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We developed the control system of multi-physics simulation that supports the parallel computing with 
multi-thread. Recently, it is necessary to execute the parallel computing on the PC cluster for completing 
the numerical simulation in short time. In this paper, we introduce the design and the development 
technique for HPC middleware which is added to the past multi-physics simulation system designed by 
object-oriented programming. 
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1．はじめに 

我々は，1998～2002 年迄に有限要素法の連成解析を実

現するための，連成解析ソフトの開発・実行環境（COSS：

Component Object Simulation System）を構築してきた．

特徴は，各種ソルバーに対して共通のインターフェース

を定義することで，ソルバー間における変数の共有化を

図り，複数のソルバーを連結して計算を実行できること

である．開発当初は，PC クラスタ環境における並列計算

を想定していなかったため，並列処理にはマルチスレッ

ド(CWinThread)のみをサポートした．CWinThread による

スレッド処理は，並列処理を実装したユーザー定義関数

を関数 AfxBeginThread の引数として呼び出すことで，ス

レッドが実行される．ユーザー定義関数はオーバーライ

ドされた仮想関数と機能が類似しているので，クラス内

に複数の仮想関数を定義することで，マルチスレッドを

実行可能なクラスを提供した． 

近年では，PC クラスタが並列計算環境の主流となって

いる．PC クラスタでは，複数プロセスの協調動作によっ

て並列計算が実現され，MPI 通信によって異なるプロセ

ス間で変数が共有化される．MPI 関数を用いて並列計算

プログラムを開発する作業は，初心者にとってハードル

が高い作業である． 

我々は，有限要素法データの領域分割，連立方程式作

成・解法において，開発者が陽に MPI 関数を使用しなく

ても，容易に並列計算プログラムを開発できるライブラ

リを提供する必要がある．本稿では，C++による数値解析

アプリ開発の利点などを紹介しながら，従来の連成解析

ソフトの開発・実行環境をベースとした HPC（PC クラス

タ）への拡張について紹介する．尚，従来機能及び拡張

した機能をまとめて，HPC ミドルウエアと呼ぶ（但し，

可視化 View や GUI は除く）． 

２．C++での数値解析 

数値計算処理を抽象化していくと，以下のような単純

なコードになる．ここで，計算実行方法にはコンソール

プログラムを想定し，コードはメイン関数内に記述され

る． 

CSim obj_sim; 

obj_sim.Run(); 

CSim は，数値計算を抽象化したクラスであり，どのよ

うなメンバ変数を持っているかは重要ではなく，単にメ

ンバ関数 Run()で計算を開始するクラスである．大多数

の数値計算は，Run()のような一つの関数で計算を開始で

きるので，このような表現で計算を一般化（抽象化）し

た．さらに，CSim クラスに FEM データおよび解析条件デ

ータの読込み処理をメンバ関数として追加すると，一連

の処理は以下のようになる． 

CSim obj_sim; 

CFemData obj_femdata(“fem.dat”); 

CSimData obj_simdata(“sim.in”); 

obj_sim.ReadData(&obj_femdata, &obj_simdata); 

obj_sim.Run(); 

ここでは，宣言されるクラスの実体をobj_*という名

前にしているが，*に相当する名前から，そのクラスがど

のような性質ものかが容易に類推できる．計算実行前に，

obj_simにobj_femdataとobj_simdataのポインタが渡さ

れていることから，obj_simが計算する過程でそれらデー

タを用いることが可能だと予想できる．クラスの依存関

係は以下のようになる． 

 

 

 

図１ 簡易計算でのクラス関連図 
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３．MPI並列計算をサポートするツール 

MPI による並列計算をサポートするオープンソースの

ライブラリには，PETSc のようにベクトルやマトリック

スの演算，連立方程式の解法等の様々な機能を提供する

ツールが存在する．アプリケーションの開発において，

行列演算や連立方程式解法に PETSc を用いることで，ユ

ーザーが陽に MPI 関数を呼ばなくても，並列計算に対応

したアプリケーションソフトを開発することが可能であ

る． 

 有限要素法のアプリケーションを MPI 並列計算するた

めには，METIs に代表されるような，有限要素法データ

を計算ノード数の領域に分割するツールが必要である．

有限要素法のメッシュには 4 面体や 6 面体要素以外にも

プリズムやピラミッド，そして高次補間要素が存在する

が，様々なメッシュに対して領域分割するためには，グ

ラフデータ構造を準備する必要がる．グラフデータは，

ノード(頂点)とノード間の連結関係を表すエッジ(枝)に

よって構成される．有限要素法データの節点に変数を配

置して領域分割するためには，節点と辺をそれぞれグラ

フのノードとエッジに対応させたグラフデータを準備す

る必要がある．同様に，要素に変数を配置して領域分割

するためには，要素と面をそれぞれグラフのノードとエ

ッジに対応させたグラフデータが必要である． 

 我々はHPC向けの連成解析環境の領域分割ツールとし

て，METIsを組み込んだ．図2は，METIsを用いて領域分割

した画面であるが，領域分割した段階で，計算ノード間

のMPI通信テーブル情報を作成する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   図２ METIsによる領域分割画面 
 

４．有限要素法データのモジュール 

一般的なメッシュ生成ソフトが出力する有限要素法

データのトポロジー情報は，要素→節点の関係である．

領域分割するためには，辺→節点や面→要素等の情報が

必要となる．また，辺に未知数を配置する解析では，要

素→辺の情報が必要である．要素には複数の種類のタイ

プが存在するため，単純な 2 次元配列ではトポロジーを

表現できない．そこで，我々は次のような１次元配列を

用いて，有限要素法データのトポロジー情報を管理する． 

Elem_to_node[]={1,2,3,4,2,5,3}; 

Elem_to_node_ptr[]={1,5}; 

Elem_type[]={1,2}; 

 

 

 

 

 

 

  図３ 簡単なメッシュ（要素番号と節点番号） 

 

Elem_to_node は要素に対する節点番号情報，Elem_ptr

は Elem_to_node 配列における要素の開始位置，

Elem_type は要素タイプ(別のデータを参照することで

節点数を取得可能)である．同様に，その他のトポロジー

情報も１次元配列で管理する． 

オブジェクト指向の３つの特徴の１つである「カプセ

ル化」は，データおよびデータに対する処理を一つのク

ラスとしてモジュール化することである．有限要素法デ

ータのカプセル化は，オブジェクト指向言語を用いる上

で有益な試みである．  

 

５．物理変数を管理するモジュール 

節点や要素に割り当てられる物理変数配列のサイズ

は，有限要素法データの情報と関連している．共通のメ

ッシュを使用する各種ソルバー間で，この物理変数配列

を共有化してしまえば，引数によってデータを引き渡さ

なくても連成解析が可能になる．連成解析を行う場合，

解析者は，図5のように予め共通となる変数を明示的に指

定する必要がある(チェックすると○になる)．解析者が

チェックした情報を基に，各種ソルバーが物理変数の配

列にアクセスできるマップを作成する．物理変数が節点

に配置される場合には，物理変数の数：Iと節点数：Jに

よって，I×Jの２次元配列が物理メモリ領域に確保され

る(図6)．図5の設定であれば，流体解析ソルバーがアク

セスできるIの値は1,2，構造解析ソルバーがアクセスで

きるIの値は2となる．ダイナミックにリンスされたソル

バーのIDを基にして，物理変数の配列およびソルバーに

よる物理変数へのアクセスを制限する機能を持たせたク

ラスを物理変数クラスとする． 

 

 

 

 

 

図４ 物理変数-ソルバー関連表 
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   図５ 物理変数の２次元配列 
 
６．制御フロー管理クラスと被制御ノード 

ソルバーの計算実行は，フローチャートによって表現

することができ，各種ソルバーは制御フローグラフのノ

ード（図6の①，②）に相当する．制御フローグラフのエ

ッジ及びノードをクラス化し，リンクリスト構造を構築

することで，制御フロー管理クラスが計算の制御を管理

できる．ノードでの処理を仮想関数化し，各種ソルバー

をノードクラスの派生クラスとして，オーバーライドし

た仮想関数に計算実行コードを記述する．この多態性に

よって，フローチャートに従ったソルバーの計算を制御

できる．フローチャートグラフのノードとエッジのリン

クによって，制御フローグラフを構成するため，制御フ

ロー管理クスラスは，必ずしも全てのエッジやノードを

メンバ変数として持つ必要はない．制御フロー管理クス

ラスは，「開始」ノードのポインタのみを保持する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図６ ソルバー①，②を含むフローチャート 
 
７．CRSデータ作成モジュール 

連立方程式の行列格納データのフォーマットは

CRS(Compressed Row Storage)形式が一般的である．我々

は，有限要素法の連立方程式を作成過程において，CRS

データ作成を支援する機能を提供する．連立方程式を作

成する過程で呼び出す関数は以下になる． 

SetMatrixA(i,j,a,b_incr);  

ここで，i は行列の縦成分，j は横成分，a は成分の値，

b_incr は値 a を代入するか加算するかの判定値である．

連立方程式より得られる行列はスパース行列を想定して

いるので，i 成分は配列番号として，j 成分はリンクリス

トで管理する．機能を実現するためのデータを構造体の

形式で表現すると以下になる（実際は，リンクリストの

配列は動的に作成する）． 

struct list_A{ 

  int J; 

  double A; 

  list_A *pre; 

list_A *next; 

}; 

list_A obj[n_size]; 

非線形有限要素法解析のように，一旦作成した CRS デ

ータを頻繁に更新するケースに対応するために，行列の

横成分が何処の CRS 形式の配列に相当するかを高速に探

索する必要がある．行列を修正する関数は以下のように

なる． 

ModifyMatrixA(i,j,a,b_incr); 

 行列の縦成分iは，配列番号で管理するので検索する必

要はないが，横成分jはCRS配列の何処に位置しているか

を検索する必要がある．リンクリストを用いて探索する

より，二分探索木を用いる方が高速に探索できるので，

我々は２分木を用いている．最も更新する頻度が高い行

列の成分は，対角成分であるので，対角成分を根とした

木が最適な探索木構造に近くなる．実際には，対角とな

るjを根として，jが小さい方と大きい方に進みながら２

分木を構築するが，この過程で双方向連結リストを活用

する．領域分割ツールのMETIsは，MPI並列計算のための

オーダーリング手法であるが，各計算機ノード内では

Cuthill-Mckee等のオーダーリングが有効である．つまり，

各計算機ノード内でCuthill-Mckeeのようなオーダーリ

ング行えば，対角成分を根とする左右対称に近い木構造

となるため，より高速な探索木を構築することができる． 

 
８．連立方程式解法モジュール 

有限要素法の行列を作成する過程では，各要素を呼び

出して，節点未知数の連立方程式を作成する．図7の破線

のように，左領域１と右領域2のように領域分割されてい

る場合には，それぞれの領域では，破線で分割された要

素も呼び出して連立方程式を作成する． 

 

 

 

 

 

 

    図７ ３つの要素による集合の分割 
 

反復計算の過程では，反復毎に領域1は領域2の節点番

号3,7の値を受け取り，領域2は領域1の節点番号2,6の値

を受け取る．連立方程式解法モジュールは，予め作成し

ているノード間の通信テーブル情報を基にして，各々の

計算ノードにおいてMPI関数を陽に呼ばなくても連立方

程式を解法できる機能を提供する． 
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９．クラスの関連図 

図 8 のように，制御フロー管理クラスは，メンバ変数

に有限要素法データクラスと物理変数管理クラスを宣言

する．また，制御フローエッジクラスと制御フローノー

ドクラスは，リンクリストで構築されるので，計算開始

ノードのポインタのみをメンバ変数に宣言する． 

各種ソルバーに相当するユーザー定義クラスでは，必

要に応じて，CRSデータ作成や連立方程式解法のためのク

ラスを使用することが可能である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図８ HPCミドルウエアのクラス関連図 

 

１０．アプリケーションの構成 

図9は，HPCミドルウエアのモジュール構成図である。

FEMデータから上の階層が有限要素法解析のためのHPCミ

ドルウエアである．FEMデータ以外の小さいサイズのデー

タ(材料条件等)に関しては，XMLデータをサポートするこ

とで，開発ユーザーにおけるデータI/Oのプログラミング

工数を削減し，材料BDとの接続性を高めることができる．

有限要素法解析においては，基底関数や補間関数の微分

(dN/dx)，さらに必要に応じてはガウス積分後の各種テン

ソル(変形勾配，各種応力-歪等)を提供する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９  HPC ミドルウエアの構成図 

図 10 は，リアルタイム可視化機能を提供する，ソル

バーの開発・デバッグ・可視化システムのモジュール構

成図である．計算過程でのリアルタイム可視化が可能で

あるので，並列計算アプリケーションを開発する初期の

段階において，アルゴリズムや離散化手法のデバッグの

用途に活用できる．本開発環境を用いることで，デバッ

グや計算過程におけるベクトルやコンター等を３次元表

示によるグラフィカルな可視化が可能なので，アプリケ

ーションの開発期間の大幅な短縮化が可能である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図１０ ソルバー開発/デバッグ/可視化環境の構成図 

 
１１．まとめ 

近年，市販の数値解析ソフトウエアにおいて，C++を

用いる汎用アプリケーションが開発されてきている(流

体解析:StarCCM+，第一原理量子計算:Nanolab)．これら

ソフトウエアに共通していることは，操作性の高い優れ

た GUI を備えていることと，開発スピードが速いという

ことである．C++で開発したモジュールは，可搬性が高い

ため（モジュールの配置場所の自由度が高い），GUI ア

プリケーションへの移植性が高い．また，オブジェクト

指向は，モジュールの依存関係でシステムを設計するの

で，新たな機能追加や管理が容易になり易いという利点

があり，C++は他の言語に比べて開発期間を大幅に短縮で

きる可能性を持っている． 

 超並列計算においても，C++言語を用いることでHPCミ

ドルウエアの開発が効率的になる．多くの数値解析アプ

リケーションの開発者にとって，PCクラスタ環境におけ

る並列計算アプリの開発は，ハードルが高いのが現状で

ある．しかしながら，我々は，アプリケーション開発者

に対してユーザーフレンドリーなHPCミドルウエアを提

供することで，超並列計算アプリ開発における高いハー

ドルを取り除けると考えている． 
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