
 
２０１９年９月３日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
（同時資料提供＝大阪府政記者会） 

 
実証事業推進チーム大阪（大阪府、大阪市、大阪商工会議所）による 
「万博記念公園における実証実験の提案募集」の開始について 

 

 
 
 
○ 大阪府、大阪市、大阪商工会議所により構成する「実証事業推進チーム大阪（以下、「推進チ

ーム」）」では、大阪における実証実験をより円滑・効果的に実施できるよう支援しており、

その取り組みの一環として、本日より、「万博記念公園における実証実験の提案募集」を開始

します。 

○ 先端技術を活用した革新的なビジネスを社会に実装していくためには、トライアル・アンド・

エラーを重ねることが重要ですが、そのための実証フィールドが不足していると言われます。

そこで、大阪府、大阪市、大阪商工会議所が構成する推進チームでは、「未来社会の実験場」

をコンセプトとする２０２５年大阪・関西万博を見据えて、実証フィールドの調整・提供を

はじめとした様々な実証支援に取り組んでいます。 

○ 今回、推進チームの新たな取り組みとして、年間約２３

９万人（２０１８年実績）が来場する万博記念公園を実

証フィールドに設定し、２０２０年３月３１日まで、同

公園での実証実験の提案を募集いたします。寄せられた

提案については、内容や要件等の確認の後、実施に向け

た実証場所の協議・調整をはじめ、広報・プロモーショ

ン等のビジネス化の支援などを行います。同公園での実

証実験を募集するのは今回が初めてです。 

○ 対象分野は IoT やロボットテクノロジー、モビリティ、ドローンなどの先端技術を活用した

実証実験で、特に万博記念公園の園地や公園内各施設・設備等の管理運営にかかる技術の向

上やコスト低減、サービスの向上等に資すると期待される提案を歓迎します。 

○ なお、大阪における実証実験を支援するため、大阪府では、府内外の企業が、府内でAIやIoT

等の第四次産業革命に関連する技術等の実証実験を行う経費の一部を補助する「第四次産業

革命に関連する先端技術等の実証実験」に対する補助金（補助上限額：５０万円、補助率：

中小企業者 １／２、それ以外の者 １／３）を公募しています。９月５日に説明会を開催し、

９月１９日まで提案を受け付けます。万博記念公園における実証実験にも活用可能です。 

○ 今後も推進チームでは、大阪府、大阪市、大阪商工会議所が緊密に連携し、引き続き実証支

援の取り組みを積み重ね、大阪における新たなビジネス創出に取り組んでまいります。 

以 上 

＜添付資料＞ 

資料１：「万博記念公園における実証実験の提案募集」実施要領 
資料２：先端技術の実証実験補助金 ちらし 
資料３：２０１８年度の大阪における実証実験の支援実績 

【お問合せ】大阪商工会議所 産業部 (竹中、野間、吉村) 
TEL０６－６９４４－６３００ 
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「万博記念公園における実証実験の提案募集」実施要領 

 

１．背景・概要等 

 ・大阪府・大阪市・大阪商工会議所では、革新的な技術や製品・サービスの実証実験を行い

やすい環境を整え、国内外から企業を呼び込み、「実証事業都市・大阪」の実現に向けた取

組を推進しています。 

・これまで、様々な企業からの実証実験の実施希望を受け付け、大阪府・大阪市の関連施設

や公共空間等における実証実験の実施を支援してきました。 

・新事業開発をめざす企業からの実証実験ニーズにより一層お応えできるよう、新たに「万

博記念公園を実証フィールドとした実証実験」の提案を募集します。寄せられた提案につ

いては、内容や要件等の確認の後、実施に向けた実証場所の協議・調整をはじめ、広報・

プロモーション等のビジネス化の支援などを行います。 

・なお、今回の募集は、今後の実証実験支援の取組推進に向けた課題等の把握のため、試行

的に実施するものです。 

 

 

２．募集内容 

（１）募集する内容 

  ・万博記念公園において実施を希望する実証実験の提案。ただし、①の対象分野に該当し、

②の実証実験の要件を満たすものであることとします。 

・特に、万博記念公園の園地や公園内各施設・設備等の管理運営にかかる技術の向上やコ

スト低減、サービスの向上等に資すると期待される実証実験を歓迎いたします。 

①対象分野 

ア IoT、ロボットテクノロジー 

イ モビリティ 

ウ ドローン 

エ AI（人工知能） 

オ ヘルスケア 

カ オープンデータ、ビッグデータ 

  ②実証実験の要件 

   ・「日本万国博覧会記念公園の活性化に向けた将来ビジョン」や「大阪都市魅力創造戦

略2020」で掲げる目標の実現に向け、文化・観光拠点化の取組みの加速化やこれに

相応しいサービスの提供、更なる魅力創出や賑わいづくり、利用者の満足度向上な

どを図るものであること。 

・概念の検証、技術や試作品の実験、事業化可能性の検証等の実証要素のあるものであ

ること（実証要素が乏しいもの、すでに市場投入されているものや他事業者が既に実

施しているものなどは対象外）。 

・実施者が必要な技術的能力を有し、安全に実施することが可能と認められること。特

に来園者の安全が確保されるものであること。 

・関連法規や公序良俗等に反しないこと。 

 

（２）実施主体（応募できる方） 

  ・新たな製品・サービス等の事業化に向けて、責任を持って実証実験を行うことのできる

法人その他の団体及び個人 

 

ryo-takenaka
テキストボックス
資料１
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（３）提案受付期間 

  ・令和２年３月 31日（火）17時まで 

 

※応募多数の場合には、年度途中に受け付けを締め切ることがあります。また、来年度以降の

募集についても、今年度の実施状況を踏まえて決定いたします。 

※期間中、随時応募を受け付けます。受付の都度、下記「４．実証実験実施までの一般的な流

れ」に記載のとおり、対応いたします。  

 

３．応募方法 

（１）提出書類 

  ・実証実験エントリーシート（別紙様式） 

 

（２）提出先 

・大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当 

    〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 

TEL：06-6944-6300 E-Mail：sangyo@osaka.cci.or.jp 

 

４．実証実験実施までの一般的な流れ 

 

５．留意点 

 ・あらかじめ次の点について十分にご理解をいただいた上で、ご応募くださいますようお願

いします。 

（１）安全確保等のための対応について 

・万博記念公園は、市民をはじめ、国内外からの観光客など多数（平成３０年度万博記念

公園来場者数約２３９万人）の方々がお越しになり、また、公園内には大阪万博のレガ

シーとして文化的に高い価値を有する施設等が多数存在します。そのため、実証実験の

実施にあたっては、関連法規（都市公園法、大阪府日本万国博覧会記念公園条例等）の

遵守はもとより、公園利用者の十分な安全確保の措置、文化的な施設等の保全措置の対

応をお願いすることとなります。 
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 （参考）公園利用者の安全確保措置の想定例 

・来場者が少ないと思われる日時での実施、他の催事等との調整 

・公園内での実施場所・範囲の限定 

・警備員の配置 

・電波使用の制限  など 

 

（２）「実証実験実施にかかる規約」への同意について 

  ・上記安全確保等のための対応の他、別添「実証実験実施にかかる規約」に定める事項を

遵守いただき、実証実験の実施に当たっていただきます。 

 

（３）その他 

  ・実証実験の内容により、全ての希望に添えない場合や、実施できない場合があります。 

  ・原則として大阪府（一部、著作権者含む）の承諾を得ることなく万博記念公園内の施設

の写真や映像等を実証実験の広告宣伝に使用することはできません。 

・また、万博記念公園以外のフィールド（他の公園や施設等）での実施や、他制度の活用

をご案内する場合があります。 

 

６．問い合わせ先 

 ・大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当 

   〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 

TEL：06-6944-6300 

E-Mail：sangyo@osaka.cci.or.jp 

 



2.代表者氏名

設立年 資本金

従業員数 URL

事業概要

6.所属・役職

7.連絡先 電話番号 e-mail

(1) □

(2) □

(3) □

(4) □

(5) □

(6) □

□

11.実証実験の実施にあたって関連
する法令

オープンデータ、ビッグデータ

モビリティ

ＡＩ（人工知能）

10.来園者への安全対策の考え方

9.利用を希望する万博記念公園内の
具体的な場所、またはイメージ、及
びその理由

ヘルスケア

ＩｏＴ、ＲＴ（ロボットテクノロジー）

ドローン

8.希望する実証実験の概要
※以下の点を盛り込んでください。
・実証する製品・サービスの概要
・検証したい事項
・検証に要する期間
・事業の現状（技術検証段階、試作品開発
済み、サービスモデル構築済み、商品化済
み　等）
・公園や関連施設・設備等の管理運営にか
かる技術向上、コスト削減、サービスの向上
等に資するのであれば記載してください

5.担当者氏名

E-mail: sangyo@osaka.cci.or.jp

大阪商工会議所　産業部
産業・技術振興担当宛

　万博記念公園において実証実験の実施を希望される方は、下記の必要事項をご記入の上、大阪商工会議所事務局（E-mail:
sangyo@osaka.cci.or.jp）　までご提出くださいますようお願いいたします。
　本シートをご提出いただいた後、改めて、事務局から電話等でヒアリングをさせていただく予定です。

万博記念公園における実証実験エントリーシート
【実証事業推進チーム大阪】

年　　　月　　　日

4.会社概要

（ふりがな）

1.会社名

〒

3.住　所

（ふりがな）

13.補足資料 ※実証実験の関連資料があれば、書式は問いませんので、添付いただきますようお願いいたします。

12.規約の確認
※HPから「実証実験実施にかかる規約」をご
確認いただき、□に✔を入れてください。

「実証実験実施にかかる規約」を確認いたしました

※お送りいただいた個人情報は、大阪府、大阪市、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用いたします。
※本エントリーシートに記入いただいた内容及び補足資料は、大阪府、大阪市、大阪商工会議所が閲覧いたします。ご了承のうえ記入ください。
※情報管理の徹底のため、企業秘密・ノウハウ等公開できない情報は記入しないでください。



1 

２０１９年７月１７日制定 

実証実験実施にかかる規約 

実証事業推進チーム大阪 

（目的） 

第１条 この規約は、大阪府及び大阪市が所管する施設並びに別に定める大阪商工会議所

に登録する民間施設（以下「施設」という。）における大阪府、大阪市及び大阪商工会

議所による実証実験を支援する事業において、実証実験を実施する事業者（以下「事業

者」という。）が遵守すべき事項その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（協議及び相互協力） 

第２条 事業者は、大阪府、大阪市及び大阪商工会議所並びに当該実証実験に活用する施

設等を管理する者（以下「管理者」という。）との間で、実証実験の目的や内容につい

て十分協議し、相互の理解と協力のもとで実施しなければならない。 

 

（許可申請） 

第３条 事業者は、実証実験の実施にあたり、関係法令その他管理者が定める手続きを行

い、施設の使用許可その他施設を適法に利用できる権原を得なければならない。 

 

（危険防止等） 

第４条 事業者は、実証実験の実施にあたり、関連法令を遵守するとともに、必要な危険

防止及び保険加入を含めたリスク管理の措置を取らなければならない。 

 

（費用負担） 

第５条 実証実験にかかる費用は、事業者が全額自ら負担するものとし、大阪府、大阪市、

大阪商工会議所及び管理者はその費用を負担しない。 

 

（実証実験の中止等） 

第６条 大阪府、大阪市及び大阪商工会議所は、次の各号のいずれかに該当するときは、

事業者に実験の中止又は中断若しくは内容変更を命じることができる。 

(1) 実証実験を継続することにより、管理者の業務に支障が生じるとき、又は生じるお

それがあるとき 

(2) 天災その他やむを得ない事由が生じたことにより、実証実験を継続することが困難

になったとき 

２ 大阪府、大阪市及び大阪商工会議所は、実証実験の内容が事前に提出された事業計画

書の内容と著しく相違があるとき又は第三者に対する生命身体財産の危険が生じるおそ

れがあるときは、事業者にその是正を求めることができる。 

３ 前項の是正要求に対して事業者がこれに従わないとき、又は事業者が第10条第１項に

該当することが判明したときは、大阪府、大阪市及び大阪商工会議所は、事業者に実証

実験の中止を命じることができる。 
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４ 前３項の規定により実証実験を中止又は中断若しくは内容変更した場合において、事

業者に新たな費用が発生したときであっても、大阪府、大阪市及び大阪商工会議所はそ

の費用を負担しない。 

 

（損害賠償） 

第７条 実証実験の実施に際し発生した損害のうち、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、

管理者及び第三者に生じた損害については、不可抗力その他事業者の責めに帰すべき事

由がないと認められるときを除き、事業者がその賠償責任を負う。ただし、第３条に定

める施設の使用許可等の条件その他別に定めがあるものについては、その条件等に定め

るところによる。 

２ 前条第４項に定めるもののほか、実証実験の実施に際し発生した損害のうち、事業者

に生じた損害については、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、管理者及び第三者は、故

意又は重大な過失がない限り、事業者に対する賠償責任を負わない。 

 

（実績報告書等の提出） 

第８条 事業者は、実証実験終了後、速やかに実績報告書及び必要に応じてその他の資料

を作成し、大阪府、大阪市、大阪商工会議所及び管理者に対して実績報告を行う。ただ

し、事業者は、事業者以外の者の知的財産を侵害してはならない。 

２ 事業者は、法令に基づき大阪府及び大阪市が前項の実績報告書を公開する可能性が存

することを前提に、実績報告を行うものとする。 

３ 第１項の実績報告書及び実績報告に際して事業者が報告先に提出した資料について、

事業者は、報告先に対し、報告先が当該実証実験に関する業務を遂行する目的で以下の

態様により無償で利用することを許諾し、これらを基に報告先が翻訳・翻案した二次的

著作物に対しても同様に許諾する。  

(1) 複製 

(2) 上演・上映 

(3) 公衆送信・公衆伝達 

(4) 口述 

(5) 展示 

(6) 翻訳・翻案 

４ 事業者は、前項の著作物及び二次的著作物に関する著作者人格権を行使しない。 

 

（秘密の保持） 

第９条 事業者は、実証実験の履行に関連して知り得た機密事項や個人情報を、本協定の

有効期間中のみならずその終了後においても、他の当事者の事前の承諾を得ることなく、

第三者に開示してはならず、かつ、実証実験の目的遂行に必要な場合を除き自ら利用し

てもならない。ただし、次の各号に該当する情報はこの限りでない。 

(1) 知得時に既に公知となっていた情報 

(2) 知得時に既に保有していた情報 

(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 
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(4) 相手方の機密情報を使用することなく、独自に開発した情報 

(5) 大阪府及び大阪市が法令に基づき公開又は開示等を行う情報 

 

（暴力団等反社会的勢力の排除） 

第10条 事業者は、事業者の代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴

力団員又は第16条第３項に規定する密接関係者に該当するときは、この規約に基づく実

証実験の申込みをすることができない。 

２ 事業者は、大阪府、大阪市、大阪商工会議所及び管理者が前項の該当性の判断のため

に調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出

しなければならない。 

 

（その他定めのない事項等の取扱） 

第11条 本規約に定める事項について生じた疑義又は本規約について定めのない事項につ

いては、事業者、大阪府、大阪市及び大阪商工会議所が協議して解決する。 

 

以 上 



先端技術の実証実験補助金

公募期間：令和元年８月20日(火)～９月19日(木)

AIやIoT等の第四次産業革命に関連する先端技術等の
実証実験であって、大阪府内で実施するものが対象

※AI、IoT、ビッグデータ、ロボットテクノロジーなどの、いわゆる第四次産業
革命技術に加え、それらに関連するブロックチェーン、5Gなどの先端技術も対象

※府外企業も対象

機器レンタル料、安全対策費、運搬費、保険料、
学識経験者・モニター等謝礼費、旅費、会場使用料 等

中小企業は1/2補助
それ以外の企業は1/3補助

府内での
先端技術の
実証実験

経費補助
上限50万円

8/20～9/19
応募受付

審査・
事業採択

実証
実験

8月 9月 10月 11月 3月

大阪府では、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)等の第四次産業革命

関連産業の振興に取り組んでいます。その一環として今年度より、府内外の企業が、

府内でAIやIoT等の第四次産業革命に関連する先端技術等の実証実験を行う際

の経費の一部を補助することとし、募集を開始します。

日時：令和元年９月５日(木) 午前10時から
場所：マイドームおおさか4階 セミナー室(大阪市中央区本町橋2-5)

※参加申込方法は下記HPからご確認ください

※公募要領及び応募申請書等は説明会で配付
するほか、下記HPからもダウンロードできます

http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/zissyou/index.html ⇒

9/5
公募説明会

【参考】 今後のスケジュール(予定) 【お問い合わせ先】
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課 村形、瀬川
TEL：06-6210-9485
Email：sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp

令和元年度 新エネルギー産業(電池関連)創出事業補助金
「第四次産業革命に関連する先端技術等の実証実験」 編

http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/zissyou/index.html
ryo-takenaka
テキストボックス
資料２
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2019年 9月 3日 

2018年度の大阪における実証実験の支援実績 

大阪商工会議所 

※大阪商工会議所事務局がエントリーを受けたもの 
 

１．ICT技術を活用した地下河川構造物に対する点検手法の検証 

 ㈱パスコ（本社：東京都、代表取締役社長：島村秀樹氏）から実証事業検討チームに実証

実施の希望があり、大阪府を通じて、寝屋川水系の地下施設「三ツ島調節池（門真市）」、「中

鴻池調節池（東大阪市）」で実施できるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2018年 8月 27日、28日 

② 概  要：点検が困難な地下河川構造物につい

て、ドローンや各種レーザ計測機器、カメラ画

像解析技術等を用いて計測・分析する。 

③ 今  後：実証を通じて収集した計測データを

もとに、点検が困難なインフラ施設の新たな点検手法として、適用の可能性の検討に

役立てる。 

 

２．「中之島チャレンジ」における移動ロボットの自動走行技術実証 

 ㈱プロアシスト（本社：大阪市、代表取締役社長：生駒京子氏）から大阪商工会議所に実

証実施の希望があり、大阪市を通じて、中央公会堂及び中之島図書館周囲の歩道で実施でき

るよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2018年 9月 23日、24日 

② 概  要：中之島で実施する移動ロボットの屋外走行実験

「中之島チャレンジ」において、5 チーム 6 台の移動ロボ

ットが、定められたコースを時速 4 キロメートル以下で自

動走行する。 

③ 今  後：実証を通じて収集した走行データをもとに、人が往来する環境における移

動ロボットの自動走行技術の開発に役立てる。 

 

３．超小型電動モビリティ用ワイヤレス充電システムに関する実証 

 ㈱ダイヘン（本社：大阪市、代表取締役社長：田尻哲也氏）から実証事業検討チームに実

証実施の希望があり、大阪市を通じて、大阪城公園で実施できるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2018年 12月 10日～2019年 1月 31日 

※2018年 10月 29日～11月 2日にプレ実験を実施 

② 概  要：超小型電動モビリティ用ワイヤレス充電システムと超

小型電動モビリティを大阪城公園内に設置。公園内の巡回や設備

の確認、点検等に利用することで、車両の消費電力、充電の頻度

や時間、バッテリ残量等を計測・分析する。 

③ 今  後：実証を通じて得られたデータをもとに、充電頻度を上

げることによる電池容量の削減可能性等の検証に役立てる。 

資料３ 
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４．水道使用量データを活用した「見守り・ヘルスケアサポート」の導入に向けた実証 

 愛知時計電機㈱（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：星加俊之氏）から大阪商工会

議所に実証実施の希望があり、大阪市水道局と協議のうえ、両者の共同研究として、大阪市

内において実証実験ができるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2018年 12月中旬～2020年 3月（予定） 

② 概  要：見守り・ヘルスケアサポートの構築に向け、住之

江区安立地区の独居高齢者を中心とした 30 世帯にスマート

水道メーターを設置し、水道使用量データの収集、並びに、

AIを活用した分析を行う。 

③ 今  後：実証を通じて得られたデータをもとに、異変検知手法の研究・検証を行い、

見守り・ヘルスケアサポートの構築に役立てる。 

 

５．デジタルサイネージを使った集合的視線推定システムに関する実証 

 大阪大学大学院情報科学研究科・菅野裕介准教授から大阪商工会議所に実証実施の希望が

あり、大阪市を通じて、アジア太平洋トレードセンター（ATC）で実施できるよう調整、支

援した。 

① 実 施 日：2018年 12月 15日～24日 

② 概  要：施設やイベント案内などを目的に設置されているデジタル

サイネージに視線推定システムを組込み、人が行き交う実際のサービ

ス現場での視線推定が可能かを検証する。 

③ 今  後：実証実験を通して得た評価をもとに、広告・マーケティン

グ分野での実用化に取り組む。 

 

６．大阪上本町駅周辺でのデジタル地域通貨の実用化に向けた実証 

 近鉄グループホールディングス㈱（本社：大阪市、代表取締役社長：吉田昌功氏）が㈱三

菱総合研究所と連携して実施する実証事業において、実証事業検討チームとの連携の希望が

あり、大阪市を通じて、大阪市の国際交流拠点施設である大阪国際交流センターの飲食施設

「ビュッフェ レストラン ラッフィナート」が参加施設となるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2019年 2月 1日～28日 

② 概  要：総務省の「行政や公共性の高い分野におけるブロックチェーン技術の活用

及び社会実装に向けた調査研究」に協力し、大阪上本町駅周辺エリアにブロックチェ

ーン技術を活用したデジタル地域通貨を導入することで、プレミアム付商品券のデジ

タル化による地域経済活性化の可能性について検証する。 

③ 今  後：利用者の声を収集し、実用化に向けて開発・活用を推進する。 
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７．ドローンを用いた低層大気の気象観測に関する実証 

 日本気象㈱（本社：大阪市、代表取締役：鈴木正徳氏）から実証事業検討チームに実証実

施の希望があり、大阪市を通じて、大阪城西の丸庭園で実施できるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2019年 2月 25日 

② 概  要：ドローンを複数回にわたって地表から高度 150m

まで垂直飛行させて各高度における気象データ（気温・湿

度・風向風速・気圧）を取得し、都市大気の特徴を把握す

るために必要な最小限の飛行高度を検証する。 

③ 今  後：取得したデータをもとに、将来の定期観測の基準策定に役立てる。 

 

８．ドローンを用いた画像解析システムに関する実証 

 ㈱ミライト・テクノロジーズ（本社：大阪市、代表取締役社長：髙畠宏一氏）と㈱NTT フ

ァシリティーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：一法師淳氏）から大阪城公園での実

証事業実施の希望があり、大阪市を通じて、大阪城公園で実施できるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2019年 3月 15日～4月 15日 

② 概  要：大阪城公園において、①画像から不審物を自

動抽出する「園内の巡回点検」、②複雑な形状の石垣を高

解像度で 3次元モデル化する「城郭石垣の精密撮影」、③

複数個所上空からの斜め撮影画像をもとに現状の地形や

建物を立体的に把握する「大阪城公園・天守閣の 3 次元

モデルの作成」の実証を行い、巡回点検稼働の削減や視

点を変えた点検、災害時の状況把握、復旧計画の立案などに役立てる。 

③ 今  後：実証結果を踏まえ、ドローンを活用したサービスの開発を目指す。 

 

９．次世代型低速自動走行モビリティサービス「iino」の実証 

 関西電力㈱（本社：大阪市、取締役社長：岩根茂樹氏）から大阪城公園での実証事業実施

の希望があり、大阪市を通じて、大阪城公園で実施できるよう調整、支援した。 

① 実 施 日：2019年 3月 17日～21日 

② 概  要：大阪城公園において、「日本伝統文化×時速 5 

キロメートル」をテーマに、低速で移動するモビリティ

「iino」上で日本伝統文化に関するコンテンツ（茶、日

本舞踊、三味線）に関するパフォーマンスを実証する。 

③ 今  後：観光地での外国人観光客に向けた新たなサー

ビスの開発を目指す。 

以 上 


