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滋賀県産業振興ビジョンで重視する４つの視点

• 滋賀県では、2020年3月に滋賀県産業振興ビジョン2030（注）を策定しました。
• 2030年を見据えて、滋賀県では「チャレンジする人・企業が集まる滋賀」、「実証実験のフィールド滋賀」、

「ビジネスで実践する「健康しが」、」「世界から選ばれる滋賀」の４つの視点で産業振興に取り組みます。
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滋賀の持ち味を活かし、次の４つの視点を重視

チャレンジする人・企業が集まる滋賀

実証実験のフィールド滋賀

ビジネスで実践する「健康しが」

世界から選ばれる滋賀

（注)
滋賀県産業振興ビジョンは、滋賀県の産業振興の理念や施策の基本的な方向性などを定めたものです。 1



2

（例）無人レストラン

引用：http://tamakino.hatenablog.com/entry/2018/12/03/080000

• 京東（ジンドン）が天津市の浜海新区の
新生態商業街に無人レストラン「京東×未
来レストラン」を試験的にオープンした。客
席は最大100席。

• 注文から調理、配膳、会計などのすべてが
無人化されている。

• 配膳は、専用のロボットカート。

• ただし、料理をカートに乗せる作業は手動で、人がやら
なければならない。

既に、社会実装されている例を御紹介いたします。

--- 解決する課題 ---

人手不足、待ち時間短縮、味の品質

http://tamakino.hatenablog.com/entry/2018/12/03/080000
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（例）顔認証

引用：https://www.fnn.jp/posts/00049200HDK/201911292030_livenewsalpha_HDK

• スーパーマーケット、地下鉄、空港、ホテル
などで支払いに顔認証技術を採用

• 顔認証による支払いを行うかは選択が可
能

• 通信事業者（中国）は、新たに携帯電
話契約締結時に、顔認証技術を本人認
証手段を用いるよう義務づけ

既に、社会実装されている例を御紹介いたします。

--- 解決する課題 ---

混雑緩和、支払いの効率化

https://www.fnn.jp/posts/00049200HDK/201911292030_livenewsalpha_HDK
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（例）人工肉

引用：https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200111-00010000-tarzanweb-life

• IMPOSSIBLE FOODSが、CES2020に
て、世界で初めて、植物由来の豚肉風の
人工肉を発表

• IMPOSSIBLE FOODSのハンバーガーは、
アメリカだけでなく香港やシンガポールなどで
販売

• グルテンや動物性のホルモンは含まれておら
ず、ハラール食材などにも使用可

既に、社会実装されている例を御紹介いたします。

--- 解決する課題 ---

健康、環境負荷、ハラール

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200111-00010000-tarzanweb-life
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（例）電動キックボード

引用：kintone

• 公道を走行できる電動キックボード（近日
中に発売予定）。日本製。

• クラウドファンディングで目標額を達成

--- 解決する課題 ---

ラストワンマイルの交通問題
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（例）米原市ドローン利活用

農業・林業用ドローン「飛助」の散布飛行デモ

• 農業・林業用ドローン「飛助」の散布飛行
デモが行われた。（2019/11/25）

• 機体の大きさは、１ｍほど。

• ３人が従事。（説明者、運転者、安全管
理者。）安全管理距離は、約20ｍ。ダウ
ンウォッシュがある。

• ＧＰＳにより、自動運転が可能。
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（例）Google検索

既に、社会実装されている例を御紹介いたします。

• 皆様に馴染みのあるGoogleが提供する
様々な無料サービス（Googleサーチ、
Google マップ、Googleフォト、Youtube
等）のなかにも、先端的な技術が数多く導
入されています



近未来技術等社会実装推進事業の全体像

• 慢性的なフィールド不足を解消するため、滋賀県内のフィールドを積極的に提供するだけでなく、実証実験に取
り組みやすい機能を提供し、技術開発やビジネスモデルへの社会実装等の取組を御支援いたします。

企業様等ニーズの掘り起こし

フィールドの確保 実証実験
（企業様等にて実施）

支援サービスの拡充

PR協力

• フィールド保有者や施設管
理者との調整

• フィールドの確保

• 補助金
• 県内の大学や事業者との連携
• 手続きに関する相談
• その他、実証実験実施に必要

な支援
行政の保有地、保有施設
民間提供の施設

• 広報支援
• 住民や地元関係者との

連絡調整、説明
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ニーズ
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・・・・・

・・・・・

企業等

ニーズと実証フィールドを橋渡し滋賀県

市町・
企業等

企業等様のニーズに幅広く応えるため、市町様で管理されている場所や施設等の実証フィールドの確保。

• （実証実験の内容にもよるが）実証実験のフィールドとして可能性のある場所や施設などの確保
• 企業等のニーズがあった際に、実証実験の実現に向けて、施設管理者等の交渉の許可
• 規則等に照らし合わせ問題がなければ、企業等の実証実験の許可

実証フィールドの準備



企業様等への３つのメリット

• 企業様等から実証実験のエントリーを受け付けてから実証実験開始までの時間をなるべく短くいたします。

① リードタイムを短く

② 実証実験の実施にかかるフィールド管理者等との調整は、
企業様と滋賀県の両者で共同して実施

③ 金銭的支援でリスク低減へ

（注）実証実験を希望されるフィールドによっては、施設管理者等との連絡調整に想定以上の時間を要することがございます。

• 実証実験を行うにあたり、フィールドの施設管理者、各行政機関や関連機関等との調整は主に滋賀県側で
実施いたします。

• 実証実験の内容によっては住民説明会を開催し、住民の理解を得るように努めます。

• 実証実験に係る経費の一部を支援いたします。

（注）社員の人件費や資産化につながる物品等の購入等は対象外となります。
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○近未来技術は、ＩｏＴ、ＡＩ、自動運転、ドローンをはじめ、ロボッ
ト、５Ｇ、４Ｋ・８Ｋ、空飛ぶクルマ、燃料電池等、幅広く捉えていま
す。

（参考）内閣府の近未来技術事例集（平成31年３月）による定義

近未来技術とは、Society5.0に向けた戦略５分野（健康寿命の延伸、
移動革命の実現、サプライチェーンの次世代化、快適なインフラ・まちづくり、
FinTech）のいずれかの推進に資するＡＩ、自動運転（ＩＴＳ／物流）、
準天頂衛星（Ｇ空間／i-都市再生、i-construction）、ビックデータ、Ｉ
ｏＴ（smart city／遠隔医療）、ロボット（介護／災害）、ドローン（物
流／災害）、第５世代移動通信システム（５Ｇ）、FinTech等の近い将
来に実装が見込まれる先端技術を意味するものとされています。
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近未来技術とは・・・



実証実験のテーマ、技術（例）

幅広く実証実験の取組を募集いたします。

画像認識

アート

自動運転 小型無人機

電動キック
ボード

ヘルスケア

スポーツ
テック

ビックデータ

環境

食品ロス

AI

農林水産

映像・音声

５Ｇ

防災・観測

ロボットテク
ノロジー

食品

アクティビ
ティ
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滋賀県内で過去に実証実験された事例（一部）

番
号

テーマ 事業名 概要 フィールド 実施 備考

1 監視

滋賀特機
「琵琶湖外来魚回
収ボックスのＩｏＴ
化事業」

琵琶湖岸に設置されてい
る外来魚回収ボックスをＩ
ｏＴ化し、外来魚の回収
量を可視化する事により、
ＢＯＸ内の回収業務の
効率化向上を目指す。

琵琶湖 2018年 LPWA

2 位置測定

近畿総合通信局
「船舶の安心安全を
支援する無線通信
システム」

琵琶湖で社会実装
を想定し、船舶を使
用した実証実験

琵琶湖 2019年７月 LPWA

3
流動状況のリアル
タイム把握

琵琶湖大花火大会 位置情報の把握 琵琶湖周辺道路 2019年８月 Wi-Fiパケット

4 自動運転
滋賀県
「自動運転」

自動運転 立命館大学 2018年12月 レベル４

5 自動運転
大津市
「自動運転」

自動運転 大津市 2018年、2019年
レベル４
（一部区間）

6 自動運転
国土交通省
「自動運転」

自動運転
東近江市奥永源寺
地区

2018年11月 レベル２
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問い合わせ先

滋賀県 商工観光労働部
商工政策課

Email ：fa0001@pref.shiga.lg.jp

Tel ：077-528-3712
Fax   ：077-528-4870

積極的な御提案をお待ちしております
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