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１.自治体DX
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自治体DX（世はDXばやり）

出典：総務省｜自治体DXの推進
https://www.soumu.go.jp/denshijiti/index_00001.html 

自らが担う行政サービスについて、
1.デジタル技術やデータを活用して、住民利便性を向上
2.デジタル技術やAI等の活用により、業務効率化を図り
3.人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていく

コンピュータにできる
仕事はコンピュータに
まかせて、

人にしかできない仕事
をしていこう！
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自治体DX

出典：関治之「自治体DX、こうやって進めよう」
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/310355.pdf 



7

自治体DX （具体的には）

出典：デジタル社会形成基本法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000035 

デジタル社会形成基本法第31条 2021年5月19日公布
（公的基礎情報データベースの整備等）

正確で最新の公的基礎情報データベース
「ベース・レジストリ」の整備・活用

「住所」→地名辞典（住所辞書）

「土地」→地理空間情報

「建物」→3D都市モデル構築

「PLATEAU（プラトー）」
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2020年12月 総務省 DX技術的助言 「自治体DX推進計画」

・自治体の情報システムの標準化・共通化

・マイナンバーカードの普及促進

・自治体の行政手続のオンライン化

・自治体のAI・RPAの利用推進

・テレワークの推進

・セキュリティ対策の徹底

・地域社会のデジタル化

・デジタルデバイド対策

・BPRの取組みの徹底（書面・押印・対面の見直し）

・オープンデータの推進

自治体DX （具体的には）

出典：総務省｜報道資料｜「自治体デ
ジタル・トランスフォーメーション（DX）推
進計画」の策定
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/01gyosei07_02000106.html
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自治体DX（地理空間情報DX）

出典：G空間EXPO2021GISA自治体セッショ
ン（zoomセッション） - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=93VbKFuFa3

Q&ab_channel=GIS%E5%AD%A6%E4%BC%9

A%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%

E5%88%86%E7%A7%91%E4%BC%9A 

ICTによる効率化を踏まえて、組織の仕組
みそのものを改善
→ 職員一人一人が庁内外にあるデータを
活用し、考え、実行する
→ 技術に頼るから、技術を使う職員へ

G空間EXPO2021オンライントークセッション
地理情報システム学会（自治体GIS分科会）

１．G空間DXにつながる自治体の取組み

静岡県杉本氏「VIRTUAL SHIZUOKA構
想」

兵庫県橋本氏「航空レーザー業務成果品を
CS立体図に整備」

つくば市家中氏「地方公務員法に基づく全
職員を対象にしたデータ利活用研修」
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2.最近の
地理空間情報事例
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全国Q地図

出典：全国Q地図「全国Q地図（旧・九州Q地図）」：https://info.qchizu.xyz/

橋梁、ため池、バス停留
所などの施設の閲覧、
過去と現在の地理院地図
の比較ができるカスタム
地理院地図サイト

地理院地図の
ソースコードを
利用して個人
が作成してい
る
データは全自
治体に情報公
開請求して収
集
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全国Q地図

出典：全国Q地図「全国Q地図（旧・九州Q地図）」：https://info.qchizu.xyz/

全国Q地図「全国農業用ため池マップについて」：https://info.qchizu.xyz/tile/tile-pond/

全国Q地図「全国バス停留所マップについて」：https://info.qchizu.xyz/tile/bus-stop/

橋梁 ため池

バス停留所

地理院地図上に名前が載っていな
い橋梁で、現地に橋名板がなくても、
橋の名前が分かります。
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シームレス標高タイル

出典：産総研「シームレス標高タイル https://gbank.gsj.jp/seamless/elev/

産総研と
国土地理院が
共同で、
インターネット上
で標高データを
高速に利用す
るためのフォー
マットとして、
PNG標高タイル
を開発
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新型コロナ時空間3Dマップ

出典：東北大学大学院環境科学研究科・株式会社JX通信社：新型コロナ時空間3Dマップ https://nakaya-

geolab.com/covid19-stkd/tokyo/

COVID-19の

拡大状況を時
系列かつ俯瞰
的に次元で可
視化する

感染がいつの
時期に、どの
ようにして広
がったのかを
高い空間解像
度で確認
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文化財総覧WebGIS

出典：国立文化財機構奈
良文化財研究所：全国遺
跡報告総覧
https://sitereports.nabunken.

go.jp/ja

出典：国立文化財機構奈良文化財研究所：
文化財総覧WebGIS

https://heritagemap.nabunken.go.jp/

全国の文化財
をWebGIS上
で閲覧・検索
できる
地図上から文
化財報告書を
閲覧すること
も可能
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文化財総覧WebGIS

出典：国立文化財機構奈良文化財研究所：文化財総覧WebGIS https://heritagemap.nabunken.go.jp/

地域の地図を
WebGISで
閲覧すること
で、地域の文
化財の場所や
その詳細を認
識できる。
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デジタル裾野

出典：I 裾野市民協働型まちづくりデジタルコミュニケーション研究会「デジタル裾
野」:https://www.digitalsmartcity.jp/susono-city/

静岡県裾野市
と東京大学関
本研究室
裾野市が有す
る様々な地理
空間情報をク
ラウド上の地
図に3次元可
視化する
WebGISプラッ
トフォーム
デジタル裾野
を構築、公開
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国土交通データプラットフォーム

出典：一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会「国土交通データプラットフォーム1.0」https://www.mlit-

data.jp/platform/

i-Constructionデータ
の検索や地図表示、
点群データの3D視
覚化が可能
他のプラットフォーム
と連携するデータハ
ブ機能を有する
i-Constructionの統
合プラットフォーム
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国土交通データプラットフォーム

出典：一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会「国土交通データプラットフォーム1.0」https://www.mlit-

data.jp/platform/

様々なi-Constructionデ
ータをAPIにより連携さ
せ、国土交通行政のデ
ジタル・トランスフォーメ
ーションを推進
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静岡点群オープンデータ（Shizuoka Point Cloud DB）

出典：静岡県交通基盤部建設支援局建設技術企画課「Shizuoka Point Cloud DB」:https://pointcloud.pref.shizuoka.jp

日本初の3次元
点群データの
オープンデータ
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静岡点群オープンデータ（Shizuoka Point Cloud DB）

出典：静岡県交通基盤部建設支援局建設技術企画課「Shizuoka Point Cloud DB」:https://pointcloud.pref.shizuoka.jp

電子納品物の3次元点群
データをOpen by Default

で、まるごとオープンデー
タとして公開。
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熱海市伊豆山土石流災害

出典：静岡県「熱海市伊豆山地区土砂災害の被害と対応」
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/atamisokatsu0624.pdf 

出典：岐阜県静岡県熱海市における土石流災害の検証報
告の概要
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/267425.pdf 
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熱海市伊豆山土石流災害での活躍

出典： Mogura VR News:災害発生から「デジタルツイン」活用へ現場はどう動いた？熱海土石流、分刻みの記録 : 

https://www.moguravr.com/digital-twin-against-disaster/

VIRTUAL SHIZUOKA（バーチャル

静岡）」のデータが被害把握に使え
るのではないか
→Facebook Messengerのグループが

立ち上がり、点群データを使った分
析が始まる。
→点群のデータを使った規模・流路
推定
→19時48分、そのデータをもとに、難

波副知事など災害対策本部・交通基
盤部などの幹部が揃った形でZoom

によるミーティングがもたれ、情報の
説明が行われた。
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地理空間情報は
3次元時代に！
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3.メタバース
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最近、よく耳にするメタバース

メタバースとは、インターネット上の3次元の仮想空間
今までゲームでの利用が一般的だった。
自分の分身（アバター）で参加し、意思疎通、買物や
商品制作・販売の経済活動など、もう1つの「現実」として
生活できる。

出典：HyacintheLuynes, CC BY-SA 

3.0 

<https://creativecommons.org/licenses/

by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
出典：あつまれどうぶつの森 | Nintendo Switch | 任
天堂 https://www.nintendo.co.jp/switch/acbaa/index.html 

出典：バーチャル渋谷
https://vcity.au5g.jp/shibuya 
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どうぶつの森（ゲーム）

出典：あつまれどうぶつの森 | Nintendo Switch | 任天堂
https://www.nintendo.co.jp/switch/acbaa/index.html 

3DCGの動物たちのいる仮想世界でコミュニケーション
できる

NINTENDO64ソフトとして任天堂が2001年4月発売
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セカンドライフ（ゲーム？ ）

3DCGのインターネット仮想世界で、ユーザーは仮想
生活を送ることができる。 2003年6月運用開始

ライブイベント、不動産レンタル可能、アバター外観や衣服、テク
スチャ・サウンドなどのコンテンツを製作・販売できる
仮想通貨「リンデンドル」はアメリカドルに換金可能

出典：HyacintheLuynes, CC BY-SA 3.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia 

Commons

出典：Blinoffilya, CC BY-SA 3.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, 

via Wikimedia Commons
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Minecraft 「マイクラ」 （ゲーム？ ）

仮想世界でサバイバル生活やブロックによる建築など
で仮想生活を楽しめる。2011年11月運用開始

出典：Minecraft について | Minecraft https://www.minecraft.net/ja-

jp/about-minecraft 

出典：Minecraft について | Minecraft 

https://www.minecraft.net/ja-jp/about-minecraft 

子供が
やってた
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ポケモン GO （ゲーム？）

位置情報を活用することにより、現実世界そのものを

舞台として「ポケモン」を捕まえたり、バトルさせたりする
ことができるゲーム 2016年7月運用開始

出典：基本の遊び方 | 『ポケモン GO』公式サイト
https://www.pokemongo.jp/play/ 

背景の地図デー
タには、
現実のオープン
データ地図
OpenStreetMap

(OSM) を利用
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Meta（SNSだよね、多分。。）

出典：Facebook、社名を「Meta（メタ）」に改名。仮想空間に注力 | ハフポ
ストこれからの経済
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_617b4973e4b065735746d349 

米Facebook社は2021年10月、社名を「Meta（メタ）」に変
更すると発表

「今後10年以内に、メタバースを10億人にリーチさせ、数

千億ドル規模の電子取引を提供し、数百万人規模のク
リエイターや開発者の雇用を支える」
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仮想伊勢丹新宿店（店舗メタバース）

出典：仮想都市プラットフォーム 「REV WORLDS」仮想伊勢丹新宿店が出店 | 三越伊勢丹オンラインストア【公式】
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/vrinfo_sp.html

伊勢丹新宿店を忠実に再現。3Dスキャンした商品が並んだおり、
バーチャル空間からECサイトに飛んで実物を購入できる。

他のお客さん（アバター）と交流して、友達申請することや

待ち合わせてデートするようなこと可能。
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バーチャル渋谷（都市連動型メタバース）

出典：バーチャル渋谷 https://vcity.au5g.jp/shibuya 

都市を忠実に再現した「渋谷区」公認

日本初自治体メタバース 2020年5月サービス開始

現実の渋谷を土
台にすることで、
その街の文化を
引き継いだバー
チャル空間が生
まれ、人々が集
まってくる。
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バーチャル渋谷（都市連動型メタバース）

出典：バーチャル渋谷 https://vcity.au5g.jp/shibuya 

メタバース「バーチャル渋谷」をプラットフォームとして、
で様々なイベントが開催
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都市を3次元で忠実に
再現したメタバースって！
そう言えば見たことある。。
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3次元時代の
地理空間情報は
メタバース！
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静岡点群オープンデータをマインクラフト化

出典： Code for Kakegawa：静岡点群データをマインクラフト化 https://www.slideshare.net/okosuke/ss-238111468 

静岡点群オープンデータをマインクラフトで利用できるワールド
データへ変換して公開
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九州地整が「メタバースで川づくり」する
全国初の実践マニュアルを作成

出典：九州地整がメタバースで川づくりする全国初の実践マニュアルを作成！ソフトやデータも付属 | 建
設ITブログ https://ken-it.world/it/2022/01/manual-for-metaverse-river-design.html 

国土交通省九州地方整備局がゲームエンジンを使ったインフラ整備

CADや図面で設計するのではなく、ゲームエンジン内の仮想空間で河原
の3Dモデルを作ったり、水辺に植物を配置したりしながら、完成イメージに
近づけていく
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ゲームと
（まじめな？）地理空間情報

の境目が
あいまいになってきた。。
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デジタルツイン

出典：東京都：デジタルツイン実現プロジェクト https://info.tokyo-digitaltwin.metro.tokyo.lg.jp/

建物や道路等のインフラ・経済活動などの現実空間の要素を、
仮想空間上にデジタルに構築し、現実空間の環境を仮想空間
上に双子(ツイン)のように複製する取り組み。
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東京都デジタルツイン

出典：東京都：デジタルツイン実現プロジェクト https://info.tokyo-digitaltwin.metro.tokyo.lg.jp/

仮想空間上で、災害発生や人の流れなどを仮想的にシミュレー
ションして、将来予測結果を現実空間にフィードバック

新時代の公共財としての、
地理空間情報の整備

3D都市モデルの整

備とユースケースの
開発、利用促進
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都市デジタルツインを支える地理空間情報

出典：国土交通省「【資料05】瀬戸委員提出資料」
https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001485974.pdf 

デジタルツ
インによる

・データ駆動
型の都市の
維持管理
・オープンな
まちづくり
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都市デジタルツインを支える地理空間情報

出典：国土交通省「【資料05】瀬戸委員提出資料」
https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001485974.pdf 
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PLATEAU（プラトー）

出典：国土交通省都市局都市政策課・都市計画課:PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/ 

新時代の
公共財としての
3次元地理空間
情報の整備

project PLATEAU（プラトー）国土交通省が主導する、日本全国
の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト



45出典：国土交通省都市局都市政策課・都市計画課:PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/ 出典：国土交通省都市局都市政策課・都市計画課:PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/ 

PLATEAU（プラトー）

3D都市モデル
の整備と

ユースケース
の開発、利用
促進
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PLATEAU活用：バーチャル銀座

出典：日経クロストレンド:国交省の3D都市モデル「プラトー」の衝撃 メタバースもけん引：
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00660/00004/ 

ユーザー自身の3D

アバターで銀座の街
全体を駆け回れる
ゲーム

ゲーム内でアイテム
を入手したり、ユー
ザー同士でコミュニ
ケーションしたりしな
がら銀座の歴史も
学べるという企画、
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3次元地理空間情報で、みんな遊んでる！？

出典：街なかで巨大ミクライブや映画再現…国交
省が公開した3D都市データを使った作品が続々登
場 - MoguLive https://www.moguravr.com/project-

plateau-3/ 

出典：(18) Michigari：
https://twitter.com/Michigari/status/1377184149212078080

私達には、地理空間情
報で、遊ぶっていう発想
は、なかった。。
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もはや、
ゲームと

（まじめな？）地理空間情報
が融合してる。。
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PLATEAU活用事例:箱根駅伝 3D - nagix

オープンデータ
のプラトー３D

都市モデルデ
ータを活用

出典：草薙昭彦：箱根駅伝 3D https://nagix.github.io/hakone-ekiden/ 
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PLATEAU活用事例

出典：3D都市モデル活用サービス事例 | New Service | PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/new-

service/4-017/ 
出典：3D都市モデル活用サービス事例 | New Service | PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/new-

service/4-017/ 



51

出典：3D都市モデル活用サービス事例 | New Service | PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/new-

service/4-017/ 

PLATEAU活用事例
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出典：3D都市モデル活用サービス事例 | New Service | PLATEAU [プラトー] https://www.mlit.go.jp/plateau/new-

service/4-017/ 

PLATEAU活用事例
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4.Web3時代の
地理空間情報NFT
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web3.0

出典：Web3（Web3.0）とは？分散のメリットやできることをわかりやす
く解説 https://estlinks.co.jp/moneychan/crypto/web3/about/ 

Web3.0とは、ブロックチェーン技術の活用により構築さ
れる中央管理者（Amazonなど特定の企業)がいない
「次世代の分散型インターネット」

出典：Web3.0とは？初心者にもわかりやすく簡単に解説！実例や長所、
課題、何が可能になるかについても紹介 - Web3 PRESS（旧とってもやさし
いビットコイン） https://tottemoyasashiibitcoin.net/entry/2021/06/30/162045 

/ 
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ブロックチェーン

出典：ブロックチェーンエンジニア超入門「Blockchain GIG 特別編」
〜ブロックチェーン普及のための、ベンダーの垣根を超えた取り組み
(2/2)：CodeZine（コードジン）
https://codezine.jp/article/detail/12810?p=2

参加者の中に不正を働く者や正常に動作しない者がいたとして
も正しい取引ができ、改ざんが非常に困難で、停止しない、多数
の参加者に同一のデータを分散保持させる仕組み
仮想通貨を実現させた技術

出典：ブロックチェーンとは データ改ざんリスク低く: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO56546400Y0A300C2NN1000/ 
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NFT（Non-Fungible Token:非代替性トークン)

出典：RingrEven, CC0, ウィキメディア・
コモンズ経由で

NFTとは、ブロックチェーン上に記録される一意で代替
不可能なデジタルデータのこと

コピーされても、本当のオリジナルは私のものだ！
と主張できるデジタルデータ

出典：日本初！地方自治体×NFTゲーム『ご当地アトムNFT』発売第一弾は
鳥取県から メタバース「XANA(ザナ)」開発のブロックチェーン企業 -ロボスタ
https://robotstart.info/2022/05/05/nft-atom-xana.html 
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Web3時代の山古志村NFTのまちづくり

山古志村NFT 0.03ETH=6,000円くらい (2022/09/13現在値段)

ブロックチェーンによるデジタルアート×電子村民票
で空間を超えたまちづくり参加が可能に

出典：山古志住民会議:Nishikigoi NFT https://nishikigoi.on.fleek.co/ 
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位置情報付NFT「GT Building Collection」

位置情報を付加した日本各地の城をドット絵で表現した
NFT

出典：GT Building Collection - Collection | OpenSea https://opensea.io/collection/gt-bc 
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切り絵地図NFT

OpenStreetMap地図を手作業で切り出した切り絵
をNFTとして販売

出典：#8 | Edogawabashi Station - KIRIE Maps | OpenSea

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c24842

0045cb7b5e/371916817504056574366801385663800849130768129441

32162125183252960697982648321 

出典：(13) 切り絵の地図屋（@aikautau）さん / Twitter 

https://twitter.com/aikautau 
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地理空間情報NFTによる
まちづくりや

地域活性化が進むかも。
今後、要注目です！


