
表 1 SGI Altix UV2000 システムのハードウェア仕様  Fig.1 UV2000 とストレージ装置の接続図
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名古屋大学情報基盤センターは、平成 25 年度に導入した可視化システムを使って、プラズマ、流

体、気象や高分子シミュレーションおよび医療分野などに対する高効率な可視化技術の開発や 3 次

元可視化装置を構築して全国の HPC 研究者に可視化環境を提供している。本稿では、シミュレーショ

ン結果の大規模化や近年注目を浴びている画像認識・機械学習を見据えた名古屋大学情報基盤センタ

ーの可視化への取り組みについて紹介する。 

 

1  はじめに 
名古屋大学情報基盤センターは、平成 25 年度

に導入した可視化システムをベースに、ハードウ

ェア・ベンダーやソフトウェア・ベンダーととも

に高効率な可視化技術の開発や 3 次元可視化装置

を構築して全国の HPC 研究者に可視化環境を提

供している。 

本稿では、名古屋大学情報基盤センターの可

視化サービスの紹介と、シミュレーション結果の

大規模化や近年注目を浴びている画像認識・機械

学習をみすえた新たな可視化への取り組みについ

て紹介する。 

2  可視化サービス 
可視化システムは、大規模メモリと大規模スト

レージを搭載する 1 台の高性能計算機 SGI Altix 

UV2000 システム(以後 UV2000 システムと呼ぶ)

と、多彩な表示デバイスを搭載した Windows シ

ステムで構成される。以下に、システム構成と主

な可視化サービスを示す。 

2.1 高精細可視化システム 

高精細可視化システムは、20TB メモリ、 

1280CPU コア、32GB SSD、NVIDIA K5000 を

8 枚搭載した共有メモリ型 UV2000 システムと

NVIDIA K5200 を 4枚搭載した Windowsサーバ

で構成される。UV 2000 システムのハードウェア

仕様を表 1 に示す。 

表示ディスプレイとしては、縦 4 面、横 4 面の

合計 16 台の tiled display（46 型 FullHD 液晶）

を有し、画面サイズは 185 インチで合計解像度は

7680 x 4320画素( 8K解像度)である(Fig.2参照)。

UV2000 システムのモニター出力は tiled display

の DVI 入力に、Windows サーバのモニター出力

は HDMI 入力に接続し、tiled display のリモコン

を使って表示画面を切り替えて利用できる。 
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UV2000システムは、大規模データの高品位な

高解像度可視化やコンテンツ生成およびシミュレ

ーションの前処理・後処理等に利用できる。 

2. 2 ストレージシステム 

外部ストレージ装置として、実行容量 2.4PB

を有し、UV2000 システムと InfiniBand 4xFDR

で DAS 接続し、高速な IO 性能を提供する（Fig.1

参照）。本年 10 月には、データサイエンス向けサ

ービスのフィージビリティスタディとして実験機

IS7700（コントローラと実行容量 576TB のスト

レージ）を導入し、実世界ビッグデータの蓄積サ

ービスを実施することで、新規サービスで必要と

なる性能、機能、および運用面の検証を行う計画

である。 

2. 3 アクセスポイント 

本年３月には、スーパーコンピュータや

UV2000 システムのアクセスポイントとして、高

速のデータ転送可能な予約制の利用者端末室の 2

室を設置した。各端末室は、Windows PC と Linux

サーバから成り、Linux サーバは UV2000 システ

ムの LAN に 10Gbps で接続され、利用者が用意

した USB 接続や SATA インターフェースの記録

媒体に高速データ転送を行うことができる。 

2. 4 ソフトウェア 

以下に、可視化システムで利用できる主なソフ

トウェアを示す。 

2. 4.1 VisPlus システム 

すべての可視化システムには、オープンプラッ

トホームで動作するグラフィックス・アプリケー

ションの開発及び可視化を行うためのツールであ

る AVS/Express が利用できる。筆者は、この

AVS/Express を使って、各種シミュレーションの

計算データや実験データを可視化するシステムを

開発して全国の研究者に提供している。この可視

化システムは、VisPlus と呼び、AVS の Network 

Editor を使って開発した可視化モジュールや可視

化プログラムの集まりと、その入力データの生成

や加工を行うためのプログラムから構成される。 

2. 4.2 遠隔可視化システム 

遠隔可視化システムは、UV 2000 の利用環境で

あり、リモートから利用するためのシステムであ

る。、遠隔可視化システムを利用すると、スーパー

コンピュータや UV2000 システム上の計算結果や

実験データおよび観測データを、VNC（Virtual 

Network Computing ）と呼ばれるリモート

Desktop 技術を用いた商用のソフトウェア SGI 

VizServer を使うことで、遠隔で可視化作業を行

うことができる。SGI VizServer は、リモート

Desktop 環境を構成する RealVNC と Desktop を

高速に転送する NICE DCV（Desktop Cloud 

Visualization）から成る。 

2. 4.3 並列可視化ソフト 

UV2000 システムには、シミュレーションデータ

の大規模可視化に対応するために、並列レンダリ

ングに対応した AVS/Express PCE、EnSight 

HPC、Paraview が利用できる。現在、 大 256

並列が扱える FieldView の利用環境も構築してい

る。これらのソフトウェアは、8K tiled display の

他に、遠隔可視化システムを使って遠隔地から利

用することもできる。 

2. 4.4 高品位の動画像作成ソフト 

UV2000 システムには、並列処理に対応したレ

イトレーシングソフト POV-Ray（MPP 版）や、

動画・音声変換、8K 解像度に対応した動画作成ソ

フト ffmpeg が利用できる。 

2. 4.5 3 次元画像処理ソフト 

Windows サーバには、CT や MRI、3D プリン

ターの急速な普及によって身近になった 3 次元画

Fig.2  表示デバイス 



像処理ソフトとしてマテリアライズ社製のセグメ

ンテーションを行うMimicsとCADツールとプリ

プロセッシング（メッシュ生成）機能を併せ持つ

3-matic Design3D が利用できる。これらのソフト

ウェアを利用すると 3 次元構造の可視化の他に、

医療画像解析のプリプロセッサや 3D プリンター

の入力となる STL データの作成・検証・修正、フ

ォーマット変換等に利用できる。 

2. 4.6 3D AVSPlayer 

3D AVS Player は、AVS/Express や MicroAVS

で作成できる 3次元動画ファイルGFA（Geometry 

Flipbook Animation)を Windows 環境でポータブ

ルに再生・閲覧するためのフリーソフトウェアで

ある。名古屋大学情報基盤センターでは、3D AVS 

Playerの機能拡張として、複数ウインドウに表示

された GFA ファイルの幾何変換や再生を同期さ

せる（マルチビュー）機能と Linux 版を開発して

全国の研究者に提供している。この機能を利用す

ると GFA 形式の異なる解析時刻や異なる成分と

いった解析結果を複数の 3D ビューワに表示して、

同じ視点から比較表示することができる。 

2. 4.7 連番画像の Flip 再生ソフト 

OpenSceneGraph というオープンソースソフ

トウェアに含まれる osgimagesequence プログラ

ムを使って、ディレクトリやフォルダーに格納さ

れている複数画像をメモリにロードし、マウスの

横方向の移動操作（右：Forward 再生、左: 

Backward 再生）とマウスの移動速度に合わせて

再生速度を調節して高速にFlip再生することがで

きる。このソフトウェアは、8K tiled display に

接続されているUV2000システムとWindowサー

バで利用できる。操作性能は落ちるが、UV2000

システムの遠隔可視化システムからも利用できる。 

2. 4.8 リモートセンシングソフト 

UV2000 システムには、衛星画像、航空写真、

レーダ、ハイパースペクトルなどのリモートセン

シングデータの解析および可視化を行なうために

ExelisVIS 社製 ENVI /IDL が利用できる。ENVI

は、近年注目されている合成開口レーダ（SAR）

にも対応し、光学データと SAR データをフュージ

ョンして解析や可視化を行うことができる。 

2.5 円偏光立体視システム 

円偏光立体視システムは、グラフィックスカ

ードを搭載した WindowsPC、、150 インチシル

バースクリーン、円偏光フィルターを搭載した 2

台のFullHD DLPプロジェクタ、円偏光メガネ、

ゲームコントローラから成るシステムである。

様々なコンテンツ映像と音声を組み合わせて、大

スクリーンにプロジェクタを使って立体投影し、

円偏光メガネを使って可視化することができる。 

2.6 ドーム型ディスプレイシステム 

ドーム型ディスプレイシステムは、グラフィッ

クスカードを搭載した Windows PC、、直径

1.2m ドーム型スクリーン（ドーム視野角が 180

度の半球）、ドームマスター（円周魚眼撮影）形式

の画像および動画を投影する機能を有する

FullHD ステレオ対応プロジェクタ、液晶シャッ

ターメガネ、ゲームコントローラから成るシステ

ムである。複数人が広視野立体映像を歪みを感じ

ずに同時に見ることができ，空間共有体験を実現

することができ、立体視にも対応している。 

2.7 ヘッドマウント・ディスプレイシステム 

ヘッドマウント・ディスプレイシステムは、

貸し出し可能な携帯型と据え置き型から成る。 

携帯型ヘッドマウント・ディスプレイシステ

ムは、グラフィックスカードを搭載したノート型

WindowsPC、NVIS 社製 ST50 ヘッドマウント・

ディスプレイ（クローズタイプとシースルータイ

プ兼用）、SONY 製 HMZ-T2 ヘッドマウント・デ

ィスプレイ（クローズタイプ）、ゲームコントロ

ーラから成る。 

据え置き型ヘッドマウント・ディスプレイは、

グラフィックスカードを搭載した Windows PC、

Canon社製MRヘッドマウント型ディスプレイシ

ステムとジャイロセンサー、反射マーカー及び光

学式の位置姿勢センサー（VICON）から成るシス

テムである。MR ヘッドマウント・ディスプレイ

は、カメラで撮影した 3 次元映像（現実空間画像）

と 3 次元 CG 画像（仮想 CG 映像）を合成して立

体視し、位置センサーを使って可視化空間内を移

動して任意の方向から可視化データを閲覧するこ

とができる。例えば、3D プリンターで作成した造

形物とシミュレーション結果を合成して可視化す

ることができる。 

2.8 テレビ会議システム 

本年３月に、可視化室に Polycom 社製の 4 拠点

接続に対応したテレビ会議システムを設置した。

このテレビ会議システムを利用すると、可視化室

に設置されている各種ディスプレイの表示映像を 



映しながら打合せが行える。現在、複数拠点との

可視化ワークショップや JHPCN の研究打合せに

利用している。 

3  可視化アプリケーション開発 
筆者は、大規模化・複雑化する可視化対象への

アプローチとして時間のかかる描画処理や大量の

可視化データ処理を大規模環境が利用できる

UV2000 システムでバッチ処理し、得られた大量

の描画結果を SSD ファイルシステムに置き、

AVS/Express を使って作成した可視化アプリケー

ションに読み込んで可視化や解析に利用するシス

テムを構築している。Fig.3 に、UV2000 システム

を使ったローカル可視化とリモート可視化の流れ

を示す。特に、描画結果のファイル形式に AVS の

GFA 形式を利用することで、ストレスフリーで、

VR 可視化が利用者のローカル環境で可能とな

る。 

3.1 描画データの作成方法 

本システムでは、描画データの作成を容易に行

うために、可視化対象となる入力データの形式に

対応したプログラムやコマンドを作成している。

TSS のコマンドラインで入力する描画データ作成

コマンドの主なオペランドを、以下に示す。 

・可視化する時系列データのファイル名（連番

ファイルや複数データの場合は可視化デー

タの名前が記述されているファイル名）。 

・時系列データの場合は、処理ステップ番号。 

・AVS/Express を使って作成した可視化アプリ

ケーション。利用者が作成したものは、指定

の出力モジュールを追加するだけ。 

・可視化アプリケーションのステップ実行時に

操作が必要な場合は、コマンド（AVS の V 言

語で記述）を記述したファイル名を指定。 

描画データ作成コマンドにこれらのオペラン

ドを指定すると、コマンド内部で AVS/Express を

スクリプト実行するための手続きを記述したスク

リプトファイルが作成され、UV2000 システムに

ジョブが投入される。バッチジョブが実行される

と、AVS/Express が off screen モードで起動され

る。そして、オペランドで指定した可視化アプリ

ケーションプログラムがスクリプトファイルの指

示どおりに実行され、描画結果がファイルに格納

される。描画結果が複数ファイル作成される場合

は、ファイル名は連番付となる。 

現在、AVS が取り扱うことができるデータ・フ

ォーマット以外では、Gaussian(分子軌道、振動

解析)、LAMMPS、VASP、 LS-DYNA といった

アプリケーションが利用できる。例えば、

LAMMPS の解析結果を可視化する場合は、描画

データ作成コマンドのオペランドに LAMMPS の

data ファイル名と dump ファイル名、そして、可

視化するステップ番号の範囲を指定するだけで、

AVS の GFA ファイルが作成される。後は、3D AVS 

Player を使って可視化を行うことができる(Fig.4

 
Fig3. ローカル可視化とリモート可視化の流れ（台風の雨雲の可視化例） 



Fig4.  3D AVS Player を使った Lammps の解析結果の可視化（マルチビュー表示） 

参照)。 

3.2 描画データの形式と利用方法 

現在対応している描画データのフォーマット

は次のとおりである。 

・画像データ     （PNG、 JPEG、TIFF 等） 

・ポリゴンデータ（HDF5、NetCDF、 STL、 

                 UCD、GFA 等） 

・3 次元動画データ（GFA） 

保存した画像データは、VisPlus システムの連

番ファイル対応の可視化アプリケーションや連番

画像のFlip再生ソフトを使って閲覧できる。また、

HDF5、NetCDF、STL 形式で保存したポリゴン

形式の描画データは、描画オブジェクトとして

AVS/Express の可視化アプリケーションに読み込

んで他の可視化データと組み合わせて可視化する

ことができる。 

例えば、台風のシミュレーションを例に上げる

と、雨雲の等値面図や流線図といった描画時間の

かかる処理は、前もって描画オブジェクトを作成

し、可視化時に地形データや他成分の解析データ

や観測データと組み合わせて可視化することがで

きる。 

3.3 画像認識・機械学習への取り組み 

現在、防衛大学校の萩田講師とともに SPring-8

の散乱スペクトルデータから作成した大規模３次

元構造をもとに、断面のスライス像を AVS/ 

Express の可視化アプリケーションを使って大量

に作成し、それを学習させて、電子顕微鏡 TEM

の実像画像を画像認識（機械学習）ツールキット

（Tensorflow や Caffe）を使って分類させること

が可能か調査を進めている。本調査は、

jh150003-NA02「時間並列化アルゴリズムの新し

い方向性と実用例の探索」及び jh160036「高分子

材料系の粗視化 MD の次世代大規模 HPC 利用の

基盤的研究」とともに実施している。 

4 課題と今後の予定 
本稿では、大規模化・複雑化・多様化に向かっ

ている可視化対象に対応するための名古屋大学情

報基盤センターの可視化への取り組みについて紹

介した。 

今後、現有の可視化システムを使って新たな可

視化技術を開発し、利用者に提案して利用者の要

望に応えられるような可視化サービスを構築する

予定である。 

本稿で紹介した事例やアイディアが可視化を

技術的に担当されている方々や利用されている

方々の何らかの参考になれば幸いである。 
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