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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

共用型アクセスポイントで画期的なサービスが可能に
高品質なWi-Fiプラットフォームを全国に展開
情報化社会になくてはならないモバイルインフラとして、その存在感を高めつつある無線 LAN。NTT グループが手掛ける無線
LAN 関連ビジネスの中核を担っているエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社では、ワイヤレスブロード

バンドとしての無線 LAN を戦略的に活用しており、公衆無線 LAN エリアの拡大を目指す Wi-Fi インフラの構築はじめ 、

インターネット接続やコンテンツ配信などを行うことができる高品質な Wi-Fi プラットフォーム「Wi-Fi クラウドサービス」
の提供を行っている。そんな同社のビジネスに欠かせない Wi-Fi プラットフォームを支えるネットワークインフラの中軸に、

アルバネットワークス ( 以下、Aruba) のワイヤレス LAN ソリューションが採用されている。
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マートデバイスが爆発的に普及し、多くの人がイ
ンターネットにアクセスすることが容易になってい
る。そのため、モバイル環境からネットワーク接
続するために重要な役割を担っている 3G 回線や
LTE 回線に多くのトラフィックが集中せざるを得
ない状況が続いている。そこで注目を集めている
のが、膨大なトラフィックをオフロードすることで
快適なネットワーク環境を作り出すことが可能な
Wi-Fi プラットフォームだ。すでに各携帯事業者
は公衆無線 LAN ネットワークの環境整備を進め
ており、すでに数十万にも及ぶ基地局を敷設して
いる事業者も存在する。狭い通信エリアしか確保
できないものの、高速で遅延の少ないネットワー
ク環境が構築できる無線 LAN に期待が寄せられ
ている。

全国に広がるWi-Fiクラウドサービス
を利用する「セブンスポット」
NTT グループには、そんな無線 LAN を戦略的
に活用し、公衆無線 LAN エリアの拡大やコンテ
ンツ配信などが可能な高品質な Wi-Fi プラット
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料インターネットやエリアポータル、コンテンツ
配信などがエリアオーナ自身で可能になる Wi-Fi
業」、最適な回線を自動選択して接続できるコグ
ニティブ機能搭載のモバイルルータを開発する
「Wi-Fi 端末・アプリ事業」など、アンライセン
スである無線 LAN の特長を活かした様々なサー
ビスを展開している。現在では、駅や空港といっ
た社会的なインフラをはじめ、カフェや飲食店、
百貨店、病院など、生活導線の主要なスポット
に Wi-Fi ネットワークを張り巡らせている。実は、
この Wi-Fi クラウドサービスを利用して全国の利
用者にサービスを提供しているのが、セブン＆ア
イグループが手掛ける無料 Wi-Fi サービス「セ
ブンスポット」だ。

共用型Wi-Fiプラットフォームを
支えるArubaのワイヤレスLAN
ソリューション
小売業主体の Wi-Fi サービスとして国内最大
規模となる
「セブンスポット」
は、
セブン - イレブン・
ジャパン、イトーヨーカドー、そごう・西武、デニー
ズの各店舗内で高速インターネット接続が無料で
利用可能になるだけでなく、限定コンテンツやお
得なサービスが利用できるサービス。2011 年
12 月から東 京 23 区 内 にて展 開 を 開 始し、
2012 年 12 月には全国 1 万店舗以上に設置が
完了しており、現在も設置店舗を増やしている。
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サービスは、セブンスポットのための Wi-Fi プ

数のベンダから製品選定を行いながら、大幅な
インフラ刷新のプロジェクトをスタートさせること
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による管理が高い経済性を生む

んだ大きなポイントの一つ」と高く評価している。
機能的な面では、ユーザー認証だけをセンター
側で行い、拠点側でトラフィックをオフロードで
きる機能が高く評価された。今後もトラフィック

この Wi-Fi クラウドサービスを展開するにあたっ

の増加が予想されるなか、トラフィックをセンター
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プティブポータル画面が用意されているなど、基

海外を含めたArubaとの新たな
コラボレーションに期待
現在は、セブン＆アイグループの全国 1 万店
舗以上に設置が完了している状況だが、2013
年 3 月末までには約 1 万 5000 ある店舗への展
開を予定しており、現在も急ピッチで設置作業が
続けられている。同時に、日本最大の小売事業
者であるセブン＆アイグループが要求する高度な
SLA を満たせるよう、保守サービスも含めた運
用体制もさらに強化していく方針となっており、
これまで以上に Aruba とのオペレーション連携
を強めていきたいと小林氏。
また、すでに Aruba が様々な顧客に提供して
いる Wi-Fi ネットワークを同社の Wi-Fi クラウド
サービスと連携させるなど、新たなビジネスへの
展開も小林氏は期待している。
「Aruba が海外
で展開している Wi-Fi ソリューションに我々の
Wi-Fi クラウドサービスをアドオンするなど、海
外に向けた取り組みも強く希望しているところで
す」
。さらに、現在はパブリックなスポットに基地
局を設置している同社だが、オフィスにもその環
境を設置するなどこれまでにない Aruba とのコ
ラボレーションにも期待していると今後の展望を
語っていただいた。
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NTT グループが手掛ける無線 LAN 関連ビジネスの中核を担って
おり、公衆無線 LAN エリアの拡大やコンテンツ配信などが可能
な高品質な Wi-Fi プラットフォームを提供。共用型アクセスポイ
ントを展開している「Wi-Fi ネットワーク事業」をはじめ、無料イ
ンターネットやエリアポータル、コンテンツ配信などが行える
Wi-Fi プラットフォームを提供する「Wi-Fi クラウド事業」、最適
な回線を自動選択して接続できるコグニティブ機能搭載のモバイ
ルルータを開発する「Wi-Fi 端末・アプリ事業」など、アンライ
センスである無線 LAN の特長を活かした様々なサービスを展開。

