
平成31年2月15日

愛知県振興部情報企画課

愛知県における

無料公衆無線ＬＡＮ環境整備の

取組について
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愛知の引力。
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愛知県の御紹介

【今後の主なイベント】

■ 第70回全国植樹祭あいち2019
（於：愛知県森林公園 2019.6.2）

■ 愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo（アイチ スカイ エキスポ）」
（中部国際空港島内 2019.8.30オープン予定）

■ ラグビーワールドカップ2019
（於：豊田スタジアム 2019.9.20～11.2）

■ 2019年G20愛知・名古屋外務大臣会合
（於：名古屋観光ホテル 2019.11.22～23）

■ 東京オリンピック・パラリンピック2020

■ ジブリパーク
（愛・地球博記念公園内 2022年度中オープン予定）

■ 2026年アジア競技大会 3
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訪日外国人観光客のニーズに対応し、愛知への観光集客を促進

■ 取組の背景

 2015年を「あいち観光元年」と宣言（平成26年12月）

 訪日外国人観光客の増大

→ 日本滞在中にあると便利な情報

第１位「無料Wi-Fi」（53.3％）

愛知県のフリーWi-Fiの取組

（出典）観光庁「訪日外国人消費動向調査」（平成26年1-3月期）

平成27年7月 あいち無料公衆無線LAN推進協議会を設立
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あいち無料公衆無線LAN推進協議会

１ 目 的
観光施策の推進や防災対策等のため、無料公衆無線LANの情報の共有化、整備促進、周知・広報を

行う。
２ 設立年月日 平成27年7月1日
３ 組 織 会 長 愛知県振興部長、副会長 名古屋商工会議所商務交流部長

会 員 82団体
（主な構成団体）愛知県、県内全市町村、交通事業者（名古屋鉄道、近畿日本鉄道、名古屋市交通局、

県バス協会、中部国際空港等）、観光関係団体（県観光協会、名古屋市コンベンション
ビューロー）、宿泊施設団体、通信事業者（NTT、ソフトバンク、ワイヤ・アンド・
ワイヤレス）等

オブザーバー 4団体（中部運輸局、東海総合通信局、中部経済連合会、
（一社）公衆無線LAN認証管理機構）

４ 事業内容
(1)無料公衆無線LAN環境の整備促進
(2)無料公衆無線LAN環境の周知・広報・利便性の向上
(3)無料公衆無線LAN環境の導入事例の紹介
(4)無料公衆無線LAN環境により収集したデータの利活用による観光振興・地域づくり 6



■フリーWi-Fiの整備促進

■Aichi Free Wi-Fi協力事業者制度

■認証連携フィールドトライアル

■周知広報

■今年度のPT等開催状況

協議会の活動状況
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フリーWi-Fiの整備促進
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県内のAP数と外国人旅行者数の推移
（AP数）

※ アクセスポイント（AP）数は、愛知県による個別調査結果（各年度末集計値）
※ AP数には、通信事業者の訪日外国人向けに提供する無料公衆無線LANを含む
※ 外国人旅行者数：出典「観光庁 宿泊旅行統計調査 平成29年年間値 外国人延べ宿泊者数」

平成27年7月の協議会設立以降、外国人旅行者数とAP数は増加傾向

（人泊）

通信事業者の訪日外国人観光客
向け公衆無線LANの無料開放に

より大幅増加
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訪日外国人へのアンケート結果

※出典：平成29年度愛知県訪日外客動向調査

愛知県を訪れた外国人旅行客にアンケートしたところ、フリーWi-Fiに対する不満が
依然上位。ただし、割合は年々減少。
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民設民営方式により、宿泊・観光拠点等にフリーWi-Fiの設置勧奨を行
うため、 「Aichi Free Wi-Fi協力事業者制度」を導入。

協力事業者の主な活動内容は、次のとおり。

 Aichi Free Wi-FiのPR

 エリアオーナーへのシンボルマークの掲出依頼

 Aichi Free Wi-Fiポータルサイトへの登録依頼

Aichi Free Wi-Fi協力事業者制度

Aichi Free Wi-Fi協力事業者 認定日

ソフトバンク株式会社 平成28年3月9日

西日本電信電話株式会社 名古屋支店 平成28年11月22日

エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社 平成28年11月22日

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 平成28年12月6日

ひまわりネットワーク株式会社 平成29年7月3日

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 平成29年12月18日

知多メディアスネットワーク株式会社 平成30年10月12日

○登録済協力事業者名（平成31年2月15日現在）
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Aichi Free Wi-Fiとは？

○Aichi Free Wi-Fiとは、
店舗や商店街、宿泊施設や観光施設などへのフリーWi-Fiの整備促進を図り、フ

リーWi-Fiが提供されている施設における「Aichi Free Wi-Fi」シンボルマークの
掲出や、ポータルサイトでのWi-Fiマップによるアクセスポイント情報等を発信し
ている無料公衆無線LANをいう。

＜シンボルマーク＞
＜ポータルサイト＞
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無料公衆無線LANの利便性向上のため、利用開始手続きの簡素化・一元化

について、公衆無線LAN認証管理機構（Wi-Cert）と連携し、愛知県内のフ
リーWi-Fi環境においてフィールドトライアルを実施。

認証連携フィールドトライアル

認証連携フィールドトライアル(平成29.11開始時点)

豊田市様
ToyotaCity_Fr
ee_Wi-Fi_app

安城市様
Anjo-

City_app

常滑市様
Tokoname
City_app

みよし市様
MiyoshiCity
_Free_Wi-

Fi_app

豊山町様
Toyoyama_Fr
ee_WiFi_app

愛知県
Aichi_Free_

Wi-Fi

名古屋市
様

00_NAGOYA
_Free_Wi-Fi

 Web-APIの特性を活かし、ネットワーク運用事業者・SSIDが別々であっても⼀元的利用を実現
 様々な事業者、SSIDが存在する愛知県におけるFree Wi-Fi全体の利便性を向上

約2千アクセスポイント

CNCIグループ(本トライアルにあわせてWeb-APIの試験運用を開始)

平成30年度以降の恒久化を念頭に、7自治体2アプリでフィールドトライアルを計画

Web-API対応アプリにより ⼀元的利用

対応アプリ

対応

12



周知広報①

＜パンフレットフォルダー表裏＞＜ポスター（B1,B2,A2,B3）＞

訪日外国人向けポスター及びパンフレットフォルダーを作成し、中部国際空港、観
光案内所、地下鉄主要駅及びホテル等に配布。
ポスター約50枚、パンフレットフォルダー約15,000部配布。
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14

周知広報②（県庁本庁舎公開イベント）

１ 公開日
平成30年11月3日

〔文化の日〕

２ 協力事業者
(1)西日本電信電話(株)

名古屋支店 様
(2)(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス 様
(3)無線LANビジネス推進連絡会 様

３ 実施内容
(1)ﾌﾘｰWi-Fiの通常時・災害時モードの体験
(2)00000JAPANの体験・パネル展示
(3)来場者アンケート 等



平成30年度 協議会の活動内容①

１ 協議会
あいち無料公衆無線LAN推進協議会

構成員：会員82団体、オブザーバ4団体

■ 平成31年3月開催予定
(1)平成30年度の取組及び平成31年度取組方針（案）
(2)講演１「無料公衆無線LANの最新動向について（仮）」
(3)講演２「サイバー犯罪の現状について（仮）」

２ 幹事会
幹事会

構成員：自治体、交通事業者、Wi-Fi事業者、観光協会等

■ 第１回幹事会（平成30年11月開催）
(1)講演「平成31年度総務省重点施策について」
(2)上期取組状況報告及び下期取組方針（案）について
(3)認証連携フィールドトライアルの取組状況について

■ 第２回幹事会（平成31年3月開催予定）
(1)平成30年度の取組及び平成31年度活動方針（案）について
(2)その他 15
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平成30年度 協議会の活動内容②

３ プロジェクト会議（PT）
整備促進等PT

構成員：自治体、交通事業者、観光協会等
セキュリティ等PT

構成員：自治体、Wi-Fi事業者、メーカ等

■ 第1回（平成30年8月開催）
(1)平成30年度活動方針（案）について
(2)無料公衆無線LAN整備状況調査結果について
(3)取組状況報告
(4)講演「00000JAPANについて」
(5)認証連携フィールドトライアル拡大に向け

た取組について

■ 第2回（平成30年12月開催）
(1)講演「サイバー犯罪の情勢とフリーWi-Fiの

脅威について」
(2)県内観光スポット等における無料公衆無線

LANの整備状況について
(3)災害時における公衆無線LAN活用に関する

調査結果について
(4)11月3日県庁本庁舎公開イベントの実施結果

報告
(5)取組状況報告

■ 第1回（平成31年2月開催）
(1)取組状況報告
(2)県内観光スポット等における無料公衆

無線LANの整備状況について
(3)災害時における公衆無線LAN活用に関す

る調査結果について
(4)情報交換



（参考）県内観光スポット等への整備状況
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「平成29年度観光レクリエーション利用者統計」（愛知県発表）及び「平成30
年度訪日外客動向調査」（愛知県発表）に掲載されている観光スポット等につい
て、フリーWi-Fi提供事業者等のホームページ等を基に、フリーWi-Fi設置の有無
について確認を行った。

63

37

年間入場者数上位100位の整備状況

整備あり

整備なし

未整備の観光スポット等を特定することにより、フリーWi-Fi提供
事業者及び自治体等と情報共有し、今後のフリーWi-Fi整備の参考と
する。



（参考）災害時におけるWi-Fiの活用について

18

県内市町村に災害時における公衆無線LAN活用に関する調査を実施。市町村の保有す
る公衆無線LANの災害時の認証等開放手順の策定状況及び時期や「00000JAPAN」の認知
度を調査。

57%
14%

29%

00000JAPANの認知度
知っている

名前を聞いたこ

とはあるが、ど

のようなものか

知らない

知らない

災害時における住民の情報通信手段の一つとして、公衆無線LANを有
効活用できるよう、調査を通じて、日ごろから公衆無線LANの認証開放
手順や00000JAPANを認識し、災害時における円滑な運用を目指す。



■県有施設へのフリーWi-Fi整備

■SSID「Aichi_Free_Wi-Fi」の整備・運用

■周知広報

■Wi-Fiビックデータを活用した行動分析

県有施設へのフリーWi-Fi整備①
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背 景：協議会の活動を推進するため、民間施設は民間で、

自治体の施設は自治体でフリーWi-Fiを整備。

⇒県有施設は県で整備を行う。

目 的：①訪日外国人・観光客の誘引

②災害時の情報収集支援

Ｈ27年以前に各施設で整備済みの4施設に加え、県有施設への整備を
早期に行うため、情報企画課においてＨ28～Ｈ30年度の3年間で15施
設の整備計画を立てたが、1年前倒してＨ29年度末までに整備した。

県有施設へのフリーWi-Fi整備②

年度 情報企画課整備 施設管理者整備 計

Ｈ27年度以前 ０ ４ ４

Ｈ28年度 ５ ２ ７

Ｈ29年度 １０ １ １１

計 １５ ７ ２２
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施設名（整備時期）

1 愛知県がんセンター中央病院（H24.1）

2 ● 愛知芸術文化センター（H24.4）

3 県営名古屋空港（H24.10）

4 愛知勤労身体障害者体育館（H27.5）

5 ● 愛知県女性総合センター（H28.4）

6 ● 愛知県陶磁美術館（H28.8）

7 ● 大高緑地（H29.2）

8 ● 小幡緑地（H29.2）

9 ● 牧野ヶ池緑地（H29.2）

10 ● 熱田神宮公園（H29.2）

11 ● 愛・地球博記念公園（H29.2）

施設名（整備時期）

12 ● 海陽ヨットハーバー（H29.10）

13 ● 新城総合公園（H30.3）

14 ● あいち健康の森公園（H30.3）

15 ● 木曽川祖父江緑地（H30.3）

16 ● 愛知県武道館（H30.3）

17 ● あいち国際プラザ（H30.3）

18 ● 東三河ふるさと公園（H30.3）

19 ● 愛知県美浜少年自然の家（H30.3）

20 ● 愛知県一宮総合運動場（H30.3）

21 ● 愛知県口論義運動公園（H30.3）

22 ● 油ヶ淵水辺公園（H30.3）

※ ●は、SSID「Aichi_Free_Wi-Fi」を使用

県有施設への整備状況(H31.2.15現在)

県有施設へのフリーWi-Fi整備③
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○愛知県の独自SSID「Aichi_Free_Wi-Fi」を整備し、運用を

行っている。

■平時の運用
認 証：有（SNS登録方式、Eメール登録方式）

時 間 制 限：有（30分間/回）

利 用 回 数：無制限

リダイレクト先：愛知県観光情報サイト「Aichi Now」

■災害時の運用
開 放 時 期：大規模災害発生時

停 止 時 期：災害対策本部閉鎖時（検討中）

認 証：無

時 間 制 限：有（30分間/回）

利 用 回 数：無制限

リダイレクト先：気象庁HP

そ の 他 ：APからSSID「00000JAPAN」を送信

Aichi Now

気象庁HP22

SSID「Aichi_Free_Wi-Fi」の整備・運用



（アクセス数）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2016年8月 12月 2017年4月 8月 12月 2018年4月 8月 12月

毎月のSSID：「Aichi_Free_Wi-Fi」利用回数の推移

SSID:Aichi_Free_Wi-Fi（全体）

(県有施設以外へ設置したAP含む)

外国語での利用回数 情報企画課整備分(15施設)
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愛知・蒲郡大会
(ヨットの世界大会)

SSID「Aichi_Free_Wi-Fi」の整備・運用
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県有施設14施設に増加



周知広報

県有施設のフリーWi-Fiの整備状況について、リーフレットを作成(H30.2月)。
各県有施設、施設所在地の市町村及び観光案内所などに約10,000部を配布。
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・平成28年度

「Wi-Fiインフラを活用した訪日外国人

の行動分析等委託」を実施。

・平成30年度

「Wi-Fiビックデータを活用した行動分

析講習会」を開催。

Wi-Fiビックデータを活用した行動分析①
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○行動分析講習会の概要
■日 時 平成30年7月20日(金)
■参加者 9部局28名

(観光、防災、統計、農林水産、建設、
教育分野などの関係課室が参加)

■講 師 (株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス(Wi2)

○講義内容
① 訪日外国人の動向について
② 他自治体への活用事例について
③ 行動分析ツールの操作方法、体験

Wi-Fiビックデータを活用した行動分析②
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Wi-Fiビックデータを活用した行動分析③

○行動分析ツールでわかること
「TRVEL JAPAN Wi-Fi」アプリを利用した訪日外国人の位置情報や

言語設定等の情報から、国籍や日時、行動内容を把握できる。

○参加者からのコメント
・観光以外の切り口での説明が欲しい。

・災害や医療の動向調査に活用できそう。

・細かいメッシュが良かった。 など
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・どこから来たか。 ・・・ 主動線分析

・どこに向かったか。 ・・・ ネクストアクションマップ

・どういう経路で向かったか。 ・・・ トラベルルートビュー

・滞在時間はどのくらいか。 ・・・ 滞在マップ、タイルマップ

・宿泊地はどこか。 ・・・ 宿泊地フロー

・どこの国の人か。 ・・・ 国籍比率 など
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最後に

 引き続き、訪日外国人の受入環境

整備のためフリーWi-Fi整備を促進

 災害時に備え準備
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御清聴ありがとうございました


