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平成 22 年度特集号発行にあたって 

中 島 研 吾 

東京大学情報基盤センター 

 

1．はじめに 

本特集号は平成 21 年度に東京大学情報基盤センター（以下 本センター）で実施した 2 種類

の公募プロジェクト（T2K オープンスパコン（東大）共同研究プロジェクト，スーパーコンピ

ュータ若手利用者推薦（試行）（後期））で実施された課題の報告をまとめたものです。本特集

号に掲載されている各課題については，2010 年 5 月 21 日（金）に東京大学武田ホール（武田

先端知ビル）で開催された『東京大学情報基盤センター平成 21 年度公募型プロジェクト報告

会：ペタ／エクサスケールコンピューティングへの道 2010 』で報告されました1。 

 

2．T2K オープンスパコン（東大）共同研究プロジェクト 

「T2K オープンスパコン（東大）共同研究プロジェクト」は平成 20 年 6 月より稼動を開始

した「T2K オープンスパコン（東大）」の利用環境を向上することを目的として，利用者グル

ープ（アプリケーション開発者）とセンタースタッフが共同で研究を実施するもので，平成 21

年 1 月に開始されました。「T2K オープンスパコン」64 ノード（1,024 コア）を無料で利用でき

ます。平成 21 年度は表 1 に示す 7 件の課題が採択されました。 

本共同研究は平成 21 年度を以て終了し，平成 22 年度からは，北海道大学，東北大学，東京

大学，東京工業大学，名古屋大学，京都大学，大阪大学，九州大学にそれぞれ附置するスーパ

ーコンピュータを持つ 8 つの共同利用の施設から構成される「学際大規模情報基盤共同利用・

共同研究拠点2」が行う公募型共同研究へと発展的に解消しました。表 1 に示す 7 課題も全て同

公募型研究に採択されており共同研究が継続されています。 

 

3．スーパーコンピュータ若手利用者推薦（試行） 

「スーパーコンピュータ若手利用者推薦（試行）」は平成 19 年度から試行的に開始された制

度で，概ね 35 歳以下の学生を含む若手研究者を対象として開始しました。平成 21 年度からは

年齢制限を 45 歳以下に引き上げるとともに，よりチャレンジングな研究を支援することとしま

した。4 年間の試行期間を経て，平成 23 年度からは正式な制度として発足する予定です。 

本センターの HA8000 クラスタシステム（T2K オープンスパコン（東大））を審査の上，半

年分の利用料金を免除し無料で利用できます．メニーコア，10 万コアを超える超並列環境など，

将来の先端的なスーパーコンピュータ環境を目指した提案を優先的に採択するため，対象とす

る計算機を平成 21 年度から HA8000 クラスタシステムに限定しています。 

年 2 回公募を実施し，各公募で 4 件程度の優れた研究提案を採択します。継続申請と再審査

を経ることにより合計 2 回までの提案が可能であり，最大 1 年間の無料利用が可能です。採択

者はコース 4（同 32 ノード，月末 64 ノード），コース 5（同 64 ノード，月末 256 ノード）を利

                             
1
 http://www.cc.u-tokyo.ac.jp/publication/sympo/04/ 
2
 http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ 
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用できます。 

本制度に採択された課題は終了後，得られた成果をもとに，スーパーコンピュータの利用に

関連する課題での文部科学省科学研究費補助金（科研費）の採択，または，上述の「学際大規

模情報基盤共同利用・共同研究拠点」公募型共同研究への進展が期待されます。 

平成 21 年度後期は以下に示す 4 件の課題が採択されました。 

 

表 1 平成 21 年度 T2K オープンスパコン（東大）共同研究プロジェクト採択課題 

課題名 代表者氏名 代表者所属 

地球ダイナモの新しいシミュレーショ

ンコード開発とその応用 
陰山 聡 神戸大学システム情報学研究科 

市街地における風・温熱・光・音環境総

合数値予測データベースの開発 
坂本雄三 

東京大学 

大学院工学系研究科建築学専攻 

海洋大循環のマルチスケール連結階層

モデリング 
羽角博康 東京大学大気海洋研究所 

超並列計算によるマルチスケール・マル

チフィジックス心臓シミュレーション 
久田俊明 

東京大学 

大学院新領域創成科学研究科 

電磁流体コードによる惑星磁気圏シミ

ュレーション 
深沢圭一郎 

九州大学 

大学院理学研究院地球惑星科学部門 

津波発生伝播の大規模 3次元シミュレー

ション 
古村孝志 

東京大学大学院情報学環総合防災 

情報研究センター／地震研究所 

天体活動現象の輻射磁気流体シミュレ

ーション 
松元亮治 千葉大学大学院理学研究科 

 

表 2 平成 21 年度後期スーパーコンピュータ若手利用者推薦（試行）採択課題 

課題名 氏 名 所 属 

Study of QCD and effective models in the 

context of equilibrium and out of 

equilibrium quantum field theory with 

application to Heavy Ion Collisions, the 

Quark Gluon Plasma and Early Universe 

dynamics 

Rothkopf, 

Alexander 
東京大学理学系研究科 

量子 i.i.d.状態のシミュレーションとそ

の理論的考察 
坂下達哉 電気通信大学情報システム学研究科 

実対称行列に対する多分割の分割統治

法の分散メモリ型並列計算機HA8000へ

の移行 

田村純一 
株式会社 OKI ソフトウェア 

（採択時：埼玉大学大学院理工学研究科） 

直接メタノール形燃料電池内の流動現

象シミュレーション 
高木洋平 静岡大学工学部物質工学科 
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地球ダイナモの新しいシミュレーションコード開発とその応用 

山 浦  優 気 

神戸大学 工学部 

陰 山  聡 

神戸大学 システム情報学研究科 

 

１．はじめに 

地球磁場の起源を探るための地球ダイナモシミュレーションについて報告する。このシミュ

レーションの地球科学的背景や、目的、シミュレーション手法の詳細については、既に過去の

2 回の報告 [1,2] で詳述しているので、ここではごく簡単に紹介する。 

地球磁場の源は地球内部の外核と呼ばれる層にある液体鉄である。この外核の液体鉄が対流

運動するために、その運動エネルギーが MHD（Magnetohydrodynamics）ダイナモ作用によって

磁場のエネルギーに変換されている。 

シミュレーションモデルとして、地球の外核を想定し、二つの同心球面に挟まれた球殻状の

領域を考える。その中に電気伝導性流体（MHD流体）が入っている。内側の球面（半径 r = ri）

は高温、外側の球面（半径 r = ro）は低温に保たれている。球の中心方向に重力がはたらき、

二つの球殻は同じ角速度で回転する。温度差が十分に大きければ（レイリー数 Ra が十分高

ければ）内部の流体は熱対流運動し、MHD ダイナモ機構によって、対流の運動エネルギーが磁

場のエネルギーに変換され、磁場が生成される。 

この問題の基本方程式は MHD 方程式である。インヤン格子[3]と名付けた球面格子を用いて

MHD 離散化する。空間方向には 2 次精度差分法を時間方向の積分には 4 次精度 Runge=Kutta 法

を用いる。このコードは地球シミュレータ向けに最適化しており、2004 年のゴードン・ベル賞

（15.2 TFLOPS）を受賞したものである [4]。その高速計算速度を活かした世界最高解像度での

地球ダイナモシミュレーションを通じて、外核中の新しい電流構造と対流構造の発見[5]や、帯

状の流れ構造の発見[6]などの成果を地球シミュレータで挙げることができた。今回のこの報告

では、このコードを HA8000 向けに最適化するために行ったいくつかの準備的な研究の報告を行

う。 

 

２．コンパイルオプションによる最適化 

以下では、テストに用いた計算の規模はインヤン格子の総格子点数（＝Nr x Nt x Np x 2）

で示す。ここで、Nrは半径方向の格子点数、Ntは緯度方向 90度の格子点数、Npは経度方向

度の格子点数である。最後の x 2  は、イン（Yin）格子とヤン（Yang）格子である。 

まずはじめに、各コンパイラによる性能評価を行った。使用したコンパイラは、HA8000クラ

スタシステムから提供されている日立製 Fortranコンパイラ、Intel Fortran Compiler 11.0、

PGI Fortranコンパイラ、gFortran の 4種である。プログラムはどのコンパイラでもコンパイ

ルでき、正常に実行することができた。 

性能評価をノード数 4で 1ノードあたり 16 コアの flat MPIで、総格子点数を 824408 として
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行った。時間次元のステップ数を 100 以上になるように約 5 分間ジョブを流したが、PGI のコ

ンパイラ、gFortran についてはステップ数が 100に達しなかったため、プログラムが正常に終

了せず、性能評価ができなかった。 

各コンパイラにおける実行結果を表 1に記す。日立製コンパイラに比べ、Intel製コンパイ

ラが 20%ほど早かった。 

 

コンパイラ オプション GFlops 

日立製 Fortranコンパイラ -O3 -noparallel 13.01 

 -Oss -noparallel -autoinlice=2 

-nolimit -noscope 

17.04 

 -O4 15.15 

Intel Fortran Compiler 11.0 -O3 -xSSE3 -msse3 20.66 

 -O3 -xSSE3 -msse3 -ipo 20.63 

 -O3 -xSSE3 -msse3 -ipo9 20.69 

 -O3 -xSSE3 -msse3 -ipo20 20.62 

 -O4 20.7 

PGI Fortran コンパイラ -fast -O3 -tp=barcelona-64  

gFortran -O3 -m64 -march=opteron  

表１：コンパイラごとの性能評価 

 

また、8 ノード 1ノードあたり 16 コアの flat MPI、総格子点数を 50658300 として、4 ノー

ドで性能の良かったオプションで日立製 Fortran コンパイラ、Intel Fortran Compiler それぞ

れ実行してみた。その結果を図１に示す。 

 

 
図１：4ノード使用時と 8ノード使用時の速度（GFLOPS） 

縦軸は GFlops、横軸はコア数である。日立１はオプション-O3 -noparallel、日立２はオプション-Oss 
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-noparallel  -autoinline=2 -nolimit -noscope、Intelはオプション-O3 -xSSE3 -msse3 -ipo9である 

 

図１が示すとおり、Intel 製コンパイラは 128ノードでも良い性能を出している。4ノードで

は 20%だった差が、8ノードでは 50%まで増えている。 

 

３．gprof によるプロファイリング 

陰山が作成したオリジナルのシミュレーションコードでは、Fortran90 の system_clock 関数

を使った自作の timer moduleによる計時機能が組み込まれていた。この timer module を用い

てプログラム実行時は常にある程度のプロファイリングを行うようにしているが、通信部分と

計算部分を区別したより詳細なプロファイリングを行うためにプロファイリングツールである

gprof を使用した。 

gprof は、あるルーチンの実行にかかった時間を計測することが可能である。また、そのル

ーチンに含まれる外部関数の処理にかかった時間を計測することにより、その関数内部の計算

だけでどれだけの時間がかかったか知ることができる。コンパイラは gprofと相性の良い Intel 

Fortran Compilerを使用し、オプションは-pg -O3を利用した。8ノード 1ノードあたり 16コ

アの flat MPI で実行した、その結果が図２である。 

 

 

図２：gprofによるプロファイリング結果 

the_equationは差分化された MHD方程式を計算する部分、advanceはルンゲ・クッタ法による積分ルーチン、

work_fieldsは MHDの基本場以外の補助的な 3次元場を基本場から計算するルーチン、get_curlはベクトル場

の curlを計算するルーチンである。othersと示した部分以外は、それぞれのルーチン内での処理のみにかか

った時間である。すべてループ構造の計算を含み、MPI通信や MPI_Barrier等の関数、シミュレーションの初

期化等は全て othersに含まれる。 

 

図２から、 MHD 差分式の計算部分にほぼ 50%近くの時間がかかっており、それ以外の MHDソ

ルバ関係のルーチンにほぼ全ての計算時間が費やされており、極めて健全なシミュレーション

コードになっていることがわかる。地球シミュレータ向けに最適化されたコードではあるが、

その基本構造は HA8000 でも大きく変える必要はなさそうである。 

 

４．キャッシュヒット率の計測 
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次に、このコードの最大のホットスポットである MHD のソルバー部分を解析した。このルー

チンは、3 次元空間に対応した 3 重 do-lood である。このループのキャッシュヒット率をキャ

ッシュシミュレータで計測した。キャッシュヒット率を計測するツールとしては、oprofile や

cachegrind（Valgrind）などがあるが、HA8000 クラスタシステムでは、oprofile を使用できな

かったため、cachegrind を使用した。 

cachegrind はメモリ関連のプロファイリングツールである Valgrind に付属するプロファイ

ラーであるが、I1、 L1、 L2（最新版ではもっとも大きなキャッシュである LLキャッシュ）の

3 つのキャッシュをシミュレートすることによって、キャッシュヒット率を擬似的ではあるが、

計測することができる。ただし、あくまでシミュレータであることや、HA8000 クラスタシステ

ムに搭載されている CPU である Opteron には L3キャッシュ（しかもサイズ 2MByte と大きい）

が搭載されているため、必ずしも正確なキャッシュヒット率とはならないことに留意する必要

がある。キャッシュシミュレータによる実行結果を図３に示す。 

なお、HA8000 クラスタシステムに cachegrind は、はじめからインストールされていたが、

バージョンが古く、MPI 関連の最適化がなされていない事や複数プロセスのプロファイル結果

を合成することができないため、新たにバージョン 3.5.0 をコンパイルして使用した。 

 

 

 

図３：cachegrindシミュレータによるキャッシュヒット率 

青色が L1 キャッシュヒット数つまり L1 キャッシュから取り出せた結果で、赤色と黄色を合わせたものが L1

キャッシュミス数、黄色は L1キャッシュ、L2キャッシュから取り出せなかったものの数である。 

 

５．ループ分割による最適化 

ホットスポットを確認し、キャッシュヒット率を計測したところで、いくつか最適化を試み

た。メイン計算部分は３重ループで最内ループ内に複雑に多くの計算式がつらなっているが、

これをいくつかのループに分割することを試みた。 

まず、ループ内で依存関係がない２つのブロック見つけ、単純にこれらを２つに分割してみ

た（方法１）。 
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MHD 方程式の右辺には、依存関係はあるものの、temporary な変数（例えば基本場の 2次の非

線形項）の設定部分と、それを利用する部分の二つに分けられるものが多い。そこで、そのよ

うな temporary な変数を１次配列に変更し、以下のように３重ループの最内ループのみを分割

する方法も試してみた（方法２）。 

 

変更前 変更後（方法２） 

do k = 1 , NK 

  do j = 1 , NJ 

    do i = 1 , NI 

      tmp = a1(i,j,k)*a2(i,j,k) 

      b1 = tmp**2 

      b2 = tmp*a3(i,j,k) 

    end do 

  end do 

end do 

do k = 1 , NK 

  do j = 1 , NJ 

    do i = 1 , NI 

      tmp(i) = a1(i,j,k)*a2(i,j,k)   

    end do 

    do i = 1 , NI 

       b1 = tmp(i)**2 

       b2 = tmp(i)*a3(i,j,k) 

    end do 

  end do 

end do 

 

MHD 計算は 8 つの物理場をもつが、上記の temporary 変数を１次配列にしたことで、各物理

量の計算を分割することが可能になったため、それらの計算を 8つに分割してみた。上記では、

b1、b2 の計算部分を分割する。（方法３） 

キャッシュシミュレータによる結果を図４、実行結果を表２に記す。いずれも 8 ノード 128

コアでの実行結果である。 

 

 

 

図４：ループ分割のキャッシュヒット 

各手法の MHDソルバー部分 1STEPのみの結果。 
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 GFlops 

変更前 40.58 

方法１ 39.15 

方法２ 37.99 

方法３ 36.28 

表２：ループ分割の Flops値 

200STEPSでのプログラム全体の結果。右の値は GFlops値。方法２、方法３では明らかに遅くなっている。 

 

方法２、方法３では、図４のようにキャッシュ読み込み数が大幅に増え、L2キャッシュミス

ヒット数も増えており、表２から分かるようにプログラム全体が遅くなる結果となった。いず

れも、性能をあげることはできず、むしろ遅くなってしまう場合もあった。 

 

６．行列の入れ替え 

次に行と列を入れ替える手法を試みた。これは以下の「変更前」のプログラムのように、b

のアクセスが不連続なため、キャッシュミスが多発するのを事前に b2 という転置行列を作成し

防ぐものである。 

 

変更前 変更後（方法４） 

do j = 1 , NJ 

  do i = 1 , NI 

    a(i,j) = a(i,j) + b(j,i) 

  end do 

end do 

do i = 1 , NI 

  do j = 1 , NJ 

    b2(i,j) = b(j,i) 

  end do 

end do 

 

do j = 1 , NJ 

  do i = 1 , NI 

    a(i,j) = a(i,j) + b2(i,j) 

  end do 

end do 

 

MHD ソルバー部分にこのような配列があったため、この方法を試みたのが（方法４）である。 

また、いくつかあるループ内において、該当の配列へのアクセスが連続となっているのが、

主にプログラムの初期化部分であったため、配列を元から行と列を入れ替えたのが（方法５）

である。これらの結果を図５、表３に示す。 

 なお、これらの図表における、「変更前」のキャッシュヒット率や GFlops 値はこれまでに記

述したチューニングを施した上での実行である。 
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図５：行列の入れ替えによるキャッシュヒット率の変化 

各手法の MHDソルバー部分 1STEPのみの結果。8ノード 128コアで実行した。 

 

 

 GFlops 

変更前 40.85 

方法４ 41.78 

方法５ 43.66 

表３：各手法（行列の入れ替え）の GFlops値 

200STEPSでのプログラム全体での結果。8ノード 128コアで実行した。 

 

図５は MHDソルバー部分のみの結果である。方法４と方法５ではそれほど差が見られないも

のの、方法５はプログラム全体に渡って変更したため、MHD ソルバー部分以外でのキャッシュ

ミスヒット数が減り、その結果として表３のように全体で 7%ほどの高速化になった。方法４、

方法５共に、キャッシュミスヒット数が減った。 

 

７．その他の最適化 

非常に単純ではあるが、ある方法によりキャッシュミスが減ったので記しておく。以下のプ

ログラムにおいて、配列 aへのアクセスを明示的に変更する事によって若干ではあるがキャッ

シュミスが減少した。これは、コンパイラが自動で行ってくれていると判断していたが、３重

ループ構造が複雑であるためか、意外にもそうではなかったようである。この結果は図９のよ

うになり。1%ほどではあるが高速化された（表４）。 
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変更前 変更後 

do j = 1 , NJ 

  do i = 1 , NI 

    b(i,j) = a(i+1,j) + a(i-1,j) 

  end do 

end do 

do j = 1 , NJ 

  do i = 1 , NI 

    b(i,j) = a(i-1,j) + a(i+1,j) 

  end do 

end do 

 

 

 

 
図６：項の順番入替による効果 

各手法の MHDソルバー部分 1STEPのみの結果。8ノード 128コアで実行した。 

 

 GFlops 

変更前 40.58 

変更後 40.85 

表４：項の順番入れ替えによる GFlops値の変化 

 

 若干ではあるが、L1キャッシュミス数、L2キャッシュミス数が減っている。 

 

８．まとめ 

 地磁気ダイナモ MHDシミュレーションコードのチューニングを目指し、準備的な研究を進め

た。今回は主に cachegrind というキャッシュシミュレータを使い、性能評価しつついくつかの

最適化を試みた。演算性能の向上という点では大きな結果は得られなかったが、今後チューニ

ングを進めるにあたり指針となる結果が得られた。ただし、cachegrind はあくまでシミュレー

タであることと、実行時のオーバーヘッドが大きく、数ループ分のデータしかとれなかったの

が残念である。実行時オーバーヘッドの少ない oprofile もしくは他のサンプリング型キャッシ

ュプロファイラーを使用できるようになれば大変ありがたいと感じた。 
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 今回のテストはあくまで準備的なものである。今後、より本格的なキャッシュチューニング

や、その他のチューニング技法を活用し、さらなる最適化を進めたい。 
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超並列計算によるマルチスケール・マルチフィジックス心臓シ

ミュレーション    

久 田 俊 明 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 

 

１． はじめに 

本研究は，生命活動の中心をなす臓器である心臓について，細胞内のタンパク分子レベルの

挙動から巨視的なポンプとしての血液拍出に至るマルチスケール・マルチフィジックス現象を

可能な限り忠実に計算機上に再現し，「フィジオーム」の概念を現実のものとしようとするも

のである。これにより，近年の分子生物学の進歩によって次々と明らかにされる膨大な情報の

意味を明らかにし，医療や創薬に役立てることが出来ると考えられる。 

本研究は次のようなアプローチをとることを特徴とする。 

（１）細胞膜のイオンチャンネル，ポンプ，トランスポーターなどの作用に基づく細胞内イオ

ン環境のダイナミックスを記述する電気生理学モデルやイオンによって制御される細胞内収

縮タンパクであるアクチン・ミオシン間のクロスブリッジ運動を記述する興奮収縮連関モデル

から出発し，組織，臓器を経て最終的な血液拍出に至る心臓機能の全過程を各レベルにおける

要素間の相互作用を含めて合理的に数理化しシミュレートする。 

（２）大規模な電気･化学･力学現象のマルチフィジックス問題を流体構造連成解析などの有

限要素法をベースとする最先端の計算科学手法により正面からシミュレートする。これによっ

て根拠のない省略や仮定を排除し生命科学からの疑問に厳密に解答を与えるモデルを目指す。 

（３）形ある細胞モデル（有限要素法により内部構造を再現した３次元数値細胞）を世界に

先駆けて開発し，これを経由してミクロ現象とマクロ現象をシームレスにつなぐマルチスケー

ルシミュレーションを達成する。 

先ず上記（１），（２）に対して，ヒト心臓を心筋組織片レベルの構成則（応力・歪関係式）

をベースに有限要素法によってモデル化した。以下ではこれを「マクロ構成則に基づく心臓シ

ミュレータ」と呼ぶ。当シミュレータは，ＣＴから得られた断層データを３次元構成した全心

臓(whole heart)モデルを使い，三つの物理現象を連成させて模擬できるようになっている。 

(a) 細胞電気生理学に基づく細胞の興奮とその伝播 

(b)心筋の興奮による心臓の力学的収縮運動 

(c)内腔血液の流動と拍出 

まず（a）においては，細胞電気生理モデルとして国際的に広く受け入れられている Luo-Rudy 

model 並びに Noble model を選択できるようになっている。また細胞相互の接続については，

細胞内同士のみが接続される mono-domain model 並びに細胞外の接続も加えた bi-domain 

model の選択が可能であり，興奮伝播が精度良く模擬できる格子間隔が約 0.4mm のボクセル有

限要素を用いる。細胞間の伝導率テンソルや刺激伝導系は解剖学的知見に基づき空間的に分布

させる。各臓器や組織のセグメンテーションを行い，夫々の伝導率を与えた胸郭モデルも別途

準備して，これに心臓ボクセル有限要素モデルを埋め込むことにより，心電図を再現できた。 
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(b)においては(a)の計算結果である各細胞内のカルシウムイオン濃度を興奮収縮連関モデル

に与え，アクチン・ミオシン間のクロスブリッジ生成を記述する時間発展方程式を解き収縮力

を評価する。興奮収縮連関モデルは Negroni により提唱された４状態モデルを用いて，更にク

ロスブリッジ生成における協調性の効果を導入した独自のモデルを用いている。収縮力は心筋

を離散化した各有限要素に与え，心室・心房の収縮運動を実現している。心筋の受動的構成式

には線維方向と約４細胞毎に存在する cleavage plane を考慮した直交異方超弾性構成則を用

いている。有限要素には 5/4cテトラ要素を，粘性は歪速度比例型を用いる。 

(c)については，心臓壁すなわち構造の非線形運動方程式と，血液すなわち流体の

Navier-Stokes(NS)方程式を強連成させた一体型の解法を用いる。ただし血液領域境界は心臓

壁の運動に伴って移動･変形するため NS方程式は ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian)表記し，

流体 5/4c テトラ要素の節点座標は別途擬似弾性体の方程式を解くことにより制御する。流体

解析にはSUPG安定化手法等を用いる。強連成解法をとることで安定性と収束性が確保される。

心臓の前後には体循環や肺静脈などを模擬する回路モデルを接続し連成させる。なお有限要素

解析で重要となる連立 1次方程式のソルバとしては，電気現象解析用には並列マルチグリッド

ソルバの開発，力学現象解析用には並列 ILU前処理付き反復ソルバを開発した。以上の「マク

ロ構成則に基づく心臓シミュレータ」の拍動シミュレーション結果は生理学的見地から定性的

にも定量的にも妥当であり正常心を再現できていることを検証した。またイヌ心臓も別途モデ

ル化し，電気的，力学的な諸量を比較した。 

次に（３）に対しては次のような過程を経て「マルチスケール心臓シミュレータ」の開発を

行った。先ず細胞の微細構造情報を得るため，原子間力顕微鏡と共焦点顕微鏡の両者による同

時観察および画像重ね合せを行うことによって細胞の主要な要素の 3 次元構造をサブミクロン

の解像度で再構成した。そして，これに基づいて数値細胞モデルを開発した。即ち，主要なコ

ンポーネントである細胞骨格，細胞膜，細胞質，筋原線維，筋小胞体，Ｚ帯などの機構や相互

作用を整理し，それぞれ適切な有限要素を用いてモデル化した。これにより細胞内の筋小胞体

からのカルシウムイオンの放出・拡散に伴う筋原線維収縮を駆動力とする細胞収縮が３次元的

効果を合理的に含んだ形で実現できた。また，生きたままの細胞を観察できるという当チーム

の実験手法の利点を活かし，数値細胞モデルの妥当性を検証した。このような数値心筋細胞の

開発の試みは過去に前例がないが，既に米国生理学会誌に掲載されるに至っている。一方，心

筋において細胞は局所的に見れば凡そ規則的に配置していることから，均質化法と呼ばれるマ

ルチスケール解析手法の適用が原理的には可能である。すなわち，一つの有限要素内ではある

定義された複数の細胞の組み合わせ（ミクロユニット）が無数に周期的に配置していると仮定

し，その有限要素の力学的特性を数理的に導くことが出来る。しかしこの手法は非線形問題に

おいては実行不可能な程に膨大な計算量となるため，現実にはほとんど用いられて来なかった。

そこで当研究チームでは種々の数理的検討を重ねた結果，精度を確保しつつ大幅に計算量を削

減できる手法を考案した。 

今年度筆者らのチームでは、非線形均質化法に基づくマルチスケールシミュレーションを大

規模並列計算機上で効率的に実行するための戦略と具体的なアルゴリズム、並びにこれをＴ2

Ｋ（東京大学）6144 コアを用いて実行した場合の結果とその分析を纏め、SC10 の Technical 

Paper として発表したので、以下ではそれを引用することにより報告としたい。なお、引用に

当たっては IEEE Intellectual Property Rights Office の許諾を得ている。 
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Abstract—To understand the macroscopic function of the
human heart based on sub-cellular microscopic events, multi-
scale analysis is indispensable. Our heart simulator uses the
so-called homogenization method, where both the human heart
and the myocardial cells are modeled and solved simultaneously
by the finit element method. Because the contraction and
deformation of each finit element in the heart model are
governed by their respective cell model, the NDOF of all the
cells becomes prohibitively large. Furthermore, the phenomena
are highly nonlinear and transient. This challenging problem
has been tackled by our group for many years, and a novel
algorithm to accelerate the computation was implemented in the
code. We have recently tested its performance using the T2K
Open Supercomputer (Tokyo). A pulsation of the heart with a
total NDOF of 160 million was successfully simulated using 6144
CPU cores in ten hours. Scalability and other computational
performances were measured and are discussed.

I. INTRODUCTION

In the post-genome era, the integration of molecular and
cellular finding from studies on the functions of organs and
individuals is considered an important fiel in medical science
and physiology. Computational modeling plays a central role
in this field which is referred to as Physiome[1][2]. However,
despite advancements in computational science, it remains
difficul to accomplish this task. In addition to embracing
multiple disciplines, including electricity, physical chemistry,
solid mechanics, and flui dynamics, computational modeling
must also integrate events over a wide range of scales.

Our group, which includes clinical practitioners, has been
tackling this problem for several years, with the focus on the
human heart. Our research has now reached the point where
it can be useful in clinical applications[3][4]. Our simulations
have already been utilized in the design of an implantable
cardioverter defibrillato (ICD) and have resulted in a break-
through in non-invasive defibrillation Clinical investigation
of the new ICD is scheduled for 2012. The morphology of
our heart model was reconstructed from human multi-detector
computed tomography data and discretized using the finit
element method. The model consists of a structure part and a

flui part that can be solved simultaneously using the strong
coupling method developed by one of the coauthors[5], thus
successfully solving the so-called flui structure interaction
problem of the heart[6]. However, a more important aspect of
the simulation involves modeling the underlying mechanism
driving the myocardium, i.e., the origin of the pulsation of
the heart, which includes electrophysiological regulation and
cross-bridge kinetics in the cardiac cells. To integrate such
microscopic phenomena with the macroscopic function of the
organ in a seamless manner, the cardiac cells are also modeled
using the finit element method, based on the cell physiology
for every finit element in the heart model. The mathemat-
ical linkage is realized using the so-called homogenization
method. All the cell models and the heart model[4][7] are then
solved simultaneously, because the instantaneous states of the
macroscopic model, such as the strains and strain rates over
the heart wall, also regulate each cell response. Nevertheless,
it is apparent that the NDOF of all the cell models becomes
prohibitively large and far exceeds that of the heart model.
Moreover, the phenomena are highly nonlinear and transient.

In the following sections, we show the essence of the
physical governing equations and the simultaneous equations
resulting from the homogenization method (Section II), and
how the parallel algorithm can be created by taking advantage
of the features of the simultaneous equations (Section III).
Thereafter, we outline the implementation of a program for
a massively parallel computer, the T2K Open Supercomputer
(Tokyo)(T2K/Tokyo)[8] (Section IV), and discuss the simula-
tion results for further massive parallelization (Section V).

II. GOVERNING EQUATIONS AND HOMOGENIZATION
METHOD FOR MULTI-SCALE SIMULATION

A. Variational Formulation of the Whole System
The heart consists of muscle (solid) and blood (fluid) the

interactions of which cause the pulsation. In our simulator
both field are modeled by the finit element method, and the
so-called strong coupling technique is applied so that a stable

c©2010 IEEE Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes or for
creating new collective works for resale or redistribution to servers or lists, or to reuse any copyrighted component of this work in other works must be
obtained from the IEEE.
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Fluid Structure Interaction (FSI) analysis can be carried out
throughout the pulsation. The essence of our formulation is as
follows.

The large deformation of the muscle necessitates an ex-
act approach based on Continuum Mechanics, i.e., a total
Lagrangian formulation must be employed. On the other
hand, the flui fiel is governed by Navier-Stokes equations,
which need to be described from moving and deforming
coordinates, since the flui domain largely changes with time.
The Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation is thus
indispensable. The whole system is described by the following
variational formulation in weak form:∫

Ωf

δv · ρfaχdχ + 2μ

∫
Ωf

δD : Ddχ

−
∫

Ωf

p∇χ · δvdχ −
∫

Ωf

δp∇χ · vdχ

−
∫

Γf

δv · τfds +
∫

ω̄

δū · ρs ¨̄udX̄

+
∫

Ω̄

1
|ΩX̄ |

∫
ΩX̄

δZ : ΠdXdX̄ = 0. (1)

The firs two lines express the equation for the flui part. χ
represents the ALE coordinate system on the flui domain
denoted by Ωf = Ωf (t) at time t. The acceleration of flui
includes an artificia convective term and is expressed as:

a(χ, t) =
∂v(χ, t)

∂t
+ c · ∇χv ≡ aχ on Ωf (t)

where c = v−v̂ is the relative velocity observed from the ALE
coordinate system with velocity v̂. We assume that the flui is
incompressible and Newtonian, with the Cauchy stress tensor
given by the deformation velocity tensor D and pressure p as:

Tf = −pI + 2μD, D =
1
2

{∇χv + ∇χvT
}

on Ωf

Γf corresponds to the inlets and outlets of the ventricles, with
the traction force τf determined through interaction with the
circulatory systems of the body, modeled as electrical analog
circuits[6]. Note that strong coupling is realized on the fluid
structure interfaces, i.e., in the FEM framework the common
velocity nodes are shared on the interface under the non-slip
condition of viscous fluids thereby preserving the mechanical
equilibrium and the geometrical compatibility between the two
field [5].

The last two lines represent the equations for the structural
part, where X and X̄ are the Lagrange coordinates on the
macroscopic structural domain Ω̄ and the unit microscopic
structural domain ΩX̄ located at X̄ , respectively. ū is the
displacement of the macroscopic structure, ¨̄u its acceleration,
and ρs the density thereof. The last term originates from
the basic assumption of the homogenization method, which
reflect the multi-scale nature of biological tissue, i.e., the
muscle consists of and is driven by cardiac cells. This is
explained below.

B. Homogenization Method for Multi-scale Simulation
The last term of Eq. (1), rewritten below, represents the

virtual work done by the muscle, and the instantaneous equi-
librium of the whole system is established through the work
done by the fluid external forces, and its own inertial forces.

δWS =
∫

Ω̄

1
|ΩX̄ |

∫
ΩX̄

δZ : ΠdXdX̄. (2)

This equation states that the virtual work at a macroscopic
point X̄ in the muscle is given by the spatial average of
the virtual work of the microscopic unit over its domain ΩX̄

located at X̄ . Here, Π = Π(Z, Ż) is the firs Piola-Kirchhoff
stress tensor as a function of the displacement gradient tensor
Z = ∂u/∂X on ΩX̄ and its time derivative.

In the homogenization method[9][10], the microscopic dis-
placement vector is define as

u(X, X̄) = w(X, X̄) + Z̄X,

where Z̄ = ∂ū/∂X̄ is the macroscopic displacement gradient
tensor at X̄ and w is the deviation of the displacement
on ΩX̄ due to microscopic structural effects. Therefore, the
displacement gradient tensor is given as

Z =
∂u

∂X
= Z̃ + Z̄

with Z̃ = ∂w/∂X being the microscopic displacement
gradient tensor. By assuming that the spatial average of Z
on ΩX̄ returns to Z̄, the periodicity of w is deduced using
the divergence theorem. In the homogenization method it is
thus assumed that infinit microscopic units are periodically
connected to constitute a material point in the macrostructure.
In the case of heart muscle (myocardium), the orientation of
the cardiac cells plays an important role in the contraction of
the chamber and varies spatially. However, as shown in Section
IV, cardiac cells are arrayed in a pseudo-periodic manner if
we focus on a very circumscribed domain. This enables us to
apply the homogenization method to a multi-scale simulation
of the heart.

C. Finite Element Discretization for a Multi-scale Term
In our heart simulator, the equilibrium equation is dis-

cretized by the finit element method with tetrahedral elements
for the macroscopic domain, i.e., left and right ventricles, and
hexahedral elements for the microscopic unit domain, i.e.,
myocardial cells. The response of a macroscopic finit element
is determined by a infinit number of microscopic units which
are periodically connected.

Here, we focus on the discretization of Eq. (2) and its
derivative for the infinitesima increment of the displacement
vectors. Although the stress tensor Π is a function of the
velocity gradient tensor Ż as well as Z, due to the viscosity
of the myocardium and the stretch rate dependence of the
contraction force in cross-bridge kinematics, we show a sim-
plifie formulation by assuming that Π = Π(Z) apart from
the actual simulator. In addition, for the sake of simplicity, we
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omit the volume factor ΩX̄ and the notation for the integral
domains in the following equations.

In the finit element analysis, the nodal displacement vectors
are interpolated on each element and integrations are carried
out element by element. We represent the linear relations
between the nodal displacement vectors {w}, {ū} and the
spatial derivatives of their interpolations as

[Z̃] = [B̃]{w}, [Z̄] = [B̄]{ū},
where the 3 by 3 displacement gradient tensors Z̃ and Z̄ are
represented by 9 dimensional vectors. With these B-matrices,
the virtual work δWS is given as follows.

δWS =
∫ ∫

{δw}T [B̃]T [Π]dXdX̄

+
∫

{δū}T [B̄]T
∫

[Π]dXdX̄

= {δw}T {f} + {δū}T {f̄}
Here, the stress tensor is represented by the notation [Π] as a 9
dimensional vector, and the equivalent nodal forces are given
by

{f} =
∫ ∫

[B̃]T [Π]dXdX̄,

{f̄} =
∫ ∫

[B̄]T [Π]dXdX̄.

Let [A] be the 9 by 9 matrix given by the derivative of [Π]
with respect to [Z] . Then, the following relation holds for the
infinitesima increment.

[ΔΠ] = [A][ΔZ].

Thus, we obtain

{Δf} =
∫ ∫

[B̃]T [A][B̃]{Δw}dXdX̄

+
∫ ∫

[B̃]T [A]dX[B̄]{Δū}dX̄,

{Δf̄} =
∫

[B̄]T
∫

[A][B̃]{Δw}dXdX̄

+
∫

[B̄]T
∫

[A]dX[B̄]{Δū}dX̄.

Let {ēk}k=1,··· ,n be the tetrahedral elements in Ω̄ and Δwk

and Δfk be the components of Δw and Δf , respectively, in
the microscopic unit model at ēk . Then, the above increments
can be represented as follows.

{Δfk} = |ēk|
∫

[B̃k]T [Ak][B̃k]{Δwk}dX

+|ēk|
∫

[B̃k]T [Ak]dX[B̄k]{Δū}, (3)
{Δf̄} =

∑
k |ēk|[B̄k]T

∫
[Ak][B̃k]{Δwk}dX

+
∑

k |ēk|[B̄k]T
∫

[Ak]dX[B̄k]{Δū}. (4)

Here, |ēk| denotes the volume of the tetrahedral element ēk,
and the integral over ēk is approximated with the value at the
central integral point X̄k in ēk. Furthermore, [B̃k] is constant
over the microscopic unit domain ΩX̄k

and thus, can be placed
outside the integral over ΩX̄k

.

III. STRATEGY FOR MASSIVELY PARALLEL COMPUTATION

The relations in Eqs. (3) and (4) between the infinitesima
increments of the nodal displacements and the equivalent nodal
forces determine the nonzero structure of the coefficien matrix
in the linear system that appears in the Newton-Raphson
process to solve the nonlinear equation originating from Eq.
(1). The linear system to be solved can be written in block
matrix form as follows.⎡

⎢⎢⎢⎣
Aw1 C1

. . .
...

Awn Cn

CT
1 · · · CT

n Ā

⎤
⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎣

Δw1

...
Δwn

Δū

⎤
⎥⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎢⎣

rw1

...
rwn

r̄

⎤
⎥⎥⎥⎦ , (5)

where the right-hand side is composed of the residual vectors
for the nonlinear equilibrium equation,

{rwk
} = −|ēk|

∫
[B̃k]T [Π]dX,

{r̄} =
∑

k

{r̄k},

where {r̄k} = −|ēk|[B̄k]T
∫

[Π]dX,

and the block matrices are given by

Awk
= |ēk|

∫
[B̃k]T [Ak][B̃k]dX,

Ck = GkB̄k,

where Gk =
∫

[B̃k]T [Ak]dX,

and B̄k = |ēk|[B̄k],

Ā =
∑

k

Āk,

where Āk = |ēk|[B̄k]T
∫

[Ak]dX[B̄k].

The nonzero structure of the coefficien matrix is depicted in
Fig. 1. Note that matrices Awk

and Ā have the random sparse
nonzero structure seen in ordinary finit element analysis,
and Ck is also sparse in the column direction, with nonzero
columns only for those nodes contained in ēk.

A. Algorithm for Basic Solution
The point of the present simulation is now reduced to

how we solve Eq. (5) in an affordable time. The problem
is nonlinear and transient, so this huge linear system must be
solved at least thousands of times. From this aspect, we have
studied some strategies including Mode Superposition Method
[4]. This paper focuses on the block LU decomposition of Eq.
(5), and by assessing the solution process, an efficien solution
algorithm is newly proposed.

To solve the linear system in Eq. (5) by block LU decompo-
sition, we need to compute the Schur complement in the last
block corresponding to the macro displacement vectors. For
this purpose, it is convenient to use characteristic modes χk

for each microscopic unit [10]. The characteristic modes are
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Fig. 1. Nonzero structure of the coefficien matrix in multi-scale analysis.

composed of 9 displacement vectors satisfying the following
linear equation.

Awk
χk = Gk, (6)
χk = [χk,11, χk,21, · · · , χk,23, χk,33],
Gk = [Gk,11, Gk,21, · · · , Gk,23, Gk,33].

Once all the characteristic modes have been given, the Schur
complement is computed as

S̄ =
∑

k

S̄k

with

S̄k = Āk − B̄T
k GT

k A−1
wk

GkB̄k

= Āk − B̄T
k χT

k Awk
χkB̄k. (7)

With the Schur complement, we can obtain the solution vector
of Eq. (5) by forward and backward substitutions as follows.

Step1 Solve Awk
{Δwk} = {rwk

}, 1 ≤ k ≤ n (8)
Step2 {gk} = {r̄k} − B̄T

k χT
k {rwk

}, 1 ≤ k ≤ n (9)
Step3 Solve S̄{Δū} =

∑
k{gk} (10)

Step4 {Δwk} = {Δwk} − χkB̄k{Δū}, 1 ≤ k ≤ n (11)

Vector {gk} in Step 2 is given by the following equality of
the solution vector {Δwk} in Step 1:

B̄T
k GT

k {Δwk} = B̄T
k GT

k A−1
wk

{rwk
} = B̄T

k χT
k {rwk

}.
When performing the Newton-Raphson iterations, Step 4 can
be omitted, since Step 1 in the next Newton-Raphson iteration
has almost the equivalent effect. In the Newton-Raphson itera-
tions, an accurate solution for the stiffness matrix is not always
indispensable. Thus, for example, we may skip the update of
the characteristic modes in Eq. (6) for ten time steps or more
without degradation of the convergence. However, to attain

the best accuracy of the Schur complement S̄k in Eq. (7) with
the available approximated characteristic modes, computation
of the Schur complement S̄k by Eq. (7) is performed in every
Newton-Raphson step using the updated matrices Āk and Awk

.
In our analysis, an implicit time integration scheme (based

on the Newmark-β method) is adopted for the total system,
and thus the coefficien matrices and the residual vectors
given by the flui elements are superposed on the macroscopic
coefficien matrix and the right-hand side vector. Thus, updates
of the flui variables are computed simultaneously with the
macroscopic structural variables in Step 3.

In addition to the aforementioned strategies, the LU
factorization-based preconditioner for GMRES Micro-solver
was reused as addressed in Section IV. By virtue of the
new solution algorithm thus streamlined, a large multi-scale
heart simulation including the interaction with blood fl w was
finall realized as demonstrated in Section V.

B. Basic Parallelization Strategy
It turns out that the computation of the solutions for the

characteristic modes χk in Eq. (6), the Schur complement S̄k,
and the solutions for Δwk in Step 1 can be executed in parallel
for k = 1, · · · , n. Since these operations have the highest
computational cost, the nonlinear homogenization computation
is fairly well suited to execution on a massively parallel
computer as exemplifie later. On the other hand, in the
macroscopic solution phase in Step 3, the NDOF is usually far
less than the total NDOF. Thus, in the present implementation
of our simulator, this solution phase is parallelized with an
appropriate number of processes (npma), which is typically far
less than the total number of processes in a massively parallel
computer system. Thus, the basic parallel strategy adopted is
as follows.

1) Tasks for n microscopic units are distributed to the
available processes.
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Fig. 2. Communication data between the macroscopic subdomain process and the process for each microscopic unit.

2) Among the available processes, npma macro processes
are chosen to perform Step3 in parallel.

In Fig. 2 we illustrate the communication required when
the solution phase switches from the macro to the micro
and vice versa. In this figure each color on the macroscopic
mesh of the heart wall represents a subdomain assigned
to one process. To begin the microscopic computation, the
macroscopic displacement {ū}, its time derivative { ˙̄u}, and
the coordinates {X̄} on the macroscopic element ēk must be
sent from the macro process that owns ēk to the process that
is responsible for the computation of the k-th microscopic
unit. The number of floatin point data for each vector is
3 × 4 = 12 per element. Thus, the number of communication
data is quite small compared with the computational load in
the microscopic solution phase. On the other hand, before
starting Step 3, vector {gk} and matrix S̄k must be sent
to the macro process that owns ēk in its subdomain. The
size of each of these in terms of floatin point data is
4 × 3 = 12 and 122 = 144, respectively, which is also fairly
small compared with the computational load. Consequently,
the communication overhead should be small.

iεji εε ∩�

∈ke ji εε ∩

macro_proci

macro_procjjε

∈ke ji εε \

∈ke ij εε \

Fig. 3. Overlapping of elements and the micro to macro communication
pattern.

To determine the distribution of computational loads in Step
3, each of the flui and structural nodes are decomposed
into npma exclusive subsets and a pair of flui and structural
subsets is assigned to each macro process as depicted in Fig.
2. We defin this initial exclusive decomposition of the nodes
by

N = ∪npma
i=1 N̂i.

We adopted such an initial decomposition for load balancing
in the assembly of the matrix for the flui part and in the
ALE mesh control. Next, we defin the subset of elements
Ei by gathering elements that include at least one node in N̂i.
Finally, we defin subset Ni of the nodes, since it is composed
of nodes on elements in Ei. Then, we assign {Ei,Ni} to
the i-th macro process macro proci. We also determine an
exclusive decomposition of elements E by

E = ∪npma
i=1 Êi (12)

such that

Êi ∩ Êj = φ, i �= j,

Êi ⊂ Ei, i = 1, · · · , npma.

The initial exclusive decomposition of nodes determines the
responsibilities of the calculations, such as the dot product
or the matrix vector product. The overlapping decomposition
of elements by {Ei} is useful for matrix assembly, while the
exclusive decomposition of elements by {Êi} is useful for the
total volume integration, for example, of ventricle cavities. In
our implementation, we also exploit the overlap of nodes

N = ∪npma
i=1 Ni

to realize a robust parallel preconditioner for the GMRES
method applied in the macroscopic solution phase (Step 3).
Here, we apply the overlapping Schwartz preconditioner P
define as:

P̄−1 =
npma∑
i=1

R
bNi

T P̄−1
i RNi ,
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Fig. 4. Finite Element Model for Homogenization and Close-up photograph of myocardium by microscope

where R
bNi

and RNi are restrictions from the total vector space
to the subspaces on N̂i and Ni, respectively. P̄i is constructed
so as to approximate the restriction of the coefficien matrix
S̄ on Ni:

S̄Ni = RNi

T S̄RNi .

For this purpose, we employ the ILU preconditioner proposed
in [11], where a special fil control strategy is applied to deal
with the saddle point problem caused by the incompressibility
constraints. Note that the overlap of nodes at the subdomain
boundaries also contributes to stabilizing this ILU factoriza-
tion.

Since the macroscopic elements overlap in the decomposi-
tion

E = ∪npma
i=1 Ei, (13)

the communication pattern from the micro processes to the
macro processes may be one-to-many for the process that owns
the micro unit contained in the overlapping regions as depicted
in Fig. 3. For each macro element ēk, k = 1, · · · , n, let us
defin a subset Smacro

k of the macro processes as:

Smacro
k = {macro proci, ēk ∈ Ei}.

The number of processes in Smacro
k depends on the overlap-

ping condition of ēk in Eq. (13). In our implementation, the
process that owns the micro unit at ēk sends the data to all the
macro processes in Smacro

k . On the other hand, communication
from the macro processes to the micro processes is performed
by referring to the exclusive decomposition in Eq. (12).

IV. IMPLEMENTATION ON T2K/TOKYO

A. Target Problem Size
As shown in the right panel of Fig. 4, the microscopic unit

consists of two cells, and an infinit number of these units
are connected periodically to constitute a finit element of the

macroscopic myocardium in the context of the homogenization
method. The upper-left panel shows a close-up photograph of
the myocardium through a microscope for comparison.

Let n
k

be the NDOF on the k-th microscopic unit and n̄ be
the NDOF on the macroscopic domain. Then, the total NDOF
in Eq. (5) is given by:

ntotal =
∑

k

n
k

+ n̄.

In the present simulation, n
k

is equal to 26,121 for every
microscopic unit, the number of microscopic units is 6144,
and n̄ is 46,165. Thus, ntotal is about 1.6 × 108.

B. MPI process mapping
We used 6144 CPU cores and created 6144 MPI processes

to solve this target program. Because the majority of the com-
putation time is expected to be spent simulating microscopic
units, we created a few MPI processes capable of handling
both the macroscopic subdomain and a microscopic unit. More
concretely, as the macroscopic domain is decomposed into 64
subdomains at this time, processes ranked 0 to 63 handle a
single macroscopic subdomain as well as one microscopic unit,
while those ranked 64 to 6143 handle only one microscopic
unit.

Since 16 continuous MPI processes, ranked 16n to 16n +
15(n ≥ 0), are assigned to a single node in the case of the
T2K/Tokyo, 64 macro processes are assigned to only 4 nodes.
As the network performance between any two nodes used in
this experiment is equally 5GB/s× 2, the way in which the
macro processes are distributed among the nodes does not
have much effect on the communication time between the
macroscopic domain and the microscopic units.

C. The algorithm of multi-scale heart simulation
An outline of the algorithm for our multi-scale heart sim-

ulator is given in Fig. 5. At each time step, lines (a) to (j)
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for istep = 0, · · · (time step)
for iter = 1, · · · (Newton − Raphson step)

comm1 : Macro → Micro (a)
for k = 1, · · · (Computation for each Micro Unit)
assemble Awk , {rk}, {rwk}, Gk, Ak (b)
Micro Solver(Nt) (c)
compute Sk (d)
compute {gk} = {rk} − BkχT

k {rwk} (e)
endfor
comm2 : Micro → Macro (f)

compute S =
nP

k=1

Sk, {g} =
nP

k=1

{gk} (g)

Solve S{Δu} = {g} (h)
if ({r} and {rw} are small enough)

goto next istep (i)
update u and w (j)

endfor
endfor

Fig. 5. Algorithm of the Multi-Scale Heart Simulator (Outline)

procedure Micro Solver(Nt)
if (mod(istep, Nt) == 0 && iter == 1)

LU factorization Awk = LwkUwk (c1)
solve Awk{Δwk} = {rwk} by preconditioned

GMRES using LwkUwkas the preconditioner (c2)

if (mod(istep, Nt) == 0 && iter == 1)
solve LwkUwkχk = Gk by preconditioned

GMRES using LwkUwkas the preconditioner (c3)
end procedure

Fig. 6. Micro Solver procedure.

are repeatedly executed for each Newton-Raphson iteration. In
particular, the following should be noted.

• In Line (a), {u}, {u̇} and {X} on each macro element
ek are sent to the corresponding microscopic unit (Fig.
2(a)).

• Line (e) and (h) are corresponding to Eqs. (9)(10).
• In Line (f ), {Sk} and {gk} of each microscopic unit k

are sent to the core in which macro element ek is handled
(Fig. 2(b)).

An outline of the Micro Solver procedure (Fig. 5(c)) is
given in Fig. 6. Lines (c1) and (c2) correspond to Eq. (8),
while line (c3) corresponds to Eq. (6). However, lines (c1) and
(c3) are executed only in the firs Newton-Raphson iteration
for every Nt time step. The effect of this idea will be discussed
in the next section.

The time spent executing lines (b) to (e) corresponds to the
computation time of the microscopic unit. In this simulation, to
measure the time taken to handle all microscopic units at each
Newton-Raphson iteration, we insert barrier synchronization
before line (a) and after line (f). This may result in a delay,
caused by load imbalance among the microscopic units. Fur-
thermore, the time spent executing lines (a) and (f) corresponds
to the communication time. Here we refer to the sum of these
three times as Micro+L+C Time. We also refer to the time
taken to execute lines (g) and (h) as Macro Time and the total
time for the execution of lines (a) to (j) as Entire Time.
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V. SIMULATION RESULTS

A. Computation Time
Shown in Fig.7, are the cumulative Entire, Micro+L+C and

Macro Times using 6144 microscopic units and 6144 CPU
cores. It took about 16 hours (600 time steps) to simulate
1.5 heart beats, meaning about 10 hours (400 time steps) to
simulate 1 heart beat. Micro+L+C Time consistently consumes
more than 96% of Entire Time, whereas Macro Time consumes
only about 1% of Entire Time.

Figure 7 also shows that Micro+L+C Time consumes more
time in the systolic phase, corresponding to the time steps from
about 220 to 380, compared with the other time steps, which
comprise the diastolic phase. The reasons for this are given
below. In the systolic phase, it takes more time to solve Eq.
(8) (Fig. 6(c1)+(c2)) and the behavior of the microscopic units
differs greatly from one to the other. Therefore, there may be
a greater delay due to the load imbalance among them.

In Fig. 7, we also show the classificatio of the cumulative
Micro+L+C Time for process 0. The following three compu-
tation times account for the greater part thereof: Solution for
{Δwk} (Eq. (8) and Fig. 6(c1) + (c2)), Solution for χk (Eq.
(6) and Fig. 6(c3)), and Matrix Assembling (Fig. 5(b)).

The time for executing lines (d) and (e) is so negligible that
it could not be depicted in Fig. 7.

As described later, the time taken to execute lines (a) and
(f) is also negligible. Therefore, we assume that the majority
of the L+C Time is caused by load imbalances among the
microscopic units. In the case of the other processes, it is
possible that the delay caused by the load imbalance may
become rather large

In Fig. 8, we show the three computation times per time
step. The upper and lower graphs in Fig. 8 show, respectively,
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a part of the diastolic and systolic phases. In this simulation,
LU factorization was only carried out in the firs Newton-
Raphson iteration of every Nt=10 time steps. In both phases,
TΔwk

increases greatly only at those time steps with LU
factorization, while LU factorization occupies a great deal of
TΔwk

. In [4], LU factorization was done in every Newton-
Raphson iteration for every time step. Thus, the present
method can greatly reduce the computation time.

At the time steps with LU factorization, TΔwk
in the systolic

phase is almost the same as that in the diastolic phase.
Nevertheless, at the time steps without LU factorization, TΔwk

becomes greater in the systolic phase. The firs reason for this
is that nonlinearity strengthens and the number of Newton-
Raphson iterations increases, while the second is that Awk

becomes asymmetric and thus, it is more difficul to solve
Eq. (8). In the current implementation, Awk

is treated as
symmetric in both phases to reduce memory usage. Therefore,
the LU (LLT ) factor in the systolic phase is not as good a
preconditioner for GMRES as that in the diastolic phase, and
the time for GMRES iterations increases.

In our simulation, the update of the characteristic modes
is also only done in the firs Newton-Raphson iteration of
every Nt=10 time steps, at which time, 9 systems of equations

TABLE I
Micro+L+C/Entire RATIO, AND Macro/Entire RATIO IN USING 1536, 2048,

3072 AND 6144 CORES

Number of CPU cores 1536 2048 3072 6144
Micro+L+C/Entire 0.99 0.99 0.98 0.96
Macro/Entire 0.0027 0.0037 0.0063 0.013

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 1536  2048  3072  6144

S
p

e
e
d

u
p

Number of CPU cores

Ideal
Micro+L+C

Entire

Fig. 9. Ideal Speedup, and Relative Performances based on Micro+L+C and
Entire Time at the 31st Time Step

with coefficien matrices Awk
, are solved and Awk

becomes
asymmetric. Therefore, Tχk

also increases in the systolic
phase.

Consideration of the frequency of LU factorization: In the
diastolic phase, TΔwk

is always much smaller at the time
steps without LU factorization than at time steps with LU
factorization. Consequently, the cumulative TΔwk

becomes
smaller if LU factorization is done in the firs Newton-
Raphson iteration of every 20 time steps or more. Even in
the systolic phase, it may become smaller. It remains a future
work to decide the frequency of LU factorization, optimally
or adaptively.

B. Scalability
Performance of strong scaling was evaluated using 1536,

2048, 3072, and 6144 cores of the T2K/Tokyo. Table I gives
the ratios of Micro+L+C Time and Macro Time to Entire Time.
In every case, Micro+L+C Time consumes more than 96% of
Entire Time, and also in every case, Macro Time consumes at
most about 1% of Entire Time.

Figure 9 provides the results of strong scaling. Both
speedups based on Micro+L+C Time and Entire Time show
good scalability. The performance of Entire Time using 6144
cores is 89.3% of the ideal, while that of Micro+L+C Time is
91.8%.

Compared with the ideal speedup, performance deteriorates
slightly using 3072 cores, and even more using 6144 cores. We
assume the reasons for this are as follows. Micro+L+C Time
contains a delay caused by load imbalance which is unable
to be negligible. And if each core handles less microscopic
units, the delay caused by load imbalance may increase. The
synchronization overhead may increase with more nodes.
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The scalability of Entire slightly lowers that of Micro+L+C.
This is because the macro domain is always executed with 64
cores. Thus, Macro Time does not essentially decrease, and it
shares a relatively larger portion of Entire Time as the number
of cores increases.

C. Communication Cost
Compared with the NDOF of each microscopic unit, the

volume of communication is very small. Concretely, the vol-
ume of communication for each of {ū}, { ˙̄u}, {X̄} and {S̄k}
in Fig. 2 is about 100 bytes, and for {ḡk} is about 2 KB. On a
previous occasion, we measured the communication times for
comm1 and comm2 in Fig. 5. After 149 time steps using 3072
cores, the cumulative times for comm1 and comm2 were 107.4
and 21.4 sec, respectively. On the other hand, Micro+L+C
Time was 19,731 sec. Thus, communication times between
the macroscopic domain and the microscopic units are very
short. In fact, both communication times are less than 0.6%
of Micro+L+C Time.

D. Performance of Multi-core Cluster
It is well-known that performance deteriorates as more

cores on each socket/node are used, due to memory/cache
contention. The cumulative times for two executions with 6144
cores are compared. 12 cores are assigned to each of 512
nodes in the firs case, while 16 cores are assigned to each
of 384 nodes in the second case. In this comparison, almost a
17% performance improvement is observed for a 25% (4/16)
decrease in the number of cores compared with the full use of
the cores. In the case of the T2K/Tokyo, each CPU core has
its own L1 and L2 cache, but the L3 cache is shared between
four cores on a socket. We may, therefore, for example, need
to improve the L1 and L2 cache hit ratio and reduce the L3
cache contention in the matrix and vector operations.

E. Simulated Responses of the Heart and Cardiac Cells
The left panel of Fig. 10 shows the computed response of

the heart, i.e., the changes in ventricle pressures and volumes
in a cardiac cycle. The red and blue lines indicate values for the
left and right ventricles, respectively. Due to the deformation
of the ventricle wall originating from the contractions of 6144
cell models, the maximum blood pressure reached 15 kPa in
the left ventricle, ejecting about half the volume of blood
(65 cc) with a slight time delay. Including the response of
the right ventricle, this heart simulation accurately reproduced
clinical observations. The right panel depicts the blood fl w
patterns at various representative time phases, with the arrows
indicating the velocity vectors. At the end of the fillin phase
(0.0 sec), a vortex is clearly observed in the left ventricle.
Five snapshots of the heart and a cell model chosen from the
endocardium are displayed in Fig. 11. The period depicted in
this figur corresponds to the systolic phase, with red colors
highlighting the distribution of the contraction force in the cell
model calculated from cross-bridge kinematics. It is of clinical
importance to analyze how these micro and macro events affect
each other.

VI. CONCLUSIONS

In this paper, we firs outlined the governing equations of
our multi-scale heart simulator based on the finit element
method, although we omitted an introduction of the underly-
ing subcellular electrochemical-mechanical models due to the
page limitation. Taking advantage of the mathematical feature
of the homogenization method that bridges the macroscopic
ventricle models and the microscopic cardiac cells, an efficien
parallelization strategy was designed. The algorithm developed
for the multi-scale simulation was implemented on a massively
parallel computer, the T2K/Tokyo, and the performance was
measured. The results are summarized below.

1) We achieved a stable computation of heart pulsation with
6144 cell models and a total NDOF of 160 million. For
a simulation of one cardiac cycle, i.e., one second, it
took about 10 hours using 6144 CPU cores.

2) The computed responses of the heart, such as blood
pressure and volume change, were found to be physi-
ologically reasonable.

3) A good scalability up to 6144 CPU cores was confirme
by virtue of the homogenization method. Using 6144
cores, the performance based on Entire Time was 89.3%
of the ideal, and that of Micro+L+C Time was 91.8%.

4) According to our analysis, Micro+L+C Time dominated
Entire Time, compared with Macro Time. In a more
detailed analysis of Micro+L+C Time, we found that
the communication times were negligible, but that the
delay caused by load imbalance could not be negligible.
More work needs to be done to decrease load imbalance
in the future.

VII. FUTURE WORK

In this study, we used a very coarse cell model, which
is suitable for the computation resources of the T2K/Tokyo.
When, in the near future, we have access to peta-scale comput-
ers with more than 80,000 nodes (600,000 cores), we intend
carrying out the following simulation.

In the discretization, there will be more than 600,000 finit
elements in the macroscopic domain, while the number of
microscopic units will also be greater than 600,000. The
NDOF of each microscopic unit will be between 100,000 and
200,000. Therefore, the total NDOF of the whole heart will be
approximately between 6×1010 and 1.2×1011. We believe we
can contribute to medical practice by carrying out simulations
with this NDOF.

Using more than 80,000 nodes, the load imbalance among
microscopic units may become even more significant

We assume that the macroscopic domain will be executed
in parallel using less than 1000 macro processes. Because the
communication costs between any two nodes may not always
be equal on peta-scale computers, communication time may
change according to how the macro processes are distributed
among the 80,000 nodes.

Due to the fact that overhead may become excessive when
using about 106 MPI processes, we intend rewriting our simu-
lator using a hybrid programming model, MPI with OpenMP.
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１．はじめに 

宇宙空間は真空と思われているが、その 99%はプラズマで満たされている。プラズマとは電

離した気体のことであり、帯電している電子とイオンが分かれて存在する状態である。しばし

ば物質の第 4の状態とも呼ばれている。宇宙空間、特に我々の暮らす太陽系においては太陽か

ら太陽風と呼ばれるプラズマの風が常時吹き出しており、太陽系全体にそのプラズマが充満し

ている。宇宙プラズマは導電率が高いため、プラズマは磁力線に沿って動きやすく、また磁力

線を横切る動きを取りにくい特徴がある。そのため、太陽風プラズマは太陽の磁場を伴って超

音速で吹き出しており、地球のような磁化惑星に衝突すると、その磁場を伴ったプラズマの風

が惑星の固有磁場と相互作用する。その結果、惑星磁場が変形し、磁気圏という第１図に示す

ような形をとる。惑星磁気圏の太陽側は太陽風の圧力により圧縮された形をしており、反太陽

側は太陽風によって引き延ばされた形をしている。図の左側から太陽風が流れ込み、磁気圏の

前面には、弓形の冠衝撃波(bow shock)が形成され、その内側にはマグネトシースが存在する。

磁気圏は磁場構造により、内部磁気圏(中低緯度に根ざす閉じた磁力線からなる領域)と外部磁

気圏(高緯度側に根ざす開いた磁力線からなる領域)の 2つに分けられる。その内部磁気圏と外

部磁気圏の昼側境界にあたるのが、カスプ領域である。ローブ領域は外側磁気圏で開いた磁力

線領域であり、希薄なプラズマが存在している。ローブに挟まれた閉じた領域がプラズマシー

トと呼ばれる部分で地球の極域電離圏と磁力線を通してつながっている。その境界領域はエネ

ルギーが高くなっている。特に、このプラズマシートは、南と北のローブ領域の磁場で囲まれ

ているため、エネルギーが高く、また、地球に向かう高速の流れが存在し、かつ密度粒子が高

く、地球の極域電離層で起こる様々な現象の源となっている。磁気圏境界と呼ばれる部分が、

地球磁気圏の殻である。その内側において、尾部の子午面では、カスプからの延長のプラズマ

マントルが、赤道面では、低緯度境界層が存在し、これらの領域では、100‐150km/s の粒子の

流れが観測されている。この磁気圏は基本的に太陽風プラズマに対するシールドとして働いて

いるが、いくつかの条件下では太陽風プラズマが磁気圏内に侵入することがある。その結果、

例えば身近な現象としては極域地方でのオーロラ発光という形で表れる。より詳細な紹介につ

いては、参考文献[1]などを参考にしていただきたい。 

宇宙プラズマ研究において、我々は主にこのような太陽から吹いてくる磁場を伴ったプラズ

マの風（太陽風）と地球の磁場が相互作用して起こる様々な現象を研究ターゲットにしている。

これらは宇宙空間で起きる現象であるため探査機を打ち上げて観測を行うが、基本的に“その

場”の観測しか行えない（立体空間情報を得ることができない）。そのため、3 次元空間構造、

さらにその時間発展などを調べることのできる宇宙プラズマ計算機シミュレーションがこの分
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野の理論の発展、また観測結果の理解の促進に非常に重要な役割を果たしてきている。 

 

 

第 1図：地球磁気圏の構造。 

図の左側から超音速の太陽風が惑星間空間磁場を伴って吹いており、それが地球に達すると、地球の前面に

は衝撃波面が形成される。その衝撃波面より地球側に磁気圏の境界を表す磁気圏境界面が存在し、その中が磁

気圏になる。磁気圏は惑星固有磁場の勢力範囲であり、太陽風から地球をシールドする働きを持つ。磁気圏内

は、いろいろな領域に分けられており、それぞれ図中にあるような名前が付いている。 

 

 

第１表: 地球、木星、土星の特徴。 

固有磁場は木星が飛び抜けて大きく、地球と土星ではそれほど変わらない。自転速度、赤道半径は木星、土

星で同程度であるが、地球に比べると遙かに大きい。プラズマ源は各惑星磁気圏内に広がるプラズマの発生源

を示している。イオ、エンケラダスは衛星であり、地球で言うところの月に当たるが、大気を持っている等、

その特徴は異なる。木星はおよそ太陽から、地球と比べて 5倍以上離れており、土星はさらに 9.5倍離れてい

る。 

 固有磁場

[nT] 

磁極 自転周期

[hr] 

プラズマ源 赤道半径

[km] 

太陽からの距離

[A.U.] 

地球 31,000 N極が南 24 電離圏 6,378 1 

木星 420,000 N極が北 10 イオ、電離圏 71,492 5.2 

土星 21,000 N極が北 10.65 エンケラダス、電離圏 60,268 9.55 
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磁気圏は地球だけでなく、磁場を持つ木星や土星でも形成される。第１表に太陽系内の代表

的な磁化惑星の特徴を示すが、惑星に固有磁場が存在すると、前述のように太陽風プラズマと

の相互作用が起こり、磁気圏が形成される。そのため、木星、土星でもオーロラが観測されて

いる（第 2 図を参照）。また第１表にあるように木星、土星は 1日が約 10時間と高速に自転し

ており、それに伴いプラズマが動くため地球とは異なった磁気圏構造をしていると考えられる。

木星は巨大な磁場を持ち、更に衛星イオから供給される大量のプラズマを保持したまま高速自

転しているために、磁気圏が遠心力によりディスク状に伸びていると考えられている。また固

有磁場が非常に強力なためその勢力範囲である磁気圏も非常に大きく、土星磁気圏が木星磁気

圏の尾部（反太陽側）に入っている観測結果もある。 

 

 

 

第 2図: 木星と土星におけるオーロラ発光[NASA 提供]。 

左側がハッブル宇宙望遠鏡で撮像された木星におけるオーロラ発光（紫外線領域）の写真であり、右図が土

星におけるオーロラ（紫外線領域）の写真である。青白く光って見えるのは紫外線領域での撮像のためである。 

 

 

一方で土星はその特徴からよく地球と木星の中間の惑星と言われる。それは、地球程度の磁

場しか無いが、木星と同様に高速自転し、衛星エンケラドスがプラズマを供給し、惑星の大き

さも太陽系では木星の次の規模であることからきている。そのため第 3図のように土星におい

てもプラズマディスクが形成されると考えられている。しかしながら、最近の我々の研究では

二つの惑星の中間という特徴ではなく、土星固有の現象、特徴も見つかってきている[5][6]。 

地球においては今までに、また現在もたくさんの衛星が磁気圏を観測し、物理現象について

理解が進んできているが、他の惑星ではそれほど進んでいない。木星においては、今まで 8つ

の探査機（Voyager 1、2、 Pioneer 10、11、 Ulysses、 Galileo、 Cassini、 New Horizon）

が観測を行い、その中でも Galileo 探査機は 1997年から 2002年まで木星を周回観測し、さま

ざまな情報を与えてくれた。我々のグループにおいてもこの Galileo 探査機の結果に対するシ

ミュレーションを行い、その構造、現象の理解につなげている[2][3][4]。一方で土星において

は、今までに 4機の探査機（Voyager 1、 Pioneer 10、11、Cassini）が観測を行っており、2002

年から今現在も Cassini 探査機が土星を周回観測している。Cassini 探査機は Galileo 探査機
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以上に様々な現象を観測しており、現在我々もその理解のため、シミュレーションを行ってい

る[5][6]。第 4 図に我々の土星磁気圏シミュレーション結果を載せる。a)、b)、c)はそれぞれ

惑星間磁場（IMF）が無い場合、南向き、北向きの場合の土星磁気圏赤道面におけるプラズマ温

度、プラズマの動きを表している。磁気圏内で激しく乱れるプラズマ対流が見て取れる。これ

は地球、木星磁気圏では見られない構造であり、土星磁気圏の特徴とも考えられている。更に

c)の条件（北向き IMF）において、プラズマの渦構造がオーロラの発光と関係があることが示

された。第 5図に赤道面のプラズマ温度と磁力線、その時刻における土星極域における沿磁力

線電流の強度を示す[5]。ここで磁力線は沿磁力線電流の強度が高いところからスタートを出発

点とし描いており、その磁力線が赤道面における渦構造が形成されるところに対応しているこ

とが分かる。近年 Cassini 探査機がこの対流構造に似た観測を行い、シミュレーションの正当

性が強くなってきている。 

 

 

 

第 3 図: 土星磁気圏の概略図[7]。 

地球磁気圏同様に太陽風により押し伸ばされた形をしており、土星周辺にエンセラドス起源のプラズマから

成るプラズマディスクが形成されている。 
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第 4図: 土星磁気圏シミュレーション結果[5]。 

a)IMFが無い場合、b)南向き IMF、c)北向き IMFにおける赤道面におけるプラズマ温度、プラズマ対流を示す。 

 

 

２ プロジェクトの目標 

一般に磁気圏の大規模構造をシミュレーションする場合、プラズマを電磁流体と近似した、

電磁流体力学（MagnetoHydroDynamics：MHD）シミュレーションを行う。このシミュレーション

では数値計算的な意味においてスケールフリーであり、解像度は計算機の資源によって決まる。

現在我々のシミュレーションでは 600×400×400（×MHD 変数:8）の直行格子を使い、解像度は

0.3RS（1RS は土星半径を表す：60,000km）であるが、近年の土星磁気圏シミュレーション結果

に表れるプラズマ対流の構造（第 4図参照）を表すには解像度が足りないことが明らかになっ

ている。そこで、本共同研究プロジェクトでは高精細の土星磁気圏グローバルシミュレーショ

ンを行うことを目的としている。目標は、0.1RSの解像度（現在の 1/3）で土星磁気圏を解くこ

とである。前述のように土星磁気圏は地球磁気圏と違い自転速度が早く、惑星付近では磁気圏

プラズマが自転とともに回転しており、太陽風との相互作用の結果が準定常状態に達するまで

に非常に時間がかかり、意味のある結果を得るためには、シミュレーションを長時間走らすこ

とが必要となる。そのため、計算機の実行効率が非常に重要になってくる。 

 

-  77  -



 

第 5 図: 沿磁力線電流と渦構造の関係[5]。 

北向き IMF時の赤道面におけるプラズマ温度と磁力線、土星極域における沿磁力線電流の強度を示す。極域

沿磁力線電流における番号は赤道面内の番号と繋がっている。 

 

 

 
第 6 図:各領域分割の実効性能[8]。 

左図が日立コンパイラの実効性能を表し、横軸が並列化数（使用 core 数）、縦が GFlops 値を表す。右図は

Intelコンパイラの結果を表し、書式は左図と同じである。Intelコンパイラは全体的に性能が出ているが、日

立コンパイラでは 2次元領域分割以外はあまり性能が出ていない。 
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平成 20 年度共同研究では、シミュレーションを始めるに当たって、いわゆる T2K 型、PC ク

ラスタ型の計算機に対する我々の土星磁気圏グローバル MHDコードの性能評価を行った。その

結果を第 6図に示す。惑星磁気圏コードの 1次元、2次元、3次元領域分割（第 7図参照）キャ

ッシュヒットを考慮した 3次元領域分割の 4 種類を、日立製とインテル製コンパイラを用いて

実効性能を測定した結果である[8]。この結果 1024コアを利用する場合、インテル製コンパイ

ラを利用し、2 次元領域分割を行う並列化手法が最も効率的であった。本プロジェクトでは、

この 2 次元領域分割を用いて、高精細 3次元グローバル土星磁気圏 MHD シミュレーションを行

うことを目標とする。 

 

 

 

第 7 図: 3 種類の領域分割法。 

左から 1次元領域分割、2次元領域分割、3次元領域分割の概要図を示す。n3の配列を並列 pで分割している。

全並列数を pとしているため、2次元領域分割では各次元で p1/2並列、3次元領域分割の場合、x,y,z方向に p1/3

並列を適用している[8]。 

 

 

３．磁気圏シミュレーションモデルの概要と特徴 

３．１ 電磁流体方程式 

宇宙プラズマの密度はとても低いために、その平均自由行程が非常に長くなる。例えば、太

陽プラズマの平均自由行程は１天文単位（太陽と地球の距離）にも達する。そのため宇宙プラ

ズマは基本的に衝突が無いと見なされる。その無衝突プラズマの振る舞いは以下の Vlasov（無

衝突 Boltzmann）方程式によって記述される。 
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      (1) 

ここで E

、 B


、 r


とv


はそれぞれ電場、磁場、距離、速度を表す。また、 ),,( tvrf

ss


は位置-

速度位相空間における分布関数であり、 sはイオンや電子など種類を示す。
s
q は電荷を

s
m は

質量を表す。電磁場の時空間発展は以下のように Maxwell 方程式によって記述される。 
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ここで J

は電流密度、  は電荷密度、

0
 は真空中の透磁率、

0
 は真空中の誘電率、 c は光速

を示す。電流密度 J

は帯電した粒子の動きによって以下のように記述できる。 
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        (3) 

また、電流密度 J

は以下の電荷保存則を満たしている。 

0



J

t


         (4)

 

ここまでにあげた式が無衝突プラズマの第一原理の方程式である。 

次に電磁流体力学（MHD）方程式を求めていく。MHD方程式は Vlasov 方程式(1)の 0次、1次、

2 次のモーメントをとり、運動論的効果を無視することで得られる。まず Vlasov 方程式の 0次

のモーメントをとる（Vlasov方程式(1)を速度空間について積分する）と連続の式が求まる。 
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s
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は各プラズマの平均速度を表す。次に Vlasov方程式(1)に vm


を掛けてから速度空間で積分

する（1次のモーメントをとる）と、運動方程式が求まる。 
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P

は圧力テンソルを表す。更に、粒子の運動エネルギー
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を Vlasov方程式(1)に掛けて速

度空間で積分する（2次のモーメントをとる）と、エネルギー方程式が求まる。
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s
h

は熱流束密度である。ここで以下の操作を行

って、単一流体近似をこれらの流体方程式に適応すると、 
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さらに、いくつかのテンソル計算を行って、以下の式を得る。 
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ここで
3

5 は比熱比であり、等方対角テンソル pIP

s

s



（ I は単位テンソル）と仮定した

ため、熱流束密度は無視できる。更に、磁場凍結条件により、 

 0 BUE


         (12) 

が求まり、Darwin 近似を用いて、 

 JB


0
          (13)

 

が求まる。これら(9)～(13)式が MHD 方程式となる。より詳細な導出は参考文献[9]を参考にさ

れたい。 

 

 

３．２ MHD シミュレーションモデル 

 MHD 方程式を解く数値計算法としては、Ogino ら[10]によって開発された Modified Leap Frog

法を使用する。これは最初の 1 回を two step Lax-Wendroff 法で解き、続く （l － 1）回を

Leap Frog 法で解き、その一連の手続きを繰り返す。lの値は数値的に安定の範囲で大きい方が

望ましいので、2 次精度の中心空間差分を採用するとき、数値精度の線形計算と予備的シミュ

レーションから l = 8に選んでいる。この手法を用いた計算で、今まで様々なシミュレーショ

ンを行ってきたこともあり、同様の手法を用いることで、過去の結果と比較できる利点がある。 

並列化には MPI のみを使用する。並列化手法としては性能測定の結果、Intel コンパイラを

利用した 2次元領域分割が最も性能が出たため[8]、2次元領域分割を適用している。並列化時

の通信において、通信時間を最小限にするために、すべての境界値を入れるためのバッファ配

列を用いた。また、実際の MPIで通信する際には“MPI_sendrecv”を用いた。これは送受信を

一括で行う関数になり、送受信に伴うプロセスが一つで済む。またコンパイラオプションは、 

-ipo -O3 -msse3 -xSSE3 -no-prec-div 

を使用した。 

 本シミュレーションでは、GSM (geocentric solar magnetospheric coordinates)と呼ばれる

直行座標系を用いており、太陽方向を x 軸の正、夕方向を y軸の正、北向きを z軸の正にとっ

ている。この座標系を第 8 図に表す。そして、x 軸の正の方向から太陽風を流し続ける。また

今回の計算では xy 平面に対して対称であるので z < 0 の領域は解かなくて良いこととなり、計

算領域は−60RS≦x≦120RS、−60RS≦y≦60RS、0≦z≦60RSの直方体となる。格子間隔を Δx＝Δy

＝Δz＝0.1RS の均一格子としたので、シミュレーションボックスの格子数は(nx, ny, 

nz)=(1800, 1200, 600)となる。この領域で MHD 方程式を解いていく。初期条件など詳細なシミ

ュレーションモデルは参考文献[5]を参照されたい. 
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第 8 図:シミュレーション座標系。 

左側から太陽風が吹いてくる。計算時間節約のため、南北対称モデルを用いている。 

 

 

MHD 方程式では未知数が 8（プラズマ密度、速度 3成分、圧力、磁場 3成分）あるために、シ

ミュレーション結果として約 80GB のデータがサンプリング時間毎に書き出される。サンプリン

グ時間は 0.069 時間であり、磁気圏構造、ダイナミクスを調べるためには 20時間以上の結果が

必要となり、約 300 個のデータを利用した（合計 24TB）。計算結果の書き出し自体は 1024 コア

毎に行い、情報通信研究機構（NICT）が運用している分散ストレージシステムに保存し、解析

を行った。東京大学情報基盤センターと NICT 間は JGN2plus で接続されており実効速度で最大

240Mbps の転送（SFTP）が可能である。また今回の計算ではおよそ 700計算時間を利用した。 

 

 

４．土星磁気圏 MHD シミュレーション結果 

 磁気圏のシミュレーションでは太陽風との相互作用を計算するために、太陽風を入力として

与える。太陽風はプラズマの風であり、太陽から磁場（IMF：Interplanetary Magnetic Field）

を伴っている。磁場の向きは磁気圏の構造に大きな影響を与えるが、今回の計算では磁気圏内

に太陽風のエネルギーが流入しやすい北向きの IMFを用いた。北向き IMF時には、磁気圏の反

太陽側（尾部）において、磁力線のつなぎ替え（磁気リコネクション）が起こり、プラズマ対

流の大規模な変動など起こる。 

第 9，10 図に土星磁気圏シミュレーション結果を載せる。それぞれの図は計算結果を切り出

して、拡大し、可視化している。第 9図は磁場の強度、第 10図はプラズマの温度を色で、プラ

ズマの動きを矢印で示している。それぞれ t= 10、12、16 時間における赤道面（xy 面）上の結

果を示しており、上図が高解像度（0.1RS）の計算結果、下図が従来の解像度（0.3RS）での結
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果である。座標系は第 8図に示したものであり、図の中心から尐し左側にある黒い点が土星で

ある。図の左側から超音速の太陽風が吹いてきており、土星の磁場に衝突することで、衝撃波

面が形成され、その波面と土星の間に磁気圏の境目である磁気圏界面が形成される。我々の土

星磁気圏シミュレーションコードは、今までの研究において、磁気圏の形、衝撃波面の位置、

磁気圏内のプラズマ分布などにおいて、観測結果を非常によく再現できている[5]。 

高精度の結果では、第 9 図の t = 10 時間において−y 方向の磁気圏界面（左上部）に波が立

ってきているのがわかる。さらに 2時間後にはきれいな渦構造が形成されている。一方で従来

の解像度では、t = 10時間において尐し磁気圏界面にゆがみが見える程度である。さらに、t = 

12 時間において渦が形成されてはいるが、高精度の結果と比べて、波の成長に違いが見られる。

t = 16 時間では高精度の結果では±y方向の磁気圏界面上に渦構造が見えているが、従来の結

果では見えていない。低解像度の結果では、+y 方向の磁気圏界面に渦構造が見られることは一

度もなかった。  

第 10 図では、プラズマの動きを示しているが、土星の高速自転に引きずられて、プラズマが

土星周辺で共回転していることがすべての図からわかる。この共回転プラズマが−y 方向では、

太陽風と逆向きのため、速度シアが大きく、波が立ち、渦構造が生成されやすい。一般にこの

渦構造は Kelvin-Helmholtz（KH）不安定性による渦といわれるが、その不安定条件をこの領域

では良く満たしている[11]。一方で、+y方向では共回転の向きと太陽風の向きが同じため、渦

が起きないと言われているが、第 10図の t = 16時間において土星の右側（白い領域）から土

星に向かってプラズマが動いている様子が高解像度、低解像度の結果からもわかる。これは磁

気リコネクションに伴うプラズマの流れであり、この流れが+y方向に侵入すると太陽風の向き

と反対方向となり、速度シアが生まれる。この速度シアは−y 方向と比べて小さく、更に KH 不

安定性は解像度に大きく依存するため、低解像度では再現できていなかった。 

渦をわかりやすく見るために、第 11図に渦度を示す。図の書式は第 9、10図と同じである。

この図では色の寒暖で渦の方向を示しており、色が濃いほど渦が強いことを示す。全体的に低

解像度（下図）の方が渦度が大きい領域が多いが、解像度不足により、一様化されている状態

に見て取れる。渦構造が形成される磁気圏界面に注目してみると、高解像度（上図）における

t=12、16時間でそれぞれ寒暖が混じり合った渦構造がきれいに見ることができる。 
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現在観測では、−y 方向における磁気圏界面でのみ渦構造が見つかっている 7)。前述のように

磁気圏構造は IMFの向きにより大きく形を変え、IMFは時間とともにその向きと強度を変える。

そのため観測では、ある太陽風入力での全体的な磁気圏の様子はわからず、探査機がいる“そ

の場”の情報だけである。一方、計算機シミュレーションではある太陽風条件下での 3次元磁

気圏構造がわかるため、今回再現された新しい+y方向における渦構造も観測に先立った結果で

ある可能性がある。 

 

 

５．まとめと今後の展望 

本研究では、東京大学 HA8000 1024 コアを利用し、土星磁気圏高精度グローバルシミュレー

ションを行った。シミュレーションには昨年度のプロジェクトで HA8000に最適化された電磁流

体力学コードを利用することで、長時間の時間発展を計算しなければならない磁気圏シミュレ

ーションが可能となった。それに伴いシミュレーションデータも膨大な量になったが、分散書

き出し、高速ネットワークで繋がれた分散ストレージを利用することで対応できた。 

シミュレーション結果では、従来の低解像度の結果とは異なり、渦の生成が早い、今まで現

れなかった場所に生成されるなど大きな違いが現れた。今回の結果は、土星磁気圏の観測結果

ではまだ観測されていない渦構造を示すもので、これから観測されることが期待される。この

渦構造は地球磁気圏にも見られるが、磁気圏内への未解明のエネルギー流入過程と考えられて

いる。また、そのエネルギー、プラズマの流れが衛星など宇宙空間での活動へ悪影響を与える

ことも考えられ、その物理の理解は重要である。  

今回のシミュレーションでは惑星間磁場（IMF）を北向きに限定して行った。地球を含めたシ

ミュレーションにおいて南向き IMF（地球では北向きに相当）において、渦構造が形成される

シミュレーションは未だにない。その理由としてシミュレーションコードの問題、解像度不足

など様々な原因が挙げられている。現在、本高精細惑星磁気圏 MHD コードを利用して、南向き

IMF でのシミュレーションを行っており、その問題に対して、一つの解答が期待される。 
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津波発生伝播の大規模３次元シミュレーション 

 

古村孝志  
東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター／地震研究所 

 

 

１ はじめに 

津波は、地震により生まれる海底面の地殻変動が海水を持ち上げ・下げし、これが重力を復

元力に持つ重力波として海面を伝播する現象である。マグニチュード（M）８クラスの巨大地震

により生まれる海水面の変動は高々１～２メートル程度にすぎないが、200×100平方キロメー

トル以上に広がる広大な海面の盛り上がりが津波として沿岸に押し寄せると、５～10メートル

を超える大津波に成長する。 

海に囲まれた日本では、繰り返し津波の被害を受けてきた。たとえば、1896年明治三陸地震

（M8.5）では、20～30 m を超える巨大津波が東北～北海道の太平洋岸に来襲し、２万人以上の

犠牲者が出た。ちなみにこの地震は、強い揺れを伴わずに突然津波が来襲する「津波地震」で

あった。その後、100 名を超える犠牲者を出す津波災害として、1933 年昭和三陸地震、1944年

東南海地震、1946 年南海地震、1983年日本海中部地震、1993年北海道南西沖地震がある。1960

年のチリ地震（M9.5）では、地球の裏側で生まれた津波が１日かけて日本の太平洋沿岸に来襲

し、北海道から沖縄にかけて死者・行方不明者 142 名を出す大惨事となった。チリ北西部では

2010 年３月にも M8.8 の地震が発生し、日本の太平洋沿岸に 17年ぶりに大津波警報が発表され

た。 

 今後 30 年以内には、駿河湾から日向灘にいたる南海トラフにおいて、東海・東南海・南海地

震の発生が心配されており、その規模は M8.0 ～8.7になる。房総半島から日向灘にいたる広い

範囲では、近いところでは地震から５分後に 5～10 m を超える大津波が押し寄せる可能性が高

い。こうした巨大地震による津波予測の高精度化と災害軽減に向け、津波シミュレーションの

高度化が急務である。これには津波の発生伝播を支配する地下構造と地震断層モデルの高精度

化とともに、大規模並列シミュレーションの実用化に期待するところが大きい。 

 

図１ 地震―津波連成シミュレーションの模式図。 
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表１ 近年の日本の津波被害。 

発生年 地震名 M 死者・行方不明者数 

1896 （明 29） 明治三陸地震 8.5 21,259 

1933 （昭 8） 昭和三陸地震 8.1 3,064 

1944 （昭 19） 東南海地震 7.9 1,223 

1946 （昭 21） 南海地震 8.0 1,443 

1960 （昭 35） チリ地震 9.5 142 

1983 （昭 58） 日本海中部地震 7.7 104 

1993 （平 5） 北海道南西沖 7.8 230 

 

 

２．津波シミュレーション 

 津波シミュレーションでは、まず地震の震源断層モデルと地下構造モデルを用いて海底地殻

変動量を計算し、次に複雑な海底地形において発生・伝播する津波を計算する。 

地震断層運動による地震波の発生・伝播と地殻変動の発生は、以下の運動方程式と応力―歪

みの構成方程式を用いて評価することができる： 
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また、歪みは以下で表される： 
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(3) 

地震発生から時間が経過し、地震波が広がった後には震源断層のまわりに永久変位が残り、

特に震源が浅い場合には地表面（海底面）が大きく隆起・沈降する。こうして生まれた海底面

の変動は、海水を押し上げ・下げし、海面が上昇・沈降する。震源域の上に生じた海水の盛り

上がり・下がりは、やがて津波として伝播を開始する。こうした津波の発生・伝播は、地震動

シミュレーションから求められた海底面の変動を入力として、以下の３次元ナビエストークス

式： 

,
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

z

zzzz

z

z

y

z

x

z

y

yyyy

z

y

y

y

x

y

x

xxxx

z

x

y

x

x

x

g
z

u

y

u

x

u

z

p

z

u
u

y

u
u

x

u
u

t

u

g
z

u

y

u

x

u

y

p

z

u
u

y

u
u

x

u
u

t

u

g
z

u

y

u

x

u

x

p

z

u
u

y

u
u

x

u
u

t

u
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および連続の式： 
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を用いて評価することができる。 

地震と津波のシミュレーションの連成は、海底面の時間変動（地動速度）の境界条件を共有

することにより実現する。まず、地震動計算(1)-(3)から求められた海底地殻変動の時間変化（地

動速度）を求め、これを用いて津波計算における海底面直上の海水の流速を置き換える（図１）。

ここでは、地震から津波への一方向の連成（弱連成）を考え、津波が地震動や地殻変動に与え

る影響は小さいので考えない。これら運動方程式とナビエストークス式は差分法に基づき陽的

に計算する。 

 

２．大規模地震―津波シミュレーションの課題 

 運動方程式とナビエストークス式の３次元差分法計算には大きな計算資源を必要とするため、

これまで主として地球シミュレータ（ES）等のベクトル型計算機を用いて行ってきた。特に、

運動方程式の差分法計算はベクトル計算機の演算機構に良く適合し、長いベクトル長を持つベ

クトルレジスタと高いメモリバンド幅により、特にプログラム書法を意識しなくても理論性能

の 50 %を超える実効性能を達成することができた。 

ところが、近年の超並列計算機を代表各であるスカラー型計算機は、高い CPU性能に対して

メモリバンド幅が狭く、その性能を引き出すためには特別なコードチューニングが不可欠であ

る。これは、スカラー型計算機だけの問題ではなく、近年のベクトル計算機にも当てはまる。
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たとえば 2008 年に更新された新型地球シミュレータ（ES2）では、CPU 性能が前機種（ES）の

12.8 倍に高まった一方で、メモリバンド幅が ESの 4 Byte/FLOPSから ES2では 2.5 Byte/FLOPS

にまで大きく低下し、地震動シミュレーションの実効性能も 30 %以下にまで低下した。 

本研究では、大規模地震―津波シミュレーションの実現に向け、運動方程式の差分法計算を

対象に、ベクトル型計算機（ES2）とスカラー型計算機（T2K）の演算性能の調査と、そして二

つのタイプの計算機を対象としたキャッシュメモリ利用と MPIチューニングを進めた。 

  

2-1. ベクトル型計算機とスカラー型計算機 

 キャッシュメモリが差分法計算性能に与える影響を見るために、地震動シミュレーションコ

ード（Seism3D）についてモデルサイズと演算速度（GFLOPS 値）の関係を調査した（図２）。な

お、計算は ESと T2Kの 1 CPUを用いて行った。 

ES では、モデルサイズが大きくなり、ベクトル長の増長とともに演算速度が加速し、やがて

一定の演算速度（およそ 3.4 GFLOPS）に落ち着く。このときの実効性能は ES の理論性能(8 

GFLOPS/CPU)の 42.5 ％である。一方、T2Kではモデルサイズの増大とともに演算速度が低下す

る逆の傾向が出る。最小モデルの計算では 4.1 GFLOPS の演算速度が得られ、T2Kの理論性能（9.2 

GFLOPS/CPU）を考えると実効性能は 44.5 %になる。しかし、大モデルでは 0.5 GFLOPS に低下

し、実効性は 5.4 %と見積もられる。T2K では、モデルサイズが小さい場合には、その大部分が

キャッシュメモリ内に収まり、CPU との高速データアクセスが可能である。しかし、通常の地

震動計算では、１CPU あたりのメモリ使用量は数百 MB になり、わずか数 MB のキャッシュメモ

リにはとうてい収まらない。モデルサイズの増大とともにキャッシュ溢れが起き、メインメモ

リとのアクセスが増えるために計算速度が急激に低下する。 

T2K のメモリバンド幅は 0.2 Byte/FLOPS程度と考えられ、CPUとメインメモリとのアクセス

には数十ウエイトの待ち時間が生じるなどペナルティが大きい。したがって、この限られたキ

ャッシュメモリを最大限に活用するコードチューニングが T2Kの性能を引き出す鍵となる。 
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図２ 地震動シミュレーションコードにおけるモデルサイズと演算速度の変化。ES と T2K の比較。 

 

2-2. 最適化 Fortran コンパイラの性能比較 

  T2K では純正の Hitachi 製 Fortranコンパイラのほか、Intel製コンパイラと PGI製コンパイ

ラの３つが利用できる。これらの最適化性能を比較するために、Seism3D の１CPU演算速度をモ

デルサイズを変えて比較した（図３）。同一プログラムでも、使用するコンパイラにより演算速

度が最大３割程度も大きく異なること、その傾向はモデルサイズによっても大きく異なること

がわかる。たとえば、小さなモデルでは Intel コンパイラが優位であるが、大きなモデルでは

Hitachi コンパイラや PGI コンパイラの性能が高い。 

このように、T2K での演算性能はコンパイラの最適化処理に大きく依存していることがわか

る。同時に、各社のコンパイラ性能の大きなばらつきを考えると、最適化にはまだ改善の余地

があり、現時点では T2K の CPU 性能を十分に出し切れていない感じもする。なお、本テストは

2008 年 5月に行ったものであり、それ以降のコンパイラのバージョンアップにより状況が改善

されている可能性もある。 

 

 

図３ 地震動シミュレーションコードのコンパイラによる演算速度の比較。 

 

３．T2K 向けコードチューニング 

 以上より、スカラー型計算機の性能を得るためには、キャッシュメモリ利用の最適化に向け

たコードチューニングが必須であり、かつ最適化コンパイラに頼るだけでなく計算順序の変更

やアルゴリズム自体の変更など、コードの大幅な修正が必要である。 

このような観点から進めた T2K向けチューニングの結果を、同様の作業を ES2に対して行っ

た結果とあわせて比較する。 
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3-1. 演算の結合 

T2K の狭いメモリバンド幅の問題をカバーするために、運動方程式の差分法計算におけるメ

インメモリからのデータロード回数の節約を考える。例えば、方程式(3)における変数
x
u に対

する差分法演算は zuyuxu
xxx

 /,/,/ の３つが必要である。これまでの計算では、３つ

の計算をサブルーチンコールにより行い、その都度メモリから
x
u をロードして差分法演算を行

ってきた。いっぽう、
x
u をメモリからロードした後に、 zuyuxu

xxx
 /,/,/ の３つの計

算を連続して行なうことにより、ロード回数を３回から１回に節約することができる（図３）。

こうして、３つのサブルーチンを一つに結合した結果、Seism3Dの演算性能が 4 ％高速化（本

微分演算部分だけでなく Seism3D計算全体にかかる時間。以下同様。）できた（表２）。なお、

本チューニングの効果は ES2ではより大きく計算が 14 %高速化した。 

 

 

 

図３ ３回の微分演算の結合。 

 

 

 
修正前[s] 修正後[s] 性能比 

T2K 650.8 624.8 1.04 

ES2 7.2 7.1 1.14 

表２ ３回の微分演算の結合による計算時間と演算性能の変化（T2Kと ES2）。 

 

3-2. 変数の結合と共有化 

歪みの式(4)では微係数 yu
x

 / と xu
y

 / の二つが足しあわされた形で用いられ、これらの

微係数は他の運動方程式の計算において単独で用いられることはない。そこで、二つを最初か
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ら１変数にまとめることにより、今後データロード回数を２回から１回に減らすことができる

（図４）。このような結合可能な変数は６組あり、T2Kにおいて演算性能をさらに 16 %改善させ

ることができた。いっぽう、ES2 での性能向上は 4 %にとどまり、先に述べたチューニングとと

もに、計算機により効果は大きく異なる結果となった（表３）。 

 

図４ 変数の結合と共有化。 

 

 
修正前[s] 修正後[s] 性能比 

T2K 624.8 536.7 1.16 

ES2 7.2 6.9 1.04 

表３ 変数の結合と共有化による演算時間と性能の比較。 

 

3-3. MPI 通信バッファの記述 

領域分割に基づく並列計算では、各 CPU に割り当てられた小領域の周囲（袖領域）のデータ

を隣接する CPU と MPI 通信を用いて交換する必要がある。このとき、袖領域のデータはメモリ

上には必ずしも連続して配置されていないため、いったん通信バッファにコピーしてから

MPI_ISEND/IRECV 関数を用いた送受信が必要になる。 

この操作のために、これまで MPI2に用意されている MPI_TYPE_CREATE_SYBARRAY （）等の関

数を用いて「派生データ型宣言」を行い、この型を用いて、飛び飛びに並んだ袖領域内のデー

タを通信バッファにコピーする作業を行ってきた（図５）。こうして自ら通信バッファにパック

／アンパックする手間が省け、プログラムにおいて本作業を隠蔽する効果があり非常な便利な

機能ではあるいっぽう、MPI 内部でどのような処理が行われているかが不明である不安があっ

た。 

試しに、本関数を用いずに、通信バッファのパック／アンパック操作を自らプログラミング

したところ、計算時間が 4 %短縮した。また、ES2では 16 %の性能向上が見られた（表４）。プ

ログラムが長くなるなど助長性が増すが、複数の通信バッファをひとまとめにするなど細かい

操作も可能になる。 
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図５ 派生データ型を用いた通信バッファの利用と、通信バッファの明示的記述。 

 

 
修正前[s] 修正後[s] 性能比 

T2K 650.8 624.8 1.04 

ES2 9.7 8.3 1.16 

表４ 通信バッファの明示的記述による演算時間の短縮効果。 

 

 

図６ T2Kにおける地震波動伝播シミュレーションの並列計算性能。チューニング前と後。 
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図８ 1707年宝永地震の地震動シミュレーション。 

 

 

図９ 1707年宝永地震の津波シミュレーション。 
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４．まとめと課題 

  最後に、本地震―津波シミュレーションコードを用いて実施した、1707年宝永地震の地震

―津波シミュレーションの例を示す。本シミュレーションの計算領域は、水平方向に 1200×600

平方キロメートル、そして鉛直方向 128キロメートルであり、これを 3000×1500×640格子に

離散化した。地表付近の地震波（S 波）の最小速度は 1.6 km/s とし、周波数 1 Hz までの地震

波伝播を評価した（図８）。次に、本計算から求められた地震地殻変動を入力データとして、津

波計算（図９）を行った。なお、地震動計算に要した時間は、T2K の 64 ノード（1024CPU）計

算において 12.2 時間、ES2 の 32 ノード（256CPU）計算では 2.0 時間であった。なお、並列計

算は、ノード内・ノード間ともに MPI を用いた並列計算（Flat MPI）にて行った。T2K におけ

る実効性能はチューニング前の 5.8 %から 7.1 %にまで高めることができた。また、並列化率も

99.72 %から 99.92 %に向上し、数千 CPU 以上の大規模並列計算の実用化の目処を得た。 
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天体活動現象の輻射磁気流体シミュレーション 

松 元 亮 治 

千葉大学大学院理学研究科 

 

１．はじめに 

 天体観測技術の進展に伴い，激しい時間変動や X線・ガン

マ線放射，ジェットの噴出等を伴う活動的な天体現象が続々

と発見されてきた。これらの活動現象のエネルギー源として

は恒星中心での核融合反応によって解放される核エネルギー，

重力を及ぼす天体に物質が落下する際に解放される重力エネ

ルギー等に加えて，電磁場と相互作用する物質の運動に伴う

磁気エネルギーの蓄積と解放が重要な役割を担っていること

が知られている。例えば最も身近な天体である太陽について

はガリレオ以来 400年にわたって黒点数の増減が観測されて

きた。その結果，黒点数が 11年周期で増減を繰り返すこと，

17 世紀に発生したマウンダーミニマムのように黒点が発生しない期間があることなどがわか

ってきた。黒点数が増える活動期にはエネルギー解放現象であるフレアも多数発生する。これ

らの活動性は太陽内部の対流層内の運動によって増幅された磁場が表面に浮上することによっ

て引き起こされていると考えられている。図 1に 2006年に打ち上げられた「ひので」衛星で観

測された太陽コロナの軟Ｘ線画像を示す。明るい領域が表面に浮上した磁気ループによって形

成された活動領域である。 

磁場と相互作用する電離物質の運動に伴う磁場増幅機構はダイナモと呼ばれ，太陽や恒星の

みならず，我々の銀河系のような渦状銀河の磁場を維持する機構としても重要である。渦状銀

河の磁場は星間ガス雲の形成に寄与し，これらの星間ガス雲が重力収縮して形成される原始星

のまわりを回転するガス円盤（原始惑星系円盤）から地球のような惑星が誕生してきた。大質

量星の進化の最終段階で星の中心核が重力崩壊して発生する中心核崩壊型超新星爆発において

も，磁場の重要性が注目されている。超新星爆発に伴って発生する衝撃波は星間ガス雲を圧縮

して新たな星形成を誘発し，超新星爆発に伴って恒星内部で合成された元素が星間空間に飛散

することにより，岩石や生命を構成する元素に富んだ星間ガスが生まれてきた。 

以上のように，ビッグバンに始まる宇宙の歴史の中で，磁場と物質との相互作用は，星や惑

星などの天体形成と宇宙の活動性に大きく寄与してきた。この相互作用の本質は荷電粒子と磁

場の相互作用にある。この相互作用を扱う計算手法としては，荷電粒子系の運動を追跡する粒

子法，位置と速度を座標とする位相空間の中で電磁場と相互作用する荷電粒子の分布関数

f(t,x,v)の時間発展を記述するブラソフ方程式を解く方法，空間各点の微少体積内で平均化し

た密度ρ，圧力ｐ，速度ｖ，電流密度 j などのマクロ量を用いて粒子系と磁場の相互作用を記

述する磁気流体力学方程式を解く方法などがある。磁気流体力学では個々の粒子軌道が問題に

なるラーモア半径程度のスケールで発生する現象や，マクスウェル分布からはずれた粒子加速

を扱うことができないが，巨大な空間スケールで発生する宇宙現象の研究で威力を発揮する。

図１「ひので」衛星で観測した
太陽コロナの軟Ｘ線画像 
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原始惑星系円盤のように電離度が高くない場合でも，磁場と相互作用する荷電粒子と中性粒子

の衝突を通して円盤ガスは磁場と相互作用するため，磁気流体として扱うことが可能である。 

 

２．磁気流体から輻射磁気流体へ 

磁気流体力学の基礎方程式を図２に示す。ここで，g は重力，εは内部エネルギー，ηは電

気抵抗をあらわす（単位系は cgs単位系）。ゆっくりとした現象を扱っている場合，マクスウェ

ル方程式にあらわれる変位電流を無視でき，j = c∇×B/4πとあらわすことができる。誘導方

程式の右辺では，電場ベクトル E を拡張されたオームの法則 E = -v×B/c +j/σを用いてあら

わしている。電気伝導度σはηとη=c2/(4πσ)の関係にある。最後の式（エネルギー式）の右

辺はジュール加熱項，粘性加熱項，輻射冷却項をあらわす。高温の希薄プラズマでは平均自由

行程が長く粒子間の衝突の効果が小さくなるため，電気抵抗が非常に小さくなる。このように

電気抵抗が無視できる磁気流体は理想磁気流

体と呼ばれる。理想磁気流体では磁気流体と

共に動く任意の閉曲線で囲まれた面を貫く磁

束は変化しないことを示すことができる。こ

の 性 質 は ， 磁 場 の プラ ズ マ へ の 凍 結

（frozen-in）と呼ばれ，磁気流体の挙動を理

解する鍵になる。この性質のため，磁気流体

の運動に伴って磁場が変形し，磁場を強める

ことができる。 

我々は太陽表面活動に代表される天体活動

現象の３次元磁気流体シミュレーションを世界に先駆けて実施してきた。本プロジェクトでは，

我々のグループで作成してきた磁気流体シミュレーションコードを HA8000 計算機に実装して

シミュレーションを実施すること，輻射と物質の相互作用をシミュレートする輻射磁気流体モ

ジュールの並列効率を高め，大規模３次元計算に適用可能にすることを目標にしている。 

天体からの輻射によって周辺物質が電離される領域や，天体からの輻射が物質によって散乱

または吸収されることによって物質に働く力が重力に比べて無視できなくなる場合，輻射と物

質との相互作用を考慮することが重要になってくる。球対称に放射する質量 Mの天体の光度を

L，自由電子散乱（トムソン散乱）の断面積をσT，電子の個数密度を n，重力定数を G とする

とき，天体から距離 r の点で単位体積あたりに働く輻射による力 nσTL/(4πcr2)が重力 

nmGM/r2 (m はイオンの質量)に等しくなる光度 LEdd=4πcGM/(σT/m)はエディントン光度と呼ば

れる。ブラックホール候補天体の光度はエディントン光度程度になる場合があり，輻射と物質

の相互作用を含めた輻射磁気流体方程式を解く必要がある。 

図 3 に流体・磁気流体シミュレーションと輻射磁気流体シミュレーションの関係と計算量を

示す。輻射と物質の相互作用を扱うためには，物質中の輻射輸送を記述する輻射輸送方程式を

解く必要がある。この方程式は輻射強度 I(t,x,y,z,ν,θ,φ)が物質からの輻射や吸収・散乱

によって変化することをあらわしており，空間 3次元，振動数，光線方向 2次元，合計 6次元

の空間を扱う必要がある。このため，この空間を格子に分割して各次元方向に N個の格子点を

用いる場合，計算量は N 6に比例する。このような 6 次元計算は次世代，次次世代スーパーコ

ンピュータで挑戦すべき重要な課題であるが，本プロジェクトではその前段階として，輻射輸
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図 2 磁気流体の基礎方程式 
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送方程式を角度方向に積分したモーメント式を用いたシミュレーションコードを実装して各種

天体現象に適用することを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輻射磁気流体の基礎方程式を図 4に示す。運動方程式には吸収または散乱によって磁気流体

に働く力 (κ+σ)F0/c が加わる。ここで，κは吸収の不透明度，σは散乱の不透明度である。

磁気流体のエネルギー式には輻射を吸収することによって流体が加熱される効果と輻射によっ

て磁気流体が冷却される効果が加わる。ここで，E0 =∫I dΩ/c(dΩは微少立体角)は輻射エネ

ルギー密度，F0 =∫Iℓ dΩ（ℓ は光線方向の単位ベクトル）は輻射流束，P0 =∫Iℓℓ dΩ/c は

輻射によるストレステンソルを与える。E0，F0，P0はそれぞれ輻射強度の 0次，1次，2次のモ

ーメントになっている。輻射磁気

流体の 3次元計算で使用されるよ

うになってきた輻射流束制限拡散

（Flux Limited Diffusion : FLD）

近似では，0 次のモーメントのみ

を採用しF0は∇E0に比例すると仮

定して，光学的に薄い極限と厚い

極限で正しい輻射流束を与えるよ

うに，比例定数を近似する。本研

究では FLD近似に基づく輻射磁気

流体コードを実装・最適化するこ

とに加えて，1 次のモーメント式を解いて輻射流束の時間発展を追跡する M1スキームを実装す

ることも目指す。 

以下では，重力を及ぼす天体に回転物質が落下する際に形成される回転円盤（降着円盤）の

３次元磁気流体シミュレーション結果，特に円盤ダイナモと準周期振動に関係する計算結果を

紹介する。その後，我々のグループで作成・公開してきた宇宙磁気流体シミュレータを紹介し，

このシミュレータの磁気流体エンジン部分を改訂して HA8000 計算機に実装して実施したテス

ト計算結果を報告する。また，輻射磁気流体モジュール実装の進捗状況についても述べる。 

図 3 流体・磁気流体シミュレーションと輻射磁気流体シミュレーションの計算量 

図 4  輻射磁気流体の基礎方程式 

( )

( ) 0000
0

0

0

:4

4)ε(
∂
ε∂

η

4
)()(

∂
∂

0)(
∂
ρ∂

PvFv

vv

BBvB

FgBBvvv

v

∇−−+⋅−∇=⋅∇+
∂
∂

+−+=⋅∇+⋅∇+

×∇−××∇=
∂
∂

+
++

××∇
+∇=∇⋅+

=⋅∇+

EcBE
t
E

EcBQQpρ
t
ρ
t

c
ρ

π
pρ

t
ρ

ρ
t

visJ

κπκ

κπκ

σκ
－

-  101  -



 - 4 - 

３．降着円盤の大局的３次元磁気流体シミュレーション 

重力を及ぼす天体に物質が回転しながら落下する際に形成される回転円盤（降着円盤）は，

Ｘ線連星，活動銀河中心核，星形成領域等で観測される激しい時間変動やジェット噴出などの

活動性の起源になっていると考えられている。図 5にハッブル宇宙望遠鏡によって観測された

形成されつつある星（原始星）周辺の画像とその模式図を示す。黒いシルエットとして浮かび

上がっているのが原始星のまわりを回転する原始星円盤である。この円盤の回転軸方向上下に

数百 km/sの速度で細く絞られた電離ガスのジェットが噴出している。原始星では太陽表面の磁

気爆発現象である太陽フレアの十万倍以上のエネルギーが解放されるＸ線フレアが観測されて

おり，原始星と原始星円盤を結ぶ磁気ループに蓄積されたエネルギーが爆発的に解放されてい

るのではないかと考えられている。このように，太陽のような恒星は，降着円盤の激しい活動

を伴いつつ形成されているらしい。原始星円盤の中では惑星が形成されていく。地球のような

惑星の誕生過程を理解するためには，原始星円盤内部でのダストの成長，集積過程を解明する

必要があり，原始星円盤の物理状態を理解することが必須である。 

 

 

中心天体がブラックホールの場合のＸ線連星の模式図を図 6に示す。ブラックホールは重力

が強いために光さえも逃げ出せない天体だが，伴星から落下してきた物質によって形成される

降着円盤が輝く。そのエネルギー源はブラックホールに落下する降着物質が解放する重力エネ

ルギーである。中心天体の質量を M，万有引力定数を G とするとき，質量 m の物質が無限遠か

ら r = rin まで落下する際に解放される重力エネルギーは E = GMm/rin ，回転していないブラ

ックホールの半径（シュバルツシルト半径）を rs とするとき，静止エネルギーとの比 

E/mc2=GM/(rinc
2)=rs/(2rin)は rinがシュバルツシルト半径に近づくと 0.1を超える（正確なエネ

ルギー変換効率を求めるには一般相対論的な扱いが必要）。物質がブラックホールに球対称に落

下する場合，解放された重力エネルギーは落下物質の運動エネルギーに転化され，そのままブ

ラックホールに吸い込まれてしまう。他方，落下物質が回転していると重力と遠心力が釣り合

う位置で物質は円軌道を描いて回転する。このままではエネルギーが取り出せないが，摩擦力

等が働いて回転物質が角運動量を失うと物質は図６のように渦を描いてゆっくりと落下し，こ

の際に解放された重力エネルギーを輻射エネルギー等として取り出すことができる。 

降着円盤における角運動量輸送機構を理解することは理論天文学最大の課題のひとつだった。

標準的な降着円盤モデルでは，粘性ストレス trφがガスの圧力 P に比例すると仮定し，その比

例係数をαと置いて trφ=αP と仮定するという現象論的な扱いが行われていた。このようなモ

デルはαモデルと呼ばれる。パラメータαは角運動量輸送率，したがって系の進化のタイムス

図 5  ハッブル宇宙望遠鏡による原始星円盤の観

測結果（Burrows 1995）とその模式図。 

図 6  ブラックホールのまわりに形

成される降着円盤の模式図。 
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ケールを決める。αモデルに基づく降着円盤モデルと観測される時間変動のタイムスケールを

比較することにより，α=0.01-0.1 程度と見積もられていたが，この効率的な角運動量輸送の

起源は謎だった。ひとつの可能性として，降着円盤の回転角速度が半径に依存する差動回転を

することによって発生する流体力学的な不安定性によって降着円盤が乱流的になり，角運動量

が輸送されることが指摘されていた。しかしながら，３次元流体シミュレーションの結果，円

盤は十分乱流的にならず，角運動量輸送率が低すぎることが明らかになり，角運動量輸送の起

源は他に求める必要があることが判明した。 

この状況を打破したのが，Balbus and Hawley(1991)の論文[1]である。彼らは，差動回転円

盤における磁気回転不安定性（Magneto-Rotational Instability: MRI）の重要性を指摘した。

図 7 に磁気回転不安定性のメカニズムを示す。左図のように中心天体のまわりを回転する質点

がばね定数の小さなばねで結ばれているとする。内側を回転する質点の方が角速度が大きいた

め，ばねは引き伸ばされ，外側の質点に角運動量が輸送される。このため内側の質点は角運動

量を失って落下し，より速い角速度で回転，外側の質点は遠心力が増して外側に変位し，より

遅く回転する。これらの変位をもとの位置に戻そうとするばねの復元力が十分小さければ質点

間の距離は増大し，ますます角運動量が輸送されることになる。図 7右上図のように差動回転

する磁気流体を鉛直方向の弱い磁場が貫いている場合，磁気流体要素を変位させると同様な機

構によって不安定性が成長する。これが磁気回転不安定性である。この不安定性自体は回転プ

ラズマの安定性に関して 1959 年に Velikhov[2] によって発見され，Chandrasekhar の教科書

でも取り上げられていたが，降着円盤における重要性は 30年間にわたって見過ごされていた。

この不安定性は図 7右下図のように降着円盤が初期に弱い方位角方向の磁場に貫かれている場

合でも成長する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磁気回転不安定性は円盤内部の磁場強度を指数関数的に増幅させる。非線形段階において，

磁場はどの程度まで増幅されるのか，どの程度の角運動量輸送率が得られるかを明らかにする

ため，1990年代の半ばから円盤の一部を取り出した３次元磁気流体シミュレーションが行なわ

れ，磁場はガス圧と磁気圧の比βが 10程度まで増幅されること，降着円盤理論のαパラメータ

に相当するマクスウェルストレスとガス圧の比の値αB の値はαB=0.01-0.1 になることなどが

明らかになった。しかしながら，局所計算の結果は計算領域のサイズに依存し，方位角方向や

鉛直方向の領域サイズを大きくすると磁場の強さや角運動量輸送率が増えるという問題点があ

図 7  磁気回転不安定性のメカニズム。中心天体の重力のもとで回転する円盤の流体要素間

に働く角運動量輸送によって不安定性が発生する。この不安定性は鉛直方向の磁場に貫かれ

た円盤でも方位角方向の磁場に貫かれた円盤でも成長する。 
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った。そこで，我々のグループと米国の J.Hawleyらは円盤全体を計算領域に含めた大局的な３

次元磁気流体シミュレーションによって降着円盤の時間発展を調べてきた。 

図 8 に我々のシミュレーション結果の例を示す(Machida et al. 2003)[3]。初期状態では一

定の角運動量で回転するトーラスを方位角方向の弱い磁場が貫いているものとした。一般相対

論的効果は擬ニュートンポテンシャルψ=-GM/(r-rs)を用いて近似し，シュバルツシルト半径

rsの２倍の位置に吸収境界を置いた。基礎方程式は散逸性磁気流体方程式である。電気抵抗の

値としては，太陽フレアの計算などで用いられている，電流密度 jと密度ρの比 j/ρが臨界値

以上の領域でのみ電気抵抗がゼロでない値をとる異常抵抗モデルを採用した。電気抵抗によっ

て発生するジュール加熱項はエネルギー式に含めるが粘性加熱率 Qvisは無視した。また，円盤

密度は十分に小さいと仮定して輻射冷却率 Qradを無視した。このように輻射冷却が無視できる

円盤のことを Radiatively Inefficient Accretion Flow (RIAF)と呼ぶ。このような円盤では

エネルギー散逸によって発生した熱は降着流によって運ばれるため，移流優勢降着円盤

（Advection Dominated Accretion Flow: ADAF）とも呼ばれる。 

 上記の散逸性磁気流体方程式を修正 Lax-Wendroff法に基づく円筒座標系(R,φ,z)３次元の

散逸性磁気流体コードを用いて解き，時間発展を調べた。メッシュ数は(256,64,192)，赤道面

で対称境界条件を置いた。メッシュサイズはブラックホール近傍ではΔR=Δz=0.1rs，方位角方

向のメッシュ間隔は一定，R/rs>10，z/rs>10 でメッシュ間隔が増大する格子を用いた。磁気回

転不安定性の成長とともに円盤内部で磁気乱流が成長し，マクスウェルストレスによって角運

動量が効率的に輸送されてトーラス物質が円盤状に降着し，降着円盤を形成している。円盤内

部のガス圧と磁気圧の比（プラズマβ）はβ=10 程度，マクスウェルストレスとガス圧の比は

αB=0.01-0.1になった。 

 

４．円盤ダイナモと準周期振動の３次元磁気流体シミュレーション 

 我々の銀河系のような渦状銀河の磁場の増幅，維持機構の理論モデルとしてαωダイナモ理

論が研究されてきた。この理論では，方位角方向の磁場（トロイダル磁場）から動径方向の磁

場を作る機構（α効果）と，動径方向の磁場が差動回転によって引き伸ばされて方位角方向の

磁場を作る効果（ω効果）が相乗的に作用することにより，磁場が増幅されると考える。従来

図 8  ブラックホール降着円盤形成の大局的 3 次元磁気流体シミュレーション結果 [3]。   

(a)初期条件。実線は磁力線，濃淡は密度分布。(b)磁気回転不安定性が成長して円盤が乱流状

態になり，角運動量が効率的に輸送されて回転物質が円盤状に降着する。(c) ブラックホール

近傍の拡大図。 
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のダイナモ理論では，磁気流体の速度分布を与え，この速度場中での磁場の増幅・維持が調べ

られてきた。磁場の誘導方程式において，右辺の速度場 v を与えれば線形方程式になるため，

扱いが簡単になる。他方，磁気回転不安定性による磁場増幅は角運動量輸送が本質的であるた

め，運動方程式と誘導方程式を連立させて解く必要がある。このようなダイナモは動力学的ダ

イナモと呼ばれる。3 次元磁気流体方程式を解くことにより，このような動力学的ダイナモの

時間発展を追跡することがで

きる。 

 我々は銀河ガス円盤の大局

的な 3次元磁気流体シミュレ

ーションを実施し，準周期的

な動力学的ダイナモが発生す

ることを見出した(Nishikori 

et al. 2006)[4]。重力ポテン

シャルとしては銀河ガス円盤

の重力場を近似する軸対称ポ

テンシャルを採用し，初期に

銀河中心から 10kpcの位置に

方位角方向の弱い磁場に貫か

れたトーラスを置いてその後の時間発展を円筒座標系の散逸性 3次元磁気流体コードを用いて

調べた。メッシュ数は動径方向 250，方位角方向 64，鉛直方向 319，赤道面に対称境界条件を

置いた。図 9の左図に密度と磁力線形状，右図に磁力線を赤道面に投影した図を示す。磁場形

状は方位角方向の平均磁場と局所的な乱流磁場が重なった形になる。 

 図 10 に方位角方向の平均磁場の時間変化を示す。赤道面付近の方位角磁場方向が 1Gyr毎に

反転していることがわかる。赤道面付近で強められた磁場は円盤表面に浮上し，次々と方向が

反転するストライプ状の銀河コロナ磁場を形成する。磁場反転のタイムスケールは円盤の回転

周期の 10倍程度である。円盤磁場の強さは 1μG程度になり，観測される平均磁場強度と同程

度まで増幅された。 

図 10 銀河円盤シミュレーションから得られた方位角方向の平均磁場の時間変化[4]。左図は空

間分布，右図は時間変化を示す。破線は赤道面付近，点線は円盤コロナの平均を示す。 

図 9 銀河ガス円盤の 3次元磁気流体シミュレーション結果[4]。

左図は密度分布と磁力線。右図は赤道面に投影した磁力線。方

位角方向の平均磁場に乱流磁場が重なっている。 
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 磁場反転機構を図 11に示す。まず，回転円盤内部で磁気回転不安定性が成長し，方位角方向

の磁場が強められる（図 11a）。磁気回転不安定性が成長して磁気エネルギーが熱エネルギーの

10％程度(β～10)になると，磁気ループが形成されて表面に浮上していく。これはパーカー不

安定性と呼ばれる磁気不安定性が成長するためである。パーカー不安定性は重力によって成層

化された磁気流体中で成長する不安定性であり，磁気ループの頂上付近の物質が磁力線に沿っ

て落下して密度が減少することによって働く浮力が，磁力線が曲がることによって生じる磁気

張力よりも大きな場合に成長する。この条件は，磁気ループが円盤の厚さの 10倍程度よりも長

ければ満たされる。パーカー不安定性の成長率は円盤の厚さを H，磁気流体中を伝わる横波（ア

ルベン波）の速度をｖAとして 0.3ｖA/H 程度であり，β < 10 になると磁気回転不安定性と同

程度になる。このような円盤では磁場が強められた部分でパーカー不安定性が成長して磁気ル

ープが表面に浮上する。ポロイダル面内の磁束は保存されるため，浮上した磁束と逆方向の磁

場が円盤内部に残る（図 11ｂ）。この磁場が再び磁気回転不安定性によって増幅されることに

より，円盤内部の方位角磁場方向が反転し，この磁場の強さが十分強くなると表面に浮上して

円盤から抜け出していく。反転した磁場がβ < 10 まで強められるタイムスケールは円盤が 10

回転程度する程度の時間であり，我々の銀河円盤では 10億年程度になる。 

上記のような，磁気回転不安定性とパーカー不安定性によって駆動される円盤ダイナモは降

着円盤でも励起される。Shi, Krolik and Hirose (2010)[5]は降着円盤の一部を取り出した局

所3次元磁気流体シミュレーションによって円盤内部で強められた磁束が10回転程度のタイム

スケール毎に円盤表面に浮上し，円盤内部の方位角磁場方向が反転することを明瞭に示した。

このような周期的な磁場強度の変化があると降着円盤からの電磁波放射にも周期性があらわれ

るはずである。例えば，光学的に薄い円盤では電子が磁力線のまわりを旋回運動することによ

って発生するシンクロトロン放射が磁場強度によって変化すると考えられる。周期的な光度変

動がみつかれば降着円盤の回転周期がわかり，この周期変光に寄与している円盤の半径を見積

もることができれば中心天体の質量を推定することができる。 

日本の「ぎんが」衛星や米国の RXTE衛星などのＸ線観測衛星を用いて，様々なＸ線放射天体

の光度変動が調べられ，銀河系内のブラックホール候補天体において 10Hz 程度の準周期振動

（Quasi-Periodic Oscillation: QPO）と 100Hz程度の準周期振動がみつかっている。前者は低

振動数 QPO，後者は高振動数 QPO と呼ばれている。後者には 2:3 の振動数比を持つふたつのピ

ークがあらわれることがあり，ブラックホール近傍の降着円盤の動径方向の振動と鉛直方向の

振動の共鳴モデルなどが提唱されている。太陽質量の 10倍程度のブラックホールの場合，100Hz

図 11 円盤ダイナモにおける方位角方向の磁場反転機構。(a)磁気回転不安定性が成長する。

(b)強められた方位角磁場がパーカー不安定性によって浮上する。方位角方向の磁束は保存さ

れるため，円盤内の方位角磁場は逆転し，この磁場が磁気回転不安定性によって強められる。 
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という振動数はブラックホール近傍の降着円盤の回転周期に近いため，高振動数 QPOは，この

領域の降着円盤の回転と振動に起因していることは間違いないと思われる。他方，低振動数 QPO

の起源は謎だった。10Hz程度という振動数（0.1秒の周期）はブラックホール近傍の降着円盤

の回転周期の 10倍程度であることから，我々はこの周期性は上記の降着円盤ダイナモに起因し

ていると考えている。しかしながら，広く広がった円盤では中心天体からの半径に応じて回転

周期が変化するため，様々な半径でのダイナモ周期が重ねあわさり，明確な周期があらわれな

い可能性がある。 

町田ら(2008)[6]は円盤温度を変えた 3次元磁気流体シミュレーションを実施し，降着物質の

温度が低下した場合，ブラックホール近傍にトーラスを形成し，このトーラス中で発生する準

周期振動（振動周期はトーラスの回転周期の 10倍程度）によって低振動数 QPOが説明できるこ

とを示した。図で左図が温度が高い場合と低い場合の密度分布，右図が横軸を振動数，縦軸を

時間変動のフーリエ強度にとったパワースペクトルである。低温モデル（モデル LT）の場合，

ブラックホール近傍にトーラスができ，10Hz 程度にピークを持つ準周期振動が発生している。 

 

 

５．ブラックホール候補天体の状態遷移 

前節のシミュレーションで仮定したような降着物質の温度低下は多くの物質が降着して円盤

密度が増え，輻射冷却率が卓越することによって発生する。図 13に理論モデルを示す。横軸は

円盤の表面密度，縦軸はエディントン光度に対応する降着率 LEdd/c
2 で規格化した降着率，実線

は円盤中での粘性加熱 Qvis，輻射冷却 Qrad，動径方向の落下流（移流）による熱輸送 Qadvが釣り

合う熱平衡曲線である（Abramowicz et al. 1995）[7]。粘性としてはストレステンソルの rφ

成分が圧力に比例するというα粘性を採用している。左側の分岐は光学的に薄い円盤の解であ

り，加熱と移流による熱輸送が釣り合う。このような降着流は移流優勢降着流（Advection 

Dominated Accretion Flow: ADAF）と呼ばれる。図 8に示した輻射冷却を無視したシミュレー

ションではα粘性は仮定されていないが，マクスウェルストレスによる角運動量輸送に伴って

図 12 ブラックホール降着流の降着物質温度への依存性。(a)高温降着流の密度分布。(b)低温降

着流の密度分布。r < 10rsにトーラスが形成されている。(c)高温降着流の赤道面密度分布。(d)

低温降着流の赤道面密度分布。右図：時間変動のパワースペクトル。高温降着流(model HT)では

特徴的な振動数がない。低温降着流では形成されたトーラスが 10 回転する程度の振動数にピーク

を持つ準周期振動(QPO)が発生している (Machida et al. 2008)。 
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降着物質が落下することによって重力エネルギーが解放されて円盤が加熱される。この加熱と

移流による熱輸送が釣り合う。 

光学的に厚く，降着率がエディントン降着率よりも低い場合の解は各半径での粘性加熱と輻

射冷却が釣り合う標準降着円盤の解である。光学的に厚く，降着率がエディントン降着率より

も高い場合には再び加熱率と降着流による熱輸送（移流冷却）が釣り合う平衡解があらわれる。

このような状態の円盤は輻射圧によって円盤が鉛直方向に膨れて幾何学的に薄い標準円盤より

も厚くなるため，スリム円盤と呼ばれる。ブラックホールへの降着率の変化にともなって降着

円盤は移流優勢円盤，標準円盤，スリム円盤の間を遷移し，輻射スペクトルも変化していく。 

 

太陽質量の 10倍程度の恒星質量ブラックホールの場合，状態遷移を伴う進化は数カ月の時間

スケールで起こるため長期観測によって追跡することができる。2009年に国際宇宙ステーショ

ンの日本の実験棟「きぼう」に取り付けられた全天Ｘ線監視装置 MAXIは，さまざまなブラック

ホール候補天体の時間変動を監視しており，MAXI装置で状態変化の兆候が観測された場合には

より詳細な観測が可能な「すざく」衛星をその天体に向けて観測するという連携観測が実施さ

れている。このような観測を通して恒星質量ブラックホールの進化を理解することは活動銀河

中心に存在して銀河そのものの進化にも影響を及ぼす超巨大ブラックホールの進化を理解する

手掛かりも与えてくれる。 

上記のようにブラックホール降着円盤の進化過程を理解することは理論天体物理学の最重要

課題のひとつであるが従来の降着円盤理論では角運動量輸送をパラメータ化していたため，系

の進化の時間スケール等を第一原理に基づいて予測することができていなかった。これは星の

進化研究において核融合反応がエネルギー源であることが明らかになる以前の段階に対応する。

降着円盤の角運動量輸送が円盤内部で成長する磁気回転不安定性によって生成される磁気スト

レスに起因していることが明確になったことは恒星内部でのエネルギー生成率を，任意パラメ

ータを導入せずに計算できるようになった段階に相当する。我々のグループでは 3次元磁気流

図 13  降着円盤の熱平衡曲線[7]。横軸は表面密度，たて軸はエディントン降着率で規格化した降

着率。光学的に薄い平衡解と光学的に厚い平衡解が存在する。降着率増加に伴って光学的に薄い状

態（ハードステート）から光学的に厚い状態（ソフトステート）への遷移が発生する。 
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体シミュレーションによって角運動量輸送を直接計算することにより，降着円盤進化の全貌を

解明することを目指している。 

 円盤密度が低く光学的に薄い状態にある降着円盤への降着率が増大すると輻射冷却率が増加

し，ある臨界降着率を超えた場合には輻射冷却が加熱を凌駕して冷却不安定性が発生し，光学

的に厚い円盤に向けて進化すると考えられてきた（図 13）。このような光学的に薄い円盤から

厚い円盤への遷移が，10KeV を超える硬Ｘ線が強いハードステートと呼ばれる状態から 1KeV程

度の黒体放射成分が卓越するソフトステートと呼ばれる状態への遷移に対応すると考えられる。

町田ら（2006）[8]は降着率が臨界値を超えた場合に冷却不安定性が成長して円盤が鉛直方向に

収縮し，磁場で支えられた状態になることを示した。図 14に光学的に薄い円盤における輻射冷

却を考慮した 3次元磁気流体シミュレーション結果を示す。左図は温度分布を示す。冷却不安

定性の成長にともなって赤道面付近の温度が低下し，円盤が鉛直方向に収縮する。ところがポ

ロイダル面に垂直な方向の磁束は保存するため赤道面付近に方位角方向の平均磁場が存在する

状態で円盤が鉛直方向に収縮すると方位角方向の磁場が強まる。その結果，降着円盤は磁気圧

で支えられた状態になる。図 14右図ではガス圧と磁気圧の比βが１より低い磁気圧優勢な領域

を黄色で示している。この円盤は磁気圧で支えられているため円盤温度が低下しても円盤はそ

れ以上収縮せず，光学的に薄い状態が維持される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来，降着率が増大して円盤の表面密度が図 13の光学的に薄い円盤が存在できる臨界値を超

えると円盤は光学的に厚い状態に遷移すると考えられていた。しかしながら数値実験結果は円

盤が鉛直方向に収縮することによって磁気圧が強まり，鉛直方向の磁気圧勾配によって円盤が

支えられた準定常状態に遷移することを示唆している。このような円盤のことを我々は磁気圧

優勢円盤，あるいは low-β円盤と呼んでいる。磁気圧優勢円盤は光学的に薄い状態に保たれる

ため光学的に厚い円盤が放射する 1KeV程度の黒体放射成分を持たず，10KeV以上まで伸びたス

ペクトルを示す。このため，この状態の降着円盤はハードステート円盤として観測される。 

図 15 にブラックホール候補天体増光時に観測される進化経路を横軸に硬Ｘ線強度と軟Ｘ線

強度の比（カラー），縦軸に光度をとった面上に描いた図を示す。この図は星の進化を理解する

図 14  光学的に薄い場合の輻射冷却効果を考慮した 3次元磁気流体シミュレーション結果。

左図：冷却不安定性成長後の温度分布。右図：冷却不安定性成長後のプラズマβ(=ガス圧/

磁気圧)の分布。黄色い領域でβ< 1 になる（Machida et al. 2006） 
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鍵になった HR図に対応する。星の進化のタイムスケールは長く，個々の星の進化経路を観測す

ることはできないが，恒星質量のブラックホール候補天体の場合は数カ月のタイムスケールで

この図の上での移動が観測される。ブラックホールへの質量降着率が増加しはじめる増光開始

時には円盤密度が小さいため降着円盤は光学的に薄く高温であり，硬Ｘ線強度の高いハードな

スペクトルを示す。円盤密度の上昇とともに降着円盤は図 13の左側の移流優勢円盤の解に沿っ

て進化する。色・光度面上（図 15）では硬Ｘ線が強い状態で光度を増していく。円盤の表面密

度がさらに上昇して光学的に薄い円盤が存在できる臨界密度を超えると輻射冷却による冷却不

安定性が成長して円盤温度が低下する。従来の理論に基づいて冷却不安定性が発生する光度を

求めるとエディントン光度の 1%程度になる。ところが，ブラックホール候補天体で観測される

状態遷移はエディントン光度の 10%程度の光度で発生することが多く，理論と観測が一致して

いなかった。町田ら(2006)のシミュレーションで見出された磁気圧で支えられた円盤はハード

なスペクトルを示しつつ，エディントン光度の 1%～10%の光度を持つ。このような降着円盤に

よって，冷却不安定性が発生する臨界光度よりも明るい状態でもハードなＸ線スペクトルが観

測される理由を説明することができる。 

図 15に MAXIによって観測されたブラックホール新星 XTE J1752-223の進化経路[9]を破線で

示した。○印で示した中間状態に 30日以上留まったことに特徴がある。その後，さらに増光し

た後，2010 年 1 月 21 日に軟Ｘ線が強いソフト状態に遷移した。電波観測により，この状態遷

移の際にジェットを噴出したことが示唆されている。ソフトステートに遷移後は他のブラック

ホール候補天体と同様の q字形の経路に沿って進化した。 

 

 

 

図 16にブラックホールへの降着率増加に伴う降着円盤の進化を模式的に示す。ハードステー

ト円盤の表面密度が臨界値を超えて冷却不安定性が発生した領域で方位角方向の磁場が強まり

磁気圧で支えられた円盤が形成される。これよりも内側の領域は光学的に薄い高温状態が維持

図 16 降着率増加に伴うブラックホール候補

天体の進化の模式図。冷却不安定性が発生し

た領域で方位角方向の磁場が強まる。ブラッ

クホール近傍でこの磁気エネルギーが解放さ

れるとジェットが噴出する。 

図 15 ブラックホール候補天体増光時の

進化経路。横軸は硬Ｘ線強度と軟Ｘ線強度

の比，縦軸は光度。破線は MAXIで観測され

た XTE J1752-223の進化経路。 
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されている。磁気圧優勢領域からブラックホール近傍に低温ガスが降着してくる際に 1-10Hz

程度の準周期振動(QPO)が発生する。降着率がさらに上昇してブラックホール近傍の円盤でも冷

却不安定性が発生して磁気圧優勢になった後，円盤に蓄積された磁気エネルギーが解放される

とジェットが噴出し，磁気圧による鉛直方向の支えを失った円盤はさらに鉛直方向に収縮して

光学的に厚いソフトステート円盤に遷移する。このようなハードステートからソフトステート

への進化をシミュレートするためには輻射と磁気流体の相互作用を考慮した輻射磁気流体シミ

ュレーションが必要になる。このための 3次元輻射磁気流体コードを開発して超並列計算機に

実装する共同研究を実施した。 

 

６．次世代降着円盤磁気流体シミュレータの開発 

 我々のグループでは降着円盤の輻射磁気流体シミュレーションに適用するための磁気流体シ

ミュレータの開発を進めている。図 17にその概念図を示す。プラットフォームは宇宙磁気流体

シミュレーションソフトウェアとして公開済みの CANS (Coordinated Astronomical 

Numerical Software) である。CANS は ACT-JSTの支援を受けて我々のグループで開発・公開し

たソフトウェアで，図 18に示したよ

うに磁気流体方程式を差分法によっ

て解く計算エンジン，種々の物理過

程を取り入れる計算モジュール，宇

宙磁気流体の典型的な問題について

シミュレーションの初期条件，境界

条件，入力パラメータ等をパッケー

ジ化した基本課題モジュール群から

構成される。Web ページには基本課

題の解説，シミュレーション結果の

動画等が掲載されており教材として

使うこともできる。 

 

 

 

図 17 開発中の降着円盤シミュレータの概念図。 

図 18 宇宙磁気流体シミュレータ CANS を含むシミュレーションラボラトリーシステムの Web ページ

と CANSの基本構成。http://www.astro.phys.s.chiba-u.ac.jp/netlab/で公開されている。 
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宇宙磁気流体分野では 1990 年代はじめに J.Stoneらによって開発・公開された ZEUSコード

が広く使われてきたが，図 19に示すように 2000年前後に世界各地で独自の磁気流体コードが

開発・公開された。CANSは日本発の

コードであり，シミュレーションス

クールの教材としても活用されてい

る 。 現 在 公 開 中 の CANS で は 

Modified Lax-Wendroff 法, 近似リ

ーマン解法の一種である Roe 法，CIP

法を磁気流体に拡張した CIP-MOCCT

法のシミュレーションエンジンが実

装 さ れ て い る 。 な お CT 法

（Constrained Transport 法）は磁

気流体が満たすべき条件∇・B = 0

が保たれるように誘導方程式を差分

化する方法である。CANSに実装され

たこれらのエンジンは MPIを用いて

並列化され，高い並列性能を有して

いるため最先端の研究目的にも利用できる。 

降着円盤磁気流体シミュレータでは新たに HLLD法（Miyoshi and Kusano 2005）[10]に基づ

く磁気流体シミュレーションエンジンを実装した。HLLD 法は近似リーマン解法の一種であり，

図 20のように差分に用いる格子のセル境界で左側の状態が UL，右側の状態が UR の不連続があ

る場合の不連続面の分解を近似的に解くことによってセル境界を横切る流束を数値的に求め，

各セル内の物理量の時間変化を計算する手法である。広く使われている HLL法（図 20左）では，

中間状態を 1 状態で近似するため数値拡散が大きい。HLLD 法（図 20 右）では速度と圧力が連

続で密度が不連続に変化する接触不連続面，磁場方向が不連続に変化する不連続面を扱うこと

ができるようにするため，UL
*, UL

**, UR
**,UR

* の 4個の中間状態があるという近似のもとでリー

マン問題を解く。これにより，HLL 法に比べて数値拡散を抑えることができる。HLL 法や

Lax-Wendroff 法に比べて計算量は 2～3 倍増えるが，リーマン問題を厳密に解く場合に比べて

計算量を大幅に削減することができる。 

図 20 HLL 法と HLLD 法におけるセル境界でのリーマン解法の説明図。HLL 法では中間状態を

１状態で近似するため数値拡散が大きい。HLLD 法では中間状態を 4 状態で近似することによ

り接触不連続面や磁場方向の不連続面を考慮することができる。 

ZEUS       1990～J.Stone, 非保存系,ＣＴ,輻射流体(FLD) 

ATHENA    2000～J.Stone 他、近似リーマンソルバ+CT 

HARM      2003～C.Gammie 他、GRMHD, HLL 

FLASH      1998～ASC FLASH Center, AMR 

NIRVANA    1997～U.Ziegler 他,近似リーマソルバ＋CT+AMR 

VAC     1996～G.Toth、R.Keppens 他,保存形、TVD+CT 

PLUTO      2006～A.Mignone 他、近似リーマンソルバー+CT,        

                                    SRMHD, AMR 

PENCIL    2001～W.Dobler,A.Brandenburg 他、 

         高次中心差分、ベクトルポテンシャル 

CANS   2000～T.Yokoyama 他、MLW,CIP+CT,Roe  

 
図 19 宇宙磁気流体公開コードのリスト。一般相対

論的磁気流体（GRMHD）コードも含まれる。AMR は

Adoptive Mesh Refinement (適合格子)法の略。 
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 図 21 右図に降着円盤を貫く鉛直磁場がある場合のジェット形成シミュレーションに HLLD法

を適用した計算例を示す。この計算では軸対称を仮定し，円筒座標系 2次元の磁気流体方程式

を，HLLD 法を用いて差分化してシミュレーションを実施し，修正 Lax-Wendroff法や CIP-MOCCT

法等による計算結果と一致することを確認した。 

 

 

 

 

 HLLD 法に基づくシミュレーションコードは Lax-Wendroff 法等に比べて数値振動を起こしに

くく，また，保存形の方程式を解くためエネルギーが保存されるという利点がある。そこで，

円筒座標系 3次元の磁気流体方程式を，HLLD法を用いて解くモジュールを作成して降着円盤シ

ミュレーションに適用した。図 22に初期に弱い方位角方向の磁場に貫かれた回転トーラスの 3

次元シミュレーション結果を示す。シミュレーションに用いたメッシュ数は(Nr,N

φ,Nz)=(240,34,400)，15回転後の密度分布（左図）と log(1/β)の分布（右図）を示す。磁気

回転不安定性の成長に伴ってβ<10 の領域が渦状に形成されていること，角運動量を失った物

質が中心天体に落下すること等，従来のシミュレーション結果を再現することができている。

さらに詳細なテスト計算を実施した上で，このコードをブラックホール降着円盤の大局的 3次

元磁気流体シミュレーションに適用していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 初期に降着円盤を貫く一様な鉛直磁場がある場合のジェット形成シミュレーション結果。

左図：修正 Lax-Wendroff 法による軸対称シミュレーション結果を可視化した図。濃淡は密度分

布，実線は磁力線。右図：HLLD法によるシミュレーション結果の例。rz 面内の密度分布（濃淡），

速度分布（矢印），磁力線（実線）。 

図 22  HLLD 法に基づく円筒座標系 3 次元磁気流体コードを用いた回転トーラスのシミュレーシ

ョン結果。15回転後の密度分布（左図）と log(1/β)の分布（右図）を示す。 
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 作成した HLLD 法に基づく 3次元円筒座標系磁気流体コードを HA8000に実装して並列性能を

テストした結果を図 23に示す。使用したメッシュ数は(Nr,Nφ,Nz)=(1024,32,1024)，100タイ

ムステップの計算を実施して所要時間を比較した。512 コアまでのテスト計算ではほぼコア数

に比例する性能が得られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．輻射磁気流体モジュールの実装 

降着円盤の輻射磁気流体シミュレーションを実施するため，図 4に示した輻射磁気流体方程

式を解く３次元輻射磁気流体モジュールの開発を進めている。共同研究メンバーである大須賀

らは Flux Limited Diffusion (FLD)近似を

採用した２次元軸対称輻射磁気流体コード

を用いてシミュレーションを実施し，降着

率が高い場合，輻射圧によって加速され，

磁場によって回転軸方向に絞り込まれたジ

ェットが噴出するという結果を得ている

（図 24）[11]。 

本共同研究では，この計算を 3次元に拡

張することにより，円盤内部での磁気回転

不安定性の成長による磁気乱流生成と磁場

の増幅・飽和過程をセルフコンシステント

に扱ったシミュレーションを実施すること

を目指している。このため，HLLD 法に基づ

く円筒座標系 3次元の磁気流体コードを輻

射磁気流体コードに拡張する作業を進めて

いる。 

図 23 HLLD 法に基づく円筒座標系 3 次元磁気流体コードの並列性能のテスト結果。

HA8000 を用いた。メッシュ数は(Nr,Nφ,Nz)=(1024,32,1024)。100 タイムステップの

計算に要した時間を示す。 

図 24 降着率が高い場合のブラックホール降着

流の軸対称 2次元輻射磁気流体シミュレーション

結果（Takeuchi, Ohsuga and Mineshige 2010）。

実線は磁力線。水色は速度等値面。茶色は密度等

値面。左壁には輻射応力テンソルの zz 成分，右

壁には方位角方向の磁場の強さが投影されてい

る。降着円盤から輻射圧で加速されたジェットが

噴出している。 
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FLD近似に基づく輻射磁気流体シミュレーションでは輻射流束 F0が輻射エネルギー密度 E0の

勾配に比例すると仮定して光学的に厚い極限で拡散近似，薄い極限で free streamに一致する

ように係数を選ぶ。輻射応力テンソル P0 についても輻射エネルギー密度に比例すると近似し

て方程式を閉じさせる。我々のグループでこれまで実施してきた 2次元輻射磁気流体シミュレ

ーションではガスのエネルギー密度の時間発展を記述する方程式中，輻射とガスの相互作用に

関係する部分と，輻射エネルギー密度の時間発展を記述する方程式（図 4参照）中で移流によ

るエネルギー輸送を除く以下の部分を，各点での輻射・ガス間のエネルギー交換を計算するス

テップと流束制限つきの輻射拡散を計算する部分に分けていずれも陰的に解いている。 

 

ガスエネルギー密度 

 

輻射エネルギー密度 

 

 

輻射・ガス相互作用 

 

輻射拡散 

 

流体にくらべて輻射の時間スケールが極端に短い場合，輻射拡散と輻射・ガス相互作用への

分離が正当化できないため両者を同時に解く必要がある。共同研究メンバーである廣瀬は，輻

射・ガス相互作用の非線形方程式を解くニュートンラプソン法に輻射拡散の線形拡散方程式を

解く行列反転ソルバーを組み込むアルゴリズムを構築している。これまでは行列反転ソルバー

にマルチグリッド法（スムーザ：ガウスザイデル法）を用いてきたが，現在，並列性能向上を

目指して前処理付き反復法の開発を進めている。 

 

８．今後の展望 

 我々のグループで作成してきたHLLD法を用いた円筒座標系3次元磁気流体コードは従来使用

してきた Modified Lax Wendroff法に基づくコードにくらべて各タイムステップでの計算量は

2～3倍増えるが数値振動を抑えることができ，より高精度な降着円盤シミュレーションに適用

可能になってきた。電気抵抗を考慮した散逸性磁気流体のテスト計算等を通して数値拡散をさ

らに抑制した上で，降着円盤時間発展のプロダクションランに適用していきたい。 

 輻射磁気流体については輻射流束制限つきの輻射拡散と輻射・ガス相互作用を記述する非線

形方程式を同時に解く行列反転ソルバーの並列性能を高め,3 次元シミュレーションを可能に

していきたい。これと並行して，輻射輸送のモーメント式を解くことによって輻射流束の時間

発展を直接計算から求める M1 解法の実装を進める。ブラックホール近傍等，力学的なタイム

スケールと輻射のタイムスケールが同程度になる場合には陽的な差分法を適用できる可能性が

あり，高い並列性能が得られることが期待できる。 

 これらの輻射磁気流体コードを用いて光学的に薄い円盤から光学的に厚い円盤への状態遷移

過程のシミュレーションを実施し，ブラックホール候補天体の増光時に観測されているスペク

トル変化，光度変化，ジェット噴出などを再現していきたい。 
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量子 i.i.d. 状態のシミュレーションとその理論的考察

坂 下 達 哉
電気通信大学情報システム学研究科

1 はじめに

量子情報理論を理解する上で，量子 i.i.d. 状態に関する極限式は重要である。これまで，古

典情報理論において漸近性を扱うには数値的手法が活用されていたが，量子情報理論において

は実現可能で有効であると考えられていなかった。

テンソル積の既約分解という手法は林 [5]により初めて量子 i.i.d. 状態に適用され，長岡 [8]

により数値計算アルゴリズムが提案された。これにより，計算時間を大幅に削減できるように

なった。その後，長岡の指導のもとで，柿崎 [11]，堂嶋 [13]により研究された。

これらの研究を受けて，我々は，既知の量子仮説検定問題を題材として，大規模で高精度の

数値シミュレーションが可能であることを実証した [9, 12]。本研究の目的は，既知の問題を解

析し，未解決の問題の極限式予測に活用できるようにすることである。例えば，[9]では，中

心極限定理に関連した新しい予想を数値的に検証している。本稿では，既知の量子仮説検定問

題のシミュレーションについて速度と精度の面から改善を行った結果を実装に重点をおいて報

告する。

2 量子仮説検定

本節では量子仮説検定について必要最小限の事柄を述べる。まず，そのために必要な概念を

いくつか導入する。

行列 A(d× dサイズ)と B のテンソル積は

A⊗B :=

a11B · · · a1dB
...

. . .
...

ad1B · · · addB


と定義される。

密度行列とは正定値でトレースが 1 の行列のことである。密度行列は量子状態の一般の表

現と考えられている。ρ を量子状態としたときに，量子 i.i.d. (independent and identically

distributed)状態とは数学的には n次のテンソル積

ρ⊗n = ρ⊗ · · · ⊗ ρ︸ ︷︷ ︸
n

と定義され，物理的には独立に用意された n個の状態を意味している。ここで，nはテンソル

次数とよばれる。量子 i.i.d. 状態は古典確率論における独立同一分布に対応する。

以上で必要な概念の準備は整った。いま，2 × 2 サイズの密度行列（量子状態の行列表現）

ρ, σ が与えられているとし，真の量子状態に関する単純仮説 ρ⊗n v.s. σ⊗n についての以下の
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ような仮説検定問題を考える。実数 aに対して，次の量

βn(a) :=Tr[σ⊗n{ρ⊗n − enaσ⊗n > 0}] (1)

の振る舞いを調べる。ここで，エルミート行列 A に対して，{A > 0} は A の正固有値に

対応する固有空間の直和への射影を表す。すなわち，d 次元エルミート行列 A の固有値を

{λ1, . . . , λd} ,固有ベクトルを {ψ1, . . . , ψd} とし，

A =
d∑

i=1

λi ψiψ
∗
i (ここで，∗は共役転置を表す)

とスペクトル分解したときに，
{A > 0} :=

∑
i:λi>0

ψiψ
∗
i

と定義する。

(1)は量子 Neyman-Pearson検定 {ρ⊗n − enaσ⊗n > 0} の二つの誤り確率のうちの一つで
あり，σ⊗n が真のときに ρ⊗n を誤って真と判断する確率を意味する [8]。また，

rn(a) := − 1

n
log βn(a), (2)

r(a) := lim
n→∞

rn(a) (3)

とすると，量子 Hoeffdingの定理 [6, 7]より， 任意の a > −D(σ∥ρ) に対して，

r(a) = max
θ∈R

{θa− ψ(θ)} (4)

ここで，ψ(θ) = log Tr[ρθσ1−θ]

が成り立つ。(4)は Newton法などを用いることで求められ，計算する行列は 2× 2サイズな

ので計算時間はかからない。本稿の目的は十分大きな nについて十分な精度で数値的に βn(a)

と rn(a)を計算し，rn(a)が極限値 (4)に近づいていく様子を観察することである。

3 既約成分の計算アルゴリズム

次に，2× 2行列のテンソル積の既約成分の計算アルゴリズムを記述する。前節で定義した

量子 i.i.d. 状態 ρ⊗n のサイズは 2n になるため，この行列成分の計算は大変である。そこで，

次に導入するテンソル積の既約分解という方法を用いる。

任意の 2× 2 行列

A =

[
a11 a12
a21 a22

]
(5)

に対し適当な基底変換を施すことで，A⊗n は

⌊n/2⌋⊕
k=0

mk⊕
Ak (6)
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という形にブロック対角行列で表される [4]。各 Ak はテンソル積 A⊗n の既約成分と呼ばれ，

そのサイズは dimAk = n+ 1− 2k で， 重複度mk = nCk − nCk−1 回だけ現れる。ここで，

便宜的に nC−1 := 0とする。各 Ak の行列成分 [αij ] は

(a11y + a21z)
k−j(a12y + a22z)

j =
k∑

i=0

α0
ijy

k−izi (7)

と多項式の係数 [α0
ij ]を求め，

αij = (detA)
n−k
2

√
kCj√
kCi

α0
ij (8)

によって計算できる。ここで，肝要なことは既約分解 (6) に用いる基底変換が A の行列成分

によらないことである。よって，テンソル積の加算・減算は既約成分ごとに行える。また，後

でみるようにトレースをとるので，この基底変換は存在することは重要であるが具体的に求め

る必要はない。

このように，既約分解を用いることで，指数サイズであるテンソル積の行列成分の計算が多

項式オーダーで行える。

4 既約分解を用いた誤り確率の計算

本稿では，既約分解を用いた誤り確率の計算法を与える。

既約分解 (6)を用いることによって，誤り確率 βn(a)は

⌊n/2⌋∑
k=0

(nCk − nCk−1)Tr[σk{ρk − enaσk > 0}] (9)

と表される。ここで，{ρk}と {σk}はそれぞれ ρ⊗n と σ⊗n の既約成分である。

βn(a)の計算手順は以下のようになる。

1. (7)と (8)を用いて {ρk}と {σk}を計算する。
2. 各 k について，実対称行列 ρk − enaσk の固有値問題を解き，正固有値に対応する正規

直交化された固有ベクトルの集合 {vn,k,i}を求める。
3.

βn(a) =
∑
k

(nCk − nCk−1)
∑
i

v∗n,k,iσkvn,k,i

を求める。ここで，v∗n,k,i は vn,k,i の共役転置を表す。

2× 2サイズの２つの密度行列については，実対称行列に限って良いことが知られているの

で，実際の計算では ρ, σは実対称行列のみを用いる。したがって，固有値分解にも実対称行列

向けのルーチンを用いる。固有値ルーチンには以下のような要求がある。

(a) 全固有値，全固有ベクトルが必要である。
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(b) テンソル積 ρ⊗n, σ⊗n は指数的に減少する固有値を持つ。したがって，実対称行列

ρk − enaσk には絶対値の小さい正負の固有値があるが，固有値の正負が数値誤差によっ

て変わることがないように正確に求める必要がある。

(c) 計算時間が短くて済む。

Jacobi 法は (a),(b) を満たし，QR 法は (a),(c) を満たす [2, 3]。Jaocbi 法は現実的な時間

内で計算が終了しないので，我々は QR法を主に用い，(b)の精度の問題は多倍長化すること

で補うことにする。

7節では，ρ, σ を固定し，関数 βn(a)のグラフを描画する。なお，ρ⊗n と σ⊗n の既約成分

{ρk}と {σk}は全ての aについて共通なので，一度だけ計算すればよい。

5 計算機環境

使用した計算機環境は以下の通りである。

• 計算機 : スーパーコンピュータ 東京大学 HA8000 (AMD Opteron processor 8356) ，

Power Edge T410 (Intel Xeon)

• コンパイラ : Intel C++ compiler

• C++テンプレート線形代数ライブラリ : Eigen2[1]

• 多倍長演算ライブラリ : Exflib[10]

• 固有値分解に用いるライブラリ : LAPACK dsyev 関数 (倍精度・QR 法の場合) ，

Eigen2の固有値分解関数を改変 (多倍長・QR法の場合)

工夫した点としては，Eigen2に多倍長型を追加し，多倍長型を成分に持つ行列を扱えるよ

うにしたことがあげられる。これにより，倍精度に限らず多倍長も MATLAB などと同様に

行列演算を記述できる。また，倍精度・多倍長の切り替えも，行列クラス名の置換のみで済む。

なお，日立のコンパイラも試したかったが，ライブラリ Eigen2が対応していないようなので，

Intelのコンパイラを用いた。

6 並列化方法

本節では，並列化方法について記述する。

まず，異なる k について，既約成分 ρk および σk の行列成分の計算は互いに独立している

ので，自明な並列化が行える。さらに，各 aに対して，(9)において βn(a)の第 k項の計算は，

ρk − enaσk の固有値分解も含めて異なる k について並列化できる。各既約成分の格納には膨

大なメモリが必要で，データの送受信が少ないので，並列化には分散メモリ向けのMPIを用

いた。各プロセスのメモリ使用量・計算量ができるだけ均一にするため，担当する既約成分た

ちは巡回的に割り当てておく。また，各 aに対して担当する既約成分たちは固定する。

例として，テンソル次数 n = 100 の場合をとりあげる。このとき，既約成分の番号 k は

0, 1, · · · , ⌊n
2 ⌋ = 50 で，対応する既約成分の次元は 101, 99, . . . , 3, 1 となる。プロセス数が 4

の場合について，ρ⊗n と σ⊗n の既約成分の格納方式と計算結果の集約方法をそれぞれ図 1，図
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2に示す。計算した既約成分は倍精度型（または多倍長型）の行列に収める。サイズが違う既

約成分を添字つけて管理するために，「行列クラスへのポインタ」からなる配列を用いる。
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図 1 ρ⊗n と σ⊗n の既約成分の格納方式
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図 2 計算結果の集約方法
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7 シミュレーション結果

シミュレーションを行う際に使用する密度行列は

ρ = U(
π

6
)∗

[
0.75 0
0 0.25

]
U(
π

6
), σ =

[
0.9 0
0 0.1

]
(10)

とする。ここで，

U(θ) :=

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(11)

である。つまり，ρにだけ回転をかけ，ρと σ を非可換にしているわけである。

まず，HA8000（128プロセス）を用いた Jacobi法・倍精度による誤りレート rn(a)の計算

結果を図 3に示す。
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図 3 rn(a)（Jacobi法，倍精度）と極限値 r(a)

テンソル次数 n = 500の時のグラフを Jacobi法の収束判定に用いる εを二通りに変えて描

いている。緑色のグラフは ε = 10−20 と甘く，青色のグラフは ε = 10−60 ときつくとった。

aが大きいところでは緑色のグラフは青色と重なって見えないが，aが小さいところでは，緑

色のグラフは極限値を下回る歪みが発生している。一方，青色のグラフは常に滑らかである。

rn(a)はテンソル次数 nの増加に伴って上から極限値 r(a)に近づいていくことが理論的にわ

かっているので，極限値 r(a)を下回っているのは数値誤差が原因である。したがって，数値

誤差の原因は εが甘いことが原因である。数値誤差なく計算するには，εをテンソル次数 nに

応じて変える必要がある。n = 600のグラフは n = 500のグラフよりも，わずかに極限値に

近づいている。n = 800の場合は ε = 10−150 ときつくとっているが，グラフが大幅に極限値

を下回っている。

以上の観察より，Jacobi法は計算時間・誤差の観点から見て，倍精度では n = 600程度が

限界であると思われる。Jacobi法を多倍長で行うと，大きな nでも正確な結果が出るが，収
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束に時間がかかるので用いない。また，全ての場合において，固有値分解の時間に比べて既約

成分の計算時間はほとんど無視できる程度であることに注意して欲しい。

次に，n = 300の場合を QR法を用いて倍精度と多倍長で計算した結果を図 4に掲げる。
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図 4 n = 300の場合の rn(a)（QR法，倍精度・多倍長）と極限値 r(a)

まず，逐次計算で行った LAPACK QR法による計算時間が非常に短いことがわかる。しか

し，LAPACK QR法では，aが大きいところで歪んで極限値を下回っている。一方，多倍長

40桁によるグラフは十分に滑らかで，極限値を下回っていない。したがって，LAPACK QR

法によるグラフの歪みは計算桁数の不足が原因であったことがわかる。

最後に，HA8000を用いて n = 1200の場合について計算した結果を図 5に示す。多倍長の
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図 5 n = 1200の場合の rn(a) （QR法，多倍長）と極限値 r(a)

桁数を大きくとることによって，極限値を下回らず滑らかなグラフが得られており，十分な精
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度が得られている。なお，計算時間の関係で，図 3，図 4よりも横軸は狭くなっている。

8 まとめ

既約分解を用いて，量子仮説検定を題材として量子 i.i.d. 状態のシミュレーションを行った。

実装にあたっては，並列化や多倍長演算を用いて高速化・高精度化を実現した。

今後の課題としては，数値誤差の詳細な考察や量子推定など他の問題への応用が挙げられ

る。また，固有値分解が計算時間の大半を占めるので，多倍長の固有値分解ルーチンの性能の

向上を目指したい。特に，ボトルネックになっている三重対角化の単体高速化・スレッド並列

化を行いたい。

また，n = 2000の場合について計算を試みたが，使用メモリが限度の 28GBを超えて強制

終了してしまうことがわかっている。そこで，既約成分の保存をやめる，または 1ノードあた

りの使用コア数を減らすといった対策が考えられる。しかし，既約成分の保存をやめる対策を

とると，各 a に対して既約成分の計算を行わなければならないので，既約成分の計算速度が

もっと速くなることが望ましい。
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直接メタノール形燃料電池内の流動現象シミュレーション 

高木洋平 

静岡大学工学部物質工学科 

 

１．はじめに 

石油資源に替わるクリーンなエネルギーの研究開発が活発に進められている。そのうち，燃

料電池は次世代のエネルギー供給システムとして注目を浴びている。燃料電池は電気化学反応

から電力を取り出す電池であり，電解質の種類によって，固体高分子膜形燃料電池（Polymer 

Electrolyte Membrane Fuel Cell，PEMFC），りん酸形燃料電池（Phosphoric Acid Fuel Cell，PAFC），

溶融炭酸塩形燃料電池（Molten Carbonate Fuel Cell，MCFC），固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide 

Fuel Cell，SOFC)の 4 種類に大別することができる。各燃料電池の性質について表 1 にまとめ

て示す。本研究ではこの 4 種類のうち，PEMFC に着目し，特に燃料としてメタノールを用い

る直接メタノール形燃料電池(Direct Methanol Fuel Cell，DMFC)を対象としている。表 1に示し

たとおり，PEMFC は動作温度が低く，小型化が容易であるため，携帯機器などのモバイル電

源や家庭用供給電源，およびオートバイや自動車への利用が期待されている。燃料自動車へ搭

載される通常の PEMFC では燃料に水素を用いているが，水素は常温では気体であり，燃料ガ

スタンクを搭載する必要がある。一方，DMFCでは燃料に液体のメタノールを用いているため

大きな燃料タンクが不必要であり，より一層の小型化が可能である。すなわち，燃料にメタノ

ールを用いた場合，水素に比べてエネルギー密度が大きく向上することが利点の一つである。

また，水素に比べて爆発等の危険性が低減する。しかしながら，PEMFC および DMFC のエネ

ルギー効率は他の燃料電池システムやリチウム電池よりも低く，実用化のためには一層の研

究・技術開発が必要である。 

燃料電池に関する研究は広く活発に行われており，PEMFC では電気化学反応が起こる電解

質膜（イオン交換膜）の性能を向上させるために，その材料に関する研究が多く行われている。

また，反応生成物が電池性能に与える影響や燃料電池の操作条件及び全体構造に関する研究も

行われている。本研究では燃料電池内の流動状態に着目し，燃料・反応物質の移動現象を解明

するための数値シミュレーションを行った。特に，電解質膜上での化学反応によって液体・気

体が混在する二相流の状態となるため，その効果について詳細な検討を行った。 

 

表 1 燃料電池の分類とその特徴(1) 
 固体高分子膜形

（PEMFC） 
りん酸形 
（PAFC） 

溶融炭酸塩形

（MCFC） 
固体酸化物形

（SOFC） 
電解質 高分子膜 りん酸 炭酸塩 セラミックス 
動作温度 80 – 100℃ 190 – 200℃ 600 – 700℃ 800 – 1000℃ 
効率 30 - 40% 40 - 45% 50 - 65% 50 - 70% 
特徴 小型化，低温動作 実用的 高効率，大容量 高効率 
適用 家庭用，自動車 建物電源 発電所 発電所，業務用 

 

２．DMFC の仕組みと問題点  
サーペンタイン流路（蛇行流路）と呼ばれる DMFCの全体構成を図 1に，流路 1本のみを拡
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大したものを図 2に示す。ここで，流れ方向を x，横断方向(スパン方向)を y，垂直方向を zと

している。DMFCでは中央にイオンを交換する高分子電解質膜が存在し，その表面上には白金

などの触媒金属が担持された触媒反応層が形成されている。そしてその上下両側にアノード極，

カソード極があり，燃料および空気が通過する流路と触媒反応層の間にはカーボン繊維から成

る多孔質のガス拡散層(Gas Diffusion Layer, GDL)が存在している。図 1に示したように電池セル

は折曲がったサーペンタイン流路を成しており，実機燃料電池ではさらにこの形状を積み重ね

てセルスタックとすることによって出力を高めている。 

各電極において起こる化学反応は以下のようになる。 

アノード側： 

CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-          (1) 

カソード側： 

O2 + 4H+ → 2H2O - 4e-           (2) 

アノード側では燃料として供給されたメタノールが水と反応し，二酸化炭素と水素イオン（プ

ロトン）が生成される。そして，発生した水素イオンが電解質膜を通過し，カソード側で空気

中の酸素と反応することによって水を生成する。この電極反応を活性化させることができれば

より多くの電気エネルギーを取り出せるが，反応生成物である二酸化炭素および水の存在も多

くなる。このとき，アノード側流路では液体のメタノールと気体の二酸化炭素，カソード側で

は気体の酸素と液体の水が混在し，いわゆる二相流の状態となっている。このような気液二相

流の存在が電池性能に及ぼす影響を調べるために，混合モデルを用いた数値シミュレーション

を行った。 

     図 1 DMFCの構造   図 2 一本流路のセル構造 

 

３．数値計算手法 

３．１ 基礎方程式 

燃料電池内の移動現象は電解質内のミクロなイオン交換から流路でのマクロな流動を含む

マルチスケールな現象であり，セル内全体をモデル化せずに数値的に解くことは現実的ではな

い。本解析では触媒反応層上での電気化学反応とイオン交換をモデル化(2,3)して境界条件として

与え，アノード・カソードそれぞれにおいてガス拡散層および流路での流動・物質移動を数値

的に解いた。また、気液二相流の計算には，気相と液相の分率を用いて計算負荷を抑える混合

モデルを用いた。まずはじめに，基礎方程式を導出するに当たって用いた仮定を以下に述べる。 

1. 燃料電池セル内を通過する流体は非圧縮性流体であり，時間的に変動しない定常流れで
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ある。 

2. 触媒反応層の厚さは考慮せず，電気化学反応はガス拡散層と触媒反応層の境界において

起こる。 

3. セル電圧は一定である。 

4. セル周囲温度は一定であり，燃料電池は等温条件で作動している。 

5. 電解質膜をクロスオーバーしたメタノールはカソード側において酸素と完全に反応す

る。 

基礎方程式は定常状態を仮定した連続式，Navier-Stokes方程式，拡散方程式であり，以下に

具体的な式を示す。まず，連続式は以下のようになる。 

€ 

∇ ⋅ ρu( ) = Smi            (3) 

ここで，ρは密度，uは速度，Smiは各物質の消費生成量であり，アノード側では， 

€ 

Smi = SMeOH + SH2O
+ SCO2            (4) 

カソード側では， 

€ 

Smi = SO2 + SH2O
            (5) 

である。添字 MeOH，H2O，CO2はそれぞれメタノール，水，二酸化炭素を表している。 

次に，Navier-Stokes式は定常計算であるため，時間微分項を除いた以下の式となる。 

€ 

∇ ⋅ ρuuT( ) = −∇p +∇ ⋅ (µ∇u) + Sp          (6) 

ここで，pは圧力，µは粘性係数，Spはガス拡散層での多孔質効果を表すダルシーの法則項(4)

であり，流路においては， 

€ 

Sp = 0
             (7) 

ガス拡散層では， 

€ 

Sp = −
µ
β
u
            (8)

 

としている。ここで，βは多孔質の透過率である。 

拡散方程式はアノード・カソード側それぞれにおいて異なる燃料・生成物を考える。アノー

ド側においては，メタノールは全て液体であるとして， 

€ 

∇ ⋅ ρlωMeOHu( ) =∇ ⋅ ρl slDMeOH∇ω MeOH( ) + SMeOH          (9) 

となり，二酸化炭素は気相・液相状態をそれぞれ考えて， 

€ 

∇ ⋅ ρgωCO2 ,g
u( ) =∇ ⋅ ρgsgDCO2 ,g

∇ωCO2 ,g( ) + SCO2,g        (10) 

€ 

∇ ⋅ ρlωCO2 ,l
u( ) =∇ ⋅ ρl slDCO2 ,l

∇ωCO2 ,l( ) + SCO2, l          (11)
 

となる。ここで，ωiは質量分率，siは飽和度，Diは拡散係数を示しており，添字の l，gはそれ

ぞれ液相，気相を示している。カソード側の拡散方程式はアノード側と同様にして考え，酸素

は全て気体であるとし， 

€ 

∇ ⋅ ρgωO2
u( ) =∇ ⋅ ρgsgDO2

∇ωO2( ) + SO2          (12)
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となる。水は気体の水蒸気と液体をそれぞれ考えて， 

€ 

∇ ⋅ ρgωH2O,g
u( ) =∇ ⋅ ρgsgDH2O,g

∇ωH2O,g( ) + SH2O,g         (13)
 

€ 

∇ ⋅ ρlωH2O,l
u( ) =∇ ⋅ ρl slDH2O,l

∇ωH2O,l( ) + SH2O,l          (14) 

となる。これらの拡散方程式(9)-(14)の右辺に現れる生成項 Siはガス拡散層と触媒反応層の境界

において以下のように与えられる(3)。 

€ 

SMeOH = −
I
6F

MMeOHAcv           (15) 

€ 

SCO2 =
I
6F

MCO2
Acv           (16) 

€ 

SO2 =
I + Ip( )
4F

MO2
Acv           (17) 

€ 

SH2O
=
I + Ip( )
2F

MH2O
Acv −

Ip
6F

MH2O
Acv + ρUm         (18) 

ここで，Iは局所電流密度，Ipはクロスオーバーによって消費される電流密度，Miは分子量，F

はファラデー定数，Acvはコントロールボリュームの比表面積，Umは膜内の水速度である。 

本解析では気液二相流を解くために混合モデルを用いている。このモデルでは，式(9)-(14)

に含まれる液相・気相の飽和度 sl・sgより混合密度，混合粘度を以下のようにして求める。 

€ 

ρ = ρl sl + ρgsg       (19) 

€ 

µ =
ρ

sl
3 /ν l + sg

3 /ν g( )
      (20) 

ここで，νiは動粘性係数である。これらの混合物性値を連続の式(3)および Navier-Stokes方程式

(6)に代入して，気液二相流を混合流れとして取り扱う。また，ガス拡散層などの多孔質内で重

要となる毛管圧力を導入する。 

€ 

Pc (sg ) =σ cosθc
ε
β

 

 
 
 

 
 1.417sg − 2.120sg

2 +1.263sg
3[ ]    (21) 

ここで，σは表面張力，θcは接触角，εは空隙率である。さらに，気液相互作用を考慮するため

に，液相・気相の相対流動性を以下のように定義する。 

€ 

ξ l (sl ) =
sl
3 /ν l

sl
3 /ν l( ) + sg

3 /ν g( )
      (22) 

€ 

ξg (sl ) =1−ξ l (sl )      (23) 

これらの相対流動性を用いて，液相・気相の相速度が以下のように求まる。 

€ 

ul =
Jl + ξ lερu( )

ερl
      (24) 

€ 

ug =
−Jl + ξgερu( )

ερg
      (25) 

ここで，Jlは毛管圧力式(21)を用いて以下のように定義される。 
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€ 

Jl =
ξ lξgβ

ν
∇Pc + (ρl − ρg )g[ ]     (25)

 

これらの相速度(24)・(25)を用いたとき，前述の拡散方程式の右辺項にその効果が付け加わる。

例えば，式(11)は以下のように修正され，他の方程式も同様に修正される。 

€ 

∇ ⋅ ρlωCO2 ,l
ul( ) =∇ ⋅ ρl slDCO2 ,l

∇ωCO2 ,l( ) −∇ ⋅ ρgug( ) + SCO2, l  (11’)
 

また，Navier-Stokes式(6)の右辺にも同様な修正が加わる。 

 

３．２ 一本流路モデルの解析条件 

本報告では，基礎段階として行った一本流路モデルの解析条件について示す。用いたセル形

状は表 2に示すとおりである。また，解析に用いた物性値および操作条件について表 3に示す。 

 

表 2 セル形状（一本流路モデル） 

Property Value 
Cell length 
Cell width 
Channel width 
GDL thickness 
Membrane thickness 

6.5×10-2 m 
1.2×10-3 m 
1.0×10-3 m 
1.4×10-4 m 
1.8×10-4 m 

 

表 3 物性値および操作条件（一本流路モデル）(2,3) 

Property Value 
Temperature 
Pressure 
Methanol concentration 
Mole fraction of O2/N2 
Diffusion coefficient of methanol in liquid 
Electro-osmotic drag coefficient of water 
Proton conductivity of membrane 
Thermodynamic potential of oxygen reduction 
Thermodynamic potential of methanol reduction 
Cathode transfer coefficient 
Anode transfer coefficient 
Reference exchange current density of anode 
Reference exchange current density of cathode 
Reference oxygen concentration of cahode 
Porosity of GDL 
Porosity of membrane 
Permeability of GDL 
Permeability of membrane 

343 K 
1.013×105 Pa 

1 M 
0.12/0.79 

10-5.4163-999.778/T m2/s 
2.5 

0.123 S/cm 
1.24 V 
0.03 V 

1.0 
0.5 

350 A/m2 
0.07 A/m2 
0.23 kg/kg 

0.5 
0.28 

1.0×10-11 m2 
7.18×10-21 m2 

 

３．３ 計算アルゴリズム 

上述した基礎方程式を有限体積法によって離散化し，SIMPLE法(5)によって収束解を求めた。

反復計算は速度場および濃度場の残差が 10-6より小さくなるまで行い，収束状態では系全体の

物質収支の誤差が 0.01%以下になっている。計算格子は直交矩形格子とし，ガス拡散層に格子

をよせる不等間隔格子を用いている。計算格子点数は流れ方向に 75，スパン方向に 6，各層に

垂直な方向に 27を最も粗いケースとし，各方向に格子点を倍増させることによって解の格子依

存性を検証した。格子点数を増加させたケースでは計算時間が増大するため，領域分割法を用
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いて HA8000クラスタシステムで並列計算を行った。なお，サーペンタイン流路を用いた解析

を行う場合，格子点数が大幅に増加するため，マルチグリッド法を導入した並列計算を実施し

たが，本報告ではその計算結果については割愛する。 

 

３．４ DMFC 性能に影響を及ぼす因子の調査 

本研究では DMFC 性能に及ぼす気液二相流の影響を調査するために，まずアノード側では

液体のメタノール，カソード側では気体空気のみを考慮した単相流計算を行った。そして，上

述した基礎方程式を用いて，アノード側での二酸化炭素の発生，アノード側での気相・液相の

相互作用，およびカソードでの液体水の発生を考慮した解析をそれぞれ行った。各解析につい

てまとめたものを表 4に示す。なお，基礎方程式の説明において，二酸化炭素および水につい

て気相・液相それぞれの方程式を導出したが，本解析では単純化のためにアノード側の二酸化

炭素は気相のみ，カソード側の水は液相のみとして解析を行った。 

 

表 4 セル性能に影響を及ぼす気液二相流の因子と計算条件 
 CO2の発生 H2Oの発生 気液相互作用 

単相流計算 
(Case 1) 

× × × 

Case 2 ○ × × 
Case 3 ○ × ○ 
Case 4 ○ ○ ○ 

 

４． 計算結果 

４．１ DMFC 性能に及ぼすアノード極における二酸化炭素の影響 

アノード側では液体のメタノールが反応して気体の二酸化炭素が発生し，気相と液相が混在

する状態になる。図 3は Case 2の計算結果より得られたスパン方向に垂直な断面(x-z平面)にお

ける気相(二酸化炭素)分率をアノード側の GDLに対して示している。セル電圧は 0.6 V, 0.4 V, 

0.3 Vとした。ここで，図中の下端部境界は触媒反応層表面，上端部境界は流路側に対応してい

る。気相の分布は反応が起こる触媒反応層表面で多く，流路に向かうにつれて減少している。

図 3 アノード側 GDLにおける気相分率(Case 2). 
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また，セル電圧が低くなるにつれて反応が活性化されるため，気相の存在する割合も対応して

増加し，0.6 Vでは触媒反応層表面では気相割合が 30%に対して 0.3 Vでは 70%まで上昇し，0.6 

Vの場合に比べて約 2.3倍の気相が存在している。 

図 3と同様な x-z断面におけるメタノールの質量分率を，Case 1，2の結果から得られたもの

を図 4に示す。触媒反応層表面では反応によりメタノールが消費されるため，流路側に比べて

質量分率が低くなっていることがわかる。また，前述したように 0.3 Vにおいて触媒反応層表

面に気相が約 70%存在しており，そのため触媒反応層に供給されるメタノール量が二酸化炭素

図 5 二酸化炭素の発生による I-V曲線の変化 

図 4 アノード側 GDLにおけるメタノール質量分率: (a)単相流(Case 1), (b) Case 2. 
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の発生を考慮しない単相流計算(Case 1)の場合に比べ触媒反応層表面で約 70%減少している。よ

って，触媒層に供給されたメタノールは反応によって消失し，メタノールの枯渇が起きている

ことがわかる。 

図 5に燃料電池の出力特性を表す指標の一つである電流密度とセル電圧の関係を表す I-V曲

線を示す。二酸化炭素の発生による効果を調べるために単相流計算(Case 1)と Case 2の計算結

果，および Ge and Liuによる実験結果(6)を示している。二酸化炭素の発生を考慮しない単相流

計算の場合，気相が存在しないために安定的にメタノールが触媒反応層に供給され，低電圧時

においても電流密度の値は増加する。一方，二酸化炭素の発生を考慮した Case 2では前述した

ように 0.3 V以下でメタノールの枯渇が起こり，得られる電流密度が増加しない限界電流密度

が現れている。この計算結果と実験結果を比較すると，二酸化炭素の発生が増加する低電圧状

態において両者のずれが大きくなっていることがわかる。これは Case 2の計算では気相・液相

の相互作用を無視しているためだと考えられる。しかし，二酸化炭素の発生を考慮することで，

実験値と同様に高電流密度域における電圧降下の傾向をよく表している。 

 

４．２ アノード極における気液相互作用の影響 

ガス拡散層はカーボン繊維から成る多孔質媒体であるため，そのような多孔質を通り過ぎる

流れでは毛管圧力による影響が重要となってくる。DMFC内ではセル電圧が低くなるにつれて

反応が活性化されるため，アノード側では発生した二酸化炭素(気相)の割合が増加してくる。

このとき，毛管現象及び相対流動性による気相・液相の相互作用が強くなり，その効果は図 6

に示したアノード側 GDL内気相分率の Case 2, 3における結果から明瞭である。また，図 6(b)

の 0.3Vの結果に注目すると，流路出口の気相分率が流路入口に比べて増加していることがわか

る。これは気相が液相の流動影響を受けるためだと考えられる。すなわち，毛管圧力によって

メタノールの触媒反応層表面への供給が促進され，それに伴う相対流動性の影響により，気相

が流路側に排出されると考えることができる。この気相の流路出口方向への排出効果によって

各セル電圧において GDL内における気相分率が減少している。また，図 5に示した I-V曲線で

限界電流密度が発生する 0.3 Vでは，気液相互作用を考慮することにより気相の割合が 70%か

図 6 アノード側 GDLにおける気相分率: (a) Case 2，(b) Case 3. 
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ら 50%まで減少している。 

アノード側 GDL内でのメタノール質量分率を Case 2，3に対して図 7に示す。図 6と同様

に気液相互作用の効果が現れ，メタノールの存在が増加していることがわかる。これは毛管現

象により，メタノールが触媒反応層表面により供給されることで GDL 内でのメタノール量が

増加したためだと考えられる。また，セル電圧が下がるにつれてメタノール分布の違いが顕著

となることがわかる。0.3 Vにおいて気液相互作用を考慮すると，Case 2において見られたメタ

ノールの枯渇が発生していないことが図 7(b)よりわかる。また，流路出口付近の触媒反応層表

図 7 アノード側 GDL内でのメタノール質量分率: (a) Case 2, (b) Case 3 

図 8 I-V曲線での気液相互作用の効果 
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面において見られるメタノールの局所的減少は図 6に示したように，流路出口側において徐々

に気相の存在が多くなっていることが原因であると考えられる。 

図 8に気液相互作用の有無を比較した I-V曲線を示す。毛管現象による気液相互作用を導入

することによって限界電流密度の上昇が見られ，その分布は実験結果と良好に一致している。

この結果からも毛管現象によってメタノールの触媒反応層表面への供給が促進され，相対流動

性により二酸化炭素の流路への排出が向上することによってセル性能が向上していることがわ

かる。 

 

４．３ カソード極における液体の水の影響 

カソード側での液体の水の発生およびそのときの気液相互作用を考慮した Case 4での I-V曲線

を Case 3，および実験結果とともに図 9に示す。低電圧領域でわずかな違いが見られるが，全

体的には液体の水の発生はセル性能を著しく低下させない結果となった。液体の水の発生度合

いを調べるために，各電流密度における触媒反応層表面における水分(液相)の平均質量分率を

図 10に示す。電流密度が増加するにつれて反応が活性化し，生成する水の質量も増加するが，

その生成量の大きさに注目すると，10-3 のオーダーで非常に小さく，液体の水は触媒反応層表

面にほとんど存在していないといえる。本解析で用いた一本流路モデルでは流路長さが 6.5 cm

と短く，反応により生成した液体の水はセル内に蓄積することなく流路出口より排出されたた

め，質量分率が微小になったと考えられる。しかしながら，セル形状や操作条件が異なる場合

液体の水の質量分率は約 10%近くまでになるとの解析結果(7,8,9)も示されており，カソード極に

おける液体の水が DMFCの性能に及ぼす影響についてはさらなる解析，特に実機形状での検証

が必要である。 

図 9 カソード側での液体の水の発生が I-V曲線に及ぼす効果 
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５ DMFC 内流動シミュレーションのまとめ 

気液二相流効果を考慮した直接メタノール形燃料電池内の流動シミュレーションを一本流

路モデルに対して行い，以下の結論を得た。 

1. アノード側で発生した気体の二酸化炭素は触媒反応層表面上に多く存在し，反応活性時

にはその二酸化炭素の存在にそってメタノールの供給が阻害され，限界電流密度が現れ

る。 

2. ガス拡散層の多孔質形状による毛管現象によってメタノールの触媒反応層への供給が

促進され，限界電流密度の上昇すなわちセル性能の向上が起こる。 

3. 流路長さが短い一本流路においてはカソード側での液体の水の発生は微小であり，セル

性能に影響を与えない。 

本解析で行った数値シミュレーションを実機形状に対して拡張し，最適なセル形状の決定お

よび操作条件に対する定量的な性能評価が今後の研究課題である。また，燃料電池内の移動現

象はイオンスケールから流体スケールまでに及ぶマルチスケールフィジクスであり，従来の流

体解析に分子動力学的手法や格子ボルツマン法などの数値計算手法を組み合わせたハイブリッ

ドシミュレーションの適用が期待される。 

 

６ 情報基盤センターへの要望・意見 

本研究課題では若手利用（試行）制度のもとで HA8000 クラスタシステムを活用させていた

だいたが，非常に利用しやすいシステムであり，研究が大いにはかどったと感じている。数値

シミュレーションコードは以前に PC クラスタ上で開発したものをベースとしているため今回

は HA8000 クラスタの利用を選択したが，大規模な流体解析ではベクトル型スーパーコンピュー

図 10 電流密度と触媒反応層表面での水質量分率の関係(Case 4). 
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タの利用の方が適している場合も多い。ユーザのアプリケーションおよび分野によって，ベク

トル並列型のSR11000システムとスカラー超並列型のHA8000クラスタシステムを選択できる東

京大学情報基盤センターの存在は非常に貴重である。今後も両システムの維持・発展を期待し

たい。 
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