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令和２年度総務省
「地域課題解決型ローカル５G等の実現に
向けた開発実証」における実証予定案件
（近畿ローカル５G推進フォーラム事務局説明資料）

令和２年11月30日
総務省 近畿総合通信局

資料１



1地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証
 地域の企業等の様々な主体によるローカル５G等を活用した地域課題解決を実現するため、多種多様なローカル
５G基地局の設置場所・利用環境下を想定したユースケースにおけるローカル５Ｇの技術検証を実施するとともに、
当該検証を通じてローカル５G等を活用した地域課題解決モデルを構築するための開発実証を実施。

【令和２年度当初予算： ３７．４億円（新規）】

今後のスケジュール

実証において求められる事項
 地域課題解決モデルの提示、実装、横展開

• 地域課題を明らかにした上で、ローカル５Ｇを
どのように活用して地域課題を解決するか

• 実装、自走を視野に入れたものか
• 他の地域にも横展開可能なものか 等
 技術的側面

• ローカル５Ｇの特長を活かしたものか
• ローカル５Ｇの電波伝搬に関する技術検証 等
 実施体制（コンソーシアム）

• 地域課題に直面し、解決モデルの実装主体になる者（ユーザー企業、地方公共団体、その他団体等）
• AI、画像処理などの解決モデルの実現に必要な技術を有する者、通信事業者など
• 地方公共団体、大学 等

６月～10月 ７月～２月 3月

請負契約の締結 実証準備・順次実証開始（10月～） 取りまとめ
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一次産業（農業、漁業） ４件
• 農機（自動トラクター等）の自動運転やビッグデータ活用等
によるスマート農業、定住促進

• 農機（摘採ロボット等）の遠隔監視制御やドローン・AI活用
等による農作業の自動化、地域の就業促進

• スマートグラスを活用した熟練農業者技術の「見える化」
• 海中ドローン制御による養殖漁場環境の遠隔監視制御

インフラ・モビリティ 2件
• 公道での自動運転車両の遠隔監視、操縦管制及び路車間協調
• 高精細映像のAI解析による鉄道インフラの維持・管理

医療・ヘルスケア ３件
• 山間部の診療所等における、患者の高精細映像や生体データ
等を用いた遠隔状態確認、リハビリ・健康医療指導

• スマートグラスと高精細映像を活用した、本土病院の専門医
から離島医療機関の医師への診察支援、患者のケアサポート

• 病院内／病院間における高精細映像を用いた診察支援、超低
遅延を活かしたAI処理による内視鏡検査

工場 ４件
• 製造現場の管理・制御の高度化、映像解析等を活用した作業
ミス検知やリアルタイム技術支援

• MR（Mixed Reality）システムの導入等による生産設備開発
工程の効率化

• 高精細映像やAIの活用による品質自動検査、遠隔作業支援
• Wi-Fiなどの活用が困難な製造現場の無線化

観光・文化・スポーツ ３件
• リッチコンテンツを有した観光ガイドや、クラウド型リアル
タイム同時翻訳提供による、観光客の回遊性向上

• スポーツ施設におけるeスポーツイベントの利便性・機能向
上

• 高精度MR等を活用した新たな観光体験や、複数の自動運転
車両の遠隔監視・制御

働き方改革 １件
• イノベーション拠点（地方都市と首都圏の産業支援施設）
間でのリアルコミュニケーションの実現による働き方改革

防災・防犯 ２件
• 河川等の高精細カメラ映像とAI活用による防災情報一元化、
リアルな災害情報提供による住民の避難行動の促進

• 自律型ドローン・ロボットや高精細映像のAI解析等を用いた
警備システムの高度化

２０２０年度 地域課題解決型ローカル５G等の実現に向けた開発実証 実施予定案件
（２０２０年４月２４日報道発表時点より一部修正）
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分野 件名 請負者 実証地域

農業
1 自動トラクター等の農機の遠隔監視制御による自動運転の実現 東日本電信電話株式会社 北海道岩見沢市
2 農業ロボットによる農作業の自動化の実現 関西ブロードバンド株式会社 鹿児島県志布志市
3 スマートグラスを活用した熟練農業者技術の「見える化」の実現 日本電気株式会社 山梨県山梨市

漁業 4 海中の状況を可視化する仕組み等の実現 株式会社レイヤーズ・コンサルティング 広島県江田島市

工場

5 地域の中小工場等への横展開の仕組みの構築 沖電気工業株式会社 群馬県及び隣接地域
6 MR技術を活用した遠隔作業支援の実現 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市
7 目視検査の自動化や遠隔からの品質確認の実現 住友商事株式会社 大阪府大阪市
8 工場内の無線化の実現 日本電気株式会社 滋賀県栗東市

モビリティ 9 自動運転車両の安全確保支援の仕組みの実現 一般社団法人ICTまちづくり共通
プラットフォーム推進機構 群馬県前橋市

インフラ 10 遠隔・リアルタイムでの列車検査、線路巡視等の実現 中央復建コンサルタンツ株式会社 神奈川県横須賀市

観光・
ｅスポーツ

11 観光客の滞在時間と場所の分散化の促進等に資する仕組みの実現 株式会社十六総合研究所 岐阜県大野郡白川村

12 ｅスポーツ等を通じた施設の有効活用による地域活性化の実現 東日本電信電話株式会社 北海道旭川市
東京都千代田区

13 ＭＲ技術を活用した新たな観光体験の実現 日本電気株式会社 奈良県奈良市
防災 14 防災業務の高度化及び迅速な住民避難行動の実現 株式会社地域ワイヤレスジャパン 栃木県栃木市

防犯 15 遠隔巡回・遠隔監視等による警備力向上に資する新たなモデルの構
築 綜合警備保障株式会社 東京都大田区

働き方 16 遠隔会議や遠隔協調作業などの新しい働き方に必要なリアルコミュニ
ケーションの実現 東日本電信電話株式会社 新潟県新潟市

東京都渋谷区

医療・
ヘルスケア

17 へき地診療所における中核病院による遠隔診療・リハビリ指導等の実
現

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研
究所 愛知県新城市

18 専門医の遠隔サポートによる離島等の基幹病院の医師の専門外来
等の実現 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 長崎県長崎市

長崎県五島市

19 中核病院における５Ｇと先端技術を融合した遠隔診療等の実現 特定非営利活動法人滋賀県医療情
報連携ネットワーク協議会 滋賀県高島市

２０２０年度 地域課題解決型ローカル５G等の実現に向けた開発実証 詳細



5近畿実証予定案件①：目視検査の自動化や遠隔からの品質確認の実現

請負者 住友商事株式会社 分野 工場

実証地域 大阪府大阪市
（サミットスチール大阪工場） コンソーシアム

住友商事（株）、サミットスチール(株)、住友商事グローバ
ルメタルズ(株) 、住友商事マシネックス(株)、富士通ネット
ワークソリューションズ(株) 、(株)グレープ・ワン、(株)フツパー、
(株)中央電機計器製作所、大阪市、（公財）大阪産業
局、京都大学、中西金属工業(株)、生野金属(株)、
(株)ショウワシステム 等

地域課題等 製品の外観検査の効率化・自動化への対応等

実証概要

課題実証：製品の目視による外観検査において、①8Kカメラで撮影した製品等の高精細画像のAI解析を用いた
キズの自動検知に関する実証、②４Kビデオカメラで撮影した映像を用いて遠隔からの品質確認や判
断・指示等の業務支援に関する実証

技術実証：エリア構築に資する電波伝搬特性評価を実施すると共に、将来の様々なユースケースの実現等を目
的とした検証（複数基地局間のハンドオーバー機能検証、準同期における評価検証等）を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：SA構成
利用環境：屋内（工場）

サミットスチール大阪工場
サミットスチール大阪本社

※工場から往復2時間

高精細画像データ伝送

②遠隔からの品質確認等
①目視検査の自動化

高精細映像伝送AI

ＡＩサーバー

8Kカメラ

４Kビデオカメラローカル５Ｇ基地局



6近畿実証予定案件②：工場内の無線化の実現

請負者 日本電気株式会社 分野 工場

実証地域 滋賀県栗東市
（三菱重工工作機械栗東工場） コンソーシアム

日本電気（株）、三菱重工工作機械(株)、
(株) NTTドコモ、
サンリツオートメイション(株)、
(株)構造計画研究所

地域課題等 製造現場における省力化・自動化や製造ラインの柔軟な変更等による生産性向上等

実証概要

課題実証：①多様化する顧客ニーズに応じた製品・サービス展開のため、製造ラインの柔軟な変更による少量多
品種生産の実現に資する制御系ネットワークの無線化に関する実証、②無軌道型AGV
（Automatic Guided Vehicle、無人搬送車）の遠隔制御に関する実証、③工作機械に取り付
けられたセンサーや現場作業員のカメラ映像等を用いた機器等の異常検知、保守員による機器等の
遠隔からの保守作業支援に関する実証

技術実証：5G無線可視化による動的なエリアマップ作製及び遮蔽・反射によるエリア調整の評価を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯、28GHz帯 構成：NSA構成
利用環境：屋内（工場）

①製造ラインの柔軟な変更による少量多品種生産
の実現に資する制御系ネットワークの無線化

②無軌道型AGVの遠隔制御
③効率的な機器等の遠隔からの保守作業支援AGV（Automatic Guided Vehicle、無人搬送車）

※本事業はキャリア5Gにより評価



7近畿実証予定案件③：ＭＲ技術を活用した新たな観光体験の実現

請負者 日本電気株式会社 分野 観光

実証地域 奈良県奈良市
（平城宮跡歴史公園） コンソーシアム

日本電気(株)、凸版印刷(株)、
奈良県平城宮跡事業推進室
平城宮跡歴史公園県営エリア指定管理者
PerceptIn、コトバデザイン

地域課題等 感染拡大防止を図りつつ「新たな日常」が実現された観光等における集客力向上のため、屋外の観光資源と
MR技術の融合による新たな歴史文化体験を提供

実証概要
課題実証：屋外環境において、①MR技術を活用してパーソナライズ化されたコンテンツを、MRグラスを着用した

複数の観光客に対して同時配信等の実証、②敷地内にある施設間の移動の際にも、歴史文化
体験コンテンツを配信し、歴史体験感を維持しつつ安全安心な移動体験の実証を実施

技術実証：性能評価、エリア構築手法検証を実施すると共に、人体損失の定量化によるエリア予測を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯、構成：NSA構成
利用環境：屋外（観光地）

映像配信サーバ

屋外

復元された遣唐使船

遣唐使船の物語をリアルな演者が仮想空
間で表現する演出効果を重ね合わせ体験
者へ没入感ある舞台風歴史体験

ローカル５Ｇ基地局

屋外の地域資源に、文化史跡をより深くかつ楽しく理解するための
デジタルコンテンツを融合した世界観を、

複数人の体験者が同時に味わうことができる、新たな歴史文化体験

MR観光体験 体験イメージ

MRグラス

観光客遣唐使船を舞台に鑑賞
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サーバールーム

近畿実証予定案件④：中核病院における５Ｇと先端技術を融合した遠隔診療等の実現

請負者 特定非営利活動法人滋賀県
医療情報連携ネットワーク協議会 分野 医療・ヘルスケア

実証地域 滋賀県高島市 コンソーシアム

（特非営利）滋賀県医療情報連携ネットワーク協
議会、大津・湖西医療圏地域医療情報連携ネット
ワーク協議会、高島市民病院,本多医院、高島保健
所、慶應義塾大学、(株)情報通信総合研究所、日
本通信(株)、TXP Medical(株)、KPMGコンサル
ティング(株)

地域課題等 中核病院における医療業務の効率化及び病院機能の向上

実証概要

課題実証：①中核病院内・院外におけるリアルタイムな高精細画像情報の共有による遠隔診療や遠隔技術指導、
②AI画像診断による医療現場の働き方改革、③災害時における自営無線通信の確立、災害対策本
部等との情報共有、現場のトリアージ等の支援に関する実証

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施するとともに、
アップリンク/ダウンリンク比の検討や機器構成の要件検証を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：SA構成
利用環境：屋内（病院）

高島市民病院
（中核病院）

臨時診療機能設置仮設建屋
③災害時の通信確保及び医療支援

高精細カメラ

スマートグラス
・5Gスマホ

モニタ・PC

画像診断センタ

②AI画像診断による
診断支援

手術センター

高精細
カメラ
スマート
グラス

モニタ

院内ローカル
5G圏内

外来救急センター

スマート
グラス
モニタ

高精細
カメラ

①専門医による
遠隔診断支援

5Gスマホ

モニタ

スマートグラス

病棟等

スマート
グラス

①入院患者の急変
時遠隔指導

院内・仮設建屋での
リアルタイム接続による

医療支援

専門医
部門システム等(画像等)

AI画像診断

①専門医による
遠隔手術技術指導

5Gスマホ
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ご質問やご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

① ローカル５G等全般（②以外）

共有Email：local5g-kinki@ml.soumu.go.jp

（免許制度関係）
近畿総合通信局 無線通信部 電波利用企画課

T E L ：06-6942-8543

（開発実証関係）
近畿総合通信局 情報通信部 情報通信振興課

T E L ：06-6942-8520

② ５Ｇ投資促進税制関係

近畿総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課

E-mail：kinki-5gzeisei@soumu.go.jp

T E L ：06-6942-8623

mailto:local5g-kinki@ml.soumu.go.jp
mailto:kinki-5gzeisei@soumu.go.jp
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