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都市部 10km 四方の 1m 格 子を用いた
大 規模 LES気流シミュレーション
Large-scale LES Wind Simulation using Lattice Boltzmann Method 
for a 10km x 10km Area in Metropolitan Tokyo
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はじめに 1 格子ボルツマン法 2
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都市は高層ビルが立ち並ぶ複雑な構造をしており、詳細な気流を解析するためには高解像度格子による大規模気流シミュレーション
が必 要となる。格 子ボルツマン法は比 較 的 簡 単なアルゴリズムで局 所 的なメモリアクセスを行うため、計 算 効 率および並 列 化 効 率
が良く大規模計算に適している。都市の気流計算ではレイノルズ数が 100 万を超える乱流状態となるため、ラージエディ・シミュレー
ション（ LES） による乱 流モデルを導 入する必 要がある。従 来 法ではモデル係 数を決 定するために広い範 囲の平 均 操 作が必 要であっ
たが、コヒーレント構造スマゴリンスキー・モデル（CSM）は局所的に決定することができる利点を持つ。本研究では、CSMを初めて
格子ボルツマン法に導入し、大規模な気流の LES 計算を始めて可能にした。実際の建物データに基づき、TSUBAME 2.0 の全ノードの 
GPU を用いて大規模計算を行った。並列計算の大きなオーバーヘッドとなる GPU 間の通信を分割領域内の計算とオーバーラップさ
せることにより実行性能を 30% 以上向上させることができた。10,080 × 10,240 × 512 格子に対して 4,032 個の GPU を用い、新宿
や皇居を含む東京都心部の 10 km 四方のエリアを 1m 格子で計算した。これにより、高層ビル背後の発達した渦によるビル風や幹線
道路に沿って流れる「風の道」などを確認することができ、風害などを飛躍的な精度で予測できることが確認できた。

都市部 10km 四方の 1m 格子を用いた
大規模 LES 気流シミュレーション

都市部は高層ビルが密集した複雑な形状をしていて、それらによ

り気流（風）は乱流状態となるため、汚染物質などの拡散などを精

度良く予測することが難しい。高解像度格子を用いて広範囲に計

算する必要があり、大規模計算が不可欠となる。格子ボルツマン

法（LBM : Lattice Boltzmann method）は速度分布関数の時間発

展方程式を解くことで、流体運動を記述する手法である。

　LBM は単 純なアルゴリズムで局 所 的なメモリアクセスを行う

ため、複雑物体を含む流れや大規模計算に適している。LBM を用

いた大規模計算の例として、SC10 のゴードン・ベル賞を受賞した

計算 [1]があげられると共に、複雑物体周りの流動現象についても

広く研究されている [2][3]。しかしながら、通常の LBM では高いレ

イノルズ数の計算は不可能であり、実際の建造物データを用いた

レイノルズ数が 100 万オーダーの大規模乱流解析は行われたこと

がない。乱流の高精度な解析モデルとしてラージエディ・シミュ

レーション（LES:Large-eddy simulation）が提案されており、LBM 

に LES を適用することで、高レイノルズ数の乱流解析を安定に行

うことが可能となる[4]。現在広く用いられている LES の乱流モデ

ルとして動的スマゴリンスキー・モデル[5][6]が挙げられるが、モデ

ル定数を決定するために各格子点で広領域の平均操作が必要とな

り、大規模計算には極めて不向きである。本研究では、モデル定

数を局所的に決定できるコヒーレント構造スマゴリンスキー・モ

デル[7]を LBM に導入することで大規模な気流の LES 計算を行う。

LBM は連続体として記述される流体に対し、離散化した空間格子

上を並進・衝突する仮想的な粒子の集合（速度分布関数）と仮定

し、格子上の粒子の速度分布関数について時間発展を解く数値計

算手法である。空間は等間隔の格子によって離散化され、粒子は

並進運動により 1タイムステップ後に隣接する格子点上に位置す

るような速度のみを持つため、補間などによる離散化誤差を含ま

ない。マクロな拡散過程や圧力勾配に対応する衝突過程は、BGK 

モデル[8]を用い、粒子分布が単一時間で局所平衡状態へと緩和す

ると仮定する。ここで、時刻     、位置     において、速度      に対応

する粒子の分布関数　　　　　 の時間発展は以下の式で表される。

　   は時間刻み 、　 は緩和時間係数、　　　　　　は局所平衡状態に

おける速度分布である。離散的粒子速度に 3 次元 19 速度（D3Q19）

のモデルの場合、粒子速度 　  は以下の様に表される。

また、平衡分布関数は以下の式で表される。
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ラージエディ・シミュレーション 3
LESは格子で解像できる物理量（GS:grid scale）に対して直接計算

を行い、格子解像度以下の成分に対してはサブグリッド・スケー

ル（SGS:sub-grid scale）モデルによりモデル化を行う。渦粘性に

基づいた SGS モデルでは、SGS 変動の効果が分子粘性と同様に作

用すると仮定し、渦粘性 　　　  を導入する。

３．1　動的スマゴリンスキーモデル

スマゴリンスキー・モデルはモデル係 数を定 数としたため、SGS

応力が常に散逸的に働き安定に計算を行うことができる利点があ

るが、モデル係数の決定に経験的な知識が必要なことや、複雑物

体に対して正確な渦粘性を導入できないなどの欠点がある。動的

スマゴリンスキー・モデル（DSM）[5][6] はモデル係数を流れ場から

動的に求めることでそれらの問題点を解決している。DSM はフィ

ルター化された速度場に対して、更にテストフィルターをかける

事でモデル係数を決定している。DSM の問題点として、モデル係

数の非物理的な値を回避するためのクリッピング操作や、モデル

係 数を決 定するために各 格 子 点で広 領 域の平 均 操 作が必 要にな

り、大規模計算には極めて不向きである。

３．２　コヒーレント構造スマゴリンスキーモデル

コヒーレント構造スマゴリンスキー・モデル（CSM）[12] は乱流の

コヒーレント構造からモデル係数を決定する手法であり、複雑物

体を含む流れ場に対しても高精度に計算を行う事ができる [7]。モ

デル係数 　　　　は速度勾配テンソルの第二不変量（　  ）と速度

勾配テンソルの大きさ（　  ）から求められるコヒーレント構造関

数 　　　により決定される。

　は密度、　 は速度である。D3Q19 モデルの重み係数 　  は以下

の通りである。

衝突過程での緩和時間　 は動粘性係数を用いて以下の式で表さ

れる。

　物 体 境 界の与え方として、粒 子を並 進 運 動の出 発 点に跳ね返

す Bounce-Back（BB）境界条件や、補間関数を用いる事で高次精

度化した境界条件 [9][10] 、物体力により境界を表現する Immersed 

Boundary Method（IBM）[11] などが用いられている。本研究では、

メモリ参照の局所性が良く高速に計算を行う事が可能な BB 境界

条件を採用している。

ここで 　 はモデル係 数、　  はフィルター幅であり、ひずみ速 度

テンソル　　、およびひずみ速度テンソルの強さ　   は、

と定義される。

ここで 　  '  は係数であり、本研究では 　  ' =1/20 を用いる。モデル

係数は格子点上の物理量の値より求められ、高効率な並列演算処

理を行うことができる。

３．３　格子ボルツマン法でのラージエディ・シミュレーションに
おける渦粘性の導入

コヒーレント構造スマゴリンスキー・モデルを LBM 計算に適用す

ることで、複雑物体を含む高レイノルズ数流れの大規模計算が初め

て実行可能となる。乱流モデルを適用した LBM の緩和時間　　は

以下の式で表される。



04

都市部 10km 四方の 1m 格子を用いた
大規模 LES 気流シミュレーション

格子ボルツマン法に対する
複数 GPU を用いた並列計算の最適化 4

TSUBAME2.0 での実行性能測定 5

並列計算で行われるプロセス間の通信の時間を隠蔽するための技

法として、計算と通信のオーバーラップ手法が提案されている[13][14]。

計算領域を通信に必要な境界部分と中央部分に分割し、中央部分

の計算処理と境界部分のデータ通信を同時に行う。境界部分は必

要最小限の計算領域を確保し、ホストメモリとデバイスメモリ間

のデータ通信はcudaMemcpyAsync 等を、ノード間のデータ通信

はMPIの Isend・Irecv 等の非同期 通信を採用した。

　MPIの領域分割法として、yz 方向に分割を行う 2 次元分割法を

採 用した。LBMでは各 方 向の速 度 分 布 関 数のメモリ参 照が非 対

称となるため、物理量が必要な領域のみMPI 通信を行い、通信量の

削減を行った。具体的には、y 方向のMPI 通信として速度分布関

数　　　　　　　、 　　　　   の 6 成分を、z 方向のMPI 通信とし

て速度分布関数　　　　　　　、 　　　　　の 6 成分を、yz 方向

のMPI 通信として速度分布関数　　　　　　　  と速度 ui  の 7 成

分の通信を行った。計算の順序として、まず境界部分のカーネル

関数を実行する。その後、中央部分のカーネル関数の命令を発行

した後、境界部分のMPI 通信を行うことで、中央部分のカーネル関

数と通信のオーバーラップ計算を行う。

東京工業大学のスパコン TSUBAME 2.0 は、4,000 個以上の GPU

（NVIDIA TESLA M2050）を搭載し、LINPACK ベンチマークにおい

て 1.192 PFLOPS を達成している。TSUBAME 2.0 の複数 GPU を

用いて計算コードの実行性能測定を行う。

５．１　単体 GPUでの実行性能

単 体 GPU で の 計 算 に 対 す る 高 速 化 手 法 と し て、SFU（special 

function unit）を用いた演算の高速化、32bit 版のコンパイルによ

る配列の index 計算量の削減、LBM の並進・衝突過程のカーネル

関数の結合を行った。 図 1 にそれらの最適化を行った計算の単精

度演算性能、および Improved Roofline Model による上限値を示

す。 Improved Roofline Model は、1 格子点あたりの演算量　  とデー

タ参照量 　 、および演算器の Peak Performance（　　　 ）とメモ

リバンド幅（　　　 ）より以下のように表される。

本計算では以下のパラメータを用いた。

最 適 化を行ったLBMの単 精 度 実 行 性 能は 198 GFLOPSとなり、

32bit 版のコンパイルを適 用しない結 果の 183 GFLOPSに対して 

8%の性能向上を達成するとともに、 Improved Roofline Model に

より予測されるピーク性能（P）に対して 92%と、十分な最適化が

なされていることが確認できる。

図 1   単体 GPUでの実行性能とImproved roofline model．

５．２　複数 GPU を用いた実行性能測定

TSUBAME 2.0 の複数 ノード（1ノード当たり 3 GPU）を用いて性能

測定を行う。図 2 と図 3 に実行性能の弱スケーリング、および強

スケーリングの結果を示す。横軸は GPU 数、縦軸は単精度実行性

能（TFLOPS）となる。

　弱スケーリング計 算では、1GPUあたり（N1, N2, N3）=（192, 

256, 256）の格子点数を確保した。計算結果より、この計算サイ

ズに対してはオーバーラップ計算を行うことで通信の隠蔽が可能

となり、オーバーラップ無しに比べて 30%程度の性能向上、および 

768 GPUで 115TFLOP 、1,000GPU で 149TFLOPSの実行性能が得

られた。強スケーリングの結果においても同様に、オーバーラップ

計算を行うことにより良いスケーリングが得られ、格子点数（N1 、 

N2 、 N3）=（192, 2048, 2048）の 32 GPUを用いた結果に対して、2 

倍の 64GPUでは 97%、4 倍の 128 GPUでは 87%、8 倍の 256 GPU 

では 63% の効率が得られた。

　以上の結果より、局所的なメモリアクセスが可能な乱流モデルで

あるCSMをLBMに適用することで、動的スマゴリンスキー・モデル

で必要となる広域での平均操作が不要となり、弱スケーリング、強ス

ケーリンク共に良いスケーリングが得られることが明らかになった。
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東京都心部の気流計算 6
新宿区、千代田区、中央区、港区、目黒区を含む東京都心部の 10 

km 四方のエリアに対し、実際の建造物のデータ（( 株 )パスコ）を

基に 1m 間隔の格子解像度で気流シミュレーションを行った。鉛

直方向にも 1m間隔で 500 格子用いている。TSUBAME 2.0 の 4,032

個 のGPUを 用 い て、格 子 解 像 度 (N1, N2, N3) = (10080, 10240, 

512)を設定した。境界条件として、主流方向（南北方向）に流入・

流出境界条件、スパン方向（東西方向）に周期境界条件、高さ方向

の上面にスリップ境界条件を与えた。流入速度は対数則による速

度分布関数 Uin=A log10 z /z0から与え、相対粗度を z0=2 、高さ 100m

において風速を 10m/sと設定した。流入速度、空気の物性値、お

よび代 表 長さ 1mで規 格 化したレイノルズ数はおよそ 106 程 度と

なり、乱流モデル無しでは計算が破綻した。

　図 4 に計算した 10km 四方の地図データ（2012 Google ZENRIN）

を示す。東京都心部の主要な地域がほぼ全て含まれている。図 5

に解析結果のスナップショットを示す。気流を粒子により可視化

している。計算結果から高層の建物により非常に広い範囲の気流

が影響を受け、図右下の品川駅周辺において気流が激しく乱され

ていることが確認できる。

図 5   粒子分布を用いた気流のスナップショット（北が上）

図 2   複数 GPUでの弱スケーリング実行性能

図 3   複数 GPUでの強スケーリング実行性能

図 4   計算対象とした東京都心部の範囲（北が上）

　10km × 10kmの範囲の計算において、その中の詳細な気流の流

れを見るために、新宿都庁前付近（図 6 の範囲）における高さ 25 m 

の速度分布の瞬時値を図7に示す。可視化した領域は格子点数（960

× 640 × 256）であり、青色の領域は建物に相当する。主要道路

に沿って風速の強い領域が存在しており、特に計算領域中央部か

ら南方に向かって「風の道」と言われる強い流れ（ビル風）が再現

されている。図 8 に高さ 100m の速度分布の瞬時値を示す。高さ

100 m において、高層ビルの間に風速の非常に強い領域が存在し

ており、高さ 25m の風速分布に大きな影響を与えている事が確認

できる。高層ビル後方には風速の弱い領域が存在しており、非常

に複雑な速度分布が形成されている。
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都市部 10km 四方の 1m 格子を用いた
大規模 LES 気流シミュレーション

図 6   新宿都庁前の表示領域（北が上）

図 7   新宿都庁前の水平断面 25mの 
 速度分布 (m/s)（北が上）

図 8   新宿都庁前の高さ 100mにおける
 水平断面の速度分布 (m/s)（北が上）

図 9   新宿都庁前の垂直断面の速度分布
 (m/s)（北が左）

図 10   新宿都庁前の粒子分布による詳細な気流表示（北が左）

　図 9 に地図データ（図 6）の赤点線上の垂直断面内（高さ 256 m

まで）の速度分布を示す。高層ビルにより、速度の速い風が上空へ

と押し出されている様子が確認できる。さらに、中央部の高層ビ

ル後方部では風の巻き込みにより、上空と地上付近の空気が混合

されている事が確認できる。

　図 10 に都庁周辺の流れ場を粒子により可視化した図を示す。空

間上の固定された点から一定時間の間に放出された粒子は流れ場

によって移流される。計算結果より、ビル群の後方では粒子の流

線が乱された複雑な流れが、中央部の建物が無い領域では流線が

つながった比較的乱れの少ない流れが確認できる。

　以上の結果より、実際の建物データを含む大規模都市計算の実

行だけでなく、非定常乱流の細かな構造までとらえることのでき

る LES 解析を初めて行うことができた。
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おわりに 7
本研究では、格子ボルツマン法にコヒーレント構造スマゴリンス

キー・モデルを適用することで、東京都心部の 10km 四方のエリ

アに対し、1m 間隔の格子解像度の超大規模気流シミュレーショ

ンを行った。TSUBAME 2.0 を用いて実行性能測定では、Improved 

Roofline Modelの 92%の単精度実行性能が得られた。複数 GPU 

を用いた計算において、計算と通信のオーバーラップ計算を行う

事で、弱スケーリングの結果において768 GPUで115 TFLOPS、1,000 

GPUで 149 TFLOPSの実行性能が得られた。

　東京都心部の 10km 四方のエリアに対し、実際の建造物のデー

タを基に 1m 間隔の格子解像度で詳細な気流シミュレーションを

行った計算においては、高層ビル背後の発達した渦によるビル風

や幹線道路に沿って流れる「風の道」等を再現した。

　以上より、本研究ではモデル定数を局所的に決定できるコヒー

レント構造スマゴリンスキー・モデルを格子ボルツマン法に導入

することに初めて成功し、1m 解像度の格子を用いて広範囲の気流

の大規模かつ非定常乱流の細かな構造までとらえることのできる 

LES 解析を初めて示すことができた。
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