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1 はじめに

球面上の直交関数系である球面調和関数は、球面

上の、あるいは極座標系を用いて記述された偏微分

方程式の解法を提供するなど、理論・応用の両面で

極めて重要な関数系である。これの一次元低いバー

ジョンは単位円上の三角関数系であるが、フーリ

エ変換に関しては FFT (Fast Fourier Transform)
という非常に有名かつ有用な高速アルゴリズムが

存在するのに対し、球面調和関数変換に対する高

速アルゴリズムの構築は長い間課題となっていた。

（従来の高速アルゴリズムの諸提案については論文

[1] を参照。）
これに対し著者らは FMM (Fast Multipole Meth-

od) を利用し、切断周波数 N に対して計算量が

O(N2 log N) となる高速変換アルゴリズムを提案
した [1]。本発表では、高速アルゴリズムの原理と
これまでの研究成果を紹介し、今後の展開につい

て展望を述べる。

2 高速球面調和関数変換法

球面調和関数展開の評価計算

g(λj , µk) =
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m=0
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gm
n Y m

n (λj , µk) (1)

について考える。ここで Y m
n (λ, µ) が球面調和関

数、gm
n が展開係数, λj と µk は評価点の座標（緯

度・経度に相当）で、それぞれ O(N) 点あるとす
る。すなわち、球面上の格子状の O(N2)点上での
関数値の評価計算である。関数値から展開係数を

求める展開計算も、以下の計算に対して行列転置

に相当する変更を行えば同じ計算量で実現できる。

球面調和関数は三角関数とルジャンドル陪関数

の積で表現できるから、上記の計算 (1) は
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g(λj , µk) =
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gm(µk)eimλj (3)

のように分けることができる。ここで Pm
n (µ) は

ルジャンドル陪関数である。後半 (3) はフーリエ

変換であり、FFT により O(N2 log N) の計算量
で計算することができるが、前半 (2) はそのまま
計算すると O(N3) の計算量が必要である。
ルジャンドル陪関数は超球多項式 qm

n−m(µ) と

Pm
n (µ) = cm

n Pm
m (µ)qm

n−m(µ)

(cm
n は定数) なる関係があるから、ルジャンドル
陪関数で展開された関数 gm(µ) は

gm(µ) = Pm
m (µ)ω(µ)
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のようにすれば多項式と同様に点 {µi} での関数
値から他の点 µでの関数値を「内挿」で求めるこ

とができる。ここで

ω(µ) =
N∏

i=1

(µ− µi)

ωi(µ) = ω(µ)/(µ− µi)

であり、標本点数 M は次数にあわせて M = N −
m + 1 ととる。ω(µ) と ωi(µi) の値をあらかじめ
計算しておくとすると、内挿計算は FMM (Fast
Multipole Method)を用いて O(N) の計算量で計
算することができる。従って、最初に M 点の関

数値を計算し、次にそれを O(N) の計算量で高速
に内挿するのが効率的である。

さらに最初に必要となる M 点での評価につい

て式 (2)の総和を半分ずつに分割し、それぞれに再
び「評価して高速に内挿」という方式を適用する。

これを再帰的に行う（いわゆる分割統治法）と、再

帰の各深さでの計算量が O(N)になり、O(log N)
段の後には O(N) 個の定数サイズの問題に分割
される。従って、O(N log N) の計算量で式 (2)が
計算できる。これをすべての 0 ≤ m ≤ N に対

して適用すれば、球面調和関数変換 (1)が計算量
O(N2 log N)で実現できる。実際には多項式内挿へ
の帰着と FMMの計算量を確実にするために split
Legendre functionというものを導入しているが、
これについては論文 [1] を参照されたい。
提案手法による高速ルジャンドル陪関数変換アル

ゴリズムの実装は著者の前任地である名古屋大学の

ホームページ http://www.na.cse.nagoya-u.ac.

jp/~reiji/fltss で公開している。



3 誤差と安定性

提案手法の高速性の源は FMMであるが、FMM
は近似アルゴリズムであり、精度 ε によって計算

量が O(N2 log N log(1/ε))のように変わってくる。
提案手法では分割統治のたびに FMMが必要であ
り、これらの FMM を一律に高精度化すれば確か
に球面調和関数変換全体の精度が改善されるので

あるが、実際には個々の FMMによって精度が結
果に影響する程度が異なる。そこで、個々の FMM
の精度が結果に影響する程度を定量的に評価する

ことにより、個々の FMM の精度ひいては全体の
計算量を最適化することが可能である。我々の高速

変換法はかなり複雑なアルゴリズムであるが、論

文 [2] では現実的な計算量で誤差の解析と精度の
最適化を行う手法を提案した。

比較的有名な既存の高速球面調和関数変換アル

ゴリズムに FFTに基礎を置く D-H 法と呼ばれる
ものがある ([1] 参照) が、これは数値的に不安定
である。我々の手法は D-H 法に非常によく似て
いるにも関わらず数値的に極めて安定である。こ

れは FFT が等間隔サンプリングを仮定している
のに対し FMMが任意の点の分布に対応できるこ
と、そして我々の手法は内挿を安定化するような

機構を盛り込んでいることによっている。安定性

の解析は誤差解析よりもさらに難しいが、論文 [3]
には現時点までに得られた知見をまとめてある。

4 偏微分方程式への応用

球面調和関数変換の重要な応用は球面上あるい

は球座標による偏微分方程式の数値解法である。

これに関して Williamson らが球面上の偏微分方
程式の解法の評価のために、浅水方程式のテスト

セットを提案している。このテストセットは簡単

なものから複雑なものまで 7 種類の問題からなっ
ているが、著者は前掲のウェブページで公開して

いるルーチンを用いてこれらの問題を解き、非常

に安定した結果を得た。実用上問題になるような

点は現在まで全く見つかっていない。

興味深いことに、上述の誤差制御のおかげで我々

のルーチンは誤差が空間的に一様に分布しており、

これは従来手法の場合にルジャンドル陪関数の絶

対値に依存して誤差が局所的に発生するのと対照

的である。これらの結果は論文 [4] として発表す
ると同時に、前掲のホームページでも詳細を公開

する予定である。

5 展開

我々の高速変換法のキーアイデアは、変換計算の

一部を多項式内挿に帰着させるところにある。こ

の帰着はルジャンドル陪関数に限らず、（数値的に

安定な）3 項漸化式を持つ通常の直交関数系すべ
てに原理的に適用可能である [1, 3]。
さらに、一般化 FMM [5]を用いれば多項式内挿

に帰着できないような場合にも適用が可能となる。

一般化 FMMはルジャンドル陪関数変換に対して
も split Legendre functionが不要になるという利
点があり、これにより数値安定性の改善と、最大

1.5 倍程度の高速化が期待される。一般化 FMM
による高速変換ルーチンは現在開発中で、講演で

はその状況を報告する予定である。
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