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2021.8.19 東京都における「都市のデジタルツイン」社会実装に向けた検討会（第２回） 

議事（全文） 

 

1 開会 

【事務局】 それでは、定刻となりましたので、第２回「東京都における「都市のデジタルツイン」社会実

装に向けた検討会」を開会いたします。 

 本日の次第は、現在投影しておりますこちらの次第を基に進めさせていただきます。 

 最初に、会議の冒頭に当たりまして、東京都の宮坂副知事より開会の御挨拶を申し上げます。 

 宮坂副知事、よろしくお願いいたします。 

 

【宮坂副知事】 こんにちは。本日は検討会に出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 東京都におけるデジタルツインの事業でございますが、「未来の東京」戦略に掲げられていますように、

2030年の社会実装を目指して全都庁で今、取り組んでいる事業の一つとなっております。 

 その第一歩として、先月、デジタルツインの実現に向けた進捗状況を都民の方などに少しでも分かりや

すくお伝えしたいということで、専用のウェブサイトを公開しました。また、サイバー空間上に東京を再現し

た3Dビューワを載せまして、都営バスのリアルタイムの位置情報や河川のライブ映像をはじめ、庁内各局

が持っているデータを、オープンデータの形式など、他局や都庁以外の組織の人が再利用可能な形式で

出してほしいというお願いをしていて、今は出てきたデータをどんどんビューワに載せているところでございます。 

 また、先日発生した熱海の土砂災害においても、データの利活用、特に地図系のデータの利活用の

力が、本当に改めて注目されたのではないかと思っています。特に官民の関係者の方が、データの整備、

人と人とのつながり、コミュニティの整備を長年やっていらっしゃったと聞いております。これからの行政におい

ては、データの整備だけではなく、有事に備えて平時にちゃんと関係性をつくっておくことが大事だなという

のは、改めて今、非常に感じているところでございます。 

 特に災害に限らず、デジタルツインの実現は大きな可能性を秘めていると思いますので、この検討会を

通じて様々な活動を行って、今日の委員の先生、並びに参加されている皆さんと一緒にコミュニティをつく

っていって、特に防災分野、そしてそれ以外についてもいろいろな活用をしていければいいなと思っていま

す。 

 前回の第１回検討会におきましては、これまでの有識者会議にはないほどの、おそらく最高記録に近

いぐらいの多数のオンライン傍聴をいただきました。本当にありがとうございました。本日の会議でもいろい

ろな話をさせていただきますが、「デジタルツイン実現に向けたロードマップ」の策定、そして各種の実証事
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業など、様々な取組を今後とも勢いよく進めていきたいと思います。これらの取組を意義あるものにするた

めに、今後も産業界の皆様、そしてアカデミックの皆様と、我々行政が一緒になってチームを組んで、デジ

タルツインの実現をやっていきたいと思います。 

 本日はぜひとも活発な議論を期待しております。よろしくお願いします。 

 

２ 前回のご意見の振り返り、及び第２回検討会内容説明 

【事務局】 宮坂副知事、どうもありがとうございました。 

 それでは、議事次第に従って進めさせていただきたいと思います。 

 まず本事業の目的及び取組の状況について、デジタルサービス局データ利活用担当部長の高橋葉夏

より御説明いたします。 

 高橋部長、よろしくお願いいたします。 

【高橋部長】 ただいま御紹介いただきました東京都デジタルサービス局でデータ利活用担当部長をして

おります高橋葉夏でございます。 

 まず前回の御意見の振り返り、そして第２回検討会の内容について御説明させていただきます。 

 第１回検討会では、東京都が取り組む必要性、デジタルツインのゴールをどう設定するか、デジタルツ

インの実現をどのようなステップで行っていくか、デジタルツインの整備・管理に係る役割と費用について誰

がどう分担していくか、費用対効果をどう算定するか、この５つの論点について、主に議論させていただき

ました。 

 これらの論点につきまして、委員の皆様より大変貴重な意見をたくさんいただきました。これより主な意

見についての対応状況を御説明いたします。 

 まず「東京都がデジタルツインに取り組む必要性」について、先生方の御意見のとおり、「他自治体への

高い波及効果」が位置づけられております。また、産学官の協力の必要性についても御指摘いただきま

して、ロードマップのドラフト案に「役割・費用負担」として文言を記載いたしました。また、基礎自治体と

の協力の指針に関しては、年度末に向けて検討していきたいと考えております。 

 次に「2030年に実現を目指す「完全なデジタルツイン」」につきましては、固定したゴールを示すのでは

なく、方向性を定めつつフレキシブルな対応ができるような考え方、またデータを他のデータで補っていくよ

うな考え方を御提示いただきました。これを踏まえまして、「完全なデジタルツイン」の定義に、継続的な

更新や、可変性を持った仕組みの構築を位置づけました。また、デジタルツインの構成要素につきまして

も、御意見を踏まえ、データ・システム・インフラだけではなく、「ルール」等、デジタルツインの運用に関する

要素を追加検討いたしました。 
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 「デジタルツインの実現ステップ」につきましては、東京都全域を考慮したデータ整備や防災分野が不可

欠であることについて御意見をいただきました。エリア展開につきましては、まず先行実施エリアとして選定

された５つのエリアから先行着手し、その後、東京都全体に展開していく方針としております。また、分野

については、御意見を踏まえ、防災については優先着手する方向性でございます。 

 「デジタルツインの整備・管理にかかる役割分担・費用負担」については、分担の必要性や、行政とし

て実施すべき内容について指針をいただきました。御意見を踏まえまして、役割分担の考え方において、

行政が公共性の高い分野を中心に実施すること、データを拡充していく際には費用負担の方針等につ

いても検討していきます。 

 「デジタルツインの実装による費用対効果等の算定方法」についても、いろいろ御意見をいただきました。

御意見や、またイギリスにおける事例の分析等を踏まえて、評価項目の精査を行っていきます。 

 いずれの対応事項につきましても、この後、「デジタルツイン社会実現に向けたロードマップ」のドラフト案

の内容についての説明の中でも御紹介する予定でございます。 

 それ以外にも、データを未来に残していくことへの指針、データのライセンスなどについても御意見をいた

だき、対応方針を検討しております。 

 以上を受けまして、本日の討議テーマとして、今回、重要と思われる論点を、こちらの４点とさせていた

だいています。「東京都が優先的に取り組む分野・サービスについて」、「デジタルツインの整備効果につい

て」、「東京都が整備すべきデータ・システム・インフラについて」、「ロードマップ初版案で見直すべき点、追

加すべき点等」の４つの点でございます。 

 論点１及び２では、ロードマップ記載の活用事例や本日の討議をキックオフとして御講演いただく内容

等を踏まえまして、東京都としてどのような分野・サービスについて取り組んでいくかについて御意見をいた

だきます。論点３及び４では、論点１と２での討議を踏まえまして、東京都として何を優先的に整備す

るか、及びロードマップに関する御意見全般について御討議の上、御意見をいただければと思います。ま

た、そのほかの御意見についても、その他議論の中でお伺いする予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

3 討議説明「 『 デジタルツインの実現に向けたロードマップ（初版案） 』 の内容説明」 

 【事務局】 高橋部長、ありがとうございました。 

 続きまして、事務局の中條より討議の説明として、「デジタルツインの実現に向けたロードマップ（初版

案）」の内容の説明をさせていただきます。本日はこちらにお示しした「ロードマップ（初版案）」の目次

に沿って内容を説明させていただきます。 
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 最初は、「ロードマップ」におけるデジタルツインのコンセプトについてでございます。 

 東京都のデジタルツインのコンセプトは、都市整備局の整備する３Ｄデジタルマップを基盤として、デー

タの取得、分析、活用により、ユースケースを通じていろいろな活用をしていくものでございます。本取組

の意義としては、社会情勢の変化、「未来の東京」戦略を踏まえ、極めて多岐にわたる課題が集積する

中での、課題の解決・都民ＱＯＬ向上に資する社会基盤の必要性を位置づけているほか、東京都で

の社会実装による他自治体への高い波及効果に対する期待、国際都市競争における優位性という観

点があると考えております。 

 これらの意義を踏まえ、本プロジェクトでは、東京都庁内利用・都民利用のデジタルツインの構築を目

指すことといたしております。さらに、ＡＰＩを公開することで、データやシステムを利用したい外部の企

業・団体については、アクセスを許可することを検討しております。今回整備するデジタルツインや、様々

な主体がそれぞれの目的、分野で整備したデジタルツインが、データやシステムを必要に応じて互いに連

携することで、両者の価値を高め合うことができると考えております。 

 このようなデジタルツインに関する取組について、東京都では過年度においても、３Ｄ都市モデルの整

備と併せ、各種計画においてどのように都政を変えていくのか、都民に貢献していくのかという観点で、３

Ｄ都市モデル及びデジタルツインの活用に言及してまいりました。 

 次に、デジタルツインを通じて目指す姿について御説明いたします。 

 デジタルツインの実現により期待される主な効果は、こちらに示している３点と考えてございます。１点

目は、フィジカル空間（現実空間）の都市の状況がサイバー空間上でリアルタイムに把握可能となるこ

と。２点目は、最新・リアルタイムのデータを利用した分析・シミュレーションが自由に可能となること。３

点目は、可視化、分析・シミュレーションの結果をフィジカル空間にフィードバックすることによって、様々な

用途でデータが活用されるようになることです。このようなデジタルツインの実現により、都民のＱＯＬの

向上とともに、意思決定や政策立案等の場面での活用を目指し、都政のＱＯＳの向上も目指してま

いりたいと考えてございます。 

 次は、デジタルツインの実現を目指すに当たって、スマート東京実施戦略等を踏まえた注力分野でござ

います。こちらのページに示しております、防災、まちづくり、モビリティ、エネルギー、自然、ウェルネス、教育、

働き方、産業の９つの分野を注力分野と設定しております。 

 デジタルツインは、2030年までに実現し、2040年までに継続的な改善サイクル構築に発展することを

目標といたします。ここで実現を目指す完全なデジタルツインの姿は、「３Ｄ都市モデルやインターフェー

スが整備・継続的に更新され、「全て」の対象分野において都市の「何らか」のデータが都・企業・都民の

意思決定、都の政策立案に活用できる、可変性を持った仕組みが構築されている状態」と考えておりま
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す。 

 2030年には、利用者である「行政・企業・都民」と、利用される分野――現在９つの注力分野と考

えてございますが、こちらの両面においてデジタルツインの活用を拡大し、「全て」の対象分野において都

市の「何らか」のデータが活用できていることを目標といたします。また、デジタルツインの３Ｄ都市モデルや

インターフェースについては、可変性や継続的な更新を担保した仕組みを構築いたします。さらに2040

年には、得られたデータを蓄積・継承していきながら、多様かつ高精度なデータを活用することにより、高

度なシミュレーションの実現を目指していきたいと考えてございます。 

 続いて、デジタルツインの構成要素について御説明いたします。 

 デジタルツインの構成要素は、内閣府における「スマートシティリファレンスアーキテクチャ ホワイトペーパ

ー」を参照して検討しております。 

 デジタルツインは、戦略、基盤要素、付帯要素、サービスの４つで構成されるものと考えました。今回

の「ロードマップ（初版案）」では、基盤要素の詳細について紹介しております。残りの要素については、

詳細は年度末に向けた検討事項とするものの、現段階ではその考え方について紹介するという形にして

おります。 

 なお、各要素はそれぞれ独立したものではなく、相互に影響を与え合うものと位置づけております。この

ため、検討に当たっては、各要素を一つずつ検討するというのではなく、他要素による制約や影響も考慮

しながら行っていくことが重要と考えてございます。 

 次に、デジタルツインの基盤要素ですが、こちらは「データ」、「システム」、「インフラ」、「セキュリティ」であ

ると考えました。これをサイバー空間、フィジカル空間、共通項目の３つに分解して整理しているところで

ございます。 

 サイバー空間は、デジタルツインで活用するための「データ」と、デジタルツインの動作を行うための「システ

ム」で構成されると考えてございます。データはデジタルツイン上で分析やシミュレーションに活用するための

各種データにより構成しております。システムは、デジタルツイン上でシミュレーション等を行うための「アプリ

ケーション」、デジタルツイン上で活用する各種データを保管するための環境となる「データベース」、データ

とシステムを連携させるための「インターフェース」という構成になると考えてございます。 

 フィジカル空間は、デジタルツイン上で活用するためのデジタルデータを生成・転送するための機器であ

る「インフラ」により構成するものとしております。こちらはデジタルツイン上で分析やシミュレーションを実施

するために必要なデータの生成を目的とし、データ化するための「センシング装置」と、それらを連携するた

めの「ネットワーク」という構成要素になると考えました。 

 また、サイバー空間・フィジカル空間両方で備えるべき要素として「セキュリティ」を位置づけております。
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デジタルツインのセキュリティ対策としては、デジタルツインの構成要素が具備すべき「技術的対策」と、デ

ジタルツインを運営・管理する上で必要となる「管理的対策」の２つがあると考えました。 

 以上、デジタルツインの基盤要素の考え方についてお示しさせていただきました。 

 その他、戦略・ルール、データなどの仕様等の付帯要素などについても、引き続き検討していく予定とし

ております。 

 続いて、デジタルツインの実現に向けたステップについて御説明いたします。 

 まずはエリアの考え方です。エリアの考え方については、「先行実施エリア」より取組に着手し、それぞれ

の地域特性を生かしたモデルを構築し、各地へ拡大という、スマート東京における戦略を反映してまいり

たいと考えてございます。 

 先行実施エリアは、「都心部」、「西新宿」、「ベイエリア」、「南大沢」、「島しょ・奥多摩」の地域特性の

異なる５つのエリアを選定しております。 

 また、先行実施エリアから施策の横展開を進めるに当たっては、「都市づくりのグランドデザイン」、「マス

タープラン」で定める様々な地域特性、さらには東京都における様々な拠点戦略、指針を加味して推

進していきたいと考えてございます。 

 これらの動きとリンクさせていきながら、先行的に実施するエリアから、「都市づくりのグランドデザイン」の

地域区分を見据えて、様々なエリアに取組を横展開します。その後、拠点間の交流、周辺エリアへの展

開等によって、東京都全域に取組を拡大していきたいと考えてございます。 

 実現ステップの考え方についてですが、ファーストステップについては、先ほどのエリアの話から発展させ、

各重点エリアの地域特性と親和性の高い分野で優先的に取り組むことを検討しております。一方で、防

災については、頻発化・激甚化する風水害等に備え、重要な分野として優先着手を行います。複数部

局にまたがった取組となりますので、関連部局間で連携を取りながら推進してまいりたいと考えてございま

す。その他の分野の具体的なステップは、東京都各局との協議の上、既存計画・事業、関連方針、地

域特性、東京都の拠点戦略等を踏まえ、引き続き検討してまいります。 

 続いて、デジタルツインによるサービス実装について御説明いたします。 

 デジタルツインによるサービスは次のように実現します。まず、フィジカル空間において取得される動的デ

ータや静的データ、データを重ね合わせる地図データをインプットに、サイバー空間において過去の再現や

将来を予想する時系列シミュレーションや、仮想的な状態・変化を再現し、現実世界の変化を分析す

る仮想シミュレーションを行います。得られた分析・シミュレーション結果について、様々な計画の策定や

評価、日々の業務の改善、都民への情報発信等、フィジカル空間において活用する、さらにはフィードバ

ックすることで、都民のＱＯＬや行政のＱＯＳの向上を目指します。 
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 また実現したいサービスに合わせて、データ・システム・インフラの整備が必要となります。各要素は全分

野で共通して整備するものと、分野ごとに実現したいサービスに応じて整備するものに区分可能です。 

 「ロードマップ」では、将来的なデジタルツインのサービス実装に向けて、注力する９分野においてサービ

ス及び必要なデータ・システム・インフラの例を整理しております。例えば防災分野では、「構造物のリアル

タイムモニタリング・異常検知」、「影響範囲のシミュレーション」、「被害状況・対応状況のリアルタイムモ

ニタリング・可視化」、「住民避難行動、交通状況等のシミュレーション」、「危険地域等における構造物

等のモニタリング」、こういったものがサービスの例として考えられます。 

 先ほどのサービス実装について影響範囲のシミュレーションを例にして、もう少し具体的に御説明いたし

ます。 

 まず、降水量等の気象データの取得のほか、樹高等を含む地盤面の高さモデル、衛星データを活用し、

浸水シミュレータにより豪雨時の浸水エリアの予測を行うことで、安全・安心な都市整備計画や避難計

画の策定に活用するというサービス例となります。これには、衛星搭載型のレーザ高度計や、気象を計

測するセンサーがインフラとして必要になると考えてございます。 

 次に、モビリティの分野では、「都市交通の混雑予測」、「交通ネットワーク開通シミュレーション」、「自

動運転シミュレーション」といったサービスが例として考えられると考えてございます。 

 このうち、交通ネットワーク開通シミュレーションとは、センシングした交通量データ及びその履歴データを

用いて、新たな交通ネットワークを開通した場合の都市の交通量や渋滞をシミュレーションし、交通ネット

ワーク策定計画に寄与するようなサービスであると考えてございます。こちらでは、交通状況のシミュレータ

システム、交通量を計測するセンサーやカメラなどが必要になると考えてございます。 

 防災・モビリティ以外の分野でも、こちらに示したものなど、ユースケースの案は引き続き検討しておりま

す。 

 なお、本日お示ししたサービスは、あくまでも現時点での例示になってございます。今後、東京都の各

局と分野ごとのデジタルツインのユースケースを議論する中で、見直しや検討も続けていきたいと考えてご

ざいます。 

 今後これらのサービス及び各分野の計画・関連方針等を踏まえ、サービスの実現ステップと、その実現

に向けて整備が必要となるデータ・システム・インフラの整備ステップを具体化していきたいと考えてござい

ます。 

 続いて、デジタルツインの整備・管理にかかる役割・費用負担の記載について説明いたします。 

 デジタルツインについて、取得・公開可能なデータの制約や予算の制約などにより、全体の整備・運用

を行政が単独で実施することは困難と考えてございます。民間の多様な主体と分担して整備・運用及
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び費用負担を検討する必要があるほか、デジタルツインでは、産学官が一丸となって協力の上、実現し

ていくことが望ましいと考えてございます。 

 分担について、具体的には、生命・身体の安全に関わる公共性の高い分野、活用において長期的視

座を必要とする分野については、行政が責務を持ってデータやシステムを整備することが望ましいと考えて

いるところです。他方で、民間主体の保有するデータ、及びそれらを活用するためのシステムについては、

民間主体との分担の上、整備・運用することが望ましいと考えてございます。 

 なお、「セキュリティ」は、データ・システム・インフラの整備・運用を担当する各主体が分担して実現して

いくものと考えてございます。 

 費用負担については、各要素の整備・運用主体が、初期費用及び維持管理費用を負担することを

基本としつつ、デジタルツインを活用するサービスの実現において、データ精度の向上など、現在、整備の

ある要素からさらに拡充が必要となった場合は、サービスに関わる官民各主体で整備・運用、その費用

を分担していくことが望ましいと考えてございます。 

 最後に、デジタルツイン整備の費用対効果について考え方を御説明いたします。 

 まずは費用の試算についてです。９分野におけるデジタルツイン施策とユースケースを踏まえ、デジタル

ツインを構成するデータ、システム、インフラの範囲と内容を定めて試算を行います。試算に当たっては、

各分野で想定するサービスの対象地域、サービスインの時期を考慮するとともに、将来にわたって技術の

進展が見込まれる場合には、本試算が現状の技術レベルを基に行われていることを明記した上で、将

来的な費用縮減の可能性についても言及していきたいと考えてございます。 

 次に、整備効果の試算についてです。デジタルツインの整備による効果は、各分野のユースケースから

得られる効果を積み上げて価値換算を行っていきたいと考えてございます。その際、東京都のデジタルツ

インの効果項目を定めた枠組みをあらかじめ準備しておき、具体のユースケースから得られる効果を枠組

みに当てはめて試算するという考え方で行いたいとしております。 

 このとき、海外のデジタルツイン施策で設定されている効果項目の考え方も参考といたします。こちらは

英国政府出資のケンブリッジ大学との連携組織であるCentre for Digital Built Britain――通称、

ＣＤＢＢと言われてございますが、こちらが今年２月に発行したデジタルツイン推進に係る文書、

「Digital Twin Toolkit」です。こちらでは、デジタルツインの整備に係る費用対効果――Value for 

Moneyという形で書かれてございますが、こちらを定量的に試算することが、投資を正当化するために必

要不可欠なステップであるという形で明記されており、デジタルツインの価値を評価する項目を５つに整

理してございます。 

 当該の５項目を参考にしつつ、脱炭素・防災・生産性向上等の東京都の上位施策との整合性や、
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東京都のデジタルツインの目的――「都民のＱＯＬ向上」や「都政のＱＯＳ向上」を考慮して、デジタ

ルツインの整備効果を試算する項目と試算方法の案を整理しました。 

 整備効果の試算対象については、こちらで示しているとおり、各分野におけるデジタルツインのサービス

を設定し、それぞれの効果項目を、先ほど設定した都での５項目に分類した上で試算を行っていきたい

と考えてございます。 

 以上で「ロードマップ（初版案）」の説明を終了させていただきます。 

 

4 討議キックオフ 

 引き続きまして、討議に入っていきたいと考えてございます。 

 それでは、ここで討議のキックオフとして御講演をいただきたいと考えてございます。まずは本検討会の臨

時委員である静岡県の杉本様より、「静岡県が目指す「VIRTUAL SHIZUOKA構想」とは？」と題し

てお話をいただきたいと考えてございます。 

 杉本様、よろしくお願いいたします。 

 

（臨時委員：静岡県 杉本様 「静岡県が目指す『VIRTUAL SHIZUOKA構想』とは？」） 

【杉本臨時委員】 よろしくお願いします。 

 皆さん、こんにちは。静岡県庁の杉本と言います。今日はよろしくお願いします。 

 自分からは、10分ぐらいお時間をいただいて、静岡県が目指す「VIRTUAL SHIZUOKA構想」につ

いて情報提供させていただきたいと思います。 

 先ほどデジタルツインのお話をいただきましたが、３次元の点群データで静岡県全域を取得して、それを

オープンデータ化することによってデジタルツインをつくっていこうという構想です。 

 そもそもどんなデータでつくろうとしているのか動画を御覧いただきたいと思います。 

 これは伊豆半島の伊豆の国市です。これは全部、点群のデータで、写真のように見えるかもしれません

が、一点一点がＸＹＺと色の情報を持った座標の点の集まりになっています。今、高圧線が見えたと思

いますが、上空のデータもしっかり取れておりまして、将来的に空飛ぶ車やドローン宅配の自動航行に有

効なのではないかと思っております。静岡県としては、静岡県全域7,777キロ平米ありますが、全部点

群データ化してオープンデータ化するというイメージで構築しています。 

 データの取得については、いろいろな機材でデータを取っております。左から、上空2,000メートルぐらい

から、セスナから地上に向けて１秒間に200万発ぐらいのレーザを照射してデータを取っているもの。ヘリ

から緑色のレーザを水中に向けて照射すると海底の地形が取れるという手法。右側にＭＭＳと書いてお
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りますが、車にレーザスキャナを積んで取る。ということで、いろいろなデータの取得方法で取ったものをハイ

ブリッド化して使えるようにつくっております。 

 そのデータをＧ空間情報センターからオープンデータとして公開させていただいておりまして、既に伊豆半

島の緑のエリアと、青いエリアのデータが取得できており、現時点でバーチャル伊豆半島が実現できていま

す。 

 今後の予定ですが、山岳部はデータが取れませんが、今年度中に静岡県のほぼ全域、人口カバー率

としては100％になる程度のエリアが今年度末には公開できる予定です。 

 静岡県がなぜVIRTUAL SHIZUOKAをつくりたいのかですが、これは明日起こるかもしれない災害に

備えてデータを取得して蓄積しておくというところに尽きます。 

 宮坂副知事の御挨拶にもありましたが、熱海の土砂災害でどのようにこの点群データを活用したのかを

お話ししたいと思います。 

 点群データは先ほど説明したように、上空からレーザを照射するわけですが、木や建物でデータが跳ね

返ってくるものと、隙間を抜けて地表面に届くものがあります。それを、３次元のソフトウエアを介することに

よって、地表面があるデータと地形だけのデータにデータ処理することができます。今回の熱海の被災の箇

所につきましては、国土交通省から2010年の過去のデータを静岡県は入手しておりまして、そのデータと

静岡県が取ったVIRTUAL SHIZUOKAのデータを比較しております。この２時期のデータを比較するこ

とによって、もちろん最初から盛土だったということは分かっていたわけではありませんが、データを比較する

と、発災当日の深夜には、どうやら崩れたのはここの盛土なのではないかと推定できました。 

 今回この推定には、静岡点群サポートチームという名前を付けまして、過去からオープンデータやジオ系

の活動でつながった方々に協力をいただいて、今回のチームを結成しています。 

 その後も被災後のデータは全て、Ｇ空間情報センターからオープンデータとして公開することによって、

我々のチームでも分析しておりますし、全国いろいろな箇所でいろいろな方々が分析してくれています。 

 チームでは、被災前のVIRTUAL SHIZUOKAのデータと被災後にＵＡＶのレーザで取ったデータを

比較するということをやっています。その結果がこちらになります。これは少し分かりにくいですが、色が青い

ほうは崩れたほうだと思っていただければいいと思います。少し説明しますが、この赤いエリアが盛土だった

部分で、青いエリアの赤枠の部分が崩れているということが分かりました。そうすると、まだ崩れていないとこ

ろが残っているということで、データを分析して約２万立米という数量を算出しています。 

 点群サポートチームは崩壊のメカニズムを究明するチームなのではないかとも言われますが、我々のチー

ムの役割は、東京消防庁にも来ていただきましたが、自衛隊を含めて下流で命がけで救助活動をされ

ている方が２次災害に巻き込まないようにすることです。救助活動だけでなく、現地計測する方も危ない
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思いをして入るのではなくて、全て取得したデータ、それもオープンなデータを使ってデータ分析することで、

まだ最上流部に２万立米の盛土が残っていることを把握しています。その後の雨によってこの盛土が崩

れて救助活動をされている方々を巻き込んでしまうのが最悪のパターンですので、その恐れを把握するこ

とが我々のチームの仕事だったと思います。 

 ３次元の点群データを使うことによって、最初の動画で見ていただいたように、かなり現実空間に近いリ

アルな疑似体験ができて、それが合意形成や意思決定に重要だと思っています。 

 そのほかの防災での利活用事例ですが、南海トラフの津波シミュレーションに活用しています。ここは河

津町のエリアですが、地震が起きた後に、20分後ぐらいに津波の第１波が到達すると推定されておりま

す。この点群の中にＶＲを使って没入することができ、よりリアルに津波を体験することで、避難行動を変

えていただけるのではないかと期待しております。 

 デジタルツインのメリットは、東京都の御説明にもありましたが、現実空間ではなかなか実施できないよ

うなシミュレーションを仮想空間の中で行なって、それを現実空間にフィードバックしてトライアルしていくとい

うところに尽きるのではないかと思っております。 

 今日はあまりお時間がなくて防災以外の利活用を御説明できませんでしたが、 VIRTUAL 

SHIZUOKAイメージ動画を作成しておりまして、このＱＲコードを読んでいただきますとYouTube動画

が見られるようになっております。その中には自動運転、観光などの利活用事例も入っておりますので、ぜ

ひ御覧いただければと思っております。 

 このVIRTUAL SHIZUOKAのオープンデータ化の取組は、うれしいことに、昨年度グッドデザイン賞も

いただきまして、いろいろな利活用が始まっております。今日お聞きの皆さんの中でもいろいろな御意見、

いろいろな活用法がひらめいた方は、自分のメールアドレスを後ほど公開する資料にも付けてありますので、

ぜひいろいろな御意見をお寄せいただければと思っております。 

 私からの情報提供は以上になります。ありがとうございました。 

【事務局】 杉本様、どうもありがとうございました。 

 デジタルツインの実現に向けて、データの整備のみならず、その活用や産学官での体制構築でもかなり

先行的な取組として具体的なものを御説明いただいたかなと思っております。どうもありがとうございます。 

 続きまして瀬戸委員より、「デジタルツインの活用事例から考える行政データの整備と利用」についてお

話をいただきます。 

 瀬戸委員、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（瀬戸委員 「デジタルツインの活用事例から考える行政データの整備と利用」） 
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【瀬戸委員】 御紹介いただきまして、ありがとうございます。駒澤大学文学部地理学科の瀬戸と申しま

す。よろしくお願いします。 

 私のほうは、タイトルにもありますように、行政としてデータを整備し、それが利用されるということはどうい

うことになるか。しかも、デジタルツインの社会実装に向けての検討会ということですので、私の専門分野

でもある地理学や地図に関する情報を整備すると、どういったことが可能になるかということも含めて、少し

お話をしたいと思います。時間も限られますので、もし御関心がある方は、またこの資料も後で共有され

ると思いますが、御覧いただければと思います。 

 また、先ほど杉本様からもお話しいただきましたが、私自身もＧ空間情報センターの運用メンバーにも

関わっており、災害にかかわらず、多様な地理空間データ、地理空間情報が今、世の中に散在している

データを統合し、利活用しやすいような流通を目指すということで、いろいろな活動をしています。先ほど

事務局でも、内閣府ＳＩＰのアーキテクチャの話がありましたが、地理空間情報は非常に多種多様、

しかもデータ構造も複雑で、いろいろな組織が保有しているデータでもあるので、地理空間情報に特化し

た検討や実証を以前担当させていただきました。このスライドで一番重要な点としては、一度こういった空

間情報を整備し、オープンデータ化、さらには利活用を考えたときには、１つの目的で利用するだけでは

なくて、せっかく良質なデータをつくっているのであれば、マルチユースとして使いやすいＡＰＩ化やタイル化

と言われるデータ形式に変換して流通しやすい形にしていくことが大事だということです。 

 今日は時間がないので、先に結論を言ってしまいたいと思っています。これは、冒頭の御挨拶で宮坂副

知事が明確に言っていただいた点と非常に共通していて、私自身も今回デジタルツインの一部の実証、

あるいはこういったデータ公開を進める上では、都庁内の他部局での連携、それから、傍聴で区市町村

の自治体職員の方もかなり出ていただいていると思いますが、まさに東京都庁と区市町村間での連携を、

こういったプロジェクトを通じて、より進めていかれるべきだと考えています。ただ、いろいろ制約や困難もあ

るので、その間をつなぐ役割としても、コミュニティや、地域の事業者など民間の方の参画がより大事だと

思いますし、むしろ外側から盛り上げていくということがあると良いのではないかと思います。 

 私の専門とする地理学でも、こういったCOVIDや災害が多発する時代を迎える中で、データや課題は

現場にあると同時に、常に変化し続けるということで、こういった検討では、例えば数カ月先も予測が難し

くなってきている中ではありますが、１つの考え方に固執するだけではなく、多様な考え方がある中で多様

な主体が参加して、議論を深めて、さらに、「代替可能な都市デザイン」と書いてありますが、Ａ案、Ｂ案、

Ｃ案を用意しながら、代替可能な準備をしていくことが、都市デザインを考える上でも今後大事になって

くるのではないかと思っています。 

 地理空間情報の分野では、阪神淡路大震災が一つのきっかけとなって日本における地理空間情報
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や地理情報システム（ＧＩＳ）が普及してきましたが、防災・防疫の両方を考える新しい時代を迎え

る中では、堅牢なシステムをつくれば終わりというわけではなく、「システムからデータへ」ということで、システ

ムが仮に立ち行かなくなる場合でも、データが残れば乗り換え可能な状況を担保することは非常に大事

ではないかと思います。同様に、自治体行政の中でデータを100％準備するというのは難しい局面もあ

ると思いますので、どういうデータが足りないのか、また、仮に他の区市町村内、あるいは都庁内で同じデ

ータを違う局が違う予算で用意しているのだとすれば、共用・統合して効率化することができないだろうか

という検討は、いろいろなところで進めていかれると良いのではないかと思います。 

 せっかくつくられたデータを活用するということであれば、まちづくり、防災計画においても様々なシナリオを

合理的に導いて意思決定をするための備えとして、どうやって活用ができるかということになります。ただ、こ

れにも課題があります。適切にデータをまとめたり、部局間を調整する上では職員の人材育成が急務で

あると思います。あるいは先ほど説明した「システムからデータへ」の観点では、「横断型地図」（これは国

土地理院の藤村さんと対話した中で浮かび上がってきたキーワードです）、すなわち、他のシステムでも

容易に流通できるように地理空間情報を整備するというモチベーションでやっていくべきと思います。 

 以前PLATEAUの事例もお話しいただいていましたが、東京都でも特に23区は日本でも随一の豊富

なオープンデータをPlATEAUによって今回、整備・公開されています。これだけ莫大なデータを資源として

ある中で、どのように活用ができるのか。あるいは、このデータは、スナップショットとして一時点のものとして

取られたものですが、更新頻度をどうするのか、さらに対象地域を広げていくのかという点も考えていく必

要がある中で、まずは手元にあるデータをどれだけ使い尽くすかというところが大事だと思います。 

 もう一つは、自治体行政の中で取り切れないデータ、課題もたくさんあると思っています。これは、東京

都「大学研究者による事業提案制度」に採択もいただきましたが、東京大学関本研究室が主体となり、

My City Reportというプロジェクトを行っています。これは、道路の不具合などについて一般の都民の皆

さんからレポートしてもらって、それを共同で解決していくという仕組みの実証が東京都の幾つかの地域で

も始まっています。こういったデータなどもある種の市民センサーのデータとして今後、デジタルツインなどに

取り込めるといいのかなという展望も含めて御紹介させていただきました。 

 海外の事例も少しだけお話ししたいと思いますが、COVID-19を迎える中で、防疫への対応が長期

的になるという見立てで考えると、物理的な道路の道幅といった都市のインフラや形状を根本的に変える

ことにつながっていくのではないかという見方もされています。そこで、道幅を計測するようなオープンデータ

が出たり、ソーシャルディスタンスがどれだけ図られているのかといったことが、2020年の早い段階で海外の

幾つかの都市ではデータに基づいて議論もされ始めたということです。 

 デジタルツインでは、まちの姿がリアルタイムでモニタリングされるだけではなくて、将来計画の意思決定に
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も使われているかということで、複数のシナリオをウェブサイト上で、東京都のデジタルツインのサイトに近い

ような形で公開して、例えば市民に投票してもらう、コメントを寄せてもらう事例が増えてきています。今

日の事例紹介などにあるような、防災やインフラの維持管理は、私自身も事業の優先順位としては高い

かなとは思っていますが、デジタルツインが深まっていって、センサーのデータが本格的に入ってきた段階で

は、例えばマンチェスターのようにＩｏＴセンサーを含めた上での、例えば日射量からヒートアイランドの測

定をするなど、そういった環境分野への利用が深められていくのではないかと思います。この点は、海外で

も今かなり試行錯誤している段階でもありますので、また、東京都でも多分、実証実験として進められて

いる部分はあると思いますが、そこで仮に上がってきた成果で良いものがあれば、積極的に採用していくこ

とができると良いのではないかと思います。 

 まちづくりに関するデータ活用については、昨年いろいろ検討が重ねられてきました。国土交通省の都

市計画課の勉強会に昨年、私も委員として参加しましたが、データ活用の手引をかなりのボリュームで

既につくっており、防災以外の分野もあるので参考になるのではないかと思っております。 

 ということで、課題やデータは現場にある前提に立った上で、それをデジタルツインの中で拾っていくことが

できると理想的だと思いますし、リアルタイムに変化していく中で、いろいろな複数の考え方、代替可能な

案に基づいて今後インフラの管理やマネジメントがどう進められていくか、そのような実務にこのデジタルツイ

ンが使われていくことに対して、すごく期待しているということです。 

 

５ 討議（１） 

【事務局】 瀬戸委員、どうもありがとうございます。 

 海外も含めて、いろいろ参考となる事例を御紹介いただけたと思いますし、例えばワンソース・マルチユ

ース、システムよりデータ、コミュニティ・事業者等の参画といった非常に重要なキーフレーズもいただいたか

なと思います。また、考え方についても、データに基づく都市デザイン、代替案を準備しながらいろいろ進

めていくことの重要性など、そういった考え方についても御示唆いただけたかなと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速、討議に入っていきたいと考えてございます。 

 今回も討議は、前半、後半に分けて、論点を２つずつ、もちろん両方に外れるところも含めて、御意

見をいただければと考えてございますが、分けて進めさせていただきたいと考えてございます。 

 論点のそれぞれのところについて、まず最初に、各委員の方々から御意見をいただければと考えてござ

います。時間の都合もあって、大体３分ぐらいを一つの目安に御意見をいただけると幸いでございます。

順番でございますが、前回、第１回と同じく、吉村先生、古橋先生、木村先生、瀬戸先生、石井先
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生という順番で御意見を頂戴できればと考えてございます。 

 それでは、まず、吉村先生、御意見はいかがでしょうか。 

【吉村委員】 ありがとうございます。東京大学の吉村です。よろしくお願いします。 

 まず論点１で、まずは、前回も申し上げたんですが、大事な点なのでもう一度だけ言わせていただきた

いんですが、デジタルツインというのは社会的共通資本であるということです。つまりは、社会にとって絶対

に必要な基礎的なインフラであり、社会基盤であるということです。だからこそ、東京都がやるべきことであ

り、それを周りからみんなで支えて、みんなで育てていくという視点がまずは重要なのではないかと思うんで

すね。これはいわゆる公益性という観点において重要であるということを、まずは認識することが大事なの

ではないかと思ったので、最初に、冒頭に一言、言わせていただきました。 

 その上で、東京都が優先すべきことですが、私からはその考え方を少し申し上げたいと思います。まずは、

それは東京都の戦略によると思うんですね。つまりは、大きな、そして長期的な視点として、デジタルツイ

ンを都市戦略としてどう位置づけるかという問題です。まずはこのような長期的な視点が大事だということ

を強調させていただきたいと思います。その上で、今の社会情勢なり、都民の皆さんの関心なりを鑑みて

決めていくということがいいかなと思うんですね。つまりは、一つには、長期的な視点がある。そしてもう一つ

は、成果が見えるような短期的な視点。この２段構えの考え方で進めていかれるのがいいのではないかと

私は思います。 

 では、具体的には何から始めるのが良いのかというと、例えば今だったら、先ほどから皆さんおっしゃられて

いる防災、防疫といったことにプライオリティを置くというのは、一つの視点かなと思います。なぜなら、最近、

気候変動ということもありますし、そういう意味でも今、社会が求めているものですし、繰り返しになります

が、都民の皆さんの関心も高い。そうすると、みんなの興味を引くという意味で、みんなの役に立つ。つま

り、これが公益性ということです。またデジタルツインというインフラ構築は、これも繰り返しになりますが、東

京都だけではできないので、民であったり、我々アカデミックの学であったり、みんなで育てていく必要がある。

そういう意味においても、みんなの関心の高いところからやっていく、仲間を増やすことができるという意味

でも良いのではないかと思っております。 

 これが論点１についての私の意見です。 

 論点２は、デジタルツインの整備効果の評価に必要な視点ということですが、まちづくりという視点をぜ

ひ入れていただきたいと個人的には思っております。デジタルツインは、ＩＣＴのツールの一つではあるん

ですが、出口、アウトプットは、まちづくりや都市計画といったものが良いのではないかという意味合いにお

いて、まちづくりという視点です。つまりは、まちづくりという観点から見たときに、まちをつくった後の評価が非

常に大事になってくると思うんですね。 
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 具体的には、例えば経済的なものももちろんあるし、効率的なものももちろんあるんですが、このデジタ

ルツインを使ってまちをつくったら、どれぐらい人が幸せになったか、まちの住民の信頼度がどれぐらい上がっ

たかという、一見ＩＣＴやデジタルとは全く関係のないようなところだけれども、市民生活の質に関係あり

そうなものの評価の指標を取り入れてほしいと、私は思っております。そういうことはデジタルツインの一つの

ポテンシャルであるデータの可視化、ビジュアライゼーションが、住民とのコミュニケーションツールになり得る

し、そういうふうに使っていくことによって、みんなでまちをつくっていく、育てていくということを進められると思う

んですね。その点をぜひ評価の視点に入れてほしいと思っております。 

 すみません。長くなりましたが、以上です。 

【事務局】 吉村先生、どうもありがとうございます。 

 データが社会的な共通資本として重要だというお話、長期的な視点と短期的に成果を見せるところを

両にらみでやっていくことの重要性、短期的に成果を見せることで皆の関心を高めてコミュニティを育てて

いくという重要な観点。 

 論点２に関しては、幸せや信頼度のようなところも含めて、生活している方々に近いところで確認しな

がら、まちづくりの視点を入れていくことの重要性も御指摘いただいたかなと考えてございます。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、古橋先生、大丈夫ですかね。 

【古橋委員】 では、短めにコメントさせていただきます。 

 まず論点１ですが、優先する分野に関して、先ほど瀬戸先生がおっしゃっていたマルチユースがすごく大

事であるという一方で、ある程度、戦略的に、まずはこの分野にかなり、一点集中ではないですが、切り

込んでいくというところで、今日の杉本さんの話も含めて、今一番近々に必要な分野としては防災という

分野が挙げられると思いますので、マルチユースにしつつも、まずは防災の分野できちんと役に立つもの。

先ほど吉村先生からもありましたが、そのデータが自分たちの生活にいかに役に立っているのかということを

実感する一つの大きなデータセットになっていくと思います。 

 あとは、今回の熱海市も含めた災害のときに、熱海市は今回PLATEAUのデータセットを提供していな

かった基礎自治体になります。ですので、杉本さんからも今日はいろいろな話をいただきましたが、もし仮

にPLATEAUのデータが熱海市から提供されていたならば、恐らく今回の災害でも行政の動き方等はま

た少し変わってきたのではないか。つまり、待っていられない災害がどんどんやってきますので、できるだけ早

く防災を意識した形で、まずはどんどんデータを整理して使えるようにしていくという流れが必要なのかなと

思っております。 

 また、論点２になりますが、そういった中で、データを整理して効果を見ていくという中では、１つのプラッ
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トフォームだけに依存しない。先ほど静岡県はＧ空間情報センターを使われていますし、それ以外のプラッ

トフォームを含めて、東京都のプラットフォームだけではない、いろいろな形でのプラットフォームがどんどんオ

ープンデータとして再利用、２次利用されてデータが広がっていくという流れで、その効果がきちんと出てい

く形では、１つのプラットフォームに依存しないマルチプラットフォームの再利用、再配布をどんどん促してい

くようなアプローチが大事になってくるのではないかと思っています。 

 簡単ではありますが、以上になります。 

【事務局】 古橋先生、どうもありがとうございます。 

 １点目については、まずは集中、１番を決めて、防災でいかに役に立つかという実感をきちんと見せる

ことが重要だという御指摘をいただいたと考えてございます。 

 ２点目に関しては、１つのプラットフォームに依存しない、データの再配布を含めていろいろなマルチで

考えていくという重要な観点もいただいたかなと考えてございます。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、次は、木村先生、よろしいでしょうか。 

【木村委員】 立命館大学の木村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 論点１に関して、吉村先生、古橋先生がおっしゃったように、防災はもちろんのことと思います。が、せっ

かく東京都が実施するのに、防災だけというのはもったいないと思います。防災というのは守りの体制だと

思います。今後、日本や東京都が発展するには、産業の活発化が必須なので、攻めという観点で、産

業発展にもつながるような、まちの発展にもつながるような分野も軸足として置いておいていただいたほう

がよいのではないかと思ってお聞きしておりました。 

 論点２に関しては、瀬戸先生のお話を、本当にそのとおりと思ってお聞きしていたのですが、まずデータ

をいかに追加しやすく、いかにほかのパターンのデータが入ってきても、それが同じプラットフォームの中に入

っていけるのかというのは、ものすごく大事な観点だと思います。データが容易に入れられて、容易に共有

できる状況になっていることはとても大切です。人間が何かをするときに、使いにくいということは大変大き

なバリアになるので、先ほど瀬戸先生が地図データの統合をしているとおっしゃったと思うんですが、そういう

ところで様々なデータをどういうふうにまとめていくのかが重要です。 

 例えば防災分野、交通分野など、分野によって欲しいデータは異なると思いますし、それらを入力する

人や部署も様々だと思います。それぞれの分野に必要なデータは、それぞれの分野の専門家や、現場で

本当に必要となる人たちが考えるのは当然と思いますが、それぞれの分野の人たちだけが考えるのではな

くて、それらを見渡す立場の部署があって、その部署が分野にまたがる共通項――先ほど瀬戸先生から

も同じようなものは統合していったほうがいいという話がありましたが、それをちゃんと横ぐしで刺して、同じよ
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うなものは共通化し、違うものでもそれが将来的に他分野とつながりうるのであれば、それをつなげられる

ような形でデータベース化していけるような仕組みも検討するべきかなと思ってお聞きしていました。 

 以上です。 

【事務局】 木村先生、どうもありがとうございます。 

 １点目に関しては、防災といった守りだけでなく、攻めというところで産業の発展に資するようなものもあ

ってもいいのではないかという御示唆をいただいたかなと理解いたしました。 

 ２点目については、様々な分野の中でいろいろデータが使われていくというところで、それはそれで当然

あるところと考えながらも、それがまたさらにほかの分野でも使えるような再利用のしやすさのようなところも

含めての使いやすさ、データの追加のしやすさ、組合せのしやすさといったところもきちんと考えていくことが

重要だという御示唆もいただいたかなと理解いたしました。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、続いて、瀬戸先生から御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【瀬戸委員】  

 まず論点１につきましては、私自身も、防災はその後のまちづくり、都市計画や、例えば教育の面でも

防災教育という観点でも重要だと思います。もう少し別の考え方を取り入れるならば、大きく２つの流れ

があっていいのではないかと思います。 

 一つは、行政上、都庁や区市町村といった行政機関がこのデジタルツインを使う上で優先的に取り組

む分野ということで、例えば緑の東京計画等、東京都の業務の上で、法律や制度上、数年おきに絶対

つくらなければいけない計画があると思いますが、そういった「○○計画」で何か優先的にやらなければい

けないものが近々あれば、先行してやっていいのではないかと思います。身近な業務での利活用を広げて

いくという意味で、行政の内部上、活用を考える分かりやすい一つの要素かなと思っています。 

 もう一つは、こういったデジタルツインが世に出て、ある種のオープン化していく流れの中で、攻めの姿勢と

いう意味での民間事業者での利用はできるだけ促したいと思うのは自然なことだと思います。民間利用

を考えたときに、民間事業者が単独でできそうなサービスは、逆に民間の方にお任せすれば良いと思いま

すが、複数の会社や１つの業界だけではなかなか達成できないサービスもいろいろあるように思います。

なので、そういった１つの組織や業態ではできないような活用例を発掘できると良いとも思っています。 

 論点２については、２次利用の促進ももちろんそうですが、データの提供者側がデータを整備するとき

に、従来かかっていた費用や職員側の物理的な負担も含めた負担がどれだけ軽減できたのかというのも

一つ、指標に入れていいと思います。整備効果はどちらかというと、経済効果や利活用のデータセットがど

れだけ増えたかといった増加指標のほうが注目されがちですが、行政職員の業務負担は、非常に高いこ
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とも危惧されると思いますので、どれだけ負担が軽減できたのかというところも、内部評価の部分が大きく

なるとは思いますが、外部の我々が見ても、分かりやすい指標になるのではないかと思いました。 

 以上です。 

【事務局】 瀬戸先生、どうもありがとうございます。 

 論点１では、防災に注力しながらも、防災だけでなくほかの分野にも、教育なども含めて、波及が結

構あるだろうから、その辺りもちゃんと落とさないようにやっていけという御示唆をいただいたかなと考えていま

す。それから、進め方としては、単独というよりは上位計画、いろいろな計画ともすり合わせながらやってい

くところが多分、力を合わせる上で一つ、やり方としていいやり方になるのではないかというところもいただい

たかなと思います。また、民間の利用を促すというところでは、業界横断であったり、会社をまたがったりと

いうところが一つの狙い目になるのではないかという御示唆もいただいたかなと思いました。 

 論点２に関しては、いろいろな効果といったときに、先ほどお話しいただいたマルチユースではないですが、

いろいろなデータがもう一回、使えたり、ゼロからつくらなくていいというところで負担がどれだけ減ったかという

ところも無視せず、非常に大きな効果として考えたほうがいいのではないかという御示唆をいただいたかな

と理解いたしました。 

 どうもありがとうございます。 

 そうしたら、今度は石井先生になります。いろいろ御意見も出てきて、最後になるということもあって、論

点１、２、それぞれということでもなく、まとめてということでも結構でございますし、石井先生から御意見を

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【石井委員】 お願いいたします。 

 私は専門外の立場からの意見を申し上げるという形になります。先生方のお話を伺っていまして、私の

前回の意見も反映していただいているのかなと思います。防災に関しては、どのプレーヤーにおいても必要

な優先すべき領域だと思いますので、私としてはぜひ積極的に進めていただきたいと考えている領域にな

ります。 

 その上で、災害といったときに、自然災害のようなものに限るのか、あるいは防疫というお話もあったかと

思いますが、コロナ対策のようなものにも使う余地があるのかどうか。それは短期的には難しいのか、長期

的なものになってくるのか。そのような視点も必要かなと思いました。 

 波及するほかの領域についても先生方から御示唆があったところと思いますが、私も、例えば教育の領

域を見ると、まさにコロナの影響で、教育機関に勤めておられる先生方はオンライン教育に取り組まないと

いけないようになっていて、そうした関連分野におけるオープンデータの利活用をどのように図っていくことが

できるのか。教育という領域においても重要性が高まってくるのかな、優先度が比較的高くなってくるので
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はないかと感じた次第です。 

 デジタルツインの整備効果のほうは、評価指標として適切なのかどうか、確信の持てないところではあり

ますが、プレーヤーごとに、行政や企業など、そうした主体が迅速かつ適切に意思決定を行えるのかどうか、

という点に加えて、都民一人一人の個人に対して、デジタルツインで生み出されるデータをいかに適切に、

迅速に届けることができるのか、ということがＱＯＬの向上に直結してくるのではないかと思いますし、個々

人に情報を届けることを考えると、細やかな取組などが必要になってくるのではないかと思いますので、都

民一人一人に対してデジタルツインのデータをどのように有効に生かすことができるのかという観点も重要

になってくるかなと思いました。 

 近い領域、同じようなものは統合したほうがいいというデータの共通性についての御指摘もあったところで

す。個人情報の領域では、データポータビリティという概念があって、ヨーロッパの個人データ保護法制の

中にそのような規定があります。個人データ以外の領域では、例えば競争法の議論なども進んでいます

が、データをある主体からほかの主体に移転し、適切なところに適切なデータを配分してうまく再利用して

いくという考え方もあり得ると思いますので、データポータビリティという考え方も一つ、参考になり得るかと

感じました。 

 非常に雑駁な意見ですが、以上になります。 

【事務局】 石井先生、どうもありがとうございました。 

 一番最初のところでは、防災というところで自然災害以外にも防疫、コロナのようなところも一つの視点

として入れたほうがいいのではないかという御示唆だったかなと考えてございます。 

 その後のところでは、特に教育ですね。確かに長期的に取り組んでいくことを鑑みても、この辺りも含めて

非常に重要だという御示唆をいただいたかなと考えてございます。 

 ３つ目としては、ＱＯＬを考えたときに、都民一人一人に対して迅速にきちんと必要な情報やサービス

を届けていくという迅速さも重要になるのかなという御示唆をいただいたかなと考えてございます。 

 最後のところは、個人情報ではデータポータビリティというお話が出ているということで、こういったものを参

考しながら、個人情報以外のところで主体間で持っているデータのポータビリティを考えていくことも重要で

はないかという非常に重要な御示唆をいただいたかなと考えてございます。 

 どうもありがとうございました。 

 そうすると、一通り５人の委員の先生に論点１、２についていただいたところでございますが、論点１、

２に関して何かございますでしょうか。後ほどもまた機会がありますが、特にこの場で何かということがなけ

れば、後段の論点に入っていければと考えてございますが、よろしいでしょうか。また何かあれば、追加で

言っていただいても当然、結構だと考えてございます。 
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６ 討議（２） 

 そうしたら、引き続きまして討議（２）で、論点として３、４ということで、東京都が整備すべきデータ・

システム・インフラ、それから、全般的に「ロードマップ（初版案）」に関して御意見をいただきたいと考えて

ございます。こちらも順番は先ほどと同じく、吉村先生からいただければと考えてございますが、吉村先生、

いかがでしょうか。 

【吉村委員】 ありがとうございます。 

 論点３に関しては、あえてほかの皆さんとは違う視点で申し上げたいと思っております。というのも、今日

はデータの専門家の方々がたくさんいらっしゃるので、例えばデータの標準化やＡＰＩの整備、もしくは横

展開できるようになど、いろいろな問題があるとは思うんですが、その辺りについてはほかの有識者の方々

がきちんと言ってくださると思いますので、その上で私はあえて斜め上の視点を申し上げたいと思っています。 

 そういう観点で行政の方々がやるべきこととして、このプロジェクトが楽しいとか、わくわくするとか、そういう

ことをうまく伝えることも、プロジェクトの大事なインフラづくりだと考えても良いのではないかと思うんですね。 

 くどいようですが、デジタルツインというのは、我々の社会にとって、30年、50年という長期で考えたときに、

非常に大切なインフラであって、社会基盤であって、社会的な共通資本だと本当に思っております。だか

らこそ、東京都にはきちんとそれなりの予算をつけてやってもらいたいと思っているんですね。しかし、これは

社会のインフラなので、東京都だけでやれるものではないんですね。荷が重い。だからこそ、民の力、学の

力が必要になってきて、みんなで一緒に育てていくという観点が必要なわけです。 

 このみんなというところには、何より若い人の力も非常に必要になってくると私は思っているんですね。だ

けど、大人である我々が、つまらないと言っていたり、大変だと言っていたりすると、そもそも若い人が入って

こないと思うんですね。だからこそ、このプロジェクトをわくわくするようなものにする。どうやってわくわくするよう

なものにするか。それを考えることが非常に重要なのではないかなと思います。ですので、あえて違う視点

から意見を述べさせてもらいました。 

 論点４の「ロードマップ」については、この辺は前回の我々の意見などをきちんと取り入れてくださっていて、

非常にすばらしい資料を作ってくださり、本当にありがとうございます。この「ロードマップ」に関しては、私は

非常に良くできていると思っているんですが、あえて１点、言わせていただくとしたら、今日の資料の19ペ

ージで、「東京都がデジタルツインに取り組む意義」というのがあって、そこの一番下に「国際都市競争に

おける優位性となり得る可能性」とありますが、個人的にはここは非常に重要だと考えております。 

 東京都というのは世界の大都市です。パリ、ロンドン、ニューヨークに匹敵するぐらいの大都市ですが、そ

の一方で、まだまだ世界的なプレゼンスは低いと言わざるを得ないと思うんですね。だからこそ、このデジタ
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ルツインのようなものを東京都がやる意義がここにあると思うんです。つまりは、東京都にしかできないこと

であって、今、絶対やらなければいけないことでもあると思います。なので、東京モデルをここで世界に示す

ことが非常に重要になってくると思いますし、その責任が東京都にはあると思っておりますので、くどいようで

すが、ここは民と学と東京都とみんなで一体となってこれを育てていくことが大事なのではないかと思ってお

ります。 

 以上です。 

【事務局】 吉村先生、どうもありがとうございました。 

 論点３に関しては、本当にまずは大人が楽しめというところで、非常に重要な御示唆をいただいたかな

と考えてございます。 

 論点４についても、国際的に見たときに、東京都はもっとポテンシャルがあるのではないかというところで、

非常にエールをいただいているところになるのかなと考えてございます。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、また古橋先生にお願いしようかと思うんですが、大丈夫でしょうか。 

【古橋委員】 はい。大丈夫です。 

 簡単に論点３で、東京都が整備すべきデータ・システム・インフラの部分に関して、まず一つ、コメントさ

せていただきたいのは、今回の東京都のデジタルツインの中で、国交省のつくっているPLATEAUのデータ

がかなり再利用されているというところがあると思います。あくまで今のPLATEAUは建物データが主になっ

ています。そういう意味でいうと、建物以外のアセット、例えば先ほどの点群データで静岡県が計測されて

いた高圧電線や、あとは道路そのものも建物ではないインフラという形で、デジタル化がまだまだ進んでい

ないところだと思います。そういった意味でいうと、PLATEAUのデータと組み合わせて東京都の３次元の

都市を、いい意味でよりリッチな、多様なデータセットに仕上げていく中では、建物以外の周辺のアセット

の整備をどう進めていくのかというところは一つ、重要かなと思っております。 

 あとは、これはデータ・システム・インフラ以前の話かもしれませんが、今回のPLATEAUのデータは、また

東京都23区内と東村山市という形で、非常に限られたエリアでのデータ公開になっていますので、東京

都として東京都内の基礎自治体の皆さんに、ぜひそういったPLATEAUのデータを自治体側から提供し

ていただけるような形での連携を促進していただくことが非常に重要になっていくのではないかと思っており

ます。 

 論点４に関しては、見直す点等の部分では、前回も話をさせていただきましたが、ライセンスの部分は

今後、議論していかないといけないところで、今のところCC BY 4.0というライセンスになっているところでは

ありますが、PLATEAUや静岡県のようにデュアルライセンスという部分は、議論はされてはいるんですが、
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まだ固まっていないところだと思いますので、その辺りはきちんとロードマップの中で固まっていくといいなと思

っております。 

 簡単でありますが、以上になります。 

【事務局】 古橋先生、どうもありがとうございます。 

 論点３は、まさに建物以外のデータもデジタル化や流通が非常に重要だということで、これから取り組

むべきところとしてあるという御示唆をいただいたかなと考えてございます。それから、都内のいろいろな基礎

自治体との連携も非常に重要だろうという御示唆もいただいたかなと考えてございます。 

 論点４のライセンスのところは、前回も御指摘いただいて、まだ検討中で御回答できずのところになって

ございますが、いただいた御指摘も含めて考えていきたいと考えてございます。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、続いて、木村先生からよろしいでしょうか。 

【木村委員】 よろしくお願いします。 

 論点３に関して、まず東京都が管理しているデータがそもそも膨大だと思うので、東京都が得意として

いて、東京都が日々管理しているデータをしっかり積極的にここに入れていくというのが最優先ではないか

と思います。産学では提供できないデータも多いので、それらのデータがどれぐらいしっかりデータベース化さ

れるのかという点が、まずは東京都が責任を持ってやっていただかないといけないところかなと思います。逆

に言うと、今管理していないものに関しては、東京都が今後そこに手を伸ばしていくのか、またはほかの産

や学に任せていくのかというところも見極めていく必要があるのかなと思います。 

 そういう観点でいうと、最初のご説明で、デジタルツインは今後、都民の意思決定や都の政策立案で

活用されていくというお話があったと思うんですが、デジタルデータが入っているものに関して、今後ますます

議論の俎上に載りやすくなっていく。逆にデータがないものに関しては、見えないことによって気づかれにくく

なって、問題として認識されにくくなっていくということもあると思うんですね。もちろん、今検討しているのは

デジタルサービス局の話だとは思うのですが、今回、東京都の各部署の方がいらっしゃっていると思うので、

各部署でそれぞれの部署が管理されているデータをどの様にこのデータベースに載せていくのかというところ

が、実は物すごく大事になってくると思います。ここで乗り遅れてしまうと、結局、それらのデータが載せにくく

なるということにもつながると思うので、ぜひ各部署でも議論をしっかり進めていただいて、東京都全体の

話として、各部署が管理しているデータをうまく活用できるようにしていただきたいなというのをすごく思いま

した。 

 論点４については、少し論点１の話に戻ってしまいますが、吉村先生が「東京モデル」とおっしゃったの

が私の中ではすごく印象的で、前回の検討会でも言ったのですが、世界に発信するというのは大事なこと
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だと思います。PLATEAUも大きなインパクトがあったので、東京都がこれだけの情報をデジタルツインとし

てつくったというのは、重要かなと思います。 

 その観点では、防災はもちろん大事ですが、東京都のデジタルツインが防災という観点で活用されたり

取り上げられたりするのは何かが起こったときだと思います。逆に何も起こらなければ、その存在に気がつか

れずに粛々と進むということになると思うので、存在感をアピールしていくという点では、文化やエンターティ

ンメントとしての利用も効果的だと思います。今、日本の漫画やアニメが世界にすごく普及していって、他

国でも「ドラえもん」を知らない人は少ないのではないかと思います。「ポケモンGo」という話も先ほどチャッ

トに上がっていましたが、ＶＲやゲームコンテンツのようなものは、日本の大きな強みだと思うので、是非そ

ういう観点でも東京都のデジタルツインデータがうまく使われていくといいなと思いました。 

 もう一点、「ロードマップ」を見直すべきと思っているわけではないのですが、先ほど話で、大人だけではな

くて子供たちも楽しむという意味では、学校でこういうデータをうまく使うような政策にしていけないかなと思

います．例えば、気象庁が管理しているデータベースには国内全域の気象データがすごくたくさん入ってい

るのですが、ちょうどうちの子供の宿題で、注目したい地域のデータを気象庁のデータベースから抽出して、

例えば地域ごとで比較したり、ある地域の気候が年間でどのように変化したかということを分析するという

ものがありました．本当に、子どもたちでも簡単に研究、分析ができるのですね。このように、題材として、

東京都のデジタルツインデータがあれば、子供たちが好きな観点から自分なりに東京都に関して分析した

り、ここの地域がこういうふうになっているというようなことを考察することができるので、教材としても有効な

と思います。ですので、ぜひそういうふうに使うという観点でも、実際に東京都が管理されている学校はたく

さんあると思いますので、活用していただきたいなと思いました。 

 以上です。 

【事務局】 木村先生、どうもありがとうございます。 

 論点３に関しては、今、東京都が特に各部局で持っているデータを、ちゃんと責任を持ってまずはしっか

りまとめていく、使えるようにしていくというところで、その辺りも時間をかけてというよりも、乗り遅れがないよ

うに、今やっているところできちんと今のこのタイミングで議論を皆でしていくところが重要だという御示唆を

いたいただかなと考えてございます。 

 論点１で、東京モデルの発信ということで、防災以外にも日本として誇るべき文化やゲームといったもの

も含めて、存在感のアピールを積極的に考えていくことも非常に重要だという御示唆もいただいたかなと

考えてございます。 

 論点４では、学校でもうまく使っていく。これは将来の世代に向けてということも含めて、そういったところ

を考えていくことも重要だという御示唆をいただいたかなと理解いたしました。 
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 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き、瀬戸先生、よろしくお願いできますでしょうか。 

【瀬戸委員】 ありがとうございます。 

 まず論点３の中で、PLATEAU上では今回23区、東村山市、八王子は南大沢周辺ということですが、

データが高品質で作成されたということがあるので、これが都域全域に広がるというのは良いのではないか

と思います。その点を進められると良いと思いますし、関連して道路や、今日のスライドにもインフラというキ

ーワードを載せましたが、いわゆる土木インフラのデータも、国土交通データプラットフォームや東京都のデ

ータカタログサイト等でも一部、公開されているものもありますが、その一層の充実は、ぜひお願いしたいと

思います。 

 また、インフラ管理という点では、同じ道路でも管理主体が違うと、現実空間としてはずっとつながってい

るけれども、データ自体やその先のオペレーション（管理運営）が分かれてしまうという問題があります。こ

れは、今回、東京都がある種、主導するリーディングプロジェクトとしてデジタルツインをやられるということも

あるので、そこで東京都が持っていないデータ、特にそれは事業者というよりは公的機関、基礎自治体や

公共的な機関が持っているものということでまずはいいと思いますが、そこも集めて統合できるかどうかとい

うところは一つ、重要な指針になるのではないかと思いました。 

 データのＡＰＩ化や、どういった属性要素があると良いかについては、PLATEAUではガイドラインやマニ

ュアル類もかなりたくさん出ていますし、点群データの整備については静岡県の事例がとても参考になるは

ずです。 

 システムについては、デジタルツインは結構ハイスペックに行きがちであるとは思うんですが、今回システム

面では、今検討に挙がっている要素がまずは最低限達成できれば良いのかなとも思っていて、むしろシス

テム面が巨大、かつ、すごく重いものになり過ぎないような配慮は必要だと思っています。 

 インフラについては、今回の論点４にも多分つながる要素だと思いますし、これを初版に入れるかどうか

というのは最後に判断いただければと思いますが、普及啓発――人材育成という部分で、普及啓発に

関わる計画、プランをどのように考えるかというところもあって良いのではないかと思いました。それは、一般

向けのプロモーションとしてどういうことをするのが良いかという点もそうですし、教育現場での活用は学校

等との連携もできると思います。ただいちばん大事なのは、このデータを直接高頻度で本来使われるのは

都庁を含めた行政職員だとも思いますので、そういった職員向けの普及啓発をどう図っていくのか。それは、

将来的にデータがリニューアルされていくときにも非常に大事だと思いますので、含められると良いのではな

いかと思いました。 

 論点４は、先ほど申し上げたように、見直すべき点、追加すべき点というよりも、普及啓発、人材育成



26 

のパートを盛り込めるようであれば盛り込めていけると良いのかなと考えました。 

 以上です。 

【事務局】 瀬戸先生、どうもありがとうございました。 

 データについては、東京都全域に広げていく、土木インフラを中心としていろいろなデータに広げていく、

それからデータの管理主体で分けが出るところと現実世界のつながりが出るというところで、なかなか管理

主体でばらばらにならないように、公的機関中心にまずはいろいろ各主体が持っているデータの連携がき

ちんとできるようになることが重要だという御示唆をいただいたかなと考えてございます。 

 システムについては、巨大なものになり過ぎないようにという御示唆をいただいたかなと考えてございます。 

 インフラとなるのか、全体的なロードマップとなるのかというところになるかもしれませんが、普及啓発、人

材育成の計画、プラン、その中には一般向けと、教育機関向け――基礎教育と大学、それから都内の

行政職員の方々向け、そういったところもあると良いのではないかという御示唆をいただいたかなと考えて

ございます。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、石井先生、よろしいでしょうか。 

【石井委員】 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 私からは簡単にコメントさせていただきたいと思います。論点３について、防災に引っ張られてしまいます

が、災害が起きたときにシステムが生きていることが大前提になると思います。有事のときにシステムが安

全に稼働できるようにするという視点が重要かと思います。併せて、災害が起きたときに個人に伝える方

法として、今はスマートフォンが個人が持っている端末として主流のものになっていますが、今後は様々な

ウェアラブルデバイスや、チャットの中で御紹介いただいているＡＲグラス、そうした個人の持っている様々

な端末にいかに迅速に情報を発信できるのか。そのような観点が入れられるのであれば、御検討いただく

といいのかなと思った次第です。 

 論点４で、「ロードマップ（初版案）」で見直すべき点として、１点、気になっているのは、「完全なデ

ジタルツインの実現」という「完全な」という表現です。この言葉を受け取った人がどのように捉えるかという

点から、誤解を与えないようにする必要があるのではないかと思っています。2030年には全ての対象分

野でリアルタイムデータを活用するとありますが、データが主要なものでないものであっても、リアルタイムの

データを対象分野全てにおいて使っていれば完全なデジタルツインだという定義に含まれてしまうと、理想

としている姿とは大分違ったものが含まれてしまう可能性があると思います。どのようなデータを活用すると

ころが完全なデジタルツインにつながってくるのかという辺りの深掘りというか、そのような課題があるかと思

いました。 
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 以上です。ありがとうございます。 

【事務局】 石井先生、どうもありがとうございます。 

 前半のところでは、防災、災害を対象にしていくのであれば、そういった事象でもきちんとシステムが生き

ていることが重要だというところと、それをどのように個人に伝えていくかというやり方の重要性というところで

御示唆をいただいたかなと理解いたしました。 

 後半の論点４に関しては、今書いている「完全なデジタルツイン」の受け方の印象というところで、丁寧

に説明していくというところ、具体的にどういったデータを使ってやっていくのかというところも含めてきちんと説

明していったほうがいいだろうという御示唆をいただいたかなと理解いたしました。 

 どうもありがとうございました。 

 

７ その他検討すべき事項 

 これで委員の先生には、討議１と２でそれぞれ一巡させていただいたところで、お時間としては５分強

ぐらい議論の時間としてあるところでございますが、いろいろ聞いていて、これも言っておきたい、こういったこ

ともあるといったことは、どなたか、ございますでしょうか。 

【木村委員】 木村です。少しだけ追加していいですか。 

【事務局】 はい。お願いいたします。 

【木村委員】 先ほど各データを全部いろいろな分野に対してそれぞれ深くしていくとすごく膨大になるとい

うお話があったと思います。防災に関しては当然、防災に必要な情報をできるだけ広くということが必要だ

と思うんですが、先ほど申し上げたような文化やエンターテイメントということに関していえば、逆にそれほど

広い必要はなくて、ただ、狭くてもいいから、できるだけリアルなデータや、現実の建物のデータにより近いも

のが必要になってくると思います。そういう意味では深さと広さは分野によって違うと思うので、データの標

準化は意識しつつも、全ての地域に対して深くする必要はなくて、浅いものと深いものが両方あって、深

いものに関してはかなり狭い領域というのでもいいのかなと思います。 

 以上です。 

【事務局】 木村委員 ありがとうございます。重要な御指摘かなと思います。 

 いろいろユースケースで見ていくところも含めてということになるかと思いますが、全ていきなり深いデータは

難しいというところで、見せるところ、目的によって、深いもの、浅いものと分けながら、標準化も意識しつ

つ進めていくことが非常に重要だという重要な御示唆をいただいたかなと考えてございます。 

 どうもありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。今まで論点となっていなかったところも含めて何かあればということで結構でござ
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いますが。 

 感想的なところになるところもあるかもしれませんが、最後に一言ずつ、委員の先生から総括的なところ

をいただく形にしてもよろしいでしょうか。よろしければ、吉村先生から一言ずつお願いできればと思います。 

【吉村委員】 分かりました。吉村です。よろしくお願いします。 

 今日の議論は非常に活発で、すばらしい御意見が出たと思います。個人的には、瀬戸先生のおっしゃ

られた行政の職員の方々の負担、データ整備をしていく上で、クレンジングしたり、アノテーションしたり、大

変なわけです。その負担の軽減への評価をきちんとするというのは非常に重要な示唆だと思いました。な

ので、この辺もぜひ検討していただけるといいのではないかというのが私の意見です。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございます。 

 それでは、続いて、古橋先生、よろしいでしょうか。 

【古橋委員】 貴重な議論を聞かせていただきました。ありがとうございます。 

 １点だけ、コメントという形で、先ほどの防災のときにどうデータが役に立つのかといったときに、発災後に

しか役に立たないのではないかという意見があったと思うので、そこだけコメントさせていただくと、このデータ

が迅速に使えるということが非常に重要である。そのときには発災前からの整理、準備をしておかないと役

に立たない。そういう意味で、まさに実感されるのは発災後になると思うんですが、発災前にどれだけ準備

できるかということが非常に重要になってくると思います。ですので、都民の方々が、東京都デジタルツイン

のデータがあって良かったといいますか、被害をこれだけ減らすことができた、迅速な行政の動き方をサポー

トしていたということを実感するのは確かに発災後ではあるけれども、そのためにやらないといけない発災前

の準備は非常に重要になるというところは、ぜひ御理解いただけるといいのかなと思っております。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございます。 

 引き続き、木村先生、よろしいでしょうか。 

【木村委員】 本日御講演いただいた２件の、VIRTUAL SHIZUOKAと瀬戸先生のお話は本当にと

ても有意義で面白かったです。大変勉強になりました。 

 繰り返されることほど大事に扱われるのであればというので、先ほど吉村先生もおっしゃったんですが、東

京都の職員の方の負荷軽減の話は、私もすごく大事だと思ったので、もう一つ重ねておきたいかと思いま

す。 

 毎回、聞くたびにどんどんますます楽しみになっていくので、ぜひすてきなものが実現できるといいなと思っ

ております。 
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 ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 瀬戸先生、よろしいでしょうか。 

【瀬戸委員】 本日は話題提供も含めていろいろコメントもいただきまして、ありがとうございました。今日、

新たにプロモーションや人材育成、それ以外の観点も私にとっても非常に新鮮で刺激的な部分も多かっ

たわけですが、翻って私のふだんの本務の中でもどのようにできるか、それから、一プレーヤー、参加者とし

て、東京都あるいは区市町村とどういうことができるかというのも、少し具体的なイメージも深めながら、後

期、年度の後半に向けてどういうことができるかということも具体的に考えていけると良いかなと思いました。 

 これは直接、私の感想ではないんですが、もしこの後、御発言いただいて一巡して時間がもしあれば、

せっかくなので、臨時委員の杉本さんにも一言、いただいたほうがいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございます。 

 そうしたら、石井先生の後に杉本さんにもいただければと考えてございます。 

 そうしたら、石井先生、いかがでしょうか。 

【石井委員】 ありがとうございました。 

 私は法律分野の人間で、何をしてはならないかという発想で物事を考えがちですが、デジタルツインの

議論は非常に前向きな話で、幸せを目指していくような議論だと思いましたので、刺激を受けております。 

 一つ、感想としては、何を達成すればプレーヤーが幸せになっていくのかという、評価指標でしょうか、そ

の点について、今挙げていただいている９分野での中でも、行政における負担軽減や意思決定の迅速

化を図ることができればハッピーになるのか、企業がオープンデータを使ってビジネスを転換していくことがで

きれば幸せなのか、あるいは都民の個人一人一人にオープンデータが届くことによって新たな展開が見え

てくるのか。その３つの視点を踏まえると、９分野において重点を置くべきプレーヤーやターゲットが変わっ

てくるのではないかという印象も受けました。今後の議論を進めていただく上で、誰がハッピーになることが

９分野のそれぞれの分野を発展させていく上で最も重要なのか、ということも、少しお考えいただくとよろし

いかと思った次第です。 

 以上です。ありがとうございます。 

【事務局】 石井先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、杉本様、もしよろしければ、いかがでしょうか。 

【杉本臨時委員】 ありがとうございます。 

 本日は参加させていただいて、ありがとうございます。途中、業務で中座させていただいたので、全部聞
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けているわけではありませんが、今回デジタルツインということで、東京都がこういった取組をされていて、「ロ

ードマップ」を含めて今後、出していただくというのは、非常にありがたいと思っております。静岡県としては、

VIRTUAL SHIZUOKAと言い出してもう５年ぐらいたつわけですが、なかなかこういったデジタルツインの

ような取組が理解されずにいたというのが正直なところとしてあります。それが今回、東京都もそうですし、

国交省のPLATEAUもそうですが、目に見える形で何となく一般の方にもデジタルツインの可能性が分か

り始めてきたというのは非常に大きいと思うんですね。今日、委員の先生方も言っておられましたが、東京

都という巨大な都市においてこれだけの３Ｄのまちが再現できているというところは、本当にすごいと思う

んですね。ですので、これからも全国の自治体を引っ張っていただければと思いますし、データの取得や点

群の部分であれば、必要であればいつでも静岡県はサポートしますので、共に頑張っていきましょうという

ところで、本日は本当にありがとうございました。  

 

８ 今年度の実施事項説明 

【高橋部長】 杉本さん、ありがとうございました。ぜひ静岡県と東京都が連携しながらやっていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、最後に、今年度の取組状況につきまして、事務局、高橋葉夏から説明させていただきます。 

 先ほど宮坂副知事からも御案内がありました本事業の一環として構築しました専用ウェブサイトが、７

月29日にリリースされました。 

 本ウェブサイトは、デジタルツイン実現プロジェクトについて分かりやすく紹介を行った情報発信サイト、そ

して東京都の様々なデータを３Ｄ都市モデル上で可視化できる東京都デジタルツイン３Ｄビューワで構

成されております。こちらにリンクを、チャット欄に書いてありますＱＲコードも掲載しておりますので、ぜひ御

覧くださいませ。 

 ３Ｄビューワでは、現在こちらにお示しするデータを見ることができます。今後、掲載するデータは、委員

の皆様からも御意見をいただいたとおり、各局から提出いただきまして、どんどん追加していきたいと考えて

おります。 

 また、今年度は技術的実証としまして、地下空間を含めたリアルタイム人流の可視化、地下埋設物の

３Ｄ化による業務改善効果検証、スマートフォンを活用した３Ｄマップ更新検証なども同時に展開して

おります。こちらも詳細は、この検討会で報告させていただきます。 

 デジタルツイン実現プロジェクトに関するSlackチャンネルの御案内でございます。 

 こちらの関連プロジェクトであります「東京データプラットフォーム（ＴＤＰＦ）推進会議」では、ＴＤ

ＰＦの参加者の情報提供、意見発信、意見共有ということで、Slackのワークスペースを開設しておりま
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す。こちらの中で今回、デジタルツイン実現プロジェクト用のチャンネルを新たに開設いたしました。コミュニ

ティ形成の重要性については、本日も委員の皆様方から繰り返し御意見をいただいたところでございます。

この検討会に参加されている皆様にも、ぜひとも情報共有や交流のために御活用いただきたいと思いま

すので、ぜひ御参加ください。 

 参加に当たりましては、こちらのスライドに記載しておりますとおり、本検討会のアンケートフォーム内に必

要事項を記載の上、参加申込みをしていただければ、御案内、招待メールを送らせていただきます。また、

メール添付の利用ルールやガイドラインを確認した上で、ぜひ積極的な御参画をお願いいたします。 

 

９ 閉会 

  それでは、閉会の御挨拶として、東京都デジタルサービス局、寺﨑久明局長より御挨拶をいただく予

定ではございましたが、実は本日、都議会臨時会の開催中でもございまして、公務により急遽参加でき

なくなりましたので、大変僭越ながら、私の方から御挨拶を申し上げさせていただきます。 

 まずは、本日もたくさんの方に御参加いただきまして、本当にありがとうございます。緊急事態措置が再

び延長されまして、都民や事業者の皆様にはこの間、多大なる御協力をいただきまして、本当に感謝申

し上げます。本日の検討会におきまして、委員の方々からたくさんの活発な御意見をいただきまして、重

ねて御礼申し上げます。都庁内でもさらに協議を進めまして、次回検討会におきまして、いただいた意見

の庁内検討状況や実証の進捗を御報告させていただきたいと思っております。 

 杉本様の熱海市の事例の御発表にもございましたが、有事に備えて平時からデータ整備をすることの

重要性が改めて分かりました。国交省をはじめとする国の動きや民間における技術開発動向などを踏ま

えつつ、庁内各局との連携をさらに強化しまして、ロードマップの策定やユースケースの検討を進め、デジ

タルツインの社会実装を実現していきたいと考えております。 

 今後とも引き続き、この検討会でしっかり議論を重ねてまいりたいと考えておりますので、委員の先生方

におかれましては、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はお忙しいところ、本当にありがとうございました。 

 以上をもちまして、第２回「東京都における「都市のデジタルツイン」社会実装に向けた検討会」を終

了させていただきます。 

 お時間の都合上、話し足りなかったところもあるかと思いますが、引き続き取組を推進してまいりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様には、引き続き今後、ヒアリング等を実施させていただき

ますし、今回御参加いただいている事業者の皆様方にも、チャットやアンケート等で様々な御意見を聞

かせいただければと思います。 
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 最後に、事務局より今後のスケジュールです。 

 次回の検討会は10月から11月を予定しておりまして、実証や専用ウェブサイト中間報告、「ロードマッ

プ（初版）」策定へ向けた論点整理を行う予定でございます。事務局としましては、今回の議論、各

局との連携の上で「ロードマップ」作成を進めるほか、様々なアップデートを引き続き進めてまいります。 

 以上で第２回検討会を終了とさせていただきます。いろいろ御協力、本当にありがとうございました。 

 今回の検討会に係るアンケートはチャット上に掲載がありますし、また別途、メールでも御案内させてい

ただきますので、何卒御回答をよろしくお願いいたします。 

 お疲れさまでございました。 

以上 


