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3.10 ITBLにおける可視化システム

Visualization system on ITBL 
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Visualization systems PATRAS/ITBL and A VS/ITBL， which are based on visua1ization so食ware

PATRAS and A VSAxpress respectively， have been developed on a globa1， heterogeneous computing 

environment， Infonnation Technology Based Laboratory (ITBL). PATRAS/ITBL allows for rea1-time 

visua1包ationof the numerica1 results acquired from coupled multi-physics numerical simulations， executed 

on diffsrent hosts si加atedin remote locations. A VS/ITBL allow for post processing visualization.百】e

scientific data located in remote sites may be selected and visualtzed on a web browser insta11ed in a user 

termina1. The globa1 structure and main functions of these systems are presented. 

Keywords: Grid computing， real-time visualization 

1. ITBLの背景と構成

日本原子力研究所計算科学技術推進センターでは、高速ネットワークの整備と併せて注目され

るようになったグリッドコンビューティング要素技術1)など最新の情報処理技術の活用により、

旧科学技術庁傘下機関の協力のもと、 InformationTechnology Based Laboratory (ITBL) プロジ

ェクトを推進している。本プロジェクトでは、 「世界最高レベルの研究環境を整備・維持し、研

究推進の一層の向上を図るとともに、産学官の研究への迅速かつ的確な情報提供を進めるため、

科学技術・学術情報基盤の整備を推進する」ことを目標に、 「研究開発の IT化を進めることによ

り、先端的な科学技術の各分野において技術革新を実現するため、平成 17年までに、圏内すべ

ての研究機関のスーパーコンビュータを大容量ネットワーク上に共有化し、高度なシミュレーシ

ョンなどを行う仮想研究環境 ITBLを構築する」ことを目指しているに日本原子力研究所は、理

化学研究所と共同で ITBLに必要な共通基盤技術の開発にあたっている 3)。

図 lに ITBLの構成を示す。 ITBLは複数の計算機から構成されると考え、運用上独立とみなせ

る単位をサイトと呼ぶ。 ITBLに参加するサイトのうちいずれか一つのサイトに利用者への証明

書発行を承認するためのRAO(Regis回 tionAuthor町 officers)端末を設置する。各サイトにおいては、

lセットの ITBLサーバを設置する。 ITBLサーバは、利用者端末とサイトを構成する実行計算機郡

の仲介的役割を果たす。ここで、 ITBLの安全性を高めるため、 ITBLサーバの機能を物理的に異

なる 3つの計算機 rITBLフロントサーバJ r ITBL中継サーバJ r ITBLデータサーバ」で稼動さ
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せている。

ITBLサイトを構成する計算機群のうち、 ITBLサーバ以外の計算機を、計算ジョブ実行計算機(以

下、単に実行計算機)と呼ぶ。利用者のアプリケーションプログラムは、実行計算機上で実行され

る。関西研究所木津地区 ITBL棟に導入された ITBL計算機システムは、この実行計算機という位

置付けで導入されており、 ITBL技術の利用・普及のために整備が進められている。利用者端末は、

Webブラウザが動作可能な PCあるいはワークステーションである。 Webブラウザは Javaapplet 

を動作させる機能を持つ必要がある。利用者端末には、フラウザ以外の特別なソフトウェアのイ

ンストールは不要であるが、利用者認証のために証明書のインストールが必要である。

ITBL基盤ソフトウェアの開発として、 ITBLシステムが容易に利用できるための様々なソフトウ

ェアが開発されているが、ここでは、実行計算機上で実行される数値シミュレーションの結果可

視化システムとして開発されている PATRAS/ITBL及びAVS/ITBLの概要について述べる。

譲護霊

:謹謹

図 1 ITBL構成図

2. PATRAS/ITBL 

(雲量奇童話
呈箆史書」2 

PATRAS/ITBLは、 ITBLで実行されるシミュレーションにおいて実時間可視化が行えるよう、計

算科学技術推進センターがNEC社と共同で開発を行っている可視化ソフトである。第 l章に記述

されているように、 ITBLでは、数値シミュレーションは地理的に離れた場所に設置された複数

台のスーパーコンビュータを有効に利用して行うことが念頭に置かれているため、実時間可視化

ソフトは、このような状況で行われるシミュレーションに対応している必要がある。さらには、

このような地理的に離れた場所にいる複数の研究者間でシミュレーション結果の議論を行えるよ

う、協調的に可視化が行える機能の開発が行われている。 PATRAS/ITBLは、このような可視化が

実現できるシステムとして開発されている 4.5.6) PATRAS/ITBLを利用するためには、必要な組

み込み用サブルーチンをシミュレーションプログラムから呼び出し、必要に応じてユーザ関数の
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コーディングを行わなければならないに可視化の図種としては、オブジ、エクト、等高線、流線、

ベクトル矢印、等値面などが採用されている。可視化処理はシミュレーションが実行される実行

計算機の各プロセッサで実行され、最終的に時刻ステップごとに l枚の可視化画像が生成される。

各プロセッサ上では、当該プロセッサが担当する部分領域についての可視化処理を実行する。部

分領域境界における可視化処理のため、隣接するプロセッサ問で必要なデータをやり取りする。

各プロセッサ上で生成された画像は 2バッファ値配列データを持っており、これを参照し陰面処

理することにより、最終的に特定の lつのプロセッサ上で l枚の画像に合成される。ここで並列

可視化処理のため MPIが利用されている。生成された可視化画像は ITBLサーバを経由して利用者

端末に転送されるが、画像圧縮技術を用いることにより、転送されるデータ量が削減されている。

図2にPATRAS/ITBLのGUI画面を示す。

図2 PATRAS/ITBLのGUI画面。

3. AVS/ITBL 

AVS/ITBLは、市販ソフトである AVS/Expressをベースに開発されている。 AVS/Expressは科学

計算結果のポスト可視化に広く用いられているが、 ITBLで、はデータ読み込みモジ、ュールを拡張

することにより、拠点サイトの可視化サーバから任意サイトの ITBL実行計算機のデ、ィスクに置

かれているデータを直接読みに行くことが可能となっている。また、 AVS/Expressによって可視

化される画像に対して、ネットワークファイル (Vファイル)を指定するだけで、 Webブラウザ上

で表示できるよう開発されている (Web可視化)。従って、可視化サーバを持つ従来からの

AVS/Expressの利用者だけでなく、 ITBL環境を利用する全ての利用者が可視化資産を共用でき、

可視化を利用した共同研究の促進を図ることができる。図 3(a)にWeb可視化の例を示している。

利用者は showlmageとshowPolygonを選択することが可能で、 showlmageボタンをクリックする

と、生成された画像が 2次元イメージ (GIFデータ)として表示され、 showPolygonボタンをクリッ

クすると、 3次元イメージ (GFAデータ)として表示される。このように Webブラウザで表示を行う

ためには、開発された CGI連携モジュール及び画像データ生成モジュールを用いて予め

AVS/Expressのネットワークを作成しておく必要がある(図 3(b) ) 0 CGI連携モジュールは、可視

化ネットワーク内にインスタンスされている任意の可視化モジュールの可視化パラメータとリン

クし、可視化パラメータの参照・更新を可能にする。このようにして、可視化パラメータが CGI連携モ

ジュールにリンクされると、これら可視化パラメータに対して、図 3(a)の右側領域に表示されているような

入力インタフェースが利用者のブ‘ラウザに自動的に生成される。

A
斗

A

戸

h
d



]AERI-Conf 2004-003 

図 3AVS/ITBLのWeb可視化 GUI画面 (a)と可視化ネットワーク (b)。

4. まとめ

ITBLの概要とその可視化システムである PATRAS/ITBLとAVS/ITBLの概要についての記述を行

った。これら開発は、これまで計算科学技術推進センターで開発された遠隔関数呼び出し型ツー

ル開通信ライブラリ Starpc8
)および異機種並列計算機関通信ライブラリ Stampi 9)が活用されてお

り、これらライブラリの利用により遠隔地問での可視化が可能となっている。

今後、これら可視化システムの機能をより充実されていくことにより、lTBL環境において、よ

り快適な可視化解析が行えるよう開発を行っていく予定である。
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