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はじめに 1 GPU による DEM 計算 2
粉体（ 粉粒体）はさまざまな場面で現れ、その振る舞いが明らかに

されていない現象も多い。工学的にもプリンターのトナーや製薬

プロセス、化学工学プラントなどにおいて、粉体シミュレーション

の需要は高い。粉体計算は粒子計算の 1 つであり、天体の重力多

体計算と類似した印象を受ける場合がある。しかし、粉体の相互

作用は後で述べるように接触による相互作用であるため、1 つの粒

子が相互作用する粒子は高々数個程度であり、メモリ律速の計算

である。一方、重力多体計算や分子動力学計算などは相互作用す

る粒子数が非常に多く、浮動小数点演算のコストが支配的である。

　粉体シミュレーションも粒子数を増やして行くと（メモリアク

セスを含めた）計算負荷が非常に高くなり、これまで大規模粉体

シミュレーションは余り行われてこなかった。近年、スパコンの性

能は飛躍的に向上し、実サイズの粒子を用いた大規模粉体シミュ

レーションが可能な性能を有している。しかし、プロセッサはマル

チコア化し、数千～数万計算ノードから構成されているため並列

計算が必須の条件である。粉体シミュレーションにおける粒子間

相互作用は接触による反発と摩擦であるため、粒子番号による並

列化は現実的でなく、領域分割による並列化を行うことが必要で

ある。時間・空間的に粒子分布が変化する粉体シミュレーション

に対し、計算負荷の分散とメモリ分散の目的で動的領域分割を導

入する必要がある。GPU（Graphics Processing Unit）は演算性能、

メモリバンド幅や電力効率の点で有利な反面、メモリ階層が深く

データ移動のオーバーヘッドが大きい。本稿では、そのGPUを用

いて大規模粉体シミュレーションを実行するためのアルゴリズム

の開発と実装を行い、実用問題への適用例を示す。

GPUは階層的なメモリ構造と2,000を超える演算コア（CUDAコア）

を持っている。GPUのアーキテクチャを考慮した超細粒度・超多

スレッドの計算アルゴリズムと実装を行うことにより、高い性能

を引き出すことができる。GPUのプログラミングは NVIDIA 社が

提供する統合開発環境のCUDAを用いる。

　粉体シミュレーションの計算モデルを図 1 に示す。本研究では、

粉 体 粒 子 同 士が接 触すると反 発 力とダンパー（ バネとダッシュ

ポット）が作用する個別（ 離散 ）要素法 DEM（Discrete Element 

Method）を用いている。せん断方向にはバネとダッシュポットに

加えて摩擦力も発生する。粒子運動は式（1）に従い、加えられた

力とトルクに対して 2 次精度のルンゲクッタ法かleap-frogなどに

より時間積分される。

GPU 計算では、各粒子の持つ速度や座標、運動量などの従属変数

は粒 子 構 造 体の中のメンバ変 数としてGPUボード上のDeviceメ

モリ（CUDAプログラミング上では、グローバル・メモリ）に保持

され、1スレッドが 1 粒子を計算する。

個別要素法による
粉体の大規模シミュレーション

砂や粉の振る舞いは液体などと似ている場合もあれば大きく違うときもある。このような粉体をシミュレーションするた
めに、粒子間の接触相互作用をバネと摩擦のモデルで表現した個別要素法が良く使われる。スプーン1 杯に砂糖が何粒
あるかを想像すれば分かる通り、実際の粒子サイズで粉体をシミュレーションしようとすると 100 万個を超える粒子数が
必要になる。粗視化モデルのアプローチもあるが限界があり、スパコンによる大規模計算で実際に近い粒子サイズで粉
体シミュレーションを行う意義は大きい。粉体は空間的な広がりが時間的に変化するため、大規模計算で良く使われる領
域分割がそのままでは使えない。粒子分布に合わせて時々刻々と領域分割を変更しながら、動的に計算負荷のバランス
を取ることが重要である。本稿では動的負荷分散をやり難いと言われているGPUスパコンにおいて、大規模粉体シミュレー
ションを行い、いくつかの実用計算とゴルフのバンカーショットのような砂粒子からゴルフボールへの運動伝達を含む複
雑な粉体計算を行った例を示す。

都築 怜 理　渡 辺 勢 也　青木 尊之
東京工業大学・学術国際情報センター

図 1   個別要素法の物理モデル
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動的負荷分散を用いた複数 GPU 計算 3
複数のGPUで粉体計算を行うには、計算領域を小領域に分割し、分

割された各小領域にGPUを割り当てて計算する。図 3 の左側のよ

うに均等分割した場合、小領域内の粒子数に偏りが生じる。そこで、

図 3 右図のように小領域内の粒子数を一定にするために、小領域の

境界を計算途中で移動させるスライスグリッド法を導入する[3]。

境界線の移動にともない隣接小領域に移動する粒子をGPU 上で

探索するための効率的な手法を提案する。粒子は小領域のどこに

分布しているか不明なので、図 4 のように小領域を微小幅     で分

割し、各分割幅内の粒子を数え上げる。境界を移動すべき距離が

分かると、境界が移動したために小領域外にはみ出る粒子をGPU

上でパッキングし、隣接小領域のGPUにホスト計算機を介してデー

タ転送する。複数ノードに分散するGPU 間ではMPIライブラリに

よる通信が必要になる。受け取る側の小領域はパッキングされた

粒子を小領域の粒子に加え領域の再分割が完了する。

　粒子は運動するため、時間積分後に境界を横切り領域外に出た

粒子の通信や、隣接小領域内の接触する可能性がある粒子のデー

タ転送も必要になる。GPUではメモリの確保や解放に非常に時間

がかかるため、粒子データを格納するメモリはある程度静的に保

持する必要がある。一方、このような頻繁な小領域境界を横切る

粒子移動が起こると、使用するメモリの断片化が発生する。そこ

で図 5 のように定期的に粒子の再整列を行い、メモリの断片化を

解消する。

図 2   Linked-list を用いた近傍粒子探索

図 3   スライスグリッド法による負荷分散

　DEMのように接 触した粒 子とのみ相 互 作 用する局 所 性の高い

計算では、全粒子との接触判定を行うことは非効率的である。計

算領域を仮想的に格子に分割し、自身の属する格子（セル）及び

隣接するセルに属する粒子とのみ相互作用計算を行う「セル分割

法 」を用いて計算する。粒子が属するセルに全ての粒子番号を登

録する通常のセル分割法ではメモリ不足を引き起こす可能性があ

る。図 2 のように各セルでは 1 つの粒 子の番 号のみを登 録し、同

一セルに属するその他の粒子は粒子番号を数珠つなぎに保持する 

Linked-list を導入する [1][2]。これにより空間格子のメモリ使用量

は 静的な空間格子を用いる場合と比較して 8 分の 1 に削減できる。

図 4   粒子の数え上げと境界線の変更

図 5   Deviceメモリ上の粒子データの再整列



14

個別要素法による粉体の大規模シミュレーション

TSUBAME2.5 における
強・弱スケーリング 4

提案手法の実用問題への適用 5

スライスグリッド法による動的負荷分散を導入した DEM の GPU 

コードを用いて、TSUBAME 2.5 の GPU（K20X）で大規模粉体シミュ

レーションの実行性能を強スケーリングで検証した。図 6 のスク

リューが粉体中で回転する撹拌計算を約 200 万個、約 1,600 万個、

約 1 億 2,900 万個の粒子により計算する場合の実行性能の測定結

果を図 7 に示す。

　縦軸の実行性能は用いた粒子数を計算時間で割ったもので、1 秒

当たり何個の粒子を計算できるかを意味している。図 7 の×印で

表された 2 つの測定点が、それぞれ 1 億 2,900 万粒子を用いた場合

の 256GPU 、512GPUに対する実行性能の測定結果である。同一

線上の実行性能の変化が強スケーリングを示している。1,600 万

個程度までの粒子数であれば、8 ～ 16 倍まではGPU 数の増加に応

じて性能向上が期待できるが、それ以上は性能が飽和してくるこ

とが分かる。弱スケーリングは 4GPUによる 200 万 粒 子の計 算、

32 GPU による1,600 万粒子の計算、256GPUによる1 億 2,900 万粒

子の計算に対する実行性能を比較することにより検証でき、理想

的な直線と比較して大きく性能低下していることがわかる。スラ

イスグリッド法の欠点である分割された小割領域の形状（ アスペ

クト比）の悪化による領域間通信量の増大が原因となり並列化効

率が低下したためである。DEM 計算 へ のスライスグリッド法の適

用限界が 256GPU ～ 512GPU 程度であることが確認できる。

工業的、産業的に重要ないくつかの典型的な粉体現象に対して、

動 的 負 荷 分 散を用いた複 数 GPUによる大 規 模シミュレーション

を行った。実用的なDEM 計算には任意形状の物体との相互作用

を取り扱う必要がある。図 8 のようにCADデータから物体表面か

らの符号付距離関数（Level Set 関数）を事前計算しておくことに

より[4] 、そのLevel Set 関数を参照するだけで物体−粒子間の距離

が求まり、粒子−物体間の相互作用を効率的に計算できる。

　433 万個の粒子による粉体の搬送計算を 64 GPUを用いて計算

した結果をそれぞれ図 9 に、 416 万個の粒子による螺旋すべり台の

計算を 32 GPUを用いて計算した結果を図 10 に示す。

　ゴルフのバンカーショットはサンドウェッジのスイングによる

砂のかき上げと、かき上げられた砂によるゴルフボールへの運動

図 6   64 台のGPUを使い 412 万個の粒子を使った
 撹拌計算

図 7   粉体シミュレーションの強・弱スケーリング

図 8   Level Set 関数による物体形状表現
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伝 達を含む複 雑な問 題である。解 析 手 法であるDEMは計 算コス

トが高いため、これまでは 10 万個程度の粒子による 2 次元計算に

とどまっている[5]。実際の砂と同程度のサイズの粒子を数千万個

～ 1 億個用いることにより、実現象のスケールでの 3 次元 バ ンカー

ショット・シミュレーションを実行することができた。

　バンカー砂に含まれる粗砂を想定し、粒子半径 0.4 mmの粒子

1,670 万 個を用いた大 規 模 バ ンカーショット・シミュレーション

を 64 台のGPUを用いて行った。サンドウェッジの軌 道は回 転 及

び二重振り子モデルから決定している。バンカーショットに特徴

的な砂上のゴルフボールの「目玉」の初期状態は、実際と同じよ

うにボールを落とし、DEM 計算で 64,000 ステップかけて生成して

いる。サンドウェッジの先端の最大速度を 5.0 m/s としてスイン

グを開始した。計算結果を図 11 に示す。

図 9   64 台のGPUを使い 433 万個の粒子を使った
 搬送計算

図 10   32 台のGPUを使い 416 万個の粒子を使った
 螺旋すべり台のシミュレーション算

図 11  1,670 万粒子のバンカーショット計算
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非球形粒子を用いた DEM 計算 6
複数の粒子を剛体連結させた非球形の粒子モデルを用いることで、

球形粒子よりも粒子間の摩擦を正確に表現でき、より現実の現象

に近い粉体シミュレーションが可能となる [6]。1 つの非球形粒子

を複数の粒子を用いて表現するため球形粒子を用いたDEMに比べ

て多くの粒子が必要となり計算コストが増大するため、GPU 計算

の必要性が高まる。1 台のGPUで数十万～数百万個の非球形粒子

による粉体シミュレーションを実行することができた。

　実問題への適用例として、長靴の足跡のシミュレーションを実

行した。図 12 のように、4 つの粒子をテトラポッド型に連結させた

非球形粒子を約 40 万個用いた。図 13 に（a）球形粒子、（b）テト

ラポッド型の非球形粒子を用いた場合のシミュレーション結果を

示す。非球形粒子を用いた場合は粒子間のインターロックの影響

が表われ、靴底の溝が確認できるほど明確な足跡が砂に残った。非

球形粒子で計算することで粒子間の摩擦を正確に表現できること

を確認した。

図 12   テトラポッド 型非球形粒子

図 13   長靴の足跡のシミュレーション

（a）  球形粒子による計算

（b）  テトラポッド型の非球形粒子による計算
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まとめ 7
DEM 計算に動的負荷分散を導入することにより、大規模 粉 体シ

ミュレーションをGPUスパコンで実行することができた。スライ

スグリッド法によるGPU 間の動的領域分割と近傍粒子探索にお

けるLinked-list 法の導入により、効率的に粉体計算を実行する手

法を提案した。複雑形状物体を含む問題や非球形粒子のDEM 計

算も可能になり、今後は流体と連成させるなどより実用問題への

展開が期待できる。
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