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iPhone 6 のローミング動作および最適化
要約と推奨のまとめ
関連付けられた BSSID 信号が –70 dBm RSSI を下回ると、iOS 8 デバイスはローミングを試みます。 その際に、iOS 8
デバイスはすべてのチャネル（802.11k が有効化されていない）、または現在の AP によって通信が行われるターゲッ
ト チャネル（802.11k が有効化されている）をスキャンし、その信号が現在の AP よりも 8 dB 分良好（アクティブな通
信での iOS 8 デバイス）、あるいは 12 dB 分良好（アイドル状態の iOS 8 デバイス）な場合、別の AP へのローミング
を行います。
ローミングのパフォーマンスは、VoWiFi および基幹的なリアルタイム ビジネス アプリケーションにとって重要です。
効率的なローミング時間は、50 ミリ秒です。 802.11k が有効化されておらず、デュアルバンド SSID および 標準 AP 密
度では、iOS 8 デバイスの接続の総切断時間は、それぞれのローミングで 5 秒に達する場合があります。 802.11k が有
効化されていて、AP 密度が高く（2500 平方フィート 、つまり 240 平方メートルごとの AP）、5 GHz で設計されたネッ
トワークでは、ローミング パフォーマンスが 1 秒以下になる場合があります。
リアルタイム アプリケーション パフォーマンスを念頭にワイアレス ネットワークを設計する場合は、ユーザごとに 5
Mbps そして AP ごとに 12 ～ 14 人のユーザを考慮します。 5 GHz と 802.11k をモバイル デバイスの設計基準の一環と
します。

コンテキスト
2014 年 11 月中旬、Apple サポートは iOS8 ベースのデバイスのローミングの仕組みに関する参照用ドキュメントを公表
しました（http://support.apple.com/en-us/HT6463）。 本ドキュメントは、この参照用ドキュメントに基づいていますが、
ラボでのネットワーク測定と実際のネットワーク測定が追加されています（現場での実際の動作と参照用ドキュメント
との違いを見分けるため）。
ローミング動作は、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Air、iPad mini Retina で同様です。 プロービン
グ動作も、電話機で使用されるチップセットによって異なります。 OS によって決定される一般的な動作パラメータだ
けでなく、チップセットとドライバによって決定されるモデル間のわずかなタイマーの違いも分かります。 たとえば、
電話機は「プローブ バースト」ごとに 1 回または数回プローブするか、既定のバーストでのプローブ要求間隔は何ミ
リ秒か、などです。 このドキュメントでは、一般的な動作に重点を置いていますが、表示されているタイマーは
Broadcom BCM4339 チップセットを使用して iPhone 6 で測定されています。 動作テストは、iOS 8.1 で行いました。

iPhone 6 のスキャン頻度
どの SSID にも関連付けられておらず、スクリーンがオフ（たとえば、電話機がポケットの中にある）の状態になって
いる場合、電話機はプローブ要求を送信することにより SSID に対して一定間隔で環境を確認します。 移動すると、電
話機は、より頻繁にスキャンを行います（つまり、AP からの信号が変動します。その仕組みは 「 iPhone のローミング
のタイミング, （4 ページ）」セクションを参照してください）。 さて、移動していないという、最も不利な条件の
シナリオを想定しましょう。
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[モバイル データ通信]が利用不可能で、[位置情報サービス]（[設定] > [プライバシー] > [位置情報サービス]）が無効に
なっている場合、電話機は、本当の MAC アドレスと、（正規の OUI を含まない）ローカルに管理された、偽のアドレ
スを、適宜交代させながら使用します。これは、プライバシー保護の目的で、本当のMACアドレスを一時的に隠すた
めです。 この場合、電話機はプローブ要求を本当の MAC アドレスで突発的に送信します。 その後、電話機は、「ラ
ンダム間隔」（約 140 秒程度）の間サイレント状態になり、次に、1 ～ 6 のプローブをローカルに管理されたアドレス
で（135 あるいは 270 秒間隔で）送信します。 その後、電話機は、ランダム間隔（最大 10 分）の間サイレント状態に
なります。そしてまた、本当のMACアドレスを送信するサイクルに戻ります。本当のアドレスとローカルに管理され
たアドレス間で切り替えを行った場合、電話機は、新しいローカルに管理されたアドレスを選択します。
この動作の例を次の図に示します。 横軸は、時間を秒単位で表しています（この例では、8.5 時間つまり 30,000 秒で示
されています）。 縦軸は、2 つの連続したプローブ要求の間隔を表しています。 青色の値は、本当の MAC アドレスを
使用するプローブで、赤色の値は、ローカルに管理されたアドレスを使用するプローブを表しています。 たとえば、
5000 秒では、ローカルに管理されたアドレスを使用する最後のプローブ要求の 322 秒後に、電話機は本当の MAC アド
レスを使用するプローブ要求を送信しています。（（5000,322）の青色のドット） 20 ミリ秒後、電話機は本当の MAC
アドレスを使用する 2 つ目のプローブを送信しています（目盛り上の点は（5000,0）にあるように見えますが、実際は
（5000.02, 322.02）にあります）。 その後、ローカルに管理されたアドレスを使用するプローブを送信する前に、電話
機は 135 秒間サイレントの状態になっています。 電話機は、135 秒間隔でさらに 2 つのプローブを、その後 270 秒間隔
でさらに 2 つのプローブを送信し、本当の MAC アドレスでプローブを送信する前に 204 秒のサイレント状態になって
います。
注：長い間隔（270 秒以上）においては、ローカルに管理されたアドレス プローブが間違って示されることがありま
す。

ローカルに管理されたアドレスは、WLAN にアソシエートした時点、または [モバイル データ通信] や [位置情報サー
ビス] が有効になると使用されなくなります。 この場合、電話機は「メンテナンス モード」形式で、ターゲット SSID
（または、関連付けされていない場合はブロードキャスト）を 90 秒間隔でスキャンします。 これは、AP 信号が安定
しており、スクリーンがオフであることを前提とします（たとえば、ショッピング モールのフードコートに座ってい
る間、電話がポケットの中にある場合）。
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電話機の使用を開始（Wi-Fi 接続をアクティブに使用）すると、AP 信号レベルの評価に AP ビーコン メッセージおよ
びデータ フレームを使用するので、電話機はプローブを停止します。 iPhone 6 （BCM チップセットあり）は、30 分ご
とに SSID へ「プローブ」を引き続き送信します。 他のモデルでは、多少動作が異なる場合があります。 iOS 8 コン
ポーネントは、電話機にプローブを要求しません。

iPhone のローミングのタイミング
iPhone 6 は、ユーザが移動していることを特定するために加速度計を使用しません。AP 信号を確認する必要がありま
す。 電話機への AP 信号のみに依存して、ローミングが必要かどうかを決定します。 しきい値は –70 dBm です。 これ
は、AP 信号（ビーコンおよびデータ フレーム）が –70 dBm よりも強い限り、電話機がよりアクティブなスキャンまた
はローミングを行わないことを意味します。
電話機ドライバにより読み込まれた AP RSSI が 1 秒を超えて –70 dBm を下回る場合、電話機はすぐに現在の AP が使
用不可能であると判断し、ローミングを決定します。これにより、スキャンが開始されます。

現時点では、以下の複数の可能性があります。
1 802.11k を使用するようにネットワークを設定しました。
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この機能により、要求に応じて AP は電話機へ隣接 AP リストを送信できます。 この場合、電話機は最適な 6 つの
AP を確認し、それらのチャネルをスキャンします。
たとえば、現在の AP はチャネル 36 にあり、報告された AP はチャネル 40（–68 dBm）、チャネル 44（–76 dBm）、
チャネル 48（–72 dBm）、チャネル 52（–78 dBm）、チャネル 56（–59 dBm）、チャネル 60（–75 dBm）、チャネ
ル 149（–74 dBm）、チャネル 153（–70 dBm）、チャネル 157（–71 dBm）、およびチャネル 161（–63 dBm）にあ
ります。 電話機は最適な 6 つの AP がチャネル 40、48、56、153、157、および 161 にあることを確認し、これらの
チャネルにターゲット SSID のプローブ要求を送信します。
これらの信号は、電話機ではなく、AP によって受信されたと報告されることに注意してください。 また、iPhone 6
は、ローミング時ではなく、セルに入るとき（アソシエーションの直後）に、隣接 AP のリストを要求します。 し
たがって、リストが最新でない場合があります（推奨設計については、「設計への影響, （6 ページ）」セクショ
ンを参照してください）。
2 802.11k を使用するようにネットワークを設定していません。
この場合、電話はすべてのチャネルをスキャンします（これには、2.4 GHz での 11 または 13 チャネル、5 GHz での
最大 13 チャネルが含まれる可能性があります）。 電話機は、UNII1、UNII2 および UNII3 をスキャンします。 電話
機は、UNII2-e も確認できます。ただし、パッシブにのみです。 電話機は、6 スキャン サイクル ごとに UNII2-e を
スキャンします。 これは、この帯域が 802.11h によって保護されており、電話機が AP を聞き取るまで電波を送信
せずに（能動的にプローブを送信するスキャンではない）リッスンする必要があるためです。 したがって、UNII2-e
で AP を検出するには 1 分を超える時間がかかる場合があります。 他のチャネルをスキャンするときも、時間はか
かります。 このプロセスには、数秒かかると予想されます。 電話機が AP の現在のチャネル上でアクティブに通信
を行っている場合は、当然ながら、さらに時間がかかります。それは、電話機が、スキャンするターゲット チャネ
ルにジャンプするために、データがない期間を見つける必要があるからです。 電話機が通信していない場合、ス
キャンは高速で実行されます。

1 と 2 の両方の場合に、電話機はスキャンし、ジャンプ先になるより良好な AP を検索します。 注：電話機は同じ帯域
にとどまろうとせず、同じ AP 上でも、2.4 GHz から 5 GHz、または 5 GHz から 2.4 GHz に急に変化する場合がありま
す。 ローミング アルゴリズムでは、検出された BSSID（つまり、ターゲット SSID 名を提供するそれぞれの無線に固
有の MAC アドレス）を現在の AP BSSID 信号レベルと比較します。 次に、ローミングは、Wi-Fi ネットワークをアク
ティブに使用しているか（電話との往復トラフィック）、アクティブに使用していないか（電話機がユーザのポケット
の中でアイドルであるかスクリーン オフの状態）によって決定されます。
Wi-Fi 接続を使用していない場合、電話機は別の AP が現在の AP よりも良好な信号を提供する場合に限りジャンプし
ます。 少なくとも 12 dB 分良好である必要があります。 新しい AP 信号がそのように少なくとも良好な場合、電話機
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はローミングを行います。 検出された無線の信号が、現在の AP よりも 12 dB 以上良好でない場合、電話機は現在の
AP にとどまりますが、より良好な BSSID（現在の AP BSSID よりも 12 dB 良好）が検出されるまで、または現在の AP
信号が -70 dBm を超える値に戻るまで、90 秒間隔でスキャンを継続します。
Wi-Fi 接続を使用する場合は、より緊急の状況になります。 電話機は –70 dBm が弱い信号であると特定し、早期のう
ちにジャンプする状態になります。 BSSID が現在の AP よりも 8 dB 以上良好な場合、新しい無線へのローミングを行
います。 たとえば、AP 無線信号が –72 dBm に低下し、電話機が -61 dBm、-63 dBm および -69 dBm で同じ SSID 名の
BSSID を検出したとします。 Wi-Fi をアクティブに使用している場合、電話機は –61 dBm の BSSID および –63 dBm の
BSSID へローミングを行うことを受け入れます。 それらは、現在の AP よりも 8 dB 以上良好（–61 dBm の BSSID は 11
dB、–63 dBm の BSSID は 9 dB 良好）であるからです。 -69 dBm の BSSID は現在の AP よりも 3 dB しか良好でないた
め、電話機は -69 dBm の BSSID に対してローミングを行いません。 2 つの選択肢がある場合、電話機は最適な信号の
BSSID を選択し、–61 dBm の BSSID に対してローミングを行います。
現在の AP よりも 8 dB 良好として検出される BSSID がない場合、電話機は現在の AP にとどまりますが、良好な BSSID
（現在の AP BSSID よりも 12 dB 良好）が検出されるまで、または現在の AP 信号が –70 dBm を超える値に戻るまで、
90 秒間隔（1 つのプローブ要求に続く 2 回目のプローブ要求の 10 ミリ秒後）でスキャンを継続します。 以下のグラフ
は、アクティブ Wi-Fi 接続での iPhone 6 によるこの動作を表しており、ここではジャンプ先の代替 AP なしでその AP
（約 –75 dBm の信号）から離れた状態に維持されています。

設計への影響
この iOS 8 プロービング動作およびローミング動作は、ワイヤレス ネットワーク設計にいくつかの重大な影響を及ぼし
ます。

推奨設計のまとめ
• 802.11k を有効にします。
• 5 GHz で適切なオーバーラップを提供できるようにします。
• セルの境界を– 66 dBm 以上に設定します。
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802.11k の有効化
iOS 8 デバイスでのローミングは、802.11k を実装すると、実装しない場合よりも効率が向上します。 これは、802.11k
を実装していると、スキャン時間が短縮されるためです。 次の例では、iPhone は 2 つの AP 間を行き来します。 AP
は、互いに十分離れた場所にあり、iPhone が 1 つの AP から他の AP に移動する間、–70 dBm の境界を横切ることにな
ります。

両方の AP は、同じ SSID が有効化されていて、2.4 GHz と 5 GHz の両方で利用できます。 電力は、5 GHz では 3 、2.4
GHz では 5 に設定されており、2.4 GHz セルが 5 GHz セルよりも約 30 % だけ大きくなります。
802.11k が有効化されていなければ、ローミング時間は長くなります。 AP 間を 3 回行き来することにより、複数のロー
ミングが示されます（予期される 6 回のローミングを超える）。 これは、iPhone が 5 GHz から 2.4 GHz に急に変化し、
その後、次の AP に近づくと 5 GHz に戻るためです。 平均ローミング時間（1 つの AP 上にある電話機で送受信された
最後の確認応答パケット通信から、次の AP 上にある電話機で送受信された最初のパケット通信までの時間）は約 5 秒
です。 これは、ローミング時に平均して約 5 秒間、電話機の接続が失われること（通信のない状態）を表します。
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802.11k が有効化されていると、平均ローミング時間は約 1 秒に短縮されます。 以下の推奨事項により、これらのパ
フォーマンスを向上させて、1 秒以下に短縮することが可能です。

帯域の設定
802.11k を有効にすると、ローミングの効率は高まりますが、iPhone は 1 つの帯域に制限されません。 デフォルトで
は、802.11k はクライアント帯域でのみ隣接 AP に関する情報を提供します。 つまり、iPhone が 5 GHz で BSSID にアソ
シエートしている場合、AP は 2.4 GHz 帯ではなく、5 GHz 帯で隣接 AP に関する情報を提供します。 ただし、これは
iPhone が 5 GHz 帯域にとどまり続けるという意味ではありません。
SSID が「適切な信号レベル」（-70 dBm RSSI を超える値）で、両帯域において利用可能な場合、iPhone は 5 GHz 無線
に優先的にアソシエートします。 ただし、2.4 GHz 信号は、同等の AP 電力、およびセルの任意のポイントにおいて、
一般に 5 GHz 信号よりも約 7 dB 高くなります。 この変動は、それぞれの帯域のアンテナ特性によく見られる機械的な
違いによるもので、ほとんどのクライアントに同等に影響します。 これは、アクセス ポイントが原因ではありません。
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その結果として、iPhone が 5 GHz 無線にアソシエートすると、iPhone は移行して、5 GHz の –70 dBm 境界に到達しま
す。そして、2.4 GHz での同じ AP からの信号は、通常 –63 dBm として検出されます。 これは理論上の違いです。 実
際のフィールド展開では、測定精度は一般に 4 dB です。 つまり、AP 信号が –63 dBm である場合、空間でのクライア
ントの場所や向き、RF 変動によって、クライアントは、–67 dBm から –59 dBm までのいずれかの信号を報告します。
アクセス ポイントにアソシエートすると、電話機は接続時に一定間隔で、802.11k アクション フレーム を使用して、
AP から隣接 AP のリストを要求します。 電話機が 5 GHz にアソシエートすると、AP は 5 GHz での隣接 BSSID だけを
提供します。 iPhone が 5 GHz で –70 dBm 境界に達すると、リストに記載の 5 GHz チャネルをスキャンするためだけに
802.11k 隣接リストを使用します。 ただし、iPhone は対象になるリストなしで 2.4 GHz もスキャンします。 以下の 2 つ
のケースの発生が考えられます。
1 電話機は、適切な信号レベル（電話がアクティブに通信している場合は、直前の AP よりも 8 dB 良好）で、隣接
BSSID を 5 GHz で検索し、状況によっては適切な信号レベルの隣接 AP を 2.4 GHz で検索します。 その場合、電話
機は 5 GHz の BSSID へのローミングを行います（選択肢が提供される場合、電話機は 5 GHz を優先します）。
2 電話機は 5 GHz での隣接 BSSID を検索しますが、その信号は現在の AP よりも 8 dB 良好になっていません（セル
間のオーバーラップが小さいため、あるいは検出の不正確さにより電話機がより低い信号を報告するため）。 電話
機は、2.4 GHz での隣接 BSSID も検索します。 「通常は 2.4 GHz で 7 dB 高い信号」と「4 dB の信号測定の不正確
さ」の組み合わせにより、電話機は 2.4 GHz BSSID を 5 GHz BSSID よりも優れた候補としてみなす可能性がありま
す。これにより、電話機が 5 GHz から 2.4 GHz までローミングを行うことになります。 次の AP に近づく場合、次
のスキャン サイクル中に、電話機は 5 GHz BSSID を「適切」とみなし、推奨帯域の 5 GHz に急に戻る場合がありま
す。 この現象により、通信が中断する可能性がある追加ローミングが発生します。
可能であれば、SSID を 5 GHz に制限することを推奨します。 その場合、セル間のオーバーラップについて、電話機上
の観点から見て適切なローミング条件が考慮されているかを確認します。 これは、最初の AP 信号が – 70 dBm に達し
た時点で、次の AP 信号が 62 dBm 以上良好である必要があることを意味しています。 したがって、約 –66 dBm 以上で
セルの境界を設計することになります。 セルの境界をより良好な信号に設定することで、性能を向上させることがで
きます。 これにより、電話機が まだ次の AP を –62 dBm で検出していない場所で、–70 dBm エッジを検出してしまう
という状態をもたらす 4 dB の測定の不正確さが防止されます。
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設計に、2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線の両方で SSID を有効にすることが必要な場合は、802.11k の「デュアルバンド」オ
プションを有効にします。これにより、AP は 2.4 GHz と 5 GHz の両方で、隣接 AP を報告できるようになります。 こ
れにより、電話機による次のAPの検出時間を短縮できます。ただし、このプロセスは、より頻繁なローミングをもた
らすことに注意してください。iPhone は最初に 5 GHz から 2.4 GHz へのローミングを行い、次の AP に近づくにしたが
い、5 GHz に戻る可能性があるためです。
設計に 2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線の両方で SSID を有効にすることを必然的に含める場合、802.11k を有効にし、5 GHz
セル間のオーバーラップが十分な場合（–66 dBm 以上良好なセル、セル間のカバレッジ ギャップがない）、BandSelect
を有効にします。 この機能により、AP は 2.4 GHz での応答を遅延させることができます。したがって、2.4 GHz で応
答を受け取る前に、電話機が 5 GHz で SSID を検出し、ローミングするための時間を増やすことができます。

iOS 8 ローミング パフォーマンス向けのネットワーク設計の調整
iOS 8 デバイスに最適なローミング条件を実現するネットワークを設計する場合は、以下のいくつかの条件の作成が重
要になります。
1 802.11a 向けにネットワークを設計します。 802.11a にのみ SSID を設定し、次の AP 検出時間を最適化するために
802.11k を有効にします。
2 iOS 8 デバイス ロジックに適合する RF 条件を作成します。 AP 信号が –70 dBm を下回るセル内の場所にデバイスが
達した場合、次の AP は –62 dBm 以上で受信できている必要があります。 これは、平均で 2500 平方フィート（250
平方メートル）のエリアごとに 1 つの AP を備えた高パフォーマンスのネットワークを導入することを意味してい
ます。 AP 電力は 5 GHz 帯域の iOS 8 デバイスの平均電力に匹敵する値に設定する必要があります。 適切な値は、
電話機で対象になるネットワークに対して 10 ～ 11 dBm（タブレットは、より高い送信電力を持つ）、または -A 規
制ドメインに対して電力レベル 3 です。 iOS 8 のローミング ロジックによると、通常の VoWiFi 推奨レベルよりも
高いレベルでセルの境界を構築することが必要です。
3 可能な限り効率的なローミング パスを設計します。 次の例では、AP は、環境を活かすように戦略的に配置されて
おり、ローミング パスに基づき AP ネイバーフッドを構築しています。 iPhone 6 が位置 A から位置 B に移動した場
合、AP 1 および AP 2 が音声認識可能です。 ただし、AP 1 は AP3 を認識しません。 結果として、iPhone 6 が AP1
からネイバーのリストを要求した場合、AP1 は、AP3 ではなく AP2 の情報を提供します。 これにより、iPhone 6 は
スキャンのための限定的なチャネル リストのみを得ることができるので、AP 2 の検出が簡単になります。 必ずし
もこれらの条件を構築できるとは限りませんが、iOS 8 デバイスが、ローミングの間、常に現在の AP からユーザが
関連付けする可能性のある次の AP のチャネルを認識できるようにネットワークを設計するようにします。 可能で
あれば、各 AP の「802.11k ネイバーフッド」がローミング パス上にある AP だけを含むように、各 AP から受信可
能な AP の数を制限します。
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これらの条件を構築すると、iOS 8 デバイスのローミング時間を大幅に短縮できます。 次の例では、AP は上記の例の
ように配置され、iPhone 6 が通路の左上の角（位置 A）から右下の角に移動して、戻ります。 ローミング時間は約 50
ミリ秒です（次の AP をスキャンし、リアソシエートした後、1 つのチャネル上の iPhone 6 からの最後のフレームから、
次のチャネル上の iPhone 6 からの最初のフレームまでの遅延時間とみなされます）。
50 ミリ秒のローミング時間は、リアルタイム アプリケーションと互換性があります。

ただし、この例のネットワークは、iOS 8 のローミングを考慮して構築されました。 新しいネットワークを導入してい
ない場合、これらの理想的な条件を設計できない可能性があります。 どのような場合も、iOS 8 ローミング アルゴリズ
ム ロジックは以下のように要約できます。「可能であれば、5 GHz へアソシエートします。 信号の状態が低下するま
で、そこにとどまります。その後に、実際に良好となる場合、別の BSSID に移動します。」 一般に「世代 2」（部分
的にスティッキ）として分類されるこの種類のアルゴリズムは、通常は、ローミング頻度が低いと予想される非リアル
タイム アプリケーション用に設計されています。 これは、リアルタイム アプリケーションおよび高頻度のローミング
用には設計されていません。 上記で推奨するようにセル設計を構築すると、ローミング パフォーマンスは向上します。
ただし、上記の推奨に厳密に従うことができない場合には、これらのパフォーマンスは世代 3 から世代 5 のローミング
アルゴリズムを実装したデバイスとはかけ離れたものになる可能性があります。 高頻度のローミングが予想される場
合、およびネットワークが特に効率的なローミング パフォーマンスの実現のために最適化されていない場合、お客様
に対して基幹的なリアルタイム アプリケーション用に iOS 8 を使用することを推奨しないでください。
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