
福岡市無料公衆無線LANサービス
「Fukuoka City Wi-Fi」の取組み

福岡市市⻑室広報戦略室

福岡市の概要
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福岡市の産業構造

市内総生産 89.8%
事業所数 90.1%
従業者数 90.1%

第３次産業が

約９割！

第３次産業
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都市の魅⼒のさらなる向上

交流⼈⼝増、回遊性向上

地域経済の活性化

福岡市の成⻑戦略



Fukuoka City Wi-Fi 概要

サービス概要
• 誰でも無料で使える福岡市公衆無線LANサービス “Fukuoka City Wi-Fi”

• 平成24年4月27日 サービス開始
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ステッカーポスター
主なイベント（拠点拡⼤･連携など）

平成24年4⽉27⽇

サービス開始(地下鉄駅等16拠点)
平成25年4⽉27⽇〜6⽉末

JR九州 市内8駅等へ拡⼤
平成25年10⽉1⽇

⻄鉄ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、福岡ﾊﾟﾙｺへ拡⼤
平成25年12⽉24⽇

⻄鉄福岡(天神駅)へ拡⼤
平成28年4⽉15⽇

Onsen Oita Wi-Fi Cityと連携開始
平成28年9⽉1⽇/平成29年7⽉22⽇

⻄鉄バスWi-Fi/電⾞Wi-Fiと連携開始
平成30年2⽉1⽇

川端通商店街へ拡⼤
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※ 地下鉄駅については拠点名省略

市関連施設、公共施設

福岡市地下鉄路線
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インターネット接続
• 氏名とメールアドレスの登録必要(その後6ヶ月は登録なしで接続可能)

• 接続後は福岡市の観光サイト「よかなび」を表示
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スマートフォンなどでSSID
“Fukuoka_City_Wi-Fi”を選択

①

ブラウザを起動

ポータル画⾯が表⽰されるので
⾔語（⽇/英/韓/中簡/中繁）を選択

② ③ エントリーページが表⽰される ④

「ご利⽤はこちらから」
をタップ

「さっそく登録する」
をタップ

利⽤規約に同意

⽒名とメールアドレスを登録⑤ セキュリティ警告に同意⑥ インターネットに接続され、
ランディングページが表⽰される

⑦

⼀度登録すると、次回以
降は登録なしで、セキュ
リティレベル警告に同意
するだけでインターネッ
トに接続可能
（登録後6ヶ⽉）

※

利⽤規約が表⽰される



ポータル機能
• SSID “Fukuoka City Wi-Fi”選択後、ブラウザを起動するとポータル表示

• 市の情報や防災情報に簡単にアクセス可能、情報発信力強化を実現
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⾔語選択（⽇本語・韓国語・簡体・繁体・英語）

無料インターネットへの接続

エリアごとの情報発信

福岡市からの情報発信（福岡市のトップページ）

防災・危機管理情報発信（福岡市防災・危機管理情報ページ）

利⽤者アンケート（効果測定⽤）

利⽤規約

多言語対応
• 日本語･韓国語･中国語(簡体)･中国語(繁体)･英語の５言語に対応

• 市の情報やエリア情報、防災情報も選択された言語で発信

韓国語 中国語（簡体・繁体） 英語
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災害時・緊急時の対応

災害発⽣時の通知
（災害時・緊急時のみ）

福岡市防災・危機管理情報ページ

タップ

• 災害発生など緊急情報発信時は、ポータル画面でユーザに通知

• 災害弱者となりがちな海外からの来訪者に災害発生のお知らせ
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セキュリティ
• 安心して利用いただくための複合的セキュリティ対策を実施

• 利便性とセキュリティ性のバランスを考慮
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フィルタリング
（有害サイトへのアクセスを制限）

利⽤者情報の登録
（6ヶ⽉に1回 ⽒名とメールアドレス）

端末情報の記録
（端末のMACアドレス）

利便性を考慮し、暗号化なし

Open ID認証
（SNSなどのアカウントによる認証）



事業スキーム
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• 基本方針は｢公共が先導し、民間を誘導｣

• 事業主体は福岡市、整備・運用は民間通信事業者に業務委託

③簡易アクセスポイントの購⼊・設置

＋
※光回線・電源 ︓エリアオーナー準備

※機器購⼊費・運⽤費 ︓エリアオーナー負担

①既設アクセスポイントのない施設は新設

システム（ネットワーク・サーバ等）

⺠間通信事業者（NTTBP社）の設備を最⼤限に活⽤

アクセスポイント

簡易アクセスポイント

通信事業社A

通信事業社B

共⽤アクセスポイント
※ 複数のSSIDを送波可能

②既設のアクセスポイントがある施設には、
共⽤アクセスポイントに福岡市のSSIDを追加

通信事業社C

Fukuoka City Wi-Fi 利用者数
• 利用登録有効期間 6ヶ月間の登録数をアクティブユーザと定義

• アクティブユーザは約29.4万人、1日当たりの利用者は約3.4万人
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登録情報 H29/7 H29/8 H29/9 H29/10 H29/11 H29/12 合計

メールアドレス・名前 35,468 39,442 32,064 31,852 26,418 27,619 192,863

Facebook 7,212 7,565 5,936 5,558 4,251 4,659 35,181

Google+ 3,532 3,828 2,984 2,871 2,509 2,624 18,348

Twitter 2,500 3,155 2,486 2,189 1,847 2,050 14,227

Yahoo! JAPAN 5,732 6,403 5,665 5,586 5,158 4,966 33,510

SNS登録 18,976 20,951 17,071 16,204 13,765 14,299 101,266

⽉間合計 54,444 60,393 49,135 48,056 40,183 41,918 29,4129

Fukuoka City Wi-Fi新規登録者数（平成29年7⽉〜平成29年12⽉）

1⽇当たりの利⽤者について
平成29年12⽉ ⽉間のユニークユーザ数（MACアドレスベース）は約105.9万台（1⼈当たり1台と定義）
→1⽇当たりの利⽤者を約3.4万⼈と算出
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認証回数
• １日当たりの平均認証回数は179,079回(平成29年12月 月間)

• 自動認証機能の搭載以降，認証回数が大幅に増加

19

1⽇当たりの平均認証回数推移（⽉別） ※平成26年8⽉1⽇より⾃動認証機能を実装。Wi-FiをOnにした状態で
サービスエリアに⼊ると⾃動的に認証したものとしてカウント。

※ 平成29年12⽉31⽇時点

（回）

累計
約1.4億回

累計
約1.4億回

街頭アンケート結果
• 認知度は約3割(市民による認知度は約6割)

• 利用目的は｢SNSの利用｣｢地図情報の入手｣「電子メールの送受信｣の順
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認知度
（N=748）

知っている

33.2%

知らない

66.7%

無回答・分

からない

0.1%

利⽤⽬的（N=178, 複数選択, 上位5項⽬）

1位 SNSの利⽤ 52.8%

2位 地図情報の⼊⼿ 36.5%

3位 電⼦メールの送受信 28.4%

4位 観光情報の⼊⼿ 27.0%

4位 交通情報、乗換案内の⼊⼿ 27.0%

・調査地域︓福岡空港（国際線）、博多駅、博多港国際ターミナル
・調査対象︓福岡市⺠、観光客（外国⼈含む）
・サンプル数︓748サンプル

（⽇本語︓433／韓国語︓145／中国語︓68／英語︓102）
・調査時期︓平成29年2⽉28⽇（⽕）〜3⽉13⽇（⽉）



44.5%

39.6%

9.4%

6.5%

満⾜ まあまあ満⾜ やや不満 不満

利用者アンケート結果
• 「満足」「まあまあ満足」と回答した人の割合は合計で84.1%

• 今後も満足度やニーズを把握し、サービスレベル向上を継続的に検討
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利⽤者アンケート画⾯

※ 回答は任意

1. 年代
2. 居住地
3. 利⽤頻度
4. 利⽤の理由
5. 利⽤⽬的
6. 拠点数について
7. 拠点の分かりやすさ
8. 利⽤登録⼿続きについて
9. 暗号化について
10. 利⽤満⾜度

（平成24年8⽉17⽇からの累計）

利⽤満⾜度（N=8,697）

Wi-Fi環境整備による経済効果
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• 平成24～26年の3年間で、約1億2,400万の消費額増、便益/費用は1.4程度

• 全国的な整備が進むと、訪日外国人・消費額の増加、投資効果が見込まれる

H24年度 H25年度 H26年度 合計

Wi-Fi整備・運⽤・PR費⽤ 3,710万円 2,600万円 2,330万円 8,640万円

Wi-Fiによる便益 0円 2,807万円 9,590万円 1億2,397万円

便益－費⽤ ▲3,710万円 207万円 7,260万円 3,757万円

【Fukuoka City Wi-Fi整備による本市の費⽤便益分析（ミクロ）】

資料出所︓総務省「全国的なWi-Fi環境の整備に向けた⽅策の概要（Wi-Fi整備推進WG 最終報告(概要））」（平成27年4⽉20⽇）

※費⽤は初期コスト及び運⽤・保守費⽤、広告・PR費⽤を含む

【Wi-Fi環境の整備による国内への経済効果（マクロ）】

〇Wi-Fi環境を全国的に整備し、訪⽇外国⼈への「おもてなし」に有効活⽤することにより
146万⼈の訪⽇外国⼈増、2,102億円の消費額増、539億円の投資効果（投資額300億円）

〇地⽅のWi-Fi環境整備が三⼤都市圏と遜⾊なく進んだ場合、訪⽇外国⼈が地⽅へ⾜を延ばすことにより
地⽅への経済効果として、321万⼈の訪⽇外国⼈増、1,542億円の消費額増



事業拡大のポイント

・市⻑⾃ら先頭に⽴って、Wi-Fi整備の重要性とFukuoka City Wi-Fiの導⼊促進をPR

→地元財界や業界団体の会合等でのプレゼン、市⻑名での導⼊検討を要請するレターの送付 等

⇒交通事業者・宿泊施設・商業施設等、⺠間企業の理解を得て、導⼊が拡⼤

事業拡大に向けた戦略
• 市長自らが、様々な場面で｢トップセールス｣を実施

• メディアや自主広報媒体を活用して、積極的に情報を発信
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①市⻑によるトップセールス

②メディア・⾃主広報媒体の活⽤
・メディアへの露出を意識した広報を展開

→市⻑会⾒・記者クラブ投げ込み・
メディア取材協⼒・業界紙への寄稿 等

・⾃主広報媒体の活⽤による情報拡散
→市政だより、ホームページ、SNS、デジタルサイネージ、動画配信 等

利⽤促進のほか、ICTリテラシ向上や注意喚起に関する情報も発信

⇒Fukuoka City Wi-Fiの認知度向上・利⽤者の増加・拠点の拡⼤に寄与

市⻑会⾒の様⼦

市政だよりでの啓発



Fukuoka City Wi-Fiの取組み

サービス改善・向上とインフラ活用
• 利用者増および民間導入のメリットにつながるサービス改善

• ｢Wi-Fi環境の整備｣から｢Wi-Fi環境を活用した新たな取り組み｣へ

①Wi-Fiの利便性向上とサービスレベルの維持

②Wi-Fiをインフラとして活⽤した情報発信の強化

・利⽤者アンケート等に基づくサービスの改善・向上
→ 接続時間の⾒直し、⾃動認証機能の搭載、Open ID認証の導⼊ 等

・各エリアオーナーとの連携
→ ⼤分3市・⻄鉄バス・⻄鉄電⾞・宗像市との認証連携

・サービスレベルの維持
→ 電波／スループット調査等に基づく品質管理を適宜実施

・Wi-Fiを活⽤したスタンプラリー機能、Wi-Fi接続時に表⽰される情報バナー機能の導⼊
→⼈気コンテンツとのコラボレーション、バナーを活⽤したリテラシ啓発および広告事業の展開

・アプリケーションの活⽤、デジタルサイネージとの連携検討
→LINE株式会社との連携協定締結、Wi-Fi×デジタルサイネージ×アプリによる災害時情報発信デモ

③Wi-Fiビッグデータ活⽤
・Wi-Fi接続から得られたデータを活⽤したビッグデータ分析の実施
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自動認証接続
• 平成26年8月1日より、同意認証手続きを不要とする機能を実装

• 面倒な手続きなしで、6ヶ月間はフリーに利用可能
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セキュリティ同意画⾯に、新たにチェックボックスを配置。チェックして同意認証
いただくと、本サービスエリア内に⼊ると6ヶ⽉間は⾃動的にインターネットに接続

【セキュリティ同意画⾯】 「再接続時にこの画⾯を表⽰しない。」のチェックボックスを追加。

Ｆｕｋｕｏｋａ
Ｃｉｔｙ
Wi-Fi
に接続

インターネットへ【次回以降】

Wi-Fiに接続した時点で認証完了

⾃動的にインターネットへ接続

●チェックを⼊れた場合

●チェックを⼊れない場合
・１回あたりの接続時間は60分

（１⽇に何度でも利⽤可、サービス拠点の利⽤時間内に限る）
・60分以上経過または拠点を移動した場合、再度セキュリティ同意が必要

Open ID認証の導入
• SNSやWebサービスなどのアカウント登録による認証を開始(平成28年4月1日)

• Twitter/Facebook/Google+/Yahoo! Japanのアカウントが利用可能

28

①

②

①メールアドレスで登録（従来⽅式）
初回利⽤時に、⽒名・メールアドレスの登録が必要。

②ログインアカウントで登録（新⽅式）
Twitter / Facebook / Google+ / Yahoo! JAPAN の
アカウント（ID・パスワード等）でログインして接続。

OPEN IDの種類 登録数

Twitter 2,050

Facebook 4,659

Google+ 2,624

Yahoo!JAPAN 4,966

●Open IDによる利⽤登録状況（平成29年12⽉）

※⽒名・メールアドレスでの登録数:27,619



認証連携① Onsen Oita Wi-Fi City
• 大分市・別府市・由布市が運営する｢Onsen Oita Wi-Fi City｣との連携

• 県域を越えた自治体Wi-Fiサービス間のブラウザでの認証連携は全国初
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県域を越えた
連携は全国初

福岡市内の主要交通
拠点、公共施設，⼤
型商業施設など

⼤分市内 15ヵ所

別府市内 20ヵ所

由布市内 8ヵ所

●平成28年4⽉14⽇ 4市連携協定式の様⼦
⼀度の利⽤登録で両サービスが利⽤可能に︕

（再登録なし・アプリレス）

【連携協定に基づく事業】
①公衆無線LANサービスの認証連携に関すること ②観光振興等に向けた施策推進に関すること

県域を越えてWi-Fiサービスの認証⼀元化を実現
→インターネットブラウザでの連携

訪⽇外国⼈をはじめとする来街者の利便性を向上

利⽤開始時のポータル画⾯で、相互に観光情報を発信
→4市内を周遊する広域観光および相互送客を促進

認証連携② 西鉄バス・電車Wi-Fi
• 西日本鉄道株式会社が運営するバス・電車Wi-Fiサービスとの認証連携

• 市内中心部を走る循環バスや観光列車、西鉄駅等で利用可能
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○平成28年9⽉1⽇〜 Nishitetsu Bus Free Wi-Fiとの認証連携を開始
○平成29年7⽉22⽇〜 Nishitetsu Train Free Wi-Fiとの認証連携を開始

【Fukuoka City Wi-Fi】 【Nishitetsu Train Free Wi-Fi】

福岡市内
地下鉄・商⽤施設等
で利⽤可能

観光列⾞「⽔都」・
⻄鉄天神⼤牟⽥線及び

⻄鉄⾙塚線の⼀部駅
で利⽤可能

【Nishitetsu Bus Free Wi-Fi】

観光列⾞「⽔都」

⼀度の利⽤登録で
全サービスが
利⽤可能に



情報バナーを活用した広告事業の展開

• 情報バナー機能を活用した広告事業の実証実験を開始(平成29年3月31日)

• Wi-Fi環境を活用した新たな歳入源の確保、持続可能な運用モデルの確立
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○NTTBP社と「情報バナーを活⽤した広告事業に係る実証実験」実施の協定を締結
【⽬的】

情報バナーに広告枠を設定し、広告媒体としての需要や価値等を調査・検証、
事務的・技術的なシステムを確⽴

【役割分担】
福岡市︓Fukuoka City Wi-Fiのシステム環境の提供
NTTBP︓システム環境を活⽤した広告事業（広告募集からバナー掲載までの⼀連の業務）

【広告の種類】
バナークリック型広告、バナーを経由したオフラインコンテンツ配信（ささっとパンフ）

【歳⼊モデル・実証期間における歳⼊額⾒込み】
広告収⼊から事業経費を差し引いた最終収益の1/2をレベニューシェア
→⾒直しを⾏い，インプレッション数に応じた収⼊に変更（平成29年10⽉〜）

安定的な広告収⼊確保のため，アドネットワーク導⼊（平成29年12⽉末〜）

バナーに広告を表⽰

レクタングル広告・動画広告など、広告の種類を増やし、広告バリエーションを充実させ、媒体価値を向上

○歳⼊増に向けた今後の取り組み
純
広
告

純
広
告

純
広
告

imp単価
アドネットワーク

Wi-Fiスタンプラリー
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• 回遊性向上・PRを目的としたスタンプラリーを実施(妖怪ウォッチとコラボレーション)

• 参加端末数3,036端末・ノベルティ配布数6,652枚(前回｢黒田官兵衛｣：595端末)

【実施期間】
平成27年1⽉5⽇〜1⽉18⽇

・天神の6カ所に隠れている妖怪を探して天神地区の街歩きを楽しむスタンプラリー
（天神地区の街づくり協議会とのタイアップ）

・参加端末数 3,036端末（ノベルティ配布数 6,652枚 ）
※ノベルティは⻄鉄妖怪ウォッチ電⾞ペーパークラフト

・開催期間中、商業施設2か所、公共施設1か所にFukuoka City Wi-Fiを仮設

・スタンプラリー拠点の⽬印として、妖怪ウォッチのFRP⼈形を設置

・参加者の年齢層は、⼦供連れの家族（10歳未満・30〜40代）がメイン
Wi-Fiを使⽤したことがない⽅が⼤半も、接続⽅法への理解はスムーズ



LINE株式会社との連携協定締結
• ICTを利活用した情報発信力の強化に向けた協定の締結

• LINE株式会社と連携協定を締結するのは政令市初の取り組み
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●平成28年10⽉24⽇
情報発信強化に関する連携協定締結式の様⼦

×

Wi-Fi等の通信インフラをベースとした
アプリとの連携による情報発信の充実強化

⾏政情報発信の充実強化に共働で取り組み
市⺠サービスの向上や地域の活性化に寄与

市政情報の
One to One配信等
情報発信⼒の強化

⾃社アプリ
「LINE」や知識経験の

⾏政分野での活⽤

⽅向性が⼀致

福岡市LINE公式アカウント開設(H29.4.25)

• 生活に密着した情報をニーズに応じて｢One to One｣できめ細やかに発信

• アカウント開設2日で友だち登録10万人突破(H29.12.15現在 約30.9万人)
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欲しい情報、住んでいる地域、
通知してほしい時間等を設定

設定した時間にLINEでメッセージが届く
（防災情報は防災メール発信時）

※ 実証実験としてXXX

【配信情報】
・防災︓緊急情報（避難勧告等）、PM2.5予測情報、

⻩砂情報、⾬量情報、河川⽔位情報等
・ごみの⽇︓燃えるごみ、燃えないゴミ、空きびん・

ペットボトルの3種のごみ出し⽇
・⼦育て︓⽉齢や年齢に応じた検診・予防接種の案

内、しつけ、イベント情報 など
・市政だより︓イベント，仕事，講座 など

【役割分担】
・福岡市︓市政情報の提供
・LINE㈱︓LINE公式アカウント・スタンプの提供
・電通アイソバー㈱︓情報配信システムの提供

【備考】
・利⽤者ニーズの調査・把握、配信システムや配

信運⽤等の技術的検証を⽬的とした実証実験と
して実施（平成29年4⽉25⽇〜10⽉24⽇）

・平成29年10⽉25⽇より正式にサービス開始

LINEキャラクターと福岡の観光名所・祭
り・グルメ等を組み合わせたオリジナル
スタンプを配布（平成30年1⽉21⽇まで）



ICTを活⽤した取組み

• ⽇本最⼤規模のLoRaWANTM 環境を無料で提供
• 低消費電⼒、低⽤量通信、⾼カバレッジを実現するLPWAネットワーク
• 多彩な分野におけるIoT活⽤シーンを創出する事が可能

Fukuoka City LoRaWANTM

LPWAネットワーク
（LoRaWAN™）

LPWAネットワーク
（LoRaWAN™）

ゴミの蓄積量に応じた効率的な収集

ゴミ収集

使⽤量、診断情報の収集
遠隔開閉栓

ガ ス
⽔管理の遠隔操作
機器メンテナンス

農 業

制御・交通量観測、
⾃動⾞トラッキング

交 通

被害状況の収集
（⼟砂くずれ、浸⽔等）

防 災

使⽤量の遠隔検針
漏⽔検査

⽔ 道

空調など設備機器の遠隔監視

設備機器 ⼦供・⾼齢者等の⾒守り
ゴルフカートの位置情報

トラッキング



Fukuoka City LoRaWANTM

市内

7
をカバー

割約

• 福岡マラソンをフィールドとしたNTTBP社による実証実験
• ランナーの位置情報をGPS端末で追跡してWEBで公開

Fukuoka City LoRaWANTM

男⼦

⼥⼦

頑張ってる︕
(12km/h~)

らくらく︕
（6~12km/h）

苦しい︕
（~6km/h）

マップアイコンの例

⾞両温度計

景勝地カメラ



福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム
• ⼈⽣100年時代を⾒据えたプロジェクト「福岡100」を推進中
• ICTを活⽤した地域包括ケア

【 福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム 】

（１）データ集約システム
(careBASE)

分析・共有・提供を実現するための
ビッグデータを管理

（２）データ分析システム
(careVISION)

全体

〜100未満

〜200未満

〜300未満

〜400未満

〜500未満

0 20 40 60 80 100（％）

XX値別 XXX数

エビデンスに基づく施策の
企画・⽴案を⽀援

医療や介護事業者の負担を軽減し
ケアサービスの質を向上

（４）情報提供システム
(careINFO)

⽣活していく上で必要となる
サービスや資源を幅広く提供

（３）在宅連携支援システム
(careNOTE)

防災×テック


