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今日の話(10分)
1. 古橋の専門領域 
2. ボトムアップ型地理情報の現状 
3. 東京都デジタルツインを社会実装するための
個人的提案



地図屋



OpenStreetMap



since 2008
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Kamakura080524mp5.jpg



The Free Wiki World Map



7.6M
Num. of Unique OSM User Accounts



7,582,157 mappers in the world

( 2021/5/31 )
http://osmstats.neis-one.org/



Screenshots by Katsuyuki SAKANOSHITA



https://demo.f4map.com/#lat=35.6797685&lon=139.7656861&zoom=17&camera.theta=42.995&camera.phi=-80.501



地図の民主化



最近は



ストリートビューの民主化



1.5B
Num. of Street-level imageries. 

https://www.mapillary.com

( 2021/5/31 )



https://www.mapillary.com/app/



https://www.mapillary.com/app/



https://www.mapillary.com/app/



1.8M
Num. of Street-level imageries by @mapconcierge

https://www.mapillary.com

( 2021/6/8 )





そして



航空写真の民主化





https://youtu.be/Vu6a3DXZ1IM



　© DRONEBIRD/CrisisMappers Japan, CC BY 4.0

https://github.com/dronebird/oam_kanagawa20191014sagamihara00

相模原市緑区, 2020年10月14日



　© DRONEBIRD/CrisisMappers Japan, CC BY 4.0

    https://github.com/dronebird?q=kimitsu

君津市, 2020年10月27日



調布市・狛江市, 2020年10月20日　© DRONEBIRD/CrisisMappers Japan, CC BY 4.0

https://hgis.pref.miyazaki.lg.jp/hinata/hinata.html#Vq5i1nZz9zvG





ここまではボトムアップの話





東京都のデジタルツインは 

トップダウン型のデータ整備





https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/society5.0/pdf/digitaltwin_01.pdf
© 東京都「デジタルツイン 実現プロジェクト」ウェブサイト , CC BY 4.0



多くのデータは 

国交省都市局のPLATEAUと連携 

（車輪の再発明をしない）







これらのデジタルツインデータ 

を継続更新していくために 

必要な情報も 

公開され始めている。



静岡県



https://pointcloud.pref.shizuoka.jp/



https://furuhashilab.github.io/2020gsc_HironoriMorita/potree-1.8/examples/Hamamatsujo_castle/Hamamatsujo_castle.html



デジタルツインデータの 

最大の課題



データ更新



https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/society5.0/digitaltwin.html

© 東京都「デジタルツイン 実現プロジェクト」ウェブサイト , CC BY 4.0



OODAループ

https://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop

Fig. Diagram of the OODA loop, John Boyd



OODAループ

https://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop

Fig. Diagram of the OODA loop, John Boyd



更新頻度を上げるために 

Observe する人・モノを 
どうやって増やすか



トップダウンとボトムアップの 
バランスの良い 

連携が不可欠。



トップダウン型
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Observe するモノも 
積極的に導入していくべき。





最後に



2020年度 都市整備局 

「都市の3Dデジタルマップの実装に
向けた産学官ワーキンググループ」 

構成員として 
昨年度議論の継承



データは 

“デュアルライセンス” 
を視野に入れる



東京都デジタルツインデータの 

デフォルトライセンスは 

CC BY 4.0



ただ、 
多くのユースケースと 
Observer を増やすために 
DRM条項も含めた 

自由な利用を促進すべき
※ CC BY 4.0 は万能ではない





すでに PLATEAU は 

デュアルライセンス 

で運用
政府標準利用規約 第２版(CC BY 4.0) ＆ ODC BY/ODbL 



その結果として 

OSMへの 

インポート作業も 

進行中



https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:MLIT_PLATEAU



東京都デジタルツインデータの 

ライセンスは 早急に 

CC BY 4.0 ＆ ODC BY/ODbL 
とすることを固める



最終的に 

東京都からより使いやすい 

“ 政府標準利用規約 第３版 ”を 
提案していくべき





2021/3/3 での 

最後のWGでの議論



“ 3Dの日 ” 
を作るべき



10/10-11 は 

“デジタルの日”



例えば 
毎年 3/3 前後は 

デジタルツインデータを 
ボトムアップ方式で 

アップデートしていくお祭りとする



世界的に見ても 
3月城上旬はOpen Data Day.

https://opendataday.org/





トップダウンと 
ボトムアップを 

複合的に組み合わせながら 

Observe する人とモノを 
どうやって広げていくか



OODAループ

https://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop

Fig. Diagram of the OODA loop, John Boyd





　歩け歩け、続けることの大切さ。
“ Just keep walking, persistence paid off ” 

by Tadataka INO



一億総伊能化



Happy Mapping!! 

Taichi FURUHASHI 

@mapconcierge


