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あ ら ま し

スーパーコンピュータの計算結果を画像や動画にして視覚化する技術が可視化である。

「京」による数千～数万並列の超大規模並列計算結果の可視化には，大量の計算結果デー

タを高速に描画する処理が求められる。計算結果ファイルを可視化サーバへ転送する従

来の手法では，大量の計算結果ファイルの再構築や転送など，実現困難な多くの課題が

生じる。

本稿では，これらの課題を解決して「京」の超大規模計算結果を可視化するための技術

と，その適用結果について紹介する。

Abstract

Visualization technology makes images or videos from the results of numerical 
computations performed by supercomputers.  To visualize the results of parallel 
computation on a super-large scale of a few to a few tens of thousands of parallel 
processes, processing in which bulky computation result data are rendered at high 
speeds is required.  The conventional method of transferring computation result data 
to a visualization server may give rise to many challenges that are difficult to meet 
such as reassembly and transfer of extensive amounts of computation result files.  
This paper presents technologies for solving these challenges to visualize super large 
scale computations performed by the K computer and the results of applying those 
technologies.
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可視化サーバへ移せない。例えば計算格子点数
40963の倍精度スカラデータのファイルサイズは
約550 Gバイトになり，1000BASE-Tのネット
ワークでも転送に1時間以上かかる。

（2） 計算結果データが転送できたとしても可視化
サーバのメモリに計算結果データが格納できな
い。例えば可視化サーバとして多く使われるPC
ワークステーションのメモリサイズは最大でも
192 Gバイトで，前述の550 Gバイトのデータは
単精度に変換しても格納できない。

（3） ファイルサイズを減らすために計算結果デー
タから格子を一定間隔おきに間引きすると，重要
な情報が欠落する恐れがある。適切な間引きをす
るにはデータごとの特性を考慮する必要があり
一般的な対応ができない。
このように「京」で行われるような大規模並列
計算では，計算結果データを再構築して可視化サー
バへ転送する従来の可視化手法が採れないという
課題が生じる。

「京」の可視化ライブラリ

「京」での計算結果を可視化する際の課題の根本
的な原因は，計算結果データの転送と再構築が困
難なことにある。課題の原因は以下の考え方で排
除できる。
（1） 「京」のノード上で可視化することで計算結果
データの転送を不要とする。

（2） 計算と同じ並列数で可視化することで，計算
結果データの再構築を不要とする。
また一般に可視化処理は，例えば断面の位置や

「京」の可視化ライブラリ

ま　え　が　き

スーパーコンピュータによる数値計算の結果は，
最近では10億点を超える規模のデジタルな数値
データの羅列として得られる。この数値データを
コンピュータグラフィクス（CG）の技術を用いて
画像や動画として視覚化して直観的に理解できる
ようにする技術が可視化である。
本稿では，スーパーコンピュータ「京」（注）で超大
規模計算結果を可視化するための課題解決と適用
した技術を紹介する。

大規模並列計算の可視化の課題

一般に可視化は図-1に示すようにスーパーコン
ピュータで得られた数値計算結果データを可視化
サーバへ転送し，可視化サーバ上の可視化ソフト
ウェアで行う。可視化サーバの並列数は1～十数程
度であることが多い。従来，スーパーコンピュー
タによる数値計算は数十～数百並列の規模で行わ
れ，得られた数値計算結果データを可視化サーバ
の並列数に合わせて1～十数分割のファイルに再
構築して可視化することが多かった。しかし「京」
での数値計算は数千～数万並列の規模で行われる。
これを可視化用に再構築すること自体，多大な手
間と時間がかかるだけでなく，再構築したファイ
ルのサイズが膨大になり以下の課題が生じる。
（1） 転送時間がかかりすぎて計算結果データを

ま　え　が　き

（注） 理化学研究所が2010年7月に決定したスーパーコン
ピュータの愛称。

大規模並列計算の可視化の課題

図-1　可視化の概念 
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意されている。可視化ライブラリのAPIとデータ構
造体を表-1に示す。プログラムインタフェースで
は以下の二つの利用方法がある。
（1） 計算結果データを読み込むプログラムから

APIを呼び出す。
（2） 数値計算プログラムからAPIを呼び出す。
前者の利点は数値計算プログラムを修正せずに
可視化できることにある。（1）の利用方法による
プログラムのコーディング例を図-3に示す。
後者の利点はメモリ上のデータを直接可視化で
きるため，ファイル読込みによるデータの移動コ
ストが発生しない，計算の途中経過の可視化が簡
単に行えることにある。
● ファイルインタフェース
ファイルインタフェースは，計算結果データを
直接読み込むためのものである。「京」で実行する
数値計算分野のいくつかについては，あらかじめ
ファイルインタフェースが用意してあり，ファイ
ルインタフェースに適合したフォーマットで計算
結果データを出力しておけば，利用者はAPIを用い
てプログラムを作成しなくても計算結果データを
可視化ライブラリへ直接読み込んで可視化できる。
プログラムインタフェースおよびファイルイン
タフェースによる可視化ライブラリの利用イメー
ジを図-4に示す。
可視化ソフトウェアの利用を支援するツールと
して，コマンドライブラリとファイル分割ツール
を用意した。コマンドライブラリは，視点情報や
ボリュームレンダリング時の伝達関数などを格納
した可視化パラメータファイルを作成するための

等値面の値をスイープするなど，対話的にパラメー
タを変更しながら行うことが多いが，「京」のノー
ド上では運用上，可視化処理であってもバッチジョ
ブとして実行する必要がある。本開発では，この
ため可視化手法として，断面スイープのような対
話的な処理をせずに3次元計算空間全体の物理量の
分布状況を一目で俯

ふか ん

瞰するのに適したボリューム
レンダリング法（1）を採用する。
以上の考え方に基づき，著者らは今回，「京」の
ノード上で数千を超える規模の並列数でも効率良
く動作するボリュームレンダリング法による可視
化ソフトウェアと，可視化ソフトウェアの利用を
支援するツールを合わせた可視化ライブラリを開
発した。「京」での可視化の概念を図-2に示す。数
値計算結果データを「京」のノード上で可視化し，
可視化結果をJpegなどの画像ファイルとして出力
する。画像ファイルのサイズは計算格子点数とは
関係なく画像の解像度で決まり，多くの場合，数
百Kバイト～数Mバイト程度で済むため，可視化結
果を容易に利用者端末へ転送して閲覧できる。
計算結果データを可視化ライブラリに渡すイン
タフェースとして，プログラムインタフェースと，
ファイルインタフェースを用意した。
● プログラムインタフェース
プログラムインタフェースは利用者プログラム
からCまたはFORTRANによるAPI（Application 
Programming Interface）を呼び出すものであり，
計算結果データの可視化ライブラリへの引き渡し，
描画するための可視化パラメータ（視点，色など）
登録，ならびに可視化処理の実行を行う関数が用

図-2　「京」での可視化の概念
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体画像を作成する方法などがある。しかし，画素
単位で並列化する方法は，画素を貫く視線に沿っ
てソートした可視化対象セルを分配した計算ノー
ド同士でのノード間通信をする必要があるため，
超並列での効率が上がらない。また，分割した計
算領域ごとに並列化する方法では，透過効果を得
るために部分画像を視点手前から順番に画素単位
で重畳しなければならないので，画像の前後判定
のためにノード間通信が必要になるケースがある
上，計算領域の分割方法によっては，分割された
領域の一つがほかの領域を視線方向の前後に挟み
込んでしまい，前後判定ができないケースが発生
する。この場合，前後判定が可能な状態になるま
で数値計算結果データを更に分割し直してから可
視化する必要がある。

   
共通API 説明

CPBR_Init PBVRの初期化
CPBR_Get_imageinfo 重畳イメージの情報取得

CPBR_Run PBVRの実行
CPBR_Finalize PBVRの終了

CPBR_OutputJpeg 可視化結果画像をJpegファイルと
して出力する

CPBR_OutputPng 可視化結果画像をPngファイルと
して出力する

構造格子データ定義用
API 説明

CPBR_Init_array_info 構造格子型データのパラメータを
格納した構造体の初期化

CPBR_Set_array_info 構造格子型データのパラメータを
格納した構造体のPBVRへの登録

非構造格子データ定義用
API 説明

CPBR_Init_ucd_info 非構造格子型データのパラメータ
を格納した構造体の初期化

CPBR_Set_ucd_info 非構造格子型データのパラメータ
を格納した構造体のPBVRへの登録

ビューワー操作API 説明

CPBR_Set_view 指定軸周りに物体を回転させる

構造格子型データ用構造体：s_PBR_array_info
メンバー名 型 内容

extent fl oat[2][3] モデル全体の存在領域の設定

datatype int データ型

datasize int[3] 格子サイズ

coordtype int 座標タイプ

coord fl oat * 座標データ

data void * 可視化データ

非構造格子型データ用構造体：s_PBR_cell_info
メンバー名 型 内容

extent fl oat[2][3] モデル全体の存在領域の設定

node.n int 節点数

node.datatype int データ型

node.data void * 可視化データ（節点）

node.coord fl oat * 座標データ

cell.datatype int データ型（全要素共通）

cell.n_tet int 四面体要素数

cell.c_tet int * 四面体要素接続情報

cell.d_tet void * 四面体要素データ値

cell.n_pyr int ピラミッド型要素数

cell.c_pyr int * ピラミッド型要素接続情報

cell.d_pyr void * ピラミッド型要素データ値

cell.n_prism int 三角柱要素数

cell.c_prism int * 三角柱要素接続情報

cell.d_prism void * 三角柱要素データ値

cell.n_hex int 六面体要素数

cell.c_hex int * 六面体要素接続情報

cell.d_hex int 六面体要素データ値

表-1　可視化ライブラリのAPIとデータ構造体

ツールで，Pythonによるインタプリタとして実装
してあり，「京」のログインノード上で動作する。
ファイル分割ツールは，計算結果が単一のファイ
ルとして出力されている場合に，これを効率良く
並列可視化するために任意の数のファイルに分割
するためのツールである。

超並列向け可視化ソフトウェア

超並列で動作する可視化ソフトウェアとして，
1000並列規模で80%以上の並列化効率を目指し，
ボリュームレンダリング法の実装を進めた。従来
のボリュームレンダリング法の並列化実装には，
描画する画素単位で並列化する方法や，分割した
計算領域に対して並列にボリュームレンダリング
を行い，描画された部分画像を重畳して一つの全

超並列向け可視化ソフトウェア
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図-4　可視化ライブラリの利用インタフェース
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の描画を効率化しても，重畳処理で大量のノード
間通信が発生し，処理効率が下がることが知ら
れている。（3）重畳処理の方式として，従来，Direct 
Send法とBinary Swap法が広く用いられてきた。
前者は，任意の並列数に対して適用可能で実装も
容易な重畳方式であるが，超並列ではノード間通
信がボトルネックになり深刻な速度低下を引き起
こす。後者は，通信コストは低いが，適用可能な
並列数が2のべき乗に限られる。数値計算は必ず
しも2のべき乗の並列数で行われるとは限らない
ため，結果データを再構築せずに可視化すると
いう目的にBinary Swap法は適さない。今回は，
Binary Swap法を任意の並列数に対して適用でき
るよう改良された2-3 Swap法（4）を重畳方式として
採用し，実装した。

そこで著者らは，超並列向きの汎用ボリューム
レンダリング手法として，京都大学・小山田研究
室で考案された粒子ボリュームレンダリング法
（PBVR：Particle-Based Volume Rendering）（2）を
採用した。PBVRの処理ブロック図を図-5に示す。
PBVRでは画素ごとや分割領域ごとではなく，計
算格子で囲まれたセル単位での並列化を行う。従
来手法に比べるとセルの描画に必要な計算量は多
いが，各セルの描画処理がノード間通信を伴わず
に独立して行えるため超並列向きの手法と言える。
また，PBVRにおける重畳処理は，画素単位ではな
く画素を分割したサブピクセル単位に実施し，透
過効果を得るための描画の順番を考慮する必要も
ない。その結果，前後判定のためのノード間通信
は発生せず，前後判定ができないケースも発生し
ない。
一方で，超並列環境における可視化では，セル

重畳処理

ランク 0

最終画像

部分画像

セル数  繰返し
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図-5　PBVRの処理ブロック
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今後の課題

可視化ライブラリによる可視化性能について，
「京」のシステム規模の拡充に合わせて数万並列規
模での実測を行い，推定結果を検証する予定であ
る。また，「京」で実際に行われる超並列大規模計
算からいくつかの事例を選んで可視化ライブラリ
の適用を試行することで，可視化ライブラリをよ
り使いやすくするための環境やツールを整備して
いく。

む　　す　　び

今回，超並列大規模計算結果を可視化する際の
課題を明らかにし，この課題を解決するための可
視化ライブラリを開発した。「京」による可視化ラ
イブラリの可視化時間の実測ならびに超並列環境
における可視化時間の推定を行い，可視化ライブ
ラリによる超並列大規模計算結果の可視化が可能
であることを確認した。 
最後に，「京」への可視化ライブラリの実装に際
し，ご支援ならびにご討論を頂いた独立行政法人
理化学研究所の黒川原佳様に感謝する。
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図-6　604億セルの推定可視化時間

可視化ライブラリの性能推定

大規模並列計算結果データに対する可視化ライ
ブラリの性能推定を行った。まず，計算空間の解
像度が1024×1024×900（約9億セル）の直交等
間隔格子の格子点上にあるスカラデータを入力と
して，解像度1024×1024のボリュームレンダリン
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