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前号に引き続き、フリーの可視化ソフトとして今日広く利用されているParaViewの使い方
についてその初歩の初歩を解説します。前号では主としてParaViewに読み込ませるための
Legacy VTKのファイル形式を解説し、非構造格子を用いた有限要素解析結果をParaViewで
表示させることを目指しました。本号ではより実際的な状況として固体の微小変形解析およ
びモード解析に際して出力すべきVTKファイルの内容とそれをParaViewで開いた後の便利
な可視化方法について解説を行います。ParaView関連の書籍およびウェブ上にあるParaView
の操作方法に関するドキュメント類と併せてお読みください。

1　はじめに
本稿はフリーの汎用可視化ソフトである「ParaView」
の超入門チュートリアルの第二弾です。前号（Vol. 23， 
No. 4）の第一弾をご覧になっていない方はまずそちら
からご覧になることをお勧めします。
本チュートリアルは主に自分でFEMなどのコードを
書いている方向けに自作コードの解析結果をParaView
でとりあえず可視化できるようになることを目指して
います。前号ではParaViewに読み込ませるLegacy VTK
ファイル形式の基本的なフォーマットを中心に解説し
ました。本号ではより実際的な状況を想定し、固体の
微小変形解析およびモード解析に際して出力すべき
Legacy VTKファイルの内容とそれをParaViewで効果的
に可視化するための手順について解説します。

2　お勧めの設定
本題に入る前に、ParaViewのお勧め設定を紹介した
いと思います。ParaViewを起動してメニューバーの
Edit→Settingsを開くと様々な環境設定を行えます。
Settingsウィンドウの右上にToggle advanced propertiesの
アイコン（歯車の絵）があるので、これをONにしてお
くと細かいカスタマイズが可能となります。以下、現
時点のParaView最新版である5.6.0におけるお勧めの設
定項目を箇条書きで記します（詳細は文献 [1]を参照）。
●Generalタブ、Show Welcome Dialogをオフ
起動の度にParaViewのロゴが描かれたウィンドウが
現れるのを抑制できます。
●Generalタブ、Override Fontをオン

ParaView内のフォントサイズをシステムデフォルト値

以外にセット出来ます。Linux環境でqtconfigの設定が
ParaViewに上手く反映されない場合に重宝します。
●Generalタブ、Auto Applyをオン
操作の度にApplyをクリックする手間が省けます。
大規模モデルを扱う場合にAuto Applyを行うと処理
待ち時間が増大するので逆に不便になることがあり
ますが、ParaViewの勉強中はAuto Applyをオンにし
ておくことをお勧めします。
●Genaralタブ、Load All Variablesをオン
メモリに余裕があれば、これをオンにすることで描
画が高速化されます。大規模モデルを扱う場合はオ
フにしないとメモリ不足に陥る可能性があります。
●Generalタブ、Auto Convert Propertiesをオン
セルデータをポイントデータに変換する処理を自動
で行ってくれる様になります。
●Generalタブ、Default Time StepをGo to last timestep
連番のアニメーションファイル群を開いた際、最後
のタイムステップの結果をデフォルトで表示してく
れるようになります。
●Color Paletteタブ、Load PaletteをPrint Background
印刷に適した配色に変更されます。可視化した画像
や動画を論文やスライドに貼り付ける場合、背景は
白の方が見易いことが多いです。
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3　微小変形の拡大表示
微小変形解析の可視化では変形前後の形状変化が目に

見えないほど小さいことが多いため、変形量を拡大して
表示させることがよく行われます。ParaViewでは「Warp 
By Vector」という機能を使ってそれが実現できます。
本号でも入力ファイル形式にはLegacy VTK[2]を使用
します。まずは、前号のものと似た下記のVTKファイ
ルを作成してください。

--------------------
# vtk DataFile Version 4.1

This is a comment line.

ASCII

DATASET UNSTRUCTURED_GRID

POINTS 4 float

0. 0. 0.

1. 0. 0.

0. 1. 0.

0. 0. 1.

CELLS 1 5

4  0 1 2 3

CELL_TYPES 1

10

POINT_DATA 4

VECTORS Displacement float

 0e-3  0e-3  0e-3

-1e-3 +2e-3 -3e-3

+2e-3 -1e-3 +2e-3

-3e-3 +2e-3 -1e-3

--------------------
“POINT_DATA 4”より上の部分は前号の最初のVTK
ファイルと全く同じで、物体の初期位置を定義してい
ると考えてください。それ以降の行は節点データとし
て変位（Displacement）ベクトルを定義しています。物
体のサイズは1のオーダーであるのに対し、変位は10の
-3乗のオーダーとなっています。
では、これをParaViewで可視化します。作成した

VTKを開いた後、メニューバー下のWarp By Vectorの
アイコン（片持ち梁が曲がっている絵）またはメニュー
バーのFilters→CommonからWarp By Vectorをクリック
します。すると画面左のPipeline BrowserにWarp By 
Vector1という項目が現れます。そのProperties（図1参
照）の最上部を見るとVectorsの所がグレー（変更不可）
でDisplacementになっていると思います。またその下
のScale Factorの所にスライドバーと数字があり、拡大
率を変更できるようになっています。この値を1よりも
大きな値にすることで変形を拡大表示することが出来
ま す。 さ ら に そ の 下 のColoringでDisplacementと
Magnitudeを選択すると変位の大きさに応じたカラーコ
ンター（図2参照）が表示できます。

補足ですが、変形を拡大表示させた時刻歴ニメー
ションを表示させることも可能です。前号に記した様
な連番のVTKファイルを用意して一度に開きWarp By 
Vectorを施すと、任意の変形倍率での時刻歴アニメー
ションを可視化できます。ただし、初期位置のデータ
が全ファイルで重複してしまうためファイルサイズが
大きくなるのが玉に瑕です。

4　拡大率を変化させるアニメーション
前節の例では拡大率を手動で決めて変形を表示して
いました。「Animation View」の機能を使うと、この拡
大率を変化させたアニメーションを可視化させること
が出来ます。固体力学の計算でこの機能が使いたくな
る状況は固有振動解析の際に訪れます。モード解析で
は固有モードとして固有ベクトルを出力しますが、そ
の固有ベクトルを単に節点変位として静止画で表示さ
せても振動しているイメージが湧きづらいことがあり
ます。そんな時にこのAnimation Viewの機能を使用し
ます。

VTKファイルの中身は前節のものと同じでも良いの

図1　WarpByVector1のPropertiesを表示させた様子

図2　Displacement Magnitudeでカラーコンターを表示させ
た様子
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ですが、一応モード解析の雰囲気を出すために下記の
テキストを先程のVTKファイルの末尾に追記して保存
してください。

--------------------
＜先程のVTKファイルの末尾への追記分＞

VECTORS Mode_1 float

0 0 0

0 0 0

0 0 0

+7.071068e-1 +7.071068e-1 0

VECTORS Mode_2 float

0 0 0

0 0 0

0 0 0

+7.071068e-1 -7.071068e-1 0

--------------------
先程の“Displacement” と同じくPOINT_DATAとして

VECTORSを定義しており、モード1とモード2に対し
それぞれ "Mode_1"と "Mode_2"という名前をつけてい
ます。注意点として、追記分の頭には "POINT_DATA 
4"の記載が不要です（既に "Displacement"の前に書いて
あるため）。これを余分に書いてしまうとParaViewが
ファイルを正しく読み込んでくれません。

ParaViewでこのファイルを開いたのち先程と同じ手
順でWarp By Vectorを適用しますが、今回は節点ベクト
ルのデータが複数あるため、Properties最上部のVectors
のところが変更可能になっています（図3参照）。ここで
は例として "Mode_1"を選択してください。同時に
Coloringの方も "Mode_1"のMagnitudeに変更しておく
と良いでしょう。
この状態でメニューバーのView→Animation Viewを
選択し、画面下側にAnimation Viewを表示させてくだ

さい。「＋」記号の行がWarp By Vector1とScale Factorに
なっていることを確認して「＋」記号をクリックしま
す。次に、追加された行にある「／」記号をダブルク
リックするとAnimation Keyframesのポップアップが現
れます。Newボタンを数回クリックしてから図4の様に
数値を入力し、OKをクリックしてください。No. 
Framesの値は任意ですが、21ぐらいが良いでしょう。
以上の設定を終えるとAnimation Viewが図5の様になり
ます。
最後にメニューバー下のアニメーション再生用のア
イコン群の中からLoopをONにし、Playで再生してみ
てください（図6参照）。両振りで振動する様子がループ
再生されると思います。PropertiesのVectorsをMode_2
に変えれば異なるモードで振動する様子が同様に可視
化出来ます。また、振動の振幅を変更するには
Animation KeyframesのValueの値（図4の三列目の値＝拡
大率）を変更します。

図3　WarpByVector1のPropertiesでVectorsとColoringを
Mode_1に変更した様子

図4　Animation ViewのAnimation Keyframesを両振り振動
に変更した様子

図5　Animation Viewの設定を終えた様子

図6　Mode_1をWarp By VectorとAnimation Viewを使って
可視化した様子
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5　テンソルからのスカラー抽出
VTKファイルに応力や歪みなどのテンソルを出力し
た場合、ParaViewのデフォルトの機能として抽出され
るスカラー量はMagnitude（成分の自乗和の平方根）と
各成分だけです。従って、例えば応力テンソルから圧
力やMises応力などのスカラー量を抽出する作業はユー
ザー自身で行わなければなりません（可視化機会の多い
Mises応力などはソルバーで計算しておいてVTKに
SCALARSとして予め出力する方法もあるかと思いま
す）。この様な場合は「Calculator」を使用します。
コーシー応力 (Cauchy_Stress)をテンソル量としてV
出力したVTKファイルの例を示します。やはり先程の
VTKファイルの末尾に下記を追加してください。

--------------------
＜先程のVTKファイルの末尾への追記分＞

CELL_DATA 1

TENSORS Cauchy_Stress float

1e6 2e6 3e6

2e6 4e6 5e6

3e6 5e6 6e6

--------------------
この例では四面体一次要素なのでCELL_DATAとして
出力しています。コーシー応力は対称テンソルなので
すが、VTKには対称テンソルという概念が無いので、3
×3の一般テンソルとして出力することになります。
ではこのコーシー応力から圧力を可視化させる方法を
見て行きます。上記VTKファイルをParaViewで開き、
メニューバー下のCalculatorのアイコン（電卓の絵）また
はメニューバーのFilters→Common→Calculatorをクリッ
クします。するとPipeline BrowserにCalculator1が追加さ
れます。そのPropertiesの最上部のAttribute TypeをCell 
Dataに変更、Result Array Nameを"Pressure"に変更、さら
にその直下の空欄に下記の式を（一行で）打ち込みます。

-(Cauchy_Stress_0+Cauchy_Stress_4

+Cauchy_Stress_8)/3

ここで、添字の“_0”、“_4”、および“_8”はそれぞれ応
力σのxx、yy、および zz成分を意味します。つまり、
圧力pを

p=−(σxx +σyy +σzz)/3

と計算しています。これで新たなセルデータとして
スカラー量 "Pressure"が定義されました（図7参照）。
最後にメニューバー下にある表示変数を選ぶドロッ
プダウンリストからPressureを選択（前節同様に
PropertiesのColoringで選択操作しても良い）すると圧力
のカラーコンターが表示されます（図8参照）。今回は四
面体1要素なので要素全体で一定圧力となっています。
同様の手順でMises応力を計算するなら、式の部分に
下記を（一行で）打ち込みます。

(((Cauchy_Stress_0-Cauchy_Stress_4)^2

+(Cauchy_Stress_4Cauchy_Stress_8)^2

+(Cauchy_Stress_8-Cauchy_Stress_0)^2

+6*(Cauchy_Stress_1^2+Cauchy_Stress_5^2

+Cauchy_Stress_6^2))*0.5)^0.5

その他のテンソル不変量などの式は皆さん自身でお
試しください。

6　Legacy VTKのバイナリ出力を行うプログラ
ム例
前号にてLegacy VTKファイルに吐き出す数値をバイ
ナリ形式に変更してファイルサイズの低減と読み込み
速度の向上を行うことが出来ると紹介しました。そこ
でエンディアン変換の必要性についてサラッとだけ触
れましたが、紙面の都合上舌足らずの解説となってい
ました。そこで、本節にて具体的なエンディアン変換
方法について補足を加えたいと思います。「そもそもエ
ンディアンって何ですか？」という方はWikipedia等を
御覧ください。
コンピュータ環境として一般的なPC（Intelのx86系等
のリトルエンディアンのプロセッサ搭載）の使用を想定
します。ParaViewでバイナリ形式のLegacy VTKファイ
ルを読み込む際はビッグエンディアンで記述されている
ことを仮定している様なので、一般的なPCではエン
ディアンの変換が必要となります。実装に用いるプログ
ラミング言語はC++とし、int型は32bitであるとします。

図7　Calculator1のPropertiesでCell Dataと し てPressure
を定義した様子

図8　CalculatorでPressureを定義し、それをカラーコン
ター表示させた様子
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まず3次元ベクトルの配列であるnodeを定義し、こ
れを節点座標として出力するものとします。次にファ
イル名 "output.vtk"のofstreamをバイナリモードで開い
ています。諸々のヘッダー部分はアスキーモードと同
様に<<演算子を用いて出力していますが、節点座標の
出力（つまり for文の中）ではwrite関数を使って出力し
ています。各節点座標の成分を一旦floatに変換し、そ
れをbswap関数でビッグエンディアンに変換し、それ
を4ワードのcharとして書き出しています。
なお、ここで紹介したエンディアン変換方法は可読
性が高い代わりにやや遅い実装です。各コンパイラの
Built-in関数（例えばGNU G++なら__builtin_bswap32関
数）を使う方法、ビット演算子（&や<<など）を使う方
法、BoostのEndianライブラリを使う方法など様々な方
法があります。速度を追い求める人は色々試してみる
と良いでしょう。
前号でも触れましたが、プログラムの初学者はアス
キー形式でのLegacy VTKファイル出力が出来ればそれ
で充分かと思います。本説で紹介したLegacy VTKのバ
イナリ形式やVTK XMLの圧縮ファイル形式を使えば
ファイルサイズは小さく出来ますが、アスキー形式な
らではのデバッグの容易さは失われます [3]。前号で紹
介したPythonスクリプトを使用しつつ、各々の要求に
合わせたファイル形式を選択してください。
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VTK/img/file-formats.pdf .
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 http://www.earthmodels.org/software/vtk-and-paraview/vtk-

file-formats .

まず、int型およびfloat型変数のエンディアンを変換
するインライン関数のコードを示します。

********************
inline void bswap(int& val)

{

  char* words = reinterpret_cast<char*>(&val);

  std::swap(words[0], words[3]);

  std::swap(words[1], words[2]);

}

inline void bswap(float& val)

{

  char* words = reinterpret_cast<char*>(&val);

  std::swap(words[0], words[3]);

  std::swap(words[1], words[2]);

}

********************
これらの関数は int型またはfloat型の値を一旦char型

4ワードの配列と強制的にみなし、ワードの順番を入れ
替えています。例えば元の4ワードが "ABCD"であった
とすると、変換後は "DCBA"になります。
次にこの関数を用いてPOINTSを吐き出すまでの
コードを示します。CELLS以降の出力および例外
チェック等は省略していますのでご注意ください。

********************
std::vector< std::array<double,3> > node;

＜nodeを作る部分は省略＞

std::ofstream ofs;

ofs.open("output.vtk", std::ios::binary);

ofs << "# vtk DataFile Version 4.1\n";

ofs << "This is a comment line.\n";

ofs << "BINARY\n";

ofs << "DATASET UNSTRUCTURED_GRID\n";

ofs << "POINTS " << node.size()*3 << " float\n";

for(auto& vec : node){

  for(auto& x : vec){

    float tmp = float(x);

    bswap(tmp);

    ofs.write((char*)&tmp, 4);

  }

}

********************
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