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the manifestation of disturbances occurring in the solar-

terrestrial coupled system that consists of the sun, the

interplanetary space, the magnetosphere, the ionosphere,

and the thermosphere. One of the missions of the space

weather forecast is to predict occurrence of such distur-

bances that may cause serious damages on artificial

satellites and transmission systems.

1．まえがき

気象衛星，通信衛星，放送衛星など，人工衛星は社会生

活の重要な役割を担っています。また，人類が宇宙空間に

滞在する宇宙ステーション計画など，宇宙空間は人類の生

活圏に入りつつあるといえます。これは同時に宇宙空間の

状態が社会に影響を及ぼすようになったことを意味してい

ます。実際，太陽活動の活発化により地球周辺の磁気圏は

大きく乱れ，ときにはこの磁気圏に擾乱が起こり，人工衛

星の運用に重大な障害がもたらされることがあります（図

1）。

宇宙空間物理学の進展と近年のスーパーコンピュータの

めざましい発達により，太陽活動の活発化による地球周辺

の磁気圏の乱れと磁気圏内の擾乱を，数値シミュレーショ

ンによってモデル化し，予測することが可能になってきま

した。連続的に収集される観測データをシミュレーション

に活用し，信頼性が高い予報を発信していくためには，実

際の物理現象に追随できるだけのシミュレーションの高速

化と，計算結果のリアルタイムな可視化が重要です。独立

行政法人情報通信研究機構（NICT）ではNEC製スーパー

コンピュータSXシリーズを導入し，九州大学，NECと共

同で磁気嵐やオーロラ嵐といった宇宙環境の変動の発生と

発達を予報するための「リアルタイム数値宇宙天気予報シ
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要　旨

宇宙環境擾乱は，太陽活動に端を発し，惑星間空間，地

球磁気圏，電離圏に至り，衛星の故障など様々な障害を起

こす可能性があります。宇宙天気予報はこれら擾乱の発生

を予測することであり，そのためには各領域における擾乱

の発生とその応答の機構を知る必要があります。

筆者らは，その第一歩として，衛星のリアルタイム観測

データを入力データとした，リアルタイム数値宇宙天気予

報システムを開発しました。本システムでは，太陽風に対

する地球磁気圏の応答のシミュレーションとその結果の可

視化をNEC製スーパーコンピュータSX上でリアルタイム

に実行します。HPFを利用したシミュレーションの並列実

行と，NEC製リアルタイム可視化システムRVSLIBの利用

がこれを可能にしています。3次元シミュレーションによ

る地球磁気圏の全体像がリアルタイムで常時モニタ可能に

なったのは世界で初めてです。

We have developed a real-time numerical simulator of

interplanetary space-magnetosphere-ionosphere coupling

system, adopting the three-dimensional（3D）magneto-

hydrodynamical（MHD）simulation that has been con-

ducted on an NEC’s SX Supercomputer.

The real-time monitoring of Earth’s magnetosphere is

realized first in the world by utilizing the parallelized

simulation code and NEC’s real-time visual simulation

library RVSLIB. The real-time solar wind data, which is

available from the ACE spacecraft at every one minute,

is adopted as the boundary conditions for the simulation.

It is well known that the space weather phenomena are
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レーションコードである宇宙天気予報ソルバ，出力データ

である画像を生成するRVSLIBの順に，詳細を説明します。

3．観測データ

ACEによる観測データのうち，リアルタイムの太陽風の

速度（v），密度（ρ），温度（T），惑星間空間磁場のyおよ
びz成分（By，Bz）の5つのデータが入力データとして利

用されます。このうち，ρ，v，Tに関しては64秒間隔で更
新されますが，By，Bzに関しては16秒間隔で更新される

ため，4回のデータの平均値を1回分の入力データとし，こ

れら5種類のデータすべてを64秒間隔でシミュレーション

コードに取り込み，境界条件を設定しています。

4．宇宙天気予報ソルバの並列化

宇宙天気予報ソルバは，空間3次精度のTVD（Total

Variation Diminishing）スキームによる太陽風磁気圏相互

作用モデル2）により，約1時間後の地球磁気圏の応答のシ

ミュレーションをNEC製スーパーコンピュータSX-6上で

実行します。プログラムはFortran言語により記述されて

おり，3次元の44×56×60格子点数の計算格子（r，θ，

φの変形球座標）を用いています。内側境界（地球近傍）

は地球半径の3倍の位置に設定し，太陽頂点角と沿磁力線

電流に応じた電気伝導率を持つ電離層を仮定しています。

オリジナルのプログラムでは内部時間（シミュレーショ

ン物理時間）約 27秒に対して，約155秒の計算時間が必要

でした。リアルタイムシミュレーションを実現するために

は実行時間を内部時間より短くする必要があるため，5.7倍

以上の高速化が必要です。そのため，宇宙天気予報ソルバ

をHPF（High Performance Fortran）3）により並列化し，

SX-6の1ノード（8CPU，64GFLOPS，64Gバイト）上でリ

アルタイムシミュレーションを実現させました。

4.1 HPFの概要

今回，宇宙天気予報ソルバの並列化に用いられたHPF

ステム」を開発しました1）。3次元シミュレーションによる

地球磁気圏の全体像がリアルタイムで常時モニタ可能にな

ったのは世界で初めてです。

2．システム構成

リアルタイム数値宇宙天気予報システムの構成を図2に

示します。

まず，太陽風観測衛星ACE（Advanced Composition

Explorer）からの観測データを，シミュレーションコード

である宇宙天気予報ソルバが読み込みます。ACE衛星はL1

点（地球と太陽を結ぶ直線上，地球から約153万km＝

0.01AU）に位置し，太陽風を常時観測しています。NICT

はACEからのリアルタイム太陽風データの3つの受信拠点

の1つです。読み込んだ観測データに基づいてシミュレー

ションコードが地球磁気圏全体についての解析を行います。

解析結果はNEC製リアルタイム可視化システムRVSLIBが

視覚化し，画像をWWWサーバに配信，公開します。ACE

衛星からは，太陽風の磁場，密度，速度，温度のデータが

64秒間隔で送信されるため，これをリアルタイムで随時入

力しつつ宇宙天気予報ソルバによる解析を行い，RVSLIB

による画像の生成，WWWサーバへの画像の配信を繰り返

します。

以下では，入力データである太陽風観測データ，シミュ

図1 太陽風と地球磁気圏（概念図）
Fig.1 Solar wind and Earth’s magnetosphere

（conceptual picture）.

図2 リアルタイム数値宇宙天気予報システム構成図
Fig.2 System configuration of real-time space weather simulator.
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行（27.122秒）に成功し，リアルタイムシミュレーション

が実現できたことになります。

5．RVSLIBによるシミュレーション結果の
リアルタイム可視化

数値シミュレーション結果の可視化といえば，従来はポ

ストプロセッシングを意味していました。この方式では，

スーパーコンピュータを始めとする計算サーバ上でシミュ

レーションが終了してからすべての結果を端末に転送し，

これを市販のシステムで可視化することになります。しか

し，計算機の性能が向上してくると，シミュレーションの

進行状況をライブで可視化（リアルタイム可視化）してみ

たくなるのが自然です。可視化のためのパラメータを変更

しながら計算進行状況を追尾（トラッキング）したり，シ

ミュレーションプログラムの実行自体を途中で制御（ステ

アリング）したりできれば，計算結果評価の効率性は飛躍

的に向上することが期待されます。

リアルタイム可視化システムRVSLIB（Real-time Visual

Simulation LIBrary）4）は，大規模非定常数値シミュレー

ションに対するリアルタイム可視化と大規模蓄積データに

対するポストプロセッシング用に開発されています。この

システムでは，可視化する処理を計算サーバ上で実行し，

生成した画像を圧縮し，ネットワークを通して端末へ転送

します。これによって，計算サーバから端末に計算結果を

転送する場合に比べ，データ転送量を大幅に削減し，イン

ターネットを含む広域のネットワーク分散環境での可視化

を可能にしています。

RVSLIBはサーバクライアント型のシステムです。シス

は，利用者が容易に並列プログラムを開発できるよう，Rice

大学のKen Kennedy教授を中心に結成されたHPFF（HPF

フォーラム）において，Fortran言語のスーパーセットと

して策定された並列プログラミング言語です。

並列化には3つの側面，すなわちデータの並列化（デー

タのプロセッサへの分配），処理の並列化（処理のプロセッ

サへの分配），データの並列化と処理の並列化にミスマッチ

ングがあった場合の通信の挿入があります。並列処理の代

表的な手段であるMPI（Message Passing Interface）で

は，これらすべての側面で利用者による明示的な記述が必

要です。一方でHPFでは，データのプロセッサへの分配の

み利用者が記述し，処理のプロセッサへの分配と通信の挿

入はコンパイラが自動的に行うため，処理ストリームが１

つしかない通常の逐次プログラムと同じセマンティクスで

記述できます。

4.2 実行性能

HPFにより並列化された宇宙天気予報ソルバのSX-6上

での実行性能は，表のとおりです。

8CPUの利用により，内部時間（27.28539秒）内での実

表　宇宙天気予報ソルバの実行性能
Table Execution performance of parallelized simulation

code.

CPU数 

1 

2 

4 

8

経過時間（秒） 

158.565  

82.308 

44.300 

27.122

SpeedUp 

  

1.93 

3.58 

5.85 

図3 リアルタイム可視化システムRVSLIB
Fig.3 Real-time visual simulation library RVSLIB.
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テム構成を図3に示します。

RVSLIBのサーバモジュール（RVSLIB/Server）は計算

サーバ上で動作し，利用者のシミュレーションプログラム

からサブルーチンコールの形で呼び出し可能なライブラリ

形式で提供されます。シミュレーションの結果が格納され

るメモリ領域を直接参照することにより，高速処理が可能

になると同時に，所要メモリ容量節約にもつながります。

計算結果をいったんファイルに出力する必要もなく，可視

化可能なデータ規模には基本的に制限がありません。ほと

んどの可視化処理はこのサーバモジュールが行い，可視化

画像を生成します。生成された画像は動画ファイルとして

蓄積することができます。

RVSLIBのクライアントモジュール（RVSLIB/Client）

は利用者端末上で動作し，システム操作のためのGUIを表

示します。

RVSLIB/Serverはバッチ処理環境でも動作が可能です。

この場合，RVSLIBのサーバモジュールを組み込んだシミ

ュレーションプログラムが，計算サーバ上で単独動作しま

す。シミュレーションの進行に伴う可視化パラメータの変

更の過程をキーフレーム方式であらかじめファイルに記述

しておけば，リアルタイム可視化時にこの“シナリオ”に

則った可視化を自動的に行い，動画ファイルを計算サーバ

上に出力します。リアルタイム数値宇宙天気予報システム

ではRVSLIBがバッチ処理環境の下で可視化画像を生成し，

随時WWW サーバに配信，公開しています。

RVSLIBではベクトル化，並列化された可視化アルゴリ

ズムが採用されており，リアルタイム数値宇宙天気予報シ

ステムにおいて可視化処理に要する相対計算時間は数%に

抑えられています。

6．Web への計算結果の配信/公開

本システムによってWWWサーバに配信/公開されてい

る画像例を図4に示します5）。これは，磁力線（左上），子

午面内圧力分布（右上），極域電離層の電位と電気伝導率

分布（左下）を示しています。また右下のグラフは，ACE

衛星から受信した太陽風観測データです。これらの画像は

1日ごとにまとめられており，太陽風や惑星間空間磁場な

どの変化に対する地球磁気圏の応答の様子を動画としてあ

とから参照することもできます。

7．むすび

リアルタイム数値宇宙天気予報システムは，ACE によ

る太陽風観測データを約1分間隔で読み込みつつ地球磁気

圏についての3 次元シミュレーションを行い，その結果を

約1時間後の地球磁気圏の予報を示す画像としてリアルタ

イムにWWW サーバへ配信，公開するものです。宇宙天気

予報ソルバのHPF による並列化とRVSLIBの利用により，

地球磁気圏のリアルタイムでの解析/視覚化に成功しまし

た。これまでは地上観測や衛星観測など数地点での観測結

図4 Web公開画面
Fig.4 Web image of visualized simulation result.
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果から地球磁気圏の全体像を推測しており，本システムに

よって宇宙環境の変動が全体像としてとらえられるように

なったのは大きな進歩です。

NICTより常時発信されるシミュレーション結果は各方

面において利用され，宇宙環境変動のメカニズムの理解が

進むものと期待されます。今後もシミュレーションにより

精度の高い数値宇宙天気予報の実現に向けた研究を進めて

いきます。
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