
令和４年１１月 長崎県 企画部／産業労働部

政策監（デジタル戦略担当） 三上

長崎県で実現する
Society5.0、DX

※通称、三上DX（みかみデラックス）



講師（三上）の主な経歴

4

北海道室蘭市生まれ、道立室蘭栄高校（理数科）

1990年 名古屋大学工学部、大学院（航空宇宙工学専攻）
1996年 通商産業省入省（機械情報産業局 航空機武器宇宙産業課）
1998年 通商政策局 米州課 総括係長

2002年 防衛省 装備局 航空機課 部員（海上自衛隊担当）
2004年 経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課 課長補佐

2005年 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 参事官補佐
2005年 米国留学（ボストン大学大学院 技術経営学（MOT））

2009年 経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課 課長補佐
2013年 産業技術環境局 産業技術総合研究所室 室長
2014年 JETRO（日本貿易振興機構）ベルギー・ブラッセル事務所 次長
2017年 経済産業省 製造産業局 製造産業技術戦略室長 兼 デジタル戦略官

2019年７月～ 長崎県庁 産業労働部 政策監（新産業振興担当）
2020年４月～ 上に加えて、企画部 政策監（デジタル戦略担当）【現職】

（家族）妻、長男（中３）、長崎市内に在住
（趣味）スポーツ・ジム（レスミルズBodyPump、Attack）、ストリート・ピアノ

✔

政府内で、技術・研究
開発、イノベーション
政策に関連する機関・
部署を担当
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（やってます） 県内への DX啓発セミナー



（やってます）県内への DX啓発セミナー

■セミナーの開催状況

〇市町（首長、幹部）

長崎市、大村市、佐世保市、

西海市、壱岐市、五島市、

西海市、諫早市、東彼杵町、

雲仙市、時津町、島原市

対馬市 new!

（調整中）

松浦市、平戸市、

新上五島、佐々、波佐見町

〇県内関係機関・企業

長崎大学、県警本部、金融他

20

※ Society5.0、DX、IoT、VR・AR、
ドローン・空飛ぶクルマ、MaaS
（約１時間＋質疑） 20



21
（出典）「日本発 空飛ぶクルマ SkyDrive の開発について」、CARTIVATOR社、2018年8月、空の移動革命に向けた官民協議会の資料より

次世代の空モビリティ（空飛ぶクルマ）



2025年 東京墨田区ビル屋上で
離発着するドローンタクシー

22

空のモビリティでも進化： いつでも、呼べば、空から

（出典）「ドローン前提社会の実現とエアモビリティ社会の到来」、DroneFund社、2018年8月、空の移動革命に向けた官民協議会の資料より



人型ロボット 「Ameca」
ボディーは金属とプラスチック製で、かつ、半露出。
わざと「人間らしい色」にしない（「不気味の谷」を越えさせない）

https://www.youtube.com/watch?v=dVqulZivd8c

CES2022の目玉：ロボティクスの深化（リアル系）

23
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（参考）VR/AR/MRの活用（農業分野でも） ●



28

（参考）スマートコンタクトレンズ

（参考）次々と開発される新しいデバイス ●

（引用）視界がディスプレイになるスマートコンタクトレンズ「Mojo Lens」を体験
https://japan.cnet.com/article/35148230/
https://www.moguravr.com/vr-ar-mr-weekly-news-20-1-4/

https://japan.cnet.com/article/35148230/
https://www.moguravr.com/vr-ar-mr-weekly-news-20-1-4/


ガントチャートで調理の工程と流れを可視化しよう https://ie-men.jp/housework/cooking/301

ルー６０分

ライス７１分

DXを考える（料理で）

29

DXは、家事（料理）と同じ
カレーライスを作る ＝ 「ルー」＋「ライス」
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「とある地方の、
とある DX宣教師の独り言」

の活動イメージ

（DXを）求めよ、
さらば、与えられん

よくよく
考えて動け

30
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[名](スル)他人の心をおしはかること。また、おしはかって相手に配慮すること。
【英】 think about how someone feels / guess about the feelings 

(384pt)

【2017年新語・流行語大賞】

（読めますか？）



＜今日の目的＞

「デジタル、DXを知る」

①【ワクワク、ドキドキ】

世の中で、起きていること

②【ラクすることを目指す】

自分達も取り込んでみる

※現場も、トップも
34



地方DXにおける行政の役割
＝ DX は難しいけど、やらんば。

※「事業者向け」と異なり、２つの役割

②「自分」も変わる（自動詞）
→ 業務のカイゼン、効率化

①「地域内」を動かす（他動詞）
→ 生活の利便、経済の活性、

イノベーションの実現

37



（イメージ） 地方行政のDX上の役割（２つある）

→ 効率化（自ら動く）
・RPA（業務の自動化）
・リモートワーク
・ペーパレス
・情報システムの統一

→地域の活性化（他を動かす）
・住民への情報提供（公の義務）
・地域データの提供（ビジネス）
・制度面への対応
・PJの組成、リード

行政内 地域内

38



これから来たる世界・社会

→ 皆さんの想像よりも、

変化は速く、実現も早い

（見ているだけでいいの？） 39

１．【ワクワク、ドキドキ】
今をよく知ろう



Society5.0 とは（ソサ5）
⚫ サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社

会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）

※ 新型コロナ発生・拡大前から提唱されていた（2016年の科学技術基本計画から）

40

●

※ 新型コロナを前提とした社会に進化して、
マイナーチェンジしているかも？（Society 5.x）

＝ 最近の
「デジタル田園
都市国家構想」
とも同じ！



Society 5.0（ソサ5）の重要な原則・目標

✖：ICTに使われる、〇：「人間中心」の社会

出典：内閣府HPより

※ 人間がICT （AIやロボットなど）をうまく活用する社会（誰でも）

42



Society5.0 ＝ サイバー（あっちの世界）と
フィジカル（現実）の「高度な融合」

⚫ フィジカル（現実）空間からセンサーとIoTを通じてあらゆる情報が集積（ビッグデータ）、人工
知能（AI）がビックデータを解析し、高付加価値（利便性）を現実空間にフィードバック

43

●

（5.x）

（イメージ） 完全な自動運転 AIによる医療 人のいない工場

＋ Web3.0
・メタバース
・NFT
・DAO（分散
型自律組織）
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１．【ワクワク、ドキドキ】
今をよく知ろう

最近の動き→ 情報が多すぎ（棚作る）

・動く（ロボティクス）

・考える（コンピュータ、AI・量子）

・つながる（リアル、非リアル）

・働き方（個人、生き方）

・その他（シェアリング、低炭素）
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ロボティクス： パルクールする人型ロボットAtlas

最新二足歩行ロボの実力 バク宙、パルクールまで…“人間並み”意外な習得法（FNN、2021/08/18）
https://www.youtube.com/watch?v=DXMOXyHvOoQ ※ボストン・ダイナミクス社

https://www.youtube.com/watch?v=DXMOXyHvOoQ


2019年10月23日に英「Nature」に
掲載した論文で発表。
1万年かかる計算を200秒で解く
（約16億倍の性能、53 量子bit）
→ライト兄弟の初フライトに匹敵

考える： 劇的なコンピュータの進化（量子コンピュータ）

驚くべき能力： 今のスパコンとの比較しても。。。

都市数 巡回する経路 計算時間（京）

８ ２５２０ 約1兆分の1秒

２０ 約7京（7000兆） ６秒

３０ 約1京×1京
1500万年

→0.01秒（量子）
46



米インテル、「1億ニューロン」が組み込まれたニューロモーフィック・リサー
チ・システム（脳型計算機）を発表（2020.03.19）※人間の脳は1000億ニューロンとも

米インテルは、1億ニューロンの演算能力を備えた最
新かつ最もパワフルなニューロモルフィック・リサーチ・シス
テム「Pohoiki Springs」を発表。・・・
インテルは、環境から獲得したデータから学び脳の機

能の模倣を目指したニューロモーフィック・リサーチ・チップ
『Loihi』を開発していたが、その計算能力を750倍以
上強化し、同時に500ワット未満での稼働を実現
（目標は従来型プロセッサーと比較して最大1,000
倍高速、1万倍高効率化）。
このシステムの登場により、インテルの研究パートナー

は、「ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）シス
テムを含む従来のアーキテクチャー上で、処理時間を要
しているワークロードに対し、より高速化する方法を模索
することが可能になります」と述べる。 ・・・

＜Loihi向けの拡張性が高いアルゴリズムの例＞
○移動： 飛行機の運航スケジュールや荷物配送
○パターン検索： 運転方向や顔の認識など、

最適な道筋や厳密に一致するパターン発見
○最適化問題：無線通信ｃｈの帯域幅最大化、
株式ポートフォリオ割当の最適化による利益最大化

（引用）インテルニュースルーム
https://newsroom.intel.co.jp/news/intel-scales-neuromorphic-
research-system-100-million-neurons/

米インテルが開発した脳型計算機（ニューロモーフィック・
コンピュータ）「Pohoiki Spring」
（768基のLoihi ニューロモーフィック・リサーチチップ搭載）

48

（参考）劇的なコンピュータの進化（②新しい「脳型」）

●
考える： 劇的なコンピュータの進化（「脳型」の計算機）
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人工知能／サイボーグ（イメージ）

「スタートレックTNG・データ少佐」

ロボティクス・考える の進化の究極系



人型ロボット 「Ameca」

ボディーは金属とプラスチック製で、かつ、半露出。
わざと「人間らしい色」にしない（→「不気味の谷」を越えさせない）

https://www.youtube.com/watch?v=dVqulZivd8c

米CES2022の目玉： リアル系ロボット

50



考える： AIの活用（将棋） ※他方、まだまだ人間も

新しい観戦： プロの解説に加え、AIによるレーティング（勝ち率）も同時に

（画像） 勝率表示が面白い！AIが勝率を分析する「ABEMA将棋番組」の楽しみ方（2020.12.26）
https://dime.jp/genre/1032083/

＜ある掲示板＞ （要約）
衝撃な神の手、「３一銀」（＝AI評価では悪
手として上がる。後に最適な手と判明）。
→ 藤井棋士のすごさ、見える範囲が違う。

・ドラクエの洞窟にいて、松明で足下しか
明るくならないアマチュア vs

・レミーラを唱えて画面全部が明るくなるの
がプロ棋士 vs

・洞窟の全マップが表示されてるのが藤井
二冠（当時）

第91期棋聖戦第2局

51

https://dime.jp/genre/1032083/
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１．【ワクワク、ドキドキ】
今をよく知ろう

最近の動き→ 情報が多すぎ（棚作る）

・動く（ロボティクス）

・考える（コンピュータ、AI・量子）

・つながる（リアル、非リアル）

・働き方（個人、生き方）

・その他（シェアリング、低炭素）
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今日のKeyword：

「つながる」

〇リアルで → モビリティ（特に「空」）

〇非リアルで → メタバース（拡張現実）

【セミナー前半の】
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県内で進む「空」の利用・実証： 離島のドローン物流・輸送

五島市福江での輸送実証
※なお、上五島では本土とも（JAL）

Keyword:「つながる」（特に空）



・次世代モビリティとして「空飛ぶクルマ」

57

Keyword:「つながる」（空）
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「空飛ぶクルマ」の方も進展しています
（さて、それといえば）

DMC社DMC-12 「デロリアン」（1981年）



2025年 東京墨田区ビル屋上で
離発着するドローンタクシー

59

空のモビリティでも進化： いつでも、呼べば、空から

（出典）「ドローン前提社会の実現とエアモビリティ社会の到来」、DroneFund社、2018年8月、空の移動革命に向けた官民協議会の資料より



2 0 2 5年 P R O D R O N E社製
A E R O C Aの幼稚園送迎サービス

60

どこでも、便利に、

（出典）「ドローン前提社会の実現とエアモビリティ社会の到来」、DroneFund社、2018年8月、空の移動革命に向けた官民協議会の資料より



最近のニュースから

「最先端の現場を取材“空飛ぶクルマ”が描く未来とは」【未来をここから】(2020年10月31日、ANN)
https://www.youtube.com/watch?v=ERzGv2znscQ

61

https://www.youtube.com/watch?v=ERzGv2znscQ


例えば 2 0 2 2年東京
未来型モビリティのひとつとして、
ナンバープレート付けて公道を走るホバーバイク

6
2

エアバイク（ホバーバイク）もできるかも ※昨年の資料から

（出典）「ドローン前提社会の実現とエアモビリティ社会の到来」、DroneFund社、2018年8月、空の移動革命に向けた官民協議会の資料より



ALIテクノロジーズ（東京）「エックストゥーリズモ」
全長２・８メートル、幅１・８メートル、高さ１・２メートル

１人乗りで最速時速２００キロ、地上から最大１０メートル浮かぶ。通常走行は
、地上から数十センチ浮上（7700万円、教習サービス込み）

現実になったエアバイク（ホバーバイク）2021年10月発売

新庄監督、日本ハムファイターズ本拠地
開幕セレモニーで飛ぶ（2022年3月）



64https://jp.techcrunch.com/2021/07/01/air-car-first-inter-city-flight-omplete/
https://www.youtube.com/watch?v=VxJBTCHJ04E

●
【最近の話】 変形して、空を飛ぶ空陸両用車「AirCar」

スロバキアKlein Visionが、都市間飛行に成功（2021年）

最高出力160馬力のBMW製エンジン搭載。高度約2500メートルを時速190キロで飛行。
約35分間のフライトで初の都市間飛行に成功。AirCarは着陸後、ボタンひとつで3分
足らずのうちにスポーツカー形態に変形、市街地に通常の半分以下の所要時間で到着。

https://jp.techcrunch.com/2021/07/01/air-car-first-inter-city-flight-omplete/
https://www.youtube.com/watch?v=VxJBTCHJ04E


最近のニュースから（国内）

65

（引用） 「トヨタが「空飛ぶクルマ」に参入へ、400億円超を
米新興企業に出資」2020.1.16 日経のネット記事から

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/03481/?ST=nxt_th
mdm_electronic

Joby社のeVTOL（Joby社出典）

「トヨタが「空飛ぶクルマ」に参入へ、
400億円超を米新興企業に出資」

トヨタ自動車は、「空飛ぶクルマ」
と呼ばれるような電動の垂直離着陸
（eVTOL）機を利用したモビリティー
事業の早期実現に向けた取り組みを始
める。eVTOL機を開発する米国の新興
企業Joby Aviationと協業。eVTOL機の量
産に向けて、トヨタは生産技術の見地
から、設計や素材、電動化の技術開発
に関わるとともに、「トヨタ生産方式
（TPS）」のノウハウを共有する。こ
れにより、高い品質と信頼性、安全性、
厳しいコスト基準を満たすeVTOLの量
産を目指す。

技術面に加えて、資金面でも支援す
る。Jobyが計5億9000万米ドル（約648
憶円）を調達した「シリーズC」の出
資ラウンドのリードインベスターとし
て、トヨタは3億9400万米ドル（約433
億円）を出資する。

トヨタが米企業に本格出資
（400億円超）

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/03481/?ST=nxt_thmdm_electronic


問：「空飛ぶクルマ」とは何か？

電動
垂直離着陸型
無操縦者
航空機

（eVTOL）
66
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“空飛ぶクルマ”とは

経済性、静粛性、環境性が向上 → 空の移動の大衆化？

垂直
離着陸

自動

電動

部品点数：少ない

騒 音：小さい

自動飛行との親和性：高い

操縦士：なし

陸のインフラに制約されずに
「点から点」へ

１～５人乗り 航続距離100-200km 速度100-200km/h シェア前提

「電動 垂直離着陸型 無操縦者 航空機」

●

「電動 垂直離着陸型 無操縦者 航空機」
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“空飛ぶクルマ”が解決する社会課題

物流

全国約４００の有人島

拠点間輸送

災害時・ドクターヘリ

今の消防防災ヘリは約７０

娯楽・観光

訪日観光客３０００万人
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“空飛ぶクルマ”が解決する社会課題

地方（離島・中山間地域）

限界集落は約１６０００

陸のインフラ費用も節減

都市内

渋滞解消、生産性向上

２０５０年１００億人
都市部に約７割が集中



空から見る新しい世界の例

70

（三重県伊勢の場合；ヘリコプター遊覧）



※Yahoo JAPANビッグデータレポート作成

空モビで、“地方” がなくなる…？ ※長崎市の可能性

73

いわき駅
◼ 電車 2時間22分

郡山駅
◼ 電車 1時間19分

草津温泉
◼ 電車＋バス 3時間30分

上高地
◼ 電車＋バス 4時間40分

東京駅から200km

＜空モビリティ＞
中心（長崎市）から
距離・圏内
・破線： 100km
・実線： 200km

五島（福江市）
■ジェットフォイル １時間半

（フェリー ３時間）

鹿児島市
■かもめ＋新幹線 ３時間４０分

大分市
■かもめ＋新幹線＋ソニック ４時間４０分

福岡市
■かもめ ２時間

対馬市
■航空機 ２時間
（長崎空港経由）

https://s.yimg.jp/i/docs/bigdata/special/2017/01/map/osaka.png


各国、各分野から参入が進む機体開発の動き（世界）

BELL

●４人乗りの空中タクシー「Bell Nexus」
●2020年に試験飛行を目指す

Boeing

●2～4人乗りの機体を開発中。
●1月に完全自動操縦の試験飛行に成功

Airbus

●2023年に4人乗りの機体の実用化。

Volocopter

●2人乗り。2019年内にシンガポールで試験飛行。
●ダイムラーが出資。
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各国、各分野から参入が進む機体開発の動き（国内）

Ehang

●中国の産業用ドローンメーカー。
●1人乗りの機体を中国やドバイで試験飛行。
●（既に２人乗り期待の実証・販売も開始中）

CARTIVATOR（SkyDrive）

●自動車等の若手中心の有志団体・スタートアップ。
●2020年東京五輪でのデモフライトを目指す。

teTra avitaion

●Boeingスポンサーの個人飛行機開発コンテスト「GoFly
Prize」で一次審査通過の10チームの1つ。

●東京大学等の学生と社会人によるチーム。

PRODRONE

●日本の有力な産業用ドローンメーカーのひとつ。KDDI、
三菱商事、キヤノン等が出資。

●有人機ドローン「AEROCA」の開発を構想。
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岸田総理の記者会見（三重県、2022年1月）

（引用）大阪・関西万博で空飛ぶクルマ「エアタクシー」実現へ大阪府・市とSkyDrive（2021/9、ImpressWatch）
https://www.watch.impress.co.jp/img/ipw/docs/1351/278/html/sky_o.jpg.html
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（参考）別会社の機体も無人飛行を成功
（2021/12、朝日新聞、岡山県）

https://www.asahi.com/articles/ASPDT6VR3PDSPPZB00S.html?iref=pc_photo_gallery_bottom

国は、空飛ぶクルマを2025年の大阪万博で披
露する。三重県でも2027年の実用化を目指す。

https://www.watch.impress.co.jp/img/ipw/docs/1351/278/html/sky_o.jpg.html


（参考）スカイドライブ社にて（SD-03を前に）＋その後

スカイドライブ SD-05発表
（2022年10月）
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（余談）空モビリティの更なる一つに？ ～空飛ぶ船～

※ながさきICTフェア2021
特別講演（NRI様から）
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今日のKeyword：

「つながる」

〇リアルで → モビリティ（特に「空」）

〇非リアルで → メタバース（拡張現実）

【セミナー前半の】


