
並列版 ParaView による大規模データの可視化 

ParaView はオープンソース、スケーラブル、かつマルチプラットフォームの可視化アプリケーションです。 

単一プロセスの ParaView ではメモリ不足のため可視化が困難な大規模データでも、 

TSUBAME3.0 の並列版 ParaView を使用することで可視化が可能となります。 

並列版 ParaView を使用する際の構成を以下に示します。 

 

 

 

Windows, Mac, Linux    paraview （ログイン） pvserver (TSUBAME 計算ノード) 

複数の計算ノードで pvserver を起動し、ログインノードの paraview と接続することで 

大規模データの可視化が可能となります。これを“並列版 ParaView”と呼びます。 

 

1. まず、qrsh にてノードを確保し pvserver を起動します。 

以下の例では q_node を 10 ノード、30分間割り当てています。 

qrsh により割り当てられた q_node rXiYnZ にて必要なモジュールをロードし pvserver を起動します。 

7 コア × 10 ノードで確保した 70ノードのうち 64 並列で mpirun を実行します。 

 

login0:~> qrsh -g tga-GROUP -l q_node=10 -l h_rt=00:30:00 

rXiYnZ:~> module load cuda openmpi paraview/0_5.2.0 

rXiYnZ:~> mpirun -x LD_LIBRARY_PATH -np 64 pvserver --use-offscreen-rendering --disable-xdisplay-test 

Waiting for client... 

Connection URL: cs://rXiYnZ:11111 

Accepting connection(s): rXiYnZ:11111 

 

pvserver にアクセスするために必要な URL が表示されます。 

 

2. GUIクライアントとして paraview を起動します。 

ParaView を起動するための端末を開き、必要なモジュールをロードし paraview を実行します。 

1.のサーバーの URL を使用し、あらかじめ起動された pvserver に接続します。 

ParaView クライアントは X Window プロトコルにより GUI を表示するため、 

Cygwin+X、PuTTY+Xming、Mac、Linux 端末などから ssh -Y として TSUBAME にログインします。 

 

ユーザー端末$  ssh -Y ユーザ名@login.t3.gsic.titech.ac.jp （場合によっては ssh –YC） 

: 

login0:~> module load cuda openmpi paraview/0_5.2.0 

login0:~> paraview --server-url=cs://rXiYnZ:11111 

 

これで ParaView を利用することができます。詳細につきましては下記を参照してください。 

https://www.paraview.org/documentation/ 
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Visualization of large scale data by parallel version ParaView 

ParaView is an open-source, scalable, multi-platform data analysis and visualization application. 

ParaView of a single process makes difficult to visualize large-scale data due to insufficient memory 

Parallel version of ParaView in TSUBAME 3.0 can visualize such large-scale data. 

The configuration of parallel ParaView is shown below.  

 

 

 

Windows, Mac, Linux  paraview (login node)   pvserver (compute nodes) 

By starting pvserver on multiple compute nodes and connecting with paraview of login node, 

large-scale data visualization becomes possible. This is called "Parallel version ParaView". 

 

1. First, use qrsh to allocate the nodes and start pvserver. 

In the following example, 10 q_node are allocated for 30 minutes. 

Login to q_node rXiYnZ and load necessary modules and start pvserver. 

Execute mpirun in 64 parallels out of 70 nodes allocated with 7 cores x 10 nodes. 

 

login0:~> qrsh -g tga-GROUP -l q_node=10 -l h_rt=00:30:00 

rXiYnZ:~> module load cuda openmpi paraview/0_5.2.0 

rXiYnZ:~> mpirun -x LD_LIBRARY_PATH -np 64 pvserver --use-offscreen-rendering --disable-xdisplay-test 

Waiting for client... 

Connection URL: cs://rXiYnZ:11111 

Accepting connection(s): rXiYnZ:11111 

 

The URL is used to access the pvserver. 

 

2. Start paraview as a GUI client. 

Open the terminal for starting ParaView, load the necessary modules and execute paraview. 

Using abobe server’s URL, connect to the pre-launched pvserver. 

Since the ParaView client displays the GUI according to the X Window protocol, 

Login to TSUBAME by using “ssh –Y” from Cygwin + X, PuTTY + Xming, Mac, or Linux terminals. 

 

UserTerminal$ ssh -Y username@login.t3.gsic.titech.ac.jp  (use “ssh –YC” in some cases) 

: 

login0:~> module load cuda openmpi paraview/0_5.2.0 

login0:~> paraview --server-url=cs://rXiYnZ:11111 

 

Now, you can use ParaView.  Please refer to the following URL in detail. 

https://www.paraview.org/documentation/ 
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