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はじめに 

 

 福岡市は、日本の主要都市（大阪、東京、札幌）までの距離と、東アジアの主要都市

（釜山、ソウル、上海、北京、台北など）までの距離がほぼ同じ範囲内にある。国際線

の定期航空路線の多さもさることながら、博多港は外国航路の旅客数日本一を誇る国際

旅客港であり、韓国、中国をはじめ、アジア諸国との玄関口としても成長を続けている

都市である。 

 近年、東アジア地域においては、投資・企業立地・観光・留学などの行き先としての

都市間競争が激化している。福岡市も、経済的な成長と安全・安心で質の高い暮らしの

バランスがとれた「人と環境と都市が調和のとれたアジアのリーダー都市」となること

を標榜している。福岡市がアジアにおいて存在感のある都市となるためには、都市の魅

力や暮らしの質を高めることによって、住む人が満足するにとどまらず、人を惹きつけ、

投資を呼び込む都市であることが求められている。 

 

 そのための施策の一つとして福岡市が注力しているのが、戦略的な「観光・集客」事

業である。これは、福岡市が持つ魅力的な資源を「観光・集客」の視点から、市民、企

業、行政が一体となってブランド化し、インターネットなどを活用した戦略的な情報発

信によって、国内を含むアジアの人々の関心を惹きつけていく事業である。 

 特に福岡市への入り込み数が多い韓国や中国、台湾からの来訪者へのサービス向上、

具体的には、受入環境における各種障壁の解消を促進し、福岡市の情報（＝魅力）を届

けること等により、来訪者の満足度を向上させ、来訪者や国際コンベンションの増加が

期待される。 

 

 それでは来訪者に対して福岡市の情報をどのように届け、サービスの向上を実感して

いただくのか。その一つの回答が「公衆無線 LAN の環境整備」であると考えている。 

先日（H23.10 月）、九州運輸局が主催した、九州観光の課題に関する外国人留学生の

意見交換会においても、「観光地の公衆無線 LAN の整備が遅れている」という指摘がな

されていた。旅行者は無線 LAN 通信機能を搭載したスマートフォンをはじめとした機器

を当然のように持ち歩くようになっており、公衆無線 LAN に対するニーズが急激に高

まっている。それは、既存のインフラを活用して無線でインターネット環境の構築を容

易に行うことができるというメリットによるところが大きい。スマートフォンの爆発的

な普及により、通信回線が逼迫し、その対策のために各携帯電話事業者が公衆無線 LAN

の設置に乗り出していることはその一つの証左と言えるだろう。 

 このような状況を踏まえながら、本年４月より「福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関



する検討会議」が設置され検討を続けてきた。 

 

 本報告書は、福岡市における公衆無線 LAN の環境整備について、その考え方や望まし

い方向性について検討の結果をまとめたものである。この報告書をきっかけとして、都

市の魅力を高め、来訪者へのサービス向上に必ずや繋がる公衆無線 LAN が整備されるこ

とを期待する。 

 

福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議  

座 長   牛 島  和 夫 



１．福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議の主旨 

 福岡市では、近年クルーズ船の来航など、中国や韓国をはじめとした海外からの観光

客が増加しており、それら観光客に対して、どのように情報を伝え、サービスの向上を

実感していただくのかが一つの課題となっている。 

 また、3 月に発生した東日本大震災では、twitter や Facebook など、インターネットに

よりリアルタイムに情報発信を行う事例が見られた。被災地以外でも、twitter によって

地域の情報を相互に発信したり、重要と思われる情報を周囲に伝えていくような行動も

採られていた。このように、災害時においてもインターネットが活用されるようになっ

ている。 

 さらに、スマートフォンをはじめとした携帯端末の普及はめざましく、これら携帯端

末のほとんどに、無線 LAN の機能が付加されており、無線 LAN の環境があれば、いつ

でもインターネットを利用することができる。 

 このようなことから、都市の魅力及び都市間競争力の向上を目指し、公衆無線 LAN

環境整備の望ましい方向性の検討を目的として、本検討会議が設置された。 

 

２．検討の進め方（考え方） 

 
 

３．報告書の位置づけ 

検討会議は５回にわたって開催された。本報告書は、福岡市における公衆無線 LAN

の環境整備について、その考え方や望ましい方向性について検討の結果をまとめたも

のである。   

  行政においては、都市の魅力を高め、来訪者へのサービス向上に繋がる公衆無線

LAN の整備を検討される際に、この報告書が役に立つことを期待する。 
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 第１章 検討の背景 

 
 

（１）福岡市における観光客等の動向 

平成21年の福岡市の入り込み観光客数は1614万人（前年比2.8%減）となっ

ている（図表1）。海外からの来訪者は、平成22年速報値によれば約76万人(前

年比63%増)となっている（図表2）。平成21年については、景気の低迷、円高・

ウォン安や新型インフルエンザの影響などにより、海外からの来訪者数が大

幅に減少したが、平成22年は持ち直しており、今後も増加が期待される。 

このような状況を背景に、福岡市においては、都市が持つ魅力的な資源を

「観光・集客」の視点から戦略的にオール福岡でブランド化することにより、

観光客やコンベンションを誘致し、国内を含むアジアの人々の関心を惹きつ

け、ひいては交流人口（インバウンド）を増加させることによる都市の成長

を今後の課題の一つとして掲げている。 

 
図表１：福岡市入込観光客数推移（単位:万人） 
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資料出所：福岡市「平成 21 年 観光統計の概要」 

 

図表 2：福岡空港・博多港からの入国者数推移（単位:万人） 
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                                         資料出所：法務省出入国管理統計 
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 「平成２１年度福岡市観光客動態調査報告書」によれば、海外からの来訪

者を地域別に見ると、韓国と中国で全体の約 80%を占めている。韓国からの

来訪者が最も多い（約 75%）が、最近では中国からのクルーズ船の寄港も増

加している。 

 福岡市観光案内所へのヒアリングによれば、観光案内所でインターネット

カフェの場所を尋ねる人もあり、インターネット利用に対する一定のニーズ

があると考えられる。 

また、日韓観光客動態調査（図表３）によれば、韓国からの来訪者は旅行

前の情報収集方法として、「旅行会社」や「ガイドブック」に次いで「韓国

語版ブログ」や「韓国版公式 Web サイト」を利用している（図表４）。しか

し、日本での旅行中にはインターネットによる情報収集の割合が低調になっ

ており、これは旅行中には手軽なインターネット利用環境が少ないことが背

景の一つと推測される（図表５）。 

 
図表３：日韓観光客動態調査 

実施方法 港・空港でのアンケート調査票配布・回収による調査 

実施主体：釜山・福岡アジアゲートウェイ 2011 実行委員会 

調査対象 博多港・福岡空港から帰国しようとする韓国人旅行者 

釜山港・金海空港から帰国しようとする日本人旅行者 

サンプル数 訪日韓国人：636 人 訪韓日本人：352 人 

実施時期 H22.8～H23.2（日本側） H22.9〜H23.1（韓国側） 
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図表４：来日した韓国人旅行者の観光情報を収集する手段（旅行前・韓国で） 
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資料出所：日韓観光客動態調査（H23/3 釜山・福岡アジアゲートウェイ 2011 実行委員会） 

 

図表５:来日した韓国人旅行者の観光情報を収集する手段（旅行中・日本で） 
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資料出所：日韓観光客動態調査（H23/3 釜山・福岡アジアゲートウェイ 2011 実行委員会） 
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 また、福岡市は国際的なコンベンション開催件数が国内第２位であり、

その件数は 10 年で約 3倍に増えている（図表６）。 

 

 

図表６：都市別国際会議の開催件数（上位 5 都市） 
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資料出所：2009 年国際会議統計（日本政府観光局） 
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（２）災害時におけるインターネットの活用 

 インターネットは災害時における情報通信インフラの一つとしても重要

な役割を果たすことが期待されている。災害時には固定電話や携帯電話は利

用が集中する（輻輳）ため、通信が繋がりにくくなることが多い。しかし、

インターネットによる通信（メール等）の場合は送信されるデータが分散的

に処理されるため、比較的繋がりやすい傾向にある。 

 さらに、東日本大震災においては twitter や Facebook など、インターネッ

トによりリアルタイムに情報発信を行う事例が見られた。また、被災地以外

でも、twitter によって地域の情報を相互に発信するなど、重要と思われる情

報を周囲に伝えていくような行動も取られていた。 

 この大震災においては、情報通信事業者各社は情報通信サービスをより多

くの人々に提供するため、様々な支援を実施している。その一つが、公衆無

線 LAN サービスの無料開放である。ソフトバンクモバイルや NTT グループ

では、カフェやホテル等に設置している公衆無線 LAN サービスを無料開放

し、誰でも高速インターネットに接続できる環境を提供した。 
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（３）モバイルインターネットの利用増加 

 平成 23 年度版情報通信白書によると、わが国のインターネットの利用率

は 78.2%まで高まっている（6 歳以上で調査対象年の 1 年間にインターネッ

トを利用したことがある者を対象とした総務省の調査結果からの推計値）。

これまでは、光ファイバーなどのブロードバンドによるインターネット接続

が注目されてきたが、近年ではモバイルでのインターネット利用が中心にな

っている。わが国ではもともと、携帯電話各社による i モードや ezweb、

Yahoo！ケータイなどのインターネット接続が普及しているが、「パケット定

額制」が導入された平成 15 年以降、さらにモバイル端末によるインターネ

ット利用は拡大し続けており、平成 22 年末ではインターネット利用者のう

ち 83.3%がモバイル端末も利用している（図表７）。 

 
図表７：インターネット利用時にモバイル端末を利用する人の割合（％） 
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資料出所：平成 23 年版情報通信白書 

 

 この傾向は、スマートフォンの普及によってさらに加速している。携帯電

話各社の新機種も大半はスマートフォンになっており、携帯電話の販売台数

に占めるスマートフォンの比率は 50%に近くなっている。ある調査会社では、

携帯電話全体におけるスマートフォンの比率が 20%を超えたと推定してい

る（図表８：BCN 社調査）。 
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図表８：携帯電話の販売台数に占めるスマートフォンの割合 
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資料出所：BCN ランキングホームページ 

 

 スマートフォンはアプリケーションを組み込むことで様々な機能を付加

することができるため、Web サイトの閲覧やメールの送受信に加え、twitter

や Facebook など SNS（ソーシャルネットワークサービス）の利用、オンラ

インゲームなど様々な使い方がなされている。従来の携帯電話よりもやりと

りする情報が増えた結果、データ送受信量が急激に拡大し携帯電話回線がひ

っ迫しており、携帯電話各社が対応に追われる状況になっている。例えば、

NTT ドコモでは 2010 年のパケット通信量が前年比 1.7 倍、2011 年ではさら

に前年比 2 倍にまで拡大すると予想している（図表９）。 

 
図表９:NTT ドコモ社のパケット量推移 

 

資料出所：NTT ドコモ 
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 スマートフォンやタブレット端末には、そのほとんどに無線 LAN への接

続機能が付加されている。そのため、無線 LAN 環境があれば携帯電話回線

ではなく無線 LAN 経由でインターネットにアクセスすることができる。 

携帯電話各社は、携帯電話回線のひっ迫問題を解消するために、公衆無線

LAN 網の構築を進めている。KDDI は 2012 年 3 月までに 10 万スポットの整

備を予定している。ソフトバンクモバイルは 2011 年 9 月に 10 万スポットを

整備、さらに都内の地下鉄への整備を進めている。NTT ドコモはこれまで

有料だったサービスを無料化し、さらに 3 万スポットに拡大する予定である。 
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（４）都市間競争の激化（海外・国内都市の公衆無線 LAN 整備動向） 

 国内外問わず、特に、日本、韓国及び世界の成長エンジンである中国をか

かえる東アジア地域においては、投資・企業立地・観光・留学などの行き先

となるための都市間競争が激しさを増している。 

福岡市においても、平成24年度市政取組方針（平成23年9月27日福岡市発

表）において「アジアにおいて存在感のある都市となるため、都市の魅力や

暮らしの質を高めることによって、住む人が満足するにとどまらず、人を惹

きつけ、投資を呼び込む都市となる」ことを“特に力を入れて取組む事項”

と位置づけている。 

一方、アジアの主要都市においては、公衆無線LANの整備に取り組む事例

が多く見られる。例えば、福岡への来訪者が多い韓国のソウル・釜山や台湾

の台北、香港では屋内外の公共施設や観光スポットにおいても、公共的な無

線LANサービスが普及している（図表10）。しかも、その多くは無料で利用

することができる。 

これらの背景には、インターネット環境を整備することで、都市の魅力向

上に好影響を与えることができるとの期待があるからと考えられる。 
図表 10：韓国・台湾・香港の公衆無線 LAN サービス概要 

 ソウル 釜山 台北 香港 

名称 U-Seoul Seoul WiFi Dynamic Busan Wifly TPE-Free GovWiFi 

実施時期 2007～2010 年 2011～2015 年 2007 年～ 2005 年～ 2011 年～ 2008 年～ 

市：7 か所 

区：143 カ所 

1 万 430 か所 25 か所 4,268 か所 179 か所 392 か所 

設置場所 

公共施設 

（屋内外） 

ソウル全域 

（予定） 

・公共施設 

（屋内外）、 

・観光スポット

・市バス（予定）

・公共施設 

（屋内外） 

・観光スポット

・民間施設（喫

茶店、コンビ

ニ、飲食店） 

公共施設 

（屋内） 

・公共施設 

（屋内外） 

・観光スポット

利用料金 無料 無料（予定） 無料 

有料 

100-1,200TWD 

 （270-3,240 円）

無料 無料 

資料出所：本検討会議調べ 
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 また、国内の自治体においても公衆無線 LAN の整備に取り組む事例が見

られる。広島市や金沢市、北九州市、岡山県等では、主に観光客の利便性向

上や ICT 施策の推進などを目的として、無料の公衆無線 LAN サービスを提

供している（図表 11）。 

なお、観光庁においては、訪日外国人旅行者の受入環境整備事業の一環と

して観光の ICT 化を推進することにより、訪日外国人旅行者の受入環境にお

けるバリアの解消を促進するとともに、訪日外国人旅行者の満足度を向上さ

せ、リピーターの増加及び訪日旅行の評判の向上を目的とする「観光ＩＣＴ

化促進プログラム」を平成 22 年 12 月に策定している。同プログラムにおい

ては、「訪日旅行の玄関口となる主要な国際空港・港湾や外国人向け観光案

内所など、訪日外国人の集まる公共空間において、無料の公衆無線 LAN の整

備を含む訪日外国人のインターネットアクセスの容易化を推進する」として、

無料の公衆無線 LAN 環境の整備を促している。 

 
図表 11：国内での公衆無線 LAN 整備事例 

事例 岡山県 広島市 北九州市 金沢市 

名称 おかやまモバイル

SPOT 

広島市公衆無線

LAN 

魚町 WiFi 金沢市公衆無線

LAN 

実施時期 平成 20 年～ 平成 20 年～ 平成２２年～ 平成２３年～ 

特徴 県の情報ハイウェ

イを利用した整備。

ア ク セ ス ポ イ ン ト

（AP）を民間事業者

にも開放する。 

平和記念公園等屋

外にも AP を設置、

メッシュ構成により

移動しながらでも利

用可能。 

商店街アーケード

に整備。 

公共施設は市が、

店舗等は民間事業

者との協力によって

整備。 

整備エリ

ア 

県庁や空港など県

の主要施設、一部

自治体（17 か所） 

平和記念公園、平

和記念資料館、平

和大通り 

魚町銀天街 市役所など公共施

設（9か所）、民間店

舗等 

利用料金 無料 無料 無料 市の整備した施設

は無料 
資料出所：本検討会議調べ 

 

上記（１）～（４）で述べてきた検討の背景から、手軽に情報を入手でき

る手段として、公衆無線 LAN が注目を集めている。 
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 第２章 公衆無線 LAN とは 

 

 

（１）公衆無線 LAN とは 

 公衆無線 LAN とは、主に宿泊施設や飲食店、空港・駅等の公共の場所に

おいて、無線でインターネットに接続できるサービスのことである。これま

での公衆無線 LAN サービスは、ノートパソコンを持ち歩いて仕事をするよ

うなビジネスユースでの利用が中心であった。しかし、スマートフォンやタ

ブレット端末の利用が急増したことによって公衆無線 LAN サービスが一般

化しており、利用者数もさらに拡大すると想定されている（図表 12）。 

 
図表 12：公衆無線 LAN サービス契約者数推移 

注）電気通信事業報告規則に基づく報告データを集計したものであるが、現在の公衆無線 LAN アクセスサ

ービスに関する契約等状況報告では、他事業者に卸電気通信役務としてサービス提供した場合、当該卸売

先の最終利用者数の報告が任意となっているため、データの統一性や連続性が確保されておらず、数値の

厳密性には限界があることに留意が必要である。 

資料出所：総務省 
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 福岡市においても、民間通信事業各社が公衆無線 LAN サービスを提供し

ている。特に、中心部には各事業者が集中的にサービスを展開しており、市

役所や駅の周辺部では利用可能なエリアが広がっている（図表 13、14）。し

かし、その多くはカフェやチェーン店、ホテルなどの商業施設が中心になっ

ている。 

 今後も、各事業者はそれぞれの事業戦略に基づいてアクセスポイント

（AP）の整備を進めて行くと思われる。 

 
図表 13:福岡市中心部の公衆無線 LAN サービス状況（2011 年６月） 

●：NTTコミュニケーションズ

●：NTT西日本

●：NTTドコモ

●：ソフトバンクテレコム

●：フリースポット

●：天神WiFi協議会

 

資料出所：各社公開データから作成。地図データ出典：電子国土 
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図表 14:福岡市内で公衆無線 LAN サービスを提供する主な事業者 

事業者名 名称 料金 料金 福岡市内の AP 設置状況 

コース１： 

カジュアルエリア 
399 円/月 

コース３： 

全エリア 
1,680 円/月 

NTT 

コミュニケー

ションズ 

HOTSPOT 

1DAY 

PASSPORT 

500 円/日 

(1D ごと、24H) 

HOTSPOT の AP は、主に交通機関

への設置。中心部以外にも点在。 

※ソフトバンクテレコムの BB モバイ

ルポイントも利用可能 

月額プラン 1,575 円/月 

NTT ドコモ Mzone 

日額プラン 525 円/日 

中心部に集中的に設置。中心部以

外は喫茶店等が点在。 

NTT 西日本 フレッツスポット 210 円/月 
中心部に集中的に設置。交通機関

やホテル、商業施設等 

ソフトバンク

テレコム 
BB モバイルポイント 

210 円/月 

（Yahoo!プレミア

ム会員） 

広範囲に設置（中心部以外はほと

んどマクドナルド店舗）。 

FREESPOT

協議会 
FREESPOT 無料 広範囲に設置。喫茶店、ホテル等。

天神・大名

WiFi 化協議

会 

天神 WiFi 無料 

天神、大名エリアに約 30AP。市役

所本庁舎西側ふれあい広場、ライ

オン広場にて実験として設置。 

福岡地下街

開発 
てんちか Wi-Fi 無料 天神地下街全域で利用可能。 

資料出所：各事業者公開情報から本検討会議調べ 
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（２）公衆無線 LAN の有効性 

 第 1 章（３）で示したように、モバイルでのインターネット利用者が増加

している。特に最近では、スマートフォンやタブレット端末の急激な普及に

より、街中でもインターネットに接続したいとするニーズが高まっている。

このニーズに対応し、インターネットへの接続環境を提供するには、有線網

による整備は利便性や使い勝手の点から考えにくい。一方、公衆無線 LAN

であれば、有線網など既存のインフラを活用して簡易にインターネット環境

を構築できるうえ、国際共通の規格であり幅広い機器に対応できることから、

「誰でも・どこでも使える」インターネット環境の提供には有効である。 

 第 1 章（４）に示したように、海外、特に韓国では無料の公衆無線 LAN

が整備されており、日本来訪時も無線 LAN への接続端末を持参してくる人

が多い。 

 本検討会議においては、福岡市への来訪者の 75%を占める韓国人の公衆無

線 LAN に対するニーズを把握するため、韓国でインターネットアンケート

調査を行った（図表 15）。なお、韓国におけるインターネット利用率は 81.6%

（2009 年、国際電気通信連合）であり、Web アンケート調査についても信

頼性が得られると考えられる。同調査の結果によれば、韓国から日本への来

訪者の 42.7%がスマートフォンを、35.4%がノートパソコンを持参しており、

インターネットに接続するための端末を保有していない人は 15.0%にとど

まっている（図表 16）。 

 
図表１５；韓国ユーザーアンケート調査概要 

実施方法 韓国在住のインターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、日本への渡航経験があり、スマートフォンなどの機器

を保有している人と回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 206 名 

実施時期 H23.9.30～10.6 
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図表１６：韓国から日本への来訪者が訪日時に持参した情報端末（n=206） 

42.7 

34.5 

35.4 

11.7 

4.9 

22.8 

15.0 

0.0  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0  40.0  45.0 

スマートフォン

スマートフォン以外の携帯電話

ノート型パソコン

タブレット型パソコン

WiFi接続対応ゲーム機

MP3プレーヤ（iPod touchなど）

上記端末を持参しなかった

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 

 
加えて、市民・来訪者に対して、観光情報や災害時の緊急情報などの情報

を迅速に伝えるためにも、インターネットに接続できる公衆無線 LAN は有

効であると考えられる。東日本大震災においても、防災無線からの避難の呼

び掛けが在住外国人に理解されなかったとの報道があったように、日本語の

通じない外国人に対して災害情報・緊急情報をどう伝達するのかが問題にな

ったが、インターネットへの接続環境を提供することによって、海外からの

来訪者が街中でも自ら情報を入手することが可能になる。 

 また、今回実施したアンケート調査では、インターネットへの接続環境が

整っていることは都市の魅力向上につながり、また、観光地の選択にも影響

するとの調査結果が示された。韓国ユーザーアンケート調査結果では、95%

近くが公衆無線 LAN 整備を「都市の魅力になる」と答えている（図表 17）。 

 なお、同調査の結果では、韓国からの来訪者の 8 割以上が無料の公衆無線

LAN を利用したいと考えているが（図表 18）、福岡市における民間通信事業

者のサービスは有料かつ契約者しか使えない場合が多いため、海外からの来

訪者が市内で手軽に利用できる無料サービスは一部に限られている。 

以上のことから、無料の公衆無線 LAN の整備は、都市の魅力向上に寄与

することも期待される。 
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図表１７：韓国から日本への来訪者が、公衆無線 LAN の環境整備を都市の魅力と感じるかどうか（n=206） 

魅力になると 思う ,  

60 . 7  

どちら かと いう と

魅力になると 思う ,  

34 . 0  

どちら かと いう と

魅力になら ないと

思う ,  2 . 9  

魅力になら ないと

思う ,  2 . 4  

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 

図表１８:韓国から日本への来訪者が、日本で公衆無線 LAN を利用したいと思うかどうか（n=206） 

有料でも 公衆無線

LANサービスを利

用し たい,  14 . 6  

無料なら ば公衆無

線LANサービスを

利用し たい,  8 2 . 5  

利用し たいと は思

わない,  2 . 9  

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 
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（３）福岡市における公衆無線 LAN の課題 

 ①限られた利用場所 

誰でもインターネットに接続できる環境は、来訪者に対する重要かつ一般

的なサービスの一つになっている。しかし、第 2 章（１）で述べたとおり、

福岡市における民間通信事業者のサービスは、ホテルや飲食店など限られた

商業施設内でのみ利用できる場合が多く、手軽にインターネット接続できる

という環境には至っていない。 

  

②限られた利用者 

 韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）の結果では、韓国からの来訪者

の 8 割以上が無料の公衆無線 LAN を利用したいと考えているが（図表 18）、

福岡市における民間通信事業者のサービスは有料かつ契約者しか使えない

場合が多いため、海外からの来訪者が市内で手軽に利用できる無料サービス

は一部に限られている。 

また、同アンケート調査結果では、来日した韓国ユーザーのうち半数は日

本で公衆無線 LAN を利用しておらず、無料の公衆無線 LAN サービス利用意

向は非常に高い（図表 19）。 

 
図表１９:韓国から日本への来訪者が、来日時に公衆無線 LAN を利用したかどうか（n=164） 

50.6 

24.4 

10.4 

25.6 

0.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0 

日本で公衆無線LANを利用し たこ と はない

国内の通信事業者（ KT、 SKテレコ ム） が提供する国

際ローミ ングサービスを利用し た

日本の通信事業者の公衆無線LAN

サービスを利用し た

ホテルや空港、 飲食店、 行政等が提供し ている

無料の公衆無線LANを利用し た

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 
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③セキュリティ対策の重要性 

 インターネットに手軽に接続できる手段として公衆無線 LAN が普及する

一方で、警察でのサイバー犯罪検挙件数は急増しており、これからも増加す

ることが予想されている（図表 20）。 

 
図表 20:福岡県におけるサイバー犯罪検挙数推移 

0

200

400

600

H17 H18 H19 H20 H21 H22

不正アク セス禁止法違反

ネッ ト ワーク 利用犯罪

コ ンピュ ータ 犯罪

 

資料出所：福岡県警察（福岡県におけるサイバー犯罪検挙状況について(平成 22 年)） 

 

 また、本検討会議では、国内の公衆無線 LAN に対するニーズを把握する

ため、国内でインターネットアンケート調査を実施した（図表 21）。同調査

によれば、公衆無線 LAN の利用にはセキュリティに対する不安を感じると

いう回答が多く、「特に不安は感じていない」という回答は 13.6%しかない

（図表 22）。 

上記のことから、公衆無線 LAN の整備にあたってはセキュリティの確保

が課題となっている。 

 
図表２１：国内ユーザーアンケート調査概要 

実施方法 インターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、福岡市民及び福岡への来訪経験があり、公衆無線

LAN を利用したことがあると回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 1543 名（福岡市民 774 名、来訪者 769 名） 

実施時期 H23.7.8～7.12 
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図表２２:福岡市民・来訪者が公衆無線 LAN 利用時にセキュリティに対して不安を感じるかどうか 

不安であり、でき

れば公衆無線

LANを利用したく

ない

8.0%

サービス事業者

が対策している

が、少し不安を

感じる

34.6%

自分自身で対策

しているが、少し

不安を感じる

23.1%

サービス事業者

が対策している

ので、大きな不

安は感じない

13.0%

自分自身で対策

しているので、

大きな不安は感

じない

7.3%

その他の不安を

感じる

0.5%

特に不安は

感じていない

13.6%

（n=1,232）
 

資料出所：国内ユーザーアンケート調査 
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 第３章 公衆無線 LAN 環境整備の目的、内容 

 

 

（１）公衆無線 LAN を整備する際の行政の役割 

 第２章（１）で示したように、市内においても民間通信事業者による公衆

無線 LAN サービスが提供されているが、現在のところ整備範囲及び利用者

が限定されており、誰もが手軽に情報を入手できる環境にはなっていない。 

 また、スマートフォンなどの携帯端末の普及等を踏まえ、近年増加してい

る海外からの来訪者に対する情報発信の手段として、東日本大震災を踏まえ

た災害時における情報発信手段の一つとして、公衆無線 LAN が有効である

と考えられる。 

 さらに、他の自治体では民間通信事業者がサービスを提供していても、観

光振興やまちづくり等の目的で公衆無線 LAN の環境整備を行う事例が見ら

れる。 

  

情報通信サービスの提供は、基本的に民間事業者が主体となって行ってき

たものであるが、このような状況から、行政の目的に照らして利用者や整備

範囲が限られている場合には、その補完として行政が担う役割があると考え

られる。 
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（２）公衆無線 LAN の整備目的 

 モバイルでのインターネット利用が増加している現状では、インターネッ

トへの手軽な接続手段である無線 LAN は、都市の重要なインフラの一つと

言える。観光やビジネスの来訪者の利便性向上に加えて、国際会議の誘致等

にもインターネット環境は重要な要素となる。また、韓国ユーザーアンケー

ト調査（図表 15）の結果でも「公衆無線 LAN は都市の魅力になる」という

回答が「どちらかと言うと魅力になる」も含めて 94.7%にもなっているよう

に、公衆無線 LAN は都市の魅力を評価する基準の一つとしても位置づけら

れる（図表 17）。 
図表１７:韓国から日本への来訪者が、公衆無線 LAN の環境整備を都市の魅力と感じるかどうか（再掲 n=206） 

魅力になると 思う ,  

60 . 7  

どちら かと いう と

魅力になると 思う ,  

3 4 . 0  

どちら かと いう と

魅力になら ないと

思う ,  2 . 9  

魅力になら ないと

思う ,  2 . 4  

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 

 

 都市の魅力及び都市間競争力の向上を目指し、行政が公衆無線 LAN を整

備する場合、図表 23 に示す目的が考えられる。 
図表２３:行政が公衆無線 LAN を整備する目的 

目的１
●海外からの来訪者等に対する利便性の向上

―無料で、手軽に、安心して利用できるようにする

目的２
●行政による情報発信力の強化

―観光情報を広く発信する

目的３
●災害時の活用

―情報発信や通信回線のバックアップとして活用する
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【目的 1】海外からの来訪者等に対する利便性の向上 

 海外からの来訪者は、自国で携帯電話等のローミングサービスを契約して

いない限り、渡航先の福岡市内で簡単にインターネットに接続する手段を持

っていない。福岡市を訪れる外国人は韓国、中国・台湾からの方々が多いが、

特に韓国、台湾などではスマートフォンや無線 LAN が普及している。今後

スマートフォンを持って福岡を訪れる人が増加すると予想されるため、街中

でも利用できるように公衆無線 LAN を整備する。 

整備する公衆無線 LAN は、無料でサービス提供することで、来訪者がよ

り手軽にインターネットから情報を得られるようになり、来訪者の利便性向

上に寄与するものと期待される。 

なお、調査対象としたアジアの各都市においては無料の公衆無線 LAN が

広く普及しており、韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）においても、

韓国からの来訪者は 80%以上が無料の公衆無線 LAN を期待していることが

示されている。国内ユーザーアンケート結果（図表 21）においても、図表

24 に示すように公衆無線 LAN を使っていない人のうち 73.3%が「無料なら

利用したい」と回答していることからも、利用料金は無料が望ましい。 

 
図表２１：国内ユーザーアンケート調査概要（再掲） 

実施方法 インターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、福岡市民及び福岡への来訪経験があり、公衆無線

LAN を利用したことがあると回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 1543 名（福岡市民 774 名、来訪者 769 名） 

実施時期 H23.7.8～7.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

図表２４:福岡市民・来訪者のうち公衆無線 LAN を利用していない人の 

今後の利用ニーズ（国内：n=311） 

有料・無料
に関わら

ず利用し

たい
10.6%

無料なら
利用した

い

73.3%

今後も利
用したいと

思わない

16.1%

 

資料出所：国内ユーザーアンケート調査 

 

【目的 2】行政による情報発信力の強化 

 韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）の結果によれば、韓国からの来

訪者が無線 LAN で利用したい情報・サービスとしては、「交通情報・乗換案

内（60.0%）」、「地図情報（53.5%）」、「飲食店情報（36.5%）」などの地域・

観光案内に係るコンテンツへのニーズが高くなっている（図表 25）。 

 
図表１５；韓国ユーザーアンケート調査概要（再掲） 

実施方法 韓国在住のインターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、日本への渡航経験があり、スマートフォンなどの機器

を保有している人と回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 206 名 

実施時期 H23.9.30～10.6 
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図表２５:韓国から日本への来訪者が公衆無線 LAN で利用したい情報・サービス（n=200） 

53.5 

60.0 

36.5 

14.0 

28.0 

22.0 

13.0 

22.0 

11.0 

5.0 

6.5 

2.0 

7.0 

2.0 

3.5 

0.5 

1.0 

0.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0 

地図情報

交通情報・ 乗換案内

飲食店情報

商店・ 商業施設情報

電子メ ール

イ ンスタ ント メ ッ センジャ ー

( カ カ オト ーク 、 マイピープルなど)

SNS等のコ ミ ュ ニケーショ ンサービス

（ Facebook、 Tw itterなど）

イ ンタ ーネッ ト 電話（ Skypeなど）

ニュ ース、 天気予報

ク ーポン、 割引、 特売情報

タ ウン情報

（ 医療機関、 行政施設、 イ ベント 等の情報）

デジタ ルコ ンテンツの入手・ 聴取

（ 音楽・ 音声・ 映像・ ゲームソフ ト 等）

金融取引（ ネッ ト バンキング、

モバイ ルバンキング、 ネッ ト ト レード 等）

商品・ サービスの購入・ 取引

（ 上記８ と ９ を除く ）

個人のホームページ、 ブログ

動画投稿・ 共有サイ ト

（ YouTu be、 USTREAMなど）

オンラ イ ンゲーム

 

                     資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 

 

 市内で無料の公衆無線 LAN が利用できるようになることで、来訪者が手

軽にインターネットから情報を得られるようになる。さらに、公衆無線 LAN

へのアクセス時にトップページとして行政の様々な情報を表示させること

によって、行政情報がより多くの方々に広まっていくことが期待できる。 

 

【目的 3】災害時の活用 

 災害時の情報発信手段としても、公衆無線 LAN を活用する。福岡市では、

災害時にリアルタイムで情報を発信する手段の一つとして、市ホームページ

（防災・危機管理サイト）から日本語だけではなく英語、韓国語、中国語に

よって気象注意報・警報をはじめ、雨量や河川の水位などの災害に関連する

情報を発信している。この情報に公衆無線 LAN 経由でアクセスすることで、
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災害に関する情報が多くの人々に迅速に提供されることになる。 

 また、災害時には携帯電話等既存の情報通信ネットワークが輻輳し、連絡

を取りにくくなることが予想される。公衆無線 LAN の整備拠点は、災害時

の情報発信への活用とともに、一般的な通信手段のバックアップ回線として

も期待される。 
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（３）公衆無線 LAN の整備内容 

 公衆無線 LAN の整備の方向性として、「誰に提供するのか」「どこを整備

するのか」「どうやって整備するのか」の三点について検討する。 

 

3-1 誰に提供するのか 

 「誰に提供するのか」という点では、対象者としては「①主に海外からの

観光客・ビジネス客（来訪者）」、「②主に海外からの来訪者と国内の来訪者」、

「③海外・国内からの来訪者と市内在住者」という三つのパターンが考えら

れる（図表 26）。 

都市の魅力及び都市間競争力の向上を目指し、来訪者の受入環境における

バリアの解消を促進し、福岡市の情報（＝魅力）を届けること等により、来

訪者の満足度向上が望まれる。特に、目的１に前述のとおり、海外からの来

訪者が、渡航先の福岡市内で簡単にインターネットに接続する手段を持って

いないという状況に照らした場合、優先度は①が最も高いと考えられる。 

 
図表２６:公衆無線 LAN の対象者 

 

海外観光客 福岡市民 海外観光客 国内来訪者 福岡市民 海外観光客 福岡市民

【 ①主に海外来訪者】 【 ②主に海外来訪者 ＋ 国内来訪者】 【 ③海外来訪者 ＋ 国内来訪者 ＋ 市民】

対象者 主に海外から の観光客・
ビジネス客

対象者 主に海外から の来訪者と 国
内の来訪者

対象者 国内・ 海外から の来訪者・
市内居住者（ 誰でも ）

目的から みた優先度高

国内来訪者国内来訪者

対象者数少 多

 
 

 実施した各調査では、図表 27 のような結果が示された。 
 

① ② ③
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図表２７:調査結果の整理（誰に提供するのか） 

海外調査

○ソ ウル、 釜山、 台北、 香港は無料で無線LANサービスを提供中
○台北は有料サービスに加えて、 無料のサービスを開始し ている
○釜山、 台北、 香港は観光客向けのサービスと し て位置づけている
○韓国の無線LAN利用率は20代が31. 6% 、 30代が20. 3%
→福岡市への入り 込み観光客が多い地域では、 無料の無線LANが提供さ れており 、 住民・ 観光客

を問わず利用さ れている

外国人観
光客ニー
ズ調査

○自国でのブログなどを参照し て旅行計画を立てている（ 韓国人来訪者）
○街中の案内表示板が多言語化さ れていないため、 所在がわかり にく い
○観光案内所では道案内・ 地図を求めら れる
○イ ンタ ーネッ ト カ フ ェ の場所を尋ねら れるこ と がある
○イ ンタ ーネッ ト の利用ニーズは高いと 思われ、 情報検索に加えて電子メ ールの利用も 多い
○日本は無料の無線LAN環境が不十分と いう 印象をも たれている
→外国人観光客には潜在的なイ ンタ ーネッ ト 利用ニーズがある

国内ユー
ザーアン

ケート 調査
（ 図表21）

○今後はスマート フ ォ ン・ タ ブレッ ト 端末での利用が増える見込み

○今後の利用希望は8割、 無料サービスが期待さ れている

○利用場所が少ないこ と への不満が強い

→無線LANの利用は今後も 増加する傾向にあり 、 利用環境が整えばさ ら なる利用が見込める

国
内

韓国ユー
ザーアン

ケート 調査
（ 図表15）

○来日の際、 スマート フ ォ ン等の無線LANへの接続端末を持参し た人が85%
○し かし 、 半数は日本で無線LANを利用し ていない
○無料での公衆無線LANを希望する人が82. 5%
○交通情報や地図情報、 飲食店情報へのニーズが強い
→来日する韓国人旅行客の多く は無線LANへの接続端末を持ち、 無料の無線LANに期待し ている

海
外

 

資料出所：本検討会議調べ 

 

 海外事例調査やヒアリング調査、韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）

結果のポイントは以下の通りである。 

①福岡に関する情報を得るためのインターネット利用ニーズがある。 

②来訪者が無料で手軽に使える通信手段があまりない。 

③韓国など福岡への来訪者が多い国では、無料の公衆無線 LAN が整備され

ている。 

④日本への渡航経験のある韓国人の 8 割以上は、日本への来訪時にスマート

フォン等の無線 LAN への接続端末を持参している。しかし、国内での無

線 LAN 利用は半数にとどまる。 

⑤無料の公衆無線 LAN に対するニーズが大きい。 

 

 また、国内ユーザーアンケート調査（図表 21）の結果では、以下のよう

なことが示された。 

①スマートフォン・タブレット端末利用者の急増による、インターネット利

用の拡大。 

②無料の公衆無線 LAN へのニーズが大きい。 
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③現状の無線 LAN に関しては、利用場所に対する不満が多い。 

 

 調査結果によれば、海外旅行客、特に福岡市への来訪が多い韓国人は公衆

無線 LAN に対するニーズが高く、且つ無線 LAN を利用する端末を持参して

くる人が多いが、一方で、国内の来訪者や市民についても無線 LAN に対す

るニーズは高く今後の利用拡大も見込まれる。 

  

以上のことから、「誰に提供するのか」については、「海外来訪者をはじめ、

全ての方々に無料で無線 LAN サービスを提供できる」ことが望ましい。 

  

3-2 どこを整備するのか 

 「どこを整備するのか」については、「①主要交通拠点」「②主要観光拠点」

「③交通拠点・拠点接続ライン」「④公共拠点」「⑤地域拠点」の五つに分類

した（図表 28）。 

 整備する拠点の数は、主要交通拠点や公共拠点は少なく、地域拠点まで含

めると非常に多くなるが、目的や利用対象者からは、主要交通拠点や主要観

光拠点への整備が優先されると考えられる。 

 
図表２８:整備拠点の分類 

分類 概要

①主要交通拠点 主に海外来訪者・ 国内来訪者が移動する際にアク セスでき る環境を構築。

②主要観光拠点 主に海外来訪者・ 国内来訪者が観光地でアク セスでき る環境を構築。

③交通拠点・ 拠点接続ラ イ ン 主に海外来訪者・ 国内来訪者が観光地にアク セスするために通過するポイ ント に構築。

④公共拠点 市民が利用するこ と ができ るよう 公共施設に構築。

⑤地域拠点 市民が防災時に利用するこ と ができ よう に、 地域の拠点と なる小学校・ 公民館（ 避難
所） に構築。

整備する拠点の数少 多

①主要交
通拠点

④公共拠
点

②主要観
光拠点

③交通拠
点・ 拠点
接続ラ イ
ン

⑤地域拠
点

目的や利用対象者から みた優先度

①主要交
通拠点

④公共拠
点

②主要観
光拠点

③交通拠
点・ 拠点
接続ラ イ
ン

⑤地域拠
点

高
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 分類ごとの具体的な施設（例）としては、図表 29 に示すが施設が想定さ

れる。 
図表２９:分類ごとの具体的な施設（例） 

分類 施設（例） 

①主要交通拠点 ・福岡空港（※）、博多港（※）、天神駅、博多駅などの主要な交通拠点 

②主要観光拠点 

 

【福岡市関連施設】 

観光案内所や福岡タワーなど、市関連

施設の主要な観光拠点 

【民間施設】 

・キャナルシティ博多やホークスタウンな

ど、民間施設の主要な観光拠点 

③交通拠点・拠点

接続ライン 

・地下鉄 

・JR 

・西鉄電車、バス 

④公共拠点 ・市役所、区役所、出張所・図書館 

･市民センター・地域交流センター 

・国際会議場 

⑤地域拠点 ・小学校 

・公民館 

(※)当該施設においては、その一部で無料で利用できる公衆無線 LAN が既に整備されている。 

 

 実施した各調査では、図表 30 のような結果が示された。 
図表３０：調査結果の整理（どこを整備するのか） 

海外調査

○ソ ウルでは市内全域への整備を検討中、 主要道路や交差点など交通拠点も 整備対象
○釜山、 台北、 香港では公共施設（ 屋内外） への設置が中心
○釜山ではバスおよび停留所でも 利用が可能になる
○台北は地下鉄駅や公共施設への整備を進める
→公共施設・ 交通機関への整備が進めら れている

通信事業
者調査

○無線LANの利用者は増加し ている
○空港や駅に設置さ れたアク セスポイ ント の利用が多い
○民間事業者の整備はカ フ ェ やホテルなどの商業施設が中心
→交通拠点は一部で整備さ れているが、 観光拠点や公共施設はカ バーさ れていない

国内ユー
ザーアン

ケート 調査
（ 図表21）

○現状の利用場所は飲食店、 宿泊施設、 交通機関が多い

○来訪者が期待する設置場所は、 「 駅」 「 宿泊施設」 「 新幹線車内」 「 空港」

○市内在住者が期待する設置場所は「 駅」 「 公園や歩道などの屋外」 「 飲食店」 「 行政施設」

○「 博多駅周辺」 「 天神・ 中洲周辺」 での利用意向が高い

→観光の視点から は博多駅などの交通機関や中心部の設置が重要になる

国
内

韓国ユー
ザーアン

ケート 調査
（ 図表15）

○自国での公衆無線LAN利用場所は、 「 レスト ラ ン等飲食店」 、 「 駅・ 電車内」 、 「 空港」 、
「 行政施設」 が多い

○日本で公衆無線LANを利用し たい場所と し て「 ホテル等の宿泊施設に次いで、 「 駅」 や「 空
港」 、 「 電車・ 新幹線の車内」 等の交通拠点での利用ニーズが高い

→交通拠点での利用ニーズが目立つ

海
外

 

資料出所：本検討会議調べ 
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 海外事例調査、韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）の結果では、以

下がポイントとなる。 

①図表 10「韓国・台湾・香港の公衆無線 LAN サービス概要」（Ｐ9）で示し

たとおり、韓国など福岡への来訪者が多い国では、「公共性の高い施設・

交通機関」で無料の無線 LAN が整備されている。 

②韓国ユーザーは、公衆無線 LAN を「レストラン等飲食店」、「駅、電車内」、

「空港」、「行政施設」等でよく利用している（図表 31）。 

③韓国ユーザーは、公衆無線 LAN を利用したい場所として「ホテル等の宿

泊施設（64.0%）」に次いで、「駅（43.0%）」や「空港（40.5%）」、「電車・

新幹線の車内（30.0%）」等の交通拠点をあげている（図表 32）。 

 
図表３１:韓国からの日本への来訪者が、韓国で公衆無線 LAN を利用している場所（n=164） 

6 8 . 3  

6 6 . 5  

4 3 . 3  

4 2 . 1  

4 1 . 5  

4 0 . 9  
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2 3 . 2  

1 8 . 9  

0 . 0  1 0 . 0  2 0 . 0  3 0 . 0  4 0 . 0  5 0 . 0  6 0 . 0  7 0 . 0  8 0 . 0  

レスト ラ ン、 フ ァ ースト フ ード 、

コ ーヒ ーショ ッ プ、 喫茶店等の飲食店

駅、 電車内

空港

行政施設

（ 図書館、 公民館、 官公庁等）

学校、 塾

公園や歩道など屋外

ホテル等の宿泊施設

港

飲食店以外の店舗

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 
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図表３２:韓国から日本への来訪者が、日本で公衆無線 LAN を利用したい場所（n=200） 

64 . 0  

4 3 . 0  

4 0 . 5  

3 0 . 0  

2 6 . 5  

2 3 . 0  

2 3 . 0  

1 1 . 5  

6 . 0  

5 . 5  

3 . 5  
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0 . 5  

0 . 0  1 0 . 0  2 0 . 0  3 0 . 0  4 0 . 0  5 0 . 0  6 0 . 0  7 0 . 0  

ホテル等の宿泊施設

駅

空港

電車・ 新幹線の車内

フ ァ ースト フ ード 、 コ ーヒ ーショ ッ プ、

喫茶店等の飲食店

公園や歩道など屋外

百貨店、 ショ ッ ピングセンタ ー等の

商業施設

港

コ ンベンショ ンセンタ ー

行政施設

（ 図書館、 公民館、 官公庁等）

飲食店以外の店舗

地下街

その他

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 

 

 国内ヒアリング調査や国内ユーザーアンケート調査（図表 21）の結果と

しては、以下が示された。 

①交通機関、都心部、公共施設への整備ニーズが高いが、民間事業者の設備

だけではカバーできていない。 

②アンケート結果では、駅や新幹線、空港等の交通機関に加え、公園など屋

外での利用ニーズがある（図表 33）。 

③「（例えば駅など）ここに行けば無線 LAN を利用できる」分かりやすい場

所を増やすことが利便性を高める。 
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図表３３:福岡市民・来訪者が公衆無線 LAN を利用したい場所 
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25.3 

8.9 

11.6 

4.1 

4.8 

2.7 

0.7 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

駅

ファーストフード、喫茶店等

公園や歩道など屋外

電車内

地下街

新幹線車内

ホテル等の宿泊施設

百貨店等の商業施設

福岡空港

図書館、公民館

コンベンションセンター

市役所、区役所

飲食店以外の店舗

福岡港

その他

増やす必要はない（既に…

福岡市在住者 (n=502)

福岡市来訪者（ビジネス） （n=158）

福岡市来訪者（プライベート） (n=146)

 

資料出所：国内ユーザーアンケート調査結果 

 

 以上のことから、「どこに設置するのか」については、観光客へのサービ

ス向上を主な目的として、主要交通拠点への整備を最優先とすることが望ま

しい。次に、主要観光拠点、交通拠点・拠点接続ライン、公共拠点への整備

が望ましい。 
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3-3 どうやって整備するのか 

 公衆無線 LAN を整備・運用する方式として「①民間活用型」「②独自整備

型」「③民間活用+独自整備型」の三つのパターンが考えられる（図表 34）。 

 「①民間活用型」は、民間事業者の設備やサービスをそのまま活用する方

式である。「②独自整備型」は、行政が自ら設備を設置し、運用も自ら行っ

てサービスを提供する方式である。「③民間活用+独自整備型」は、民間事業

者の設備を活用し、行政は最低限の整備を行う。サービスの提供など、運用

は民間事業者が行うことになる。 

 
図表３４:整備方式のパターン 

イ ンタ ーネッ ト

へ

無線LANアク
セスポイ ント

ネッ ト ワーク

サーバー類利用者

ネッ ト ワーク

民間整備・ 運営行政から支払
民間サービス活用型

行政整備・ 運営
独自整備型

行政整備・ 運営 民間整備
民間活用+独自整備型

 

整備方式 概要 

パターン１. 

民間活用型 

○民間事業者の設備やサービスを活用する。 

○利用 ID などを行政がまとめて買い上げて、利用者に配布する方式等。 

パターン２. 

独自整備型 
○行政が自ら設備を設置し、サービスを提供する。 

パターン３. 

民間活用+ 

独自整備型 

○ 民間事業者の設備を活用しつつ、必要に応じて行政も設備を設置する。 

○ サービスの提供など、運用は民間事業者が行う。 

 

 各パターンの概要やメリット・デメリットを以下に整理する。 

 

【パターン 1 民間活用型】 

 民間事業者が提供するサービスや仕組みをそのまま活用する。ライセンス

を買い上げる方式や利用券を後払いするなどの方式が考えられる（図表 35）。 

 民間事業者のサービスを利用するため、サービス導入のコストが安く、ま
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た、保守や運用も容易な点は大きなメリットである。その反面、サービス内

容やアクセスポイント（AP）の設置場所も含めて特定の事業者に依存して

しまうことや、行政のサービスとして明示できない点がデメリットになる。 

 
図表３５:民間活用型の概要 

イ ンタ ーネッ ト
へ

民間事業者
無線LANアク セスポイント
( AP)

サーバー群利用者

ネッ ト ワーク

民間事業者ｻー ﾊ゙

ネッ ト ワーク

 
提供方式 概要 メリット デメリット 

ライセンス買

上型 

一定のライセンス数

を買い上げ、利用す

る方式。 

○保守が容易。 

○自設よりイニシャルコストが

安価となる。 

○一般的なスキームであり、候

補事業者が最も多い。 

○特定の事業者に依存したサー

ビスとなる。（複数事業者契約の

場合、コストが問題） 

○事業者設置箇所でのみのサー

ビスとなる。 

○同時アクセス数が制限される。 

利用券後払

型 

利用券（ワンデイパ

ス）を利用し、その

利用数に応じて後

日支払う方式。 

○保守が容易。 

○自設よりイニシャルコストが

安価となる。 

○同時アクセス数に制限を受

けない。 

○特定の事業者に依存したサー

ビスとなる。（複数事業者契約の

場合、コストが問題） 

○事業者設置箇所でのみのサー

ビスとなる。 

○ワンデイパスの設定のない事業

者では利用できない。 

 

 

【パターン 2 独自整備型】 

 AP や各種サーバーなど全ての設備を行政が独自に整備し、運用も行政が

直接行う方式である。自ら整備するため、AP の設置場所やサーバーの規模、

セキュリティのレベルなどを提供するサービスにあわせて自由に設定する

ことができる（図表 36）。行政のサービスであることを明示できることに加

え、観光や防災などの分野での活用でも自由度が高い。しかし、整備コスト
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や運用コストが非常に大きくなることはデメリットである。 

 
図表３６:独自整備型の概要 

イ ンタ ーネッ ト へ

福岡市設置
無線LANアク セスポイント
( AP)

ネッ ト ワーク

サーバー群利用者

ネッ ト ワーク

福岡市各課
サーバー群

福岡市役所

＊防災利用などで各課サーバを
利用する場合に接続

独自整備範囲

自設APにスピーカ を設置し た場合は、
各課サーバから 防災情報を発信し 、 緊

急放送等ができる。
逆に水位計などをAPに設置し た場合
は、 計測器データ を各課サーバに取り

込み、 避難判断等を行う こ と ができ
る。

 
概要 メリット デメリット 

全ての設備を自設する方式。 

○行政サービスであることを明示で

きる。 

○観光関係課等、各課との連携が

行える。 

○必要な場所に設置できる。 

○整備・運用費用が大きくなる。 

○セキュリティ対策や保守も行政が

直接行う必要がある。 

 

 

【パターン 3 民間活用+独自整備型】 

 民間活用型と独自整備型を組み合わせた方式である。行政としての整備が

必要な AP など最低限の設備は独自に構築するが、インターネットと接続す

るためのサーバー等は民間事業者の設備を活用する。また、AP も民間事業

者が設置しているものを貸借することにより、導入コストの低減化を図る。

運用は設備を借りる民間事業者が行うことになる（図表 37）。 

 独自整備型よりは比較的安価に、行政が必要とする機能を実現することが

できることがメリットである。ただし、このようなサービスを提供できる民

間通信事業者が少ないことはデメリットと言える。 
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図表３７:民間活用+独自整備型の概要 

イ ンタ ーネッ ト へ

サーバー群

ネッ ト ワーク

福岡市各課
サーバー群

POI （ 接続点） 等

民間事業者
無線LANアク セスポイント

民間事業者ｻー ﾊ゙

民間APを貸借

福岡市設置APを賃貸

＊防災利用などで各課サーバを
利用する場合に接続

独自整備範囲

福岡市役所

サーバー群

イ ンタ ー
ネッ ト へ

各民間事業者ｻー ﾊ゙

【 用語解説】
POI ： 通信事業者が所有する回線の相互接続点。

福岡市設置
無線LANアク セスポイント
( AP)

利用者

ネッ ト ワーク

 
概要 メリット デメリット 

接続点を有し、AP ごとに接続

先を選択できる事業者を利用

する方式。 

福岡市設置、民間事業者設

置 AP（賃貸借契約済）の両方

で同様の操作でアクセスでき

る。 

○行政サービスであることを明示で

きる。 

○観光関係課等、各課との連携が

行える。 

○民間事業者の AP を利用できる。

○必要な場所に設置できる。 

○行政設置 AP を民間に貸し出すこ

とにより民間サービスの充実にも繋

がる。 

○候補事業者が少ない。 

○自設 AP 数によっては、整備・運

用費用が大きくなる。 

 

【各パターンの比較】 

 この 3 パターンを、以下の機能面から比較したものを図表 38 に示す。 

 

①サービス名の決定自由度 

 行政サービスの公衆無線 LAN と認識できるか。ログイン直後のアクセス

時のホームページは行政制作のものになるか。 

②AP 設置位置決定の自由度 

 自由に AP を設置できるか。 

③機能拡充の選択権 

 自由に機能やサービスの拡充ができるか（独自整備の範囲）。 
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④セキュリティレベル決定の自由度 

 セキュリティの機能・運用方式を自由に選択できるか。 

⑤コスト 

 整備に必要となるコストの大きさ。 

 
図表３８:整備方式の比較 

整備方式 

機能 民間活

用型 

独自整

備型 

民間+独

自型 

概要 

① × ◎ ◎ 

○行政サービス名表記の方が、行政が提供する安全・安心な

サービスであるというアピールが容易。 

○アクセス時の HP を行政の HP 等とするためには、行政のサ

ービス名で接続する必要あり。 

② × ◎ ◎ 

○目的に照らした整備をするためには自由度は高い方がよ

い。 

○民間では設置しない（費用対効果がない）場所にも設置が

必要となる可能性あり。 

③ × ◎ ○ 

○AP 機器やサーバーの機能追加について選択権があった方

がよい。 

○デジタルサイネージ等外部システムとの連携時は、機能追

加について選択権があった方がよい。 

④ × ◎ ○ 

○行政の方針に基づいたセキュリティレベルの選択ができる

よう選択幅は広い方がよい。 

○認証方式を採用したとしても緊急時は誰でもアクセスできる

よう設定できる環境が必要。 

⑤ ◎ × ○ 

○本検討会議の試算によれば、設備を導入しない民間活用

型が最も安価となる。全ての設備を自ら整備する独自整備

型は最も高価となる。 

凡例：◎対応可能・優位  ○ある程度対応可能・優位   ×非対応・優位がない 

 

 「1.民間活用型」は費用や体制の負担は最も少ないが、行政のサービス名

表記や AP 設置位置決定の自由度といった必要機能を充たすことができない。 
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 「2.独自整備型」は必要な機能を充足できるが、高額の費用を要するとと

もに、構築時・運用時ともに体制の行政負担が最も大きくなる。 

 「3.民間活用＋独自整備型」は、必要な機能を充たしつつ、独自整備に比

べ費用や体制面の負担を抑えることが可能になる。 

 

 以上のことから、「どうやって整備するのか」については、必要な機能だ

けを独自整備し、可能な限り民間通信事業者の設備・サービスを活用するこ

とにより整備・運用費用を低廉化する「3.民間活用＋独自整備型」が望まし

い。 

 

  なお、どの整備方式にも共通するが、利用者への公衆無線 LAN サービス

は無料での提供を想定しているため、その費用を誰が負担するのかという問

題が生じる。基本的には、整備・運用主体が負担していく必要があるが、費

用低廉化等の仕組みの検討が望まれる。特に、運用方法については、無料サ

ービスであることを前提に持続可能なモデルを引き続き検討する必要があ

る。
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 第４章 実現への課題と対策 

 
 

（１）セキュリティ対策 

手軽に利用できるような、利用者にとって利便性の高い公衆無線ＬＡＮ

サービスが望まれる一方で、安心して利用できる環境を整備することも重

要な課題の一つとしてあげられる。 

 

1-1 無線 LAN におけるセキュリティ上の問題 

 無線 LAN サービスのセキュリティ問題としては、「通信内容の傍受（登

場）」と「無線 LAN の不正利用（不正侵入）」、「アクセスポイント（AP）の

なりすまし」がある（図表 39）。 

 
図表３９:無線 LAN におけるセキュリティ上の脅威 

アク セスポイ ント
利用者

正規の通信

悪意ある第三者

流れている情報
を入手. . ( 1)

イ ンタ ー
ネッ ト へ

「 利用者」 の名
義で無線LANに
侵入. . ( 2)

偽のAP

不正APに誘
導. . ( 3)

 
脅威 内容 

(1)通信内容の傍受（盗聴） 無線 LAN でやり取りしている通信・情報を傍受されてしまう。 

(2)無線 LAN の不正利用（不

正侵入） 

不正に侵入した第三者から、「なりすまし」「情報の改ざん・漏え

い」「（ウィルス等による）システム破壊」「（DoS 攻撃やウィルス配

布の）踏み台」などをされる。 

(3)AP のなりすまし 正規の AP の近隣に同一の設定を施した不正 AP を設置し、そち

らに情報が流れるようにする。 

資料出所：総務省「安心して無線 LAN を利用するために」から作成 
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1-2 無線 LAN のセキュリティ機能 

 無線 LAN においてセキュリティを確保するための機能としては、①WEP

（暗号化）、②MAC アドレスフィルタリング、③SSID、④802.1x 認証、⑤

WPA/WPA2 などが利用されている。 

 これらのセキュリティ機能と効果を整理したものを図表 40 に示す。

WPA/WPA2 と 802.1x 認証を組み合わせるなど、複数の機能を組み合わせる

ことによって、より強固なセキュリティを確保することができる。 

 
図表４０:無線 LAN のセキュリティ機能 

セキュリティ機能 概要 
傍受（盗聴）

を防ぐ 

不正利用を

防ぐ 

なりすましを

防ぐ 

WEP 

○AP と端末間を WEP キーにより暗号化

して通信 

○WEP キーが一致したら接続 

△   

WPA/WPA2 

○802.1x 認証と暗号化方式を組み合わ

せるもの 

○認証サーバーを設置し、アクセスする

端末の認証を行う 

○データの暗号化、通信中に暗号カギを

変更する 

◎   

MAC アドレスフィ

ルタリング 

○ネットワーク機器に固有の番号である

MAC アドレスを AP に登録 

○登録した AP 以外は接続しない 

 △  

SSID 
○AP と同一の SSID を設定した無線 LAN

端末のみが通信可能 
 △*1 △*1 

IEEE802.1x 認証 
○認証サーバーを設置し、アクセスする

端末の認証を行う 
 ○ ○*2 

＊1 SSID を容易に推測できない文字列にするとともに、SSID を隠ぺいするステルス機能を利用することで一

定の効果がある。 

 ＊2 証明書を確認することで、無線 LAN AP のなりすましを見破ることができる。 

資料出所：総務省「安心して無線 LAN を利用するために」から作成 
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1-3 利用者登録の考え方 

 サービスの利用に際して、「利用者登録」を行うかどうかを検討する必要

がある。公衆無線 LAN が悪用された場合に、利用者を追跡するためにはで

きるだけ確実な本人確認・登録を実施すべきである。しかし、あまりに煩雑

な利用者登録を行うと、利用までのハードルが高くなり過ぎてしまい、その

結果、あまり利用されないことにもなりかねない。 

また、海外からの来訪者が手軽にインターネットに接続できる環境を提供

することも考慮すると、利便性にも配慮することが必要となる。利用者登録

のパターンとしては、図表 41 が考えられる。 

 
図表４１:公衆無線 LAN の利用における利用者登録のパターン 

I D発行

公的書類等で本
人確認・ 登録

本人確認・ 登録
なし

I D発行

携帯電話端末
I D・ ケータ イ

メ ールアド レス
を登録

I D発行

氏名・ メ ールア
ド レ スを登録

セキュ リ ティ強 弱

氏名・ メ ールア
ド レスを登録

確実な本人確認
第三者経由での

確実な確認
自己申告での本

人確認
自己申告での本

人確認
本人確認を行わ

ない

【 デメ リ ッ ト 】
ID発行処理が煩

雑になる
オンラ イ ンでの

ID発行処理が難し
い（ 人手が必要）

利用者の個人情
報を保持する事に
なる

【 デメ リ ッ ト 】
国内の携帯電話

を保有し 、 メ ール
を利用し ている人
以外は使えない

海外製のスマー
ト フ ォ ンでは一部
対応不可能

【 デメ リ ッ ト 】
自己申告なので、 その情報が正し いかど

う かわから ない（ 虚偽申告）
個人を特定する事は難し い

I D発行

スマート フ ォ ン
向けアプリ によ
る氏名等の登録

自己申告での本
人確認

【 デメ リ ッ ト 】
スマート フ ォ ン

の利用者以外は使
えないため、 その
他のログイ ン方法
も 用意する必要が
ある

【 デメ リ ッ ト 】
利用者の特定は

まっ たく でき ない

利便性低 高

 

資料出所：本検討会議調べ 

 

 国内の無料公衆無線 LAN サービスにおける、利用者登録とセキュリティ

の状況を図表 42 に整理する。携帯電話の個体識別番号を自動送信する事例、

パスポートによって本人確認を行う事例もあれば、名前やメールアドレスを

自己申告させる事例、さらには、何のセキュリティ対策を採らない事例もあ

る。 
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図表４２無料公衆無線 LAN サービスにおける利用者登録・セキュリティ事例 

 民間 A 民間 B 自治体 A 

（国内利用者）

自治体 A 

（海外来訪者）

自治体 B 自治体 C 

利 用 者 登

録有無 

× ○ ○ 

ID,PWD 交付 

○ 

ID,PWD 交付 

○ × 

利用者登

録方式 

（ 本 人 確

認） 

なし 携帯電話のメー

ル ア ド レ ス に

PWD 送信（MAC

アドレスと携帯

電話メールアド

レスの事前登録

も可能） 

携帯電話のメー

ルアドレスに I

Ｄ、PWD 送信 

登 録 用 紙 で 申

請（パスポート

で本人確認） 

ログイン画面で

名前とメールア

ド レ ス 、 希 望

PWD を入力 

なし 

暗号化等 なし MAC アドレス認

証、WEP（施設

による） 

WEP WEP なし なし 

ロ グ の 記

録 

MAC アドレス MAC ア ド レ ス

（施設によって

は携帯電話メー

ルアドレス） 

アクセス ID と携

帯 電 話 個 体 識

別番号/携帯電

話メールアドレ

ス 

アクセス ID ア ク セ ス ID 、

MAC アドレス 

パケットキャプ

チャ、MAC アド

レス 

その他  フ ィ ル タ リ ン グ

（施設による） 

ID は 365 日有

効、フィルタリン

グ、メール送信

禁止 

ID は 1 日限り、

フィルタリング、

メール送信禁止

PWD は 1 日限

り、利用時間を

制限、フィルタリ

ング 

ネットワーク特

徴分析、不正利

用 自 動 解 析 通

知 

資料出所：本検討会議調べ 

 

1-4 利用面での制限 

 公衆無線 LAN の悪用を防ぐ方法としては、システム的なセキュリティ対

策や利用者登録に加えて、利用面で何らかの制限を加えることが考えられる。

例えば、ホームページ閲覧においてアクセス先を一部制限する「フィルタリ

ング」が実施されている事例も多い。また、公衆無線 LAN を利用する時間

の制限、さらにはログインから一定の時間で接続を遮断するなどの制限も検
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討する（図表 43）。 

 
図表４３:利用面での制限（例） 

制限方式 概要 

フィルタリング ホームページの閲覧など、アクセス先を一部制限する 

【アクセスを制限するサイト（例）】 

・アダルト 

・暴力、薬物 

・出会い系 

・動画、音楽配信 

・ショッピング 

・不正技術 

・ギャンブル 

・個人情報の送受信 

・（掲示板などへの）書き込み 

サービスの制限 メールの送信を禁止する（SPAM メールの大量送信を防ぐ） 

時間の制限 利用時間を限定する（利用時間を「9:00 から 18:00」にする など） 

一回ごとの接続時間を制限する（15 分で自動的に接続を遮断する など） 

ID の有効期限 取得した ID について利用期限を設定する（当日限り、3 日間有効 など） 

利用エリアの制限 監視カメラのある場所など、利用可能な場所（範囲）を限定する（○○公園周

辺、××商店街界隈 など） 

 

安全･安心な公衆無線 LAN サービスの実現のための事後追跡可能性の確

保を図るとともに、利用者の利便性についても考慮したバランスの取れた対

策とすることが望ましい。具体的には、利用者情報の登録、暗号化等システ

ム的なセキュリティ対策、アクセスログの記録、フィルタリングや利用時間

制限など運用面での対策を複合的に実施することが望ましい。 
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（２）行政と民間の役割分担 
 情報通信サービスは、これまでも民間通信事業者が提供してきたことから、

行政が情報通信サービスを行う場合は、民間通信事業者が整備しない地域や

エリアが優先される。公衆無線 LAN サービスについても基本的には同様で

あり、行政が整備するのであれば、民間通信事業者が提供しない公共施設等

を優先させることが望ましい。 

 

 AP 整備の考え方については、基本的には民間施設に対しては無線 LAN の

整備を行わず、行政の関連施設（海外観光客が集まる施設や主要施設）への

整備が優先される。ただし、民間施設であっても、海外からの来訪者が集ま

る施設で、駅などの極めて公共性の高い施設については整備を促すことなど

が考えられる。 

 また、事業コストの低減、及び通信技術（規格）の進歩への対応のため、

民間通信事業者の設備を活用する方向で検討を進めるのが望ましい。 

 

 なお、行政によるサービス提供、特に無料でサービスを提供する場合にお

いては、民間通信事業者のサービスレベルと差を設ける等、民間通信事業者

の事業を圧迫しないよう配慮が必要である。例えば行政のサービスでは、セ

キュリティ上アクセス先が制限されていることに加え、利用時間についても

一定の制限を設定すること等が考えられる。このような利用制限があること

で民間の公衆無線 LAN サービスとは一定の棲み分けが可能になると考えら

れる。 
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（３）事業の効果測定 

3-1 効果測定の必要性 

 公衆無線 LAN 整備の効果としては、観光客の利便性向上と入込み観光客

の増加、街の魅力の向上、情報発信強化などが期待される。 

 ただし、公衆無線 LAN が直接どのくらいの効果を及ぼしているかを確認

することは難しい。図表 44 に示すように、アクセスログなどシステム的に

把握できるデータや、Web・書面によるアンケート調査を実施することで「利

用状況」や「満足度」、「公衆無線 LAN への期待」などを把握し、総合的に

事業の効果を判断する。 

 
図表４４:効果測定の考え方 

【 把握するデータ 】

アク セスログ・ アク セ
ス時のアンケート 調査
データ

アンケート 調査による
データ

【 調査検討項目】
○利用状況
○認知度
○満足度
○サイ ト へのアク セ
ス状況
○SNS等での評判
など

事業と し ての
評価・ 今後の

目標設定

【 望まれる効果】

○街の魅力向上、 観
光客増加
○来訪者、 市民の利
便性向上
○情報発信力の強化

 
 

 

3-2 効果測定の考え方 

 公衆無線 LAN サービスのシステムから自動的に取得可能なデータである

アクセスログ等を分析することにより、サービスの利用状況や観光情報への

アクセス状況、言語別の利用状況を把握する。 

 また、公衆無線 LAN にアクセスする際に表示されるトップページに簡易

なアンケートを設置し、利用者属性や満足度などサービスの評価について把

握する（図表 45）。 
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図表４５:アクセスログ等からの効果測定 

調査項目 アクセスログ等 

（無線 LAN 利用者） 

無線 LAN 利用時アンケート 

（無線 LAN 利用者） 

サービスの利用状況 ○ログイン数 

○AP ごとの利用数 

○利用者属性 

○利用経験（回数） 

サービスの満足度  ○満足度 

○不満点 

行政情報・観光情報

へのアクセス状況 

○行政サイト・観光サイトのアクセ

ス数 

○モバイル用ポータルサイト・トップ

ページへのアクセス数 

○個別コンテンツへのアクセス数 

○利用状況 

○満足度 

○不満点 

海外来訪者への影

響 

○言語別ログイン数 ○利用状況 

○満足度 

○不満点 

 

 さらに、アクセスログや、無線 LAN 利用時の簡易アンケート調査では把

握できない、サービスの認知度や利用状況を確認するために、定期的なアン

ケート調査を実施する（図表 46）。 

 海外・国内来訪者や市民に対してのアンケート調査では、サービスの認知

度や評価、都市の魅力度等に関するデータを把握する。また、観光関連事業

者に対しては、無線 LAN の整備や観光情報の発信による、観光客の入込み

や観光事業への影響を確認する。さらに、民間通信事業者に対しては、市内

全体での無線 LAN 利用状況を確認することで、地域の無線 LAN 全般に対し

てどのような影響を与えたのかを確認する。 
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図表４６:アンケート調査による効果測定 

調査項目 海外来訪者 国内来訪者・市民 観光関連事業者 民間通信事業者 

サービスの利用

状況 

○認知度 

○利用率・回数 

○認知度 

○利用率・回数 

  

サービスの満足

度 

○満足度 

○不満点 

○満足度 

○不満点 

  

行政情報・観光

情報へのアクセ

ス状況 

○利用状況 

○満足度 

○不満点 

○利用状況 

○満足度 

○不満点 

  

来訪への影響・

都市の評価 

○来訪地決定への

影響 

○福岡市のイメー

ジ・評価 

○来訪地決定への

影響 

○福岡市のイメー

ジ・評価 

 

  

無線 LAN 整備

の影響 

  ○観光客の増減 

○来訪に対する無

線 LAN の影響 

○市内の無線 LAN

利用の動向 

○市内の AP 整備

状況 

 

 このような定期的なアンケート調査以外にも、twitter や Facebook などの

SNS（ソーシャルネットワークサービス）で本サービスがどのように評価さ

れているのかを随時確認するような取り組みは、利用者の声を聞くと言う点

では有効と考えられる。 
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（４）観光・防災分野での活用 

4-1 観光分野での活用 

 韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）の結果によれば、海外旅行先で

無料のインターネット環境を利用できることは、海外旅行先の選定にも影響

があることが示された（図表 47）。公衆無線 LAN の整備は、特に韓国から

の来訪者の増加にも効果があると期待される。 

 
図表１５；韓国ユーザーアンケート調査概要（再掲） 

実施方法 韓国在住のインターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、日本への渡航経験があり、スマートフォンなどの機器

を保有している人と回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 206 名 

実施時期 H23.9.30～10.6 

 
     図表４７:韓国から日本への来訪者が、海外旅行先の選定に無料のインターネット環境の 

有無を重視するかどうか（n=206） 

重要視する,  4 2 . 2  

少し は重要視する,  

4 1 . 3  

あまり 重要視

し ない,  1 4 . 1  

まっ たく 重要視し

ない,  2 . 4  

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 
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観光分野での活用方策としては、観光情報の充実が期待される。公衆無線

LAN はスマートフォンやタブレットでの利用が中心になると想定されてお

り、観光情報についてもスマートフォンで利用しやすい形で提供される必要

がある。図表 48 にその例を示す。 

 また、公衆無線 LAN やスマートフォンの機能を活用した情報提供として

は、位置情報を把握して近隣エリアの情報を発信したり、店舗からのお知ら

せやクーポンを提供したりすることが考えられる。 

 
図表４８:スマートフォン向けの観光情報 

広島市スマート フ ォ ン向け観光情報 APごと に表示さ れるエリ ア情報

 

資料出所：（左）広島市 （右）にんじんネットによる新地中華街情報 

 

 

4-2 防災分野での活用 

 国内ユーザーアンケート調査（図表 21）の結果によれば、災害時におけ

る情報入手手段としては、テレビ・ニュースサイト・新聞といったマスコミ

へのニーズが最も高いが、自治体公式 HP や携帯電話メール配信を今後利用

したいという人も多くなっている（図表 49）。 

 福岡市では、災害時にリアルタイムで情報を発信する手段の一つとして、

市ホームページ（防災・危機管理サイト）から日本語だけではなく英語、韓
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国語、中国語によって気象注意報・警報をはじめ、雨量や河川の水位などの

災害に関連する情報を発信している。この情報に公衆無線 LAN 経由でアク

セスすることで、 災害に関する情報が多くの人々に迅速に提供されること

になる。 

 
図表２１：国内ユーザーアンケート調査概要（再掲） 

実施方法 インターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、福岡市民及び福岡への来訪経験があり、公衆無線

LAN を利用したことがあると回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 1543 名（福岡市民 774 名、来訪者 769 名） 

実施時期 H23.7.8～7.12 

 
図表４９:福岡市民・来訪者が災害時に利用したい情報通信メディア・ツール（n=1,543） 

92.4 

62.1 

56.6 

47.8 

45.6 

40.8 

39.6 

33.2 

28.7 

17.8 

3.1 

1.9 

2.0 

2.9 

1.6 

2.1 

2.2 

2.2 

2.6 

2.7 

2.7 
0.5 

2.4 

19.8 

11.2 

32.6 

33.8 

24.4 

34.0 

16.6 

14.5 

26.7 

8.0 

3.3 

16.1 

29.3 

18.0 

18.5 

32.6 

24.2 

47.6 

54.1 

52.8 

88.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ

ニュースサイト（新聞社やテレビ局のHP）

新聞

ラジオ

携帯電話のメール配信

ワンセグテレビ

自治体の公式ホームページ

twitter等インターネットの書き込み

雑誌

デジタルサイネージ、電光掲示板

その他

現在利用しており、今後も利用したい 現在利用しているが、今後は利用しない

現在は利用していないが、今後は利用したい 現在利用しておらず、今後も利用しない

 

資料出所：国内ユーザーアンケート調査 

 

 また、災害時には一般の電話や携帯電話は輻輳が起こり繋がりにくくなる

が、インターネットのメール等は比較的繋がりやすいと言われている。公衆

無線 LAN によって、メールや IP 電話等のインターネットサービスが利用で

き、災害時に通信回線のバックアップ的な役割も期待できる。 
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（５）事業の推進に向けて 

5-1 事業の PR 

 国内ユーザーアンケート調査（図表 21）の結果によれば、公衆無線 LAN

への不満としては、「使える場所が少ない」「使える場所が見つからない」と

いう意見が多い（図表 50）。 

 
図表５０:福岡市民・来訪者の公衆無線 LAN に対する不満 

72.9 

50.2 

49.0 

31.9 

25.9 

26.7 

18.7 

17.5 

17.3 

0.4 

3.8 

74.7 

55.7 

38.0 

35.4 

22.2 

17.1 

19.6 

18.4 

16.5 

0.6 

4.4 

74.0 

52.7 

37.0 

27.4 

25.3 

17.8 

19.2 

23.3 

15.8 

0.0 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

使える場所を増やしてほしい

使える場所を見つけやすくしてほしい

使用料金を無料にしてほしい

通信速度を速くしてほしい

利用手続きを簡単にしてほしい

セキュリティを強化してほしい

異なる事業者間でも利用できる仕組みが…

使用料金を安価にしてほしい

サービス事業者を増やしてほしい

その他

特にない

福岡市在住者 (n=502)

福岡市来訪者（ビジネス） （n=158）

福岡市来訪者（プライベート） (n=146)
 

資料出所：国内ユーザーアンケート調査 

 

 

 韓国ユーザーアンケート調査（図表 15）でも、「手続きがわからない（面

倒）」「利用料金が高い」に次いで、「使える場所がわからない」が高くなっ

ている（図表 51）。 
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図表１５；韓国ユーザーアンケート調査概要（再掲） 

実施方法 韓国在住のインターネットアンケート調査モニターに対する Web 調査 

実施主体：福岡市・福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 

調査対象 調査モニター登録者のうち、日本への渡航経験があり、スマートフォンなどの機器

を保有している人と回答した人（事前調査にて該当するモニターを抽出） 

サンプル数 206 名 

実施時期 H23.9.30～10.6 

 

図表５１韓国から日本への来訪者が、来日時に公衆無線 LAN に対して感じた不満（n=206） 

4 0 . 2  

3 6 . 0  

2 1 . 3  

3 7 . 2  

9 . 1  

7 . 3  

2 . 4  

0 . 0  5 . 0  1 0 . 0  1 5 . 0  2 0 . 0  2 5 . 0  3 0 . 0  3 5 . 0  4 0 . 0  4 5 . 0  

利用するための手続き方法が分から ない

（ 面倒である）

使える場所が分から ない（ 少ない）

通信速度が遅い

利用料金が高い

利用の際のセキュ リ ティ が心配である

公衆無線LAN環境へ対する不満・ 不便は

感じ なかっ た

その他

 

資料出所：韓国ユーザーアンケート調査 

 

 公衆無線 LAN サービスの利便性向上と利用促進のためには、サービス内

容や利用可能な場所・利用方法を分かりやすく伝えることが重要になる。 

 ホームページや twitter による周知や紹介、利用可能場所でのチラシ等によ

る案内や接続方法の解説を行う。特に、海外来訪者の立ち寄る空港や駅等で

は重点的に PR を行うことが望ましい。PR については、民間事業者等も含

めて効率的な対策を検討する。 

 また、利用拠点を明示するためのマーク等を作成することも有効である。
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金沢市や広島市では、図表 52 のようなマークを作成して公衆無線 LAN を

PR している。 

 
図表５２:金沢市・広島市の公衆無線 LAN マーク 

 

     資料出所：金沢市                   資料出所：広島市 

 

5-2 情報リテラシー（情報を活用する力）の向上 

 誰もが安全に公衆無線 LAN を使えるように情報リテラシーを高めること

は、利用率の向上にも繋がる。市民に向けた情報リテラシーの啓発活動の実

施を検討する。インターネットや公衆無線 LAN における危険や、端末の設

定や接続方法など安全に利用するためのポイント、さらには公衆無線 LAN

で可能になること等を周知していく。 

 具体的には、ホームページや広報による案内、講習会の実施などを通じて

公衆無線 LAN に対する関心を高め、また、安全に使えるように情報リテラ

シーを向上させることによって、より多くの市民が公衆無線 LAN を利用す

る環境を整備する。 

 その際には、行政だけではなく、ボランティアや NPO 等の協力を得るな

ど、民間の力を活用することが望ましい。 

 

 



54 
 
 

 
第５章 検討会議が提案する 

        福岡市公衆無線 LAN 環境整備の望ましい方向性 
 

 

 本検討会議においては、都市の魅力及び都市間競争力の向上を目指し、公

衆無線 LAN を整備する場合の行政の役割を考慮しつつ、三つの目的（目的

１：海外からの来訪者等に対する利便性の向上、目的２：行政の情報発信力

を強化する、目的３：災害時の活用）及び実現への課題と対策（1.セキュリ

ティ対策、2.行政と民間の役割分担、3.事業の効果測定、4.観光･防災分野で

の活用、5.事業の推進に向けて）について検討を進めてきた。  

これまでの検討を踏まえ、本検討会議が提案する福岡市公衆無線 LAN 環

境整備の望ましい方向性を以下に示す。 

 

まず利用対象者については、海外からの来訪者が、渡航先の福岡市内で簡

単にインターネットに接続する手段を持っていないという状況及び国内の

来訪者や市民についても無線 LAN に対するニーズは高く今後の利用拡大も

見込まれることから、海外からの来訪者をはじめ、無線 LAN に接続できる

端末を保有しているすべての人が無料で利用できるサービスが望ましいと

考える。 

 アクセスポイント（AP）の整備範囲は、主要な交通拠点を優先的に整備

し、次に観光関連拠点、交通拠点・拠点接続ライン、公共施設への整備を進

めることが望ましい。 

 公衆無線 LAN 環境の整備は、行政の目的を達成するために必要最小限の

整備にとどめ、民間通信事業者の設備やサービスを活用することで整備運用

費用を低減することが望ましい。 

 また、安全･安心な公衆無線 LAN サービスの実現のために事後追跡可能性

の確保を図るとともに、利用者の利便性も考慮したバランスの取れた対策と

することが望ましい。具体的には、利用者情報の登録、暗号化等システム的

なセキュリティ対策、アクセスログの記録、フィルタリングや利用時間制限

など運用面での対策を複合的に実施することが望ましい。 

 公衆無線 LAN を利用する時には、独自の SSID からアクセスできるよう
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にして、行政のサービスであることを明示し、アクセス直後には独自のペー

ジ（モバイル用のポータルサイト等）が表示されるようにすることが望まし

い。 

 整備された公衆無線 LAN は、観光情報の発信や災害時の情報提供ツール

としても活用することが期待される。 

 なお、事業効果については定期的に調査を行い、より効果の高い公衆無線

LAN となるよう、絶えず検証を行うことが望まれる。 

 

これまでの検討を整理し、本検討会議として望ましい公衆無線 LAN 環境

整備の方向性を図表 53 に示す。 

 
図表５３:望ましい公衆無線 LAN の方向性 

項目 方向性 参照 

利用対象者 海外からの来訪者をはじめ、全ての人 

利用料金 無料 
P26 第 3 章（3）3-1

アクセスポイント

（AP）の整備範囲 

主要な交通拠点を最優先。次に、観光関連拠点など。 P28 第 3 章（3）3-2

整備・運用方法 最小限の独自整備+民間活用 P33 第 3 章（3）3-3

セキュリティ 安全･安心な公衆無線 LAN サービスの実現のための事後

追跡可能性の確保を図るとともに、利用者の利便性につい

ても考慮したバランスの取れた対策とすることが望ましい。

具体的には、以下のような対策を複合的に実施することが

望ましい。 

○利用者情報の登録 

○暗号化等システム的なセキュリティ対策 

○アクセスログの記録 

○フィルタリングや利用時間制限など 

P39 第 4 章（1） 

SSID（サービス名

称）など 

行政のサービスであることの明示、アクセス時に独自のペ

ージが表示されること 

P33 第 3 章（3）3-3

P48 第 4 章（4） 

P51 第 4 章（5）5-1

その他 観光・防災情報の発信、災害時のインフラとしても活用する P48 第 4 章（4） 
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【福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 委員名簿】 

 
                          五十音順・敬称略 

氏名 所属及び役職 

稲永 裕二 福岡県企画地域振興部情報政策課長 

◎牛島 和夫 福岡市ＩＴ顧問、前九州産業大学情報科学部長 

○岡村 耕二 九州大学情報基盤研究開発センター教授 

川根 祐二 財団法人九州先端科学技術研究所研究企画部長 

 堺  武 ＮＰＯ法人シニアネット福岡 

実積 寿也 九州大学大学院 経済学研究院産業・企業システム部門教授 

下川 俊彦 九州産業大学情報科学部情報科学科教授 

杉山 隆志 天神・大名ＷｉＦｉ化協議会事務局長 

根本 農史 福岡県 警察本部生活安全部生活経済課サイバー犯罪対策室管理官 

山内 貴志 総務省九州総合通信局情報通信部電気通信事業課企画監理官 

◎座長  ○副座長  

【福岡市関係委員】 

井口 宏樹 福岡市市長室広報戦略室長 

大和 正芳 福岡市総務企画局行政部長 

白石 伸彦 福岡市市民局生活安全・危機対策部長 

渕上 哲郎 福岡市経済振興局集客交流部長 

池見 雅彦 福岡市交通局総務部長 
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【福岡市公衆無線 LAN の環境整備に関する検討会議 検討経過】 

回 開催日 議題 

検討会議① 4 月 28 日 （１）設置要綱等について 
（２）座長選任 
（３）会議の目的及び検討内容について 
（４）無線 LAN に関する福岡市の現状等について 

検討会議② 6 月 9 日 （１）調査方針の説明 
（２）現状動向調査の報告 
（３）環境整備の方向性討議 

検討会議③ 9 月 6 日 （１）通信事業者調査結果報告 
（２）海外事例調査結果報告 
（３）利用者ニーズ調査結果報告 
（４）コンセプトに関する討議 

検討会議④ 10 月 28 日 （１）WiMAX の動向について 
（２）国内事例調査結果報告 
（３）韓国ユーザー調査結果報告 
（４）WG での検討結果 
（５）報告書の構成案 

検討会議⑤ 11 月 11 日 （１） 報告書素案について 
（２） その他 

 

 

（ワーキンググループ（WG）での検討経過） 

検討会議に向けた課題整理を目的として、テーマに応じ、外部有識者等を

交えたワーキンググループ（WG）を開催した。 

回 開催日 議題 

WG① 7 月 29 日 （１）通信事業者調査の報告 
（２）アンケート調査の報告 
（３）海外来訪者ニーズ調査の報告 
（４）コンセプトの検討 

WG② 8 月 18 日 （１）国内事例調査の報告 
（２）北九州市様 事例のご紹介 
（３）海外事例調査の報告 
（４）コンセプトの検討 
（５）セキュリティ対策の検討 

WG③ 9 月 27 日 （１）無線 LAN サービスの動向について 
（２）セキュリティ対策の検討 
（３）効果測定の考え方 
（４）官民役割分担の検討 
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【用語集】 

AP(Access Point) 

 アクセスポイントの略。アクセスポイントについての説明は後述。 

 

DoS（Denial of Service）攻撃 

 特定のサーバーに対してアクセスを集中させ、システムを止めたり、他人

の利用を妨げたりするような悪意ある行為のこと。 

 

Facebook 

 2006 年に公開された、世界で最も利用者の多いソーシャル・ネットワー

キング・サービス。掲示板や写真閲覧、メッセージ交換などのコミュニケー

ション機能を有する。実名制のサービスであり、ある程度は個人情報を登録

することが特徴的である（日本の同種のサービスでは、匿名を前提にしてい

るものが多い）。 

 

ICT（Information and Communication Technology） 

 パソコンやインターネット、携帯電話など情報通信技術全般を指す。以前

は「IT（Information Technology）：情報技術」と称されていた。 

 

ID（Identification） 

 ここでは、サービスを利用するための識別子のこと。例えば、無線 LAN

を利用する際に個人に発行される利用者識別のための番号やユーザー名を

「利用 ID」と呼ぶ。 

 

IEEE802.1x 認証 

 LAN 接続時の認証規格のこと。認証を司るサーバーを設置することによ

って、アクセスする端末を制御することができる。不正利用やなりすましの

防止に効果が高い。 

 

MAC アドレス（フィルタリング） 

 MAC（Media Access Control address）アドレスとは、無線 LAN 端末をはじ

め、全てのネットワーク機器に割り振られている個別の番号のこと。この
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MAC アドレスを利用して、特定の番号を持った端末しか接続させない仕組

みを MAC アドレスフィルタリングと呼ぶ。 

SNS（Social Networking Service：ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

 掲示板での書き込みやメッセージの交換、画像の共有等、「人と人とのコ

ミュニケーション」を提供するインターネットサービスのこと。Facebook

は世界最大の SNS と呼ばれている。日本発のサービスでは、mixi や GREE、

モバゲー等がある。 

 

SPAM メール 

 利用者が意図しないのに送られてくる（大量の）メールのこと。迷惑メー

ル。 

 

SSID（Service Set Identifier） 

 無線 LAN におけるアクセスポイントの識別子のこと。アクセスポイント

の「表札」のようなもので、端末とアクセスポイントに同じ SSID を設定す

ることで通信が可能になる。 

 

twitter 

 最大 140 文字のメッセージを投稿・閲覧するサービス。「簡易ブログ」な

どとも呼ばれる。米国で 2006 年にサービスが開始された比較的古いサービ

スであるが、芸能人や IT 関連著名人の利用やスマートフォンの普及などか

ら、ここ 1,2 年で大きく注目を集めている。自治体においても、広報や災害

情報の発信等への利用が進んでいる。 

 

WEP（Wired Equivalent Privacy） 

 無線通信される内容を暗号化する技術の一つ。 

 

WPA/WPA2（Wi-Fi Protected Access） 

 無線通信される内容を暗号化する技術の一つ。セキュリティ性能が高く、

サーバーによる認証、通信中の暗号鍵変更等を行う。WPA の新バージョン

が WPA2。 
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アクセスポイント 

 無線 LAN 等に接続するための無線機や基地局のこと。AP と略される。公

衆無線 LAN の場合、遮蔽物がなければアクセスポイントから 100m くらい

は電波が届くと言われている（一般的には、半径数十 m が利用エリアとな

る）。 

 

アクセスログ 

 Web サーバー等システムへのアクセス状況を記録したもの。アクセス者の

IP アドレスや日時、閲覧端末（ソフト）、送受信データ量等が記録される。 

 

アプリケーション 

 「アプリ」と略されることも多い。ワープロや電子メールソフトのように、

何らかの目的を実行するため、パソコン等にインストールして利用するソフ

トウェアのことを指す。スマートフォンにもアプリケーションを組み込むこ

とができるため、様々なアプリが開発されている。 

 

インスタントメッセンジャー 

 「IM」と略される。パソコンやスマートフォン等で、ネットワークを介

して短文（チャット）やファイルをリアルタイムに送り合うことができるソ

フトのこと。AIM や ICQ、Yahoo!メッセンジャー等が有名。 

 

（コンピュータ）ウィルス 

 コンピュータやシステムに入り込んで正常な動作を妨げたり、システムや

ファイルを破壊したり、意図しない通信を行う等の悪意あるプログラムやア

プリケーションのこと。 

 

オンラインゲーム 

 ネットワーク（主にインターネット）を通じて、他人と同時に行うゲーム

のこと。以前は専用のプログラムを用いるものが多かったが、最近ではパソ

コンや携帯電話の Web ブラウザ等でも遊べるゲームが増えている。 
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公衆無線 LAN 

 公衆無線 LAN とは、主に宿泊施設や飲食店、空港・駅等の公共の場所に

おいて、無線 LAN を利用して、インターネットに接続するためのサービス。

通信事業者等が提供する有料のサービスと、店舗や公的機関等が提供する無

料のサービスがある。 

（関連）無線 LAN 

 LAN とは「ローカルエリア・ネットワーク」のことで、パソコンな

どの小規模なネットワークを指す。パソコン等の接続に有線ケーブルを

用いず、無線通信を使うものを無線 LAN と呼ぶ。近年では、無線 LAN

への接続機能を有するパソコンやプリンターが一般化している。また、

スマートフォンも多くは無線 LAN への接続機能を有している。 

 

コンテンツ 

 情報の内容のこと。インターネットで提供される情報等を指す。 

 

コンベンション 

 「コンベンション」は会議や集会の意。ここでは、主に「国際会議」のこ

とを指す。 

 

サイバー犯罪 

 インターネットや携帯電話等、コンピュータや電気通信技術を悪用した犯

罪のことを指す。大きくは次の三つに分類される。①「コンピュータ、電磁

的記録対象犯罪」：（例）金融機関のオンライン端末を不正操作し、預金口座

をだまし取る等。②「ネットワーク利用犯罪」：（例）電子掲示板を利用した

詐欺、違法商品の売買等。③「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違

反」：（例）他人の ID 等を利用して、ネットワークに不正にアクセスする等。 

 

情報リテラシー 

 情報を使いこなす能力のこと。情報通信機器やネットワークの利用方法か

ら、情報の収集や整理等の能力も含む。情報活用能力。 
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ステルス機能 

 ステルス（stealth）とは、「こっそりと・忍び」という意味。無線 LAN に

おけるステルス機能とは、SSID を他者からは見られないようにする機能の

こと。 

スマートフォン 

 インターネットへの接続機能やスケジュール・連絡先管理機能などを持た

せた多機能な携帯電話のこと。ゲームやワープロのようなアプリケーション

ソフトを組み込むことも可能で、パソコンのように使えるものが主流になっ

ている。最近ではタッチパネルで操作をするものが多い。アップルの iPhone、

Google が OS を開発する Android、マイクロソフトの WindowsPhone 等があ

る。 

 

セキュリティ 

 ここでは「コンピュータセキュリティ」のこと。コンピュータやネットワ

ークシステムを、悪用や不正利用、災害等から守ることを指す。 

 

タブレット端末 

 板状の形状で、主にタッチパネルで操作するパソコン等の端末を指す。最

近では、iPad やギャラクシーTab のようにスマートフォンをベースにした製

品が登場し、人気となっている。 

 

デジタルサイネージ 

 店舗・駅など人が集まる場所に設置されているデジタルディスプレイのこ

と。動画や音声など多彩な表現が可能で、設置場所や時間帯に合わせた情報

を表示することができる。 

 

フィルタリング 

 インターネットへのアクセスを何らかの形で制限すること。例えば、暴力

やアダルト、不法行為、ギャンブル等の情報を掲載しているページにはアク

セスさせない、等の制限をかけることができる。 
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輻輳（ふくそう） 

 災害時などに電話等の通信が集中して回線が混雑した結果、通話などがで

きなくなること。 

 

ブロードバンド 

 光ファイバーやケーブルテレビ、ADSL など、高速な回線でインターネッ

トに接続すること。おおむね、1〜数 Mbps での接続速度を指すことが一般

的である。従来は有線による接続が中心であったが、最近では携帯電話や無

線 LAN 等でも同等の速度での接続が可能になっている。 

 

ブログ 

 主に個人がニュースや気になったことに基づいて記録する、日記風の Web

サイトのこと。従来のホームページよりも作成・更新が楽であり、かつ、コ

メントやトラックバックといった読者と交流する機能があることから利用

者が急増した。 

 

モバイル用ポータルサイト 

 ポータルとは玄関の意味で、インターネット接続時に最初に表示され、検

索やニュース、リンク集等をまとめて表示するようなサイトを指す。最近で

は、スマートフォンからのアクセス向けに、小さな画面でこのようなサイト

を用意するサイトも増えており、モバイル用ポータルサイトと称する。 

 

メッシュ構成 

 メッシュとは網目のこと。ここでは、ネットワーク形態の一つであり、そ

れぞれのポイント（端末・基地局）がそれぞれ互いに情報の発信元になれる

機能を持つ。障害に強く、ネットワーク全体をシームレスに運用できること

が特徴。 

 

ライセンス 

 ここでは、ソフトウェアや情報通信サービスを利用する権利のことを指す。 
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ワンデイパス 

 ここでは、一日だけ情報通信サービスを利用する権利のことを指す。 

 

ローミングサービス 

 インターネット接続や携帯電話サービスを、海外等利用者が契約している

エリア外であっても、事業者間の提携によって同等のサービスを利用可能に

すること。例えば、国内で利用している携帯電話の通話やメールがそのまま

海外でも利用できるようなサービス。通常の料金に加えて、ローミング料金

が上乗せされることが一般的である。 

 

ログイン 

 コンピュータや情報通信サービスの利用開始時に、ユーザー名（ID）やパ

スワードを入力して利用者認証を行うこと。 
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