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Currently, the development of ICT integrated cross-sector smart city associating transportation, energy, security, and more is 

underway to mitigate various urban problems in Japan. There are numerous roadblocks that hinder the development of the 

cross-sector smart city, and thus delaying the optimization and utilization of data for development. Therefore, this research focused 

on a digital twin city by recreating physical space in cyberspace and examined the required data, and obstacles in establishing a 

cross-sector smart city. Further, this research compared Regional Hub Cities in Japan and advanced foreign model cities to 

understand the issues surrounding the data platform in Japan. In order to solve urban problems, we suggest measures such as the 

establishment of public and private sector integrated platforms, the implementation of sensing equipment to grasp the microscopic 

real-time city behavior and disclosure of data to promote public and private partnerships. 
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1. はじめに 

（1）研究の背景・目的

我が国では，人口減少，少子高齢化，エネルギーの制

約といった多くの問題を抱えている．このような現状や

課題を解消するため，現在，世界的に情報通信技術（以

下 ICT）の発展や IoTの普及，また IoTから得られるビッ

グデータの活用が行われている．我が国でも，ビッグデ

ータをエビデンスとして政策立案を行うスマート・プラ

ンニングを行う方針 1)が示されている．具体的には，

「Society5.0」（超スマート社会）を実現するため，サイバ

ー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムの

構築を目指したスマートシティ政策が進んでいる．特に

内閣府 2)からは，次世代モビリティ，IoTの活用を通じた

まちづくりを検討する方針が示され，国土交通省 3)は，ス

マートシティをSociety5.0の都市モデルとし，分野を横断

し，データを利活用して都市全体の最適化を行うスマー

トシティの実現に取り組んでいる． 

しかし，スマートシティ政策を進めていく上で用いら

れるべき各種統計データやビッグデータが不足・分散し

ている現状や，データが効率的に用いられていないなど

課題が山積している．それらを解消するため，2019 年に

国土交通省は，国土交通データプラットフォームの整備

を公表した．これは日本全土をデジタルツインシティと

して，サイバー空間上で仮想都市を再現し，そこに官民

が保有するデータを統合するデータプラットフォームを

構築するものである．統合したデータを用いてプラット

フォーム上で交通政策などのシミュレーションを実施し，

分野横断型スマートシティ下での都市の課題解決を行っ

ていく政策が推し進められている． 

そこで本研究では，近年のスマートシティ政策と国内

外のデジタルツインシティの動向を踏まえ，分野横断型

スマートシティにおけるデジタルツインシティ活用の課

題と，必要なデータを分類，整理する．その上で．地方

中核都市と海外先進事例の分析，比較を通して，データ

プラットフォームの現状と課題を整理し，スマートシテ

ィにおける統合型プラットフォームの構築を進めるため

の方策を提案することを目的とする． 

（2）既存研究の整理・本研究の位置づけ

研究を進めるにあたり，以下の 3 つの視点で既存研究

の整理を行った． 

①スマートシティ・スマートコミュニティに関する研究

北川 4)らは，スマートコミュニティに絞ってスマートコ

ミュニティが備えるべき要件について整理し，低炭素社

会を実現するための省エネルギー技術や再生可能エネル

ギーの普及，エネルギーマネジメント等の「環境・エネ

ルギー面」，購入者である住民にとって魅力的となるため

の「社会的機能面」の整備が不可欠であるとした．加え

て，情報技術が両者にわたって搭載されることで街区の

魅力を向上できるとした．また，森本 5)は，スマートシテ

ィとコンパクトシティの融合について述べている．都市

計画立案のプロセスの中に ICT を上手に活用することで，

従来の静的な都市計画から動的な都市計画へ展開するこ

とが重要としている． 

②データ利用に関する研究

Society5.0下でのスマートシティにおいて，データの活

用は非常に重要である．その中で，武田 6)らは，スマート

コミュニティの施策の一環として，環境配慮行動に着目

した．そこでは，スマートコミュニティの対象世帯は非

対象世帯と比較して，環境配慮行動を積極的にとった上

で，情報取集も積極的に行っており，住民が主体的に行

動をとっていることを示した．坂村 7)らは，市民参加型ま

ちづくりのために，実際の都市でWebプラットフォーム

- 263 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, August, 2020 

 

を活用した実験を行った．市民参加型のまちづくりのた

め，「一般的タスク」と「特別なタスク」の2つのタスク

を課し，それぞれのタスクに対して市の職員がタスクを

設定し，市民からの意見や回答を得ることで市の状況を

リアルタイムで把握できるようにした．これまでの研究

では，データを活用することで様々な効果が表れている

ことが分かったが，エネルギー分野に特化しているケー

スや，データを取得するためのセンサーの設置数が不十

分で地域限定になっているなど，複数の分野にわたって

都市全体に及んだ研究は見られない． 

③可視化・デジタルツインシティに関する研究 

 赤星 8)らは，国勢調査や事業所・企業統計等のメッシュ

データといった都市構造の関連データを 3 次元で動的に

見られるよう可視化し，都市構造を検討する場で効果が

あることを確認した．また赤星 9)らは，福岡県での1都市

について実際にGoogle Mapを用いて行政職員向けに可視

化を行った．GISを用いた可視化事例は瀧田10)らがあり，

スマートコミュニティの実装に向けて，地域単位のエネ

ルギー消費量とエネルギー供給量を分析し，地域エネル

ギー消費・供給の構成を可視化した．一方デジタルツイ

ンシティについての既存研究はあまり見られない．石井
11)は，優れた情報発信，分かりやすい表示，魅力的なコン

テンツ，タイムリーで個人の嗜好にあった発信，いつで

もどこでも閲覧できることの 4 つを満たすツールとして

デジタルツインモデルが有効であり，シミュレーション

の実施で根拠に基づく政策決定が可能であるとしている． 

以上より，スマートシティやデータ活用に関する研究

として，分野を横断した形での分析・研究や都市全体を

巻き込んだ研究の蓄積は不十分である．また，これらデ

ータの活用としてオープンデータを活用した GIS や

Google Map上に表した3次元での可視化が行われている

が，主に民間企業が保有するリアルタイムデータを用い

たデータの可視化とその効果に着目した研究はみられな

い．また，新たな可視化手段のデジタルツインモデルの

活用が期待されている．そこで，本研究ではこのデジタ

ルツインモデルを都市に応用したデジタルツインシティ

に着目し，国内のスマートシティ先進都市を対象に，市

の保有する多様なデータを分野横断的に収集整理し，海

外の先進都市と比較して，データプラットフォーム構築

の課題の体系化と解決方策の提案を試みた点に新規性を

有する． 

 

2. スマートシティ政策の日本での動向 

（1）分野横断型スマートシティ 

スマートシティはこれまでも様々な機関で定義されて

いるが，本研究では国土交通省の定義に基づいた．国土

交通省では「都市の抱える諸課題に対して，ICT 等の新

技術を活用しつつ，マネジメント（計画，整備，管理・

運営等）が行われ，全体最適化が図られる持続可能な都

市または地区」3)と定義されている．ICTといった新技術

を駆使することで，都市で暮らす生活者や行政が抱えて

いる問題を解消し，個別最適だけでなく都市の全体最適

につなげていくことが目的である．本研究ではこのうち

「都市」に焦点を当てて検討する．日本のスマートシテ

ィ政策は，2010 年代前半にエネルギーなどの分野に特化

した「個別分野特化型」から，交通，安心・安全などの

分野も含めた「分野横断型」へと移っている 3)．ICTの発

達，ビッグデータの活用，AIの社会実装により，サイバ

ー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高

度に融合させたシステム（Society5.0）の実現が提案され

た 2)．そのなかで特に個別分野に限定せず，都市全体の最

適化を目指すことが重要とされる 3)．さらに，IoTにより

人とモノがつながることで，様々なデータが共有され，

今までにない新たな価値を生み出すことが可能になり，

解決が難しかった課題や困難が克服できるようになる． 

（2）スマートシティモデル事業 

前節による分野横断型スマートシティの普及を推進す

るために，国土交通省は2019年5月にスマートシティ先

行モデル事業 12)を公表した．公表当時は，スマートシテ

ィ事業の牽引役となりうる先駆的な取り組みを行う「先

行モデルプロジェクト」15 事業を選定し，それぞれの団

体は行政と民間企業から構成され官民連携の下地域の課

題解決のためプロジェクトを進めている． 

 

3. デジタルツインシティの概要とスマートシティでの

活用例 

（1）デジタルツインシティについて 

デジタルツインとは，フィジカル空間（現実空間）上に

存在する機械や設備を，サイバー空間（仮想空間）上に3

次元で再現したものである．つまり，スマートフォンや

IoT等から得られるビッグデータを組み合わせて，フィジ

カル空間（現実空間）を，より忠実にサイバー空間上で，

3 次元で表現する手法である．デジタルツインの特徴は，

リアルに近い環境でシミュレーションを実施できること，

得られた結果を短時間でフィジカル空間へと還元できる

ことである．この技術を実際の都市に応用しようと考え

られているのが，「デジタルツインシティ」である．サイ

バー空間上に都市を再現し，都市の活動で得られるデー

タを用いてシミュレーションを行い，都市計画や市民と

の合意形成の際に活用することが想定されている． 

（2）デジタルツインシティとデータプラットフォームの

関係 

データプラットフォームを含めた統合型プラットフォ

ームとデータ可視化を行うデジタルツインシティとの関

係について，図-1 に整理した．まず，都市の各種データ

を保存する場としてサイバー空間にデータプラットフォ

ームを設ける．それらデータを用いて都市課題に対して

シミュレーションを実施し，将来予測を行う．その結果
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を 3 次元でサイバー空間上に再現したものがデジタルツ

インシティである． 

 

図-1 統合型プラットフォームとデジタルツイン 

シティの関係 

 

本研究では，データプラットフォームと将来予測シミ

ュレーションをまとめて統合型プラットフォームとする．

統合型プラットフォームを整備することで，データの利

活用が容易になる．他にも駅周辺開発における機能転

換・配置に応じた地下・地上・立体歩道整備効果をデー

タプラットフォーム上の人流データを用いることでシミ

ュレーションし検証・視覚化すること，立体の建築物群

等による風の道・日射・汚染物質拡散といった，より具

体的なシミュレーションが可能である．また，太陽光に

よって発電した電力の電気自動車への充電・走行可能距

離データとガソリン自動車交通削減を組合せエネルギー

削減効果のシミュレーション等を行うことで，都市環

境・交通・エネルギーなど様々な施策の立案，住民との

合意形成に果たす役割が期待されている． 

（3）デジタルツインシティ例① 

 ここではシンガポールのスマートシティ政策（Smart 

Nation）でデジタルツインシティを活用した先進事例の

「Virtual Singapore」13)14)を中心に事例収集を行った結果を

表-1に示す．Smart Nationでは交通データのオープン化 15)

やバスの位置情報などマップ上でのリアルタイムでの公

開 16)を進め都市計画に活用している．Virtual Singaporeは

その一環で作成されたデジタルツインシティであり，都

市を鳥のように俯瞰し，都市全体に張り巡らされたセン

サーから得られる情報を用いてシミュレーションを実施

する． 3Dによる視覚化とシミュレーション評価により，

未来のまちづくりと，市民との合意形成に役立たせるツ

ールとして活用が期待されている． 

表-1 Virtual Singapore掲載データ 

実施主体
■シンガポール土地庁(SLA)

■Dassault Systems（民間企業）など

【基礎・リアルタイムデータ】

土地・気象・交通・河川の水位・人流・公衆衛生

データなど

【詳細データ】

建物の大きさ・価格，建築材料，居住人数・駐車

場の台数，エネルギー消費量，緊急時の告知（ガ

ス漏れ発生箇所）など

Virutal Singapore概要

使用データ

 

（4）デジタルツインシティ例② 

2018年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦

略」において，分野を超えたデータ連携基盤を整備し，

行政保有データのオープン化を目指し，データの活用促

進を図るため，2019年5月に，国土交通省は「国土交通

データプラットフォーム」の構築を行うことを公表，2020

年 4 月に国土交通データプラットフォーム 17)の公開が行

われた．これは，国土交通省が保有する地盤・構造物・

インフラ（道路等）データ等を 3 次元のインフラデータ

プラットフォームに統合してそれらデータを表現するた

めデジタルツインシティを構築し，その上に民間企業が

保有するデータ（気象データ）やリアルタイムに得られ

るデータ（交通・人流データ）を取り込むものである．

国土交通省が想定している利活用イメージとして，イン

フラデータと交通・人流データを掛け合わせ，新しいモ

ビリティ・MaaSの導入検討，地盤・構造物データと気象

データを掛け合わせることで低炭素化に向けた政策の検

討に役立つとされている． 

 

図-2 国土交通データプラットフォームの構造 

 

 またこの計画に並行し，国土交通省が進めるスマート

シティモデル事業内でもデジタルツインシティの構築を

目指し都市計画に活かす実証実験を試みるプロジェクト

が存在する 18)．それらの計画を以下の表-2にまとめた． 

表-2 デジタルツインシティの取り組み 

デジタルツイ

ンシティ

取り組み計画

あり

・宇都宮スマートシティモデル推進計画

・大手町・丸の内・有楽町地区スマートシ

ティ推進事業

・スマートけいはんなプロジェクト

デジタルツイ

ンシティ

取り組み進行

中

・「VIRTUAL SHIZUOKA」が率先する

データ循環型SMART CITY

 

 実際に静岡の事例では，3次元点群データを用いた

VIRTUAL SHIZUOKAの構築が進み，一部はデータが

公開されている 19)． 

（5）スマートシティにおけるデジタルツインシティ活用

の課題 

3章（3）の国外の事例であるVirtual Singaporeと（4）

の国内での取り組みである国土交通データプラットフォ
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ームの事例から，国内で進めている分野横断型スマート

シティの推進とデジタルツインの活用のためには，以下

に示す三つの課題が存在することが明らかとなった．第

一は，都市全体でのスマートシティの実証に向けた取り

組みである．現時点ではスマートシティの政策が都市の1

地域や 1 地区での実証段階にとどまっている．交通，環

境などの分野は都市単位での広がりの中で解決すること

で全体最適が図られ，効果的である．第二は，官民の連

携によるスマートシティ実現に向けた一貫した取り組み

である．都市のエリアに存在する土地・建物等の構造物，

都市での活動の大多数は民間によるものであり，スマー

トシティをハード・ソフトの両面で効果のあるものとし

て成立させるためには官民の協力・連携が不可欠である．

第三は，行政分野だけでなく民間分野も含めた各分野の

データの横断的活用の推進である．デジタルツインシテ

ィ構築には，土地・地盤データといった基盤となるデー

タがあり，そこに交通・人流のリアルタイムデータや，

民間保有の気象・エネルギー消費量データ等を追加する

必要がある．さらに，データ活用の推進には官民のデー

タが公開され利用可能であること，データの 2 次利用が

可能であることがシミュレーションには重要である．な

お，多分野のデータを一定のルールの元で組み合わせて

シミュレーションに活用するには，データはシミュレー

ションに利用可能な形で保存されていなければならない．

しかしながら，データ収集を例にすると新たなデータを

取得する段階で，取得したデータを官民でどのようにシ

ミュレーションに活用するかの方法が確立していないこ

とがわかった． 

（6）デジタルツインシティ構築に必要なデータ 

国内外の事例をもとに KJ 法で関連する要素を分類し

て，デジタルツインシティ構築に際して必要となるデー

タを図-3 にまとめた．必要なデータは静的データと動的

データの 2 つに大別できる．静的データには，公共施設

などの静的位置データ，道路，橋，下水管といった地下

構造物を含む構造物データ，土地・地盤データがある．

一方で動的データには，シミュレーションに必要となる

車や人などの位置情報である動的位置データとセンシン

グ機器などから得られるデータがある． 

 

図-3 デジタルツインシティに必要となるデータ 

4. 対象都市の選定と実都市への導入検討 

（1）対象都市の選定 

本研究の対象都市を栃木県宇都宮市と設定した．理由と

して，スマートシティ先行モデル事業として国土交通省

から選定を受けており，また，現在官民連携によるUス

マート推進協議会を中心として事業が進んでいるためで

ある．U スマート推進協議会は，ICT 等の先進技術を利

活用し，社会課題の解決や新たな事業の創出などに官民

協働で取り組むこととしている．宇都宮スマートシティ

モデル推進計画において，「国内初の全線新設軌道のLRT

を軸として，モビリティ（AI運行・自動運転等） × ホ

スピタリティ（5G・生体認証等） × エネルギー（地域

新電力・バーチャルパワープラント（VPP）等）に取り

組むことで「だれもが自由に移動でき，便利で楽しく過

ごせる，クリーンなまち 『地域共生型スマートシティ』

を実現」することを目標としている．また「データプラ

ットフォームに実証実験等により得られたデータを集積

し，エビデンスに基づく政策形成や新たな事業の創出に

つなげていく」ことを目指している．協議会には通信会

社をはじめとして，現在官民あわせて24社が参加してい

る．20)  

（2）アンケート調査の実施 

3 章（4）で整理したとおり，分野横断型スマートシテ

ィの推進には，官民の各分野のデータが横断的に活用さ

れる必要がある．そのためには官民連携が重要となり，

データ公開やデータの 2 次利用が可能であるかが課題と

なる．そこでまず，宇都宮市保有のデータ（宇都宮市の

オープンデータとオープンデータ以外の行政データ）と

主に民間企業が保有しているリアルタイムデータに分け

て調査した．また，データを活用する際の認識，必要性

を把握する観点からアンケート調査を実施した．なお，

アンケート調査はスマートシティの概念を理解した上で

実施する必要があり，都市計画学会が主催したスマート

シティに関するシンポジウム参加者に，シンポジウム終

了後に行った．アンケート概要を表-3に示す． 

表-3 アンケートの概要と設問 

調査日時 2019年11月15日（金）

調査場所
都市計画学会・研究会シンポジウム

「ウォーカブルでスマートなまちづくり」

調査対象 シンポジウム参加者　120人

有効回答数 76人（回答率63.3％）

調査方法 紙媒体によるアンケート調査

設問概要

①　データ公開の必要性について

②　今後デジタルツインシティ構築に必要と

なるデータについて

アンケート概要

 

 

データ公開に対する設問は，データ公開の必要性を「感

じない」から「感じる」までの 4 段階評価とし，必要な
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データに関する設問は，「オープンデータ，オープンデー

タ以外の行政データ，リアルタイムデータ，その他」の4

つから複数選択とした．その結果，データ公開について

必要性を感じているのは全体の70％（53/76）を占め，や

や必要を入れると98％（75/76）に達しておりデータ公開

の重要性が再認された．また，設問②の結果は，被験者

の全体のおよそ 50％（61/123）がリアルタイムデータの

重要性を指摘しており，次いでオープンデータ，オープ

ンデータ以外の行政保有データの順に必要となっている

ことが分かった． 

（3）静的データの現状把握 

（2）のアンケート調査から重要性が明らかとなったオ

ープンデータについて現状把握を行う．（静的データには

リアルタイムデータは求められないのでここでは論じな

い．） 

オープンデータの公開状況の考え方については，リー21)

によると，公開形式によって 5 つのランクに分けられ，

特に 2 次利用可能な状態であり，かつ専門的な知識が無

くてもデータを負担なく公開が行われている 3 つ目のラ

ンク（以下3つ星ランク）が望ましいとしている．  

表-4 オープンデータ公開形式の5分類 21) 

ランク 詳細

★ オープンライセンス（PDFなど）

★★ コンピューターで処理可能な形（XLSなど）

★★★ オープンに利用できるフォーマット（CSVなど）

★★★★ Web標準のフォーマット（RDFなど）

★★★★★ 他へのリンクを入れた形（Linked-RDF）
 

 

そこで，3つ星ランクまでの公開状況について，図-3の

データ分類を基準として，宇都宮市が公表しているオー

プンデータのうち土地・交通に関するデータを扱ってい

るものを対象に調査を行った．Web ページ中に公開して

いる全データ項目のうち 2 次利用可能な形で整備されて

るデータ細目の個数を調べ，表-5に分類した． 

表-5 より，デジタルツインシティ構築にあたり，宇都

宮市のオープンデータのうち静的位置データについては，

以下のように整理できる．第一に，静的位置データは一

部で 2 次利用がしづらい状態であることである．公共施

設の位置情報などは，宇都宮市内の公共施設が網羅され

ており，これら位置情報がCSV形式で公開され2次利用

可能な 3 つ星ランクであった．一方で宇都宮市内のバス

路線図などは，地図上で公開されてはいるものの，GIS

上で再現するには難しく2次利用しづらい状態であった．

第二に，宇都宮市内の構造物に関するデータや土地・地

盤データはオープンデータとして提供されていなかった．

特に土地・地盤データを得るには宇都宮市外の外部機関

である国土地理院が提供しているデータを用いる必要が

ある． 

表-5 宇都宮市オープンデータ（静的データ）の分類 

分類 公開 2次利用可能

公共施設位置情報 ○
21細目中21

細目

防災・安全安心情

報（避難場所の位

置情報）

○
6細目中6細

目

交通関係情報（バ

ス路線図）
○

14細目中0細

目

都市計画・建物・

住宅関係情報
○

4細目中1細

目

都市計画・建物・

住宅関係情報（道

路データ）

○
4細目中0細

目

構造物に関するデータ × －

× －

静的位

置

データ
宇都宮市

オープン

データ

構造物

データ

土地・地盤データ

データ項目

 

 

（4）動的データの現状把握 

（2）のアンケート調査から重要性が明らかとなったオ

ープンデータとリアルタイムデータについて現状把握を

行う．リアルタイムデータについては，動的データは一

般にデータ取得はリアルタイムであるが，データの提供

には通信回線の混雑や秘匿処理により時間がかかる．そ

のため，意味通りに「即時に」データが提供されること

は少ない．本研究では「刻々と位置が変化する移動体や

属性値が変化するセンサー情報から得られる情報」22)をリ

アルタイムデータと定義し，得られるデータが刻々と位

置変化するものかどうか，もしくはセンサーから得られ

るデータであるかで判断した．宇都宮市で確認ができる

データを収集し，上記の基準で，宇都宮市のデータの公

開状況の評価とそれらデータのリアルタイムデータであ

るか否かの評価をそれぞれ行った．以上の結果を表-6 に

示す．バスの位置情報は，公共交通機関の時刻表と地理

的情報に関するオープンフォーマット GTFS（General 

Transit Feed Specification）から入手した 23)．渋滞情報は

Googleが提供しているGoogleマップから閲覧が可能であ

る．環境データ等は環境省が提供しているWebサイトか

らのデータ 24)，水位データは国土交通省が提供している

Webサイトからの河川データ 25)から閲覧が可能である． 

表-6 より，デジタルツインシティ構築にあたり，宇都

宮市のオープンデータのうち動的データについては，以

下のように整理できる．第一に，動的位置データは，十

分ではなかった．バス位置情報のみリアルタイムデータ

であったが，タクシー位置，人流等のデータが不足して

いた． 第二に，センシング機器により得られるデータは

十分ではなかった．オープンデータは，交通，天気と環

境の一部であり，リアルタイムデータは環境，天気デー

タの一部のみであった．また，各サービスでの単独での

提供が見られ，情報の公開見られるものの 2 次利用な形

での提供はみられなかった． 
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表-6 宇都宮市オープンデータ（動的データ）の分類 

データ詳細
データ公

開状況

2次利用

可能

リアルタ

イムデー

タ

バス位置 〇 〇 〇

タクシー

位置・空車
×

事故発生位

置
×

人流 ×

渋滞 〇 × －

速度 〇 × －

汚染 〇 × －

ノイズ ×

電力 ×

エネルギー ×

水位 〇 × △

水使用量 ×

降水量 〇 × △

雷 〇 × 〇

気温 〇 × △

大分類

動的位置

データ

動的

データ

交通

環境

天気

 

 

 

5. 実都市への導入に向けての比較と課題 

（1） Virtual Singaporeとの比較 

4章で得られた宇都宮市での調査結果に加え3章（3）

で得られた先進事例であるVirtual Singaporeとの比較を行

うことで，我が国におけるデジタルツインシティ導入に

向けたデータプラットフォーム構築に関する課題を整理

する．まず，両事例を総合的に比較すると表-7 のように

まとめることができる． 

表-7 データプラットフォーム構築項目の比較 

宇都宮 シンガポール

民間・行政 行政主体

提供手段が限定 提供手段が豊富

センシン

グ機器
設置数 少ない 増加中

動的

データ

バス位置情報

渋滞発生地点

天気・気候データ

汚染データ

バス・タクシー位置情報

タクシー空車情報

渋滞発生地点

事故発生地点

天気・気候データ

汚染データ

静的

データ

構造物を構成するデータ

が不足
－

項目

管理主体

情報提供

オープン

化

 

 

宇都宮市とVirtual Singaporeのデータプラットフォーム

構築に必要となる項目を比較すると以下の三つの違いが

日本における課題であることが明らかとなった． 

第一に，データ管理主体の統一である．宇都宮市の場

合は現在，データの管轄が統一されておらず，Virtual 

Singapore のような統合した同一のプラットフォーム上で

の閲覧が難しい．第二に，センシング機器の設置数が少

ないことである．このため，都市の全体像が把握するこ

とが難しい．加えてセンシング機器から得られるデータ

の種類も少なく，シンガポールの事例と比較するとデー

タ不足が顕著である．第三に，データのオープン化が部

分的なことである．動的データである交通に関するデー

タと天気に関するデータに関してはオープン化が進んで

いるものの，タクシーの位置情報，事故発生地点や，静

的データとして構造物を構成するデータが不足している． 

次に，格納されているデータの内容について比較する

と表-8のようにまとめることができる． 

表-8 Virtual Singaporeとのデータ内容に関する比較 

宇都宮 シンガポール

タクシー

位置情報
× 〇

バス位置

情報
系統と遅延時間の表示 系統のみ

事故発生

地点
× 発生地点表示

渋滞情報 民間企業のサービス プラットフォーム上で閲

その他

センシング機器からの

データ不足

（水位・汚染データ）

センサーからのデータ

（温度・湿度・雨量・汚

染データ）

データ種

類

道路データ

静的位置データ

（公共施設・バス停位置

など）

－

その他
構造物を構成する

データの不足
－

比較項目

動的

データ

静的

データ

 

 

以下の四つの違いが日本における課題であることが明

らかとなった． 

第一に，動的データ，リアルタイムデータの不足であ

る．宇都宮市の場合，動的データ，リアルタイムデータ

に関しては，バスの位置情報がインターネット上にて閲

覧できる形 23)でサービスが提供されており充実している．

一方タクシーの位置情報，交通事故発生地点を知らせる

データが不足していることが分かる．第二に，センシン

グ機器から得られる情報の内容がシンガポールの先進事

例と比較すると少ないことである．第三に，民間オープ

ンデータの不足である．第四に，静的データの不足であ

る．宇都宮市内の道路データや公共施設やバス停などの

静的位置データが見られシンガポールより充実していた

ものの，構造物の 3 次元データや下水管などの地下構造

物に関するデータは宇都宮市に見られなかった． 

宇都宮市の保有するデータを用いることでデジタルツ

インシティの基盤の部分については一定程度網羅できる

と考えられるが，現時点では精度の高いシミュレーショ

ンを行うには不足しているといえる． 

（2）統合型プラットフォーム導入に向けての方策 

3 章（4）で我が国のスマートシティにおけるデジタル

ツイン活用の課題，5 章（1）で統合型プラットフォーム

- 268 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, August, 2020 

 

 

 

構築に必要となる項目と課題，5 章（2）でデータプラッ

トフォームに格納するデータ内容の課題を整理した． 

表-9 課題の整理 

エリア 官民 データ

デジタルツイ

ンシティ活用

に向けた課題

都市全体

官民の一貫した取

り組み

民間含めた分野横

断利用

民間含めた分野横

断利用

データ管理主体の

統一

センシング機器の

設置数

オープン化

動的、リアルタイ

ムデータの不足

静的データの不足

民間データのオー

プン化

センシング機器

データの不足

オープン化

統合型プラッ

トフォーム構

築のための課

題

ー

データ内容の

課題
ー

民間データのオー

プン化

 

  

これらの課題を解決するための方策として，下記の三

点に集約される． 

①官民一体の統合型プラットフォームの構築 

デジタルツインシティを作成し，様々な都市の固有の

課題を解決するためのシミュレーションを可能とするに

は，a)各都市全体の課題解決に必要な官民の多様なデータ

を格納すること，b)データを用いて複合的なシミュレーシ

ョンを可能とするため，データの構造・形式，データの

使用方法，データの取得について，統一的なルールを構

築し，データ管理を担う統一した主体が必要である．こ

のような官民の協力が必要な管理主体を構築するために

は，全国レベルの組織の他に「各都市単位」でも官民連

携の管理主体を構築することが有効であり，その管理の

元で統一したデータ基盤である「統合型プラットフォー

ム」を構築することが必要である．なお，統合型プラッ

トフォームの活用による都市課題の解決を推進するため

には，情報発信機能の強化も重要である．現在，宇都宮

では宇都宮市が作成した公的な U スマート推進協議会

HP20)のほかに，大学がHP26)を作成して柔軟な情報提供の

役割を担っている．今後，統合型プラットフォームの構

築に合わせて，情報発信機能を含めた統合化が必要であ

る． 

 

図-4 統合型プラットフォームの役割例 

 

②センシング機器の都市全体への整備 

都市における活動・事象をリアルタイムかつミクロな

レベルまで把握・分析するためのデータ収集手段として，

都市全体へのセンシング機器の整備が望ましい．例えば，

MaaS のようなモビリティ分野の取り組みを進める場合，

交通に関するデータの把握には，道路に面した既設の構

造物へのセンシング機器の設置が効率的であり，例とし

て街灯への設置が考えられる．一方で，これらのセンシ

ング機器の設置と，データの継続的な収集には多額の整

備・維持管理費用がかかることが予想される．これを行

政のみで負担することは困難であることから，民間にお

けるデータの利用・収集ニーズを把握し，民間の協力を

得て設置をするなど，官民連携のデータ管理主体という

プラットフォームのメリットを活かした取り組みが期待

される． 

③データのオープン化 

統合型プラットフォームの構築により整備したデジタ

ルツインシティのメリットを最大限に発揮させるために

は，行政のみならず民間，研究機関の力で多様なシミュ

レーションを可能とすることが考えられる．そのために

は統合型プラットフォームの管理するデータを可能な範

囲で最大限公開することが望ましい．データのオープン

化は，a)行政が所有権を有するデータ，b)民間企業が所有

権を有するデータ，の二つに分類される．行政が所有権

を有するデータについては，個人や企業の不利益になる

個別の属性情報を無くし，匿名情報に加工することでオ

ープン化が可能となると考えられる．但し，行政の保有

する多くのデータに対して匿名化加工を加えることには

相当の費用が生じることから，どのような情報をオープ

ン化の対象とすることが最も有効かを，統合型プラット

フォームに格納するデータを選定する過程で議論するこ

とが重要であると考えられる.  民間が所有権を有するデ

ータのオープン化についても，行政が所有権を有するデ

ータと同様に匿名情報に加工することが必要である．さ

らに，民間企業は自社の収益活動のために資金を投じて

データを収集・所有していることから，その情報を無償

でオープン化することは容易ではないと考えられる． 

この問題への対応策としては，統合型プラットフォー

- 269 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, August, 2020 

 

 

 

ムの管理主体に参画している民間企業の保有するデータ

を，以下の三段階で共有・公開することが考えられる．

ⅰ)統合型プラットフォームの管理主体間のみ完全なデー

タで共有する．ⅱ）統合型プラットフォームの管理主体

間で限定した情報に加工したデータを共有する．ⅲ）統

合型プラットフォーム外の一般向けに，ⅱ）より限定し

た情報に加工したデータを公開する． 

全てのデータについて完全なオープン化には至らない

が，統合型プラットフォームに多くの民間企業が参画し，

多様なデータを共有するためのインセンティブになり，

様々なシミュレーションの実施機会が創出されると考え

られる． 

 

6. おわりに 

本研究では近年のスマートシティ政策と国内外のデジ

タルツインシティの動向を踏まえて，分野横断型スマー

トシティにおけるデジタルツインシティ活用の課題と必

要なデータを整理した（2 章，3 章）．特に地方中核都市

を事例としてデータ整備の現状を明らかにし（4 章），海

外先進事例との比較を通して我が国のデータプラットフ

ォームの現状と課題を指摘し，スマートシティにおける

統合型プラットフォームの構築を進めるための方策を提

案することができた（5 章）．なお，スマートシティ構築

にむけて事例が限定的であり，一般的な知見を得るため

には多くの事例蓄積と分析が必要である．今後，官民連

携によるデータ管理主体が実現し，データのオープン化

やそれらデータの可視化を進めることで，これらの議論

が活発化していき，より分野横断型スマートシティの発

展につながると考える． 
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