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公衆無線 LAN サービス事業者

新世代モデルを拓いた
公衆無線 LANスポットサービス
真野 浩

●アライドテレシスグループ ルート株式会社

代表取締役

「HSDPA」と「Wi-Fi スポット」による次世代無線 LANサービスの登場
携帯ゲーム機や新幹線、バスなどで利用が可能に！
第
部
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802 . 11 n 規格の登場で、無線 LAN の高速化が進み、

の高速なサービスも提供され始めている。

通信事業者動向

カフェや空港、ホテルなどに普及している、公衆無線 LAN

なお、無線 LANの規格については、家庭でもオフィス

サービス（以下、Wi-Fi（＊1）スポット）のブロードバンド化

でも、すでに 54 Mbps の 802 . 11 a/gは普及しているが、最

が一挙に進んでいる。一方、モバイル（広域無線通信）も

大 600 Mbps の 802 . 11 nについては、現在、2010 年 3月の

（384 kbps）からHSDPA（＊3）
（7. 2 Mbps）へ
W-CDMA（＊2）

標準規格化を目指して基本的な部分はほぼ完成している

と高速化したため、ADSL/Wi-Fiに代わって、HSDPA/

状況である。このため、ドラフトベースの仕様に基づいた

Wi-Fiコンバージェンスが、新世代の快適なWi-Fi スポッ

300Mbps の製品が、
相次いで発表され普及してきている。

ト環境を実現し始めている。

キャリア主導の Wi-Fi スポットサービス
現在、通信事業者（キャリア）が有償でサービスを提供
している主なWi-Fi スポットには、

アグリゲーションサービス提供事業者
アクセスライン提供事業者や無料接続提供事業者とは
別に、アグリゲーションサービス提供事業者（アグリゲー
ター）が登場している。アグリゲーターは、自分ではアクセ

（1）ソフトバンクテレコムの「BBモバイルポイント」

スポイントを持たないが、あらゆるWi-Fi スポットをロー

（2）NTTドコモの「Mzone」

ミングして使用できるというサービスを提供している。し

（3）NTTコミュニケーションズの「ホットスポット」

たがって、会員になると、BB モバイルでもMzoneでも利

（4）NTT 東 / 西の「フレッツ・スポット」

用できるようになる。このようなアグリゲートビジネスを展

などが挙げられる。これらのサービスはお互いに相互接

開しているのは、図 1の中段に示す、トリプレットゲートの

続（ローミング）しているところもあり、例えば、Mzone の

「WIRELESS GATE」、日本通信の「bモバイル/Doccica

アカウントで BBモバイルのサービスが利用できる
（その逆

（ドッチーカ）」などである。

は不可）
。また、BBモバイルのアカウントをもっていなくて
も、＠ nifty のアカウントで BB モバイルを利用できるよう
になっている。

メーカー主導の Wi-Fiスポットサービス

多彩なサービスを提供できる「Wi-Fiスポット」
Wi-Fi スポットサービスは、日本では ADSL などブロー
ドバンドのおまけ的に提供されることが多く、単独のビジ
ネスとしてサービスを提供している例は少ない。

キャリア以外のサービスとして、メーカー主導である

そのような中で、ライブドアは、インフラを整備し事業

バッファローの「FREESPOT」
（無料）があるが、これは

体としてきちんとアクセスチャージを取ってビジネスを行っ

喫茶店やホテルなどでアカウントなしでフリーに使用でき

ているほか、ワイヤ・アンド・ワイヤレス
（旧アッカワイヤレス）

るサービスである。同様に、メーカー主導で話題となった

も、単独事業として Wi-Fi スポットサービスを開始してい

サービスに
「FON」
（スペインのベンチャー企業）がある。

る。後者の特徴は、エアポートリムジンバスや京急タクシー

FON は、その中核になるソフトウェア
「FON」とFONが搭

など乗り物系へのサービスのほか、丸の内などのような

載されたアクセスポイント
「La Fonera」を購入し、ユーザー

再開発された商業地域や観光都市などで、エリア限定の

同士でそのアクセスポイントを共有しあって利用（無料）

サービスを提供していることである。

するモデルである。そのほか、単独事業体としてのライブ

また、空港やホテル、新幹線、つくばエキスプレスをはじ

ドアの「LivedoorWireless」やワイヤ・アンド・ワイヤレスの

め、JR や東京メトロの各駅でも使えるようになり、Wi-Fi

「Wi 2 300」などがある（図 1 右側）。特に最近のサービス

サービスに接続すると、ポータルサイトが開いて観光情報や

では、最新の無線 LAN 規格「802 . 11 n」による300 Mbps

ショッピング情報が表示されたり、Wi-Fiサービスがエリア

114 │ インターネット白書 2009 │

公衆無線 LAN サービス事業者

3

3-

図 1 公衆無線 LAN（Wi-Fi）サービスの主要事業者の概要
アクセスライン提供事業者
NTT東/西

NTTドコモ

フレッツ・スポット
【9,000
（’
08/9）
】

Mzone：MoperaU
【6,700
（’
09/4）
】

NTTコミュニケーションズ
ホットスポット
【4,000
（’
09/4）
】

UQコミュニケーションズ
（’
09秋開始予定）

ソフトバンクテレコム
BBモバイルポイント
【4,000
（’
09/4）
】

UQWi-Fi

ワイヤ・アンド・ワイヤレス
Wi2 300
【6,000
（’
09/4）
】

ライブドア
LivedoorWirless
【2,200
（’
09/1）
】

有料

つくばエキスプレス車内
＜鉄道＞

東海道新幹線/N700系車内

＜バス＞羽田/成田リムジンバス
（東京空港交通・京急バス）
車内

アグリゲーションサービス提供事業者
トリプレットゲート

＜タクシー＞京急交通/
京浜横浜自動車タクシー車内（＊）

bモバイル/DOCCICA
(3G/PHS+無線LANスポット)
【15,000
（’
09/4）
】

第

WIRELESS GATE
【14,000
（’
09/4）
】

日本通信

部

3

FREESPOT協議会
FREESPOT
【5,000
（’
09/4）
】

出所
・http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/23471.html（ BroadbandWatch 、
「ネットブック特集」第 1 回）
・http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/24732.html
・http://www.softbanktelecom.co.jp/consumer/wlan/index.html（ ソ フト バ ン
クテレコム HP より）
・http://www.mapion.co.jp/custom/mzone/index.html（NTTドコモ HP より）
・http://www.hotspot.ne.jp/service/area.html（NTT コミュニケーションズ HP より）
・http://www.wi2.co.jp/（ワイヤ・アンド・ワイヤレス HP より）
・http://www.tripletgate.com/wirelessgate/（ワイヤレスゲート HP より、
「フレッツ・
スポット」オプション含む）
・http://www.bmobile.ne.jp/personal/doccica/index.html（b モバイル・ドッチー
カ HP より）
・http://www.freespot.com/（FREESPOT HP より）
・http://www.fon.ne.jp/cms/press.html（FON ジャパン HP の '08/11/6 プレスリリー
スより）

ポータル的なサービスとバンドルして提供されてきている。
さらに、最近では、PC 以外にもiPhoneをはじめ、携帯

FON
（フォン・ジャパン）
FONSPOT
【51,000
（’
08/11）
】

図2

【数字：アクセスポイント概数
（時点）
】
（＊）
はトライアル

HSDPA/Wi-Fi コンバージェンス
HSDPA
WAN

INTERNET

（携行）

HSDPA/Wi-Fi
コンバージェンス

Wi-Fi

LAN

（車載）

ゲーム機「ニンテンドー DS」やデジカメなどのように無線
LANを標準搭載した端末が次々に登場している。これに

できるようになった。このため、図 2 に示すように、HSDPA

加えて、マクドナルドなどのファーストフード店やスターバッ

の料金が「定額制」
「IP 化」されたことなどを背景に、
「エ

クス、ドトール、ルノアールなどの大手カフェでもWi-Fiサー

ントランスとしてのHSDPA」と「アクセス回線としてのWi-

ビスが提供されるようになったため、ほとんどの都市部

Fi スポット」のコンバージェンス
（統合）によって、新しいサー

で、サービスを利用できる環境が整備されてきている。

ビスモデルが実現できるようになった。

次世代 Wi-Fiスポットサービスの登場

さらに、UQコミュニケーションズのWiMAXサービス
「UQ WiMAX」
（下り40 Mbps ／上り10 Mbps、2009 年 7

Wi-Fi スポットサービスは、2008 年頃から大きく変化し

月〜）や、ウィルコムの次世代 PHS サービス「WILLCOM

始めた。
これは、
NTTドコモやイー・モバイルなどから、
3.5G

CORE XGP」
（下り20 Mbps ／上り20 Mbps、2009 年 10

と言われる3.6Mbps ／ 7.2Mbps の高速なデータ通信サー

月〜）などの商用サービスが開始予定であり、今後のワイ

ビス
「HSDPA」が提供されるようになったからである。

ヤレスブロードバンドサービス市場の進展が注目される。

これまで、
Wi-Fi スポットのアクセスポイントを設置するに
は、事前にエントランス
（インターネットと接続用のネットワー
ク）として、有線のADSLやFTTHなどの回線工事が必要
だった。しかし、これを無線のHSDPAで代替できるよう
になり、工事コストを大幅に削減できるようになった。また、
無線 LANを搭載した高機能な携帯電話機として、NTTド
コモの「FOMA」に続いてイー・モバイル「EMONSTER」
が発売されるなど、個人用の携帯電話からもWi-Fiが利用

（＊1）Wi-Fi： 無 線 LAN は Wi-Fi ア ラ イ ア ン ス（Wireless Fidelity
Allaiance）によって相互接続が推進されていることから、
‘Wi-Fi’
（ワイファイ）という愛称で普及している。
（＊2）W-CDMA：Wideband Code Division Multiple Access、チッ
プ速度が 3 . 8 MHzで、周波数帯域がより広く拡散され高速通信
を実現できる。
（＊3）HSDPA：High Speed Downlink Packet Access、W-CDMA
の発展型として下り回線の高速化を図った方式。下りで最大約
14 Mbps の転送速度を提供。
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無料

無料接続提供事業者

