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Abstract 

The meeting to summarize the collaboration activities for FY2003 on the Large Scale 

Computer Simulation Research was held January 15・16，2004at Theory and Computer 

Simulation Research Center， National Institute for Fusion Science. Recent simulation 

results， methodologies and other related topics were presented. 



はじめに

この冊子は平成 16年 1月 15日から 16日まで核融合科学研究所において行われた平

成 15年度核融合科学研究所共同研究「大型シミュレーション研究」成果報告会での発表

内容を集めたものです。

核融合科学研究所では平成3年度の初代大型シミュレーション研究用解析装置の導入以

来、「大型シミュレーション」共同研究を推進し、多くの成果を上げて参りました。平成 1

5年 1月には3代目となる大型シミュレーション研究用解析装置が導入され、さらなる飛

躍が期待されているところです。今回の成果報告会でも新しい研究の息吹を感じさせる

数々の発表がなされ、今後の成果に期待を抱かされるものでした。

最後に、ご多忙中にも関わらず、研究発表および集録原稿の執筆をいただきました皆様

方に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

平成 16年 3月

核融合科学研究所

理論・シミュレーション研究センター

岡本正雄
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LHD中のMHDプラズマの低nモードの挙動

核融合科学研究所三浦英昭

LHDにおけるプラズマ閉じ込め物理の研究の一環として、 MHD方程式をLHDの3次元形

状に沿った一般座標系(ヘリカル座標系)で記述し、 4次精度中心差分とルンゲ・クッタ・ジル

スキームで解くシミュレーションを行ってきた。以下では、シミュレーションで得られた MHD

プラズマの圧力変形とそれに関わる圧縮性、トロイダル流の影響について述べる。

シミュレーションは HINTコード [1]で作成した、真空磁気軸位置Rux= 3.6m、初期圧力

分布p(ψ)= (1-ψ)2、。b= 4%の初期平衡からスタートした。ここで、 ψは初期のトロイダル

フラックスであり、初期平衡の性質については文献[2}に掲載されている。このシミュレーシヨ

ンでは、図 lに見られるように、 m/n=2/1モードを主体とする不安定性の成長と飽和、ゆる

やかな緩和が得られた。図 1は、圧力の等高線と、速度のポロイダル断面成分だけを用いて描

いた流線である。時刻t= 180， 280と二対の反平衡渦対が形成され、この渦対の相E移流効果

によって圧力にマッシュルーム状構造が形成されていることが明確に判る。

この m/n=2/1および他のモードの成長過程において、圧縮性およびトロイダル方向流れ

の影響を調べた。圧縮性の大きさ(('¥7. U)2)(Uは速度ベクトル、(・)は空間平均)の(('¥7X U)2) 

に対する比は概ね数十分の一程度であり、一見すると圧縮性の影響は小さいように見える。し

かし、運動エネルギーの成長における圧縮性の影響を運動エネルギー収支式

iGρlul2

) =山ぺBo.B十年)川-((恥両日明:'¥7u) 

-1) [(1 '\7刈12)+~(( '\7 .u)2)] ， (1) 

の右辺各項の大きさを調べることで、圧縮性の役割が大きいことがわかる。図3は、時開発展

における式 (1)の右辺各項(順に T1，T2，T3，T4と名づける)の大きさを比較したものである。

項T1，T2は圧縮性由来のもので、この項の和T1+T2は特に発展初期において比圧縮性項(T3)

による成長老強く抑制するなど、重要な働きをしている。また、流れにおけるトロイダル方向

成分の大きさも比較した。図3に示すように、全ベクトル強度(実線)に対してポロイダル成

分(破線)が占める大きさは 50%程度であり、残り 50%程度はトロイダル成分が占めているこ

とがわかった。このように、 LHD中の MHDの挙動には圧縮性とトロイダル運動が少なから

ぬ役割を果たしていることが判った。

以上のように、プラズマの成長、飽和、緩和の過程においては圧縮性、トロイダル流れな

どが少なからぬ役割を果たしていることがわかる。今後はとれらの役割をより詳細に検討する

予定である。

References 

[1J H. Harafuji， T. Hayashi and T. Sato， J. Comp. Phys.， 81 (1989) pp.169-192. 

[2J H. Mi旧民T.Hayashi and T. Sato， Phys. Plasmas， 8 (2001) pp.4870-4878. 
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Figure 1:横長 (a)および縦長 (b)ポロイダル断面上での圧力の等高線。同

心状の楕円は、初期平衡において t/2π=1/2 (内側)、 t/2π=2/3 (外側)

の有理面があった位置を表す。
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d fモンテカルロ法による新古典輸送シミュレーション

核融合科学研究所 理論・シミュレーション研究センター

佐竹真介(日本学術振興会特別研究員)、岡本正雄

トーラスプラズマ中のクーロン衝突に起因する荷電粒子の輸送現象を扱う新古典輸送理論

において、荷電粒子のガイディングセンター軌道の小半径方向へのドリフト幅(バナナ幅)

は従来の解析手法では、パックグラウンドのプラズマ圧力勾配等のスケール長や、粒子の

瞬間の小半径位置に比べて十分小さいと仮定する、いわゆる局所輸送モデルの中で議論さ

れてきた。しかし、近年のトカマク実験で見られる内部輸送障壁(ITB)周辺や磁気軸近傍

など、上記の仮定が成り立たない領域での輸送現象を考える上では、バナナ幅の有限性を

考慮した新古典輸送の取り扱い(有限軌道幅効果)がこの領域でのプラズマ閉じ込め性能

を正しく評価する上で重要となる。また、 トカマクにおいてはバナナ幅をオーダリングパ

ラメータとしたドリフト運動論方程式の最低次の解から得られる輸送方程式は本質的両極

性を持つが、有限軌道幅効果を考慮してより高次のオーダーの項を含めた場合この性質は

なくなり、ヘリカル系と同様に新古典輸送において両極性条件を満たすような径電場を決

定することができる。密度、温度分布を与えられたものと考える場合、径電場分布はパラ

レルフロー分布と同時にその時開発展を初期値問題として解くことによって両極性条件を

満たす定常分布を求めることができる。従って我々は、有限軌道幅効果を含む新古典輸送

現象と径電場の時開発展をコンシステントに計算するモンテカルロコード fFORTECJ[1] 

を開発し、新古典輸送シミュレーションを行ってきたが、今年度はこのコードを HPFを用

いて NIFSの大型シミュレーション研究用解析装置 SX-7上で並列実行させ、より高精度か

っ高速な数値シミュレーションを可能とするための拡張を行ってきた。

モンテカルロコードを並列化する上で並列化効率のボトルネックとなるのは擬似乱数の

発生にかかる時間である。従来の擬似乱数発生ライブラリは並列に相関のない乱数列を発

生させることができないので、すべてのノードで同じ乱数列を発生させ、各ノードごとに

重複しないようにその部分列を切り取って使用するなどの方法をとらざるを得ない。この

方法では必要な乱数が多くなった場合乱数発生における逐次処理が計算全体の並列化効率

を著しく下げ、望ましくない。この問題を解決するため我々は MersenneTwister法[2]と

呼ばれる擬似乱数発生法を用いた並列乱数生成サブルーチンを FORTECの並列化に際し

て開発した。このライブラリでは乱数列の特性方程式が互いに素となる種行列を並列実行

数だけ前もって計算しておくことによって、相関のない乱数列を各ノード上で独立に生成

ーラー



することができる。また、 sx上での実行に際してはルーチン自体のベクトル化効率も重要

であるが、 MersenneTwister法はこの面でもよい性能を発揮している。結果として、シミ

ュレーション全体に対する乱数発生にかかる時間は約 1%に抑えることができた。この乱

数発生法については[3]で発表を行った。

FORTECコードで採用している輸送計算のアルゴリズムはδf法[4点]と呼ばれるもので

ある。この手法では、分布関数 fを局所マクスウェル分布伽とそこからのずれδfとに分解

し、ドリフト運動論方程式を線形化して δfパートの時開発展のみをモンテカルロ的に解く。

径電場はιdE，/ dt =ーZ1nmの関係より、求めた新古典粒子束I了伺から時開発展させる。

ここで、九は分極ドリフトの効果を含めたプラズマの誘電率である。衝突項は[6]のモデル

を採用し、厳密な衝突オペレーターが満たす保存則を再現するようにしている。特に衝突

における運動量保存則は、ゼロバナナ幅極限において従来の新古典輸送理論の本質的両極

性を再現するのに必要な性質である。並列化によって従来の 10倍以上(，....5 0 0 0万個)

程度のシミュレーションマーカーを実用に耐える実行時間で扱えるようになったため、径

電場を評価する小半径方向の空間グリッドも細かく取れるようになった。典型的な計算で

は径電場は小半径を 75分割して評価しており、これは典型的なバナナ幅程度かそれ以下

になっている。このためこれまでより細かく径電場の発展の様子がシミュレーションから

わかるようになった。

我々は径電場の時開発展に伴う現象として、 GAM(GeodesicAcoustic Mode)と呼ばれる

減衰振動に特に注目した。この径電場振動は周期がωGAM = ..J~h /2Rで与えられるもので、

通常は衝突時間程度でゆっくり減衰するが安全係数が 1に近い場合、荷電粒子のパウンス

周波数ωIb"V;h /qRと GAM周波数が接近するためにランダウ減衰的な機構によってすば

やく減衰することが知られている[7]。しかし、 [7]のようなこれまでの研究は有限軌道幅効

果を無視した解析だったため、 GAM振動は径方向のプロファイルを無視した単一の磁気面

上での径電場の時開発展のみを扱っていた。我々はポロイダル断面全体での径電場分布の

時開発展を計算することで、 GAM振動における有限軌道幅効果がどのように現れるのかを

調べた刷。図 1はr=O.5にq同 1の共鳴面を持つ負磁気シアー配位での 3つの磁気面上での

径電場振動の様子を表したもので、温度を変えてバナナ幅の大小を変えた計算の比較で、あ

る。バナナ幅が小さい場合、素早い減表は共鳴面近くの磁気面でのみ起こるが、バナナ幅

が大きい場合r=O.5で起きた径電場減衰の影響がその内外の磁気面にも伝わり、プラズマ全

体で振動の素早い減衰が起こっているのがわかる。これは、隣接する磁気面聞を行き来す

るバナナ粒子によって各磁気面上の径電場の時間発展がカップルしたために起こった現象

とみなすことができる。このような現象はポロイダル断面全体での径電場の時開発展を有

限軌道幅効果を含めて計算することで初めてわかった。

また、我々は以前、径電場を無視した場合の磁気軸近傍の有限軌道幅効果を取り込んだ

新古典輸送理論を構築し[9]、低衝突領域のプラズマのイオン新古典熱伝導率が磁気軸近傍

では従来のバナナ幅を無視した理論の値よりかなり低くなることを示した。径電場を含め

たモンテカルロシミュレーションによって磁気軸近傍の熱ブラックスを求めたところ、図

2のようにやはり磁気軸近傍で Chang-Hintonの従来の新古典輸送理論の値よりも減少す

ることが確認された[10]。また逆に、 δf法において有限軌道幅効果を人為的に省いたモデ

ルの計算も行い(図 2中 SOWと示した線)、これが従来の解析解に一致することも確認で

きた。ただし熱フラックスの減少の起こる範囲は、磁気軸近傍に現れる典型的なポテト軌

道幅'pの1.5ないし 2倍程度でこれは[9]の理論モデルの結果より若干広く、またその減少

は解析モデルよりは緩やかであった。この差異の原因については引き続き研究する予定で

ある。
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本年度はHPF化によるコードの拡張によってこれまでできなかった高精度なシミュレー

ションを行えるようになったが、まだ計算資源には余力があるため来年度は非軸対称系へ

の拡張を行い、 sxの性能をフルに発揮するような大規模シミュレーションによって LHD
の新古典輸送現象における有限軌道幅効果の研究へとをさらに発展させてゆく予定である。

[1] Okamoto et 81， Journal ofPlasma and Fusion Res. 78， 1344 (2∞2). 
[2] M. Matsumoto and T. Nishimura， ACM Trans. Model. Comp. Simulation 8， No. 1， 3 (1998). 
[3] S. Satake， HPFワークショップ於海洋科学技術センタ一、 2003年 9月 25日(木)

[4] w. X. Wang et 81， Plasma Phys. Control. Fusion 41， 1091 (1999). 
[5] Brunner et 81， Phys. Plasmas 6， 4504 (1999). 
[6] Z. Lin et 81， Phys. Plasmas 2，2975 (1995). 
[7] Novakovsk.ii et 81， Phys. Plasmas 4， 4232 (1997). 
[8] S. Satake and M. Okamoto， Bulletin ofAPS Vol. 48， No. 7， LPl・42(2003). 
[9] S. Satake， M. Okamoto and H. Sugama， Phys. Plasmas 9，3946 (2002). 
[10] S. Satake and M. Okamoto， to appear in JPFR Series 6 (13th International Toki Conf. Proc.> 
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1.研究の背景と目的

磁場反転配位における傾斜不安定性と形状効果
大谷寛明 1)，堀内利得 1}，2)

1)核融合研 2)総研大

磁場反転配位(FRC)は核融合炉としての優れた性質を持っている.そのため，実験・理論の両面
からこれまで多くの研究者がFRCを研究してきた.その中でも特に重要な研究のひとつが傾斜不安
定性についてである.傾斜不安定性はMHD理論やシミュレーシヨンから予言されてきたが[1，2]，実
験では FRCは傾斜モードの成長よりも長い時間安定に存在することが示されている [3].これまで，
乙の理論と実験の聞の矛盾を説明するために多くの物理モデルが提唱されてきたが[4-8].十分な説
明はまだなされていない.そこで，本研究では.FRCはMHD理論では十分に取り扱うことができ
ない運動論的なプラズマであることを考慮して(実験ではイオンの有限ラーモア半径効果パラメータ
h fZP恭が1から8であることが示されている).電磁粒子シミュレーシヨン老実行し傾斜モー

ドに対する FRCの安定性老解明することを目的とする.

2.シミュレーション方法
傾斜不安定性を励起させずに運動論的配位を得るためにまず2次元電磁粒子シミュレーション老

実行し [9}.FRCの運動論的配位の特性について調べた. 2次元シミュレーションの初期条件には 1
流体MHD平衡解を採用した [10].

次にそこで得られた配位を初期条件として3次元電磁粒子シミュレーションを実行し，傾斜モード
の成長率(γtilt)と，有限イオンラーモア半径効果(8)や電涜形状パラメータ (D).伸長率(E= zsp/rsp) 
といったパラメータとの関係を調べた.

3.傾斜不安定性
図 1は，傾斜モードの成長率γれltと. (a) 電子電流形状パラメータ ÎJe • (b)伸長率E.(c)有限イ

オンラーモア半径効果言の関係を示している.-，ま2次元シミュレーション後の値老意味する.
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(a)寛子電流形状パラメー (b) 伸長率~. (c)有限イオンラーモア半
タD.. 径効果玄

FIG.1:傾斜モード成長率加!tと，(a)電子電杭形状パラメータ De.(b)伸長率 E.(c);有限イオンラーモア半径効果言
との闇係.γtiltは MHDシミュレーションで得られた傾斜モード成長率γMHDで規格化されている.

図 l(a)から，電子電涜形状がホロー型 (IJe> 0)のときγtiltが明らかに小さくなっていることがわ
かる [9].この結果は，電子電流形状パラメータ Deが傾斜不安定性の安定化に関与していることを示
しており，この傾向は SteinhauerとIshidaによる実験結果の解析と一致している [11].次に図 l(a)
では，先に示された傾向とは異なるデータプロットがあるととも示されている.とれらのデータは，
伸長率Eが大きい場合であり，つまり.Eが大きいとき，たとえ電流形状が凸型であっても γtiltが
小さくなることを示している.
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図 l(b)とl(c)はそれぞれ， γ出と E，互の関係を示している.E ~こ着目すると ， E が大きい場
合，云やDeがどんな値で、あっても γtiltは小さし他方，Eが小さい場合，否が小さいとき(運動論的
プラズマ)にγtiltは小さく，ぎが大きいとき (MHD的プラズマ)にγ山は大きいことがわかる.否に着
目すると，電流形状がホロー型である運動論的な場合，Eがど、んな値で、あっても傾斜モードは安定
化され， MHD的なときには Eが増加するにつれγtilt減少していることがわかる.

(a) E ~ 2 

(b) E ~ 4 

FIG.2. (α.)E '" 2と(b)4のときのイオンポロイダルフローの η=1モードの大きさの備陣図.

Eが大きい場合に γtiltが小さくなる原因について調べる.
図 2はイオンポロイダルフローのη=1モードの大きさの備轍図をである.このη =1モードが

大きい領域が傾斜モードに対して不安定になっている領域を示してる.Eが増加すると， FRCプラ
ズマの端の領域のみが不安定になり，中心付近の領域は比較的安定になっていることがわかる.つま
り，安定な領域の系に占める割合が増加し系全体として傾斜モードに対して安定化したと考えら
れる.

以上により， 3次元シミュレーションの結果から，電流形状がホロー型となる場合と伸長率が増加
する場合， FRCプラズマは傾斜モードに対して安定化されることがわかった.

[lJR. A.Clemente et al: Phys. Lett. 85A 148 (1981). 
[2}R. Hori吋lIet al.: Phys. Fluids Bl 581 (1981). 
[3]J. T. Slough et al: Phys. Plasmas 2 2286 (1995). 
[4JD. C. Barnes et al.: Phys. Fluids 29， 2616 (1986). 
[5}R. Hori吋lIet al.: Phys. Fluids B2， 2652 (1990). 
[6}K. Nishimura et al.: Phys. Plasmas 4， 4035 (1997) 
[7]R. Ho山 chiet al.: Nucl. Fusion 39， 2083 (1999). 
[8JE. V. Belova et al.: Phys. Plasmas 6， 3459 (1999). 
[9JH. Ohtani et al.: Phys. Plasmas 10， 145 (2003) 
[1O]J. W. Cobb et al.: Phys. Fluids B弘3227(1993). 
[11]1. C. Steinha問、 etal: Phys. Fluids B 4， 645 (1992) 
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Two-scale structure of current layer in a steady state of collisionless driven 

reconnection in a two-dimensional open system 

A.Ishizawa 
National lnstitute for品 8ionScience， 1'oki 509-5292， Japan 

A st伺 dytw(トBC叫estructure of current 1晶.yer白demons色ratedin the collisionless driven reconnec-
tion without a guide fi.eld by me，創113of tw争 dimensionalfull-particle simulatioD8 in回 opensystem. 
The current density profi.le aIong the insow d釘ectionco回回目。ftwoP町 ts.One is a low shoulder 
controlled by the ion-meandering motion， which is a bouncing motion in a fi.eld reversal region. The 
other is a sharp peak caused mainly by the electron-me岨 deringmotion. The sep町 ationof the 
shoulder from the tlharp peaIc is revealed by virtue of a large ma踊 ratiocaIculation m./m. = 200 

becau関 theratio of the ion-meandering orbit回nplitudeto the electron-meandering orbit amplitude 
ItI proportional to (m./m.)1/4. 

1. INTRODUCTION 

The colIisionless magnetic reconnection is a fund叩 lentalmechanism of the rapid rele幽 eof magnetic energy in the 
solar corona， the high temperature to也makdischarge， the magnet伺 phericsubstorm，組dreconnection experiments 
[1-3]. Recent computer simulations reveal that a small scale current layer， where the frozen-in condition of the 
plasma is violated， a叫dju凹自t凶自 i加t旬自 structure s舶o剖 tωo realize a large r詑ec∞onn田1児.ecωt“io:叩nrat旬ed晶em加 de叙吋db句ya large 自舵caleideal 
m凶1a略，gn即削e飢伽tωO油hy凶dr伽ro吋dy戸narr凶I
the la釘.rg酔erec∞on町mectiぬonrate， i.e. the large reconnection electric field， is the Hall-MHD model which inc1udes the 
Hall-term characterized by the ion skin depth [4]-[9]. 
Apl剖 mais frozen in m匂伊eticfield lines in the ideal MHD， and thus reconnection does not occur. This cIrcumstance 

is re1ated to the fact that there is no typical scale length that characteriz四 asmall scale current layer profile. When we 
introduce non-ideal effect自leadingto violation of the frozen-in co田 traint，the width of the current layer is determined 
by typical scale lengths of non-ideal e晶cts.The pl掴 maprofile in the kinetic approach is characterized by the spatial 
scale lengths such as the electron skin depth due to the electron inertia e鉦'ect，the ion skin depth due to the ion inertia 
effect， the electron Larmor radius， and the ion L紅 morradius. 
The current layer structure is studied using hybrid日imulationsand full particle simulations [4]-[14]. Most of 

these simulations present time dependent reconnections in c1岨ec:Jsystems [6]・[12].In the time dependent magnetic 
reconnection， two structures related to the current layer are found [5，6]. One is out-of-plane electron ftow characterized 
by the electron skin depth， the other is out-of-plane ion flow characterized by the ion skin depth [5，6]. 
On the other h出 ld，steady states of the reconnection are found in the long-time scale dynamics of the driven 

reconnection in組 opensystem [13，14]. In the steady reconnection， the reconnection rate is controlled only by an 
external driving flow due to an applied electric field because the Faraday's law requires that the out-oιplane electric 
field should be uniform in the steady state [11]-[14]. The current layer profile剖!justsitself to accommodate the 
uniform electric field. 
In the ste剖yreconnection， it is found that the current layer width is controlled only by ion dynamics [13，14]， 

although the current is dominated by th 
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11. SIMULATION MODEL 

We consider a squ紅 eopen region in xy-plane， the size of which is 2Yb in height and 2Xb in width. We use a 
two-and-a-half-dimension山 xplicit伽 tromagneticparticle simulation c吋 edevelop吋 inthe pre巾 uswork [l1J-[14J. 
Boundary conditions釘 eas follows. At upstream b叩 ndary，ions and electrons are仕但enin magnetic field lin風阻d

thus plasma inflow is driven by ExB dri氏dueto an external electric field Ezd(x， t) applied in z direction at y =士仇・

The condition for the incoming particle distribution is a shi氏edMaxwellian with the averaged velocity given by ExB 
drift. The boundary conditions for remaining field qu組出回 arefollowing: E"， = 0 and ゐι=Oaty=::!::抑・ The
external field Ezd(X， t) evolves from zero， so掴 toinduce a steady reconnection. To excite magnetic reconnection at 
the center of simulation domain， the external field i自 assumedto be strong within the input window size Xd around 
X = 0 at early ph舗 e，then the field profile becomes uniform Eo after one Alfven time T A =ω/VA， where VA is the 
initial average Alfven velocity. This uniform field Eo plays a role to maintain deformed magnetic field lines within 
the input window at the inflow bound町， and correspondingly the system rel邸側 toa steady自tate[13，14J. 
At the downstream boundary X =士Xb，the pl掴 mac組合目Iyflow in or out. The boundary condition for particles 

is determined by both the ch紅 geneutrality condition and the condition of the net number sux， which is掴 sociated
with the 日uidvelocity in the vicinity of the boundary [14}. 

111. CURRENT LAYER STRUCTURE 

Here we examine a spatial profile of out-of plane current density when the system is relaxed into a steady state. 
We show current density profiles along the verticalline passing the X-point in Fig. 1 for m;/m. =25， 50， 100，叩d

200. For m./叫==200 we observe clear shoulders at y同士35λdand a日harppeak that has a size nearly equal to 10λd 
in width. On the other hand， the profile consists of one wide peak for m./m. =25 because ion-scale and electron-scale 
are not well separated. We， therefore， conclude that the current density profile has a twcトscalestructure consists of 
a sharp pe杭 andlow shoulders for a large mass ratio. 
Next， we consider the twcトscalestructure of the current layer more quantitatively，佃dthen reveal that the mean-

dering motions of ions and electrons play crucial roles in the formation of the structure. We introduce several spatial 
scale lengths describing the layer structure， and consider the time evolution of the spatial scale lengths， namely: 
the half-width of the distance of shoulders， the halιwidth of a sharp peak， the half-width of a current layer， the 
ion-meandering orbit amplitude 1m.， the ion skin depth di = c/ωc.， the electron-meandering orbit amplitude 1m.，加 d
elec紅onskin depth d. = c/ωc.・Thesescales are normalized by the Debye length and are evaluated from the spatial 
profile of plasma along the vertical line p掴 singthe X司 point.The meandering orbit amplitude of species s is defined 
by the distance y which satisfies the condition PB(ν)/ν= 1 [7，14J， where 向(y)，組 dP.(y) are the local ion Larmor 
radius， and the local electron Larmor radius， respectively. The half-widths of the shoulder and of the sharp peak 
are defined by the half-widths at 20 %叩d80 % of maximum value of the current density， respectively. Figure 2 
shows that the scales are relaxed into the following values: 1刷局 35λd，lme向 5λd，d.何回入d，佃 dd.同 7λ4・The
width of the shoulder cl団四 tothe ion-meandering orbit amplitude， while the width of the自harp肝心(closes to the 
electron-meandering orbit amplitude in the steady state. The half-width of the current layer is dominated by the 
sharp pe砧，加dcorrespondingly the half-width of the layer relaxes in句 theelectron scale壬10λd・Thecurrent layer 
width is， therefore， mainly controlled by the electron dynamics. The ion dyn創 nicsgenerates low shoulders which 
are characterized by the ion-me加 deringorbit amplitude 1開 局 35λd.Therefore， the meandering motion of ions佃 d
electrons is the dominant mechanism of the t 

IV. SUMMARY 

We have newly found a steady twか scalestructure of the current layer， a自harppeak and low shoulders， in the 
collisionl凶 sdriven reconnection. This two-scale structure is significantly diffi釘 'ent仕omthat characterized by the ion 
skin depth and the electron skin depth in previous simulations of the time dependent reconnection [5，6J. 
The sharp peak is mainly controlled by the electron-meandering motion because the motion strongly violates the 

electron frozen-in constraint. In spite of the fact that the electron ine凶iaalso violates the fr但 en-inconstraint at 
a scale below the electron skin depth， the meandering motion domin佃 tlyviolates the frozen-in constraint ne紅白E

X-point. The sharp peak structure domInates the cuπent layer profile，組dthus the halιwidth of current layer is 
controlled by the electron dynamics. 



The ion-meandering motion cr曲，tesshoulder目ofthe current layer. The shoulder structure corresponds to the current 
layer found in R噛.[13，14]. The shoulder structure is controlled by the ion-me血 deringorbit amplitude because the 
ion frozen-in constraint is strongly broken by the me岨 deringmotion. Although the ion inertia also violatωthe 
froz四・inconstraint at a scale below the ion skin depth cl均ゎ theviolation due to the ion泊ertiais weak∞mp紅 ed
to the violation cau配 dby the ion-meandering motion. The mech阻 ismof current layer foロnation回 dits relation to 
the violation by the meandering motion will be discussed in details elsewhere [15]. 

[1] D. Biskarnp， Magnetic Reωnnection in Plasmω， (C岨 bridgeUniversity Pr酬， 2000). 
[2] M. y，回ada，H. Ji， S. Hsu， et. al.， Phys. Pl舗 mas1， 1781 (2倒的.
[3] S. C.臨 u，G. Fiksel， T. A. C副 er，et. al.， Phys. Rev. Lett. 84， 3859 (2000). 
μ] J. Birn， J. F. Drake et. al.， J. G回phys.Res. 106， 3715 (2001). 
[5] M. A. Shay， J. F. Drake， R. E. Denton， and D. Biskamp， J. Geophys. R句.103， 9Hi5 (1998). 
[6] M. A. Shay， J. F. Drake， B. N. Rogers，岨dR. E. Denton， J. Geophys. Res. 106， 3759 (2001). 
[7] M. H闇 e，K. Schindler， J. Birn， and M. Kuzn向。va，Phys. Plωm掴 6，1781 (1999). 
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[15] A. Ishizawa， R. Horiuchi，岨dH. Ohtani， ~ubmitted to Phys. Plasm悩 .

10 

4 
N 

"'] 

A m/m.=200一一一
Sharppeak_八m/m;=l00ー

ハ Im.=50
Low shoulder 1，，¥ 川町=25、S 11 

自

0

8

0、.コ.咽)

2 

。
-1∞・50 0 50 ∞ 

y/~ 
FIG. 1. Tbe current density profile along the verticalline pal弱ingthrough the X-point. The profile co田 istsof a sharp peak 

回 dshouldo官 sfor large IDaI語 ratio.

(a)m/"，.~2'∞ (b)mlm.~2∞ 

30 90. 
80 t:ビ

• 。7河0‘k i Half-width of c印u問 n川、吐ts釧h。叫u凶Idωer一一-iし閃t¥¥.，，，f lon n…叩n叩pli刷Il加u~? ~れi~干 10"skin depth ... 

~ 40 

~ ~~ 20 
10 
0 
o 2 4 6 

0 
8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Ill-It 叫 ;t

FIG. 2. The time evolutions of several開 山 lengths.

Half-wld1h of current -一一一
Half-width of current sharp peak一一一=
Electron meand官ingamplitude -

Electron skin depth 

12-



Dynamical Evolution of Thin Current Sheets in a Three-Dimensional 

Microscopic Open System 

HORIUCHI Ritoku， OHTANI Hiroaki and ISHlZAWA Akihiro 

Nαtional Institute for Fusion Science， Oroshi-cho 322-6， Toki 509-5292， Japan 

e-mail: hori@tcsc.nザs.αc.JP

Abstract 
Dynamical behavior of thin current she航 sunder the influence of collisionlωs reconnection in an open system 

is investigated by using newly developed electromagnetic (EM) particle simulation codes. In a three-dimensional 
open system collisionless driven reconnection evolves dynamically under the influence of an external driving flow 
and three different types of plasma instabilities excited in a thin current sheet. Driving electric field impωed at 
the boundary penetrates into the current sheet in accordance with the propagation of the lower hybrid drift wave 
excited in the periphery. When the electric /ield reaches the neutral sheet， collisionless reconnection is tri田町'ed.
The curr巴ntsheet is split錨 aresult of collisionless reconnectioIl， and thus small islands appear in the downstream. 
The accumulation of current density inside the islands excites the kink instability leading to the destruction of 
the island structure. A low frequency EM instability is triggered in the current sheet after the is加 ldstructure 
disappears in the system. 

Keywords: 
collisionless reconnection， open system， thin current layer， plasma instabilities， particle kinetic effects 

1.Introduction 

Collisionless magnetic reconnection plays a cru-
cial role in a numbcr of interesting phenomena 

with i相 tmagnetic energy release， plasma accel-
eration and heating both in sp配 epμl剖 m出 [1山1可Ja阻z且1
i加nlaboratory p凶l掴 ma剖8[2卜Magneticreconnection 

dynamically evolves in an open system in which 

both plasma inflow and outflow exist through the 

boundary. Steady reconnection is realiz沼donly 

when the flux input rate into the system is bal-

anced with the reconnection rate. However， this 
balance condition is not always assured because 

magnetic reconnection is controlled by two differ-

ent proce図 eswith dilferent time scales， i.e.， an ex-
ternal global process and an internal microscopic 

process. 
In order to study the dynamical evolution of 

collisionless reconnection in the pr<田 enccof an 

external driving田町田 wehave developed a new 

open boundary model， in which a fr田 conditionis 

used at the downstream boundary (x =土町)阻d

叩 inputcondition is used at the upstream bound-

ary (y =士Yb)[3，4，5J. The plasma inflows are 
symmetrically driven仕omtwo up叫reambound-
aries by the external electric field imp田 edin the z 

direction. Thc amplitude of drivi時 fieldEzd(X， t) 

is initialized to zero at t=O， and increases with 
time while keeping a bell-shaped profile near the 

center and a flat profile in the periphery for an 

initial short time. After then a constant profile is 

kcpt with maximum flux input rate Eo・Thcspa-
tial sizc of initial bell-shaped profile Xd is named 

input window size， because the inflow velocity is 
locally enhanced within this region. The distri-

bution function of incoming particles at the input 

boundary is assumed to be a shifted Maxwellian 

with a constant tempcrature and the average VIか

locity equal to the E x B drift vclocity. 

As an initial condition we adopt a one-dimensional 
equilibrium with the Harris-type anti-parallel mag-

netic configuration， in which physical qu創 ltities

depcnds only on the y coordinate and the mag-

netic ficld is parallel to the x axis. The initial 

particle distribution is佃 sumedto be a shifted 
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Maxwellian with spatially constant temperature 
and average particle velocity， which is equal to 
the diamagnetic dri此velocity.

2. Dynamical evolution of the current sheet 

2.1 Two types of dynamic evolution 

We have examined the relationship between 

the intermediate phase in which the energies drop 
suddenly， and (3) the late quasi-steady phase. We 
can see three different plasma instabilities in 油田e
temporal phases. 

the dynamical behavior of kinetic plasmas and the 3 
driving field by carrying out several twか dimensional
particle simulations with different valu田 ofthe 

input window size Xd and the flux input rate Eo 
[4，5]. As a result， it is found that there are two 2 
dynamic regimes in the temporal behavior of colli-

sionless reconnection， which is strongly dependent 
on the value of Xd， but insensitive to the value of 
Eo・Thesteady collisionless reconnection is real- 1 
ized when the input window size is small， while 
an intermittent regime appears回 thewindow size 

mcreases. 

2.2 Plasma instabilities in non-driven case 

In thret:トdimensionalcase the spatial structure 
of current sheet is dynamically modified by plasma 
instabilities excited through wavか particleinter-

action. In the absence of an external driving source 

the lower hybrid drift instability (LHDI) [6，7] is 
observed to grow in the periphery of current layer 
in an early period， while a drift-kink instabil-
ity (DKI) [8，9] is tri回eredat the neutral sheet 
箇 asecond instability after the current sheet is 
modified through nonlinear evolution of the LHDI 

阻 dits width becomes less than ion Larmor ra-
dius[3，1O]. In this way， the LHDI is not a direct 

cause of an anomalous resistiviもyat the neutral 
sh凹 t，but collisionless reconnection is triggered 
by the DKI in the non-driven case. 

2.3 Effect of an external driving flow in 
three dimensions 

How does叩 externaldriving flow affect col-
lisionless reconnection in three dimensions? Fig-

ure 1 shows the temporal evolution of the inte-
grated energies in the case of the driving field 

Eo = -0.04Bo岨 dthe mass ratio m;jme = 100， 
where the solid， dotted， dashed， and dot-dashed 
lines stand for the magnetic field， electric field， 
ion， and electron energies， respectively. There 
are three typical phascs in the evolution of the 
energirs， i.e.， (1) the initial ramp-up phase， (2) 

。
。 500 1000 

ωce t 

Figure 1: Temporal evolution of volume-integral 

values of magnetic field， electric field， ion，阻d
electron energics. 

Figure 2 illustrates the spatiotemporal飢ruc-

ture of the n = 7 mode of the electric field Ez in 
the (t，y) plane， where n is the Fourier mode num-
ber in the z-direction， the neutral sheet is located 
at the mid-point of y-砿 is(刊rticalaxis) at the ini-
tial stage. The LHDI is excited in the periphery 
at the relatively early period in the same way槌

in the non-driven case. This mode has an electrcト

magnetic feature as well as an electro叫aticfeature 

[11]. The driving批 tricfield imposed at the up-
stream boundary carries the plasma towards the 
current sheet and compre縄問 it.The anomalous 
resistivity generated through the interaction be-

tween particles and the LHD wave leads to the 
peneもrationof the driving elecもricfield into the 

current sheet. Figure 3 shows the temporal evolu-
tion of two Fourier modes of the electric field Ez 

at the midpoint. Figures 2 and 3 indicate that 
the LHD wave (n 7 mode) itself propagates 
towards the center of the current sheet together 
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with the driving ficld (n = 0 mode) and triggers 
collisionless reconncction at the neutral sh巴et.

yb 

Y 

u)cpt 1125 

Figure 2: Spatiotcmporal structure of the n = 
7 mode of thc clcctric ficld Ez in the (t，y) plane. 

2π/ωじ1

可 v

0.08 
2πJfLlf 

0.04 

200 400 
。)cc t 

K(n) 
z 

600 

Figure 3: Temporal cvolution of two Fourier 

model::iもheelectric fie¥d Ez at the midpoint， where 
the solid and dashed lines correspond to thc n = 0 

and n = 7 modes， respectively. 

Magnetic reconncction gcnerates the fast diver-

genもflowwhich carries the magnctic flux towards 

thc downstream region， thus leading to thc changc 
in the spaもialstructure of the currcnt sheet. Fig司

ure 4 illus七rates七heperspectivc vicw of magnetic 

field strength B;， + B~ atωJニ 456in thrcc-

dimensional space， whereもheweak field region is 

plott巴dby an isosurface. The weak field region is 

15 

split into three pieccs 剖 arcsu¥t of magnetic re-

connection， i.e.， thc ccntral rcgion around a mag-

ne七ic"x" -point， and two islands in thc downstream 
which include a magnetic "o"-poinも. Thc recon-

ncct巴dmagnetic flux acculllulates inside thc mag-

netic islands and increal:ies the currenも density

there. When the current density exceeds somc 

critical valuc， a kink inl::itabiliもYis triggered rc-

sulting in thc dcstruction of七heisland sもrucもurcs，
as is shown in Fig. 4. 

Figure 4: Perspec七iveview of 1，he magnctic 

ficld B;， + B;批 ωcet= 456， where七heweak ficld 

rcgion is plotted by an isosurface. 

When the magnetic il:ilands move out though 

the boundary， the exもraenergy is suddcnly cx-

pclled from the system七ogeもherwith the mag-

nctic islands (sce Fig. 1). Afterもhisevent， thc 
system relaxcs into a quasi-steady state. How-

ever， it is also found that a low-frequency EM in-

stability is excited ncar thc ccntral region in this 

late phase. Spatiotemporal structure of the nニ 1

mode of the magnetic field Bx is plottcd in Fig. 

5. This EM mode is excited in thc ¥atc phase and 

has a frcquency comparable to the ion cyclotron 

frequency which is much lower than the ¥owcr hy-

brid frcqucncy. The detail巴dexaminaもionleads to 

the conclusion that this mode is nothing but thc 

drift kink instability and is a possible candidatc 

for anoma¥ous resistivity in the neuもralsheet 



Eも

y 
zf1 
¥--'、

。
ωcet 

Figure 5: Spatiotemporal structure of the (n = 
1) mode of the ma，伊eticfield Bx in the (t，y) 
plane. 

3. Summary 
Dynamical behavior of thin current 油田tscon・

もrolledby collisionless reconnection has been ex-
amined by means of three-dimensional EM parti-
cle simulation in an open system which is subject 

to岨 externaldriving source. Collisionless driven 
reconnection evolves dynamically under the insu-
ence of three different types of plasma instabili-
ties excited in a thin current sheet. Driving elec-

tric field imposed at the boundary penetrates into 
the current 油田も inaccordance with the propa司

gation ofもhelower hybrid drift wave excited in 
the periphery. When the electric field reach四 the

neutral sheet， collisionless reconnection is trig-
gered. Small islands， which are generated in the 
downstream as a result of collisionless reconnec-
tion， suffer from the kink instability leading to 
the destruction of the island structure. A low 
frequency EM instability is also triggered in the 
current sheet in the late ph田 ewhen there is no 
isla.nd structure in the system. 
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多スケールプラズマ乱流シミュレーション研究

九州大学応用力学研究所 矢木雅敏

高温プラズマにおける異常輸送を理解することは核燃焼プラズマを達成するため

に重要な研究課題と考えられている。これまでのところイオンの異常輸送に重点があ

てられイオン温度勾配駆動型ドリフト不安定性(ITG)のシミュレーション研究が多く

の研究者により進められてきた。粒子シミュレーションにおいては、イオンをジャイ

ロ運動論的方程式で記述し、電子に対しては断熱応答を仮定するものが標準的に用い

られている。一方、電子のラーマ半径程度のスケールでは、逆に電子を運動論的方程

式で記述しイオンを断熱応答で記述する近似がなりたつ。このモデルを用いて電子の

異常輸送の候補のーっと考えられている電子温度勾配駆動型ドリフト不安定性(ETG)

のシミュレーションが行われている。これらの標準モデルはイオンあるいは電子のい

ずれかを断熱応答として扱っているため、異なるスケールの相互作用を無視している。

この研究では、スケール分離により現象を抽出する従来型の要素還元論的アプローチ

ではなく、多スケール乱流の直接シミュレーションを行うことを目的としており、異

なるスケールの相互作用をつじつまのあった方法で取り扱おうと試みている。最初の

出発点として、 ITGと ETGの相互作用を調べるのではなくもっと近傍に存在する二

つの不安定性に注目する。ひとつは ITGでありもう一つは短波長 ITGと呼ばれるも

のである。短波長汀Gは電子の非断熱効果とイオンの有限ラーマ効果により駆動され

る。これら 2つのイオン・イオン乱流の予備的なシミュレーション結果について報告

する。

用いたモデルは shearlessの平板体系における運動論的流体モデルである。イオンお

よび電子の連続の式はそれぞれ以下のように与えられる。

δ中k
ニューiωふz;rQ，<<Tk +τ(1 + l;jzjr oJ -.. :k -iTl joo.r okl;仏+と;Zj-Z)2)仇

dt 

-iTl jωιZjb~九k-rlk)~ +~ぷJ-k" × k@A=0
、.，F
4
E
A
 

rs-

、

守一i叫 Ze<<Tk一(1仏 +刷出-iTleoo.l;JレピZeーZe/2)仇。t
+主主t z k-xkk(IESE一λ2k"私)= 0 

(2) 

ここで

ek=ぬ(nk+τω 刊 i答l;;Zj[(1 -b;)九+bjr Ik](χk -OJt'1仇
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χk=tfdxm-ddx刷 JO作x)JO作

OK-= " 
2 

:c-I dx x3e-XldxJ O(kx)JO(k'x) JO(k・功
(1-b

j)r億四 +br政"品

bj=k~U2 r Ok，Ik = Io.I(bj)e-
bj 

であり、

Zj.cは引数己j，e-ω/(k，，¥j州

シミュレーションパラメータは ~pj =0.1、τ= Tc/T
jである。ど=(Qj

2 
/ω2p)'t / 2、

k"ρj =0.01、τ=1、叫/me= 1836、pj/九=0ムQf/ωLE10、ηj=3である。図 1にηe-ω 

の場合の線形成長率を示す。実線がηc=3の場合であり、波線がηc=Oの場合である。

有限の弘により短波長領域で短波長 ITGが不安定化されるとともに πGの成長率も

大きくなっていることがわかる。

7∞ 5∞6∞ 

ηe=3 

1∞2∞3∞4∞ 
Q.t 

Drift Wave 

100 

10-6 

10・8

10・10

O 

10・2

10-4 
h
凶
』

ω回
同

12 8 4 o 
kyPi 

1.01σ2 

， 
， 

， 

0.01d' L...!:: 
・12 -8 -4 

~- 6.01σ3 

3 
4.01σ3 

2.010-3 

8.0 1σ3 

エネルギーの時開発展図2線形成長の波数依存性図 1

図2にドリフト波のエネルギーと対流胞のエネルギーの時開発展を示す。ここでエネ

ルギーはそれぞれ以下のように定義される。

Eow = :L[1+ k
2万+τ(ト rOk)}TkI

2
，Ecc= :L[k

2
A
2 +τ(ト rOk)}Tk1

2 

(3) 

ηe =0，3のいずれの場合も対流胞が非線形的に励起されていることがわかる。次にエ

ネルギーのパワースペクトルの時間発展を調べる。 1次元および2次元のパワースペ

クトルを以下のように定義する。

E~(kll) = :L I仇 12 ， E~(~，~) = :LI仇1
2

k..ky k" (4) 

図3に1次元パワースペクトルの時間発展を示す。いずれの場合も対流胞の励起が見
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またノーマルカスケードも起こっていることがわかる。て取れる。

-由町 T~100.00

時一申日 T~200.00

-副司叩 Tニ300.00
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10-10 

-0.16 

右図ηe=31次元パワースペクトルの時間発展:左図ηe=O、図3

図4に2次元のエネルギースペクトルの時間発展を示す。 ηe=Oの場合は対流胞の成

分のうち帯状流の成分~=Oが励起しているが、一方ηe=3の場合は有限の hモードが
励起している。また短波長領域においてもピークが現れている。
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右図ηe=32次元パワースペクトルの時開発展:左図ηe=O、図4

対流胞の励起に関する理論はパラメトリック不安定性に基づくものが提唱されてい

るが、帯状流やそれ以外のどのモードに選択的にエネルギーがいくのかに関しては十

分考察されていない (ITGも場合は帯状流にエネルギーが集中する)。今後、多スケ

ール乱流における対流胞の励起機構とそれにともなうフラックスに関し詳細をつめ
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大型シミュレーション研究

大規模数値計算による NS乱流とスカラー輸送の統計

後藤俊幸 名工大名古屋市昭和区御器所町

T曲 hiyukiGOTOH， Nagoya Inst. of Tech.， Gokiso， Showa-ku， Nagoya， Japan 

Scaling behavior of a passive scalar with Scニ 1at small scales convected by turbulen四 isstudied 
by using high r四 olutiondirect numerical simulation. Obukhov-Corrsin constant of the scalar 
spectrum in the inertial司 convectiver岨 geis found to be 0.66士0.04. The asymptotic 4/みlaw

for the scalar-velocity triple correlation is approached wi山 increaseof Peclet number. Structure 

functions of the pa晶 ivescalar increment are computed a.nd their scalin巴exponentsand dependency 
on the Peclet numbers are examined. lt is found that the scalar scaling exponent in the inertial-
convective 四時;eis a Iinear function of the order q for large q， while that in the viscous-convective 
range tends to a constant about 1ふ

1 はじめに

乱疏の物理的研究の大きな目標の一つは，普遍性の存在が期待される小さなスケールにおいて，スケールの減少

とともに変化する統計法則の解明である.さらに、乱械による物質やエネルギー輸送の問題は応用上もきわめて

重要な現象であり、これらスカラー場の統計法則についても研究が盛んに行われてきた.これら乱流現象の解明

に向けて、最近の大規模シミュレーションによる研究は大きな進歩と成果を挙げつつある.本研究では、 SX7を

用いて乱流場とそれにより輸送されるスカラー場の大規模直接数値計算を行い、その統計量の解析を行なった.

2 数値計算

乱涜場およびスカラー場の小さいスケールで‘の統計法則を調べるには高い解像度が要求される.周期境界条件

のもとに、擬スベクトル法と 4次のRunge-Kutta-Gill法を用いた 定常状態を作り、時間平均を取るために低

波数側で時間的にはホワイトなランダムな外力とスカラー源が加えられている. 3次元 FFTを SX7に向けて開

発する事が、高い計算効率を得る上できわめて重要である.}j針は、プログラムのメインの部分については手入

れの容易さを考慮して HPFで記述し、最も計算負荷が高い3次元FFTはMPIで記述することとしたただし、

現在はすべてを HPFで記述しであり、 3次元FFTのMPI記述は現在開発中である.

SX7のパイプライン数などを考慮して、 FFT演算でのレイテンシーを押さえるために従来の2基底から 4基底

に変更した.図 lは、 4基底の3次元FFTでの格子点数NIこ対する計算時間の変化である. 3次元のランダムな

速度場を波数空間で与え、これを実空聞に移しまた波数空聞に戻すのにかかる時聞を測定したものである.時聞

はほぼ理論値 N310gNで増大している.また、 concurrent数の増加とともに計算時聞は減少している.図2は、

2基底および 4基底における計算時間と concurrent数についての変化を示したものである. 2基底 FFTと比べ

て4基底FFTの方が高速でありかつ並列性もよい.また、格子点数が大きい時には 4基底FFTの方が有利であ

ることも見て取れる.現在、 HPFで記述しであるので、今後 MPIでさらに効率化を図る予定である.

3 結果

非圧縮硫体乱流によって輸送されるスカラー場の統計法則については、速度場と同様に小さいスケールではス

カラー場の統計にもある普遍的な法則が存在するという期待がある.しかし、スカラー場における慣性領域以下

の微細スケールにおけるその定量的、定性的な研究は未だ十分ではない.そこで、シュミット数Sc=ν/κ=1の

場合について慣性-対琉領域 (inertial-convectiverang-e， ICR)から粘性ー移椀領域 (viscous-convectiverange VCR) 

におけるスカラー場の統計量を大規模DNSにより解析した.
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最大格子点数はN= 10243である.得られた定常状態はテイラーのマイクロスケールレイノルズ数とペクレ数に

おいて Run1: (冗λ，Pe)..)= (258，145)， Run 2: (435，235)である.すべての物理量は時間T，刊について平均し統

計を取った.その時間幅はそれぞれRun1: Tav = 6T.ddy， Run 2: 0.5T.ddyである.

慣性ー対琉領域におけるパッシヴスカラーのスベクトルEo(k)((82)/2 = Jo
oo 

E(J(k)dk)は間欠性の影響を無視す

れば、 Eo(k)= CCOXf-l/3k-5/3と表される.CcoはObukhov-Corrsin定数と呼ばれる無次元の普遍(と考え

られている)定数である.実験による Ccoの測定値は Cco= 0.5 "" 0.83とかなりばらついている 2図3はが仰

をかけたエネルギーおよびスカラー場のスペクトルである.定常状態におけるスベクトルから、 Kolmogorov定数

K = 1.64土0.02，Obukhov・COIIsin定数Cco= 0.66土0.04が得られた.つぎに、乱硫統計法則で漸近的厳密解

として知られている縦速度場の3次モーメントの 4/5法則とスカラー差分と縦速度差の3次モーメントについて

の4/3法則を検証した.これらはそれぞれ

}t'ig.1 4基底}t'1''l'による計算時間の格子点数依存性

(叫)=十， (的Ur)=令r， η<r<ム 、、a
，，

唱

A，，.‘、

と表される.乙とにηとL.はそれぞれ、 Kolmogorov長さ、積分長さである.図4には (1)式の両辺を lrまたは定T

で割った値が描いてある，レイノルズ数Rλ が増大するとき、曲線はそれぞれ4/5，4/3の値に漸近する.また、速度

場より小さいスケールまで、4/3法則の領域が広がっている.図5から図7には縦速度差分du，.= u(z+re"，)-u(z)、

スカラー差分d8，.= 8(z + re"，)一θ(x)、および混合成分の構造関数

S;(r) = (1川)，府)= (1凧I
q
)，SgL(r) = (I(d仇)2durlq/3) (2) 

の局所スケーリング指数 ':;(r)= dlog S:; (r)/d log r， (α =L，8，8L)のスケール依存性を各次数qについて示した

ものである.スカラー差分のスケーリング指数には、大まかに見て2つのスケーリング領域があるように見える.

rの小さい方は、いわゆる粘性.対疏領域であり、 Sc=1にも関わらずとの領域が観測されるということは、スカ

ラー場におけるスケール間相E作用の非局所性が強いことを示唆している. 一方、スカラー差分と縦速度差分の

混合構造関数は ICR，VCRに関わらず 1つのスケーリング指数によって表されるようである.これら各スケーリ

ング指数を、その次数qに対してプロットしたものが図8である.ICR， VCRいずれの領域においても、スカラー

場のスケーリング指数は速度場のそれよりも小さいことが見て取れる.これは、スカラー場の間欠性が速度場の

それよりも強いことを示している.また、 ICRでの':は qとともに増加し qの大きいところで 1次関数のように

なっている.一方、 VCRでの増加割合は次第に減少し、ほぽ一定値(約1.5)に漸近している.スカラー場のス

ケーリング指数の特定は未だ十分ではなく、また確率密度関数などの解析も行う必要がある.より広いスケール

領域で統計法則を調べる必要があり、今後計算プログラムを改良しさらに大規模な計算老行う予定である.

1) 'l'. Gotoh， U. J<'ukayama，岨d'l'. Nakano， Phys. J<'luids 14， (2∞2) 1065. 

2) A. S. Monin and A. M. Yaglom Statistical i"luid Mechanics. Vol.l1， (MlT press， Cambridge 1975). 
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非発散正規直交ウェーブレットによる
乱流速度場の分布関数の時開発展の解析

岡山理科大・工学部 あらきけいすけ1

乱流における間欠性の現象論的な理論は、速度の 2点相聞に基づくものでも散逸率に基づくものでも、

なんらかの分校過程 (multiplicativeprocess)によって形成されることを仮定している。このような仮定は必

然的に(対数)無限分解可能な分布関数によるカスケード的な描像を前提している (Kolmogorov，Obukhov
の対数正規 [1]， Kidaの対数安定 [2]，She and Levequeの対数 Poisson[3])。実験的に得られている結果と
しては、風洞乱流のデータを基にして速度差 b の確率分布関数に対し分枝過程の伝達の確率の積分核を

求めたものがある [4]。解析の結果は(対数 Poissonモデルよりはむしろ)対数正規的な過程に支配されて

いるというものであったロ風洞乱流のデータは 1次元の時系列であり、数値シミュレーションを用いた 3
次元的な解析による研究では決定的な結果は得られていないように思われる。

本研究では正規直交非発散ウェープレット(以下ヘリカル・ウェープレットと呼ぶ)を用い、乱流デー

タの間欠性の時開発展を追跡する。長さ Lの3次元周期境界条件におけるヘリカル・ウェープレットは、

次式で与えられる 3次元実ベクトル値関数である [5]: 

山(司.-五五町長(会)ι(主)列会)

xeo(ワ~~lMG-d)l， )
 

4
E
A
 

，，，‘、

ここで手。， {$lは l次元のスケーリング関数、マザーウェープレットの Fourier変換 [6ト es(k)，e伊(五)
はFourier空間における球座標のか， ψ方向の単位ベクトルであり、関数に現れる添え字の定義と意味は

Table.1にまとめた。

添え字 畑一一
Table.l周期境界条件におけ
るヘリカルウェーブレットの添

え字の意味と範囲

σ 

ヘリカル・ウェープレットは乱流の研究に応用され、非線形相互作用がスケールの意味で局所的に生じて

いること [7ト渦構造のようなエネルギーの集中した場所とエネルギー輸送に強い相聞が見られること [8]
を示した。これを用いて速度場を分解する:

ゆ)= L Ujt&(川沿(x) ここで同トJu(印 )ψjt&(x)出 (2) 

通常のスカラー値のウェープレットを用いた解析に対するへリカ/レ・ウェープレットを用いた分解の利点

として、変数に元長さがないという事が上げられる。これはヘリカル・ウェープレットが複素ヘリカル波

のユニタリ一変換で与えられることの帰結であるが、これはスベクトル分解に際して無駄な情報が付け加

わらないことを意味している [9]。
ヘリカル・ウェープレット基底は正規直交なので、流体の運動エネルギーは各ウェープレット係数の

二乗和で与えられる。このエネルギーのスベクトル分解から異方性とへリシティの情報を縮約し、位置と

エネルギーに関する情報のみを取り出す:

1 r r-¥  _ ..  1 r-¥  1 • • 12 

E(t)=jju附

(以下 Ej~t) をスケール・位置エネルギースベクトルと呼ぶ)。スケール・位置エネルギースベクトル E;~t)
は与えられたデータの空間スケールと(空間スケールから不確定性原理の範囲内で決まる)位置の情報を向

leトmail:araki@are.ous目ac.JP
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時に表現した量をあらわしている。したがって Ej~t) の統計的なデータは、空間内でのエネルギ一分布の

非一様性、すなわち間欠性を定量的に評価するための良い指標となる。

分析した乱流データは格子点数 2563，周期境界条件下で擬スベクトル法を用いて積分したものである。

シミュレーションにおいて外力の強制的な印加はせず、エネルギーは自由散逸をしている。スベクトルに

慣性領域は無い。以下ではこの乱流データの時系列に対して Eポt)の空間スケールjを固定した上での集

団 {Ej~t);j fixed}の分布関数を調べる。解析は j= 5，6，7の各解像度で行われた2。紙幅の関係上、以

下では j=5の結果について記す。

Figure.l にスケール・位置エネJレギー Ej~t) の分布関数の時開発展を、 Figure.2 にその平均値と標準

偏差の時開発展を示す。分布関数のピークの位置は、はじめ次第に大きな値へ向かい、 t=4を越えたと

ころで徐々に減少していく。標準偏差の値は t= 0.5でピークを迎えた後、減少を続けてし、く。平均値の

時開発展を見ると、エンストロフィの値と関連した発展をしているような傾向が見られた。

温度自
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Figure. 1特定のスケールにおけるスケー

ノレ・位置スペクトルEiIの分布の時開発展。

解像度クラスは j= 5.分布関数はスケー
ル・位置エネルギースベクトルの対数X=

ln Ej~t) の区間 [X- 衿X， X + tsX]， 
sX = 0.05に関するヒストグラムを取っ
たもの。

Figure. 2 Figure.lの分布関数の平均値
m の時開発展。エラーパーはその時刻での
標準偏差 σの値を用いて、 [m-r7，m+σ]
を示したもの。

各時刻での解像度ごとの比較を行った結果、 jが増えるにつれて集団の分散が増える傾向が見られた。す
なわち、スケールが小さくなるにつれて空間的な間欠性は大きくなるという結果を確認できた。

スケール・位置スベクトル分布関数を x= lnEj~t) の平均値 m と標準偏差 σ で規格化したものを

Figure.3に示す。線形プロット、対数プロットされた図より明らかなように、分布関数は対数正規分布に

極めて近い形をしている。この分布関数への股引はきわめて短い時間の内に生じている。一端、対数正規

分布が形成されると、分布関数の形を変えないまま速度の散逸が生じる。この対数正規分布への強い吸引
の傾向は、今回示さなかった j= 6，7のデータにおいても同様に現れている。またこの結果は、 grJの数値
計算の結果でも示唆されている [8]。

この乱流の統計的特徴について特筆すべきことは、この自己相似則は慣性小領域のない乱流データの

比較的低波数側の粘性領域で成り立っていることである。慣性小領域を越えた普通領域にわたる自己相似

性の存在については Benziet al.が最初に報告した拡張された自己相似性(眠tendedself similarity， ESS) 
がある [10]。今回の結果は、自由減衰乱流における渦の形成と散逸の過程が、自己相似的に ESSを形成し

つつ生じていることを示唆しているのではないかと思われる。さらにいくつかのシミュレーション結果と
比較して検討する必要がある。

2格子点数が 2563の場合、空間解像度の添え字 jはj= 0，1，2，.・，7の値を取る.
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1 目的

秩序渦と乱流場との相互作用について

高橋直也、宮寄武(電気通信大学)

大規模な秩序禍構造が乱流場と相互作用する現象は、自然界や工学上の問題として頻繁に現れる。明断乱流中

では二次元的な大規模渦が周辺乱読場と相E作用して 3次元化が促進される例や、飛行機の翼端から発生する後

引き禍と乱疏場との相互作用で崩壊するととが観察されている。

これまで筆者ら [11は、 Lamb-Oseen禍と乱流場との相E作用過程について直接数値計算によって再現し、相互

作用によって起乙る渦構造の変化を可視化解析と統計解析を用いて調べた。その結果、 (1)禍核における禍波の

発生と、その結果起こる秩序渦の大規横構造の変化、 (2)周辺乱涜場の微細渦構造の、秩序禍の差分回転による

渦輪状構造の形成、について報告した。

本論文ではこれ発展させ、構造の変化と非線形過程を疏れ場の可視化によってI.Lamb-Oseen渦と背景乱杭場

との相E作用に伴なうスカラー輸送の促進過程、及び II.軸読のある秩序禍 (q-vortex)と背景乱読場との相互作

用で起こる渦構造の変化過程、を捉えることを目的とする。

2 数値計算方法

秩序禍の発展を捉えるため、計算精度の高いフーリエ・スベクトル法を用いた直接数値計算を行った。基礎方

程式として Navier-Stokes方程式を用い、非圧縮条件老課す;

寄+u. Vu == -Vp+河 2民 V.u=O

ここで U は速度場、 pは圧力、 νは動粘性係数を表す。時開発展の離散化には 4次精度の RungtトKutta-Gill法を

用いて離散化し、空間の離散化には擁スペクトル法を用いる。初期撹乱の流れ場生成には減衰乱流を生成した。

このなかで疏れ場が十分発達したときに計算を打ち切り、初期撹乱とした。また秩序渦の配置を、周期的境界条

件を満たす様に配置した。この結果、周囲方向波数 2のストレイン場は存在せず、このため Crow不安定性や

Widnall-Bliss-Tsai不安定性は発生しない。

持つ秩序渦には、パッシプスカラーについての解析には Lamb-Oseen禍を、禍構造の変化には Batchelor渦を

モデル化した q-vortex[21を、それぞれ用いた。これらの禍を禍中心をz軸とした円柱座標系 (r，O，.z)での速度場

(Ur， Uo， Uz)老衰すと、

(~ rn (. ( r2¥) rn ( r2 )¥ 

(仏，的必)= ~O，訪 p ー叫~-~~) f'ポqexPt一計) (1) 

となる。ここで旋回パラメタ qは、スカラー輸送の解析に用いた Lamb-Oseen禍では q=一∞に、軸流のある秩

序禍の解析では周方向波数m=1について最大の増幅率を持つ qニー0.45(Mayer and Powell[3])に、それぞれ

設定した。また roは初期条件における秩序禍の半径であり、 r。は秩序禍の循環を示す。これらを流れ場の特徴

を示すパラメータとして用い、長さスケールとして半径 ro~、時間スケール T として秩序禍が一回転する時閥

抗 ro/(r/21fro)に取った。また無次元パラメータ αは背景乱流場に対する秩序禍の強さを表す。背景乱椀場の禍

度の自乗平均ωと秩序禍の半径町を用い、循環r。と ro=αr~ω として関連付けた。

3 スカラー輸送過程の変化 (Lamb-Oseen渦，q =一∞)

スカラーの支配方程式として、一般的なパッシプスカラーの発展方程式

2+u  vs=κV
2
s 
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図1:渦構造とパッシブスカラーの変化 (C槌 e1)。灰:高エンストロフィー領域の等値面，黒:パッシブスカラー

の等値面(最大値の 16%).左から t= 3.1， t = 6.3， t = 9.5. 

図 2:渦構造とパッシブスカラーの変化 (C掛 e2)。灰:高エンストロフィー領域の等値面，黒:パッシブスカラー

の等値面(最大値の 16%).左から tニ 3.1，t = 6ムt= 9.5 

を用いた。また初期条件として、次に示す Case1， Case2と2通りの分布を与えた;

ωe 1:s1(r)α叶-j)， ω :S2(似ト(引
Case 1では、渦核内に分布するスカラーの振舞いを調べるため、 Lamb-Oseen渦(式 (1))の渦度の z成分の分布

に一致させた。また Case2では渦核表面での輸送現象の変化に注目するため、スカラー分布の最大値を渦表面上

(r竺1.7ro)に持つ分布に設定した。

3.1 Case 1 

パッシプスカラー場 s(x)の初期分布が Case1の場合の、渦構造とスカラー場の構造の時間変化を図 Hこ示す。

渦核が存在しない場合と比較すると、パッシブスカラー場は渦核 (rrv ro)内に t~ 10まで保持され、それ以降

の時刻で、も禍核外への顕著な輸送は見られなかった。このとき禍核は内部に発生した渦波によって大規模構造が

変形するが、パッシブスカラーの大規模構造もそれに伴って変化する様子が観察された。このときスカラーは渦

核外部に流出することはなしこのため渦核外 (r> ro)に発生する渦輪状の微細渦構造による輸送はほとんど確

主主で、きなかった。

3.2 Case 2 

パッシブスカラー場 s(x)の初期分布が Case2の場合の、渦構造とスカラー場の構造の時間変化を図 2に示す。

このときパッシブスカラーは、 Case1と同様に禍核内にあったパッシブスカラーは保持された。一方渦核周辺で

は、禍輪状の微細禍構造の発達に伴い、スカラー輸送が活発になる様子が観察された。このときスカラーの輸送が

顕著なのは、禍核表面に発生した微細渦構造が密集している場所である。このため微細渦のスカラーの輸送能力

について、単体では低いものの、被数がクラスターを形成することによって効率よく輸送することが考えられる。
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図 3:ヱンストロフィーの等髄面(q-vortex， q ~'-o必); t = (a)' 0'.8， (b)lム(c)1.7， (d)2.0. 

4 q-vortex 

図3は、渦構造の変化を渦度の等値面により示したものであり、図中では各時間帯での渦度の空間全体の自乗

平均の 3倍を闇値としている。初期状態において、初期乱流場に q-vortexを重ね合わせただけであるので、秩序

渦はほぼ、円柱状の構造を保っていた。その後の時間発展とともに、 q-vortexは周辺乱流場の影響を受け始め、変

形を始める。時開発展開始から、 q-vortexは捻れた構造(ツイスト構造)を呈し(図 3(a))、その後さらに捻れなが

ら半径方向に膨らみ続けた(図 3(b))。秩序禍が 1回転するころ(図 3(c))、2つのスパイラル状の禍が巻き付いた

様な構造(スパイラル構造)に変化した。このため、線形不安定な q-vortexの崩壊は乱流の特徴的な流れ場による

影響よりも、渦核自身の線形不安定性に大きく依存していると考えられる。

この直後に突発的な崩壊が始まり、一気に秩序渦の微細化が進んでいく様子が観察された(図 3(c)一(d))。この

突発的な崩壊が始まるまでに q-vortex自身は 1，2回転しかせず、前述した一連の構造変化と崩壊は、軸流を持た

ない Lamb-Oseen禍に比べ、非常に早い時間帯で起こることがわかった。特に崩壊する過程での高渦度領域(図

3(c))では、 q-vortexが突発的に崩壊する際、一時的に複数の細かい渦輪状の高渦度領域を持った特徴的な構造へ

変化している事が捉えられた。

5 結論

秩序渦と乱流場との相互作用の直接数値計算を行った。

Lamb-Oseen禍と乱流場との相互作用に伴なうパッシブスカラー場の輸送現象について解析した。渦核内にあ

るパッシブスカラーは、その内部に保持され、渦核の構造変化に伴なって変形することが観察された。一方、渦

核表面のパッシブスカラーはその周辺に生じる微細禍構造によって輸送が促進された。この現象が顕著に見られ

た部分は、微細渦構造が集中している領域に対応した。

また軸涜のある秩序渦、線形不安定な q-vortexの渦構造の変化を捉えるため、 3次元スペクトル法での直接数

値計算を高解像度で行なった。その結果、線形不安定な構造から突発的な禍構造変化が捉えられた。その過程の

特徴として、一次不安定では線形不安定性によって形成された 2本のプレードを持つヘリカル構造が、二次不安

定ではブレード上に形成された微細な渦輪構造が、それぞれ観察された。この直後、渦核内部では高波数撹乱が

励起され微細化が顕著に促進され、秩序渦が突発的に崩壊した。この特徴的な渦構造と、秩序渦の表面に現れる

ことは、渦輪の曲率不安定性 [4]との関連老示唆する。
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プラズマ乱流輸送と分布関数構造に関するシミュレーション研究

核融合科学研究所渡遁智彦

過去 2、3年の問、 2次元スラブ配位を用いたイオン温度勾配(ITG)不安定

性による乱流輸送のシミュレーション研究を進めてきた。その結果、速度分布

関数の微細構造形成に伴うエントロピ一変化と輸送の関係を明確に示すことで、

無衝突乱流の準定常状態の存在や、弱衝突性乱流の定常状態と輸送、など基本

的課題を明らかにすることができている[1， 2]0 今年度は、それらの結果をま

とめるとともに、新しくトロイダル配位を扱う gyrokinetic-Vlasovシミュレ

ーション・コードを開発し、ベンチマーク・テストを行ったので、以下に報告

する。

シミュレーション・モデルとしてトロイダル・フラックス・チューブ配位を

用い、ある磁気面上の磁束管に沿った局所的な取り扱いを行う。大アスペクト

比・低ベータ値をもっトカマク配位に対して、同心円状の磁気面を仮定し、座

標系はいわゆるフラックス・チューブ、座標を用いて、

|日y=与[q(r)O-{;] 
'10 

z=8 

とする。境界条件は、 x，y方向に周期境界条件とし、 Z方向には Beer等(1995)

による変形された周期境界条件を用いる。

さらにフルート・オーダリングに基づいてジャイロ運動論方程式を簡略化し、

イオンの摂動分布関数についての以下の方程式系を取り扱う。

12+V1lM+Vd V-j(い時]I!f+え{州}=(v十 vllb)宇ι

jゐ(九九/仰の一[l-ro{ピ)]子2(内))，ピ={ι+坑 )2+可

ここでく・〉は磁気面平均を表す。他は標準的な表記に従った。この方程式を 5

次元位相空間内で数値的に解く。現パージョンでは、時間積分にルンゲ・クッ

タ・ギル法、 x，y方向にスペクトル法、 Z，V//方向の微分には風上差分近似を

用いている。

Cyclone DIII-Dパラメターを用いたトロイダル ITGモードについての線形計

算結果について、図 1に固有関数分布を、図 2に固有周波数と成長率を示す。
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ここでは、大アスペクト比極限でミラー力を無視している。曲率の悪い領域に

局在した固有モードの構造を良く再現できていること、また、周波数と成長率

が固有値解析により得られた結果と良く一致していることが確かめられた。

次に、電場を 0とした場合の密度揺動の無衝突減衰過程を調べた。パルーニ

ング型の密度揺動は時間の 2乗に逆比例して減衰することが理論的に知られて

いる。この時、速度空間内に分布関数の微細揺動が生成され、その結果エント

ロピーの 2次摂動成分が増大する。スラブ配位との類推から、乱流輸送に伴う

系のエントロピー釣り合いを正確に再現するには、こうした無衝突減衰過程を

きちんと取り扱えることが必要であり、このことは重要なベンチマーク・テス

トとなる。図 3に示されているように、十分な速度空間分解能を与えれば上述

の無衝突減衰過程を精度よく再現することができることが確かめられた。
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さらに、帯状流と GAM振動について良好なベンチマーク結果を得ており、ま

た、衝突項を導入した乱流輸送のシミュレーション研究を進めている。

Phys.Plasmas 9， 3659 (2002). 

to appear in Phys.Plasmas (2004). 
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太陽コロナにおけるエネルギー解放過程の

実データシミュレーション
草野完也1

広島大学大学院先端物質科学研究科

1 はじめに

太陽圏空聞における最も激しい爆発現象である太陽フレアやコロナ質量放出 (CME)は，

太陽のみならず恒星の物理を理解する上でも重要な研究対象である.さらに，太陽に起因

する爆発現象は人類の宇宙活動や地球近傍の電磁環境に多大な影響を与えることから.こ

うした現象の発生を予知することが強く期待されている.

「ょうこうJ， ISOHOJ ， ITraceJおよび IRHESSlJなど近年多くの太陽観測衛星が

打ち上げられ，様々な波長域による太陽コロナ観測が成功した結果，フレア爆発によるエ

ネルギ解放の主たる機構が磁気リコネクションであることがほぼ確認された.しかし，フ

レアの際にリコネクションが生じていることを示す多くの観測結果があるにも関わらず，

フレア発生の物理的な原因は未だによく分かっていない.すなわち.Iいつ，どこで，な

ぜリコネクションが爆発的に発生するのか?Jという基本的課題が未解決のまま残されて

いるといえる.

フレア発生機構の解明を困難にするひとつの理由は，太陽表面の運動とその結果である

コロナのプラズマダイナミクスの因果関係が複雑な非線型電磁疏体力学過程で支配され

ていることにある.本研究の目的は，コロナプラズマの 3次元非線型電磁流体 (MHD)シ

ミュレーションを通して，太陽表面運動に起因するコロナプラズマのエネルギー蓄積およ

びその解放過程の物理機構を解明することにある.特に.本研究では観測された太陽表面

磁場データをシミュレーションの境界条件として最大限に利用し，実際の太陽コロナのダ

イナミクスを可能な限り再現することを目指す.

2 観測データの取り込みと磁気ヘリシティ入射解析

MHDシミュレーションの境界条件として観測データを使用する場合3太陽表面の磁場

と速度場の詳細な分布を取り込む必要がある.しかし，太陽コロナの観測は電磁波による

遠隔測定に限られるため速度をベクトル場として直接測定することは難しい.一方，偏光

スペクトル線のゼーマン分岐より太陽表面の磁場ベクトルを測定する方法は広く実用化

されており 3数 arcsecの精度で太陽表面のベクトル磁場を観測することが可能である.そ

こで.我々は誘導方程式の逆問題として磁場の観測データから磁場変動とコンシステント

な速度場を求める方法を開発した.さらに.これによって MHD緩和過程において最も重

1 e-lI1ail: kutl出。@hir倒 hill1a-u.ac.j
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tロ8.47 (b) l=8.79 

図1:異符号磁気ヘリシティを太陽表面運動によって入射した場合の3次元シミュレーショ

ンにおける磁力線構造.(a)および (b)はそれぞれヘリシティ反転層における磁気リコネ

クションの前と後の構造者表す.

要な物理量である磁気ヘリシティと自由エネルギーのコロナへの供給量を磁場観測データ

から直接測定することに世界で初めて成功した.また，フレア活動との詳しい相閥解析の

結果，この方法がコロナ活動を定量的に理解するために極めて有効であることが明らかに

された.

その結果.フレアが頻繁に発生するような活動領域におけるヘリシティ入射の符号が複

雑に変化していることを発見した.従来の理論モデルでは大量のヘリシティ入射がフレア

活動を駆動すると広く信じられていたが，この測定結果は，磁気ヘリシティ量よりも磁場

の複雑な局所構造がフレアの発生にとって重要で、あることを示唆するものである.特に，

正と負の磁気ヘリシティが同時に入射される場合，磁気シアの符号も反転する.もし，符

号の異なるシアをもっ磁束がつなぎ替るならば，磁気シアおよびそれに伴う自由エネル

ギーは効率的に解放されると考えられる.我々はこの事実に注目し，シアの逆転構造とフ

レアの発光分布を調べた結果，両者の空間構造に強い相関があることを見いだした.

3 磁気シアの反転とフレア発生

我々は上記の結果に基づき，磁気シアの複雑さ，特にその符号反転がフレア発生に深く

関係していると考えて，太陽表面運動が磁気アーケードのシアを反転させる過程在 3次元

MHDシミュレーションを用いて再現した.図 1および図2にはその結果を示す.磁気反

転線上空に正のヘリシティを持つ線形force-free磁場を初期条件として作り，磁気シアを

反転させる涜速を太陽表面に境界条件として与えると，図 1aのように磁気シアの反転層

今
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が形成される.この反転層ではシアが局所的に変化するため，強い層状電流が流れ複数の

フーリエ成分が抵抗テアリングモードに対して不安定化する.その結果3電流層の急速な

thinningが局所領域で、進み，図 1bに示されるような磁気リコネクションを通して磁気エ

ネルギーが効果的に解放されることを見い出した.さらに，このリコネクションの結果，

太陽表面近傍で磁気シアの空間構造が急激に平坦化され，線形force-free場に近い状態が

再び自発的に形成される事実も明らかにした.これらのシミュレーション結果は，磁場配

位の違いにも関わらず太陽コロナにおいてもトーラスプラズマと同様の電磁流体力学的

エネルギー緩和過程が実現する可能性を示唆している.

さらに，シミュレーション在続けると磁気アーケード上空のある点で新たな電流層が生

成され第2のリコネクションが発生することがわかった(図 2).これは，磁気シア反転

層における第1のリコネクションが磁気アーケードに沿った磁束の対消滅を引き起こすた

め，アーケード構造が MHD平衡を保つことができずに内部崩壊する結果として生じる強

い非線型現象と解釈できる.第2のリコネクションの結果， X線観測で頻繁に観測される

カスプ構造が形成されると共に.コロナから上方への大規模な放出流も生み出されること

から 7実際の太陽フレア現象に近い MHDダイナミクスがシミュレーシヨンの結果として

再現されたと考えられる.

今回得られた 2つのリコネクション過程は非線型過程としても興味深い現象である.な

ぜなら，第2のリコネクションの下降放出流は第 1のリコネクションの疏入流として働く

ため 2つのリコネクションは相互に相手を駆動しあい，エネルギー変換効率を急速に高

める機構として働く可能性があるからである.この過程は，不安定性によるダイナミクス

とその結果である平衡構造の変化とが互いにフィードバックすることにより実現する大規

模かつ急速な磁場構造の自己組織化として説明できる.こうした複雑なリコネクションの

相互作用は， 3次元空聞においてはじめて実現可能な現象であり 3その詳細な研究はリコ

ネクション研究における今後の重要な課題であると言える.
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図 2:3次元シミュレーションにおける磁力線構造.(a)図1で示された磁気リコネクショ

ンの結果として第2のリコネクションが発生し， (c)-(d)磁気アーケードの一部が上空へ

放出される. (b)は (a)の矩形領域における磁力線の詳細構造を示す.
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渦とMHDモードの相互作用に関する研究

山口大学工学部 内藤裕志、小林俊満、長原弘明

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Jean.-N. Leboeuf 

九州大学応用力学研究所 矢木雅敏

日本原子力研究所那同研究所 松本太郎、徳田伸二

1.目的

トカマクのMHD現象には、まだ未解明の物理が多く存在する。特にトカマクでの鋸歯状振動

の崩壊過程の物理は、理想MHDモデルや抵抗性MHDモデルでは説明できない。一般には運動論

的効果を含む拡張MHDモデルで説明できると予想されるが、現在のところ鋸歯状振動の崩壊過程

を統一的に説明する理論は存在しない。ここでは、 MHD不安定性の 2次的不安定性としてのケル

ビン・ヘルムホルツ (KH)不安定性による渦形成と、本来のMHD不安定性の相互作用について

議論する。取り扱うモードは密度勾配がある場合のm=1 (ポロイダルモード数)n -1 (トロイダ

ルモード数)の運動論的内部キンクモード (K1 K)である。シミュレーション手法としては、運

動論的効果を含む拡張MHDモデルを、抵抗性MHDモデルに基づいて作られたFARコードに組

み込み、実際の形状のトカマクでの運動論的MHDモードの非線形現象のシミュレーション研究を

可能にすることを目的とする。将来的にはバルクプラズマを運動論的阻由モデルで、アルファ粒子

等の高エネルギーイオン成分をジャイロ運動論的モデルで表すハイブリッドモデルを開発する方

向で考えている。

2.研究背景とジャイロ簡約MHDモデル

理想MHDモデルでは、磁場中のオームの法則とファラデーの電磁誘導の法則から、プラズマ

は磁力線に凍り付いて運動する。この場合磁力線の再結合 (magneticreconnection)は禁止され

る。このことは磁場構造(トポロジー)の変化がないことを示している。通常、太陽・天体プラズ

マ、地球磁気圏プラズマ、実験室プラズマにおいて磁気再結合は重要で興味深い物理現象である。

また磁気再結合に際して、磁場のエネルギーが瞬時にプラズマ粒子の運動エネルギーに変換される。

プラズマ中の電気抵抗が非常に小さいが有限である効果を取り入れると、磁気再結合は理論的に取

り扱い可能になる。磁場中のオームの法則にプラズマの電気抵抗の効果を取り入れた抵抗性MHD

モデルを用いて、磁気再結合を含む物理現象が解明されてきた。抵抗性MHDモデルは非常にシン

プルであり、数値的にも取り扱い易いが、現実の物理現象を説明するには十分でないことがしだい

に明らかになりつつある。これは、現実のプラズマが十分高温であれば、電気抵抗は非常に小さく

なり、電気抵抗以外の効果が重要になることに起因している。この電気抵抗以外の効果は、運動論

的効果とよばれる。電子の有限質量の効果、電子圧力の効果、電子の反磁性効果、イオンの反磁性

効果、イオンの有限ラーマ一半径効果などが運動論的効果の例としてあげられる。また、プラズマ

の磁気閉じ込め装置中での核融合生成高エネルギー粒子であるアルファ粒子等の効果は運動論的

効果の典型的な例である。運動論的効果を取り入れると、電気抵抗ゼロの極限でも磁気再結合は可
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能になる。運動論的効果を含むように拡張したMHDモデルを、拡張MHDモデルまたは運動論的

MHDモデルと呼ぶ。本研究では、特に磁場中のオームの法則に、電子の有限質量の効果、磁力線

方向の圧力勾配の効果と反磁性効果を取り入れた、一般化オームの法則を用いたモデル(我々は、

ジャイロ簡約MHDモデルと呼んでいる)を基礎方程式としている。

3.基礎方程式とシミュレーション手法

拡張MHDモデルの一つであるジャイロ簡約MHDモデルを用いる。運動論的内部キンクモー

ドの線形・非線形発展に関して、このモデルを用いたシミュレーションは、ジャイロ運動論的粒子

モデルを用いたシミュレーションとの十分な比較検討を行い、正当性を確認している。以下では、

最低次のトロイダル効果を表す円柱モデルで説明する。半径a (小半径)、高さLz=21rR (Rは

大半径)の、側面を完全導体で固まれた円柱を仮定する。軸方向は周期境界条件を用いる。縦磁場

Bo (トロイダル磁場)は軸方向を向いている。基礎方程式は静電ポテンシャル中、 ベクトルポテ

ンシャルのz方向成分Azと電子密度neに対する 3場の方程式である。

11vU=-b x VφV(V~ゆ) -b"' V(V~へ)， 
δt 

、‘，，・・・且，z・‘、

空 d 内型

:. ~ =-b~.Vゆ +dJ-(V:へ)+ps'b~'Vße'
dt L ~ dt 

11EEe=-bxvゅ.Vse-b・ .V(V~へ)， 
dt 

、‘，
F

O

，u
 

，，E

、

(3) 

ここで、 bはz方向の単位ベクトル、 b~ =b+ VAz xb、d/ dt -d / d t + b x V中.vである。上記の

方程式は以下の規格化に従っている。 右辺が規格化された物理量を示す。

z / Lz→z， r / a→r ，れFd/Lz→t， 

AzLz /(a 2 BO)→Az ，中Lz/(V Aa 2 BO)→中，n~Lz /(neodJ→ne ， 

ここで九はアルペン速度、 dj はイオンの無衝突スキン長、 neOは電子の平均密度を表す。規格

化された基礎方程式は、 de/a→de (規格化された電子の無衝突スキン長)と ps/a→Ps(規格

化された電子温度で評価したイオンのラーマ一半径)の2個のパラメータのみを含むことに注意す

る。式(1 )は渦方程式を表している。式 (2)は磁力線方向の一般化されたオームの法則を表し、

磁力線方向の電子の運動方程式と等価である。右辺第2項は電子の慣性を、第三項は圧力の効果を

示している。式(3 )は電子の保存則を表している。

4.研究成果

KIKモードとKH不安定性により励起される渦により、 KIKモードの非線形な発展が非常

に複雑なものになることを示した。渦は静電的な流れを作り、この流れは有理面近傍では磁場構造

と同期しないため、通常のMHDモデルでは説明できない現象を説明できる可能性が高い。現在ま

での主要な解析は、円柱モデルで単一へリシティ (m/n=lのモードのみを含む)の仮定の範囲の

結果である。実際のトロイダルプラズマでは異なるヘリシティのモード間の結合が重要になる。そ

の場合は異なるヘリシティの渦の励起や伝播が可能になり、磁場構造を変えない状況でのコアプラ
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ズマ領域の圧力の平坦化を説明する可能性を秘めている。現在トロイダルの抵抗性MHDコードで

ある FARコードに運動論的効果を組み込んでトロイダルの計算を開始したところである。以下に

コードに関する現状をまとめたものを示す。

円柱版で単一へリシティに対応し、擬スペクトル法を用いた、ジャイロ簡約阻由コードはすで

に完成している。 新たに、トロイダル版のジャイロ簡約阻IDコードを作成するかわりに、既存の

FARコードに簡約加IDの方程式を組み込んだ。 FARコードは、半径方向を差分、トロイダル方向と

ポロイダル方向をモード展開で表示したスペクトルコードである。プログラム中で線形項を非線形

項から分離して取り扱っているため、特に線形計算が速い特徴がある。また適切なモードの選択を

行うことにより、時間ステップ幅を比較的大きくとることが可能である。半径方向は非等間隔メッ

シュを用いることが可能であるため、有理面近傍のモード構造の解像度を上げることが可能である。

またよくテストされてきたコードであるため、運動論的項の組み込みと、その物理に対する影響に

のみ注意すればよい。電子の慣性の効果、磁力線方向の圧力勾配の効果、電子の反磁性ドリフトの

効果を含むモデルを FARコードにすでに組み込んでいる。このコードを kineticFARコード (KFAR)

と呼ぶ。 KFARコードを円柱の極限で動かし、円柱版のジャイロ簡約班IDコードとの比較を行った。

線形結果はよく一致することが確認された。また KFARを用いて、 トロイダル形状での線形計算を

行い、成長率・モード構造の円住モデルとの比較を行っている。非線形でのテストは次年度の課題

として残された。
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流れのあるプラズマの自己組織化シミュレーション

沼田龍介?吉田善章，林隆也A

東京大学新領域創成科学研究科，核融合科学研究所A

1 Introduction 

プラズマにおいて流れは普遍的に存在し、磁場とカップルすることにより興味深い構造をっくり

出す。しかし、特に磁場に直交する流れ老考える場合、プラズマを一種類の涜体と仮定する理想
電磁涜体力学(MHD)では、さまざまな問題が発生する。例えば、磁束関数と涜れ関数が縮退する

ことに起因して平衡方程式に特異点が生じ、解の存在すら示すことができなくなる [1J。また、磁

気リコネクションに代表されるように、巨視的なプラズマの運動は微視的な粒子運動による散逸
の効果によって支配されるが、 MHD方程式では、そのスケール不変性のため異なる空間スケール

聞の相互作用を表現できない。二疏体方程式においては Hall効果による特異摂動効果によって、

上記のような問題は解消され、スケール階層の形成や、 MHDモデルでは記述できない流れの構造

が決定されると考えられる。 DoubleBeltrami(DB)平衡解[2Jは、これらの基本的な特徴を表象す
る二流体方程式の特解である。本研究では、二流体方程式を直接数値シミュレーションによって
解析するととにより DB平衡が予測する構造が非線形ダイナミクスにおいて現れるか否かを検証

し、二流体プラズマにおける自己組織化過程を明らかにすることを目的とする。

2 Double Beltrami Field 

圧縮性Hall-MHDでは、 MHD方程式に対して Ohmの法則のみが次のように一般化される。

E+VxB=j[(V XB)x B一九J+ 11V' x B 、‘冒，，
'
E
A
 

，，.‘、

こ乙でEは電場、 Bは磁場、 Vはプラズマの速度場、 nは密度、 Peは電子の圧力、 ηは電気抵抗

であり、 Eはイオンの無衝突スキン長と系の代表的スケールの比老表すパラメタである。一般化さ

れたOhmの法則は、電子の運動方程式から電子慣性老無視することで得られ、磁場が電子涜体に

凍結している状態を表している。右辺第一項がHall効果を与え、磁場の誘導方程式における非線
形特異摂動項となる。理想(散逸がない)、非圧縮の極限でHall-MHDの平衡状態は、一般化され

た渦度と流れ場が平行になる Beltrami条件

B=α(V-jv×B)，B+山 V=bV (2) 

(α，bは定数)、および、エネルギー密度一様となる Bernoulli条件

V'(与 +Pi+Pe) = 0， (3) 

で与えられる(Piはイオンの圧力)。磁場、速度場は2つのcurlの固有関数 G:f:.(V'x G士=入土G:f:.)
の線形結合で表すととができ、入L1で与えられる 2つの空間スケールをもっ。 DB平衡は、 Hall-
MHDにおける運動の保存量であるエネルギー Eと、電子、イオン流体に対応する 2つのヘリシ

ティー Hl，H2の束縛条件のもとで、揺らぎを表すエンストロフィーFを最小化した緩和状態であ

ると考えられている [3J。ただし、緩和過程において、 E，Hl，H2は微小に存在する散逸の効果に
よってDB平衡を満たすように調整される。
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3 N onlinear Hall回 MHDSimulation 

圧縮性Hall-MHD方程式を三次元矩形領域、完全導体境界条件(トロイダル方向に周期境界)のも
とで、差分法によって数値的に解くことにより、 Hall-MHDにおける平衡、緩和過程を解析した。
図1に、初期および緩和状態におけるトロイダル磁場の等値面在示す。初期条件はキンクモードに

対して不安定であるため、初期に与えられた微小な揺らぎが指数関数的に成長し、乱流状態を経て
螺旋状にねじれた準終状態に緩和する。緩和状態のグ、ローパルな構造(螺旋のモード数)は MHD

に基づく Taylor理論 [4，5] ~こより説明され、 Hall 効果の有無に依存しない。しかし、 Hall 効果に
よって MHDでは存在しない磁場に直交する方向の速度が残り、磁束管は時間とともにポロイダル

方向、トロイダル方向に流される。ポロイダル面内における Beltrami条件を調べると、磁束管の
なかでは Beltrami条件は満たされており、速度の磁場に直交する成分は Hall効果に起因し、 (2)

から V上C:::E/n(V x Bhと表されることがわかる。
図2に初期値で規格化した磁気エネルギーと運動エネルギーの和E'(圧縮性 Hall-MHDでは保

存量ではない)、ヘリシティー H1 および H~ == H2- H1とエンストロフィーFの時間変化を示す。

緩和過程において H~ が最も散逸を受けて減衰し、 H1 は最もよく保存在保っている。保存量の壊れ
やすさは、含んで、いる微分の階数によって決定され、最も高階の微分在含む保存量在、選択的に散
逸をうけるターゲ、ット汎関数とする変分原理は意味を持たないことが指摘されている。 Hall-MHD
の緩和過程では、最高階微分老含む H~ が最も保存性が悪く調整を受けながら F が最小化された
状態として DB平衡が得られることが示された。

t = 0 [τ:A] t = 50 [τA] 

図1.初期および緩和状態におけるトロイダル

磁場の等値面

4 Summary 
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図2.初期値で規格化したエネルギー、ヘリシ

ティー、エンストロフィーの時間変化

非線形、圧縮性Hall-MHD方程式を 3次元矩形領域中で解析するシミュレーションコードを開発

し、高いエネルギー、ヘリシティーをもった不安定な平衡を初期条件として、非線形ダイナミクス
のシミュレーションを行った。 MHDシミュレーションの結果と比較すると、 Hall-MHD系では、

Hall効果によって磁場に直交する方向のプラズマ流が形成される。磁場に直交するプラズマ流は

MHDモデルでは見られない DB平衡の特徴の一つである。また、 DB平衡Lこいたる自己組織化過

程は、マクロ変数の調整、最小化過程、すなわち、保存量であるエネルギーと電子、イオンの正

準ヘリシティーを修正し、揺らぎを表すエンストロフィーを最小化する過程として特徴づけられ

るが、マクロ変数の時間変化在計算することにより、理論が予測する保存量の強圧性 (coercivity)
が検証された。
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円筒中におけるMHDプラズマの非テーラー緩和現象

茶谷 文 博 、 堀 内 利 得

研究背景・目標

Taylor[l]の緩和理論を発端としたプラズマのダイナミクスの普遍的な特性の探求が盛んにお

こなわれている。

Horiuchi[2]は、正方形の断面をもっ筒の中に、不安定で (Taylorの最小エネルギー状態より

も)極めて高いエネルギーをもっ平衡状態にセットアップされたMHDプラズマを考え、その後

の発展をシミュレーションした。その結果、選択的散逸が引き起こされ、プラズマ構造がダイナ

ミカルに安定な平衡状態へと変化していくことが示された。

その後、 Horiuchi[3]およびZhu[4]は、 Taylorの緩和理論では影響ないものとして無視されて

いた圧力勾配の効果も取り入れた自己組織化現象を調べた。その結果、非 Taylor緩和現象に関

するいくつかの興味深い特徴が得られている:

緩和後の安定な平衡状態はforce-freeではなく、 MHD平衡状態である、

圧力勾配を考慮することで緩和現象が二段階に渡って引き起こされる、

緩和過程及び最終状態の特性は、初期のβ値に依存せず同じである。

しかし、以上の研究は、全て正方形の断面をもっ筒の中にMHDプラズマが閉じ込めら

れたときでの結果であり、系の形によっては、結果が異なることも十分考えられる。特に、

より現実的で、理論的な考察も多く存在する円柱系ではどのような現象となるのか、調べ

ることは、自己組織化の普遍的な理論の探求という観点からも、非常に重要なことである。

シミュレーションモデル

剛体・完全導体によって形成された円柱を考え、その中にMHDプラズマが閉じ込めら

れているとする。 MHDプラズマは、始め、 Besselfunction modelによって表現される

force-仕'ee平衡状態で、 ω，0)モード及び(:1::4，ωモード1の混合解を採用する。この平衡状態

は、 Taylorの緩和理論から予測される force-仕ee平衡状態のものと比べると、非常に高い

磁気エネルギー及び磁気へリシティを持つものであり、たいへん不安定な状態である。

1 (m，n) : m=azimuthal mode number，n=axial mode number 
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シミュレーション結果

(非テーラー緩和現象)

シミュレーションでは、圧力効果による緩和過程の変化を詳細に調べるため、いくつか

の8値を用いた計算を行った。その結果次のような興味深い依存性が示された。

初期8値の値によって、最終平衡状態までの緩和の回数が変化する。低8値(=0.1)の

場合では二回、高8値(=0.3.0.7)の場合では一回である。

この結果は、初期の不安定平衡状態から最終の安定平衡状態に向かう物理過程、即ち自己

組織化の経路が、 β値の変化によって異なったことを意味する。

この結果は、低8になることにより緩和されるエネルギーが分散され、-!!中間の(最

小ではない)エネルギー状態へ落ち着いたことを意味する。

(現象のphysics)

詳細な解析により、上記非テーラー緩和現象が引き起こされる physicsの詳細が示された。

高0のときには、初期の不安定は resistivedominantなものであるが、低8のときには、

ideal dominantなものであるため、大規模な磁場の変形(磁束菅同士の接近)が急激に起

こる。その結果、接近した磁束菅周囲に高い圧力勾配が形成される。この圧力勾配によっ

て、 reconnectionflowが抑制され、初期の不安定によるエネルギー緩和が十分に引き起こ

されない。以上が、。値の違いによる緩和過程の変化をもたらしたものと考えられる。

主室

過去の正方断面筒におけるシミュレーションでは、緩和現象を引き起こす要因となる不

安定は resistivekinkであった。しかし、系の形状から、不安定モードが煩雑なものとなる

ため、効果的な流れが引き起こされず、複数の緩和が引き起こされたものと考えられ、今

回の結果とは本質的に異なるものである。

室主玄盤

[1] J.B.Taylor， Phys.Rev.Lett 19(1975) 
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One-Dimensional Large-Amplitude Relativistic Electromagnetic Solitons in 
Ultra-intense Laser Interaction with an Under-dense Plasma 
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Abstract 

Stimulated Raman scattering and Cascade-into-Condensate mechanism induced by intense 1箇 erin underdense uniform 
pl剖 m錨 arestudied by particle simulations (lD-PIC). Standing， backward-accelerated and forward-accelerated relativistic 
electromagnetic (EM) solitons are observed after multiple interactions. In addition to the inhomogeneity of plasma density， 
we found that the acceleration of solitons depends upon both the laser intensity and the plasma length. The backward 
and forward solitons釘 eaccelerated towards the plasma-vacuum interface radiating energy in the form of low-frequency 
EM bursts. The soliton frequency is about one-half of the unperturbed electron plωma frequency. The tr組 sverseelectric， 
magnetic佃 delectrostatic field have half-， one-and one-cycle structure in space， rωpectively. 

1. Introduction 

Ultraintense laser-plasma interactions is a source of 
various electronic instabilities [1-2]. When ultraintense 
laser propagates in underdense plasma， electron para-
metric instabilities， such as， forward and backward stim-
ulatedRam回scatもering(F-SRS/B-SRS)， and relativis-
tic modulational instability (RMI)， can develop [3]. They 
do not appear isolated but are often interconnected. 
A nonlinear interplay between B-SRS and F -SRS prか
duces a strong spatial modulation of the 1田 erpulse and 
the cascade in its frequency spectrum. The continu-
ing instability growth through SRS cascade downshifts 
the pulse frequency from the fundamental to the bot-
tom of the light sp配 tra.The spectra of F-SRS clearly 
reve叫 theRam釦1ca.scade containing the fir叫 anti司

Stokes， first-， second-and higher-order Stokes modes. 
It gets saturated by the photon condensation mecha-
nism， related to strong depletion and po崎 iblebreak-up 
ofthe 1田 erbeam. In the final stage of the cascade-intcト
condensate mechanism， the depleted downshifted laser 
pulse gradually transforms into a train of ultra-short 
relativistic EM solitons [3]. 

When a ultraintense laser pulse propagates in plasma， 
dispersion effects come into play due to the finite inertia 
with which plasma particles respond to the electromag-
netic (EM) field， while the nonlinearity appears due to 
the plasma density redistribution under the action of 
the ponderomotive force that pushes the plasma parti-
cles away from the region of maximum EM field. These 
effi配 tslead to well-known nonlinear phenomena such 
槌 relativisticself-focusing， relativistic transparency of 
an overdense plasma， and relativistic EM solitary wave 
generation. Relativistic solitons are EM structures self-
trapped by locally modified plasma refractive index 
through the relativistic electron mass increase and the 
electron density depletion by the ponderomotive force 
of an intense laser. They are generated behind the 
仕ontof the laser pulse and are made of nonlinear， 
spatially localized low-frequency EM fields. A fairly 
large part of the laser energy can be transformed into 
solitons. The generation and structure of EM solitons 
were analytically investigated and observed by parti-

cle simulation in intense laser interaction with under-
dense and overdense pl田 m田 [4-6].The solitons found 
in 1D and 2D particle simulations consist of slowly or 
non-propagating electron density cavities with EM field 
trapped inside創 ldoscillate coherently with a frequency 
below the unperturbed pl槌 mafrequency and with the 
spatial structure corresponding to half a cycle (sub-
cycle回 liton)[5]. In a homogeneous plasma， solitons 
were found to exist for a long time， close to the re-
gions where they were generated， and eventually decay 
by transforming the soliton energy into fast particles. 
While， in inhomogeneous plasm田， solitons move with 
the acceleration proportional to the density gradient 
toward the low density side. When a soliton reaches 
the plasma-vacuum interface， it radiates away its en-
ergy in the form of a short burst of low-仕equencyEM 
radiation [5叫.

In this paper， we present particle simulation results 
on SRS， cascade-intcトcondensateand large relativistic 
EM solitons created by linearly polarized intense laser 
in underdense homogeneous plasmas. We found that， 
in addition to the plasma inhomogeneity， soliton accel-
eration is controlled by， both the laser intensity and 
the plasma length. In the rest， we just focus on the 
laser intensity effect. The frequency of the EM wave 
trapped inside the soliton is about one half of the un-
perturbed plasma frequency. The soliton electric field 
h槌 thehalf司 cyclestructure in space， whi1e the mag-
netic field and corresponding electrostatic (ES) field 
have the one-cycle structure. 

2. Simulation Model 

In our simulations， fully relativistic EM lD3V-PIC 
(particle-in-cell) code is used. Simulation system length 
is 2700 c/ω'0 in x direction， where c and ω'0 are the v配-

uum speed of light and the laser frequency， respectively. 
Pl踊 malength of 900 c/ω。beginsat x=O and ends at 
900c/ω0; in the front and児 arside of the plasma there 
are two 900c/ω。longvacuum regions. Ions are kept 
immobile剖 aneutralizing background. The plasma 
density and its initial electron temperature are n 
0.032ncr and Te 350e V， where ncr ω5me/4πe2 

-44-



electron plasma frequency. The spectrum of the F-
SRS clearly reveals the linear Raman cascade contain-
ing not only the first anti-Stokes mode， but also the 
first-， second-and higher-order Stokes modes. Para-
metric down-c出 cadeof the laser pulse into the higher-
order B-SRS and F-SRS harmonics saturates into the 
Photon Condensate at the bottom of the light sp田司

trum， related to strong depletion and possible break-
up of the laser beam and relativistic electron heating 
[4]. The process is eventual¥y halted bel¥ow the plasma 
frequency， which is the cutoff for a laser propagation. 

0.04 .，..-rrrrTTT守TT"""'コ O似 'ii i i i i i i i I i i i司 0.04"....円 TTTTTTT門司
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0.0103首論“蜘 0.01t-'"袖“指“蜘 0.01t-'"論“描“蜘
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is the critical density. The number of cells is 10 per 
1 c/ωo and 80 parもiclesin each cell. Laser is linearly-
polarized with the electric field Eo along the y-direction 
and the normalized amplitude s = eEo/meωoc， where 
e and me are the electron mass and charge， respectively. 
The electrons which enter vacuum region build a p。
tential barrier that prevents more electrons of leaving 
the plasma. For these electrons as wel¥ as for outgoing 
EM waves， two additional damping regions are used. 
The time， electric field and magnetic field are normal-
ized to the 1蹴 rperiod 271"/ω0， m附 ωOc可/eand 1TU剛 4ω';0/
respectively; the time is taken zero， t = 0， when the 
laser arrives at the vacuum-plasma boundary. 
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Fig.2. Pl槌 madensity n/no and EM energy density 
E; + B~ snapshots (averaged over >'0) for 1幽 erpulse， 
β=0.3. 

4. Standing， Backward-and Forward-Accelerated 
Large Amplitude Relativistic EM  Solitons 

For laser amplitude β= 0.3 case， when SRS through 
cascade-intcトcondensateis saturated， as shown in Fig.2; 
a spatial¥y localized， non-propagating electron density 
cavity is created. Inside， the EM field is trapped and 
oscillates coherently; that is， a large amplitude local-
ized standing relativistic EM soliton comes into form. 
In Fig.3 (top)， the frequency spectra of EM and ES 
waves trapped inside the soliton region are plotted. In 
addition to the laser fundamental and the excited per-
turbed EPW， EM component with the frequency c¥ose 
to O.l3wo， and corresponding ES component with the 
frequency ne釘 to0.87wo are observed， one can see this 
phenomenon roughly as a 3-wave resonant coupling. 
The size of the soliton is about 5λ。(入。 is1箇 erwave-
length in vacuum)， c¥ose to the electron pl錨 mawave-
length λp [5]. Fig.3 shows the structure of the soliton， 
ES field Ex (averaged over λp ) is the one-cycle struc-
ture， and the corresponding transverse electric field Ey 
(averaged over入。)is the half-cycle and the magnetic 
field Bz is the one-cycle structure. The spatial EM 
structure is oscillatory in time， but the ES structure 
is not. The explanation comes directiy from Maxwell's 
equations. The Faraday law gives Bz '"δ烏/8x;in-
deed， the x-derivative of the Gaussian soliton profile 
Ey gives Bz in Fig.3. Similarly， from the Poisson equa-
tion， integration over -x of the Gaussian density cavity 
(Fig.2) leads to the ES field Ex in Fig.3. Moreover， 
PIC data and analytics e.g. eqs (4-7) of [6]， show that 
zercトharmonicterm dominates the electron density per-
turbation (ponderomotive term). Therefore， the Pois-
son equation gives the corresponding non-oscillatory 

Fig.l: Spectra (a. u.) of reflected (left) and transmitted 
(right) EM waves for β= 0.3. 
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3. Stimulated Raman Cascade and the Photon 
Condensation Process 

When laser pulse enters and propagat田 inunder-
dense plasma， the first stage is dominated by B-SRS 
process; matching conditions ω0=ω8+ωek and ko = 

ん+kp are well-satisfied， where ω'0， ωs and ωek are 
the frequency of incident EM wave， scattered EM wave 
and electron plasma wave (EPW)， while， ko， ks and kp 
are the corresponding wave number， respectively. For 
example， for laser amplitude s 0.3， the dominant 
ES wave is excited EP羽Twith frequency ω'pe = O.l8wo， 
and the corresponding backscattered Stokes wave with 
frequency ωs = 0.82ωo (see Fig.l). As time goes on， fol-
lowing the B-SRS， complex nonlinear processes involv-
ing F-SRS and RMI develop， such田， spectral cascade 
and broadening， which effectively transfer the laser pulse 
energy to higher order scattering modes. A nonlin-
ear interplay between B-SRS and F-SRS produces a 
strong spatial modulation of the laser pulse加 dthe 
down cascade in its frequency spectrum. Along the 
propagation beam， there is typical¥y the Raman c回-

cade in the light spectrum from fundamental laser fre-
quency toward lower frequencies. The first Stokes line 
is significant， further along the propagation， the Stokes 
mode becomes a new pump， which decays via a sec-
ondary Raman scattering， and so on. As shown in 
Fig.l， the continuing instability growth through stim-
ulated Raman cascade downshifts the合equencysp田-

trum from the fundamental to close to the perturbed 
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ES field， like Ex in Fig.3. 
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Fig.3. Sp四 tra(a.u.) of EM and ES waves inside the 
soliton， and profiles of ES field， Ex， transverse electric 
Ey and magnetic field B z， for β= 0.3. 

However， by increasing the laser amplitude to β =  
0.5，脳 shownin Fig.4， the soliton dynamics appears 
ditIerent to that in the standing soliton s = 0.3 c田 e.
The observed， large localized EM soliton is b配 kward-
accelerated towards the plasma-vacuum interface， where 
it radiates its energy away in the form of low-仕equency
EM burst， due to a non-adiabatic interaction with the 
plasma boundary. As a result， one observes a very 
high transient refiectivity. As we further increase the 
amplitude to s = 0.7， as shown in Fig.4， large local-
ized EM soliton can be still detected. However， the 
interesting feature is that the soliton is now forward-
accelerated. Again， the soliton at the plasma-vacuum 
(re町)interface irradiates its energy aw可 inthe form 
of low-frequency EM waves. During the solitary wave 
radiation very high transient transmittivity can be de-
tected. 
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Fig.4. The EM energy density E; +巧 snapshotsfor 
s = 0.5 (top) and for β= 0.7 (bottom). 

The frequency of backward and forward accelerated 
solitons was measured close to 0.5ω'pe; the size加 d
the structure were similar to the standing solitonβ= 
0.3 c剖 e.FUrthermore， the EM energy density profile 
shows that the仕ontvalue is larger than at the rear 
side of the田 liton;still， for large amplitudes， the dif-
ference is greater than that in the β=  0.3 case. The 

ditIerence in EM energy appears to be mainly trans-
ferred to the soliton， also partly to other proce鑓田

(e.g. heating). The st田 pEM energy gradient over 
the short transition layer of the soliton length (c/ωp 
classical汰indepth) corresponds to the ponderomotive 
force acting on plasma electrons. The resulting accel-
eration will push the electron cavity with the soliton in 
the forward direction. Basically， the longitudinal elec-
tron motion is determined by the balance of the ES 
field and the ponderomotive force terms例.The large 
fiow of relativistic electrons in forward direction due 
to SRS， which drives ES fields， gets compensated by 
a cold (bulk) return current which moves pl組 maelec-
trons backwards. Possibly， this is why at moderate in-
tensity solitons are found to move backwards. At larger 
amplitudes， the ponderomotive term prevails， the ac-
celeration is reversed and solitons are pushed forwards. 

5. Discussions and Conclusions 

Our other results do not comply with some of the 
earlier explanations apart from the standing soliton 
C箇 e[5叫.Solitons move with佃 accelerationpropor-
tional to the density gradient towards the low density 
side due to the inhomogeneity of pl悶 nadensity [5]. 
However， we found that in underdense homogeneous 
plasmas， apart仕omstanding solitons， by varying the 
laser intensity， we could also detect the backward and 
forward accelerated solitons. DitIerent plasma length 
and laser amplitude can change the complex detai!s of 
the relativistic laser-plasma interaction. For example， 
the SRS cascade， photon condensation， electron accel-
eration叩 dheating， and so on; can largely affect the 
soliton formation， its structure， acceleration阻 ddy-
namics. To our knowledge， our results on acceleration 
of large relativistic EM solitons in the underdense hcト
mogeneous plasma layer have not been presented in 
the p田 ttheoretical and simulation studies [5]. FUr-
thermore， despite a large number of earlier works， a 
clear interpretation of the nature of the acceleration of 
soliton in uniform plasm回 appearsto be lacking. 
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of the Ministry of Science and Technologies of the Re-
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LHD Equilibrium with Zero Rotational Transform Surface 
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In the Large Helical Device (LHD) [1]， an MHD equilibrium with both deep magnetic 

well and high magnetic shear in the plasma core region attracts much attention from a 

point of view of improved MHD stability and plasma confinement. In the LHD， such an 
equilibrium can be realized by a large Ohkawa current [2-4] induced by counter neutral 

beam injection. In a plasma with a net subtractive toroidal current of about -100 kA/T， 

the rotational transform is expected to be below zero around the magnetic axis. 

A helical equilibrium with a zero rotational transform surface was studied in the He-

liotron E experiment [5]. When a rotational transform at the center w箇 belowzero， strong 

MHD activities were observed and were guessed to be explained by an m/n = 1/0 resistive 

tearing mode， where m is a poloidal mode number and n is a toroidal mode number. The 

result seemed to be understood by a numerical analysis employing a low beta resistive 

MHD model for a straight heliotron-like co凶 guration[6]. The numerical study of Ref. 

[6] also showed that when the resonant surface existed n町 theaxis， the m/η= 1/0 tear-

ing instability was weak and the magnetic island width saturated. This result suggests 

the possibility of existence of the equilibrium having a zero rotational transform surface. 

From these previous studies [5，6]， at first we should investigate whether or not an LHD 

equilibrium having a zero rotational transform surface can be allowed. 

Numerical analysis of the equilibrium is carried out by using the H凹INTcode [け7-10同lト.A

relaxation process computed by the HI悶NTc∞od白es坑ta町，rt旬sfrom the vacuum c∞O叩n白匂gu町1江汀r叫 ion with 

B品0=1.5 T and Rι0=3.7花5m瓜， a叩nd山th恥einitial p戸re白ss叩ur陀ep戸rofi自印legiven 剖 p=  拘 (ρ1 一s4)(I-s)， 

where Bo is the magnetic field strength at the magnetic拡 is，Ro is the major radius of the 
蹴 is，po is pr田 sureat the axis， and s is the normalized toroidal ftux. As shown in Fig. 1， 

we find that an LHD equilibrium having a zero rotational transform surface is possible to 

exist. Here the equilibrium beta value s is 0.56 %， and the total net toroidal current It is 

-100 kA/T. We assume that a net toroidal current density modeling the 01畑，waCl町 en

i均sgiven as j α 一(ωp/Poω)2.Profiles of rotational transforms and pressure are plotted in 

Fig. 2. In the field line strucもureof Fig. 1， we see two islands. The central island has 

a negative t/2π， and the other island with the n = 0 mode， located around the central 

one， has a zero rot 
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is general for both helical and tokamak plasmas， because the toroidal mode number of 
the islands is zero. The magnetic axis and the central rotational transform are plotted 

with an absolute value of the total net toroidal current IItl in Fig. 3. As IItl increases， the 

axis shift to the outside of the torus inc阿部esand the rotational transform around the 

center decreases to zero. When the central rotational 仕組sformcrosses zero， however， 
the Shafranov shift of the axis reduces. This is because of the topological change of the 

field line structure around the center. 

[1J O. Motojima， et al.， Proc. 19th IAEA F¥悶onEnergy Conf. Lyon， 2002， Paper OV /1・6.
[2J T. Ohkawa， Nucl. Fusion 10， 185 (1970). 
[3J D. F. H. Start， et al.， Phys. Rev. Letters 40， 1497 (1978). 
[4J W. H. M. Clark， et al.， Phys. Rev. Letters 45， 1101 (1980). 
[5J H. Zushi， et al.， J. Phys. Soc. Jpn. 57， 3009 (1988). 
[6J H. Shirai， et al.， J. Phys. Soc. Jpn. 54，579 (1985). 
[7J T. Hayashi， Theory of F¥凶onPl踊 m幽 (Varenna)，11 (1989). 
[8) K. Harafuji， T. Hayashi and T. Sato， J. Comput. Phys. 81， 169 (1989). 
[9t T. Hay邸 hi，T. Sato， H. J. Gardner and J. D. Meiss， Phys. Plasmas 2， 752 (1995). 
[10) R. Kanno， N. Nakajima， T. Hayashi and M. Okamoto， J. Plasma Phys. 61， 213 (1999). 
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Figure 1: Poincare plots of field lines at the horizontally elongated poloidal cross section 
in the LHD equilibrium with s同 0.56%. The total net toroidal current It is -100 kA/T. 
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Magnetic Island Generation in Nonlinear Saturation of 
Interchange Mode 

核融合科学研究所 市口勝治

本共同研究では、特に、交換型モードの非線型過程における磁気島形成に着目した。

従来の交換型モードの線型解析においては、最も不安定な固有値に対応するポロイダル

フラックスの固有関数は共鳴面に対して奇関数である乙とが示されている。このため、テア

リングモードとは異なり、有限抵抗が存在しても、共鳴面でのポロイダルフラックスの値は

小さく、有意な磁気島は自発的には形成されないと考えられていた。ととろが、ヘリオトロ

ン配位の交換型モードに対する非線型シミュレーションでは、摂動の非線型発展の中で磁気

島が生じ得ることが報告されている [1，2，3]0この場合最も特徴的なことは、ポロイダル断面

における磁気島の数が、その支配的な交換型モードのポロイダルモード数の2倍になってい

るということである。そこで、本研究では、この交換型モードの非線型過程における磁気島

形成の形成過程について解析を行った。

この研究では、簡約化MHD方程式に基づいて開発したNORMコード [3]を用いて計算を

行った。また、ストキヤスティック領域を排除するために、 LHDに対応する円柱配位を採用

した。このとき、平衡計算においては、無電流平衡の束縛条件を課し、また、 p=九{1-r4)2

の圧力分布を用いた。この平衡では、 t= 1/2の有理面が圧力勾配の大きい領域に存在する。

そとで、非線型計算では、 m= 2/n = 1の単一ヘリシティの摂動を仮定し、さらに、磁気島

構造を際立たせるために比較的大きな抵抗 (8= 104)を用いた。

30∞38∞ 

a4 -10 
m 。

-15 

ー-10個1
一一一 n=O
一一-n=1 
一一-n=2 
一一-n=3 

n=4 
一一-n=5 
---n=6 

三 ιEヨ
川畑 2ωo3000 40ω50∞60ω 

t (.τ:Al 
図1

-5 

図1は、運動エネルギーの時間発展を示している。この図に示すように、 m=2/η=1 

モードが線型領域において支配的であり、 t= 3500TAあたりで非線型飽和する。図2は、運

動エネルギーが非線型飽和した後での、ポロイダル断面でのヘリカルフラックスの等高線を

示したものである。この図から、 2m個の入れ子状の磁気島が形成されていることがわかる。

また、破線は共鳴面の位置を表しており、大きく変形していることがわかる。また、図3は、

この時点でのフローパターンを示しており、動径方向のフローが共鳴面を横切っている場所

で、 X-pointが形成されているととがわかる。

n
U
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図2 図3

以上のことから、この磁気島形成は、駆動型磁気リコネクションによると考えられる。従

来の磁気リコネクション理論では、リコネクション点において電流の集中が見られるはずで

ある。図4は、このときの電流分布の動径方向のフロファイルを示しているが、 X-pointで

の電流密度の集中は見られていない。一方、 X-Pointにおける磁気リコネクシヨンには、動

径方向の磁場成分が必要であるが、これは摂動磁場のみから作られる。そこで、摂動ポロイ

ダルフラックスの等高線形状を調べてみた。その結果、このポロイダル断面が共鳴面で 1/r

よりも大きな曲率を持つときに、動径方向磁場成分の向きが反転し、磁気リコネクションが

生じることがわかった。この曲率変形は、図3に示されているように、交換型モード自身に

よって作り出される動径方向フローによるものである。以上より、フローによる摂動ポロイ

ダルフラックス面の変形が、この場合のリコネクションにとって本質的であると考えられる。

0.4 

0.2 /¥XW‘ 
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ヘリカルプラズマの平衡解析

渡辺二太， 1)北僚仁士

核融合科学研究所， 509・5292土岐市下石町322-6
1)筑波大学プラズマ研究センター， 305-8577つくば市天王台 1・1

Abstract 
ヘリカル型高ベータプラズマの平衡解析，其れは高ベータプラズマの物理的性質
の研究に必要・不可欠である，を可能とする理論解析・計算機解析手法の新しい

枠組みの構築を目指す.ソレノイダル場である磁場B老表現する自由度は2であ

る.磁場を表現するベクトルポテンシアルの第3成分を恒等的に Oと設定し，残り
の2成分で平衡の関係式を組み立て，数値計算でその具体型を求める.この枠組み
が有効であることを，波型境界を有する導波管中電磁場の固有モード解析の計算
機解析で確認した.さらにヘリカル型 Force-Free配位の平衡解析にもこの新し

い枠組みを適用しその有効性を確認できた.

1 序

高性能核融合炉ではプラズマの高ベータ保

持が必要とされている.以下に述べる理論

解析・実験結果を統合すると LHD型磁場は

高ベータプラズマ保持が可能と思われる.

・十分な加熱入力を行へば完全s= 1プ
ラズマ配位ヘ自発転位することが 1次
元輸送解析モデ、ルの数値計算で見いだ

されている[1].

• Grad-Sharanov方程式の数値計算で，軸

対称配位における完全s=l配位が求

められた[1].

・自発電流による表面磁場が完全戸 =1
プラズマ配位を保持する機構と，超伝
導体がMeissner効果で、磁場を排除する

物理機構とが同ーと見なせる [2].

・LHD実験では磁場強度を通常値の
1/5 f"V 1/6に低下させてもベータ崩壊
の兆しは見られていない.すでに平均

ベータ値4%を超えた放電老実現した.

・LHDのダイパータ磁力線結合長は
10kmを超える [3].最外殻磁気面の外
側を走行しているこの磁力線が形成し

ているカオス磁力線領域にはプラズマ
が存在する [3]，[4].乙のプラズマ中で

は交換型不安定を引き起こす荷電分離

は，カオス構造磁力線を通じて中和さ

れるので，生じ得ない [5].

・パルーニング不安定に対しては，カオ
ス磁力線領域を離脱した磁力線が強い
安定化効果をもたらす. カオス磁力
線領域老離脱した磁力線は 1f"V 2mと

いう短距離で真空容器壁に固定されて
いる.磁力線の終端が導体壁で固定さ
れているときの安定化効果については

Kadomtsevが定式化している [6].

ヘリカル系平衡には磁気面の存在する領

域と磁力線が真空容器壁に到達する領域と

が混在する.よってプラズマの圧力を磁気面
の関数で記述できると先験的に仮定するこ

とはできない.この状況の下でプラズマの平
衡を解析するため，新しい理論解析の枠組み

を構築する.
ここでは，磁場Bがソレノイダル場 (V.

B=O)であることに着目する.すなわち，磁
場表現する独立な自由度は 2である.磁場

を独立な 2自由度を用いて表現する方法の

一つに磁気面関数vと磁力線を識別するラ
ベル αを用いる方法がある.

B= V'I'x Vα (1) 

しかしながらこの方法は磁力線がカオス

構造となるところで vおよび αが well-
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de自nedの関数とはならない.よってカオ

ス磁力線構造を本質的に随伴するヘリカル

系プラズマの平衡解析には別の方法を採用

する.

ソレノイダル場を表現する最も古典的方

法はベクトルポテンシァルを用いる方法で

ある.

B=V xA (2) 

磁場BとベクトルポテンシァルAとは線形

の関係式で結びつけられているので好まし

い.しかしながらこのままでは，本来2自由

度の Bを自由度が 3あるベクトル Aで表

現することになり Aは一意に定まらない.

すなわちAにはゲージの自由度が含まれる.

ここでは，具体的数値計算を最も簡単化する

ゲージを採用しよう.すなわち，ベクトルポ

テンシアルAの一つの成分を恒等的に 0と

する.このときのゲージはローレンツゲー

ジを拡張したゲージとなっていることが示

される(真空中では，両者は同一のゲージと

なる). 

第2節ではベクトルポテンシァルAの一

つの成分を恒等的に 0とする手法を用いて

Maxwellの方程式を書き換えよう.この書き

換えの一般性を確認するため波型境界を有

する導波管中電磁場の固有モード解析に適

用した計算機解析例を示す.第3節ではヘ

リカル型プラズマ平衡解析の第一歩として

ヘリカル型 Force-Free配位の平衡を定式化

する.まとめは第4章に記す.

2 2成分のベクトルポテンシ

アルによる磁場の記述

磁場は V.B=Oを常に満たすので自由度

は2である.よって，一般性を失うことなく，

任意の磁場は 2成分のベクトルポテンシア

ルで表現できる.ここでは波型境界を有す

る導波管中電磁場の固有モード解析を例に

とり，乙のことの妥当性を確認しよう.具体

的な計算を進めるため，座標系としては導

波管の管軸方向をz方向とする円柱座標系

(r， B，z)を用いて解析する.ベクトルポテン

シアルAを次のように二つの関数('1'，φ)で

ー、E
E
E
'
E
F
/

v
'
r
'
 

，，，
r

，，，
r

、，J

φ

V

{

 

/
I
B
E
E
-、

一一A
 

す表

(3) 

B ~Vφx Vr+ V'I'x VB (4) 
r 

1 f -a'l'jaz ¥ 
=干 aφjaz I (5) 

I ¥ a哩'jar-aφjraθ/

磁場に対するこの表式が電磁場の解析に有

効であることが確認できる.Maxwellの方

程式
θB 
ã~ = -V xE (6) 

δE 1 
均一一=--V x B -J (7) 。tμ。

を'1'， φで表現しよう .Faradyの式 (6)にベ

クトルポテンシアルを用いた磁場の表式(5)

を代入すると，

(aA _1 
0= V x↑五+E~ (8) 

となる.スカラー関数λ(ηθ，z，t)( =スカ

ラーポテンシアル)を導入すると積分できる.

aA 
E =-37-Vλ(9)  

電場に対するこの表式をAmpereの式(7)に
代入すると，

2 a'l' a2φ 
ムφ-τ一一一向μO~

a ・ r2aB -vr-v at2 
土I- 2 aφ a2'1' 
l ム'1' +τ一一一向μO~I --， r2 aB -vr-v at2 

0 

/δλ laφ1  a'l'¥ー
VI向μo一一十一一一十寸一一ー l一μoJ
. ¥ -vr-v at ' r ar ' r2 aB J げ

(10) 

を得る.ここで，演算子ムは次式で定義さ

れる.

~δ flaf¥1  a2f ， a2f 
ムf=r-卜 -:)J_ I +寸一寸+ーす (11)ar ¥ r ar J ' r2 aB2 ' az2 
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Ampereの式(10)の第三成分 (z方向成分)
は次のように"積分"でき，ローレンツゲー
ジを拡張した関係式が導かれる.

aλ 11oφ lo'll¥f  
向向一 =-1 一一 +τ-~~ 1+向 IJzdz ot ¥ r or ' r2 OθJ ' ，-v J 

(12) 
この表式を用いると Ampereの式(10)は次

の2個の式にまとめられる.

o2φ -:-_ 2 o'll r 
Eo向τ7=Aφ-τ~+向r I D.θdz at2 r2 oo ' ，-v" J 

(13) 
o 2'11 -:-___ 2 Oφf  

向 向τ:-? ム'11+τ一一μorI D.rdz ot 2 - - ， r2 O o ，-v" J 
(14) 

ここで，D.は電流Jの回転で定義されたベ

クトルである.

Q=VxJ (15) 

高周波電場の表式は次のようになる.

一物(均等+J)= 

ぶφ一説-rt(;会+ 思)

6'11+議-会(~会+ヰ)
-£(;雲+占禁)

(16) 

波型導波管中の固有モード解析でこの手

法の有効性を確認した [7].導波管の境界を

O=g(r，z) (17) 

とする.このときには導波管壁上での境界

条件はExVg=Oで与えられ，

OIl _ OIl 
= 一三E 一一三Ez (18) oz A..Jr or 

o = Eo (19) 

に帰着する.その具体的表式は

oagjla2Vla2φ a2
φl 

ー，‘一一一一一一一，
oz 1 r aoar r2 Oθ2 oz2 1 
og f 1 o2'11 ， a2φl 

一一〈一一一一+一一 > (20) 
or 1 r oOoz ' oroz J 

oa2V1a2Vla2φ  
= 一向μo~+--;;-~ 十一一一一。I“r2σ。2 ' roroO 

(21) 
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Figure 1:波型導波管中の固有モードの計算

機解析例.管壁の平均半径は Ro= 3.6M，波
型の振幅は I.4M，周期長はL=4mと仮定

している.この波型導波管中を方位角方向に

はf.= 1，管軸方向にはkz=O.4x 2π/Lの波

数で伝搬する固有モードの電界強度分布を

示す.図 (a)，(b)，(c)はそれぞれ，Ex，Ey，Ezを
示し，図 (d)はIEIを示す.このときの固有

振動数はω/c= 1.65764と計算されている.

となる.導波管内では電流が存在しないの

で(J=Oなので)，0=0となり，方程式(13，
14 )は'11，φを決定できる.数値計算の一例

をFig.lに示す.波型導波管中の f.iOモー
ドはTE波と TM波の結合が生ずる.Fig.lに

示したモードは準TM波である.

3 ヘリカル型 ForceFree配

位の平衡

ここでは，前節で示した手法-磁場を2成
分のベクトルポテンシァルで、表現するーを

用いてヘリカル型 ForceFree配位の平衡を
定式化しよう.基礎となる方程式は

J=μB (22) 

a斗岡、J



で、与えれる.μ は系の状態を定める固有値

(定数)である.磁場Bも電涜Jもともにソ

レノイダル場なので前節にも述べたように

その自由度は 2である.よって，ベクトルで

記述された関係式(22)のうちの2成分rお

よび θ方向成分を成立させれば，残りのz
成分は自動成立が保証される.よって，定常

状態における電流密度を記述する(16)およ

び，磁場の表式(5)の rおよび。成分を (22)

の rおよび。成分の表式に代入すればヘリ

カル系における Force-Free配位を決定する

関係式を得る.

-:-_ 2 a'P a (1 aφ1  a'P¥ 
ムφ一一一一一r";'"I一一一+一一一 lr2 aθδr ¥ rδr I r2 ae ) 

μ a'P 
(23) 

r2μo az 

6'P+議一五(~会+占禁)
μaφ 

r2μo az (24) 

プラズマ容器の形状を指定し方程式(23，24)
を適切な境界条件の下で解けばよい.

4 まとめ

磁場Bがソレノイダル場であること (V.B=

0)に着目し， 2成分のベクトルポテンシァル

で表現して電磁場を解析する新しい枠組み

を組み立てた.この手法をTE波と TM波の

混合が生ずる波型形状導波管内の固有モー

ド解析に適用しその一般性と有効性とを確

認した.

また，この手法がヘリカルプラズ、マの平衡

解析に有効であることをヘリカル型Force-

Free配位の平衡解析の定式化で確認した.具

体的計算機解析は今後の課題である.
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ローカルアイランドダイパータのダイパータヘッドに対する

電子@イオンの密度@エネルギー分布

総合研究大学院大学数物科学研究科核融合科学専攻 神保成昭

LHD磁場配位では周辺領域に m/n=1Ilの磁気島を生成してダイ

バータ配位(ローカルアイランドダイパータ:LID)にすることがで

きる。 LIDは閉じた磁気面と周辺の開いた領域を分離し、高効率の

粒子排気を用いて周辺温度を上げ、大幅な閉じ込め改善をめざす「高

温ダイバータ運転Jに重要な役割を果たす。周辺領域が高温になる

とそこで、の粒子輸送は新古典的効果が重要になってくる。

モンテカルロ法を用いて衝突を考慮した粒子軌道計算を m/n=1Il
磁気島を含む磁場中で行い、 LIDのダイバータヘッドへのストライ

クポイントを調査した。ここではヘッドの形状を単純化し、 (Fig.l)

磁場には真空磁場を用いた。テスト粒子はエネルギー一定とし、ピ

ッチ角散乱は一様とした。

ヘッドに対するストライクポイントのパターンを衝突頻度の大き

い場合 (Pfirsch-Schluter領域)を Fig.2に示した。テスト粒子は

コア領域のエ「ツジ、セパラトリクスに非常に近い磁気面上に一様に

配置し出発させた。ヘッドに到達した粒子は完全にヘッドに吸収さ

れるものとした。同様に衝突頻度の小さい場合 (11v領域)を Fig.3

に示す。ストライクパターンは大きく変化し、衝突の頻度によりア

イランドの構造がパターンに影響を及ぼすことが確認された。
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Fig.l 真空磁場とヘッド
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Fig.2ヘッドへのストライクパターン

(衝突頻度の大きい場合)
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Fig.3 ヘッドへのストライクパターン

(衝突頻度の小さい場合)
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「大型シミュレーション研究」報告会

粒子シミュレーションの HPFによる並列化

核融合科学研究所理論・シミュレーション研究センター

石黒静児

1.はじめに

周辺プラズマの電位構造形成、微視的不安定性に伴う構造形成、高強度電磁波とプラズ

マの相互作用などの研究において、大規模三次元粒子シミュレーションが非常に重要とな

っている。平成 15年 1月に更新された核融合科学研究所理論・シミュレーション研究セ

ンターの大型シミュレーション研究用解析装置(以下 SX-7)は、 5つのノードからなり、総

主記憤容量 1280GBytes、総合演算性能 1412GFlopsの性能を有する。この全システムを活

用したシミュレーションを行うためにはノードごとに分散した主記憶領域、 CPUを有効に

使うプログラミングが必要となる。そのための手段としては MessagePassing Interface 

(MPI)の利用があるが、分散した記憶領域間でのデータ転送指定など煩雑な作業を要する。

それに対して HighPerformance Fortran (HPF)では基本的には配列要素を異なった記憶

領域にどのように分配するかを指定することで、通信などを細かく指定することなく分散

並列化が行える。特に流体系のシミュレーションコードでは、大きなプログラム変更を行

うことなく、指示行の追加のみで分散並列化が行える。しかしながら、粒子シミュレーシ

ョンにおいては、そのアルゴリズムの特性上、プログラムの改変が必要となる。また、 SX-7

はベクトル並列機であるので、ベクトル性能を十分に発揮できるプログラミングが必要と

なる。

2.プラズマ粒子シミュレーションの並列化

静電粒子シミュレーションでは、荷電粒子の運動方程式

m今=引Eい)+吋(x))
dt~ 

と荷電粒子の作る電場を求めるポアッソン方程式

v2，=_丘
&0 

E=-VO 
を差分化して数値的に解いていく。図 1のように、(1)粒子座標から格子点での電荷密度を

求める、 (2)ポアッソン方程式を解いて格子点上での電位を求め、さらにそれから電場を求

める、 (3)格子点での電場からここの粒子に加わる力を求め、その力で粒子を加速し、移動

する、といった手順を繰り返す。この中で、(1)及び(3)の手続きがもっとも多くの計算機資
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源を要し、 (2)の手続きはそれらに比べると非常に計算量は少なし、。そこで(1)及び(3)の手続

きを複数の CPUを効率よく使って計算することが必要となる。 1ノードあたり 256GBytes

の共有主記憶領域、 32個の PEを持つという SX-7の特長を利用して HPFによる粒子シミ

ュレーションの並列化を行った。

図 1.粒子シミュレーションのア

ルゴリズム。

次

;n:; 

日

pe 

hpf 

一次元目

電子 | イオン

図2.粒子座標などを格納する配

列の構造。

B惨

粒子座標、速度を格納する配列を 2次元配列とし 2次元方向の大きさを PE数分とり、そ

の方向を HPFプロセス数分にブ、ロック分散する(図 2)。これに合わせて、(1)の手続きをベ

クトノレ並列実行するための作業用配列も粒子座標の配列と同様にブロック分散する(図 3)。

(1)の手続きのプログラム例を図 4に、 (3)の手続きのプログラム例を図 5に示す。

module 

real (kind=kreal)，save，dimension(npm，npe)::xぶz，vx，vy，vz

c-----work arrays 

real (kind=kreal)， save， 

& 

& 

dimension(O:ngxmx，O:n回rmx，O:ngzmx，lr，npe)

:: workp 

!hp時 processorsp(nhpf) 

!hpf$ distribute (へblock)onto p :: xぷz，VX，η;vz

!hpf$ align workp(脅yyy，i)withx(へi)
図3.粒子座標、速度を格納する配列及び作業用配列に関する指定。

また、 (2)の手続きの計算量は全体から見ると非常に少ないため、電場などの場の量は HPF
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分散させず、各 HPFプロセスで閉じ計算を行う。

t:IUUtIe 
!hpf$ independent，new(ipe，j ，kk，il，iu，n 1 ，nl，lr 1 ，ist， 

!hpf$& jx布;jz，ddx，ddy，ddz，nadd)

do ipe=l，npe 

!cdir novector 

do j=l，nl 

!cdir nodep 

do kk= 1， lrl 

u = ist + kk 

jx =xUi，ipe) 

workpG・x，jy，jz，kk，ipe)

& 

& 

= workpGx，jy，jz，kk，ipe) 

+(l.OdO・ddx)*(l.OdO・ddy)*(l.OdO・ddz)

!hpf$ independent， newupe，l，k，j，n，reduction(rho) 
do ipe = l，npe 

!c出rselect( CONCUR ) 

do k=O，ngz 

do 1=I，lr，4 

doj=O，ngy 

!cdir nodep 

do i=O，ngx 

rhou，j，k)= rhou，j，k} 

& + qdxdydz*(workpGj，k，l，ipe) 

& + workpG，j，k，l+ l，ipe) 

& + workpG，j，k，l+2，ipe) 

& + workpGふk，l+3，ipe))

図 4.粒子座標から空間電荷密度を求める subroutinecharge. 
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血恕d

!hp時 independent，new(ipe，i，jx，jy，jz，vxo， vyo， vzo，ddx，ddy，ddz 

!hpf$& ，aax，aay，vzn，vyy，vxx) 

do ipe=l，npe 

do i=itopp(ipe)，iendp(ipe) 

jx = x(i，ipe) 

vxo = vx(i，ipe) 

ddx = x(i，ipe)・JX

aax= 

& exGx，jy，jz) *U.OdO・ddx)合U.OdO・ddy)*U.OdO・ddz)+

& exGx，jy+ l，jz) 吋1.0dO・ddx)*ddy*U.OdO・ddz)+

& exGx+l，jぁjz) 吐dx*U.OdO・ddy)*U.OdO・ddz)+

.・・・省略・・・・・

aay= 

& eyGx，jぁjz) 吋1.0dO・ddx)吋1.0dO・ddy)*(1.0dO・ddz)+

図5.粒子を加速する subroutineaccel. 

lPe数 lNode数 恒pfプロ コンノ《イラ 降過時間 ドedstep jnsedstep 

|セス数 particle 

32 1 1 I3xhpf 2230 4.46 4.15 

64 回 出 ~xhpf 1464 2.93 ~.73 

96 3 3 txhpf 1240 ~.48 ~.31 

160 5 5 axhpf 1087 ~.17 ~.02 

表1.格子数 128X128X512、セルあたり 64個の電子及びイオン、全粒子

数 1，073，741，824個で 500ステップ実行した際の性能比較。

128X 128X512の空間格子、セルあたり 64個ずつの電子及びイオンによるシミュレーショ

ンを SX-7で利用する PE数を変化させた場合の結果を表 1および図 5に示す。 PE数にほ

ぼ比例して性能が向上していることがわかる。また、同じ空間格子数で、セルあたり 512

個ずつの電子及びイオンを用いた場合の結果を表 2に示す。この場合の総合性能は

224GFLOPSであり、これはピーク値の 15.8%にあたる。
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3.まとめ
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図 6.プロセッサ数に対する性能値。用いたパラメータは表 1と同じ。

1ノードあたりの主記憶容量が大きいという SX-7の特長を生かした、プラズマ粒子シミ

ュレーションコードの分散並列化を行った。粒子座標などを格納する配列を二次元配列と

し二次元自でプロック分散することにより、ベクトノレ化、共有並列化、 HPFによる分散並

列化を併用して効率的なコーディングを行うことができた。

表2.格子数 128X128X512、セルあたり 512個の電子及びイオン、全

粒子数8，589，934，592個で 500ステップ実行した際の性能。
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磁化プラズマ中フロー速度シアに起因する低周波不安定性

金子俊郎，松本範明，石黒静児へ畠山力三

東北大学大学院工学研究科電子工学専攻

核融合科学研究所理論・シミュレーション研究センター

1.はじめに

磁化プラズマ中において，磁力線に平行方向

のフローの流体的速度が，それと垂直方向で異

なる，いわゆる磁力線平行方向プラズマフロー

速度シアの存在が，低周波のプラズマ不安定性
に密接にかかわっていると考えられている 1)

引き起こされたプラズマ不安定性が，核融合プ

ラズマ閉じ込めに密接に関連しているといわれ

ている一方で，磁気圏や電離層などの宇宙空間

プラズマ内における乱杭現象や高エネルギーイ

オンの発生要因という報告があり，その重要性

が注目されている.東北大学ではこれまで.磁
力線平行方向のプラズマフロー速度シアを生成，

制御し.速度シア強度に依存してドリフト波不
安定性などの低周波不安定性が励起，抑制され

ること老基礎実験的に明らかにしてきた 2)

本研究ではその励起機構の解明を目的として，

実験では変化させることが困難なシア領域の幅，

および電子とイオンの温度比などのプラズマパ

ラメータを自在に設定可能である 3次元静電粒

子シミュレーションを行い，速度シア空間分布
形状等を変化させる乙とによって.それらの低

周波不安定性への効果を詳細に調べた.

2.シミュレーションモデル

シミュレーションは X，y， z方向の各境界が

周期的境界条件の， 3次元静電粒子シミュレー

ション (PIC，Particle-In-Cell)コードを用いて
行った.長波長の波動の観測のために，システ

ムサイズを Lx= 128入De，Ly = 128入De，Lz 
512入Deと大規模にしており，主記憧容量として
約300GBを使用している.乙こで，入Deはデ、パ

イ長である.イオンと電子の質量比はmi/me= 

400，電子サイクロトロン周波数と電子プラズマ

周波数の比はωce/ω'pe= 5，イオンサイクロトロ
ン周波数と電子プラズマ振動数の比はωci/ω'pe= 

0.0125，イオンと電子の温度比は Til乙=0.5， 
時間ステップ幅はtl.t= 0.1ωJとしている.磁

力線に平行方向 (z方向)にイオンフローが存在
し，乙のイオンフローを x方向に関して空間的
に変化させる乙とで，イオンフロー速度シアを

導入している.シミュレーションに適用したフ

ロー速度分布を図 1に示す.

フロー速度分布の形状は

Ix-64λT)o ¥ 21 
Vdi(X) = Vo り111 -exp (二ーで」三) 1 (1) 

l¥ XL / I 

で与えられ，vOlvte = 0.5は共通の値である.
ここで，Vteは電子の熱速度を表す.図 1の3通
りのフロー速度分布において，vtfVte = 0はフ

ロー速度が一様，すなわち速度シアの存在しな

い場合である.vtfVte = 0.2， 0.5は速度シアの
存在する場合であり，最大の速度シア強度はそ

れぞれ， I均/ω白 1=0.5，1.3である.初期状態
(ωpet = 0)において，このフロー速度分布をイ

オンに割り当て， 3通りそれぞれについてシミュ

レーションを行った.

0.6 

:10.4 
〉、、-
宅
〉

0.2 

常

図 1:イオンフロー速度の x方向分布.

3.結果および考察

図2に，kxPi = O，ky向 =-0.41，kz向 =0.034 
の波数成分における，空間フーリエモードの実

部(実線)および虚部(破線)の時間発展ω'pet= 

0-3300を示す. (a)は図 1の町/Vte= 0の
フロー分布を適用した場合のシミュレーション

結果である.フロー速度分布が平坦で，速度シ

アが存在しない場合では，ノイズレベルの揺動

は観測されているが，その揺動振幅は ωpet= 

0-3300の間でほとんど変化せず.不安定化し

ていないことが分かる.(b)はvtfVte= 0.2の場
合の結果である.速度シアが存在する場合では，

ωpet三1000の時間で揺動の振幅が緩やかに増
加している.また，この揺動のイオンフレーム

上の位相速度は Vph= 0.08vteと計算され，イ

オン音速の値 C8 = ..jTJ百五 =0.05vteと同程
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度の値であることから，イオン音波不安定性が

励起していると考えられる.(c)は町jVte= 0.5 
であり， (b)よりも速度シア強度が大きい場合

の結果である. (b)と比較して，揺動の振幅が

急激に増加している.乙のととから，イオンフ

ロー速度シアの存在がイオン音波不安定性の励

起に重要な役割を果たしていると考えられる.

(a) v¥/vte= 0.0 
O.刷lOlF '1 

;50蜘ドuτ℃ dhf吋

-0.側10--1ゐ0 2叩 3dmE
ω_t 

(b) v¥fvte= 0.2 
。印加1F ・.. 

~~O.蜘~-戸でい~/A
tロ l 、J 、、....:.."1

-0.醐161m2m3dm.
co.岨t

(c) V¥IY!陪=0.5 t'" 

0.0∞1 F"'""""・ー.一「アτ...，..司

:50仰い~\./ (¥I 

心蜘10--1叩 z向 ‘ 均0.

ωμt 

図 2:各フロー速度分布における密度揺動の空

間フーリエモードの時開発展.kx向 =o，kyρi=
-0.41， kzPi = 0.034. 

図3は，図 1のりdVte= 0.5のフロー速度分

布を適用したシミュレーションの，時刻ω'pet= 

4550における，x軸に垂直な 2次元断面上(y-z
断面)の電位分布である.それぞれ Zに関して，

(a)xj入De=49，(b)xjλDe=64， (c)xjλDe = 79 
における断面である.(a)および (c)では電位分

布に縞模様状の波面が見えるが， (b)ではこれ

が観測されず，電位はほとんど一様である.一

方，イオンフロー速度分布(図 1)を参照すると，

(a)および (c)は速度シア強度が最大となる zに

おける断面上の電位分布である. (b)は Zに関

して中央における断面上の電位分布であり.乙

の領域では局所的にフロー分布が平坦で.速度

シアが存在しない.すなわち，局所的に速度シ

アが存在する領域でのみ縞模様状の波面が観測

されている.従って，これは速度シアが局所的

に励起する不安定性に基づく波面であるととが

分かる.

また.図 3の (a)と(c)を比較すると.励起

された不安定性の伝搬方向が異なっている.図

1のフロー速度分布において，xj入De= 49と

xj入De= 79を比較すると，xj入De= 49では，
zが増加するとフロー速度が増加するのに対し，

xj入De= 79では xが増加するとフロー速度

が減少する.すなわち これらの各領域で互い

に速度シアの符号が逆である.従って，乙の不

安定性では速度シアの符号に依存して，異なる

伝搬方向のモードが励起されていることが明ら

かとなった.

さ

図3:x軸に垂直な2次元断面における電位分布.

(a)xj入De= 49， (b)xj入De= 64， (c)xj入De= 

79. vt!vte = 0.5. 

4.まとめ

磁力線平行方向フロー速度シアの低周波プラ

ズマ不安定性への効果を詳細に調べる目的で， 3 
次元静電粒子シミュレーションを行った.イオ

ンフロー速度の空間分布を変えることでイオン

フロー速度シア強度を変化させた結果，シア強

度が大きくなるとイオン音波不安定性の成長率

が大きくなる乙とが明らかになった.また x
軸に垂直な断面上の電位分布を観測した結果，

速度シアの符号に依存して励起される不安定性

の伝搬方向が異なるととが明らかになった.ま

た，この不安定性は速度シアの存在する領域に

おいて局所的に励起されることが分かった.

参考文献

1) G. Ganguli， S. Sli出.er，V. Gavrishchaka and 
W. Scal，田:Phys. Plasmas 9， 2321 (2002) 

2) T. Kaneko， T. Tsunoyama and R. Hatakeyama 
: Phys. Rev. Lett. 80， 125001 (2003). 
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Excitation of Polar Thermal Convection in a Rotating 
Spherical Shell 

N orio ISHlHARA 1 

Theory and Computer Simulation Center， 
Na七ionalInstitute for Fusion Science， 

Oroshi-cho 322-6， Toki， 509・5292，Japan 

The thermal convection in a rotating spherical shell or a rotating sphere with a spherically 

symmetric gravity force has been studied extensively as a fundarnental problem in geophysics 

and astrophysics. The convective flow in thc outer core of the Earth composed of liquid 

metals is a typical exarnple. It is believed that this flow causes generation and reversals of 

the geomagnctic field. However， the dynarnical relationship between the fluid rnotion and 
these geomagnetic phenomena has not becn well understood yet because high T，可lornumber 

and high Rayleigh number make the flow very cornplicated in both space組 dtirne. 

Thc purpose of this study is to clarify the dynarnical relationship. We performed direct 

numerical simulations of thermal convcction in a rotating spherical shell which is driven 

by temperature diffcrcnce between the inner and the outcr boundaries against a gravity 

force pointed to the systcm ccnter. Hcrc， we report the physical properties of convection 
when the convective state is far from the onset， at a relatively high Taylor number such 

that the convection ∞lumns extend to the outcr boundary along the rotation axis. There 

are four control p紅白netersin this systern; the radius ratio ηof the inner sphere to the 

outer， thc Taylor number Tα， the Rayleigh nurnber Rα， and the Prandtl number Pr. The 
Raylcigh number characterize溺 theonset of convcctioIl of the system. Here， we investigate a 

qualitative change of thermal convection depending on Rαup to 90 times the critical value 

Rαc (= 1.22 X 106)， while the other pararneters arc fixed such硝 Tα=1.6 X 106， Pr = 1組 d

η= 0.5. 

Simlation results arc summar包ed嗣 follows. When thc Rayleigh number is ne紅 the

critical， a convcctive flow is acti刊 onlyoutsidc the tangent cylinder (Figure 1). It is induced 

by several convection vortices which are elongated in parallel to thc rotation axis. This 

convection is stcady or quasi-steady. For the Rayleigh nurnbers exceeding around 5 times 

the critical， the convection is excited also inside the tangent cylinder， i.e. in the polar region. 

For the Rayleigh number bcyond 10 tirncs the critical， thc convection in the tangent cy1inder 
is morc activc th組 thatin the outside. It is turbulent and accompanied by high-temperature 

blobs which extend toward the outer boundary， contributing high heat transport. The ratio 

1 E-mail address:・i由ihara@toki.th田町'.ni色.ac.jp
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Figure 1. Division of a spherical shell. The tangent cylinder indicated by two dotted lines 

cuts the spherical shell into three domains， V!， ¥-乞組dV3， whose boundaries on the outer 
sphere are denoted by 81， 82，佃d83， resp田 tively.The domains V1四 d1令arecalled the 

polar regions and V3 the equatorial region. Likewise， 81 and 82 are called the polar surfaccs 

佃 d83 the equatorial surface. 

Figure 2. Rayleigh number dependence of the local Nusselt numbers. Solid and open circl田
一一(P) 一一:{~:represent the poluand the equatorial Nusselt numbers，Nu and lvu}，respectively. 

A solid and a dotted line rep町 sentthe power laws万五(E) αRαO却組d耳石(E) は RαO却

，respectively. 

Figure 1 

of strength of convection inside and outside the t叩 gentcylinder takes the largest value when 

the Rayleigh number is around 20 times the critical (Figure 2). At further high Rayleigh 

numbers， the convection field tends to be isotropic over the sphere. 
The more active convective motion in the polar regions excited at a range of Rayleigh 

numbers observed above is expected to play some important roles in the thermally driven 

MHD dynamo in a rotating spherical shell (Glatzmaier and Roberts， 1997; Christensen， 
Olson and Glatzm副er，1998; Kitauchi and Kida， 1998). The random and intermittent 

reversal of the dipole axis observed in the geomagnetic field is one of most relevant examples. 

It is an important difference between the polar and the equatorial regions that the latter is 

connected across the equator whereas the former is not. That is， the fluid motions in the 
northern and southern hemispheres tend to be strongly coupled in the equatorial region (n.b. 
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the Taylor-Proudman theorem)， whereas those in the polar regions are independent of each 
other. This suggests that the north-south symmetry is less robust in the polar regions than 

in the equatorial region. Therefore， if a strong magnetic field of dipole type is generated in 

the polar regions， then it is more likely for the axis of the dipole to reverse its direction. The 
MHD dynamo simulation to investigate this phenomenon is now under way， and the results 
will be reported elsewhere in the near future. 
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SPEC OMPのHPF化とその性能評価

坂上仁志

姫路工業大学大学院工学研究科

1. はじめに

現在.実用的な並列プログラミング環境としてMPI[1.2)..OpenMP[3). HPF[4-6)が存在する. MPIは.多く

の異なったアーキテクチャの並列計算機上で利用可能だが.ユーザがプロセッサ聞のデータ転送をプログラ

ム実行の涜れを意識した上で明示的に記述しなければならず.一般ユーザには敷居が高い.一方.OpenMP 

は一般ユーザーにも扱い易いように.従来の逐次プログラムに最小限の付加的な指示文老捕入するだけでプ

ログラムの並列実行を可能とするが，共有メモリ型の並列計算機でしか利用できない.これに対して. HPF 

はOpenMPと同様に指示文を用いたデータ並列言語であり.一般ユーザにも扱い易く，共有メモリ型の並列

計算機だけではなく分散メモリ型の並列計算機でも利用できる.このため， HPFは.今後並列計算機を一般

ユーザでも容易に扱えるツールとするために必要なプログラミング言語である.

核融合研に導入されているNECSX-7は32台まではSMPとして動作する.そこで，共有メモリ型並列計算

機システムの性能を評価するためにOpenMPで、記述されたベンチマークプログラムSPECOMP2001 [7)をHPF

に書き換えて性能を比較し. HPFの可用性と並列性能を検証することは興味深い.基本的には， OpenMPの

プログラムで並列化されている部分(並列領域)老HPFを用いて並列化する[8).併せて，コンパイラの自動

並列化の性能とも比較する.利用したコンパイラのオプションを以下に示す.

自動並列化:-P auto. OpenMP: -P openmp， HPF: -Mnoentry 

2. SWIM 

SWIMは差分法により浅水方程式を数値計算し，海水のシミュレーションを行うプログラムである.

SWIMのHPF化では，同ーの00ループ内で、結果を格納する複数の変数の添字が一致していない場合に並列

化を行うと効率よく実行されない問題が見つかった[8). これは， HPFで00ループを処理分割するときに採

用されているOwnerComputes Ruleが.同ーの00インデックスは同ーのプロセッサで実行するという効率の

よい並列実行の原則と矛盾しているためである.この問題は，配列の分散が00ループの処理分割に適して

いないことが原因で生じるため.ALlGN指示文を用いて結果を格納する配列変数の添字に合わせてデータ分

散老行うことで解決することができた.しかし，適切なデータ分散が00ループによって異なる場合.すべ

ての00ループに一つのALlGN指示文では対応できない.そ乙で.この問題は，主にALlGN指示文を用いて

解決し， ALlGN指示文のみで対応できない場合は効率を考慮にいれて別々の00ループに分ける方法を併用

することで解決した.以下の表にSWIMの実行時間と高速化率を示す. ‘ 

HPF OpenMP 自動並列化

台数 計測時間 高速化率 計測時間 高速化率 計測時間 高速化率

247.91 1.∞ 232.79 1.00 229.54 1∞ 
2 126.44 1.96 122.14 1.91 120.44 1.91 

4 65.33 3.79 65.14 3.57 64.16 3.58 

8 35.01 7.08 36.91 6.31 36.50 6.29 

16 21.06 11.77 22.80 10.21 22.53 10.19 

32 18.11 13目69 17.28 13.47 16.59 13.84 
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この結果より. HPFで、OpenMPと同等の並列性能が実現できることがわかった.また.このような単純な

プログラムの場合，コンパイラの自動並列化でも同等の性能が期待できることもわかった.

3. MGRID 

MGRIDはマルチグリッドで3次元のポテンシャル場を計算するプログラムである.

MGRIDでは大きな 1次元配列を主プログラムで用意し.副プログラムではその 1次元配列の一部を 3次元

配列として用いている.引数として渡す配列変数の次元数が呼ぶ側と呼ばれる側のプログラムで異なる，い

わゆる順序結合はFORTRAN77を用いて大規模なプログラムを作成するときには，よく用いられた. HPFは

並列化を行うためにデータ分散を行うが，データ分散を行った配列の順序結合には対応していない.とのた

め. MGRIDのプログラムはHPFの指示文を挿入するだけでは並列化できなかった.そこで，呼び出される側

での引数の次元数を呼び出す側のプログラムの次元数に合わせて定義し.呼び出されるプログラムで本来扱

う次元数で必要なサイズの配列を動的に用意し，引数からデータを複写して使用する乙とでこの問題を回避

した.副プログラムで扱う配列のサイズが呼ばれるタイミングで異なるために，副プログラムで用意する配

列は動的に確保するのが妥当である.なぜなら，配列は必要以上に確保すると処理の分割が均等にならない

ためである.以下の表にMGRIDの実行時間と高速化率を示す.

HPF OpenMP 自動並列化

台数 計測時間 高速化率 計測時間 高速化率 計測時間 高速化率

284.07 1.∞ 197.24 1.∞ 196.19 1∞| 
2 158.45 1.79 99.40 1.98 102.51 1.91 

4 92.88 3.06 50.68 3.89 57.28 3.43 

8 59.05 4.81 26.86 7.34 38.45 5.10 

16 43.85 6.48 19.45 10.14 47.78 4.11 

32 41.30 6.88 12.12 16.27 92.42 2.13 

この結果から.OpenMPに比べて1台での結果が劣っていることがわかる.とれは，元のソースと動的確保・

解放と複写を加えたソースをFORTRANとしてコンパイル・実行して比較した結果，配列の動的確保・解放，

データの複写が原因である乙とがわかった.また，コンパイラの自動並列化は台数が増加すると性能が極端

に悪化し. HPFでの実行時間より悪くなることもわかった.

4. APSI 

APSIは.3次元涜体を用いて数値計算を行い.湖環境における汚染物質の拡散をシミュレーションするプ

ログラムである.APSIでは. MGRIDと同様に大きな 1次元配列を確保し，副プログラムではその一部老多

次元配列変数として用いていた.この問題を解決するために，配列の動的確保・解放，データの複写を行っ

たのでは効率が悪い.APSIでは. MGRIDと異なって配列のサイズは呼び出し毎に変化しないため，大きな

1次元配列を解体して個別に配列を定義する乙とで並列化を行った.また.APSIでは，並列処理を行う次元

が並列化されている場所によって異なる場合がある. HPFではデータ分散を行っている次元でしか並列処理

ができないので.並列化に適した次元で適宜データを再分散しなければならない.乙のデータ再分散は.副

プログラム呼び出し時の引数再マッピングで対応した.以上により並列化されたプログラムの実行時間と高

速化率を以下の表に示す.

このHPFの結果は.OpenMPに近い性能は得られているが.詳しく見ると高速化率はOpenMPと同等だが，

実行時聞は長い.この原因を調べたところ. HPF化によりベクトル長が一部短くなっている点，プログラム

の並列呼び出し時に形状引継ぎ配列を用いてデータを渡しているが，そのときにデータの複写が行われてい
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る点が実行時間の増加を招いたととがわかった.

なお，コンパイラの自動並列化は正常に機能しなかった.

HPF OpenMP 自動並列化

台数 計測時間 高速化率 計測時間 高速化率 計測時間 高速化率

766.52 1.∞ 624.18 1.∞ ーーーーーーーー司画 ーー-ーーーーーーー

2 394.09 1.95 315.66 1.98 『ーーーーーーー_.・ ーーーー『ーーーーー

4 203.69 3.76 165.34 3.78 ーーーーーーーーー戸 ーー『曙圃'ーーーーー

8 111.25 6.89 88.29 7.07 ーーーーーーーーーー戸 ーー司ー司ー---ー

16 75.01 10.22 52.84 11.81 ーーーーーーーーーー ーーーーーーー・・ーー

32 77.42 9.90 44.74 13.95 ーーー岨司喧ーーー' ーーーーー喧ーーーー

一一
5.まとめ

SPEC OMP2001ベンチマーク中のプログラムSWIM，MGRIO， APSIをHPFで書き換え，実行時間と高速化

率を計測した.また，その中で明らかになった問題点の解決に取組み性能評価を行った.

SWIMのHPF化では，配列の分散と00ループの分割が矛盾する問題が見つかった.この問題は， ALlGN指

示文の利用と当該00ループを別々の00ループに分けるととで解決できた.この結果.OpenMPと同等の並

列性能が得られた.

MGRIOのHPF化では，呼び出し側と呼び出され側で引数の次元数が一致しない問題が見つかった.乙の問

題自体は，必要な次元数の配列を動的に確保し，その配列にデータを複写することで回避できたが，そのオー

パーヘッドが大きく，満足な高速化率老得られなかった.

APSIでは，引数の次元数が一致しない問題を配列の個別宣言で回避した.また，並列化を行う次元が異な

る場合が存在したが，乙れは副プログラム毎に適したデータ分散を指定して副プログラム呼び出し時に再マッ

ピングを行うことで， OpenMPと同様に異なる次元での並列化老実現した.乙の結果， 0凹nMPに近い性能が

得られた.
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並列DNSによる高レイノルズ数におけるMHD壁面興断乱涜に関する研究

東京理科大学・基礎工学部・講師佐竹信一

1. はじめに
乱流の直接数値計算は大型計算機の規模拡大とともにより大きなレイノルズ数の

乱流数値計算が可能となり、実際の工学機器のレベルに近づきつつある。実施者は、大
規模な乱流数値計算を行ってきた。さらに、高レイノルズ数の乱流現象に現れる大規模
乱流構造を理解するには、計算結果を局所的に可視化するのではなく計算領域全体を可
視化する必要がある。そのためには可視化システムに大規模なメモリーを必要とし、よ
り大きな可視化システムが必要である。-方、大規模の乱流計算において磁場が印加し
た計算は、行われた例がなく従来、低ハルトマン数、低レイノルズ数においての計算に
限られてきた。本研究では、 NIFS SX7をもちいて大規模乱流場に磁場を印加し
た高ハルトマン数、高レイノルズ数のシミュレーションを実施することを目的とする。

2. 現在までの乱流DN S (Direct Numerical Simulation) 

近年，著しい計算機の発達によって， Navier-Stokes方程式を近似することなく，
数値的に解く乱流の直接数値計算 (DirectNumerical Simulation: DNS)が可能とな
った.DNSは瞬時坊での任意の点での速度，圧力，渦度，温度を得ることが可能であ
り，近年の乱流研究の発達を促進させた.現在，壁面勇断乱流においてもっとも広く行
われている流れ場は1..平行平板間乱琉であり，図 lに見られるような研究が行われてい
る.この図では，横軸が，レイノルス数，左縦軸が，必要メッシュ数である.また，必
要メッシュ数をコンビュータのメモリーに換算した値が，右縦軸に示しである.必要メ
ッシュ数は，乱流計算の場合，コルモゴルフスケールだけ解像できることが必要である
ため R e 9/4 だけ必要とされるが，通常の計買においては，幸いにもコルモゴルフス
ケールの数倍のオ一、ーで散逸されているため，少なく設定できる.さらに，壁面勇断
乱流では壁方向には不等間隔格子を用いるため，さらに軽減できる.壁面勇断乱流の
DNSにおいて最初に行われたのは.Kim et al.(l987)からである.さらに 3年後にレイ
ノルズ数をあけ， 1 999年は Re_ 590 を達成している.同様な研究が日本では，
Kurodit. ~t-ai.(U)89) (1990)から始まり.Kawamura et al.(1999)により Re_ 640 
を達成している.形状は異なるが，同じ壁面勇断乱流である円管内乱流が‘Satakeet 
al.(l999))により Laufer の実験値に相当するレイノルズ数

1050. Rec 40000が達成された.このままの計算機の発達のペー
スを考えれは，次世代dペタフロップスマシンにおいて，単一ユーザLでのメモリーお
よびディスクの使用は，現在よりも増えることから，実施レベルでレイノルズ数 10万
が可能であると考えられる.

10 101'-"ぺ~ 1TB 

C 
Q) 

E 
Q) 

10
9 

ヨ.n8
0" 'v 
O 

O 

Pr = 0.02 -2 

O 

0:.:: ~ぷì"" Kawamura et al. (1999) 
包 卜 Ka噌炉問tal.(1~98) 0 /'  
.c 1" ぷ努F 、 回，
E 71 ぷゆ:7 ¥; .、?
コ10'E- W'- I a ¥  

FKim et al.(19fj7) 固句、 Moseret al.(1999) 
.s:: [ 可"-0.口¥

g ト ーFふす噛 Kim(1990) 
2 十Naet al. (1998) 

1061;- ..~'晶一一Suzuki -
Kuroda et al. (1995) Kawamura(1993) 

ノ |o Pipeflow. S醐 keet al.(2000) I 
10

5 Kuroda et al. (1989) 

456789  456789  

1~ 1~ 1~ 

Reb 

100GB 

10GB 

1GB 

100MB 

10MB 

Fig. 1 Previous DNS for Reyno1ds numbcr and Mesh number 

-71-



さらに、磁場に関してのシミュレーション例は少なく、さらに高レイノルズ数の場合、
図1中の必要メッシュ数よりも数倍多くとらなければならない。

3. 計算手法
D骨

壁面開断乱流に対する並列化の方法につい
ては一般にアルゴリズムの指針に閲する報告 -tu 

は少ない.本コードは自作であり並列化につ 3 
いても独自に考案され て い る 。 -. 

離散化手法:周期方向，スペクトル法，壁垂
直方向，差分法
時間進行アルゴリズム:非線形項及ひび、 MHD 山.り.陣

項.3次精度ルンゲゲ、クツタ法'粘性項，クラン
図2本コードにおける各機種別パフォーマンス

クニコルソン法
ソルバ一部のアルゴリズム:高速フーリエ変換. 3重対角行列解法(すべて自作のルー
チン群)
言語:F 0 R T R A N 9 0 (Module文を使用)
並列化言語:M P 1 (使用している主なライブラリーmpi_isend• mpi_irecv. 
mpi_allreduce)並列化方法等は，を参照.既存のマシンによるスピード比較ベンチマ
ーク 4並列における 1ステップあたりの計算，格子数=256x 128 x 128とした.このコ
ードは、地球シミュレータにおいては.すでに高レイノルズ世界記録を達成し、日刊工
業新聞平成 16年 1月 13日に掲載された。

!~ •••••••• 
----E・E・-

•••••• 
.... ，
 

•••• ••• •• 
.
 
，
 

4. 問題点

しかしながら、本年度に関しては、並列化がMPIで完全にできているにもかかわらず入出

力およびシェルの形式が異なるため、 SX-7で実行は不可能であった。分割入力も試みたが

無理であった。コード自体のコンパイルエラー等は、まったくなかった。

5. 今後の予定

次年度は、 HPF化老行い、大規模計算を実施したいと考えている。シェル形式も

N 1 F Sのフォーマットに従ったものがそのまま使えることなり、現在構築した印加磁

場なしのDNSの空間データをそのまま読み込むことができると考えられる。
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スペクトル法シミュレーションの高速化について

総研大D1、小碇創司

2004年 1月16日

空間軸についてスペクトル法(球面調和関数とチェピ、シェフ多項式)、時間軸について古典的半陰

解法 ("Crank-Nicolsonand Admas-Bashforth Method")を用いるシミュレーシヨンコードについ

て、その高速化を試みた。数値解法の側面からの高速化検討(時間積分法の理論的研究)および技術

的側面からの高速化 (MPIによる並列化)を行った。以下にそれをまとめる。

時間積分法

スペクトル法における時間積分には、 Crank-Nicolson公式と Adams-Bashforth公式とを組み合

わせた古典的半陰解法が広く用いられてきた。微分方程式ν'(X)= A y(x) + f(y(x))を解く場合、古

典的半陰解法は

1 

(_ Ah¥一1( ( _ Ah¥.  (3 _ 1_¥1 
ニ 1 1 ーす ~ 11 +τJ yη +hl"2ム-ψ-lH

となる。この公式は広い範囲の問題で良い性能を発揮してきたが、同時に、

-近似の性質から、高波数個IJの減衰が実際より明らかに弱くなる。

・本質的に線形多段法だから、 2次より高い精度の公式は避けられてきた。

など、の欠点を持っている。古典的半陰解法の優れた点を継承しつつ、欠点を解消した新しい時間積分法

の開発が必要である。このような問題意識に立って最近提案された方法として、 ELP(Exactτreatment

of Linear Terms)とかETD(ExponentialTime Differencing)とか呼ばれる方法がある。これらの方

法においては、微分方程式を

~h 

Y(Xn+d = eAhy(xn) + eAh I e-Ar f(y(xn + r))dT 

という積分方程式に変換し、 eAh，eArおよび積分演算はそのまま厳密に扱う一方で、 f(y(xn+ r)) 
を T の多項式精度で近似する。多項式近似を線形多段階法の様に(過去の値を用いて)行う方法とル

ンゲクッタ法の様に(予測値を用いて)行う方法とが想像できる。前者すなわち線形多段法タイプの

ものは、線形項近似(行列指数関数の近似)の低次極限として古典的半陰解法を含む。そういう意味

で、これらの方法は古典的半陰解法を継承するものである。本研究では、線形多段法型よりもさらに

精度や安定性が期待できるルンゲクッタ型のものについて理論的に調べた。その結果、

• ETD Runge-Kutta法は絶対収束幕級数を係数として用いるルンゲクッタ法であり、

・公式の係数と微分方程式右辺のフレッシェ微分とが可換性を持たないことに注意すれば、

根付木解析によって解析可能なものであり、

・時間積分公式に要求される基本的性質、すなわち、適合性と収束性老持つ

などが分かった。とのように理論が構成されると、様々な公式を論理的に(何らかの要請から)導出

することが可能になる。たとえば、プッチャー配列形式で書いて
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図 1:TSアルゴリズム

256 x 128 x 256および

120 512 x 256 x 512で醇価。
256‘平平議均崎512，"'.1&) .;1' 

)( i; 
E弱¥ 1∞ 町プロセスあたり性能は単調灘少。5'2，~'" 

調併

80 3 + 
O' 256 x 128 x 256は『、~ 、‘

BBTK 、... 

32並列で崎f'OJ60[GFlops]3、
E 

制品
町 512x 256 x 512は

.， m 32並列で f'OJ100[GFlops]位、
。 64並列位で峠f'OJ120[GFlops]。10 20 30 細田伺

プロセ見抜

図 2:評価

ユ Zk 1ヱ、 Zk 1 f ~ ~ Zk¥ 
Qn(Z) :=γ一一一=一、一=ー le一).ー l，QL:=仏 (ACih)白 (k+π)! Zn 白 k! Zn ¥ 包 k!} 

という公式は、 4段公式として、中間ステージの値および最終結果が可能な最高次数を持つ唯一のも

のである。

2 並列化

多ノードでも並列処理可能なように、自動並列化から手動並列化に移行した。並列化の方法は、

・論理プロセッサの接続モデルとしては、一階層のクロスパスイッチ接続モデルをとった。

• MPIを用いたが、プログラミングモデルはデータパラレルとした。

・データの分散はブロック分割とし、Transposeand Splitアルゴリズム(“TSアルゴリズム")

を用いた。

・プロセス間通信には、 MPI2の単方向通信機能 (MPI_Put)を用いた。

とした。 TSアルゴリズムは、図2のように、多次元配列をプロックに分けて、プロックの並列転送

によって行列の転置を行うためのシーケンスであり、クロスパスイッチのパイセクションバンド幅を

有効活用する方法として、通常用いられる方法である。現状の評価を図2に示す。固からわかるよう

に、並列度を増やしすぎると全体の性能が落ちるようになる。この問題を解決するには、論理プロ

セッサ接続のモデルを2階層』こする必要があると思われる。
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散逸粒子動力学シミュレーションによる

両親媒性分子の超分子構造解明

核融合科学研究所理論・シミュレーション研究センター 中村浩章1

1 はじめに

両親媒性分子の集合体構造の振舞いを調べるために、近年開発された散逸粒子動力学 (DPD)シ

ミュレーション [1，2， 3， 4， 5] を用いる。従来行われている全原子分子動力学 (all-atomMD)シ

ミュレーションでの計算限界は 10 n秒、 10nmで、ある。しかし両親媒性分子の超分子構造の

ダイナミクスは、それらより大きな時空間での振舞いになるため、 all-atomMDシミュレーショ

ンでは不十分である。そこで、 MDの組視化にあたる DPDシミュレーションを用いる

この DPDシミュレーションを用いた両親媒性分子の超分子構造ダイナミクスの研究は、我が国

でも行われている。例えば、溶媒中の理想化した両親媒性分子の集団は、ランダムもしくは 2つ

の平面状の二分子膜状態を初期条件から、一つのベシクルを構成するようなシミュレーシヨンが、

山本達により行われている [6，7]0 これにより、超分子構造形成シナリオを調べることができるよ

うになった。

本発表ではメゾスケ}ルでの両親媒性分子の超分子構造の振舞いとして古くから知られている

ヘキサエチレングリコールドデシルエーテル (C12E6) の相図 [8]の解明を行うため、 DPDシミュ

レーシヨン老用いて行う。との系の DPDシミュレーションは、 Jury達により行われており、実

験で分かっている相図を部分的に再現をしている [9]。本発表では、 DPDシミュレーシヨンを用い

て、相図のより広い部分の再現を目指す

2 計算アルゴリズム

両親媒性分子を構成する原子、および、溶媒分子数個を一つの粒子として粗視化して扱う。乙

の粗視化粒子は質量が同じであると仮定する。このように選んだ粒子の古典運動方程式老、速度

ベルレ法で数値積分し解いていく。粒子iに働く力fを次のように仮定する。

l= 兵c+丹+えD十円S」，

言』

J 予~.
、.，F

-
E
A
 

r--
、

ここで、円Cは保存力、芹はランダム力、 pDは散逸力を各々表す。これらは、粒子 iと粒子 j

の二体間力であることが、特徴である。さて、さらにこれらの力は具体的には、以下のごとくか

ける。なお、 R三R一円，さらに、町三|弓 LeiJ三r../ru と定義する。また、カットオフとし

てRcを導入する。

FC= -ay (1ーヘ /Rc)式 if ru < Rc， 
o if ヘ三 Rc，

(2) 

IてR_σω(ru)r'u (/A， (3) 

~一山舗;J 岨・ k.凶 11， .. '" I ~曹、 u d~ ・， JV 
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FD=-J m-σ2叫1'v)2 (孔汽)r: ， 
2kT 

乙こで、関数w(1')は以下の式で書ける。

(1 -1') if l' < Rc 
(1')ニ o if l' > Rc， 

さらに、両親媒性分子内で、隣接粒子聞には以下のような束縛力が働く。

R?=αd1'v -1'0)民 ifi is connected to j 

以上を用いて計算する。尚境界条件としては、周期境界老用いる。

3 計算結果

非イオン界面活性剤の C12院を、

溶媒(水)中にランダムに配置し

た初期状態から計買を始める。ま

た速度については、各粒子には、

系の温度に相当するマクスウェル

分布を満たすように与える。

最終的に得られる系の超分子構造

は、 C12E6の濃度、そして系の温

度に応じて、時開発展する。例え

ばC12E6の濃度が 50%の場合に

はヘキサゴナル構造、 65%ではラ

メラ構造を得た(右図)。これは実

験的に得られた相図と一致する。
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図:モデル化した両親媒性分子 (c12C6) の濃度による形態

(相)の変化溶媒と溶質の質料比が、川%(左)の時ヘキサ
ゴナル相になり、 ti" % (右)は、ラメラ相になる

(4) 

(5) 

(6) 
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磁気圏システムにおける磁気ヘリシティ輸送に関するシミュレーション研究

1.序論

広島大学大学院理学研究科 三好隆博

広島大学大学院先端物質科学研究科 草野完也

核融合科学研究所理論・データ解析研究系 林隆也

地球磁気閏サブストームは、地上磁場の擾乱やオーロラアークの急激な増光などを

伴う地球磁気圏で最もダイナミックな現象であり、太陽風一地球磁気圏一電離層結合

系における爆発的エネルギー解放過程である。それ故、サブストームの物理機構、過

程の解明は、太陽地球環境予測としてのみならず、複合系物理学としても大変重要な

課題である。これまでに国内外の多くの観測衛星が地球磁気圏内のプラズマ環境を計

測し、これらのデータを詳細に比較検討することによりサブストーム時のプラズマの

ダイナミクスに関する理解は着実に進展してきた。加えて、最近の計算機性能のめざ

ましい向上や新たな高度な計算手法の開発によって、上記研究により得られたサブス

トームの発達過程に対する見解を数値的に証明できつつある。しかしながら、サブス

トームの最も重要な問題であるオンセットのトリガ機構については依然として解明さ

れていない。

一方、太陽コロナプラズマ中においても太陽フレアと呼ばれる爆発的なエネルギー

解放現象が観測される。太陽フレアに関してもオンセット問題が非常に高い関心をあ

つめているが、最近になって、太陽フレアオンセットと太陽表面から入射される磁気

へリシティ符号の反転との聞の非常に良い時間的、空間的相聞があるととが指摘され

た(Kusanoet aJ. 2002)。この観測事実に基づき、 Kusanoら(2003)は磁気ヘリシティ消滅

に伴うエネルギー緩和の理論モデル(ヘリシティ消滅モデル)を構築し、数値シミュレ

ーションにより非常に大きな磁気レイノルズ数において突発的に磁気エネルギーが解

放される過程を再現した。

本研究の最終目標は、サプストームを磁気圏システムにおける自己組織化現象として捉

え、サブストームのオンセット問題をMHD緩和モデル、特にヘリシティ消滅モデル、の立

場から解明することにある。しかしながら、磁気圏システムにおいては内部にへリシティ

入射機構が存在せず、ヘリシティは太陽風、惑星間空間磁場(1M町との相互作用により入射

されると予想されるが、その生成機構、及び、輸送過程は全く不明である。そこで本研究

の第一段階として、 IMFとの相互作用による磁気ヘリシティの生成、消滅過程を詳細に調

査する。

2.シミュレーションモデル

本研究ではIMF-地球磁気圏相E作用のグローパルMHDシミュレーションを実施する。

それ故、基礎}j程式は磁気圏システムに共存する高、低ベータ領域を同時に解けるようポ

テンシャル磁場の寄与を取り除いたMHD方程式(Tanaka，1994)を用い、数値解法はHLL型

の近似リーマン解法(Harten，et al.， 1983)を採用した。計算格子は内部境界に適合し、各球

面上で同程度の解像度が得られるよう立方化球のトポロジーをもっ境界適合格子を利用し

た。内部境界(地球側の境界)では完全導体を仮定し、太陽側の境界を除く外部境界では物

理量の勾配が0となる自由境界条件を課した。一方、太陽側の境界条件として超音速のプラ
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ズマ流流入を考慮し太陽風パラメータによる固定境界とした。ここで、磁気圏システムに

おけるヘリシティ生成は磁気圏構造の朝夕非対称性と密接に関連していると考えられるた

め、 IMF無しのほぼ定常な磁気圏形成後、 IMFに朝夕成分を与え、 BF引 J2(nT)、By:5/J2
(nT)とした。この条件はIMFが南向きを維持しているサブストームの成長相に対応している。

3.結果、まとめ

本シミュレーションではIMF入射後、約48分でほぼ定常な磁気圏構造が得られた。この

時のグローパルな磁力線構造を図1に示す。内部境界の高緯度領域に起源を持つ磁力線が磁

気圏前面でIMFと磁気再結合を起こし、南北、及び、朝夕方向に聞いた磁力線構造が形成

された。一方、低緯度起源の磁力線は閉じた構造をしており、基本的には双極子磁場的な

構造であるが、磁力線構造の詳細に観測すると朝夕方向に対してゆがみを有していた。た

だし、磁力線構造が摂れ、朝夕非対称性が観測される場合においても、磁力線のトポロジ

ーが双極子磁場から変化しない限り、磁気圏内にヘリシティが生成されない。そこで、ト

ポロジ一変化を観測するため、閉じた磁力線の南北の根元の経度差を調査した(図2(a))。

その結果、磁気圏夜側領域において大きな経度差が生じていることが明らかになった。ま

た、昼側領域においても夜側と反対向きの僅かな経度差が生じていた。これらから、 IMF

と磁気圏の相互作用によりIMFの東西成分が磁気圏内に侵入し、磁力線のトポロジーが双

極子磁場から変化し、磁気圏システムにおいてヘリシティが生成されると考えられる。特

に、昼側と夜側で反対方向の経度差を有していることから磁気ヘリシティも異符号である

と予想される。そこでへリシティ分布を調査するため、磁力線毎のへリシティを評価する

必要があると考えられる。ただし、へリシティを定量的に評価する際、地球磁気圏におい

ては双極子磁場がポテンシャル磁場として存在するため、その寄与を除去する必要がある。

そこで、 H = f(A+A )'(B-Bp}lVで定義される相対磁気へリシティ (Be明， Field， 19 

84)を利用するごここで、 Ap、Bpはポテンシャル磁場のベクトルポテンシャル及びその磁

場ベクトルである。地球近傍では磁場構造はほぼ双極子磁場で与えられるため、 A口Apと

仮定し、磁力線毎にh= r A '(B -Bp )/IBldlを評価した。その結果、昼側と夜側で反

対符号のヘリシティを有ιている可能性がはっきりと示された。本シミュレーションは予

備的な計算のため計算精度も不十分であり、また、相対磁気ヘリシティの評価においても

Aの評価が不十分である。しかしながら、へリシティ生成の可能性は十分に示されたので、

今後、より詳細な計算を実施し、ヘリシティ生成の動的過程を調査する予定である。

(a) 
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九 t 叱 !

、、‘，
r

L
u
 

，，E
・、

塞窪磁器寄ぷ諮釘謙治、 必総磁器滋醤量密露軍調
九，.‘、、}白'

図 1:磁力線の大域的構造。左図は 3次元構造 図2:南半球内部境界における、 (a)北半

を示し、右図は太陽側から見た構造を表わす。 球における磁力線の根元との経度差、 (b)

青線は聞いた、赤線は閉じた磁力線。 近似的相対へリシティ分布、の投影図。
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有限ベータ負磁気シアトカマクプラズマのダブルテアリングモードの解析

影井康弘 1)、岸本泰明 1)、三好隆博 2)、石井康友 1)

1)日本原子力研究所那珂研究所、 2)広島大学大学院理学研究科

目的

高性能の核融合炉を実現する上で、高温(高ベータ)プラズマの磁気流体的 (MHD)不安定化現象の

物理的理解と制御手法の確立は不可欠である。簡約化MHDモデ、ルを用いた従来の解析は、 トカマクプ

ラズマに発現する非線形MHD現象に関して多くの物理的知見を与え、特に近年のダブルテアリン

グモードの解析においては、電流構造の局在化を通じて抵抗値依存性のほとんどない非線形爆発現

象が引き起こされることを明らかにした[1]。しかしながら、簡約化モテ、ルにおいては有限ベータ効

果が含まれないため、高ベータプラズマにおける各種の非線形MHD現象を雌密に理解・制御する

ためには、圧縮性効果を含む完全系のMHD方程式に基づく解析が必要である。我々の研究の目的は、

そのような完全系の抵抗性MHD方程式を数値的に解いて高ベータプラズ、マの非線形MHDダイナミクスを

解明することにあり、特に、負磁気シアトカマクプラズ‘マのダFプ、ルテアリング、モードの解析を目指している。本

講演では、我々が今年度新たに開発を進めた3次元非線形MHDシミュレーションコード-の解析手法と、当

コードを用いた抵抗性MHDモードに関する初期結果について報告を行う。

シミュレーション手法

電気抵抗の小さい高温プラズマにおいては、抵抗性MHDモードの影響はモードが特異性を持つ

共鳴磁気面近傍に限られる。そこで共鳴面近傍のモード構造を正確に捉えるために、本コードでは

平衡配位の磁束が一つの座標系を構成する、いわゆる磁気座標系 (r，(}， ψ) を用いた。基礎方程式

は、以下に示す完全圧縮性MHD方程式である。

まp=-V.(ρV)， 

会(pV)ベ {pV V)-V P+JXB+v V2 
V • 

会P=-V.(p判官一l)(PV.V一川，

~ B=-VXE 
dt 

J=VXB， E=-VXB+ηJ， 

、.
F

--且，e
・、

(2) 

(3) 

(4) 

h=BIIBI. 

空間微分の離散化については、 トロイダル方向、ポロイダル方向に対してスベクトル法を用い、径

方向に対して有限体積法を用いた。時間積分の離散化については、半陰解法[2]を適用した予測子修

正子差分スキームを用いた。初期条件には、 Grad-ShafIanov方程式から導かれる解析解と微小擾乱を

与えた。物理変数は、全て系の代表値で規格化されている。

シミュレーション結果・考察
大アスペクト比近似を施した円柱トカマク配位における抵抗性内部キンク不安定性の典型的なシ

ミュレーション結果を以下に示す。初期条件に

q(r)=O.5[ 1 +(rIOげr'2 (5) 

の分布を持つ解析解を与え、粘性率、電気抵抗率がそれぞれ v=1×10-6，η=1X 10-4
である

場合の磁気エネノレギーの時開発展を Fig.lに示す。はじめに、 m=lIn=lの不安定モードの線形成

長が見られる。 Fig.2は、 t/ TA = 80 (TAはAlfven時間)における r方向速度 κのm=l/n=l成分の

分布であり、成長する不安定モードがm=l/n=1内部キンクモードであることが確認される。この

モードが十分大きく成長すると、非線形カップリング効果によって現れる高次モードの成長が見ら
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れており、これらのモードが十分成長した後、閉じ込め構造が劇的に変化する様子が確認された。

典型的な例として、 v=l×10-4 ，η= 1 X 10-4 である場合の計算結果を示す。 Fig.3は、それぞ

れ電流密度、圧力のポロイダル断面分布の時開発展を表しており、初期のピーキングした電流・圧

力分布が、内部キンクモードの成長とそれに伴う非線形複雑現象を介して、平坦な分布へ変化する

様子が明らかにされている。これはよく知られた現象であり、本コードの妥当性を認めるシミュレ
ーション結果である。

次に、線形段階における m=l/n=lモードの電気抵抗率依存性を Fig.4に示す。成長率yは電気

抵抗率 ηのほぼ 113乗に比例しており、線形解析から計算される比例則に良い一致を見せている。電

気抵抗率が大きくなるに従って数値シミュレーションの成長率が低めに出ているが、これは、電気

抵抗率が大きいときには共鳴面付近の ηの効果が著しい領域が広がるにもかかわらず、解析的取り

扱いではこの領域が十分狭いとする近似を用いていることによる。
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結論

圧縮性効果を含む完全系の抵抗性MHD方程式を数値的に解く非棟形シミュレーションコード‘を開発し、

これを抵抗性内部キンクモードの解析に適用して開発コードの妥当性を検証した。その結果、線形段階にお

けるm=lIn=1内部キンクモードの成長、非線形カップリング、効果による高次モード、の励起、非線形段階に

おける電流・圧力分布の平坦化等のダイナミクス等が明らかにされた。また、線形段階の内部キン

クモードの成長率が電気抵抗率の 1/3乗に比例し、線形解析解によく一致することが確かめられた。

これらより、本コードが示す数値シミュレーション結果は、抵抗性MHDモードによる線形・非線

形現象を正しく反映したものであると判断される。今後、当コードによる負磁気シアトカマクプラズマ

のダブルテアリングモードの解析へと研究の発展が図られる。

参考文献
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[2] O.S. Harned and 0.0. Schnack， J. Comput. Phys. 65，57 (1986). 
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JT-60Uにおける高エネルギー粒子モード周波数掃引の

シミュレーション研究

藤堂泰 1)、篠原孝司 2)、武智学 2)、石川正男 2)

1)核融合研、 2)原研

IT-ωUの中性ビーム入射加熱プラズ、マにおいて、数 msの聞に周波数が上下に 10-

20%程度変化するアルヴ、ェン固有モード周波数帯の不安定性が観測されており、速

い周波数掃引モード(FastFrequency Sweeping Mode)と呼ばれている[1]0 実験データ

(E36379， t=4s)に基づき、粒子-MHDハイブリッドシミュレーション[2]を実行した。

高速イオン初期圧力分布に依存して、異なった位置と周波数にトロイダルモード数

n=lの不安定モードが現れた。その結果を Fig.1に示す。これらの不安定モードがト

ロイダル・アルヴェン固有モードであるならば、連続スペクトルギャップの幅が狭

まった位置(r/a，向0.8)に存在するはずであるが、全く異なった位置に存在していること

がわかる。さらに、位置と周波数が高速イオン初期圧力分布に依存に依存すること

から、これらの不安定モードは新しいタイプの高エネルギー粒子モード(EPM)である

と考えられる。

0.6 6 

0.5 5 

0.4 4 

5〈 03 3 .0 

0.2 2 

0.1 

o o 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

r/a 

Fig. 1.異なった高速イオン初期圧力分布について不安定化した高エネルギー粒子モ

ード(EPM)の位置と周波数、安全係数分布(点線)とトロイダ、ルモード数 n=lのシ

ア・アルヴ、ェン連続スベクトル(実線)。
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高速イオンの初期分布として、ビーム入射と衝突のみで決定される古典的分布を

与えた場合と、その分布形を保ったまま圧力を 2/5に小さくした場合について、非

線形発展を追跡した。前者の場合は周波数が単調に低下したのに対して、後者では

実験における速い周波数掃引モードと同様の周波数掃引が起こった[3]0Fig.2に周波

数スペクトルの時開発展を等高線で、示す。前者においては、プラズマ中心における

高速イオン圧力が 40%も減少するほどの高速イオン分布の大きな変化が起こり、

EPMの構造も大きく変化する。一方で、後者の場合には、高速イオン分布と EPM

の構造の変化はともに比較的小さい。両者の違いを区別する、高速イオン圧力の明

確な臨界値があるのだろうか。これは、その物理機構とともに、今後の重要な研究

課題である。
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Fig. 2.周波数スペクトルの時開発展。左図は高速イオン初期分布として古典的分布

を与えた場合であり、右図は初期分布として古典的分布の形を保ったまま圧力を 2/5

に小さくした場合。
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大型シミュレーション研究報告書

フィッシュボーン振動のシミュレーション研究

総合研究大学院大学博士課程2年塩崎優

フィッシュボーン振動の非線形時開発展について調べるため、 PDXトカマクの配位で

Particle-MHDハイブリッドシミュレーションを行った。そもそもフィッシュボーン振

動はプリンストン大学の PDXトカマクで、 NBI入射を行った際に初めて観測された。

磁場の激しい振動は繰り返し起き、各々のパーストでは周波数が減少していくことが分

かっている。これまでの理論的な研究ではフイツシュボーンモードは2種類知られてい

る。 1つは NBI入射によって生成された高エネルギー粒子がトーラスを歳差運動する

とき、アルヴェン波を励起する“precessionalfishbone mode" ，もう 1つは高エネルギ

ー粒子が背景プラズマの反磁性ドリフト周波数に近い速度で周回するときに生じる

diamagnetic drift fishbone mode"である。 Diamagneticdrift fishbone modeについ

ては、その周波数がアルヴェン波の周波数ギャップ帯にあると考えられており、摂動論

的な取り扱いができ、 Candyらによって非線形シミュレーションが行われた。しかし、

precessional fishbone modeの方はアルヴェン波の連続スペクトルから現れると考え

られており、これはモード構造を固定するような摂動論的な取り扱いはできない。今回、

我々はこの precessionalfishbone modeについて主にモードの飽和機構、高エネルギー

粒子の輸送機構を知るために、 self-consistentな非線形シミュレーションを行った。

このハイブリッドシミュレーションは高エネルギー粒子にドリフトキネティック方

程式を、バルクのプラズマには理想 MHD方程式を用いた。この仮定は高エネルギー粒

子の密度が背景プラズマに比べて非常に小さいときに妥当となる。空間、時間ともに4

次精度の差分で解かれ、時間発展に関しては Runge-kutta法が使われている。更に、

粒子部では粒子全部を解くのではなく、平衡状態からのずれの部分だけを重み関数とし

て表し、その重み関数の時開発展を解いている。そして粒子部分と MHD部分は電流密

度を通して結びつけられている。

PDXトカマクのシミュレーションパラメータは以下に列挙する。大半径1.43m、小

半径 0.44m、磁気軸での磁場は1.5T、プラズマ密度は5xl019m-3o プラズマ成分は背

景プラズマに水素、高エネルギー粒子については重水素としている。高エネルギー粒子

の初期分布は速度空間にslowingdown distributionで50keVの生成速度をもっている。

また、空間分布はq=l面でpressuregradient lengthが 15cmとなるようにしている。

高エネルギー粒子の仇(0)値が 0%、3%の2通りについてシミュレーションを行ったが、

ここでは3%の結果を示す。 Fig.lはradialvelocityの構造を示したものである。 q=

1面のところで 2stepになっているのが分かる。これはブイツシュボーン振動がある速

さ (.......18kHz)で周っているととを示している。 Fig.2は径方向速度成分の時間発展を

示したものである。
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モード構造 (radialvelocityなど)の観点から、フィッシュボーンモードがどのように

飽和していくかを調べることが今後の課題である。
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平面クエット乱流における縦渦の発達機構

総研大渡部威

1、目的

壁のある流れでは、縦渦やへアピン渦に代表される渦構造やストリークなどの秩序構造

が観測され壁近傍での乱流生成に大きく寄与していると考えられる。本研究は低圧力渦法

を壁のある流れ(平面クエット流)に適用しこの縦渦を可視化した。また特定の縦渦に着

目して生成、発達過程を調べた。

2、数値計算

考える系は平面クエット乱流で、これは2枚の無限に広い平行平板が互いに反対方向に

一定速度で動くときにその聞に置かれた流体に生じる乱流であり、主流方向、平板垂直方

向そしてスパン方向にx、y、z軸をとる。解くべき方程式は3次元のナビエ・ストーク

スの式で、実行された数値計算はフーリエ・チェビシェフ・フーリエのスペクトル法であ

る。時開発展計算にはクランク・ニコルソン法とアダムス・パッシュフォース法を用いた。

3、可視・解析結果

低圧力渦法により抽出された縦渦とストリークとの関連を見ると、ストリークのスパン

方向の不安定の揺らぎによる縦渦の成長など、いままで多くのシミュレーションや実験な

どで観測された空間構造が確認された.

また十分に発達したと思われる縦渦に着目し、時刻を遡ることによりその生成時からの

渦の時開発展の様子を調べた。渦の渦度は時間と共に増大し、その起因であろうと思われ

る伸張率も調べてみるとやはり時間とともに増大していることが確認された。物理的に渦

を引き伸ばす要因のーっとして平均流によるものが考えられる.そこで渦が平均流によっ

てパッシプに流された場合の伸張率を求めてみると、壁垂直方向の中央部付近の渦の伸張

率は壁付近の渦のそれよりもかなり小さいことがわかった。壁付近の渦の伸張の主な要因

はそこにおける強い鉛直シアーによる引き伸ばしであるが、中央部付近では鉛直シアーは

かなり弱まるためこの領域における渦自身の伸張を平均流の引き伸ばしの観点から説明す

ることは困難である。そこで、いままでは主流のy方向の変化について考えきたが、今度

はx方向の変化を考えてみる。そのため各格子点上でdu/dxを計算し、その等値面を

描いてみると du/dxの正の値をもっ領域を渦が貫いていることが確認された。さらに

重要なことは、その正の領域は平板に平行ではなくある傾きをもって分布し、渦もほぼそ

れに沿って存在していることである。換言するとこれは渦が流れ方向に引き伸ばされてい

ることであり、平均流による引き伸ばし効果の小さい中央部付近の渦の伸張に寄与してい

ることがわかった。(図1)
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4、今後の課題

最近、数値シミュレーションで理想的な状況ではあるが、乱流中に周期的な運動がある

ことが発見された。この周期運動の空間的構造は実験で見られるような構造もち、また定

量的にもクエット乱流のアンサンプル平均の性質と一致しておりいわば“乱流の骨格"と

みなされている。今後はこのシミュレーションのデータを用いて渦を可視化しクエット乱

流のアンサンプル平均の性質を渦(力学)の立場から解明して予定である。

ti醜管轄7

図1、縦渦と du/dxの等値線

細い線が可視化された縦渦で注目している渦は赤くて長い線のもの(正の

渦度)。適当な断面でみると、その渦はdu/dxが正の部分(赤領域)を

貫いているのがわかる。
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