特集

先進技術を核に明日を変える
ITの可能性に挑戦するCTC

2 シミュレーション技術をスマートシティー実現に活かす取り組み

高度なシミュレーション技術でエネルギーの
確保や効率的な運用、安全な社会の実現に貢献
伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC） 科学システム本部は物理シミュレーションに長年取り組んでいる。蓄積
してきた技術やノウハウにはスマートシティーに関連する各分野で必要とされるものが多く、さまざまな取り組みを進め
ている。本稿ではその概要について紹介する。

組んでいるのは主に交通、省エネル

物理シミュレーションのノウハウを
スマートシティー実現に活かす

ギー、安全安心の 3 分野です。」（早
﨑氏）

CTC の科学システム本部は主にエ
ネルギー、 製造・CAE、 社会基盤・
防災、原子力・プラントの各分野で物
理シミュレーション技術を活かしたソ
リューション開発に取り組んでいる。

「物理シミュレーション×
データ科学× ICT」を活用した
ソリューションを提供
CTC はデジタル技術を活用した

長年に渡る取り組みが多く、これ

仮想空間におけるシミュレーション

まで豊富な技術やノウハウを活かし

技術と、現実空間におけるデータ収

さまざまなソリューション（図 1）

集からのフィードバックを融合させ

を提供してきた。スマートシティー

ることにより、スマートシティーの

の実現に向けたソリューションも豊

実現に貢献しようとしている（図

空間において、物理シミュレーショ

富だ。

2）。政府が提唱する Society 5.0 に

ン の 技 術 と デ ー タ 科 学、 お よ び

も沿うものだ。

CTC が最も得意とする ICT 技術を

「内閣府が整理したスマートシ
ティーの各分野のうち、我々が取り
エネルギー
●風力・太陽光
●気象解析
●資源開発
●IIoTソリューション

科学システム本部はこのうち仮想

●構造解析
●衝撃解析
●材料設計
●電磁波・超音波解析
発電、送電、
●生産物流

社会基盤・防災
●地盤・岩盤解析
●耐震解析
●橋梁構造解析
●防災・都市情報

図1

50

長寿命化
地震、津波等の
自然災害予測解析

省エネ、最適化
効率や燃費向上の
ための設計支援

活用することにより新たな知見を得

さまざまな国家プロジェクト／
実証事業に参画
CTC はスマートシティー実現を

電力小売、EMS

効率的な運用

エグゼクティブエンジニア 早﨑 宣之氏

るソリューションを提供している。

製造・ＣＡＥ

エネルギーの確保と
安全で、

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部
（兼）エネルギービジネス推進部

目指すさまざまな国家プロジェクト
原子力・プラント

●遮蔽・臨界・炉心解析
●熱・流体解析
●原子力Ｉ
Ｔシステム開発
●耐震・振動解析
●衝撃解析
高度なシミュレーション技術を活かしたソリューション

や実証事業に参画・支援してきた。
シミュレーション技術を活かした取
り組みのなかでは、特に電力需要と
供給のバランスを最適に制御するス
マートグリッドに関連する実績が豊

1

富だ。2010 年頃より伊藤忠商事株
式会社がつくば市などとともに推進
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度などを監視する運行管理シ

デジタル
（仮想空間）

ステムの開発にも取り組んだ

物理シミュレーション×データ科学×ICT

融合

フィードバック

事例もある。
建設：都市情報の一元管理

IoT監視
モニタリング

これまで分散していた都市
計画、設計、施工、維持管理

都市
（現実空間）

に関連する各種データを一元

交通・エネルギー・安全安心の高度化

管理する取り組みを進めてい

科学システム本部の
スマートシティに向けたソリューションの概念図

（Construction Information

図2

る。 こ の 取 り 組 み は CIM
Modeling, Management）と呼
ばれているもので、建築分野

スマートシティーに向けたソリューションの概念図

した「クリーンエネルギーを活用し

に お け る BIM（Building

エネルギー利用の最適化に向け

Information Modeling）のような取り

た低炭素交通社会システム実証」

て、再生可能エネルギー・火力発電・

組みと言える（詳細は本特集 4 建設・

Green Crossover Project 、経済産

送配電設備等のセンサーデータの収

防災関連の取り組み 参照）。
防災：数値シミュレーション

業省の

電気自動車普及環境整備実

集・集約をおこない、データ利活用

証事業

や

をおこなうクラウド型 IoT サービス

数値シミュレーションを防災・減

を提供している。また

災のための評価や対策の検討に役立

各種データ活用基盤やソフトウェア

てる取り組みを続けている。地震に

このほか国立研究開発法人新エネル

を活用して分析することにより、現

対する構造物の揺れや機器・配管な

ギ ー・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構

状の把握、異常の予兆検知、風力／

どの揺れの評価、津波が施設に与え

太陽光予測などさまざまな応用を可

る影響の評価、地盤の支持性能の評

シコ州における日米スマートグリッ

能にしている（詳細は本特集

価など、評価の対象は多岐に渡る。

ド実証 、 太陽光発電出力予測技術

ネルギー分野の取り組み

参照）。

これまでに開発・提供してきたシ

開発実証事業 、 電力系統出力変動

交通の最適化：EV 充電・運行支援

ミュレーションソフトウェアの中に

次世代送配電系統最適

制御技術実証事業 、 太陽光発電出
力予測技術開発実証事業

（NEDO）による

に参画、

米国ニューメキ

対応技術研究開発事業

E-PLSM

3エ

における風

EV バスの充電や運行を最適化す

はデファクトスタンダードの存在と

力発電予測・制御高度化や再生可能

るためにシミュレーション技術を活

なっているものもある（詳細は本特

エネルギー連携拡大対策高度化に関

用することで、交通の最適化を支援

集

する取り組みに参画した。

した事例がある。地域で走行する

参照）。

このほか 2019 年より日本エネル

EV バスの位置や蓄電池の情報、電

安全安心：公共スペースのシミュレ

ギー経済研究所が企画したタイのグ

池交換や充電のための設備配置など

ーション

リーンシティ、スマートシティーに

をモデル化することによって、最適

各種施設やスペースを効率的に活

関する支援事業にも協力している。

化シミュレーション技術を活用した

用するためのシミュレーションを

「デジタルツイン」を提供するサー

行ってきたノウハウを活用し、コロ

スマートシティー関連の
ソリューション事例
スマートシティー関連の主な取り
組みを紹介する。
エネルギー利用の最適化

ビジネスコミュニケーション

ビスをおこなっている。

4 建設・防災関連の取り組み

ナ禍により喫緊の課題となった感染

また安全かつ効率的な EV の運行

防止対策や、近年問題となっている

に役立てることを目的に、EV 車両の

人手不足対応などに役立つシミュ

速度、位置、および車載カメラの画

レーションを行っている（詳細は本

像などから車両の状態を監視・管理

特集

するほか、バッテリーの充電率や温

けた取り組み
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5 安全安心な社会の実現に向
参照）。
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