
（報道発表資料） 

 

福岡市における「福岡市ＬｏＲａ® Ｎｅｔｗｏｒｋ実証環境提供業務」の採択、 

および実証環境利用企業の募集について 

 

2017年 7月 4日 

西日本電信電話株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト 

株式会社 Braveridge 

 

西日本電信電話株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：村尾和俊、以下、ＮＴＴ西日本）、株式会社エヌ・ティ・

ティ ネオメイト(本社：大阪市中央区、代表取締役社長： 上山 圭司、以下、ＮＴＴネオメイト)および株式会社 Braveridge（本

社：福岡市西区、代表取締役社長：吉田 剛、以下、Braveridge）は、福岡市様が公募する提案競技「福岡市ＬｏＲａ®※1
 Ｎｅｔ

ｗｏｒｋ実証環境提供業務※2」（以下、本実証環境）の事業者に採択されました。 

ついては、政令指定都市の広域整備事例として日本最大規模※3となるLoRaWAN™※4ネットワーク実証環境「Fukuoka City 

LoRaWAN™」を福岡市様へソリューション提供いたします。 

 

※1：LoRaは Semtech Corporationの登録商標です。 

※2：福岡市 LoRa Network実証環境提供業務について

(http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kagakugijutsu/business/LoRa.html) 

※3：2017年 7月 3日セムテック・ジャパン合同会社調べ（http://www.semtech.com/company/） 

※4：半導体メーカーのセムテック、IBM などの「LoRa Alliance」メンバーが策定した IoT 向け通信規格のひとつ。 

LoRaWAN™の名称は、Semtech Corporation の商標です。 

 

１．背景 

ＮＴＴ西日本グループでは、2016 年 6 月より「LPWA※5ネットワークを活用したフィールドトライアル※6」を開始し、様々な分

野のパートナーと LPWAネットワークの活用シーン創出に取り組んでおります。また、Braveridgeは福岡市を拠点とし、IoTデ

バイスを自社で開発・製造し、幅広く提供してまいりました。 

福岡市様は、産業支援・振興の一環として IoT 機器・サービス導入において事業者の参入障壁となる通信コストと消費電

力という大きな二つの課題を解消すべく、誰もが利用可能な実証環境「Fukuoka City LoRaWAN™」を市内広域に構築する本

実証環境の提案競技を公募され、この度３社の共同提案が採択されることとなりました。 

 

※5：「Low Power Wide Area」の略称。IoT/M2Mに適した省電力・長距離の通信を実現する省電力広域無線通信の呼称。 

※6：IoT向け LPWAネットワークのフィールドトライアルの実施 (https://www.ntt-west.co.jp/news/1606/160629a.html) 

 

２．本実証環境の概要 

福岡市様による本実証環境のもと、ＮＴＴネオメイトが福岡市内広域に基地局を構築し、LoRaWAN™ネットワークを提供し

ます。本実証環境を通じ、各企業様においては、各種 IoT デバイス・センサー、アプリケーション等を組み合わせることで、

IoT活用シーンの実証実験が可能となります。 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kagakugijutsu/business/LoRa.html
http://www.semtech.com/company/


 

（１）各社の役割 

ＮＴＴ西日本 

・本実証環境の利用拡大に向けたプロモーション、アライアンスの推進 

・フィールドトライアルで得た技術・ノウハウの提供 

ＮＴＴネオメイト 

・本実証環境の構築・運用 

・本実証環境の利用申込受付、お問い合わせ対応等の利用サポート 

Braveridge 

・本実証環境利用者へのデバイス開発サポート 

 

（２）提供期間【別紙 1】本実証環境の提供範囲参照 

 2017年 7月末～2018年 3月 31日まで※7  

  ※7：提供期間は予告なく変更する場合があります。 

 

（３）ネットワーク仕様 

本実証環境提供開始時は、LoRaWAN™「クラス A（端末からサーバーへのアップリンク通信）」対応。 

2017年 9月頃、「クラス B（サーバーから端末へのダウンリンク通信）」※8に対応予定。 

※8：ＮＴＴ西日本 日本初 LoRaWAN™における「クラス B」に対応した環境構築、および実証実験の結果について 

http://www.ntt-west.co.jp/news/1705/170523a.html 

 

（４）提供エリア【別紙 2】本実証環境提供エリア参照 

福岡市広域※9，10 

※9：提供エリアでも電波状況等により、ご利用ができない場合がございます。 

※10：提供エリアは予告なく変更する場合があります。 

 

（５）お申し込み方法 

本実証環境のご利用を希望される企業さま向けに、下記サイトより事前エントリーを受付します。 

正式利用申込について詳細が決まり次第、個別にご連絡いたします。 

実証の相談についてもこちらへお問い合わせください。 

https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html 

 

（６）説明会 

  本実証環境の詳細について利用希望者向け説明会を下記のとおり開催いたします。 

○日 時：７月１３日（木） １１：００～１２：００ 

○会 場：福岡 SRPセンタービル２階視聴覚研修室 

     （福岡市早良区百道浜 2丁目 1番 22号） 

○主 催：福岡市、FITCO ＩＳＩＴ共催 

○対 象：Fukuoka City LoRaWAN™にご関心のある方 

○内 容：実証実験環境の詳細，利用申込方法等 

○定 員：80名(先着順) 

○参加費：無料 

http://www.ntt-west.co.jp/news/1705/170523a.html
https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html


○申込方法：ＦＩＴＣＯさま説明会サイトのフォームよりお申し込みください。 

    http://www.fitco.jp/2017/06/26/lora/ 

  ○その他：利用希望者向け説明会および関連イベントは今後も随時開催する予定です。都度告知いたします。 

 

３．今後の展開 

３社は、本実証環境の提供で得られたノウハウをもとに、LPWA ネットワークを活用したソリューションの提供を通じて、IoT

ビジネス全体の発展や企業・自治体様が抱える様々な社会課題の解決に取り組んでまいります。 

 

別紙・参考資料 

 【別紙 1】本実証環境の提供範囲 

 【別紙 2】本実証環境提供エリア 

 【別紙 3】本実証環境の活用シーン 

 【別紙 4】本実証環境 利用企業の募集について 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

NTT西日本 

アライアンス営業本部 ビジネスデザイン部 ビジネスクリエーション部門 中谷・黒木・徳永 

電話番号：06-4793-8710 

ＮＴＴネオメイト 

ITビジネス本部 ネットワークサービス推進部 岡本(亘)・岡本(展)・宮田 

電話番号：06-4301-4431 

Braveridge 

開発営業部 梶山・稗田（ひえだ） 

電話番号：092-834-5789 

 

お問い合わせの際は、電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。 

 

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合があり

ますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。 

 

http://www.fitco.jp/2017/06/26/lora/


【別紙１】本実証環境の提供範囲 
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※提供エリアは変更する場合があります。 
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【別紙２】本実証環境提供エリア 

７月～9月 順次開通 

10月以降、利用希望に 
応じ年度内に開通 



【別紙３】本実証環境の活用シーン 
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※本資料中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。 
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概要 
誰もが利用可能な実証環境「Fukuoka City LoRaWAN™」を市内広域に構築します。 
利用希望者は一定条件の下、無償でLoRa®ネットワークを利用して実証実験を行うことができます。 

対象者  

「Fukuoka City LoRaWAN™」を活用した実証実験を行いたい企業・団体。 
  

 【実証例】 
  ・LoRa®関連デバイス機器、サービス開発 
  ・自社事業における利活用の検討、事前検証 
  ・新たな利用シーン創出のための社会実験、イベント 
  など 

提供料金 

無償 
  

 デバイス及びAPサーバー（接続に必要な通信環境を含む）については利用者にて準備となります。 
  ＊【別紙１】本実証環境の提供範囲参照 

参加条件 

ＮＴＴネオメイトが定める利用規約に同意し、審査を受けること。 
  

【主な条件】 
 ・営利目的に使用しない事 
 ・デバイス利用可能エリアは福岡市内に限る。 
 ・利用にあたり実施計画書及び実施報告書を福岡市に提出する事（受付はＮＴＴネオメイトが実施） 

お申し込み 

方法 ＮＴＴネオメイトへ利用申込書類一式をメール送付。 

受付 
提供開始時期が決定次第、こちらから別途アナウンスいたします。 
本日から事前エントリー受付を開始します。 
 ・事前エントリーをされた方へはＮＴＴネオメイトからメール送付します。 

利用希望者向け説明会 

利用希望者向け説明会を2017年7月13日福岡市にて実施します。 
 ・お申し込み・説明会の詳細は下記ＦＩＴＣＯさまサイトよりご確認ください。 

http://www.fitco.jp/2017/06/26/lora/ 

事前エントリーのお申し込み・
お問い合わせ 

https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html 
事前エントリー、お問い合わせを同ページにて受付けます。 

【別紙４】本実証環境 利用企業の募集について 

http://www.fitco.jp/2017/06/26/lora/
https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html
https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html
https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html
https://www.ntt-neo.com/service/form/fukuokacitylorawan_apply.html
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