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あ ら ま し

スーパーコンピュータの演算性能は，11年で1000倍という驚異的なペースで向上し続
けており，複雑で大きなスケールの現象を，ミクロレベルの現象を支配する法則を踏ま

えて，精緻にシミュレーションできるようになってきた。例えば，スーパーコンピュー

タ「京」の演算能力を十分に引き出せば，薬剤の作用に関わる細胞レベルの挙動を踏まえ

て心臓全体の振る舞いを精緻にシミュレーションすることや，電気モータに使われる磁

性体の特性を踏まえたシミュレーションによってモータの効率計算を正確に実行するこ

となどが可能になってきている。しかし，現在のスーパーコンピュータの演算能力を引

き出すには，数万の並列プロセスを効率的に協調動作させることが必要であるため，科

学的知見に基づく最新のシミュレーションモデルと，計算機のアーキテクチャの両者を

十分に考慮した上で，新たな計算手法を創出することが求められている。

本稿では，この課題の解決に向けた取組みとして，4種類のアプリケーションの研究開
発事例を紹介する。

Abstract

In recent years, with the incredible increase of computing power, we can simulate 
accurately macro-scale phenomena based on the laws which govern micro-scale 
phenomena.  For example, if we fully utilize the computing capability of the K computer, 
it is possible to simulate the behavior of a human heart and how it responds to medicine 
at the cellular level, and to calculate the efficiency of an electric motor by simulating 
the characteristics of its magnetic material.  However, a problem arises because we 
must control more than tens of thousands of parallel processes properly in order to get 
high performance out of the recent supercomputers.  For this reason, new computation 
techniques based on both the latest scientific findings and the understanding of 
supercomputer architecture are required.  In this report, we introduce four applications 
as our approach to the problem described above.
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心臓シミュレータ

生体現象においては，たんぱく質分子のミクロ
なスケールから，細胞，組織を経て，臓器，個体
というマクロなスケールまでの多階層の力学的・
電気化学的な現象が相互に影響を及ぼし合ってい
る。近年のコンピュータの飛躍的な性能向上は，
この複雑な生体現象のシミュレーションを可能に
しつつある。「京」に代表される大規模並列コン
ピュータを用いた高度な生体シミュレーションを
通して，バイオテクノロジーの発展によって得ら
れた分子レベルの知見と，マクロな生命現象まで
を，統合的に理解することができるようになると
期待されている。
この生体シミュレーション分野において注目さ
れている臓器の一つが心臓である。心臓の役割は，
収縮によるポンプ機能によってエネルギーや酸素
を含む血液を体内に循環させることである。その
ポンプ機能は，図-1に示すように，分子，細胞，
臓器，生体というマルチスケールにわたる，力学，
生化学，電気といったマルチフィジックス現象が
連関することによってはじめて実現される。心臓
シミュレーションは，このような心臓の拍動現象
や病理の解明手段として期待されている。さらに，
著者らは臨床においてもシミュレーションが有効
であると考えている。例えば，心臓弁置換術，冠
動脈バイパス術，心室形成術などで最適な手技選
択が難しいケースにおいて，心臓シミュレーショ
ンは医師の診断を補助することが可能である。な
ぜなら術後の人工弁の動き，人工血管を通る血流，
血液拍出量などを予測することで，血圧，心電図，
CTやMRIなどの従来の診断情報と合わせて，手技
の効果の定量的評価が可能になるからである。
著者らは，東京大学大学院 新領域創成科学研究
科 久田俊明教授，杉浦清了教授らとともに，有限
要素法を用いて，心筋細胞のスケールからマクロ
な拍動までを，シームレスに連成してシミュレー
トする心臓シミュレータ（UT-Heart）とその高速
化の研究開発を進めている。（1） 患者個人の心臓をCT
やMRIにより撮影した断層像を3次元的に再構成
したデータを用い，患者ごとに最適な治療方法を
選択するテーラーメード医療の実現を目指すもの
である。以下では著者らの開発する2種類の心臓シ

心臓シミュレータま　え　が　き

富士通は，1980年代よりスーパーコンピュータ
の開発を精力的に推進してきた。その対象は，
LSI，システム，オペレーティングシステムやミド
ルウェアなどのソフトウェアと数学ライブラリが
主であった。一方，コンピュータシミュレーショ
ンなどのアプリケーションについては大学や国立
研究所などの外部の研究機関やISV（Independent 
Software Vendor）に委ねられていた。しかし，スー
パーコンピュータ「京」（注）のような巨大な大規模並
列コンピュータを有効活用するためには，アプリ
ケーション開発においても，ある種のパラダイム
シフトが必要である。すなわち，アムダールの法
則で知られているように，並列環境でプログラム
を走行させる場合には，逐次計算部分の比率が計
算機のスケーラビリティに多大な影響を及ぼすこ
とになり，結果として計算ノードは豊富に存在し
ても，プログラム自体がそのノードを効果的に利
用できない状況に陥ってしまう。「京」は64万コア
を有しているため，約90％のスケーラビリティを
出すためには，逐次計算部分の実行時間は全体の
約580万分の1以下にする必要がある。モンテカル
ロ法などを用いたシミュレーションなどの場合を
除き，このような並列プログラムを開発するため
には，コンピュータのアーキテクチャを十分に考
慮した上で，新たな計算手法を創出する必要があ
る。そのためには，コンピュータの開発技術と利
用技術の融合が重要となる。
そこで，富士通では「京」の開発当初よりこの
ような課題を解決し，「京」のような超大規模な計
算システムが真に有効活用されることを目指し，
アプリケーションの研究開発に着手した。これら
をより効率的に進めるために，既に最先端の研究
を推進している大学や企業，国立の研究機関と可
能な限り連携し，超大規模並列プログラムの開発
を推進してきた。
本稿では，超大規模計算システムでシミュレー
ションの活用が期待される四つのアプリケーショ
ンについて著者らの研究開発の取組みを紹介する。

ま　え　が　き

（注） 理化学研究所が2010年7月に決定したスーパーコン
ピュータの愛称。



FUJITSU. 63, 3 （05, 2012） 337

スーパーコンピュータが拓く世界

得られた心筋細胞内のカルシウムイオン濃度を基
に計算される収縮力から心筋のひずみと心臓の収
縮，血液の流動がシミュレートされる。
マクロ構成則に基づく心臓シミュレータでは，
心筋線維の走行までもが考慮されており，心筋線
維の収縮が10％程度であるにもかかわらず，容積
にして55％にもなる心臓の高い拍出能（駆出率）
が再現されている。心臓シミュレータにより出力
されたバーチャル心電図を図-2に示す。第2誘導の
心電図を測定結果と比較したところ良く一致する
結果が得られていることが分かる。
（2） マルチスケール心臓シミュレータ
最先端の実験計測系と非線形有限要素法理論に
基づいて数理モデル化された心筋細胞（数値心筋
細胞）と，実際の心臓における心筋細胞の配置の
周期性に着目して適用した均質化法と呼ばれるマ
ルチスケール手法とを応用することで，心筋細胞
のスケールから臓器レベルのマクロなスケールま
での連成解析を実現するシミュレータである。主
として内科領域での応用を念頭に研究開発を進め
ている。数値心筋細胞では，細胞内組織や細胞間，
フィラメント間の結合を担うたんぱく質もモデル
に取り入れられている。例として，心筋細胞同士
の接着が先天的に弱い疾患を想定したシミュレー
ションの結果を図-3に示す。血圧は余り下がらな
いのに拍出量が大幅に減少する病態が再現できて

ミュレータについて簡単に紹介する。
（1） マクロ構成則に基づく心臓シミュレータ
右心房の上部に存在するペースメーカ細胞（洞
房結節）から周囲の心筋細胞に電気的な刺激が伝
わると，各細胞内の筋小胞体からカルシウムイオ
ンが放出され，細胞内カルシウムイオン濃度が上
昇する。そのカルシウムイオンが心筋細胞内のア
クチンフィラメントの一部に結合するとミオシン
フィラメントとの間の架橋が許容され，ミオシン
ヘッドの首振り運動によりアクチンフィラメント
が滑り心筋細胞が収縮する。このような心筋細胞
の収縮が心臓全体で協調して起こることで，心臓
が拍動する。心臓シミュレータでは，
・細胞の電気的興奮の伝

でんぱ

播
・細胞内カルシウムイオン濃度
・アクチン－ミオシンフィラメントの状態遷移
・心筋の収縮
・血液の運動
が連成され，心臓の拍動/血液拍出プロセスがコン
ピュータ上に再現される。興奮伝播解析では，電
気生理学で知られるイオンチャンネルモデルを細
胞内外の組織と接続した心臓有限要素モデルから，
刻々の膜電位と細胞内カルシウムイオン濃度が求
められる。また各臓器の電気伝導係数を設定した
胸郭有限要素モデルも組み合わせることで心電図
が得られる。力学解析では，興奮伝播解析により

図-1　マルチスケール・マルチフィジックス問題から成り立つ心臓循環器系
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いる。
これまで述べたように，心臓はマルチスケール・
マルチフィジックスの巨大な複合体である。その
心臓全体を原理に忠実に再現する心臓シミュレー
タは，スケールごと，現象ごとに巨大なデータを
扱う必要があり，それらを連成するプロセスも巨
大なものとなるため，従来の計算手法の延長では
実行に膨大な時間を要する。そこで，この心臓シ
ミュレータを高度な最先端医療分野で実用化する
ためには，高速化が重要な課題の一つとなる。著
者らは，超並列計算手法や高速ソルバの開発によっ

て，これを「京」の8万を超えるCPUを用いて，一
心拍を約2日で計算可能に高速化することを目標と
している。図-4は，T2Kオープンスパコン（東大）
上で行われたマルチスケールシミュレーションで
のストロング・スケーリングのSpeedupを示した
ものである。6144コアを用いた計算で，理想値の
89.3％を達成し，良いスケーラビリティを示して
いる。
著者らは，全国で15万人とも言われる心疾患で
苦しむ患者への診断支援・治療支援を早期に実現
するために，本稿で紹介した心臓シミュレータの

図-2　シミュレータから出力された第2誘導心電図（右下）と実際の心電図（右上）
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図-3　細胞間接着たんぱく（Vinculin）異常の血液拍出量および圧力に対する影響
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と，粒子の空間分布に大きな自由度を持たせるこ
とができ，有限要素法などで起こり得るメッシュ
の破綻が原理的に避けられる。このことは粒子法
の「大変形を扱うのに適する」「自由表面の扱いに
適する」という特徴をもたらしている。
また，各粒子が近傍の情報のみを用いるという
ことから，粒子法の特徴として「大並列の計算に
適する」ということが言える。計算領域を適当に
空間分割して各小領域を各プロセッサに割り付け
ることで並列計算を実行できる。著者らの粒子法
ソルバでは，粒子分布が一様に近い場合には90％
のスケーラビリティが実現できる。

高精度化・高効率化に加え，生理学的・医学的知見，
患者個々人の心臓幾何形状を正確に再現する入力
データ処理技術の開発を進めており，これらを組
み合わせたテーラーメード医療システムの実現を
目指している。

粒子法シミュレータ

粒子法とは，解析対象を粒子の集合として表現
する計算手法のことであり，その代表的な例とし
て，流体（水，空気など）や弾性体（ゴム，ゲルなど）
のような連続体を粒子によって離散化する手法で
あるSPH（Smoothed Particle Hydrodynamics）
法（2）やMPS（Moving Particle Semi-implicit）法（3）

がよく知られている。また，砂利やペレットといっ
た，元々粒であるものを粒子としてシミュレーショ
ンする手法も粒子法の一種と言える。本章では，
著者らが開発しているSPH法（4）に焦点を当てて紹
介する。
粒子法のシミュレーションでは連続体を粒子の
分布によって表現する。各粒子は位置座標，速度，
密度，応力といった物理量を変数として持ち，そ
の時間変化を計算することで，実際の物体の振る
舞いをシミュレートするのである。この計算を行
う際，各粒子は自分自身から一定距離（影響半径 h
と呼ぶ）以内にある粒子（近傍粒子）とのみ影響
を及ぼしあう。例えば図-5に灰色で示した粒子iは
網掛けの粒子jとのみ影響を及ぼし合うことになる。
この近傍粒子を必要に応じて探索することにする

粒子法シミュレータ

図-4　マルチスケール心臓シミュレータのSpeedup

図-5　粒子i（灰色）の影響半径 hと近傍粒子j（網掛け）

S
pe

ed
up

コア数

シミュレータ全体
計算のコア（数値心筋細胞と，スケール間の通信）

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
1536 2048 3072 6144

i
h

j

ji xx



FUJITSU. 63, 3 （05, 2012）340

スーパーコンピュータが拓く世界

合に並列化効率を少しでも高く保つ計算技法を開
発中である。例えば，津波の進む方向には大きく
粒子が移動するが，それと直行する向きの移動量
は比較的少ない，などの現象に固有の性質に着眼
して効率の改善を図っている。
また，ほかの適用先として，携帯電話の防水ゲ
ルの解析などについても実績がある。図-6（b）は
携帯電話部品による防水ゲルの変形を扱った計算
例であり，部品の隙間をゲルが埋めていることや
部品表面の全体に一定以上の圧力がかかっている
ことが確かめられている。
さらに今後の展開として，粒子法には「様々な
物理過程を取り入れることが比較的容易である」
という特徴もあることから，様々な工学的応用に
向けた機能拡張も行っている。現時点では次の用
途を見込んでいる。
（1） 鋳造・溶湯鍛造といった液相成型技術への応
用（固化・収縮・残留応力の実装）

（2） 樹脂の混練や攪
かくはん

拌の過程（粘弾性体の実装）

磁界シミュレータ

コンピュータの計算能力の向上とシミュレー
ション技術の進歩により，モータ，トランスといっ
た磁性材料を利用した電気機器の設計には有限要

磁界シミュレータ

一方で，工業的な応用の歴史が浅く，「適用事例
がまだ少ない」「精度について数学的に厳密な保障
がまだ不十分である」といった課題もあるが，こ
れらは今後解消されていくものと思われる。その
ための取組みとして，著者らは適用事例の増加，
理論の数学的裏づけを得るべく，ユーザニーズの
掘り起こしや大学との共同研究を行っている。
粒子法の適用先としては，様々な分野が考えら
れるが，まず挙げられるのは津波解析をはじめと
する防災分野である。例えば，津波が都市部に浸
水する過程や，台風による高波が護岸で砕波する
過程において，流体（海水）は複雑に変形する自
由表面を持つため，粒子法で扱うのに適している。
図-6（a）は高波が護岸で砕波する過程を模擬した
計算の例である。津波の解析には広い領域を扱う
必要があり，例えば1 km四方程度の港湾部を1 m
の粒子間隔で計算する場合，PCクラスタでは数
日から数十日の時間を必要とする。スーパーコン
ピュータを用いれば同規模，あるいは領域を数km
四方に広げた計算でも1時間程度で実行可能と見ら
れる。ただ，このような大規模計算を行う上で問
題となるのは，粒子分布（海水の分布）が一様と
は言えず，理想的な並列化効率を出すのが困難な
ことである。そのため，非一様性の強い分布の場

図-6　粒子法による解析事例

（a）護岸越波の解析

（b）携帯電話用防水ゲルの大変形解析
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づいて計算する。（5）

＝ × × ×－ －
dM HγM M M（ ）H
dt

αγ
M

 （1）

ここで，Mは磁化，Hは有効磁界，γはジャイロ
磁気定数，αはダンピング定数である。ここで有
効磁界Hに対して考慮すべき物理現象に対応する
磁界を計算する必要がある。電磁鋼板においては，
磁気異方性・印加磁界・古典渦電流磁界が一般的
に導入されるが，磁壁の移動に伴う異常渦電流に
よる磁界を式（2）のように導入することができる。

＝ ＝－hano
H ano H app

H appH kH k

σLc ano ΔM
Δt

2

 （2）

ここでhanoは異方性磁界Hkで規格化した有効磁界
である。
この手法によってモータに使用される無方向性
電磁鋼板（35A360）のヒステリシス特性を計算し
た結果を図-7に示す。計算値（実線）は実測値（破
線）といずれの周波数においても非常に良く一致
しており，無方向性電磁鋼板のヒステリシス特性

素法を用いた磁界シミュレーションが用いられて
いる。しかし，現状の有限要素法では磁性体にみ
られるヒステリシス特性が考慮されていないため，
エネルギー損失が十分な精度で計算できない。よっ
て，電気機器の更なる高効率化，小型化には磁性
材料のヒステリシス特性を取り入れた損失計算手
法の確立が重要になっている。
磁性材料におけるヒステリシス特性は，磁性材
料の持つ磁区構造や磁気異方性，磁

じわ い

歪など様々な
物理機構に影響を受ける。これに対して，著者ら
はマイクロマグネティクスの手法を適用した電磁
鋼板やフェライトのヒステリシスモデルの可能性
を検討している。（5） 本章では，マイクロマグネティ
クスによるヒステリシスモデルによる損失計算と
有限要素法との連成による大規模シミュレーショ
ンについて紹介する。
マイクロマグネティクスとは式（1）に示すLLG
方程式に従い磁化状態を計算する方法である。著
者らは単磁区粒子を基本モデルにこの方程式に基

図-7　無方向性電磁鋼板のヒステリシス特性の再現
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ケールの現象をシミュレートする主な手法には，
量子論に基づく第一原理計算と原子間の結合をバ
ネのモデルで表現する古典分子動力学計算がある。
前者は演算負荷が重いため計算できる原子数は少
なく（10数並列計算で数百原子），後者は計算負荷
が軽いため計算できる原子数は多い（10数並列計
算で数万原子）。また，第一原理計算と古典分子動
力学計算の間の計算規模を扱える手法の一つにタ
イトバインディング法（TB法）がある（図-9）。（6） 

TB法は近似ではあるが量子論に基づきながらも現
実の材料のサイズに近い規模のシミュレーション
を行える可能性を持つ。そこで，TB法コード開発
に注力し，加えて，量子論の密度行列の局在性（7）

を利用し演算の大部分を並列に実行するための研
究開発を進めている。TB法を並列処理できる形式
にすることにより，材料全体のシミュレーション
を現実的な時間内で実現することを目指している。
次に現在開発中のコードを用いた計算事例を紹

の周波数依存性がマイクロマグネティクスの手法
で十分再現可能であることが確認できた。
電気機器の損失計算にマイクロマグネティクス
の手法を取り入れるためには，マイクロマグネ
ティクスと有限要素法を連成させる必要がある
（図-8）。有限要素法によりモータ全体での磁場分
布を計算し，各要素におけるヒステリシス特性は
マイクロマグネティクスを用いて計算を行う。メッ
シュ内の磁気特性は均一であるとみなし，均質化
法を適用することでヒステリシス特性を含めた
モータ全体の解析が可能となる。マイクロマグネ
ティクスを適用することで計算量は大幅に増加す
る。例えば，電気自動車で用いられるモータの3次
元解析を行うには約700万要素が必要であり，PC
クラスタを用いた場合1か月程度かかってしまうた
め設計前の検証として解析を行うのは困難である。
一方，マイクロマグネティクスにおける計算は要
素ごとに独立に処理することができるためスケー
ラビリティが高く，かつ計算量に対して通信量が
非常に少ないという特徴を持っている。例えば，
PCクラスタにおいて60％近い並列化効率が得られ
ている。そのため，大規模超並列コンピュータを
1000コア用いることで，約1日の実用的な時間まで
短縮することが可能である見込みである。

タイトバインディング法

ナノテクノロジー分野におけるシミュレーショ
ンでは，コンピュータ上に原子を1個ずつ並べて物
質をモデリングし，物理法則に基づく数値計算手
法を用いて原子の挙動を調べる。原子の大きさに
相当するナノメートル（1 nm＝10億分の1 m）ス

タイトバインディング法

図-8　マイクロマグネティクスと有限要素法の連成による解析手法

図-9　各計算手法の計算可能な原子数と精度
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レーションを紹介した。今後，コンピュータの演
算能力が更に向上していくことは確実であり，こ
れまで以上に大規模並列計算によるシミュレー
ション技術が求められていくのは想像に難くない。
真に社会に貢献できるコンピュータを目指し，ア
プリケーション技術の開発を進めていく。
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介する。計算した物質は，ケイ素（Si），炭素（C），
多形構造の一つである3C型炭化ケイ素（3C-SiC）
である。これらの物質は，目に見えるサイズでは
間接遷移型の性質を持つため発光はほとんど起き
ない。しかし，ナノスケールのサイズにすると量
子効果により発光強度が大きくなることが知られ
ている。そのため，この性質を利用した光半導体
素子の研究開発が進められている。そこで，量子
効果を考慮しながら短時間で比較的大きなサイズ
まで計算できるTB法を用いて物性解明を試みた。
具体的には，原子の数が約3000個までの原子の集
団（ナノクラスタ）を球形にしたモデルを用意し，
ナノクラスタのエネルギーギャップに対応する光
の波長とサイズの依存性を予測した（図-10）。そ
の結果，Siの直径を1 nmにすると青色領域の可視
光線，3C-SiCの直径を2 nm以下にすると紫外線，
Cの直径を2 nm以下にすると遠紫外線に対応する
エネルギーギャップを持つことを見出した。なお，
室温の約3000原子の挙動を512コアのマシンを用
いて数時間で計算できた。
今後は，より大規模なナノ構造物をターゲット
に研究開発を行い，材料開発分野におけるスパコ
ンの活用の更なる向上と，新材料開発への貢献が
進むように機能向上や拡張を行う。

む　　す　　び

本稿では，著者らが開発中の超大規模並列シミュ

む　　す　　び

図-10　室温（300 K）におけるSi，3C-SiC，Cのナノクラスタのエネルギーギャップに対応する
光の波長とサイズの依存関係
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