした効果が、既存のシスコ ワイヤレス コント
ローラでソフトウェアをアップグレードしただけで得られたこと
です。

「テスト結果は驚くべきものでした。シスコ社内全体
の Wi-Fi を最適化すれば、従業員の環境が大きく改
善されるでしょう」

̶ Ileana Rivera 
（Cisco IT シニア ディレクター） 
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ソリューションの概要 

コラボレーション アプリケーションなどのリアルタイム アプリケーションで
は音声とビデオ両方のトラフィックが発生するため、ネットワークに大きな
負荷がかかる場合があります。今回のテストでは、Cisco Spark アプリケー
ションを実行するユーザのエクスペリエンスに対するソフトウェア アップグ
レードの影響だけを測定しています。ただし、社内ネットワークの iPhone/
iPad ユーザにおけるアプリケーションと音声のエクスペリエンスの最適化
という点では、サードパーティ製のビジネス アプリケーションのパフォーマ
ンスにも、ソリューションの効果が及んでいる可能性があります。

アライアンスの優位性
Apple 社とシスコは、iPhone/ iPad ユーザに魅力的かつ信頼性の高いエクスペリエンス
を提供することで、企業や官公庁等組織のお客様がネットワーク インフラをまったく新し
い方法で利用できるように支援しています。iOS 10 の新機能と、ネットワーキングやコラ
ボレーションに関するシスコの高度なテクノロジーを組み合わせることで、Apple 社とシ
スコは業種を問わずあらゆる企業に、アプリケーション、通話、コラボレーションにおける
最適なエクスペリエンスを提供しています。

次のステップ
さまざまな企業が、自社のネットワークにモバイル コラボレーションなどのアプリ
ケーションを導入し、従業員の効率性と生産性を向上させています。詳細については、
www.cisco.com/jp/go/apple を参照してください。シスコと iOS 10 ソリューションが
ビジネスにもたらすメリットについて、シスコのセールス担当者にお問い合わせいた
だくこともできます。
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