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気象情報から洪水を予測する
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ビジネス現場でどういった応用が可能にな
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市の問題をさらに事前に見越すことができ

この Deep Thunder は現 在、IBM が

図 1. Deep Thunder の画面（リオデジャネイロ市）
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構築したブラジルのリオデジャネイロ市の

るようになりました。

図 2. 洪水シミュレーターの予測結果（リオデジャネイロ市）

農作物の収穫時には晴天であってほしい）
こともあり、非常時と通常時の両方で使え
る技術の好例と言えます。

ビジネス・チャンスを最大化する
シミュレーション技術
これまで見てきたように、複数の異なる
予測モデルに基づいたシミュレーション技
術を組み合わせることで、予見的な意思決
定の支援が可能になってきています。ここ
では気象、洪水、渋滞の３つのモデルを組
み合わせたスマートな交通システムの例を
The colored streets in this ﬁgure are based upon OpenStreetMap data（©OpenStreetMap contributors）and licensed under CC-BY-SA 2.0

挙げました。同じモデルの組み合わせで

図 4. Megaﬃc による洪水渋滞対策のための道路閉鎖シナリオのシミュレーション（リオデジャネイロ市）

も、物流や生産予測など、ビジネスに直結
する応用も可能であると考えられます。ま

気象・洪水予測と渋滞予測をつなぐ

して、いくつかの道路を閉鎖する効果を
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図 3 は、東 京 基 礎 研 究 所で研 究・ 開
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Megaﬃc）[2][3]

な可能性がある（図 4 中の進入禁止マー

シャル・メディアなどでの活動が活発になっ
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1km グリッドという細かい単位での 2 日

とにより、将来のビジネス・リスクを最小
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先までの気象予測技術が、気象により影

化する、あるいは、ビジネス・チャンスを

とでシミュレーションを行います。さまざ
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最大化するような意思決定支援技術の活

まな状況をこの仮想空間上で実現すること

て、それが発生するだろう数日前から備え

用が今後ますます盛んになるでしょう。

ができるので、複数のシナリオ（渋滞解消

ることを可能にしています。例えば米国の

の方策など）を実行し、その中から最良と

ある電力会社は、強風で架線が切れた場

思われるものを選択するための意思決定

合などの復旧作業に必要な要員を、Deep
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支援に適した技術です。Megaﬃc は複数

Thunder による予測に基づき最適配置す

IBM Mega Traﬃc Simulator の研究の

のシナリオの実行をサポートするため、高

るといった事例があります。気象予測技術

一部は、科学技術振興機構 CREST およ

度な並列実行基盤を用いています。

は、一般的には非常時（台風やハリケーン

び総務省 PREDICT の助成により行われ

など）の対策用と考えられますが、逆に良

ました。

図 4 に示したのは、リオデジャネイロ
市で発生する洪水による渋滞への対策と

好な天候が続く状態を知りたい（例えば、
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図 3. 洪水下の交通シミュレーション結果（リオデジャネイロ市）

（http://www-06.ibm.com/ibm/jp/provision/no72/pdf/72̲paper1.pdf）
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