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・経歴
1972年8月 生まれ 48歳
1992年4月 採用

・担当
情報通信格差の是正を目的にネットワーク基盤整備・運用
及び利活用

・豊の国ハイパーネットワーク（県域光ファイバ網）
・携帯電話の不感地域解消
・ブロードバンド基盤の整備

昨年度より５Gなど新たなネットワーク技術利用の調査研究業務

1.自己紹介
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参考

光ファイバーケーブルの
ほとんどが主要幹線道路沿いの
情報BOXなどに敷設
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2018年12月14日 5G利活用アイデアコンテスト（九州地方選抜審査会）
１位 「濃霧の高速道路でも安全に走行できる運転補助システムの確立」 提案者：大分県
２位 「農作物収穫アバター」 提案者：大分県、ANAホールディングス㈱

2019年８月 総務省 令和元年度５G総合実証試験実施
濃霧における運転補助システムの確立

2020年12月 大分県５Ｇ利活用推進事業委託（県単独実証実施予定）

具体的なニーズの掘り起こしや利活用事例の創出よる５Gのエリア化を誘導

5G時代の到来を見越して、地方からのエリア化を誘導するため、
2018年8月から地域課題解決に向けた5Gの活用検討を開始。

５G時代の大分県の取り組み
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高速道路が結ぶ温泉地（13地域）

別府八湯

大分大深度地熱温泉

日田温泉

天ヶ瀬温泉郷

六ヶ迫温泉

山香温泉

湯布院・湯平温泉

日出温泉

九重“夢”温泉郷

玖珠温泉郷

金色・西谷温泉 宇佐地域

佐伯市鉱泉
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大分空港

※H27.5.3～H27.5.6の平均値

別府港
大分港

約６０万人/年

約１９０万人/年

陸
海

空

九州の中・長距離フェリーの
８割が発着

別府IC～大分IC間
（約１３００万台/年）
（約４万台/日※）

九州の東の玄関口としての高速道路
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Ｔ霧による通行止多発区間

年265時間通行止め

順位 通行止め時間
（時間） 道路名 上下区分 所在地

（県）
265.4 大分自動車道 日出JCT ～ 別府湾SAスマート 上 大分
265.4 大分自動車道 日出JCT ～ 別府湾SAスマート 下 大分
265.4 大分自動車道 別府湾SAスマート ～ 別府 上 大分
265.4 大分自動車道 別府湾SAスマート ～ 別府 下 大分
265.4 宇佐別府道路 大分農業文化公園 ～ 速見 上 大分
265.4 宇佐別府道路 大分農業文化公園 ～ 速見 下 大分
265.4 大分自動車道日出速見支線 速見 ～ 日出JCT 上 大分
265.4 大分自動車道日出速見支線 速見 ～ 日出JCT 下 大分
265.4 日出バイパス 速見 ～ 日出 上 大分
265.4 日出バイパス 速見 ～ 日出 下 大分
216.7 大分自動車道 湯布院 ～ 日出JCT 上 大分
216.7 大分自動車道 湯布院 ～ 日出JCT 下 大分
41.2 大分自動車道 別府 ～ 大分 上 大分
41.2 大分自動車道 別府 ～ 大分 下 大分
9.7 宇佐別府道路 宇佐 ～ 院内 上 大分
9.7 宇佐別府道路 宇佐 ～ 院内 下 大分
9.7 宇佐別府道路 院内 ～ 安心院 上 大分
9.7 宇佐別府道路 院内 ～ 安心院 下 大分
9.7 宇佐別府道路 安心院 ～ 大分農業文化公園 上 大分
9.7 宇佐別府道路 安心院 ～ 大分農業文化公園 下 大分
1.5 磐越自動車道 小野 ～ 船引三春 上 福島
1.5 磐越自動車道 小野 ～ 船引三春 下 福島
1.5 磐越自動車道 船引三春 ～ 郡山東 上 福島
1.5 磐越自動車道 船引三春 ～ 郡山東 下 福島

区間
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【参考】
H28年度 高速道路6社の要因別通行止め時間ワーストランキング

○経済損失（大分県試算）
（a）過去10年の平均通行止時間 約190時間/年（22回 9h/回）≒ 約8
日/年
（b）通行止区間の最大断面交通量 約28,000台/日（日出JCT～別府IC間）
（c）高速利用料金の平均値（想定） 約800円/台 （湯布院IC～別府IC間）

（a）×（b）×（c）＝約 １.8  億円／年

高速道路の霧による通行止め



５Gを活用した運転補助システムの検証概要

Ｄ映像

クラウドサービス(AI)

端末搭載車両

5G基地局
(4.5GHz帯)

5G

①サーマルカメラ/4Kカメラにて撮影した画像をAI画像解析

②車両に搭載されたヘッドアップディスプレイ or タブレット上
に解析した以下をARにて表示
前方車両
白線
ガードレール



５Gを活用した運転補助システムの検証状況

スモークマシンで濃霧を模擬して走行 サーマルカメラ/4Kカメラ

車両ヘッドアップディスプレイ 前方車両検知

5Gプレサービスエリア

4.5GHz帯移動局



５Gを活用した運転補助システムの検証状況

サーマルカメラ使用時の応答速度が600ms程度であり、車両の走行速度としては時速15kmまでは耐えうると判断するが、実運
用では更なる向上が求められる
5Gプレサービスは、ノンスタンドアローン（NSA）方式で運用しており、データ量の小さいサーマルカメラ画像のアップロードでは、
LTEと5Gの応答速度はほぼ同等。将来的に、スタンドアローン（SA）方式の運用となり、応答速度の向上が見込めることから
高速移動への対応も可能となる

5Gエリアが限定的となることを考慮すると、既存の運転支援技術との組み合わせによる安全性向上を図る必要がある
応答時間の内訳は、ネットワーク所要時間が90%程度を占めており、改善・最適化が必要となる
応答速度（検知結果の表示時間）において、運転者の要求レベルを十分満たせていない。実用化に向けて、ネットワークと併せて、
エッジコンピューティングの活用やアプリケーションにおけるパラメータ最適化などの改善が必要となる

課題

走行する車両において、AI解析した検知結果により、目視では困難な障害物などの情報を補助情報として運転手に通知すること
で、安全な走行に繋がることを確認
4.5GHz、100MHz帯域幅のデータ伝送試験を行い、基地局当たり、平均573Mbpsを計測
サーマルカメラ使用時のレスポンスタイムは最低限の目標値としていた0.8秒に到達

結果

考察
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今後の方針
大分県は令和２年度以降も、５Ｇ利活用先進県をめざして積極的に挑戦してい
きます。

・潜在的ニーズの掘り起こしと対外的な発信
↓
・５Ｇ基地局整備の誘致（キャリアの自主整備を誘致）
↓
・県内企業、県民が主体的に５Ｇ利活用（先行利益の獲得）
↓
・地域課題の解決
県民にとって５Ｇの利活用が当たり前となる世界の実現

５Gのエリア化および利活用だけでなく、AIやIoT、ドローンなど、５Gを活用したサー
ビス提供事業者を県内から創出していくことで、産業の活性化を目指していく



県内企業

県

地域人材通信基盤

県外企業
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今後の進め方

・地域課題

・既存サービスの５Ｇ化
・県外企業との連携

・５Ｇ
・豊の国ハイパーネットワーク

・既存サービスの５Ｇ化
・県内企業との連携

協働

・大学、高校連携による
アイデア創出
・障がい者との連携新たなサービス創出・高付加価値化

５Ｇ実証

民間

サービス

地域課題

■５Ｇ実証イメージ ■実施体制



（未来の人材）
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地域人材との連携

■平成31年3月 大分県と地域活性化に関する包括連携協定
■通年で民間企業が常駐し、地域課題の解決型授業を支援

（株）オートバックスセブンが大分県立情報科学高等学校内に、
ICT技術に関するラボを開設

５Ｇ実証等の参画機会を創出
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５.今後の取り組み
５Gは、4月から商用化されたが、フルサービスではない。
今後数年で普及段階に入っていくよう国が主導して展開していく

“５Ｇ”でなければ出来ない新たな「サービス」

５Gの特性を活かした新たな提案とそれの実現
（地域課題解決・地方創生の実現）

誰が生み出し、普及させるか
地方から全国に展開できる可能性がある

一番重要なのは・・・

県として、５G実証を通じて、具体的なサービス展開につながる機会創出に取り組む
とともに、制度や規制の緩和に向けて国との連携していく
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ありがとうございました。


