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エグゼクティブ サマリー
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 オフィスや
会議室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 ローミングや瞬断が増加しています。その
ため、パケット損失や通話の切断、パフォーマンス低下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）と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 社とシスコの相互連携について説明します。iOS 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。

相互運用性テストから、Apple 社とシスコのワイヤレス ソリューションには、次のような
メリットがあることが示されました。

• 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、アプリからネットワーク
への負荷（再送処理）が最大で 86 % 軽減

ワイヤレス ネットワークのデバイス 
モビリティ 
802.11 ローミング規格
iPad などの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。

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、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。事前にハンドシェイクを行うことでネットワーク内の
すべてのアクセス ポイントが暗号キーを保存できるた
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
行に伴う遅延を減少します。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。
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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、
どのようなデバイス、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、
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 がデ
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。

802.11 ローミング改訂規格（802.11 r/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 を設定することになり、
その結果として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、たとえワイヤレス LAN でサポートされてい
ても 802.11k/v 機能を利用されないという課題があ
ります。

802.11 における優先順位の課題
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。

Apple 社とシスコ、業務利用のモ
ビリティを革新
Wi-Fi ローミングの最適化
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 Apple 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。この拡張
で、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 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
ングの機能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 の組合わせでは、802.11k/v 
もデフォルトで有効になっています。これにより、iPhone 
および iPad のほか、802.11k/v をサポートするその他
のデバイスでも、ローミング遅延が減少し、非対応デバ
イスに悪影響を与えることなく電力消費やバッテリ消費
を改善できます。

ビジネス アプリケーションの優先
高速道路での追い越し車線のように、管理者は iOS 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、iOS 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。
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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 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、
業務利用のコラボレーション ソリューションを導入する
際には特に重要です。

Apple 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 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 デバイスを利用するエンド 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
声とビデオの品質や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られま
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。ビジ
ネス アプリケーションの優先順位付けによって、ビジ
ネス関連のアプリケーションに高効率キューが確保さ
れるため、信頼性の高い QoS が実現されます。

• 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 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。
802.11 r/k/v の自動設定は、設定のシンプル化と管理
性の向上に貢献します。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 アプリケーションへのアップ
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 の機能として初めてで
革新的なことです。

Apple 社とシスコの相互運用性
テストの概要
テスト構成
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。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/
technology/wlc/82463-wlc-con�g-best-practice.html 
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。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/wlc/82463-wlc-config-best-practice.html


Web 閲覧
表 2. Web 閲覧テスト結果 

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
の確率 8.30 0.86
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ローミング  
サンプルのみ 

POLQA、負荷なし POLQA、負荷を 
シミュレーション 

802.11r 有効

POLQA < 2.5 のサン
プルの割合（%） 

テスト結果
音質

表 1. 音質テスト結果 

平均

標準偏差

POLQA < 3.5 のサン
プルの割合（%） 

POLQA < 3 のサン
プルの割合（%） 

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。テスト構成の環境でアプリケーションとして Wi-Fi での通話を使用し、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、最大 29.67 % から最大 0.48 % 
に減少しました。

Web 閲覧テストでは、次の 2 種類のメトリックを測定
しました。（1）Web ページの読み込み時間と（2）Web 
ページの停止確率です。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（10 分の 1）。

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、クライアントからアクセス ポイントへの
メッセージの数は平均 30 個以下で、そのうち 21 個は
クライアントと RADIUS サーバとの間のメッセージで
した。

802.11r 無効 

POLQA、負荷なし POLQA、負荷を 
シミュレーション 

3.83 3.84 3.17

1.030.26

8.10

1.32 35.92

39.94

0.27

8.33

1.92

3.14

0.96

42.07

35.16

0.661375661 0.484764543 31.89655172 29.67479675
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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 4 個以下になり、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
数を最大 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。

アプリの優先順位付け
シスコのテストで、iOS 10 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。

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 10/iOS デバイスの新機能とシ
スコの最先端ネットワーキング 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。

http://www.cisco.com/go/trademarks

