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アプリによる認証連携のための実証実験・共通仕様策定に関する取組

総務省では、地方公共団体等の公衆無線ＬＡＮについて、シームレスな連携を実現するため、
（１）共通の技術仕様の策定、（２）実証実験の実施、（３）全国各地への普及、
を内容とする取組方針※を平成28年2月に発表
※ 利用しやすく安全な公衆無線LAN環境の実現に向けて～訪日外国人に対する無料公衆無線LANサービスの利用開始手続の簡素化・一元化の実現等に向けた取組方針～

総務省では、取組方針を踏まえ、平成28年2月に共通の技術仕様案を公表し、2月～4月に全国１６カ
所※で実証実験を実施（→参考１、参考２）

※ 函館市、仙台市、お台場、仲見世商店街振興組合、名古屋市、大町市、小谷村、白馬村、京都府、京都市、旅館こうろ、神戸市、岡山空港、愛媛CATV、
ホテル日航福岡、熊本県

実証実験に参加した企業等により、「一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構」が設立※され、同機
構において、実証実験を踏まえて共通の技術仕様を策定（→参考３）

※ 平成28年９月に設立。平成29年１月に体制拡充

関西広域連合において、平成28年10月から、 公衆無線LAN認証管理機構が策定した技術仕様を活用
して、認証連携を実施（→参考４）

公衆無線LAN認証管理機構の技術仕様による認証連携を希望する地方公共団体等が、円滑に実施できる
よう、引き続き環境整備に取り組む。
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（参考１）実証実験の概要 2

○異なる事業者（特に無線ＬＡＮネットワーク運用事業者が異なる場合を想定）により提供される訪日外
国人向けの無料公衆無線LANサービスについて、一度の利用開始手続で接続可能とするための仕組み
（技術的方式）を検証し、利用開始手続の簡素化・一元化における実運用上の課題の抽出・整理を行う。

実証実験の目的

○Wi2（仙台市、名古屋市、京都府、京都市、神戸市）、ソフトバンク（臨海副都心）、Local24（旅館
こうろ）、情報セキュリティマネジメント（白馬村、小谷村、大町市）、愛媛ケーブルテレビ等の無線
LANネットワーク運営事業者が参加。

○Web API方式と呼ばれる無線LAN接続方式の仕様をアプリ及び認証コントローラに搭載。アプリのダウ
ンロードの際に属性情報（Emailアドレス、国籍、年齢、性別、入国日、滞在期間）を入力することで、
実証実験エリアでは、アプリを起動し、ワンタップすれば、あらためて属性情報を入力することなく、
どこでもＷｉ－Ｆｉの接続が可能となることを実験。

○実証実験エリアでは、一度の利用開始手続により、無線LANに接続できることを確認。実証実験の結果、
解決すべき課題として、接続・認証に当たっての技術的視点、Wi-Fi設置エリアオーナー（無線LANネッ
トワーク運用事業者を含む）視点、アプリ事業者視点、Wi-Fi利用者視点、それぞれで利用開始手続一元
化の実現に向けた具体的運用における課題があることが判明。

○実証実験参加者の間での議論の結果、本課題を解決した上で本方式が普及していくためには、方式の一
元的管理や、関係者間の調整を行う推進体制が必要ではないか、との方向性。

実証実験の具体的内容

実証実験の結果



（参考２）実証実験のイメージ 3

利用者

接続
アプリ

利用者

接続
アプリ

利用者

接続
アプリ

Ｃ市
（事業者Ｚ）

Ａ市
（事業者Ｘ）

Ｂ市
（事業者Ｙ）

WebAPI（共通仕
様）を実装したス
マートフォンアプリ

Web API（共通仕様）に対応した認証サーバと、当該仕様を実装したスマートフォンアプリを利用す

ることで、一度の利用登録手続でシームレスなWi-Fi接続を実現

① Web APIが搭載されたアプリのダウンロード
② 利用登録手続（※）

③ 共通仕様に対応したエリアではシームレスなWi-Fi接続が可能

認証サーバーにWebAPI
（共通仕様）を実装

（※）利用登録の手続では、利用者の利便性及び不正利用防止の観点から、「①による認証方式」、「②及び③の認証方式併用」のいずれかを原則として求めるとしている。
①SMS（ショートメッセージ）・電話番号を利用した認証方式
②SNSアカウントを利用した認証方式
③利用していることの確認を含めたメール認証方式



（参考３）公衆無線ＬＡＮ認証管理機構 4

http://www.wlan-authmng.or.jp/

法人名
一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構
（Wireless LAN Certification Organization）

※略称 Wi-Cert（わいさーと）

設立日 平成２８年９月３０日

会員企業

株式会社愛媛ＣＡＴＶ
ＫＤＤＩ株式会社
情報セキュリティ・マネジメント株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社バッファロー
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

代表理事
東京電機大学
未来科学部情報メディア学科教授
猪俣敦夫

※2017年2月2日現在（上記は登記未了の情報を含む）



（参考４）関西広域連合の認証連携取組イメージ 5

関西広域連合では、共通認証アプリを使うことにより、外国人観光客等が関西エリアで初回の接続
手続きを行うと、以降はエリア内での自治体無料Wi-Fiの認証の手続きが不要となる「KANSAI Free  
Wi-Fi (Official)」の運用を、平成28年10月から開始。

KANSAI Free  Wi-Fi（Official）

（接続イメージ）

（出典）関西広域連合プレスリリース資料から作成

（アプリ画面 イメージ）

認証連携のイメージ

※イメージ図

ＮＴＴＢＰ社
エリア

ＮＴＴＢＰ社の方式

Ｗｉ２社
エリア

社団方式

アプリ

ネットワーク

KANSAI Free Wi-Fi
※関西広域連合専用アプリ

平成２８年１０月～

大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、

大阪市等

京都市、神戸市等



総務省の実証実験については、関西広域連合においてアプリを用いた認証連携が実現するなど一定の成
果が出ている。
また、アプリを用いた認証連携については各事業者の取組も進んでいる。
さらに、アプリのインストールを嫌がる利用者についても利用開始手続の簡素化等が必要であるところ、

アプリを利用しない認証連携の取組も各事業者において行われている。

例えば、各事業者が自社の利用エリアを拡大することにより、１度の手続きで利用できるエリアが拡大
している。また、事業者の中には、総務省実証実験方式以外の方式により、異なる認証方式をアプリで連
携し利用開始手続きの簡素化等を行っている事業者もある。（→参考５、参考６）

実証実験を踏まえた認証連携以外の取組例

アプリを利用せずに異なるエリアオーナーの公衆無線ＬＡＮについて認証連携を行っている例もある。
ただし、基本的に公衆無線ＬＡＮネットワークを提供する事業者が同じ事業者であることが条件となる。

（→参考７、参考８）

複数の事業者間でパートナーシップを組み、共通の認証サービスを提供することによって、広域で共通
の公衆無線ＬＡＮサービスを提供する取組を行っている例もある。（→参考９）
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（参考５）事業者によるエリアの拡大例

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

１５万 ２０万 ４０万

利用可能場所
の例

利用手続き
・利用していることの確認を
含めたメール認証方式等

・接続アプリのダウンロード

・利用していることの確認を
含めたメール認証方式等

・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）

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（更新可）
無制限

※ID有効期間 2週間

サービスロゴ

○各事業者がエリアを拡大することにより、利用者が１度の手続きで利用できるエリアが拡大。
○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スポットの状況は下表のとおり。

※ 自治体、鉄道、商業施設エリア
＋ KDDI グループのエリア

※Wi-Fi接続アプリ ※Wi-Fi接続アプリ
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（出典）第３回幹事会資料を加工

※提供エリアの詳細公開中

東急電鉄、阪急電鉄、阪神電気鉄道
等で事業者連携を実施

※ 自治体、鉄道・空港、商業施設等エリア
※ 自治体、SA/PA、商業施設エリア

＋ ソフトバンクのエリア

※提供エリアの詳細公開中

JR西日本、ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ、ビックカメラ
等で事業者連携を実施

※提供エリアの詳細公開中

東京ガーデンテラス、日産スタジアム、
京セラドーム等と事業者連携を実施



（参考６）事業者による認証連携の取組例①（アプリを用いた例） 8

（出典）エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社資料

 Japan Wi-Fiとの連携は既にオープンであり、どの事業者様のネットワークとも連携可能

 既存のSSIDをそのままで連携可能であるため、新たなSSIDは不要で容易に導入可能

 既に他の事業者様が提供している多くのエリアとの連携実績あり

空港
成田空港、羽田空港（国際線）、大阪国際空港、新千歳空港、仙台空港、羽田空港
（国内線）、福岡空港、鹿児島空港、有明佐賀空港、那覇空港、ANAラウンジ、他多数

鉄道

ＪＲ東日本、東京メトロ、東京都交通局、京王電鉄、京成電鉄、東武鉄道、西武鉄道、
つくばエクスプレス、ＪＲ東海、愛知高速交通、名古屋鉄道、大阪市交通局、南海電鉄、
京阪電鉄、近畿日本鉄道、札幌市交通局、一畑電車株式会社、西日本鉄道、ＪＲ九州、
福岡市交通局、他多数

バス等 都営バス、東急バス、阿寒湖バス、糸満市、道の駅、他多数

自治体
街

東京都、品川区、渋谷区、中野区、江東区、大田区、千代田区、豊島区、歌舞伎町、上野、
新宿・神楽坂、新宿観光振興協会、浅草モバイルタウン協議会、高円寺銀座商店会、調布市
観光協会、札幌市、千葉市、川崎市、大阪観光局、心斎橋筋商店街、大阪Lite、福岡市、
広島県、金沢市、岡崎市、清須市、桑名市、伊勢市、那覇市、奈良県、姫路市、奈良市、岐
阜市、鹿児島市、長崎市、宇都宮市、高崎市、松山市、熊本県、和歌山県、滋賀県、香川県、
鳥取県、三重県、和歌山県、宮崎県、他多数

コンビニ セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン

商施設
六本木ヒルズ、三井ショッピングパーク、三東京ミッドタウン、アトレ、ルミネ、丸井、伊勢丹新宿、
名古屋三越栄店、トヨタ会館、他多数

その他
幕張メッセ、東京ビッグサイト、西武ドーム、等々力陸上競技場、Nack5スタジアム、中央合同庁
舎第２号館、総務省第２庁舎ロビー、他多数

RADIUS認証
方式

Wi-Fiプロファイル
方式

事業者間連携（2015.4～）

Japan Wi-Fiにご参画いただいている
エリアオーナー様（NTTBP受託）

東急電鉄、名古屋鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、

大分市、関西空港、和歌山県田辺市、埼玉県三芳町、

福井県池田町、光ステーション、DoSPOT 等

ＯＮＥ認証

※00000JAPANにも対応済

15万AP

API方式

他事業者様運営の既設Wi-Fi
との連携を推進



（参考７）事業者による認証連携の取組例②（アプリを用いない例） 9

（出典）東京都ホームページ及び福岡市ホームページにより作成

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が運営を受託している例

平成27年12月 東京都
（Free Wi-Fi & TOKYO、METRO FREE Wi-Fi、TOEI SUBWAY FREE Wi-Fi
およびToei Bus Free Wi-Fi等）

アプリケーションを利用しない他サービスとの共通利用を開始（全国初）
【連携事業者】
東京地下鉄株式会社（東京メトロ）、東京都交通局（地下鉄、バス）等

平成28年9月 福岡市及び西日本鉄道株式会社
（Fukuoka City Wi-FiおよびNishitetsu Bus Free Wi-Fi）

一度の利⽤登録で、両Wi-Fiサービスを相互に利⽤できる
認証連携を開始

平成28年4月 福岡市・大分市・別府市・由布市
（Fukuoka City Wi-FiおよびOnsen Oita Wi-Fi City）

一度の利用登録で、両Wi-Fiサービスを相互に利用できる
認証連携を開始（県域を越えた連携は全国初）



（参考８）事業者による認証連携の取組例③（アプリを用いない例） 10

（出典）東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社のニュースリリース資料（平成29年1月18日）より作成

平成２９年３月 東日本、中日本及び西日本高速道路株式会社

ソフトバンク株式会社と連携してサービスエリア（SA）・パーキングエリア
（PA）の施設内において展開している公衆無線LAN（Wi-Fi）サービスについて、
更なる利便性向上のため、平成29年3月1日より順次、新たなサービスを提供。
これまでは、サービスをご利用いただく際に各高速道路会社のWi-Fiサービス

（「E-NEXCO Wi-Fi SPOT」、「C-NEXCO Free Wi-Fi」及び「W-NEXCO 
Free Wi-Fi」）毎にアカウントを取得する必要があったが、新たなサービスでは1回
の登録でNEXCO3社共通のご利用が可能となる。



（参考９）事業者による認証連携の取組例④（アプリを用いない例） 11

（出典）株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス提供資料

東北地方において、東北観光推進機構と公衆無線LAN整備事業者等との協定において、
通信事業者や各地のケーブルテレビ会社が整備、運用を行うエリアで共通の認証サービス
を提供（SSID：TOHOKU_United_Free_Wi-Fi)。
併せて、ワイヤ･アンド･ワイヤレス社が提供するアプリにより、同社がサービスを提供

する全国のキャリアWi-Fiエリアとの認証連携を実施。

KDDIグループが提供する
全国のWi-Fiスポット

【街なか・商業施設】 【カフェ】 【飲食店】

【鉄道・駅】 【空港】 【ホテル】

全国約20万箇所
訪日外国人向けWi-Fi接続機能付き

おもてなしアプリ『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』により
全国のエリアとの連携も可能

【東北Wi-Fi】 事業者が協働してエリアを整備（2017年1月～順次）
⇒エリア内での共通認証のサービスを提供

・青森ケーブルテレビ株式会社
・株式会社秋田ケーブルテレビ
・岩手ケーブルテレビジョン株式会社
・株式会社ダイバーシティメディア
・株式会社ローソン
・ＫＤＤＩ株式会社
・ワイヤ･アンド･ワイヤレス株式会社

アプリとの連携


