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はじめに

微分方程式の数値解法に関する研究の流れの一つに，解の近似精度を向上させるだけ

でなく，数学的に信頼できる計算方法を確立しようというアプローチがある．本論文で

は，多くの研究の中で幾何的数値積分法を取り上げ，幾何的数値積分法の一種であるシ

ンプレクティック数値積分法（ ）と全保存型差分法（

）を対象に，一般相対論的な運動方程式の数値シミュレー

ションを例に特性の違いを論じる．そして を拡張する時間対称全保存型差分法

（ ）を提案する．

本論文で扱う問題は，ハミルトンの正準方程式

に対する初期値問題とする．ここで， は位置座標成分， は に対応した運動量成分，

はハミルトニアンと呼ばれるスカラー関数である．このような場合の微分方程式の数値

解法は，数値計算の刻み幅 を定めて連続的なパラメータ を離散化し， での位置



及び運動量

から， での値

を求めることが目的となる．この時，

次元位相空間の中で， はシンプレクティック性という位相空間内での体積と解釈でき

る量を保存する．一方， は，少なくとも自由度の数と同数の保存量を保存することを

特徴とする． は，ハミルトニアンさえ存在すれば必ず適用できる汎用性を持つ一方，必

要な保存量が保存されなくなり不正確な解を計算する場合があることが指摘されている．

は，問題設定が適切ならば刻み幅の大きさに関わらず連続的なパラメータにより計算

した場合と同じ解を計算できる．しかし全てのハミルトニアンに対し必ず良好に適用でき

るかどうかは明らかにされていない．

そこで本論文では，近似としてニュートン力学を含む一般相対論的力学のハミルトニ

アンに対し と を適用して数値計算を行い，結果を考察する．そして の精度

が不十分な問題に対し，それを解決するための を提案する．以下，本論文では，

， ，という記法を用いる．

ハミルトンの正準方程式に対する数値解法

ハミルトン系に対するシンプレクティック数値積分法

幾何的数値積分法には，シンプレクティック性と呼ばれる位相空間内での体積に相当す

る量を保存するシンプレクティック数値積分法 ，計算した位相空間内での軌道

に対し， と刻み幅の符号を逆にし，軌道の終点から逆に始点に向かって軌道を計

算した場合に解集合として同じ軌道が計算される時間反転性を保存するシンメトリック法

など，多くの方法が提案されている ．本論文では， を組み合わせて精度を上げ，

かつ時間反転性を保存させる対称合成法を用いる．これにより，物理学的な基本原則であ

るエネルギー保存則と時間反転性が良好に満たされる．この対称合成法は，以下のように

構成される．

まず，シンプレクティック・オイラー法及びその随伴スキームを次のように定義する：

これらの手法の精度は 次であるが，本研究では次のようにスキームを実行することで，

次の精度のスキームを得ている：

このようなスキームの構成法は対称合成法と呼ばれており，合成前の各スキームの次数が



奇数の場合は合成後は次数が偶数になり精度が 次上がる，合成後のスキームはシンメト

リック法になる，などの特徴がある ．

系に対する全保存型差分法

全保存型差分法 は，ハミルトン系の中の部分クラスである 系に対する正準

方程式の離散化法の一つで，系の自由度の数の保存量を全て保存することを特徴とする．

系の定義は，以下のようなものである．

ハミルトニアンが以下の形を取る

以下の条件を満たす 行列 が存在する

（ ）成分 は座標成分 のみに依存する

（ ）任意の について，クロネッカーの を用いた次式が成り立つ

このような 系のハミルトンの正準方程式に対し，以下のような差分スキームが

である：

ここで，関数 及びその中で用いられる保存量 は次式で定義される：

．

差分スキーム（ ）はハミルトニアン（ ）に対する正準方程式の 次近似であり ，

打切り誤差に対する精度は 次である．これは ， 及び を刻み幅 によって

テイラー展開し，式（ ）に代入することで示すことができる．

相対論的運動方程式に対する差分スキーム

シンプレクティック数値積分法による差分スキーム

本論文では， の実装としてシンプレクティック・レイトレーシング法 を用いる．

シンプレクティック・レイトレーシング法は，ハミルトニアンをスカラー関数として評価



するサブルーチンを実装すれば数値積分によるシミュレーションが可能なので，ハミルト

ニアンの選択だけが問題となる．

本論文では，球対称の重力場を表すシュヴァルツシルト時空のハミルトニアン

を用いる．ここで， は 次元極座標系での座標成分， は座標成

分に対応する運動量， ， はブラックホール半径と呼ばれ，ブラックホールの

質量によって決定される定数である．単位は，相対論のシミュレーションでしばしば用い

られるように，光速と重力定数を とおく幾何的単位系 を用いる．ただし，

球対称性を要請することにより時空が静的になるため（バーコフの定理 ）， 次元座標

のうち時間 は陽にハミルトニアンの中には現れない．シュヴァルツシルト時

空は相対論的ケプラー問題に対し通常用いられる時空であり ，一般性を失わずに初期

値として とおくことで 次元平面状の軌道を計算する問題として式（ ）を扱

うことができる．また，本論文ではシュヴァルツシルト時空の原点近傍をブラックホール

と呼ぶ．

全保存型差分法による差分スキーム

シンプレクティック・レイトレーシング法ではハミルトニアンを選択するだけでハミル

トン系の軌道計算が可能だが， ではそのようなシステムは開発されていないため，ハ

ミルトニアン（ ）より差分スキームを導出する．また，本論文では前節最後に述べたよ

うに と を定数として扱い平面状の軌道計算のみを実験対象とするので，座標成分は

のみを扱う．すなわち，ハミルトニアンは

となる．このハミルトニアンを用いた時間成分を含めた 次元時空での運動方程式には，

ハミルトニアンの値，運動の軌道に沿ったエネルギー及び角運動量の つが保存量として

付随する．本節では，この つの保存量を持つ差分スキームを導く．

シュヴァルツシルト時空は，式（ ）の形より 系であり，式（ ）に表れる

関数 と は

である．対応する 行列の例としては



が取れる．ただし，式（ ）は 種類の特異点集合を持つため，評価に注意する必要が

ある． つは の点で，シュヴァルツシルト時空の本質的な特異点であり，現代物理

学では定義されていない．もう つは で，こちらは見かけの特異点として知られ

ており，座標変換によって取り除くことができる．例えば

という変換を導入することで，次のようなハミルトニアンを得ることができる：

しかし式（ ）は 系ではなくなるために を利用することができなくなる．

また， の真の特異点は除去できない．そこで本論文では，文献 のアルゴリズム

に従い，別な方法で特異点を取り除く．

まず， 行列（ ）に対応する双対行列を求める ．双対行列は，元の

行列と双対行列によって決まる正準変換 によって，ハミルトニアンから特異点が消え

るように定める．本研究では，次のような双対行列を用いる：

双対 行列（ ）により正準変換のための関数 が決ま

り，ハミルトニアンは次のような特異点の無いハミルトニアンに変換される：

次に，変換したハミルトニアン（ ）を用いて元のハミルトニアン（ ）と同じ運動

を記述する運動方程式を導くために，一般化ハミルトニアン を求める．ハミルトニ

アン（ ）に対する一般化ハミルトニアン は，シュヴァルツシルト時空においてハ

ミルトニアンが保存量であり，運動物体の質量を とするとハミルトニアンの初期値が

であることを用いて

と計算できる．一般化ハミルトニアン（ ）は

と書けるので 系であり，式（ ）に対応する関数は



である． ， より，ハミルトニアン に対する保存量は

となる．これらの保存量を用いて，全保存型差分スキーム（ ）を構成するための関数

は次のように定義される：

．

そして， ， を用いて全保存型差分スキーム（ ）を計算し， を展開す

ることで，以下の差分スキームを得る．

ここで， である．

数値実験例

光子（質量がゼロの粒子）の場合

前節までに導いた と を用いて，本節では質量がゼロの粒子である光子の運動方

程式の解軌道を計算する．なお，質量を持つ粒子の計算結果は次節で示す．数値実験で

変化させるパラメータは，粒子の初期位置 ，初期運動方向 ，

差分化の刻み幅 である．一般性を失わずに簡単にするため，ブラックホール半径は

とする．ブラックホールは座標系の原点に存在し，その周囲での粒子の運動を調

べる．ハミルトニアンは， に対しては式（ ）を， に対しては式（ ）を用いる．

その結果， ， のどちらも陰的なスキームが導出されるため，解はニュートン法を用

いて計算する．解は，各成分の変化量の合計が （実験に用いた

の 言語の の約 倍）より小さくなった場合に収束したと判定し

ている．ニュートン法に必要なヤコビアンは，各スキームの式より自動微分法 によ

り計算している．



まず は，原点からブラックホール半径の 倍だけ離れた地点

から，原点を中心とする円の接線方向 に光子を発射させた場合を示してい

る．一般にハミルトニアン（ ）から導かれる運動方程式の解は楕円関数を使って表さ

れるために結局は数値解法を用いないと運動の軌道は計算できないが，この初期値の場合

は例外的にハミルトニアンの形から軌道が円になることが分かるため，数値計算の正しさ

の予備的な検証が可能である．刻み幅が の場合，左図より も も円軌道

を描いているのが分かり，右図よりハミルトニアンがゼロに保たれていることが分かる．

また， の場合も， と ともに，刻み幅が大きくても刻み幅が小さい場合の

軌道上に乗っていることが分かる．



は，初期位置 から初期方向 に光子を発射した

例である． の場合は と で軌道の違いは確認できない． の場合

は，光子がブラックホールに近付くにつれ， による計算結果では右図のハミルトニア

ンの値が変動していることが分かる．しかし の場合， より の方が最終的

に の場合より軌道が離れている．これは光子の軌道が周期を持たない場合，局

所的な精度の効果が大きく表れるためで， 次の精度の の方が 次の精度の より

も大域的な誤差が小さい結果となるためである．

テスト粒子（質量を持つ粒子）の場合

テスト粒子とは，質量を持つが自らの質量が作り出す重力場は無視できるようなブラッ

クホールに比べ軽い物体のことである．また，テスト粒子の場合はハミルトニアンの値は

常に負になる ．そしてハミルトニアンの値はテスト粒子の質量に依存するので，光子の

場合と比べパラメータとして質量 が増える．

は，初期位置 から初期方向 へ質量

のテスト粒子を発射した例である．この初期値では，粒子はブラックホール周囲

を円に近い軌道で 周してから離れていく．右図は，ハミルトニアンの値の初期値からの

差を示している． では による結果は正しい軌道を描いているが， による

結果は全く異なる方向に発散している． では， により計算された軌道は， 週

することもできずにブラックホールから離れている． による結果は，最終的に正しい

軌道からは異なる方向に発散しているが，円に近い軌道で 周してから左方向へ発散する

という意味では に比べ正確な軌道を再現していると言える．

次に は，初期位置 から初期方向 へ質量

のテスト粒子を発射した例である．この場合は粒子の軌道はブラックホールの

重力により大きな摂動が発生し，楕円軌道の軸が移動する． では， と の

計算結果は同じ軌道を描いている． では，精度の違いにより の方が

の場合よりも軌道のずれが大きくなる時があることが確認できる．ハミルトニアンは，

の による計算ではブラックホールに近づくにつれ初期値からのずれが大きく

なっている． の場合は，いずれの場合もハミルトニアンの値はマシンイプシロン程度

のずれである．

考察

前節で見たように，可積分系の特性である保存量を よりも の方が良好に保存す

るにも関わらず，数値実験によると の精度が 次のために相対論的運動方程式を数

ハミルトニアンの各項の符号の取り方に依存し，常に正とする場合もある．



値的に解く場合，数値解の精度が下がる場合がある．両者の違いは，実験で使用した 次

の が可積分系の全保存量を保存するとは限らないことの他に， が時間反転性を保

存しないという点がある．一般にエネルギー保存系のハミルトン力学の運動方程式は，時

間反転に対し解軌道は不変である．しかし今回用いた 差分スキーム（ ）は，その

形から基本的な物理原理である時間反転性を保存することは保証されないことが分かる．

そこで，シンプレクティック・オイラー法を随伴スキームを用いた対称合成法で時間反転

性を持たせたように， にも時間反転性の保存を持たせるよう改良する．

まず，シンプレクティック・オイラー法の場合と同様に必要な， 差分スキーム（ ）



の随伴スキームは以下のようになる：

従って，与えられた を にしてスキーム（ ）と（ ）を実行することにより，対

称合成法による時間反転性を保存する を定義できる．これをシンメトリック全保存

型差分法（ ）と呼ぶことにする．た

だし，本論文中で述べたような 行列の双対行列を用いてハミルトニアンを変換す

る場合は， を実装する際に刻み幅 が可変となることに注意しなければならない．



次数 ハミルトニアン誤差 時間反転性

保証する

保証しない

保証する

次に， の性能を確認するために， 次の精度の に比べ 次の精度の によ

る数値解の誤差が大きい場合があった光子の軌道計算例の 及びテスト粒子の軌道

計算例の に用いられたパラメータと同じ値を使い， の代わりに を用い

た結果を以下に示す．まず，光子がブラックホール近傍を通り過ぎる と同じ初期

値で， を用いると のような結果が得られる． 及び の刻み

幅について， では全く同じ解軌道が得られていることが分かる． によると，

と同じ精度の による計算結果は，刻み幅が大きくなると刻み幅が小さい場合と

比べずれが生じている．次に，テスト粒子の楕円軌道の軸が変動する と同じ初期

値で， を用いると のような結果が得られる． の による数値

解軌道も， の計算結果に比べるとずれが確認できるが， は精度が 次の

ため よりは を用いた計算結果との差が少ない． の の結果

は，完全に重なっている の 及び の軌道に常に沿うような軌道を描

いている．

以上，可積分系の全ての保存量に加え，基本的物理原理である時間反転性を保存する

を導き，その効果を数値的に確認した．数値実験に用いた 種類の数値解法の特

性を表 に示す．

おわりに

本論文では，可積分な一般相対論的運動方程式に対する と の数値実験を示し，

打切り誤差に対する精度により運動方程式の解軌道計算に誤差が生じることを確認した．

そして の精度を向上させる を提案し， よりも精度が高く時間反転性を保

証し，精度が等しい よりも正確に軌道が計算できることを示した．

今後の課題として，軌道に対する大域的な誤差やハミルトニアン以外の保存量に対する

誤差の解析， 及び の安定性解析，極座標以外の座標系を用いた場合の評価な

どが挙げられる．また，相対論的運動方程式に対する座標系の選択方法やハミルトニアン

の変換方法など，より適切に全保存型差分法を適用する手法の検討も必要である．
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