5 シミュレーションデジタルツインコンピューティング

新たな社会を切り拓くモノのデジタルツイン
コンピューティング〜シミュレーション〜
NTT デジタルツインコンピューティング研究センタ（以下、DTC 研究センタ）では、デジタル化されたモノやヒトの動
きを大規模・高解像・高精度にシミュレーションする「大規模リアルタイムシミュレーション技術」に取り組んでいる。
本稿では「大規模リアルタイムシミュレーション技術」を用いた「交通流シミュレーション」と「気象シミュレーション」
等について述べる。

—DTC が目指す大規模リアルタ

—全体を統計・可視化するマ

イムシミュレーション技術

ルチエージェントを始めとす

DTC 研究センタでは、大規模リア
ルタイムシミュレーション技術（以

る交通流シミュレーションへ
の取り組み

下、本技術）を駆使して、都市や国

「渋滞」を例に述べる。DTC

等の広域な空間上で、精緻にデジタ

研究センタでは交通流シミュ̶

ル再現された人流、交通流、気象条

レーションを実施するとき、
「渋

件、エネルギー流等を、ダイナミッ

滞」という現象そのものを直接

ク、リアルタイムかつ高精度に予測

再現するのではなく、個々の車

し、都市機能のリアルタイム制御や、

両や、車両同士のインタラク

改善による都市生活への影響評価に

ションを再現するマルチエージェン

手法だけでは困難・不確実な事象の

役立てること等を目指している。さ

トシミュレーションにより、創発的

結果を再現・予測することが可能と

らに本技術を用いて生成される「高

事象としての渋滞を再現・予測する

なる。

精度近未来予測情報」を用いること

大規模リアルタイム交通流シミュ

で、市民の自発的行動変容につなげ

レーションを実現する。このように、

—交通流のシミュレーション技術

「考える都市」の基礎技術の構築に

個々の車両や車両同士のインタラク

に関する課題

寄与したいと考えている。
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ションの再現を通じて創発的事象を

交通流シミュレーション技術に関

再現することにより、AI や統計的な

する主な課題としては、以下の 4 つ
があげられる。

車両間のインタラクション、
行動変化等
プリミティブ
な現象の積み
上げを行う

①高精度化：多要素化と現実世界の
データを用いたデータ同化によるシ
ミュレーションの高精度化

全体を統計
処理・可視化
事故等不確実
事象発生時の
影響等、
微視的事象を
再現する

シミュレーションの結果を人々の意
思決定に活用するには精度の高いシ
ミュレーションを行わなくてはならな
い。 そのために、自動車だけでなく

「渋滞」
といった交通現象そのものを直接再現
するのではなく、個々の車両や車両同士の
インタラクション等微視的挙動の再現を行う。

図１
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渋滞といった交通現象は
マルチエージェントシミュレーションの
個々の車両の挙動の
総体として発現する

再現した個々の車両の挙動を統計処理、可視化する
ことで、全体を俯瞰した個の行動変容につなげる。
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例えば歩行者や公共交通機関、天候
など、従来あまり考慮されていなかっ
た交通状況に影響を与える計算要素
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NTT デジタルツインコンピューティング研究センタ：
未来を切り拓くデジタルツインコンピューティングの実現に向けて

列分散処理する方法が考えられる。

街中に設置されたカメ
ラやETC、渋滞検知ビー
コン等の情報を活用し、
シミュレーションを高精度化

大量の小型気象センサー
等からのデータをシミュ
レーションに反映

③高精細な都市
シミュレーション

ただ、この場合、 分割した領域をま
たいで移動する人や自動車を考慮し

②マルチモーダル
シミュレーション

ビル風や、日照量への建物/
乗り物の影響など、デジタ
ルシティの中に存在するヒ
トDTの体感を再現できる
高解像度な気象現象をシ
ミュレーション

気温、風速といった気象シミュ
レーションにより導き出される
情報と、交通流シミュレーショ
ンを同一デジタル空間上で行
いインタラクションさせる。

渋滞のようなマクロな道路
状況だけでなく、一台一台
の目的地到着時刻や経路
変更時の影響等、高解像度
なシミュレーションを実現
する。

歩行者や信号機、
ドローンなど
多種多様な要素を用いたマル
チエージェントシミュレーショ
ンを行い、各エージェント同時
の相互作用もシミュレーション
の中で再現する。

図２

なければならない。このような領域を
またいだ移 動も想 定した広 域シミュ
レーションの検討を行っている。
—ミクロシミュレーションを
用いた交通流予測技術
DTC 研究センタでは従来対象と
されていなかった車両１台１台の挙

実世界に配置された大量のセンサー情報の活用

動やインタラクション等微小な予測

をシミュレーションに含めることで精度

の意思決定や新型コロナウイルスに

技術の開発にも取り組んでいる。具

を向上する方法が考えられる。

よる影響といった状況の変化をシミュ

体的には、コネクティッド交通社会

しかし、これらの計算要素を単純

レーションのパラメータの変化として

で得られる自動車の時空間データを

に増やせば、計算量は膨大なものと

入力し、その上で前述した高精度な

リアルタイムに解析し、人流・交通

なってしまう。DTC 研究センタでは、

シミュレーションを行うことで未来予

流を用いた近未来交通予測技術が確

どの計算要素がシミュレーション結

測を行うことが求められる。

立された世界観を描いている。この

果に強く影響を与えるかを解明し、

③再現自動化：シミュレーションの

予測技術の実現により、交通事故等

シミュレーションに取り込む方法に

精度を向上するための、パラメータ

車 1 台単位での近未来予測や、パ

ついても研究している。

の自動チューニング

ラメータ変更による仮想空間上での

また、交通事故等の不確実な事象

交通流に影響を与えるパラメータ

効果測定等が可能となることが期待

の発生も考慮しシミュレーションを

には、路上に存在する車両の台数、

される。また、過去のパターンにと

行うために、計算機上での数値解析

目的地、信号の制御情報、道路のレー

らわれない不確実な事象へ対応する

だけでなく、現実世界で発生した事

ン数や規制など様々なものが存在す

とともに、パラメータを変えた因果

象をリアルタイムにシミュレーショ

る。こういったパラメータを人間が全

推論により、渋滞発生原因と渋滞緩

ン計算に反映させるデータ同化と呼

て現地確認をし、シミュレーションに取

和策の自動推定を目指す。

ばれる手法を用い、現実世界の事象

り込むことは現実的ではない。そこで、

に近づける技術の研究も行っている。

再現すべき交通状況に対し影響を与

シミュレーション結果と実データと

②未来予測：シミュレーションの結

える計 算 要 素を抽 出し、 自動 的に

のフィッティングの手順化を推進、

果から導出する高精度な未来予測

チューニングを行う手法について検討

今後各手順の自動化も視野に入れた

を行っている。

研究開発を予定している。

ある都市の営みのリアルタイムな
最適制御や、 行政の計画立案・意

④大規模化：空間的、車両台数的に

思決定にシミュレーションを用いる場

大規模なシミュレーション

現在、手作業によるミクロ交通流

—都市における

合、意思決定により起こりうる未来を

都 市には膨 大な数の車 両が存 在

予測する必要がある。 例えば、新型

し、例えば東京を例にとると 350 万

DTC 研 究 センタでは 都 市シミュ

コロナウイルスの影響により現在の交

台を超える自動車が存在する。これ

レーションの１つの要素として、例え

通状況は新型コロナウイルスが登場

らの１台１台すべてのシミュレーション

ば建物の間を通り抜ける風の流れや

する前と比べて大きく変化しており、

を単一の計算機で行うことは現実的

陽当たり、ゲリラ豪雨といった気象現

過去の統計情報をそのまま活用する

ではなく、 例えば東京をいくつかの

象の高解像度な再現である微気象シ

ことは困難となっている。そこで、人々

領域に分割し、それぞれの領域を並

ミュレーションにも取り組んでいる。
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微気象シミュレーションの検討

ビジネスコミュニケーション
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微気象シミュレーションとは、シミュ

メッシュ数 は n 3 倍 となり、 さらに

ケースと今後の課題
気象分野のシミュレーション技術の

CLF 条件という気象シミュレーション

レベルの細かいメッシュに細分化し、

ユースケースとしては、 ①移動販売

における制約により、計算量は n 4 倍

この細かいメッシュ単位で気象シミュ

の最適経路案内、 ②熱中症予防対

になってしまう。よって、気象シミュレー

レーションを実 行し、 細 分 化された

策、③ドローンの経路制御、④ P2P

ションで目指す 10m メッシュのシミュ

出力結果を得ることである。 特に風

マイクログリッド等が挙げられる。 特

レーションを実現しようとすると計算

向風速については微気象シミュレー

に、①については、例えば、冬場の

量の課題が発生する。現在は、デー

ションによってビル風 等の微 細な気

灯油販売において、気象条件によっ

タ同化をするセンサ数を限定すること

象 現 象を再 現できるとされている。

て売り上げが変動、または販売自体

で計算量を減らすことを考えている。

都 市における微 細な気 象 現 象が微

が困難な場合に、最も売り上げが伸

気象シミュレーションにより再現可能

びる販売経路案内をするための気象

—持続可能な社会システムのため

となり、さらに人流や交通流等のシ

情報を提供することが可能となる。

の地球規模シミュレーション

レーション対象の空間を数十メートル

ミュレーションと組み合わせることに

高精度な微気象シミュレーションの

今後 DTC 研究センタは、地球規

より実社会をリアルに再現可能とな

課題としては、①初期値鋭敏性の増

模で世界を捉え、持続可能な社会シ

ることが期待される。

大、②計算量の増加、が挙げられる。

ステムの実現に向けた取り組みも強

これまでの技術では、解像度が低

①については、微気象シミュレーショ

化していく。今日では、グローバル

く、ある大きさの領域に対するマクロ

ンでは、空間に存在するモノ（地形、

リスクとして環境に対する危機感が

な情報提供のみしか行えなかったが、

構造物やその物理特性等）の影響を

非常に高まっている。環境問題は、

DTC 研究センタは、建物や街路レベ

より大きく受け、流体シミュレーション

人間の活動が環境基盤を変化させ、

ルの微気象シミュレーション結果の提

のみでは精度が下がってしまう。 一

その変化が翻って人間の活動に影響

供実現を目指している。その実現に

方で、センサ数の単純増によるデー

を与える構図となっている。

より、 区画ごとに存在する人や設備

タ同化補正にはコストがかかるという

人間の活動が環境基盤に与える変

に対しても、最適な行動リコメンドや

課題がある。②計算量の課題につい

化は、温室効果ガスの排出による気

制御を行うことが可能になる。

ては、シミュレーションの範囲を変え

候変動、森林伐採や都市化による水

—都市における気象分野のユース

ずにメッシュサイズを 1/n にした時、

の循環系の変化、生活・工業廃水な
どの水汚染による生態系への影響など
多岐にわたる。そしてその環境基盤の

交通

工場

ゴミ

森林伐採

変化は、住環境システム、エネルギー

資源消費

人間活動・社会経済システム
①人間活動・
社会経済シス
テムが、環境
基盤に与える
影響

- 温室効果ガスの排出
（大気組成変化）
- 大気汚染物質の排出
- 森林伐採＆土地利用変化

気候・大気

災害

ムなど様々な経済・社会システムに対

(生態系サービスの利用）
- 農業/漁業/林業
- 都市開発

し連鎖反応的な影響を与える（図３）
。
DTC 研究センタは、地球規模で将

環境基盤
地球の自然環境
メカニズム

②環境基盤の
変化が人間活
動・社会経済
システムに与
える影響

システム、農業・工業等の産業システ

-

農作物

生物多様性メカニズム

真夏日・猛暑日の増加
降雨・乾燥の極端化
海水温・海面水温の上昇
生物への影響
経済・社会システムへの影響

-

海産物

光合成・酸素
水
食べ物・木材・繊維・医薬品
災害の甚大化
海洋プラスチック

図３
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エネルギー供給網

サプライチェーン・物流

地球規模の課題として着目する領域
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社会システムへの連鎖反応的な影響
をシミュレーションにより解き明か
し、更には人間の活動をその環境変
化に適用させていくための示唆を得

人間活動・社会経済システム
社会活動

来の環境基盤の変化を捉え、経済・

ることを目指し、社外の有識者との
住宅

食料生産

議論を開始した。今後更に検討を加
速させていく予定である。
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