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【事例 2】Wi-Fi 認証手続の簡素化 

 

1.Wi-Fi とは 

○ Wi-Fi とは、LAN ケーブルを使用せず、インターネットへの接続が可能な無

線規格の一つであり、「Wi-Fi アライアンス」（米国の業界団体）により無線

LAN による相互接続が認められた製品間であれば異なるメーカーでも相互接

続が可能となる。 

 
出典： ICT 懇談会 幹事会（第 2回）配付資料（平成 27（2015）年 2 月 5日） 

 

○ 無料 Wi-Fi スポットは、サービス提供者によって利用登録手続が異なって

いるため、無料 Wi-Fi に接続したいと思う者（利用希望者）は、サービス提

供者ごと、エリアごとに、利用登録手続を行う必要がある。 

〇 サービス提供者は、Wi-Fi アクセスポイントを利用して不正行為を行った者

の特定やこうした行為を抑止することなどを目的に、利用者認証を実施して

いる。 

○ このため、利用希望者は、サービス提供者、エリアが異なると、その都度、

利用登録手続を行わなければならず、利用開始に当たっての負担となってい

る。 

〇 この負担を軽減する仕組みとして、Wi-Fi 認証連携がある。 

○ Wi-Fi 認証連携とは、サービス提供者（通信事業者）の垣根を越えて、一度

の登録で様々な無料 Wi-Fi スポットの利用を可能にする仕組みをいい、これ
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が実現することにより、利用希望者は認証連携でひもづけられた無料 Wi-Fi

スポットについて複数回の利用登録手続が不要となり、利用者の負担軽減と

利便性の向上が図られる。 

 

出典： ICT 懇談会幹事会（第 4回）（平成 27（2015）年 4月 24 日） 

 

2.現状 

○ 日本政府観光局（JNTO)によれば、平成 27(2015)年 1 月から同年 10 月まで

の訪日外国人旅行者（累計）は、1,600 万人を超え、前年同月累計と比較して

48.2％の伸びを示しており、「2020 年に 2,000 万人」という目標の前倒しでの

達成も見込まれている。 

○ このため、政府では、訪日外国人旅行者が快適・円滑に滞在・周遊を楽し

むための環境整備に向けた取組を進めており、総務省及び観光庁では、公共

交通、宿泊・飲食・商業施設、自治体、通信事業者等を構成員とした「無料

公衆無線 LAN 整備促進協議会」を設置（平成 26（2014）年 8 月 29 日）し、無

料 Wi-Fi 環境の更なる整備促進、利用できる場所の周知・広報、利用手続の

簡素化等の検討を行っている。 

〇 平成 28（2016）年 2 月には、この取組の一環として、通信事業者の垣根を

超えての接続を可能にするための共通の技術仕様の策定22や社会合意の形成

を目指した実証実験が開始されるなど、利用者が一度の利用登録手続きで利

用が可能となる仕組みの構築を目指す取組が進められている。 

 

○ 都においても、訪都外国人旅行者の無料Wi-Fi利用環境に対する満足度（「満

足」「ほぼ満足」の回答割合）が 76.7％（「都内における外国人旅行者の Wi-Fi

等通信サービス利用状況調査」（平成 26（2014）年 8 月 東京都））となって

おり、国と同様に、東京を訪れる外国人旅行者の利便性の向上に向けた、無

                                                  
22 本実証実験では、認証サーバーと Wi-Fi 接続アプリケーション間のやりとりの手順や形

式を規定した Web API 方式に基づく技術仕様の策定に向けた実地検証を行うこととしてい

る。 
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料 Wi-Fi 接続環境の整備を促進していく必要がある。 

○ 現在、都では、「FREE Wi-Fi ＆ TOKYO」（SSID：FREE_Wi-Fi_and_TOKYO）、

都営地下鉄駅構内の無料 Wi-Fi（SSID:Toei_Subway_Free_Wi-Fi）、都営バスの

無 料 Wi-Fi （ SSID:Toei_Bus_Free_Wi-Fi ）、「 東 京 お 台 場 FreeWi-Fi 」

（SSID:FreeWiFi_ODAIBA）など、都が事業主体として設置するもの、民間事

業者が事業主体として設置しているもの、補助事業として民間事業者の設置

を促すものなどを通じて、Wi-Fi 環境の整備を進めている。 

〇 平成 27（2015）年 12 月に、都立施設において共通の手続で利用できる無料

Wi-Fi サービス「FREE Wi-Fi & TOKYO」を開始したが、これは、都庁の複数の

事業主体（部局）での提供を視野に入れて開始した無料 Wi-Fi サービスであ

り、この結果、異なる事業主体（部局）であっても「FREE Wi-Fi & TOKYO」

の SSID を利用することが可能となり、都が設置する無料 Wi-Fi の利用登録手

続の共通化が図られることとなった。 

○ また、既にサービスを提供している都営地下鉄、都営バス等と連携するこ

とで、一度の利用登録手続で、それぞれのサービスの利用が可能となり、更

なる利便性の向上を図っている。 

○ しかしながら、既にサービスを提供している事業主体（部局）の一部には、

サービス提供者（通信事業者）が異なることなどの理由から「FREE Wi-Fi & 

TOKYO」とは異なる認証方式となっているものもある。 

○ このため、外国人旅行者等が、事業主体（部局）が異なる一部の無料 Wi-Fi

に接続する場合には、別途、利用手続を行うことが必要となっている。 

 
資料：「無料公衆無線 LAN 整備促進協議会 第 2回幹事会」（平成 27（2015）年 2 月 16 日開催）席上

配付資料 

 

3.課題 

○ 全国的にみて、無料公衆無線 LAN が空港、駅、コンビニエンスストア等で

整備されつつあるが、利用に際しては、サービス提供者が異なるエリアごと
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に、新規に利用登録手続を行う必要があることが、外国人旅行者等の負担と

なっている。 

○ 都においても、事業主体（部局）がそれぞれ提供しているサービスの認証

方式を共通化する取組を進めているところであるが、一部のサービスでは共

通化がなされていない。 

 

4.目指すべき姿（アウトプットイメージ） 

○ 外国人旅行者等が、サービス提供者が異なるエリアごとに、無料 Wi-Fi の

利用開始手続を行わなければならないという負担を軽減するため、認証連携

による手続の更なる簡素化を実現する。 

 

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、今後、

東京を訪れる外国人旅行者の数は、ますます増加していくことが予想される。 

・ 現在、国では、外国人が一人歩きできる環境の整備に向けて、無料 Wi-Fi

の整備促進、周知・広報、利用手続の簡素化に係る取組を推進している。 

・ 無料 Wi-Fi サービスは、外国人旅行者にとって主要な情報の収集・発信手

段の一つとなっていることから、都においても、国の取組と整合を図りなが

ら、無料 Wi-Fi の認証連携による手続の更なる簡素化の実現を目指す。 

 

5.実現に向けた方策 

○ 国の「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」においては、

「一度の登録で複数のシステムにサインインできるアプリケーションの活用

促進を含め、外国人旅行者により使いやすくするための認証手続の簡素化」

を掲げ、アプリケーションによる連携を通じた、外国人旅行者向け通信環境

の改善を目指すこととしている。 

○ 無料 Wi-Fi の認証手続簡素化・一元化に向けた技術的方策としては、(1)無

料 Wi-Fi スポットの検索・接続を容易にする「アプリケーションによる連携」

のほか、(2)Wi-Fi の認証確認をシステム側で行うことを可能にする「サーバ

ーによる連携」とがあることから、それぞれの方策について整理する。 

 

(1) アプリケーションによる連携 

○ エリアごとの認証手続を不要とする方策として、アプリケーションによる

連携がある。 

○ これは、利用者が、自治体や民間事業者が独自に展開している無料 Wi-Fi

サービスを共通利用できるアプリケーションを、スマートフォン、タブレッ

ト端末などにダウンロードすることによって、無料 Wi-Fi スポットの検索・
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接続を可能にするものであり、利用者は、アプリケーションの利用登録手続

を行うのみで、参画する無料 Wi-Fi の利用が可能となり、これまでエリアご

とに必要であった利用登録が不要となる。 

 

 

○ この方策を採用する場合、「事業主体の認証方式」と「アプリケーション

の利用登録の際に必要となる認証方式」とが異なっていた場合、原則として、

「アプリケーションの利用登録の際に必要となる認証方式」と一致させる必

要があるほか、通信事業者が異なる場合には、アプリケーションによる連携

の仕組みの利用に当たって経費が必要となることもある。 

 ○ 異なる提供アプリケーションを通じても認証が可能となる仕組みの構築

を目指すのが、総務省が取組方針として掲げている「Web API 方式」である。 

 ○ Web API 方式とは、認証サーバーと Wi-Fi 接続アプリケーション間のやり

とりの手順、形式を規定した方式のことをいい、エリアオーナー側には、

既設のアクセスポイントをそのまま利用できる、新規の設備投資が必要に

ならないなどの利点があり、利用者側には一つのアプリケーションをダウ

ンロードしただけで利用できる、共通仕様の方式を採用しているエリアに

おいては、事業者間の枠を超えたシームレスな接続環境を享受できる、と

いった利点がある。 

 ○ なお、Web API 方式の普及に向けては、①Wi-Fi 接続アプリケーションに

Web API（共通仕様）の実装、②Web API を実装したアプリケーションから

の接続要求に対応するためのソフトウェアの改修が前提となる。 

 

(2) サーバーによる連携 

○ サービス提供者（通信事業者）ごとの認証手続を不要とする方策として、
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サーバーによる連携がある。 

○ これは、複数の Wi-Fi アクセスポイントをつなぐサーバーを構築し、一体

的な運用を可能にするものであり、利用者は、そのサーバーにつながる全て

の無料 Wi-Fi が利用可能となり、一回の利用登録のみで、これまでサービス

提供者（通信事業者）ごとに必要だった利用登録が不要となる。 

 

○ ただし、この方策を採用する場合、連携のために独自システムの構築が必

要となる。 

○ また、独自システムの構築はシステム構築と運用のための経費が必要とな

るほか、事業主体が独自にシステムを構築した場合には、契約締結を行う通

信事業者等の固定化を助長し、将来の調達発注時の競争性・公平性を損なう

可能性があることから、慎重な検討を行う必要がある。 

 

(3) 今後の対応 

○ Wi-Fi 認証連携の方法には、(1)アプリケーションによる連携と(2)サーバ

ーによる連携とがあるが、都独自で認証方式を統一していくに当たっては、

サービス水準の変更、追加費用の発生、独自システムの構築などの面からそ

れぞれに課題がある。 

○ 公共空間に設置された無料 Wi-Fi 環境は、複数の自治体や民間事業者など

によって整備が進められていることから、Wi-Fi 接続環境の向上や利用者の

利便性向上に向けた取組は、設置主体が数多く参画した場で検討され、方向

性が示されていくことが望ましい。 

○ このため、現在、国では、民間事業者が幅広く参画している「無料公衆無

線 LAN 整備促進協議会」を通じて様々な取組を推進しており、都も、本協議

会に参画し、都立施設及び歩行空間における無料 Wi-Fi の整備や民間宿泊施

設への設置費用の補助を行うことにより整備の促進を図っている。 

○ 外国人旅行者は、入国から出国までの間に、複数の都道府県をまたいで行

動をすることが予想される。 
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○ このため、現在、国において、外国人旅行者の Wi-Fi 利用環境の負担軽減

に向けた取組が進められており、都も、国や他団体と連携し、課題の解決に

向け、取組を進めていく。 

 

6.スケジュール（無料公衆無線 LAN 環境の整備促進） 

 

出典： ICT 懇談会（第 4回）（平成 27（2015）年 12 月 16 日） 

  




