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あらまし 近年，回路を含む電気電子系システムの高性能化，高周波数化と供に，大規模システムを高精度，
かつ，高速にシミュレーションする要求が高まっている．高精度シミュレーションのためには，集中定数モデル
を分布定数モデルに置き換えることや，三次元フル・ウェーブ解析が要求されたりすることがしばしばとなって
いる．本論文では，そのような要求に対して，詳細モデルを利用していかに高速に解くか？と言う課題に対する
処方箋について，アルゴリズムとハードウェア・アクセラレータの観点から述べる．今後，三次元メカトロニク
ス設計やマルチ・フィジックス設計に向けて，多様な展開が期待される．
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数，更には，三次元物理モデルへと変遷している．そ

1. ま え が き

のことにより，対象モデルが大型化し，したがって，

1940 年代末に発明されたトランジスタは，その後，

高速なシミュレーション/CAE 技術の要求も強くなっ

集積化され，今日，VLSI (Very Large Scale Inte-

てきた．将来的には，電気シミュレーションに限るこ

grated Circuit) として発展を続けている．また，その

となく，電気–機械のいわゆるメカトロニクス分野や

設計には，CAD (Computer-Aided Design) やその解

電気–熱–応力のマルチ・フィジックス分野への展開が

析のための CAE (Computer-Aided Engineering) 技

期待される．

術が不可欠となっている．半導体は，パッケージ，高

本論文では，回路/電磁界解析に関わる高速化，高

密度基板上に実装され，大規模化だけではなく，チッ

精度化についてアルゴリズムとハードウェア・アクセ

プ・パッケージ・ボードというマルチ・スケール/マル

ラレータの観点から述べる [1], [2]．

チ・ドメインでの協調設計が不可欠となり，また，そ
れらの統合的なシミュレーション/CAE 技術の需要も
急激に高まっている．すなわち，統合的なシミュレー
ションの対象は，大規模化し，しかも，検証の高精度，

2. 歴史的変遷
1970 年代半ばまでに開発された SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) に

かつ，高速化が強く要求されている．電気シミュレー

代表される回路シミュレータ [3]〜[5] は，数値積分に

ションに用いられるモデルは，従来，集中定数が多用

陰解法を利用し，差分法により生成された多元の連立

されてきたが，精度の要求が高まるに従って，分布定

方程式の解析にいわゆる LU 分解法などの三角化分解
法，すなわち，直接法が適用された．当然，大規模解
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ムの規模 O(N ) に対して，O(N 2 )∼O(N 3 ) の計算量
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用することが実用的観点からは，困難である．高精度
の解析を必要とする場合，対象モデルが集中定数系で
は不十分となり，分布定数系でモデル化することもし
ばしばであり，大規模な系を高速に解くことが要求さ
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れる．近年，回路解析が集中定数系，分布定数系を対
象とするのに対して，構造と材料特性を直接，電磁的

3. 局所陰的 LIM

にモデル化し，三次元電磁界解析として扱う場合もし

3. 1 概

ばしばとなっている．電磁界解析では，FDTD (Finite

大規模回路網を高速に過渡解析する手法として，

Diﬀerence Time Domain) 法，FEM (Finite Element

LIM が J.E. Schutt-Aine により提案されている [17]．

要

Method)，MoM (Method of Moments) 等 [6], [7] が

LIM は，差分近似に leapfrog 型の差分法を用いてい

多用される．例えば，大規模な三次元システムの時間

るため，代入演算のみで電圧と電流の更新を行うこと

領域解析において，近年のコンピュータ技術の進歩と

ができる．そのため，回路全体の行列演算を必要とす

ともに FDTD 法が多用されているが，この場合にお

る従来の SPICE 系シミュレータより数十倍以上高速

いても何らかの高速手法が必要となることがしばしば

な解析が可能である．しかし，leapfrog 型の差分法に

である．歴史的に見ると，SPICE が陰解法を利用する

基づいているため，数値安定条件

のに対して，1980 年代に大規模回路シミュレーション
に対してタイミングシミュレータ（MOTIS，Relax，

Δt <

√

SPLICE など）が開発された [8]〜[12]．その際に，直

NN

⎛

2min ⎝
a=1

⎞
B
Ca Na
min(Lam )⎠
NaB m=1

(1)

接法に対して，緩和アルゴリズムや最急降下法などの

によって Δt が厳しく制限される欠点がある．ここで，

反復的な解法が利用された．そこでは，マルチレート

N N は回路網に存在する総節点数，NaB は節点 a に接

積分法を利用可能な波形緩和法，非線形緩和法を含む

続している枝の本数，Ca は節点 a に接続しているキャ

反復タイミング解析法，回路分割を利用可能とするブ

パシタンス，Lam は節点 a と m の間に接続している

ロック緩和アルゴリズムなどが研究開発された．1990

枝のインダクタンスである．式 (1) は，回路網に小さ

年代には，大規模線形システムを等価変換法による回

なリアクタンス成分が存在する場合，Δt を小さくし

路縮退法により，回路行列を小型化し，高速解析を実

なければならないため計算効率が低下することを示し

現する研究が盛んに行われた [13]〜[16]．

ている．

2000 年 代 に 入 り，LIM

(Latency

Insertion

LIM のこの問題点を解決する手法として，ADI

Method) が提案された [17]．電磁界解析で汎用されて

(Alternating Direction Implicit) 法を適用した ADI-

いる FDTD 法が電界と磁界成分を交互に半ステップ

LIM [19]，数値安定条件を緩和させた弱条件安定な

ずつ進める陽的解法であるのに対して，LIM では，電

ADE (Alternating Direction Explicit)-LIM [20]，回

圧と電流成分を交互に半ステップずつ進める陽的解法

路網を複数の部分回路に適切に分割し，部分回路ごとに

を採用しており，多様な高速化が発展してきている．

異なる時間刻み幅を用いるマルチレート LIM [21], [31]

LIM が，仮想的な寄生値を付加して反復計算の数値安

など，LIM のアルゴリズムを改良した手法が提案さ

定性を高めるという考え方は，LIM の提案を 10 年あ

れている．局所陰的 LIM もこの問題点を解決するた

まりさかのぼる時期に仮想状態緩和法として提案され

めに LIM のアルゴリズムを改良した手法の一つであ

ており，緩和法を利用することで，行列演算を回避し，

る [22]．局所陰的 LIM では，回路網をリアクタンス

高速化が図られている [18]．また，部分的なカップリ

成分の大きさに基づいて複数の部分回路に分割し，小

ングに対応するためのブロック LIM も回路分割と仮想

さなリアクタンス成分を含む部分回路に対しては無条

状態緩和法を合理的，かつ，適切に組み合わせたクラ

件安定である陰解法を適用することにより，数値安定

スの適用例と考えることができる．陽的解法を主眼と

条件を緩和させる．この手法は，そのアルゴリズムの

した高速化手法が主流であるのに対して，我々の研究

性質から，小さなリアクタンス成分が局所的に存在す

室では，最近，部分的に陰解法を利用することで，高

るような回路網に対して特に有効な手法である．その

速，かつ，収束性の高いシミュレーション技術 [19]〜

ため，モデル化で得られる等価回路網がそのような回

[25]，及び，高並列計算による高速化 [26]〜[30] に注

路網となる複雑な形状を有していたり，微細な構造が

目してきた．それらの成果についてまとめる．

含まれる電源分配回路網 (PDN: Power Distribution

Network) の解析に適している．また，局所陰的 LIM
の改良手法として，相互結合素子を含んだ回路網の解
析を可能にした局所陰的ブロック LIM [23]，マルチ
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レート性に着目し，マルチレートな時間刻みを用いる
ことにより，更に高速な解析を可能にしたマルチレー
ト局所陰的 LIM [24]，非線形素子の解析を可能にした
非線形局所陰的 LIM [25] など，いくつもの改良した
手法が提案されている．
本論文では，はじめに PDN の等価回路網のモデル
化，及び従来の LIM について概説する．そのあとに
局所陰的 LIM について述べる．

3. 2 等価回路抽出
プリント基板における PDN は，導体平行平板と誘

図1

電源・グランドプレーンをドロネー図とボロノイ図
で分割した図
Fig. 1 Delaunay triangulation (black line) and
Voronoi diagram (red line) applied to
power/ground planes.

電層からなる電源・グランドプレーンによって構成さ
れている．近年，有効なモデルリング手法の一つと
して，ドロネー三角分割による三角メッシュを用いた

Delaunay-Voronoi モデルが提案されている [32]．こ
の手法は，図 1 に示すようにドロネー図とボロノイ
図で平行平板を離散化することにより RLCG 素子か
らなる等価回路網を抽出する手法である．図 2 (a) に
図 1 の点 a における単位セルを示す．図 2 (a) におい
て，Aa はドロネー点 a を囲んでいるボロノイ領域の
面積，dab はドロネー三角形の辺の長さ，lb はボロノ
イ辺の長さである．図 2 (a) から抽出した等価回路図
を 2 (b) に示す．また，各素子値は，

Aa
Ca = ε
h
dab
Lab = μh
lab

図 2 Delaunay-Voronoi モデル
Fig. 2 Delaunay-Voronoi model.

(2)
(3)

と計算できる．ここで，ε，h，μ はそれぞれ導体平板
間の誘電率，厚さ，透磁率である．式 (2)，(3) より，
キャパシタンスとインダクタンスの大きさはメッシュ

n+ 1
2

va

=

B

Na

Δt
n
−
(
in
am + Ha )
Ca + ΔtGa m=1

サイズに比例している．

3. 3 LIM
LIM は図 3 (a)，(b) に示す節点構造，枝構造を最

Ca
n− 1
va 2
Ca + ΔtGa

in+1
ab =

(4)

Lab −ΔtRab n
Δt n+12
n+1
n+1
iab +
(va −vb 2 +Eab 2 )
Lab
Lab
(5)

小単位として構成される回路の解析に適している手法
である．節点構造はキャパシタ Ca ，コンダクタンス

Ga ，独立電流源 Ha が節点 a と接地間に並列に接続

を導出できる．
ここで，NaB は節点 a に接続している枝構造の数，

されている構造であり，一方，枝構造とは抵抗 Rab ，

Δt は時間刻み幅，n はタイムステップである．差分近

インダクタ Lab ，独立電圧源 Eab が節点 a，b 間に直

似に leapfrog 型の差分法を適用しているため，更新式

列に接続されている構造である．LIM では，図 3 (a)，

(4)，(5) における電圧変数と電流変数の時間配置は半

(b) に示す節点構造と枝構造に対して，節点電圧 va と

ステップずれており，右辺は全て既知の値となってい

枝電流 iab を未知変数にとり，キルヒホッフの電流則

る．すなわち，電圧と電流を代入計算のみで交互に更

(KCL: kirchhoﬀ’s current law) とキルヒホッフの電

新するアルゴリズムとなっている．

圧則 (KVL: kirchhoﬀ’s voltage law) をそれぞれ適用

3. 4 局所陰的 LIM

して得られる一階の微分方程式に leapfrog 型の差分法

局所陰的 LIM では，はじめに解析に用いる時間刻

を適用することにより，LIM の更新式
184

み幅 Δtused を決定する．精度的に妥当な結果を得るた
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Fig. 3

図 3 LIM における回路構造
Circuit topologies required for the LIM.

図4

低リアクタンス部と高リアクタンス部に分割された
等価回路網
Fig. 4 Equivalent circuit separated into the low reactance part and the high reactance part.

めに，時間刻み幅 Δt は，注目したい最大周波数 fmax
の周期を T とすると，T /10 以下にする必要がある．

NB

次に，解析対象の回路網を LIM の数値安定条件の式

NB

a,L
a,H


Ya n+ 12
1
n−1
n+ 1
= − Ca va 2 −
iap 2 −
in
va
aq
Δt
Δt
p=1
q=1

(1) を満たす部分回路と満たさない部分回路に分割す
る．本論文では，式 (1) を満たす部分回路を高リアク

(7)

タンス部，満たさない部分回路を低リアクタンス部と
定義する．式 (2)，(3) から明らかなようにモデル化さ

が得られる．ここで，Ya ≡Ca + ΔtGa とした．一方，

れた等価回路のリアクタンス成分は，メッシュサイズ

枝構造に KVL を適用し，後退差分法を適用すると低

の大きさに比例している．そのため，図 4 に示すよ

リアクタンス部の枝電流の更新式

うに小さなメッシュからモデル化された部分回路が低
リアクタンス部，それ以外の部分回路が高リアクタン

n+ 1
2

iab

ス部に分割される．具体的には，fmax の波長を λfmax

=

Zab n− 12
Δt
i
+
Lab ab
Zab


n+ 1
n+ 1
va 2 − vb 2

(8)

Zab ≡Lab + ΔtRab とした．式

とすると，メッシュサイズがおおよそ Δtused /T λfmax

が得られる．ここで

以下のメッシュは低リアクタンス部となる．そのあと，

(7)，(8) より，低リアクタンス部の節点電圧を更新す

高リアクタンス部には LIM の更新式，低リアクタンス

るためには同時刻の低リアクタンス部の枝電流の値，

部には無条件安定である陰解法を適用することにより

枝電流を更新するためには同時刻の低リアクタンス部

導出される更新式を用いて，電圧と電流の更新を行う．

の節点電圧の値が必要である．したがって，低リアク

低リアクタンス部の定式化では，低リアクタンス部

タンス部の節点の総数を NLN ，枝の総数を NLB とする

内の節点から流れ出る電流を，低リアクタンス部に流

と，低リアクタンス部の電圧と電流を更新するために

れ出る電流と高リアクタンス部に流れ出る電流に分け

は，(NLN +NLB ) 次正方行列を解かなければならない．

て扱うことにより定式化する．図 4 の節点 a に対し

計算量を削減するために，式 (8) を式 (7) に代入し，

て，KCL を適用することにより，一階の微分方程式

va

n+ 1
2

について整理すると，低リアクタンス部の節点

電圧の更新式は

Ca

d
va + Ga va = −
dt

B
Na,L



B
Na,H

iap −

p=1



iaq

(6)

q=1

B
が得られる．ここで，Na,L
は節点 a に接続している低
B
リアクタンス部の枝の本数，Na,H

は節点 a に接続して

いる高リアクタンス部の枝の本数である．式 (6) に対

NB

NB

a,L
a,L


Δt n+ 12
Δt
Ya
n+ 1
vp
va 2 −
+
Δt p=1 Zap
Zap
p=1

NB

NB

a,L
a,H


Lap n− 12
Ca n− 12
−
iap −
in
=
va
aq
Δt
Zap
p=1
q=1

(9)

して，電圧と低リアクタンス部の電流に関しては陰的

となる．式 (9) は，低リアクタンス部の節点 a におけ

な後退差分を，高リアクタンス部の電流には leapfrog

る電圧を更新するためには，それと接続している低リ

1

型の差分法を適用し，v n+ 2 について整理すると低リ

アクタンス部の同時刻の電圧の値が必要であることを

アクタンス部の節点電圧の更新式

意味している．したがって，低リアクタンス部の節点
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電圧を更新するためには，全節点電圧を同時に更新す

ロセッサ上に多数のプロセッサコアを有するメニーコ

る必要がある．低リアクタンス部の全ての節点に対す

ア・アーキテクチャであり，加えて，プロセッサとメ

る式 (9) を連立させることにより，低リアクタンス部

モリ間の 1 秒間に転送できるバイト数を示すメモリバ

の節点電圧の更新式は，NLN 元連立方程式として

YL
+ ΔtẐL vL
Δt

n+ 1
2

=

CL
v
Δt L

n− 1
2

n− 1
2

− bL

(10)

ンド幅が PC と比べて非常に大きい．そのため，CPU
で計算する場合と比べて高速に計算でき，様々な分野
で利用されている [36]．ここでは，この利用範囲のう

と書き表せる．ここで，YL は，Ya を a 番目の対角要

ち，電磁界解析技術に注目して述べる．電磁界解析手

素としてもつ対角行列，CL は，Ca を a 番目の対角要

法の一つである FDTD 法 [6] は並列計算に適したア

素としてもつ対角行列，ẐL は，1/Zap を対応する箇

ルゴリズムであり，メニーコア・アーキテクチャを用

所に要素としてもつ対称行列，vL は，低リアクタン

いた高速化の検討が多くなされており，GPU と MIC

ス部の節点電圧からなる電圧ベクトル，bL は，式 (9)

のいずれの場合でも一桁以上の高速化が報告されてい

の右辺第 2 項と第 3 項からなる既知ベクトルを表して

る [29], [38]．このように，ハードウェア・アクセラレー

いる．式 (10) の左辺の係数行列は，低リアクタンス部

タを用いれば一桁以上の高速化を得られるが，FDTD

の節点同士の接続関係を表した NLN 次正方行列となっ

法は陽的な差分法に基づくことから，取り得る最大の

ている．

時間刻み幅が CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) 条件

局所陰的 LIM では，式 (10) を用いて各低リアクタ

によって厳しく制限される．このため，プリント基板

ンス部の節点電圧を更新する．次に，式 (8) を用いて

のような解析対象を解析する場合，時間刻み幅が微小

各低リアクタンス部の枝電流を代入計算のみで更新す

となり，多くの計算機資源が要求され，結果として，

る．そのあとに，式 (4)，(5) を用いて高リアクタンス

解析結果を得るのが困難な問題が多数存在する．その

部の電圧と電流の更新を行う．低リアクタンス部の節

ため，高速なアルゴリズムとハードウェア・アクセラ

点電圧を更新する際に行列演算を行うため，LIM と比

レータを組み合わせることで，より高速な解析手法を

較して 1 タイムステップにおける計算量は増加する．

開発することが求められる．本節では，FDTD 法の

しかし，総タイムステップ数を大幅に削減できるため，

CFL 条件を緩和し，高速に解析できるように改良され

解析にかかる計算コストはを大幅に削減できる．

た HIE (hybrid implicit-explicit)-FDTD 法 [39], [40]

Delaunay-Voronoi モデルを用いて約 750 個の節点

に対して，複数の GPU を用いることができるように

を含む等価回路網にモデル化された電源・グランドプ

拡張したマルチ GPU HIE-FDTD 法 [30] について述

レーンの等価回路網の解析では，従来の LIM よりも

べる．

約 14 倍大きな時間刻み幅を用いることにより，LIM
と比較して約 2.5 倍高速な過渡解析が可能であること
が実証されている [22]．

4. 1 HIE-FDTD 法
FDTD 法は，電界と磁界の時間配置が半タイムス
テップ異なる時刻に配置され，解析空間が図 5 に示

4. ハードウェア・アクセラレータを用いた
高速化技法
シミュレーションを高速化するために，新たな解析
手法の開発と併せて，ハードーウェア・アクセラレー
タを用いた高速化も検討なされている [26]〜[28], [33]．
このハードウェア・アクセラレータとして利用される
ハードウェアは，複数台の PC (Personal Computer)
を高速なネットワークで接続した PC クラスタ [34]
や FPGA (Field Programmable Gate Array) [35]，

GPU (Graphics Processing Unit) [36]，MIC (Many
Integrated Core) [37] が挙げられ，また，以上の四つ
のハードウェアは組み合わせて用いられる場合もある．
上記に挙げたハードウェアのうち，GPU と MIC はプ
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図 5 FDTD 法で用いられる Yee セル
Fig. 5 Yee cell used in the FDTD method.
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す Yee セルによって離散化される．この Yee セルは直
方体をなしており，電界が辺に，磁界が面に配置され
ている．また，Δx と Δy ，Δz は，各軸方向のセル長
である．FDTD 法は，陽的な差分法に基づいており，
このセル長によって求まる最大時間刻み幅を満たさな
ければならない．FDTD 法の CFL 条件を式 (11) に
示す．

1

Δtmax< 
c

1
Δxmin

2

+

1
Δymin

2

+

1
Δzmin

2

(11)
こ こ で ，Δtmax は 最 大 時 間 刻 み 幅 ，c は 光 速 ，

Δαmin (α = x, y, z) は各軸方向の最小のセル長であ
る．HIE-FDTD 法は，プリント基板のようなある一
軸方向に対して微小なセルサイズを要求する解析対象
を効率的に解析するために提案されている．図 6 は，

図6

HIE-FDTD 法で解析するのに適したプリント基板
の例
Fig. 6 Suitable example printed circuit board used
for the HIE-FDTD method.

HIE-FDTD 法の解析対象の一つであるプリント基板
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を示している．このようなプリント基板では，z 軸方

4. 2. 1 マルチ GPU を利用するための領域分割

向のセル長である Δz が小さなセルを用いてモデル化

マルチ GPU を利用するための領域分割は，GPU

が行われる．そのため，HIE-FDTD 法では，z 軸方

を割り当てるための領域分割と，GPU で計算するた

向にのみ無条件安定な陰的な差分法を適用し，それ以

めの領域分割の二つに分けられる．

外には陽的な差分法を適用して定式化が行われる．こ

GPU を割り当てるための領域分割では，解析領域

こで，式 (12) と式 (13) に，陽的な差分法を適用した

全体は x と y 軸に沿って，用いる GPU の数だけの部

Ez と Hz の更新式を，式 (14) と式 (15) に陰的な差

分解析領域に分割される．そして，この部分解析領域

分法を適用した Ex と Hy の更新式を示す．Ey と Hx

一つに対して，一つの GPU が割り当てられる．この

は Ex と Hy と同様である．HIE-FDTD 法の更新処

領域分割時には，各部分解析領域の境界のセルは，隣

理は，まず，式 (12) と式 (13) より，Ez と Hz を代入

接する部分解析領域との間で通信処理をするために重

演算によって更新する．次に，式 (14) より，Ex と Ey

複して保持される．更に，z 軸上の各 x − y 平面は，

を連立一次方程式の解法を用いて更新する．最後に，

x − y 平面のセル数を 64 の倍数とするためにダミー

式 (15) より，Hx と Hy を更新するが同じ時間ステッ

セルが付け足される．このダミーセルは，GPU で計

プインデックスの Ex と Ey は既知の値であるため代

算するための領域分割と，コアレスメモリアクセスと
呼ばれる，NVIDIA 製 GPU 特有の効率的なメモリア

入演算により求められる．

z 軸方向に無条件安定である陰的な差分法を適用する

クセスの要件を満たすために用いられる．この要件と

ため，HIE-FDTD 法の CFL 条件は FDTD 法の CFL

は，128 バイト境界にアラインすることと，ワープと

条件と比べて緩和された不等式になる．HIE-FDTD

呼ばれる 32 個のスレッドの集まりがメモリの先頭ア

法の CFL 条件を式 (16) に示す．

ドレスから順番に連続してアクセスすることである．

1

Δtmax < 
c

1
Δxmin

2

+

1
Δymin

2

(16)

次に，GPU で計算するための領域分割では，更新
式によって二種類の領域分割のいずれかが適用される．

HIE-FDTD 法では，式 (12) と式 (13)，式 (15) より，

式 (16) より，HIE-FDTD 法の CFL 条件は z 軸方向

Ez と Hx ，Hy ，Hz が代入演算によって更新される．

の最小のセル長である Δzmin が除かれ，FDTD 法と

そのため，各変数は行列演算を用いることなく，独立

比べて大きな時間刻み幅を利用できる．式 (14) より，

して更新される．一方で，式 (14) より，Ex と Ey は，

Ex と Ey の更新には LU 分解法といった連立一次方

LU 分解法を用いて解を得る．LU 分解法の並列化を考

程式の解法を必要とするため，HIE-FDTD 法の計算

えた場合，追加の計算処理や通信処理がオーバーヘッ

量は約 1.8 倍に増える．そのため，FDTD 法の時間刻

ドとして発生する．一般的に，並列計算のパフォーマ

み幅と比べ，時間刻み幅を 2 倍よりも大きく取れる場

ンスを向上させるためには，オーバーヘッドを最小に

合には，FDTD 法と比べて高速に解析できる．

しなければならない．そのため，式 (14) より，部分

4. 2 マルチ GPU HIE-FDTD 法

解析領域を z 軸方向に沿って分割することは，適して

ここでは，マルチ GPU を用いるために必要な領域分

いない．したがって，Ex と Ey では，x と y 軸にの

割と更新処理について述べる．また，GPU コンピュー

み沿って分割される．Ez と Hx ，Hy ，Hz のために領

ティングのために CUDA [41] を用いる．CUDA は，

域分割された部分解析領域を図 7 (a) に示し，図 7 (b)

NVIDIA 製の GPU 上でプログラムを実行するために

に Ex と Ey のために領域分割された部分解析領域

用意された統合開発環境である．CUDA では，GPU

を示す．ここで，N X と N Y ，N Z は各軸方向のセ

で実行する関数をカーネルと呼び，カーネルは CPU

ル数である．ブロックは，CUDA のブロックに対応

からグリッドを伴って実行される．グリッドは，任意

しており，Ez と Hx , Hx , Hx の更新では，カーネル

の数のブロックによって構成され，ブロックも，任意

は (N X × N Y /64, N Z, 1) 個のブロックで構成された

の数のスレッドによって構成される．そして，ブロッ

グリッドとともに実行される．このとき，各ブロック

クは，GPU 上のストリーミングマルチプロセッサに

は，64 個のスレッドで構成されており，1 スレッドが

対応する．スレッドは，CUDA ではプロセスの最小

1 変数を更新する．Ex と Ey の更新では，グリッドは

単位であり，CUDA コアに対応し，計算処理はスレッ

(N X × N Y /64, 1, 1) 個のブロックで構成される．こ

ドによって行われる．

こでは，64 個のスレッドが LU 分解法を用いて NZ 個
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表 1

FDTD 法と HIE-FDTD 法，マルチ GPU HIEFDTD 法の計算時間の比較
Table 1 Comparison of execution time by the
conventional FDTD method, HIE-FDTD
method, and the multi-GPU HIE-FDTD
method.

計算時間
(秒)

GPU コンピューティングのための部分解析領域の
領域分割 (a) Ez と Hx ，Hy ，Hz のために領域分
割された部分解析領域 (b) Ex と Ey のために領域
分割された部分解析領域
Fig. 7 Domain decomposition of the subdomain for
GPU computing. (a) Divided subdomain for
Ez , Hx ，Hy ，and Hz . (b) Partitioned subdomain for Ex and Ey .

FDTD 法
HIE-FDTD 法
マルチ GPU
HIE-FDTD 法

セル数
2048 × 2048 ×40 セル
26120.00
4395.21
77.70

図 7

の変数を更新する．

4. 2. 2 更 新 処 理

図 8

FDTD 法と HIE-FDTD 法，マルチ GPU HIEFDTD 法の出力波形の比較
Fig. 8 Comparison of waveform results by the conventional FDTD method, the HIE-FDTD
method, and the multi-GPU HIE-FDTD
method.

マルチ GPU HIE-FDTD 法は，過渡解析中に磁界
成分を隣接する部分解析領域を割り当てられた GPU
間で通信する必要がある．通信処理は，並列計算で最
も時間のかかるオーバーヘッドの一つである．この通
信処理時間を隠蔽するため，各電磁界成分の境界に位
置する変数と内部に位置する変数で更新処理が分割さ
れる．すなわち，通信処理が必要な境界のセルに位置
する磁界成分の更新を行い，各 GPU 間でその変数の
値が MPI の非同期関数を用いて通信される [42]．非

4. 3 数値実験例
マ ル チ GPU HIE-FDTD 法 の 性 能 を 検 証 す る
た め に ，1.68 × 108 個 の セ ル か ら な る 自 由 空 間 の
解析領域を 1 ナノ秒まで解析したときの計算時
間 を 比 較 す る ．こ こ で ，セ ル 長 は Δx = Δy =
−3
10Δz
，入 力 と し て ，Ez  =
 =  1.0 (m) と し

2
exp − 4/ 1.5×10−10 × nΔt − 1.5 × 10−10
を

同期関数を用いることで，通信処理と電磁界成分の内

解析領域の中心に与え，そこから x 軸方向と y 軸方

部の変数の計算処理が同時に行われ，通信処理時間が

向に 100 セル離れた位置の Ez を観測する．そして，

隠蔽される．追加した境界のセルに位置する電磁界成

CPU として Intel Xeon E5-2650 を用い，GPU とし

分の計算処理は，マルチ GPU HIE-FDTD 法のオー

て Tesla C2075 を用いた．更に，8 個の GPU と倍精

バーヘッドの一つであるが，通信処理に必要な計算時

度浮動小数点型の変数を用いて解析を行った．表 1

間の方が大きいため，相対的に小さくなる．

に，FDTD 法と HIE-FDTD 法とマルチ GPU HIE-

FDTD 法の計算時間を，図 8 に出力波形を示す．本例
題の場合，表 1 より，従来の FDTD 法と比べて HIE189
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