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概要

地磁気の謎地球ダイナモ
シミュレーション

インヤン格子

VR技術の応用



低エクマン数シミュレーション



低エクマン数シミュレーション

Google Earthの写真で
解析！

牛や羊も「磁気センサー」をもつ



地球ダイナモシミュレーション

地球の磁場（磁力線）
双極子磁場



地球ダイナモシミュレーション

地球の磁場（磁力線）



低エクマン数シミュレーション

地球の構造

地球半径: 6500km
外核半径: 3500km
内核半径: 1200km

外核（液体鉄）

マントル（岩石）

内核（固体鉄）

地磁気はこ
こで作られ
ている。

対
流
運
動



発電機（ダイナモ）の原理

運動

電流

導体 （金属）



電磁流体（MHD）ダイナモ

流れ

電流

電気を流す流体（液体金属）



低エクマン数シミュレーション

地磁気の非周期的逆転

時間（年）

時間（年）

時間（年）



低エクマン数シミュレーション

地磁気の非周期的逆転
・海洋プレートは海嶺で生まれ、ゆっくりと両側に広がっている。
・プレートが生まれる（冷える）時に、その時代の磁極の向きを記録する。

最近の逆転周期: ２，３０万年
最後の逆転: 　　約８０万年前



低エクマン数シミュレーション

MHD方程式
•電気伝導性流体（プラズマ、液体金属）の基礎方程式

• 流体方程式 ＋ マクスウェル方程式

with



低エクマン数シミュレーション

地球ダイナモシミュレーション

A. Kageyama & T. Sato, 1995我々の方針：

・MHD物理として地球ダイナモを理解したい

・地磁気の特徴

	
 - 双極子磁場の自発的生成

	
 - その非周期的逆転

・これは純粋にMHD方程式（だけ）に内在する性質なのか？



低エクマン数シミュレーション

シミュレーションの結果：対流場

円柱状の対流構造

渦度の回転軸方向成分

Kageyama & Sato, Phys. Plasmas, 1993



低エクマン数シミュレーション

シミュレーションで再現された双極子磁場

コア表面上の磁場分布

Kageyama and Sato, Phys. Rev. E, 1997



低エクマン数シミュレーション

双極子（ポロイダル）磁場の生成機構

(1) (2)

(3)

Kageyama and Sato, Phys. Rev. E, 1997



低エクマン数シミュレーション

Li, Kageyama, Sato,  Science, 2002



低エクマン数シミュレーション

ダイナモシミュレーション
次のステップ

•（半）球殻対流実験
•Sumita and Olson, 2002, 2000, 1999
• 

•Plumes, not columns!



低エクマン数シミュレーション

シート状プルーム対流構造

・プルーム状の対流
・自転軸方向に一様（シート状）
・枝分かれする

Ek=2 x 10-7

Kageyama, Miyagoshi, Sato, 2008, Nature



低エクマン数シミュレーション

渦度の回転軸方向成分

ボリュームレンダリング

赤道面の一部



電流場の構造

螺旋型の電流線の集合

Kageyama, Miyagoshi, Sato, 2008, Nature



低エクマン数シミュレーション

帯状流の形成



低エクマン数シミュレーション

帯状流の形成

赤道断面
流れ東西成分

Miyagoshi, Kageyama, Sato, 2010, Nature
Miyagoshi, Kageyama, Sato, 2011, Phys. Plasmas



概要

•地球ダイナモシミュレーション
•インヤン格子
•VR可視化



インヤン格子

緯度経度格子の数値的問題点

１．極の座標特異点（問題なし。ロピタルの定理）

２．極近くの狭すぎる格子間隔（問題あり。計算の無駄。CFL条件）



インヤン格子

悪いのは高緯度

・全格子点のうち84%が高緯度部分（南北緯度45度以上）にある
・残りのたった16%で低緯度部分を担っている。



インヤン格子

緯度経度格子の低緯度部分
・よく見るとこの低緯度部分の格子は「タチ」がいい：
 - 直交格子。
 - ほぼ一様な格子間隔。
 - メトリックが単純（お馴染みの球座標系）。

この形・・・



インヤン格子

野球のボール

•2枚の合同な布を張り合わせて球面を構成している
• 縫い目は一本



Closed	  Curve	  on	  a	  Sphere



Dissec3ons	  of	  a	  Sphere



Spherical	  Dissec3on
with	  Par3al	  Overlap



インヤン格子

二つの合同な直交格子を組み合わせる



インヤン格子

二つの合同な直交格子を組み合わせる



インヤン格子

二つの要素格子は相補的

Yin-Yang （インヤン（陰陽））格子



インヤン格子

インヤン格子は球面上のキメラ格子

Partial overlap 
between Yin and 
Yang grids.

Overset (Chimera) method
	
 next page



インヤン格子

キメラ手法
• 格子系が部分的に重なっている。
• 境界の値は、他方の格子系から
  補間して求める。

・航空機、スペースシャトル、潜水艦など

Chesshire, G., and W. D. Henshaw (1990), 
	
 Composite overlapping meshes for the solution of partial differential equations, 
	
 J. Comput. Phys., 90, 1−64, 



インヤン格子

同じ座標系。
同じ格子。
同じ計算空間。
同じ問題。

→同じコード。

キメラ手法の一つとしてのインヤン格子の特徴



インヤン格子

インヤン格子のメリット
• 単なる球座標なので、メトリックが単純。

• 多くのルーチンを２回ずつ使える。
  call navier_stokes(flow%yin_system)
  call navier_stokes(flow%yang_system)

• 既に球座標コードを持っているならインヤンコードに変換するのは簡単

- 緯度、経度方向の定義域を狭めるだけ

• ベクトル量を球座標表示のまま使える。
   Yin- (n-)システムとYang- (e-) システムのベクトル変換は単純。
　　　【この関係も対称的（n と eを入れ替えればいい）】



インヤン格子

3次元球殻インヤン格子



インヤン格子

Yin-Yang Variations

Minimize the partial 
overlap region.

Dissection of a sphere
into two identical parts.



インヤン格子

Yin-Yang grids with minimum 
overlap



インヤン格子

Vector-Parallel Computation
on Yin-Yang Grid

2-dimensional domain decomposition
in the horizontal directions.

longitude

latitude



インヤン格子

2 MPI Communicators

(1) Overall (world) communicator
(2) Two communicators

-Yin’s communicator
-Yang’s communicator 

Yin grid Yang grid



インヤン格子

Performance of the Yin-Yang 
geodynamo code

Flat MPI

512 nodes of ES 2004 Gordon Bell Award (Peak Performance)



インヤン格子

Yin

インヤン格子上のマルチグリッド法



インヤン格子

Yin

Yang

インヤン格子上のマルチグリッド法



インヤン格子

インヤン格子上の可視化プログラム
• 大野暢亮氏（兵庫県立大）によるソフトウェアレ
ンダリングコード

• レイキャスティング（イン格子とヤン格子の切り
替え）

• 機能： ボリュームレンダリング、断面、等値面、
流線チューブ、ベクトル矢印、等

• GPU不要 (OpenGL不要)

• ハイブリッド並列化（MPI & OpenMP）

• T2K（東大）HA8000システム512ノード
（8192）コアで実行

    

    Ohno and Kageyama, Comput. Phys. Comm. 2009



現状の（我々の）ボトルネック

ポストプロセス

総データ出力  > 10 TB



解決方法：可視化組み込みシミュレーション

数十万コアの有効利用



数千台の「監視カメラ」

100万個の動画ファイル 

一つあたり1MBとして、総出力は（わずか）1TB！



概要

•地球ダイナモシミュレーション
•インヤン格子
•VR可視化



CAVE-type VR System
•Classical CAVE configuration (cube)

Projector

Color
Stereo



Our New CAVE System
•4 screen system

•π-CAVE:     Port Island (P. I.) CAVE

•The largest CAVE in Japan



π-CAVE: Configuration



π-CAVE: Hardware
•Stereo projectors: Christie WU12K-M  x 6

- 1920 x 1200 pixels, 10500 lumens



π-CAVE: Hardware
•Tracker: Optical method (ViconTracker)

- 10 cameras of 640x480 resolution



Component technologies
•Virtual touch-screen interface

•VR Helper 

•3D audio

•Movie player (MPEG)

•3D model (object) data loader

•High speed 4D volume rendering



GeomagField



まとめ
•地球ダイナモシミュレーション
- 双極子磁場形成、地磁気逆転
- 帯状流、螺旋型電流構造、トーラス状電流構造
（VR可視化による発見）

•インヤン格子法の広がり
- 地球ダイナモ、マントル対流、超新星爆発、大気・
海洋大循環、可視化

•可視化の重要性


