
2020年に向けた 
Wi-Fi整備・利活用推進会議 in 東北・九州 

 

無料公衆無線LANサービス 
「かがわWi-Fi高松」について 
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H30.2.1 
高松市 創造都市推進局 文化・観光・スポーツ部 
観光交流課 課長補佐 吉峰秀樹 



高松市の紹介 
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高松市 
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都市規模 
 ・人口   約４２万人 
 ・面積   約３７６K㎡ 
 ・一般会計予算額 
       約１，６４０億円 
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伝統的産業 
 近世からは藩主の庇護の下、
盆栽・漆器・庵治石などの産業
が発展。特に松盆栽の生産量
は国内の８０％以上。 
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豊かな食文化 
 ・讃岐うどん 
 ・新鮮な海の幸 
        など 
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都市機能と自然との程よい調和 
近代的施設と歴史的建造物の共存 



公衆無線LANサービス 
「かがわWi-Fi高松」整備の背景 

8 



9 

■ 本市への外国人観光客数は増加傾向。平成２８年の「瀬戸内国 
 際芸術祭２０１６」や、２０２０年の東京オリンピック等による、更な 
 る増加を予測。 
 

■ 国の調査では、訪日外国人が旅行中に困った事として、「無料公衆 
 無線ＬＡＮ環境が利用できないこと」との回答が全体の46.6％と最 
 も多かった。（参考：総務省・観光庁、２０１６年 「訪日外国人旅行者の 
 国内における受入環境整備に関する現状調査」 ） 

   本市においても、無料かつキャリアフリーで利用できる場所はあるもの 
 の、一部店舗等に限られていた。 
 

■ ２８年４月のG7情報通信大臣会合の高松市開催（四国初の 
 閣僚会合）を控え、情報通信を活用した地域活性化に取り組むこ 
 ととなった。 
                        
観光客の利便性や満足度の向上させ、また、観光客の市内中心部へ
の誘導、滞在時間延長及び消費拡大を目的に、WiFi環境を整備 

■平成２７年度実施「かがわWi-Fi高松」整備の背景 
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（全国１位）！ 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」（従業者数10名未満の施設も対象とした調査結果。国籍別推計値で
は、10名以上の施設が対象。） 

香川県内の外国人延べ宿泊者数の推移 

■外国人観光客数の推移① 
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■外国人観光客数の推移② 
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香川県内の外国人宿泊者数の推移（国・地域別） 

台湾 韓国 香港 アメリカ 中国 フランス その他 

 

【高松空港の国際定期路線の運航状況（H30.1）】 
①ソウル線 週５往復（H4.4.20就航、H28.10.19増便） 
②上海線  週５往復（H23.7.15就航、H29.1.9増便） 
③台北線  週６往復（H25.3.21就航） 
④香港線  週４往復（H28.7.6就航） 

出典：国土交通省「宿泊旅行統計」（国籍別確定値：従業者数１０人以上の宿泊施設） 



公衆無線LANサービス 
「かがわWi-Fi高松」の事業概要 
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■「かがわWi-Fi高松」事業概要 ①整備エリア 

【サービスエリア（AP数：72）】 
 

 ・サンポート高松周辺（※） 
 ・高松中央商店街の街路のアーケード下 
  （全長2.7ｋｍ、日本一の長さ） 
 ・高松琴平電気鉄道 
   瓦町駅及び駅前バスターミナル 
 ・高松空港 
 ・高松市役所 1階市民ホール 

※サンポート高松周辺の整備の一部については、香川県
との共同整備（整備個所は以下の通り） 

【高松市整備部分】 
高松駅構内、高松シンボルタワー（市民ギャラリー、コミュニ
ケーションプラザ、オープンホワイエ、オリーブタワー）、高松シ
ンボルタワー西側歩行者専用道路、高松駅、駅前広場及
び駅前バスターミナル 
 
【香川県整備部分】 
大型テント広場、多目的広場、高松シンボルタワー（展示
場、ホール棟１階）、デックスガレリア） 

（参考）平成28年度、香川県が栗林公園及びフェ
リー乗り場にも整備 
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■「かがわWi-Fi高松」事業概要 ②サービスの概要 

(1) SSID：KAGAWA-WiFi_Takamatsu 
(2) 接続時間／回：３０分 
(3) 接続回数／日：無制限 
(4) 災害時解放：あり（1回15分） 
(5) 利用可能時間帯：終日 
(6) 利用対象者：キャリアフリー、デバイスフリー 
                    （Ｗｉ－Ｆｉ利用可能機器であれば可） 

(7) 認証方式：メールアドレス登録又は 
                     SNS認証（ツイッター、フェイ   
                   スブック、グーグル＋） 
(8) 認証画面対応言語 ：１２言語 
    （日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、 
        タイ語、マレー語、インドネシア語、フランス語、スペイン語、 
        ドイツ語、イタリア語） 

(9) サービス開始日：平成28年3月19日 
                    ※「瀬戸内国際芸術祭2016」は3月20日開幕 

(10) エントリー保持期間：1年間 
かがわWi-Fi高松 ポスター 

「かがわWi-Fi高松」ロゴマーク 
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■「かがわWi-Fi高松」事業概要 ③コスト 

■整備コスト       約3,600万円 
 （ 

■ランニングコスト（年間）約700万円 
 
※保守管理以外に、広報費用や利用データの収集、利用者の動線分
析費用等を含む。 



公衆無線LANサービス 
「かがわWi-Fi高松」の利用方法 
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利用方法 (メール登録の場合） 

②メアド登録 
④セキュリティ 
警告ページ 

ポータルサイト 認証ポータル 
①利用規約の同意 ③メアド登録確認 

⑤認証成功 

高松市の公式観光
ＨＰ「高松旅ネット」
（http://www.t
akamatsu-
ankou.net/）が
自動的に表示され、
イベント等の観光情
報を利用者に発信
する。 

■「かがわWi-Fi高松」の利用方法 

Wi-Fi接続サポート 
 利用者が問い合わせできる。 
 

 【受付時間】９：００～１８：００ 
 【対応言語】日本語・英語 
 【方法】メール・電話 
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「かがわWi-Fi高松」の利用状況 
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■「かがわWi-Fi高松」の利用状況① 
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■「かがわWi-Fi高松」の利用状況② エリア別利用数 
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■「かがわWi-Fi高松」の利用状況③ 外国言語利用数 
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動線分析機能について 
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■「かがわWi-Fi高松」を活用した動線分析（概要） 

各言語利用者が、どの場所
で使用しているかのヒート
マップや、2拠点間の移動
等のデータを把握することが
できる。（左下図は、過去
半年間において、高松空港
から、どの拠点へ向かうかを
示す。） 
       ↓ 

「かがわWi-Fi高松」
の利用データを活用し
本市観光施策に反映
していく。 

※地図提供：NTT空間情報株式会社 
※地図上のポイントは統計化しています。 



今後の課題について 
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①観光客の利便性や満足度の向上 
 ⇒ 直接的な利便性・満足度向上の声は把握できていないが、アクセス数の増加 
   傾向から、その目的は達成できているものと考える。 
 

②観光客の市内中心部への誘導 
 ⇒ 県内外国人宿泊者数の推移と「かがわWiFi高松」の外国語利用回数の推移 
   は同様の動きをしており、外国人宿泊者が市内中心部を回遊していることが想定 
   され、その目的は達成できているものと考える。 
 
 
 
 
 
 

③観光客の滞在時間延長及び消費拡大 
 ⇒ 消費に関する具体的なデータはないが、本事業による観光客の動線分析では、   
   商店街内の動きが多様化する傾向が見られており、滞在時間の延長につながって 
   いることが想定できる。 

■整備の目的は達成されているか？ 
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課題① 更なるＰＲ 
 外国人観光客に、このサービスを知ってもらうため（利用者
増のため）のＰＲを、効果的かつ継続して行う必要がある。し
かし、目には見えない、「Wi-Fiが利用できる環境」をどのように
訴えていくか、周知方法の検討が必要。 
 
 

課題② ランニングコストの抑制 
 認証画面への広告掲載等により収入を得るなど、ランニング
コスト抑制のための手法を検討する必要がある。 
 
 

課題③ 利用データの活用 
 利用データを基に得られる動線分析結果の観光戦略への活
用方法の検討。 

■「かがわWi-Fi高松」の今後の課題 



（参考）平成２７年度観光客受入環境整備について 
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 デジタルサイ
ネージによる多
言語・観光情報
発信 

中央商店街
等で外国人
対応力の向
上を図るた
めの外国語
講座等の実
施 

カテゴリー
３※認定のＪ
Ｒ高松駅と
高松空港の
観光案内所 

ＪＲ高松駅周
辺・中央商店街
エリア等フリー
ＷｉＦｉ整備 

※日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の認定 
 カテゴリーの最上位。多言語対応や   
  広域観光の案内機能等が求められ 
  る。 

かがわWi-Fi高松（ＳＳＩＤ：KAGAWA-WiFi_Takamatsu） 
 ・接続時間：１回３０分×回数無制限   ・１２言語対応 

  ・サービスエリア： 
  高松中央商店街の街路（アーケード下 総延長2.7ｋm） 
  サンポート高松周辺、ことでん瓦町駅及び駅前バスターミナル、 
  高松空港、高松市役所 1階市民ホール 

観光情報発信用デジタルサイネージ 
 ・設置場所：フェリー乗り場、サンポート高松、ＪＲ 
       高松駅、ことでん瓦町駅、高松空港 
 ・機能：本市観光Webサイト「高松旅ネット」と連携し、 
    タッチパネルにより、観光情報やイベント情報 
    を検索可能。（６言語に対応） 
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 急増する外国人観光客等の受入環境をパッケージで整備 


