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４．整備の方向性 



2 通信事業者がサポートする訪日外国人旅行者向け無料公衆無線LANサービス 

NTTグループ KDDI（ワイヤ・アンド・ワイヤレス） ソフトバンク 

スポット数 １４万 ２０万 ４０万 

主な利用場所 

利用手続き 接続アプリのダウンロード 接続アプリのダウンロード 
無料電話の発信 

（必要なパスワードを入手） 

手続き 
開始時期 

平成２５年１１月 平成２６年１２月 平成２７年7月 

利用時間 
個別 

（エリアオーナーによる） 
無制限 

※ID有効期間 2週間 
無制限 

※ID有効期間 2週間 

サービスロゴ 

○大手通信事業者（NTT・KDDI・ソフトバンク）がサポートする訪日外国人旅行者向けの無料公衆
無線LANスポット数が近年増大している。 

○現在、全国約７０万以上のスポットで所定の手続きを行うことにより利用が可能となっている。 

KDDI グループのWi-Fiエリア 

※プレミアムコード利用時 

※Wi-Fi接続アプリ ※Wi-Fi接続アプリ 



3 Wi-Fi取組状況 （NTTBP） 

・ 全国約14万アクセスポイント。（2015年1年間で約4.5万台増） 

・ スマートフォンアプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」 
  累計ダウンロード数、約125万DL 

2013年11月より 
提供開始 

【Wi-Fi機能】 
① 利用者（日本人・訪日外国人）の利便性向上 
 ○ アプリによるワンタップ接続とWi-Fiスポット検索機能 
 ○ SNSアカウント認証機能（Facebook,twitter,Google+,dｱｶｳﾝﾄ,Yahoo,weibo） 
  

② 国内外の観光客等の満足度向上と誘致促進 
 ○ 国内・海外ユーザへの情報配信機能 

 ○ GPS位置情報等を活用した導線分析データの提供 
 ○ エリアオーナーの意向に即したポータル画面の提供 
 ○ Wi-Fi認証後にエリアオーナ－が用意した外部Webサイトを自動表示 
  

③ その他（最近のWi-Fi構築事例） 
 ○ 街並みの景観に配慮し、アクセスポイントを彩色等して構築 

 ○ 世界遺産保護の為、指向性アンテナにより遠隔からWi-Fiエリア化 
 ○ 移動体の車両内（バス・列車）にてWi-Fiサービスを実現 （近年増加傾向） 

 
 

Wi-Fiスポット探索機能 
（オン/オフライン双方で利用可能） 

ワンタップ接続機能 

彩色を施したアクセスポイント うるま市・勝連城跡 構築事例 

サービスエリア 
LTE網 

ﾊﾞｯﾃﾘｰ 
AP 

DC/AC 
コンバータ 

バス車両内 電車車両内 

LTE網 



4 Wi-Fi取組状況 （KDDI） 

 スマートフォンアプリ「TRAVEL JAPAN Wi-Fi」をエリアオーナー様とともに展開 
 ・全国約2０万APのエリアで自動接続。（2015年10月末時点) 

   ベーシックエリア６万AP、プレミアムコード入力で20万APの接続権付与 
 ・訪日外国人動態分析サービス「インバウンド・レーダー」を開始。(¥1,980月) 

 ・累計ダウンロード数、約100万DL (外国人判定機能を有し９割以上が外国人。提供開始から１年弱) 

【Wi-Fi新機能】 
① 訪日外国人の利便性向上 
 ○ Wi-Fiスポット探索機能 
 ○ SNS共有機能（Facebook, twitter, Google+, Yahoo, weibo） 
  

② エリアオーナー様からの要望で対応した機能 
 ○ 海外ユーザへの情報配信機能 
 ○ GPS位置情報を加えレポートデータ量を５倍に増強 
 ○ イベント開催地の外からの送客機能 
 ○ 提供者が用意した外部Webサイトの表示機能 
  

③ その他 
 ○ SNSアカウント認証の導入 
   SNSアカウント認証方式を採用する事業者の増加 

Wi-Fiスポット探索機能 

事業者名 
サービス開始時

期 

京都市 2012年８月 
神戸市 2014年７月 

名古屋市 2015年７月 
仙台市 2015年３月 
松江市 2015年３月 

スターバックス 2012年７月 
小田急 2014年12月 

＜SNSアカウント認証の導入事業者一覧＞ 

送客機能の活用事例 
イベント会場に向かう動線を狙い情報配
信を行うことで、送客アップが図られた

事例 

2015年７月1日
提供開始 



5 Wi-Fi取組状況 （SoftBank） 

・ Wi-Fiスポット全国約40万APの接続が可能。（2015年10月末時点) 
・ アプリ不要、携帯番号で本人性確認 
・ Wi-Fi通信品質の改善、EAP-SIM認証による接続時間短縮（2～4秒） 

【Wi-Fi新機能】 
① 移動状況分析（流動人口） 
 ○ エリア指定（東京） ｘ 年代（50代） の流動分析（流入と流出） 
  

② 滞在時間分析 
 ○ エリア指定（23区） ｘ 年代（20代）の流動分析（滞在エリア別時間帯分布） 

 ○ エリア指定（東京都中央区） ｘ 出身国の利用時間分析 （利用者出身国別割合） 
  

③ 嗜好性（業種）分析 
 ○ エリア指定（新宿区）ｘ性別（男性）ｘ出身国の嗜好性（業種）分析 

利用者出身国別割合分析の一例 滞在エリア別時間帯分布の一例 嗜好性分析の一例 

Wi-Fi接続時のログデータを
元にビックデータの解析が 

進んでいる状況 

2015年７月1日
トライアル開始 
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宿泊施設 駅・鉄道 コンビニ 

ショッピングセン
ター・百貨店 空港 飲食店 観光案内所 

地方、公共性の高い施設 

バス 

人が多く集まる都市や交通アクセス、商業施設 

民間（施設者・通信事業者）による投資インセンティブが大
きいエリア 

民間による投資インセンティブが小さいエリア 

道の駅 

イニシャルコスト負担 
パターン例 収益モデル 

官 民 

× ○ 

・民間の投資インセンティブが働く空港・鉄道駅・商業施設・宿泊施設
などに新規で設置するケース。 
・通信事業者が既存のアクセスポイントを外国人旅行者向けに開放
するケース。 
・自動販売機業者がWi-Fiを付加価値として設備につけるケース。 

・Wi-Fiを付加価値として集客に繋げるモデル 
・Wi-Fiに繋いだログを活用したビックデータや
広告モデルを開始している例もある。 

○ △ 

・自治体がWi-Fiの需要の高い交通拠点や宿泊施設などに補助金等
を活用して設置するケース。 
・自治体が設置の働きかけを民間に対して実施するケース。 
・自治体が補助金を活用して、公共的な観光施設や観光案内所など
に主体的に設置するケース。 

・外国人旅行者数が大幅に増加しない限り、収
益に繋がるモデルを構築することは難しい。 

 
＊平時の観光目的、有事の防災目的にWi-Fiを

活用する例もある。 

１ ２ 

無料公衆無線LAN設置に関するモデルパターン 

港 

SA/PA 観光施設 

１ 

２ 



8 設置コスト軽減策 

無線LAN機能付自動販売機等の導入 移動式Wi-Fi機器の設置 
（常設設置が難しい場所や電源確保の難しい場所） 

分野：港、イベント会場等 

概要：常設設置の需要が低い場所や電源がない場所等に
持ち運び可能でかつ電源不要なWi-Fi機器を設置。 

・ 常設の必要性がなく、電源確保が難しい屋外エリアでのWI-Fi
導入のコスト軽減を図る事例として、持ち運び可能な移動式
Wi-Fi機器の導入事例がある（港・屋外イベント等。 

・ 太陽光パネルと蓄電池を搭載した機器により電源不要で可動。 
・ イニシャルコストは移動式Wi-Fiの機器代金（約30万）。 
・ ランニングコストはWi-Fi利用に係る通信費用。 

分野：道の駅、SA/PA、宿泊施設等 

概要：自動販売機のベンダーと通信事業者が開発した
Wi-Fi 機能付き自動販売機を導入することで施設
側はイニシャルコストを負担せずに導入。 

・ 設置、運用費はベンダーが負担。 
・ 自動販売機の売上金からWi-Fi機能のコストを差し引くモ

デルであるため、設置施設側が受け取る販売対価も通
常より低く設定されている。 

・ 直接的なランニングコストとして、自動販売機とアクセス
ポイントにかかる電気代は設置施設側で負担。 

・ 防災用品が収納庫に格納されており、災害時対応も備
えている。 

備蓄されている
防災用品（例） 



9 Wi-Fi以外の通信設備での対応策 

Wi-Fiルータ等の貸し出しサービスの活用 SIMカードによる通信環境の確保 

分野：空港、観光案内所、量販店、宿泊施設等 

概要：訪日外国人旅行者向けのSIMカードサービスが増

えており、空港や観光案内所等で旅行者が購入し、
携帯回線（LTE/3G）を使用するケース。 

・ 訪日外国人旅行者（短期滞在者）向けのSIMカードサー

ビスが昨今増えてきており、空港や観光案内所、量販店、
宿泊施設等で購入可能となっている。 

分野：宿泊施設等 

概要：Wi-Fiの利用希望がある宿泊客に対してモバイル
Wi-Fiルーターを貸し出すケース。 

事例：下呂温泉旅館協同組合 

下呂温泉旅館協同組合に加盟する18のホテル/旅館 
レンタルサービスを実施し、「共通SSID：Gero-onsen-
WiFi」を提供。 
下呂温泉旅館協同組合がモバイルWi-Fiルーターの管
理・運営を実施。 

SIMカード販売自販機 訪日外国人向けSIMカード 
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11 SIMカード・モバイルWiFiルーター利用促進キャンペーン事業（観光庁） 

○訪日外国人旅行者が日本滞在中に利用する通信手段は、無料公衆無線LAN、SIMカード、モバイルWiFiルーター等が挙げら
れる。 

○観光施設者や通信事業者等により無料公衆無線LAN環境の整備が全国で進んでおり更なる整備促進に取り組んでいくが、  
  ・訪日外国人旅行者の通信環境の利用意向として、SIMカード・モバイルWiFiルーターの需要があること 
  ・アジアを中心にSIMカードの購入が街中で容易にでき、日本においても入手場所を増やす必要性があること 
  ・無線LAN環境はアクセスポイントからの電波が数十メートルであるため利用可能エリアが限定的であること 
  ・日本の携帯回線の人口カバー率は世界の中でも優れており、途切れず利用できる環境が整っていること 
  などを踏まえて、SIMカードやモバイルWiFiルーター等で相互に補完し、通信環境の改善を図る。 

公園 

屋外・移動体 

観光案内所 飲食店 

屋内の施設 

車内 

外国人旅行者 

スマートフォン等 

人が多く集まり、滞留する施設では民間（施設
者・通信事業者）による投資インセンティブが大
きく、無料公衆無線LANの設置が進んでいる。 

公園や街全体といった広大なエリア・屋外や
バスや鉄道車内といった移動体については携
帯通信網の親和性が高く、SIMカードやモバイ
ルWiFiルーターの利用が見込まれる。 

総務省と連携し、「無料公衆無線LAN整備促

進協議会」の体制を活用し、各所に整備促進
の働きかけを実施 

「SIMカード・モバイルWiFiルーターの利用促
進キャンペーン事業」を観光庁として実施 

主な通信手段：無料公衆無線LAN 主な通信手段：SIMカード、モバイルWiFiルーター等 

取組内容 取組内容 

相互補完 

無料公衆無線LAN環境の整備、SIMカード・モバイルWiFiルータの利用促進により総合的に通信環境の改善を図っていく 



12 SIMカード・モバイルWiFiルーター利用促進キャンペーン事業（観光庁） 

実施スケジュール 

＜キャンペーンの目的＞ 
○外国人旅行者に対するSIMカード・モバイルWiFiルーターサービスの認知向上 
○当該サービスの提供場所の拡大 
 

キャンペーン概要 

2015年12月21日～2016年1月21日 

携帯通信網との親和性の高い屋外施設や移動
体等でSIMカード・モバイルWiFiルーターを利用

することにより、外国人旅行者の更なる利便性
向上に繋げる。 

＜提供場所イメージ＞ 

外国人旅行者 
認知向上 

・外国人旅行者向けのSIMカード・モバイルWiFiルーターサービスの周知・広報を行う。 
 （サービス内容や提供場所に関する海外情報発信、観光動線やサービス提供場所でのキャンペーン広報） 
・当該サービスに積極的に取り組む観光関係者の拡大に向けた働きかけを行う。 

観光関係者にご協力を頂き、
外国人旅行者にとってSIM
カード・モバイルWiFiルー

ターの入手しやすいサービス
提供場所の拡大に繋げる。 

提供場所の拡大 

円滑な購入等 

空港 船内 コンビニエンスストア 

●提供場所への支援・メリット等 
 ・本キャンペーンの広告物や説明ツールの提供。 
 ・SIMカードの説明員が必要な場合のサポート。 
 ・本キャンペーンの広報媒体（ウェブサイト・海外ブログ・紙媒体等）に提供
場所一覧として幅広く掲載。 
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14 整備の方向性 

1. 訪日外国人旅行者のゲートウェイとなる空港・鉄道駅について、交通政策基本計画（平
成27年2月閣議決定）において無料公衆無線LANの整備方針を打ち出しているところ。 
 
 
 
 

2. 観光拠点の無料公衆無線LAN環境整備に活用できる予算措置が各省庁で出されてお
り、自治体や事業者等における積極的な活用が進んでいる状況。 
 
 
 
 

3. SIMカード・モバイルWiFiルーターの利用促進について観光庁として取り組んでおり、無
料公衆無線LAN環境との相互補完的に通信環境全体の改善を図っている。 

  ＊「訪日外国人旅行者向けSIMカード・モバイルWiFiルーター利用促進キャンペーン事業」（観光庁） 
    時期：平成27年12月21日～平成28年1月21日 

 

主要交通動線に対して交通政策基本計画等を踏まえて 
無料公衆無線LAN環境を整備 

主要な観光拠点に対して無料公衆無線LAN環境の整備 

SIMカードの販売・モバイルWiFiルーター貸出し場所の拡大や当該サービ
スのプロモーション実施により利用促進 



15 交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定） 

○対象空港（６４空港） 
【会社管理空港】成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港 
【国管理空港】東京国際空港、新千歳空港、稚内空港、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、高松空港、広島空港、高知空港、
福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 
【特定地方管理空港】旭川空港、帯広空港、秋田空港、山形空港 
【地方管理空港】中標津空港、紋別空港、女満別空港、青森空港、大館能代空港、花巻空港、庄内空港、福島空港、富山空港、能登空港、松本
空港、八丈島空港、静岡空港、神戸空港、南紀白浜空港、鳥取空港、隠岐空港、出雲空港、石見空港、岡山空港、山口宇部空港、佐賀空港、福
江空港、奄美空港、徳之島空港、久米島空港、宮古空港、新石垣空港、種子島空港、与那国空港 
【その他空港】名古屋空港、【共用空港】三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場 
 
○対象鉄道駅（６０駅） 
東京、品川、新横浜、小田原、熱海、三島、静岡、浜松、豊橋、名古屋、岐阜羽島、米原、京都、新大阪、新神戸、西明石、姫路、相生、岡山、福
山、三原、広島、新岩国、徳山、新山口、新下関、小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、川内、鹿児島中央、上野、大宮、宇都宮、郡山、福島、仙
台、一ノ関、盛岡、八戸、新青森、米沢、山形、天童、さくらんぼ東根、村山、大石田、新庄、高崎、越後湯沢、ガーラ湯沢、長岡、燕三条、新潟、軽
井沢、長野、大曲、秋田 
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