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今⽇のはなし

l シミュレーション？

l 過去から未来へ

l シミュレーションが変わる

l 現実世界とのインタラクション



1．シミュレーションとは？
シミュレーションシミュレーション〖simulation〗

1. ある現象を模擬的に現出すること。現実に想定される条件
を取り⼊れて、実際に近い状況をつくり出すこと。模擬実
験。「市場の開発を―する」「マーケティング―」

2. コンピューターなどを使⽤して模擬的に実験を⾏うこと。
実験内容を数式模型によって組み⽴て、これをコンピュー
ター処理することによって実際の場合と同じ結果を得よう
とするもの。

3. サッカーで、反則の⼀。相⼿チームの選⼿から反則を受け
たかのような演技をして、審判を欺くこと。

現実には再現できないこと、起こりえないことも評価できる



SL彗星の⽊星への衝突（想像）

東工大 矢部教授



衝突実験の置き換え
日産自動車提供



久田教授@東京大学

⼼臓の⼼拍と⾎流の様⼦をシミュレート



現在は3.5kmメッシュで行っている
シミュレーションを約400mメッシュ
で行うことが可能となり、ゲリラ豪
雨や台風進路の精度の高い予測
が可能に

短周期地震のシミュレーションと構造物の耐震シミュ
レーションを連携して行うことが可能となり、工場や建
物のより精度の高い耐震性の検証などに貢献

半導体デバイスなどの開発において、原子
一つ一つの挙動をシミュレーションすること
が可能となり、材料開発期間の短縮が可
能となる。10万原子のシミュレーションが、
現状800年が2ヶ月で可能に

現在は実行できてい

ない、セルロース分解
酵素のシミュレーショ

ンによる安価なバイオ
燃料の発見、提供等
エネルギー問題解決

への貢献が期待され
る

10-8m

100m

102m

107m

1026m

シミュレーションでの予測とデー
タの組み合わせにより、現在は
動物実験や臨床試験で確認を
している薬の副作用などの予測
検証が可能となり、実験の効率
化が可能に

ビッグバンに始まる宇宙において、
極微の素粒子から元素合成、そし
て星、銀河形成にいたる物質と宇
宙の起源と構造を統一的に解明す
ることに貢献

10-10m

原子の電子雲

スーパーコンピュータで扱う現象



弾道計算



より精確なモデリング

弾道計算に影響する諸因⼦
– 弾が球だったら，砲弾型だっ

たら？
物体が受ける⼒

– 重⼒
– 空気抵抗
– ⾃然⾵の影響
– モーメント
– ．．．

モデル⽅程式はより複雑に
– 常微分 → 偏微分 球の受ける抵抗



流体現象を観察する⽅法

理論

方程式が実験の代わり．
気体や熱・物質の移動などの現象は偏微分方程式を用いて記述．

風洞実験

大きな扇風機で風を起こし，実
験対象の挙動を調べる．

流体の支配方程式

Navier-Stokes方程式



流体の現象を表す⽅程式

第 3章 基礎方程式と解析方法 14

3.1 支配方程式
CBCソルバークラスは，圧力や温度の変化により生じる流体の密度変化が小さく．代表的な流速が音速に比べてか
なり低い場合を仮定して，非圧縮性流体の基礎方程式を用いています．

3.1.1 非圧縮性流体

解析対象とする流れの特徴を以下のように仮定し，支配方程式を記述します．

• 流れの速度が音速に比べて十分に低く，流れの運動に対する圧縮性の影響は小さいと仮定して，流れを非圧縮性
として取り扱います．
• 温度場の代表的な温度差スケールが 30 ◦C以下で，密度変化が小さいと仮定します．この場合，密度変化が質量
保存則へ与える影響は小さく，密度変化が流れの運動に及ぼす影響を Boussinesq近似によりモデル化できます．

支配方程式として，非圧縮性流れに対する質量保存則式 (3.1)，運動量保存則式 (3.2)，エネルギー保存則式 (3.3)を用
います．δはクロネッカーのデルタで重力方向 (i=3)のときに浮力が作用します．ここで，プライム [′]は有次元量を表
します．物性値など有次元であることが明らかなものにはプライムは付けていません．
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ρ′ [kg /m3] density

P′ [Pa] pressure

Cp [J / (kg K)] specific heat at constant pressure

θ′ [K] temperature

λ [W / (m K)] heat conductivity

u j
′ [m / s] velocity components

u g ′
j [m / s] velocity components of a grid point

x j
′ [m] coordinate axis

t′ [s] time

µ [Pa s] viscosity

g [m / s2] gravitational acceleration

Φ [1/s2] dissipation function

Q′ [W /m3] heat source

式 (3.2)は形式的に ALE(Arbitrary Lagrangian and Eulerian)で書かれていますが，速度 u g ′
j で移動する格子系での保存

則を表現しています．格子点を固定 (u g ′
j = 0)すれば Euler表現，流体粒子と一緒に移動 (u g ′

j = u′j)させれば Lagrangian

速度の
時間変化

速度の空間変化 圧⼒による流
れの発⽣

粘性による⼒ 重⼒の
影響など

加速度 ⼒
a = f/m

ニュートンの運動⽅程式

Navier−Stokes方程式



シミュレーションのしくみ
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行列計
算

反復解法

偏微分方程式 代数方程式離散化

連立一次方程式

大規模疎行列



より正確な予測のために

l 格⼦を細かくしていく

l 時間積分幅を⼩さく

l 精緻な現象モデル（⽅程式や経験式）を使う

>> 沢⼭の計算機が必要になる

>> 計算結果のファイルが沢⼭！

>> ものすごいデータ量 >> 数字の塊



⾼信頼性計算 >  ⼤規模計算 >  データ処理

微少な渦構造を直接捉えることが重要＝大規模格子の必要性



2．過去から未来へ 計算機の性能

l 計算機の性能 https://www.top500.org

l 性能向上
lアーキテクチャの改善

l集積度・動作周波数の向上

l同時実⾏や⾼密度な命令実⾏の⼯夫

l並列性の導⼊
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Rank System Cores
Rmax
(TFlop/s)

Rpeak
(TFlop/s)

Power
(kW)

1 Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz,
Sunway (/system/178764), NRCPC 
National Supercomputing Center in Wuxi (/site/50623)
China

10,649,600 93,014.6 125,435.9 15,371

2 Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C
2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P (/system/177999), NUDT 
National Super Computer Center in Guangzhou (/site/50365)
China

3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808

3 Piz Daint - Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Aries interconnect ,
NVIDIA Tesla P100 (/system/177824), Cray Inc. 
Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) (/site/50422)
Switzerland

361,760 19,590.0 25,326.3 2,272.0

4 Titan - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect,
NVIDIA K20x (/system/177975), Cray Inc. 
DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory (/site/48553)
United States

560,640 17,590.0 27,112.5 8,209

5 Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom
(/system/177556), IBM 
DOE/NNSA/LLNL (/site/49763)
United States

1,572,864 17,173.2 20,132.7 7,890

6 Cori - Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnect
(/system/178924), Cray Inc. 
DOE/SC/LBNL/NERSC (/site/48429)
United States

622,336 14,014.7 27,880.7 3,939

7 Oakforest-PACS - PRIMERGY CX1640 M1, Intel Xeon Phi 7250 68C
1.4GHz, Intel Omni-Path (/system/178932), Fujitsu 
Joint Center for Advanced High Performance Computing (/site/50673)
Japan

556,104 13,554.6 24,913.5 2,718.7

8 K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect (/system/177232),
Fujitsu 
RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) (/site/50313)
Japan

705,024 10,510.0 11,280.4 12,659.9

9 Mira - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom (/system/177718),
IBM 
DOE/SC/Argonne National Laboratory (/site/47347)
United States

786,432 8,586.6 10,066.3 3,945

10 Trinity - Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Aries interconnect
(/system/178610), Cray Inc. 
DOE/NNSA/LANL/SNL (/site/50334)
United States

301,056 8,100.9 11,078.9 4,232.6
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並列計算機の性能を引き出すためには？

l 重要なポイント
l単体性能の向上 演算器を休みなく動かす⼯夫

l並列性能の向上

l アムダールの法則
l並列性能の上限



並列処理の効率

Program

並列化できる部分は全体の99％あり、残りの1％は並列
化できない。

Serial	
1	sec.

Parallelizable
99 sec.

Parallelizable



並列処理の効率

Program

Parallelizable

10
0	
pr
oc
es
so
rs

1 sec. + 0.99 sec = 1.99 sec.

Speedup => 100 / 1.99 = 50.251···

103プロセッサでは、100/ 1.099 = 90.991···

104プロセッサでは、100/ 1.0099 = 99.019···

並列実行可能な部分が多くなるアルゴリズム
を考えること



計算機の性能向上による恩恵

1. 短時間でシミュレーションが終了
l 設計計算のターンアランドを短縮

2. ⼤規模な計算による⾼精度な結果が得られる
l 現象解明に役⽴つ

3. 複雑な現象を扱うことができる
l 従来できなかったことがシミュレートできるようになる

4. キャパシティ・コンピューティング
l 多くのシミュレーションを実施し、得られた多数の計算結果を

⽤いて有⽤な情報を引き出すアプローチ



3．シミュレーションで変わる

p 創薬

p 材料開発

p ものづくり

p 気象予測



インフルエンザ薬の効果的な設計

タミフル

タミフルのインフルエンザウイルスへ
の結合を評価、より効果的な薬の設計
に貢献

インフル
エンザ
ウイルス

インフルエンザ表面タンパク質

タンパク質やDNAなどの大規模分子を断片化し，系全体の物理量
を量子力学的に計算

時間経過と共に
結合する過程を
シミュレーション

インフルエンザ
抗体

インフルエンザ
表面タンパク質

溶液中の分子の運動のシミュレーション

AICS, RIKEN



新材料開発 ものづくり

http://www.aics.riken.jp/jp/science/research-highlights/tire-1.html
Contains Confidential and/or Proprietary Information. May Not be Copied or Disseminated Without the Express Written Consent o f Sumitomo Rubber Industries, LTD. 12 

低燃費・高グリップ・省資源に対応できる高機能ゴム材料開発が必要 
 Æゴム内部のナノの領域を可視化する材料シミュレーションの開発 

・高分子ポリマー 
・補強フィラー（カーボン・シリカ） 
・架橋剤（硫黄） 
・結合剤 
（ポリマー変性基、カップリング剤） 

ゴムを構成する原材料 

分子レベルで検討できる 
ナノレベルのシミュレーション 

が必要 

グリップ 燃費 

２次元-FEM 



マルチスケールシミュレーション

Contains Confidential and/or Proprietary Information. May Not be Copied or Disseminated Without the Express Written Consent o f Sumitomo Rubber Industries, LTD. 

シリカとポリマー シリカの分散 タイヤ～ゴム ゴムのミクロな変形 ポリマーと変性基 

 

素材の詳細な情報が扱える分子動力学（MD）法を利用する 

16 

ミリメートル マイクロメートル ナノメートル サブナノメートル 
空間 
スケール 

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン 

 低燃費タイヤ用の素材開発     新ポリマー       新結合剤 

http://www.aics.riken.jp/jp/science/research-highlights/tire-1.html



気象予測

http://www.aics.riken.jp/newsletter/201610/interview.html



4．現実世界とのインタラクション

p 従来
– シミュレーション結果 ⇒ 間接的に現実世界へフィード

バック
– Ex) ⾞の設計

• 構造、流体、熱、⾳振動などのシミュレーション結果は、エ
ンジニアが解釈して設計要件として採り⼊れる。

p 今後
– シミュレーション結果を直接現実世界へフィードバック
– 現実世界とサイバー世界の融合（Cyber-Physical）
– リアルタイム性が要求される



デジタルツインモデル

p 現実世界の状況をサイバースペース上にリアルア
イムに再現

Industrial4.0では、⼯場の管理・制御を対象としている

p GE
l⾶⾏機の運航中の⾶⾏・エンジンのデータをIoTセンサで

収集、デジタルツインを構築し、オーバーホール時期など
を推定

実際の⼯業製品の使⽤状況を常に監視し原因を推定す
ることにより、故障予知や機能改善に役⽴つ



動向

p 経産省「CPSによるデータ駆動型社会の実現」

p JST「未来社会創造事業」

p 第５次科学技術基本計画で打ち出した Society5.0
pインターネット、⼈⼯知能（ＡＩ）、ロボット技術などを

⾼度に組み合わせた社会・経済変⾰の考え⽅

p Industry 4.0 欧州の動き



スパコン

気球

分析結果

衛星

プロトタイピングするWfS

漁業 農業

発電
所

一般家庭

クラウド環境

Local WF

Remote WF

再生エネルギー

 

 

Linux、地形ビューアに統合することが可能、高度な地理情報作図ができる。 
 
 

 
GMT(The Generic Mapping Tools) 

 

GMT(The Generic Mapping Tools)は、Paul Wessel と Walter H. F. Smithによって

開発された、地図を描くためのソフトウェアである。 

GUIは用意されておらず、コマンドラインあるいはシェルスクリプトを組んで利用す

る。ただし、GMT用の GUI ソフトウェアも開発されている。 

 

 
 
 

IoT センサ
データ

情報活用
データ同化

30% 10% 30% 30%

最適バランス制御 Remote WF
A
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pt
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e 
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w
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od
el

H
2

リアルタイムにデータを更新

エネルギーマネジメント



研究を⽀えるインフラ 九⼤の新スパコン
30

l 総理論演算性能は「京」とほぼ同等
l 画期的なフロントエンドサーバー群とクラウド連携機能
l データサイエンス支援を意図した構成



おわりに

1. シミュレーション？
2. 過去から未来へ
3. シミュレーションが変わる
4. 現実世界とのインタラクション

l 今後、現実世界とサイバースペースの結びつきが強く
なる

l セキュリティがより⼀層重要になる
l シミュレーションインフラは、社会問題を解決する⼿

段として進化


