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ウェブ地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーション
データの可視化
杉山 耕一朗*1，松村 和樹*1,2，森脇 大智*1，村橋 究理基*3，石渡 正樹*3，林 祥介*4

A study on visualization for huge numerical simulation data of planetary
atmospheres using web map technology
SUGIYAMA Ko-ichiro*1, MATSUMURA Kazuki*1,2, MORIWAKI Daichi*1, MURAHASHI Kuriki*3,
ISHIWATARI Masaki*3, HAYASHI Yoshi-Yuki*4

ABSTRACT
We develop a visualization tool that is suitable for huge numerical simulation data of planetary atmospheres. This
tool is based on web map technology and has its own extensions to implement main functions of a conventional
standard visualization tools in the field of planetary atmospheres. The extensions include definition of "numeric
data tile" that store real values corresponding to the RGB values of each pixel as grid data, drawing of the numeric
data tile, and definition of a directory tree of 4D space-time data. This tool enables users to zoom in and out and
scroll through huge numerical simulation data very smoothly, and to perform operations commonly used in the field
of planetary atmosphere such as superimposing figures and changing the color tone of images. This tool also enables
user to understand the overall structure of huge numerical simulation data and to search and analyze small-scale
interesting phenomena very easily.
Keywords: Vizualization tool, Web map, Numerical simulation data, Big data

概

要

惑星大気の大規模数値シミュレーションデータの可視化に適した新たなツールを開発した．本ツール
はウェブ地図技術を用いており，従来の惑星大気分野の可視化ツールの主要機能を実装するために独自
の拡張を行っている．それは，各ピクセルの RGB 値に対応する実数値を格子点データとして格納した
数値データタイルの定義とそれを用いた描画，時空間の 4 次元データのディレクトリツリーの定義であ
る．本ツールにより，ユーザは大規模数値シミュレーションデータの拡大縮小とスクロールを非常にス
ムーズに行うことができ，さらに，図の重ね合わせや画像の色調変更などの惑星大気分野でよく用いら
れる操作も簡単に行うことができる．また，本ツールを用いることでユーザは，大規模な数値シミュレー
ションデータの全体構造の把握や興味ある小規模の現象の探索・解析を容易に行うことができる．
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１

はじめに

近年，スーパーコンピュータを用いた数値計算によって，大規模な惑星大気の数値シミュレーション
データが次々生成されている．大規模な数値シミュレーションデータの可視化においては，様々な変数
について，全体構造を把握するための低解像度の画像と個別の現象に注目した高解像度のクローズアッ
プ画像を別々に作成することが一般的である．研究者はそれらの図を見比べながら現象の理解を深めて
いく．しかしながら，このような従来のやり方には限界がある．例えば，我々のグループでは，京コン
ピュータで行われた火星大気のダストデビルの数値シミュレーション[1]の結果を用いて，千 km スケー
ルの計算領域の中で発生する数十 m スケールのダストデビルを調べている．既存のツールでは多数のダ
ストデビルのクローズアップ画像を観察するのは非常に効率が悪く，興味ある現象を調べきれないとい
う問題が生じている．
この問題を解消するためには，大規模な数値シミュレーションデータを拡大縮小およびスクロールし
ながら興味ある現象を探したり調べたりすることの出来る可視化ツールが必要である．いくつかの先行
分野では，分野で必要とされる機能を備えた可視化ツールが開発されており，国土地理院の地理院地図
[2]や JAXA の JUDO2 [3]などが挙げられる．これらの先行分野の可視化ツールに着想を得て，本研究で
は惑星大気分野の大規模数値シミュレーションデータを念頭においた可視化ツールを開発することを
目的とする．ウェブ地図技術を活用することで，大規模な惑星大気の数値シミュレーションデータの拡
大縮小とスクロール，および惑星大気分野の従来の標準的可視化ツール DCL [4]で実現されている主要
な機能をブラウザ上で実現することを目指す．実装する機能としては，カラートーン図やコンター図の
描画，風速ベクトルの描画，カラーマップの変更，描画範囲の変更，平均値からの偏差の計算といった
数学的操作，複数の変数の重ね合わせ，が挙げられる．

２

手法：ウェブ地図技術の拡張

ウェブ地図とは地理院地図[2]や Google Maps [5]に代表されるようなブラウザ上で閲覧可能な地図を
指し，ユーザがインタラクティブに地図を拡大縮小およびスクロールできることが大きな特徴である．
ウェブ地図で表示に使われるファイルは「タイル」と称され，1 つの地図は複数の拡大レベルから成る
多数のタイルで構成される．各タイルの縦横のピクセルサイズは共通であり，全領域は Level 0, 1, 2, …
と称される拡大レベル毎に複数枚のタイルに分割される．Level 0 では 1 枚のタイルで，Level 1 では 2×
2 = 4 枚のタイルで，Level 2 では 4×4 = 16 枚のタイルで，というように全領域が拡大レベルに応じてタ
イルに分割される．ブラウザ上で表示する際は，表示範囲に含まれるタイルのみを読み込めば良いため，
超高解像度な地図の軽快な拡大縮小・スクロールが実現できる．
ウェブ地図技術を用いることによって，1 節で述べた効率的なクローズアップ画像の閲覧が困難であ
るという問題は解決できる．しかしながら，従来の惑星大気分野の標準的可視化ツールの持つ機能を実
装するためには，タイルからの実数値の取得と描画，時空間の 4 次元データへの対応が必要となる．本
節ではウェブ地図技術の拡張として行った，数値データタイルの定義とその描画方法，タイルを格納す
るためのディレクトリツリーの拡張，について述べる．
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数値データタイルの定義

一般にタイルは PNG 形式であり，タイルから変数の値を取得することはできない．従来の惑星大気
分野の標準的可視化ツールの持つ機能を実装するためには，タイルから変数の値を取得することが本質
的に重要であるため，本研究では新たに「数値データタイル」を定義した．この数値データタイルは地
理院地図[2]で用いられている整数 (標高値を 100 倍したもの) と RGB 値を対応づけた「標高タイル」
[6, 7]を拡張したものである．数値データタイルは各画素の RGB 値と変数の値 (実数) を 1 対 1 対応さ
せた PNG 形式の画像である．図 1 に示すように，変数の値を IEEE-754 形式の 32 bit の 2 進数で表現し
た後，仮数部の下 8 桁を切り捨て，残り 24 bit を 8 bit 毎に RGB の R，G，B のそれぞれの値に割り当
てる．PNG 形式画像のアルファチャンネルを用いると原理的には下位 8 bit を切り捨てなくて済むが，
本研究でアルファチャンネルの利用を行わなかった理由は，数値データタイルのファイルサイズを少し
でも小さくすることを優先したためである．本可視化ツールはクライアントと Web サーバ間で数値デー
タタイルの通信が必要であり，数値データタイルのファイルサイズが少しでも小さい方が本可視化ツー
ルのスムーズな実行に有利である．数値データタイルでは実数を 24 bit で扱っているが，この場合でも
有効桁数は 5 桁程度あるので，実際的な問題を扱う上では特に支障はない．また，PNG 形式の数値デー
タタイルには，CSV 形式のような数字をカンマ区切りで並べたタイルを定義する場合に比べて，ファイ
ルサイズが小さくて済むという利点もある．なお，数値データタイルは画像の RGB 値を機械的に振り
分けて作った画像であるため，人間が見て意味のある画像とはなっていない．

図 1．数値データタイルにおける実数と RGB 値の対応関係．

2.2

数値データタイルの描画方法

前節で定義した数値データタイルを用いてカラートーン図・コンター図・ベクトル図を描画し，それ
らの拡大縮小およびスクロールを実現するために，本研究では JavaScript で書かれたウェブ地図用ライ
ブラリ Leaflet [8]を用いる．Leaflet は地理院地図[2]でも利用されている代表的なウェブ地図用ライブラ
リである．空のキャンバス要素を並べることや，空のキャンバス要素に描画することのできる Leaflet 標
準の L.GridLayer クラスを継承し，数値データタイルからカラートーン図とコンター図の描画を行う
L.GridLayer.NumData クラスと風速ベクトル図を描画する L.GridLayer.VectorNumData クラスを新たに定
義した．図 2 に L.GridLayer.NumData で行われている 1 枚の数値データタイルからカラートーン図を描
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画する方法を示す．まず，数値データタイルと同じサイズの HTML のキャンバス要素を 2 つ用意し，そ
の 1 つに数値データタイルを貼り付ける．数値データタイル用キャンパスの各ピクセルの RGB 値を読
み込み，2.1 節で示した方法により RGB 値を実数に変換する．得られた実数とカラーマップ情報を照合
して描画色を決定し，描画用のキャンバスの対応する画素にその色を塗り付けることでトーン図を完成
させる．風速ベクトル図についても L.GridLayer.VectorNumData クラスで同様の操作が行われているが，
風速ベクトル図の場合にはベクトルの 2 成分の値を数値データタイルから読み込むことと，予め定義さ
れた分割数に従って描画用キャンバスの小領域ごとにベクトルの矢印を描画することが異なる．

RGB(192,64,104)
読み込み

-3.0845

描画⾊
決定

描画

カラーマップ参照

0

-10

10

数値データタイル⽤キャンバスと
描画⽤キャンバスは1対1対応
数値データタイル⽤キャンバス(裏で読み込む)

描画⽤キャンバス

図 2．数値データタイルからカラートーン図を描画する方法の模式図．

2.3

時空間の 4 次元データのディレクトリツリーの定義

一般にウェブ地図では，2 次元の地図をタイル分割することが想定されており，2 次元領域を分割し
たタイルを保管するためのディレクトリツリーが定められている．本研究のように時空間の 4 次元デー
タを扱うためには，それに適したディレクトリツリーを新たに定義する必要がある．図 3 に本研究で定
義したディレクトリツリーを示すが，一般的なウェブ地図のディレクトリツリーを生かしたものとなっ
ている．青枠で囲んだ部分は一般的なウェブ地図のディレクトリツリーと同じにしてあり，ここに X-Y
断面，X-Z 断面，Y-Z 断面のいずれかの 2 次元断面がタイル分割されて格納されている．青枠で囲んだ
一般的なディレクトリツリーの上位に，物理量—時刻—断面座標から成るディレクトリツリーを付与し
ている．物理量の階層には例えば温度，圧力，鉛直風速，といった物理量を並べる．時刻の階層にはシ
ミュレーションの時刻毎にディレクトリを用意する．図 3 は時刻 12:00，12:05 の時刻が存在する場合の
例となっている．断面座標に関しては座標軸とその値を z=1000m，y=50m といった形で並べる．このよ
うなディレクトリツリーを定義したことにより，例えば図 3 の点線で囲まれたディレクトリ群には，時
刻 12:00, 高度 1000 m における温位の X-Y 断面の数値データタイルが格納されることになる．
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⼀

拡張部

般的な W eb 地図の
ディ レ ク ト リ ツ リ ー

図 3．時空間の 4 次元データのディレクトリツリーの模式図. 青枠で囲んだ部分は一般的なウェブ地図
のディレクトリツリーと同じにしてあり，その上位に，物理量—時刻—断面座標から成るディレクトリツ
リーを付与している．点線で囲まれたディレクトリには，時刻 12:00, 高度 1000 m における温位の XY 断面の数値データタイルが格納される．

３

可視化ツール dcwmt

本可視化ツールは dcwmt (Dennou Club Web Map Tool) [9]と名付けて公開した．図 4 に可視化ツール
dcwmt の外観を示す．シミュレーションデータ表示領域が図 4 の a の位置に配置され，データ表示領域
内にレイヤー切り替えアイコンと拡大縮小ボタンがそれぞれ図 4 の a1，a2 の位置に配置される．レイ
ヤー切り替えアイコンは，後述するように，表示する変数の切り替えや変数を重ね合わせるために用い
るものである．図 4 の b の位置にはメニューバーが配置されている．メニューバーからは本ツールの解
析機能を呼び出すことができる．解析機能は既存の可視化ツール DCL [4]に準じており，後述するよう
に，カラートーンやカラーマップの変更，データに対する数学操作，重ね合わせる物理量の選択，など
が可能となっている．図 4 の c の位置にはスライドバーが配置されている．スライドバーは表示する
データの時刻や座標の切り替えおよびアニメーション表示を行うものであり，時空間の 4 次元データで
ある惑星大気のシミュレーションデータを扱う上で欠かせないパーツである．このスライドバーは 2.3
節で述べた 4 次元データのディレクトリツリーに対応している．図 4 の d の位置には座標軸を示す目盛
りを配置してあり，図の拡大縮小ならびにスクロールに追従して適切な値を表示するようになっている．
図 4 の e の位置には，カラートーン図のカラーバーおよび変数名と図の透過度が表示される．
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b
a1

a2

a

d
e

c

図 4．可視化ツール dcwmt の外観．番号付けされた部分はそれぞれ，(a) シミュレーションデータ表示
領域，(a1) レイヤー切り替えアイコン，(a2) 拡大縮小ボタン，(c) 時刻・座標の切り替え用スライドバー，
(d) 座標の目盛り，(e) カラーバーおよび変数名と図の透過度，を意味する．

可視化ツール dcwmt で作図可能な図はカラートーン図，コンター図，風速ベクトル図の 3 種類であ
り，既存の可視化ツール DCL [4]と同様に，それらの図を互いに重ね合わせることができる．例えば，
温位と鉛直流の 2 枚のコンター図ないしカラートーン図を重ねて比較することや (図 5)，温位のカラー
トーン図に風速ベクトルの矢羽を重ね書きすること (図 6) が可能である．各変数はレイヤーとして管
理されているため，dcwmt のレイヤー切り替えアイコンから操作することで上記操作が行える．但し，
コンター図同士を重ねる場合は，メニューバーの「トーン関連」からは「不透明度」を選択し，重ねた
2 枚のレイヤーのうち上位のレイヤーの不透明度を 0 に近づける必要がある．
図 6 はまた，データを拡大縮小した時に風速ベクトルの矢羽が拡大レベルに応じた細かさで表示され
る こ と も 示 し て い る ． こ の 理 由 は ， 2.2 節 で 述 べ た よ う に ， 風 速 ベ ク ト ル 図 の 描 画 を 担 う
L.GridLayer.VectorNumData クラスが，描画用キャンバス内に決まった本数の矢羽を描画するように設計
されているためである．
可視化ツール dcwmt はまた，既存の可視化ツール DCL [4]と同様に，カラートーンの描画範囲の変更
やカラーマップの変更，さらにはデータに対する数学操作が可能となっている (図 7)．図 7 (a) はデフォ
ルトのカラーマップ (番号 4) を使った表示であり，それに対して図 7 (b) はメニューの「カラーマッ
プ」からカラーマップ番号を 1 に変更したものである．カラーマップは DCL のものを移植しており，
カラーマップの番号は DCL のそれと同じになっている．図 7 (c) はメニューの「図の切り替え」からコ
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ンターとトーンの両方にチェックを入れた場合に相当する．このように 1 つの変数について，トーンと
コンターの切り替えおよび両方の利用を行うことができる．図 7 (d) はメニューの「数学的操作」を選
択して水平平均値からの偏差を計算した後に，メニューの「トーン範囲」から描画範囲の上限と下限を
変更したものである．トーン範囲の選択を用いると，例えば図を拡大した際に色のコントラストが小さ
くなって微細構造が読み取れなくなるといったことを回避することもできる．
可視化ツール dcwmt は従来の標準的可視化ツール DCL [4]には無い独自機能も備えている．1 つ目は
図 8 (a)で示すような周期的なデータ表示機能である．図 8 (a) の赤枠で括った部分が数値シミュレー
ションの計算範囲であり，設定ファイルで周期境界のフラグを立てると周期的にデータが表示されるよ
うになる．2 つ目は図 8 (b) に示すような数値表示機能である．シミュレーションデータ表示領域の任
意の座標をマウスでクリックすると，画面上にウィンドウが開いてクリックした座標の変数の値が表示
される．

(a)

(b)

図 5．異なる変数の重ね合わせの例．(a)はカラートーン図とコンター図の
重ね合わせを，(b)はカラートーン図同士の重ね合わせを示す．
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図 6．カラートーン図と風速ベクトルの矢羽の重ね合わせの例．データを拡大縮小した
時には風速ベクトルの矢羽が拡大レベルに応じた細かさで表示される．

D

E

F

G







図 7．カラートーン図に対するカラーマップの変更，コンターの重ね合わせ，描画範囲の変更，数学操
作の実行例．
（a）デフォルトのカラーマップ番号 4 で描画した図．(b) カラーマップ番号 1 で描画した
例．(c) 1 つの変数に対して，コンターを重ねる例．(d) 水平平均値からの偏差を計算した後に，カラー
トーンの描画範囲を変更した例．カラーバーの数字が変化していることがわかる．
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E

図 8．従来の標準的可視化ツール DCL [4]には無い独自機能の例．(a) は周期的にデータ
を表示する機能，(b)はクリックした座標の変数の値を表示する機能を示す．
可視化ツール dcwmt はブラウザ上で数値シミュレーションデータを表示するものであり，Web サーバ
上の適当なディレクトリに dcwmt の提供する HTML ファイル，CSS ファイル，JavaScript ファイルに加
えて，図 3 に示すディレクトリツリーが格納されたサブディレクトリを設置すれば使うことができる．
ユーザは自分の PC のブラウザから Web サーバ上の当該ディレクトリの HTML ファイルにアクセスす
ることになる．なお，HTML と CSS ファイルの数はそれぞれ 1 つであり，JavaScript ファイルは機能毎
に分かれて複数存在する．HTML ファイルのヘッダにおいて leaflet [8]が呼ばれており，2.2 節で述べた
L.GridLayer.NumData クラスと L.GridLayer.VectorNumData クラスはこの JavaScript ファイル群の中で定
義されている．dcwmt はユーザ向けのスクリプトも提供しており，惑星大気分野の標準的なデータ出力
ファイルフォーマット NetCDF [10]から数値データタイルのディレクトリツリーを自動生成するスクリ
プト，必要なファイル群を指定のディレクトリに設置するためのスクリプト，設定ファイルとして使う
JavaScript ファイルの中身をユーザの入力から自動生成するスクリプト，が含まれる．

４

まとめ

ウェブ地図技術を拡張することで，従来の惑星大気分野の標準的可視化ツールの主要機能を引き継ぎ
つつ，大規模数値シミュレーションデータのスムーズな拡大縮小ならびにスクロールを行うことの出来
る可視化ツール dcwmt を開発することができた．dcwmt を用いることにより，従来行われていたような
数値シミュレーションデータの全体構造を把握するための低解像度の画像と現象に注目した高解像度
のクローズアップ画像を個別的かつ無数に作成する必要がなくなり，従来に比べて全体構造の把握や興
味ある現象の探索・解析が容易になると期待できる．dcwmt には数値シミュレーションデータからデー
タタイルツリーを作成するために必要なスクリプトやチュートリアル資料などが含まれており，研究者
は自分自身の数値シミュレーションデータを dcwmt によって可視化することができる．実証として 2020
年 3 月に北海道大学大学院理学院宇宙理学専攻の学生を対象とした dcwmt のチュートリアルセミナー
を実施したところ，学生がマニュアルを見ながら dcwmt を用いた可視化をトラブルなく行えることが確
認できた．
本研究において 2.1 節で述べた PNG 形式の数値データタイルを採用し，惑星大気分野で用いられる
NetCDF 形式のファイルをタイル分割しなかった理由は主に 2 つある．理由の 1 つ目はプログラム開発
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的な問題である．PNG ファイルから RGB 値を取得する場合には標準的な JavaScript 関数を利用できる
のに対して，NetCDF ファイルから数値を取得しようとする場合には数値取得用の JavaScript 関数から
自製する必要が生じる．PNG 形式のタイルを用いる方が自製するプログラムを最小限で済ませることが
できる．もう 1 つの理由はファイルサイズの問題である．同じ格子点数の数値データタイルと IEEE-754
単精度実数を保管した NetCDF ファイルのファイルサイズを比べると，前者は後者の 1/2 程度である．
ファイルサイズが小さい方がサーバ・クライアント間のデータ転送量を抑えることができるため，可視
化ツール dcwmt のスムーズな操作に有利である．
可視化ツール dcwmt を用いる場合には数値シミュレーションデータ (NetCDF 形式) から数値データ
タイル (PNG 形式) を作成するという作業が最初に必要となるが，それに要する時間が長すぎるという
ことは無い．京コンピュータで行われた火星大気のダストデビルの数値シミュレーション[1]を用いる場
合においても，1 つの変数，1 つの高度に対する X-Y 断面 (格子点数 4000×4000) を数値データタイル
化するのに要する時間は数分程度である．また，数値データタイルを作成する際は PNG ヘッダに補助
チャンクを含めないようにする必要がある．なぜならば，補助チャンクが含まれる場合には，図 9 に示
すようなブラウザ依存性が発生することがあるためである．本研究では数値データタイルを HTML の
キャンバス要素に貼り付け，キャンバスの各画素の RGB 値を読み出すことを行っており (図 2)，この
処理には HTML5 canvas の drawImage メソッドと getImageData メソッドを用いている．補助チャンクが
含まれる場合には，これらのメソッドを通して読み出した R，G，B の値と，数値タイルから直接読み
出した R，G，B の値がそれぞれ平均して 1~2 程度異なることがある．

(a)

(b)

(c)

図 9．bKGD，cHRM といった補助チャンクが含まれる数値データタイルを用いた場合における dcwmt
のブラウザ依存性の例 (MacOS の場合)．Safari (a)，chrome (b)，firefox (c)の画面のスクリーンショッ
トを示す．
今後の課題であるが，1 つは大循環モデルデータ (計算領域が球面のデータ) への対応が挙げられる．
惑星大気数値シミュレーションは計算領域が矩形の領域モデルと球面の大循環モデルデータの 2 系統で
行われており，現時点では領域モデルを用いた数値シミュレーションデータしか可視化ツール dcwmt は
対応していない．課題の 2 つ目として既存の可視化ツールにないウェブ地図独自のインタラクティブな
解析機能の追加が挙げられる．現在はクリックした座標の数値を表示することができるが (図 8 b)，こ
の機能を拡張することで例えば領域を選択してその範囲における平均値を取得することや，ユーザが選
択した 2 点間の物理量の変化の折れ線グラフを表示する機能の実装を考えている．課題の 3 つ目は定期
的なユーザ向けチュートリアルセミナーの実施である．我々の研究グループで毎年行っている地球流体
データ解析・数値計算ワークショップ[11]においてそれを実施することを計画している．
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