
2017年4月28日
第35回FrontISTR研究会

＜FrontISTRの並列計算ハンズオン～精度検証から並列性能評価まで～＞

FrontISTRの並列計算 (1)
： 複数コアを用いた並列計算

東京大学本郷キャンパス 工学部8号館2階222中会議室 15:20-16:00
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cd

cd data170428/FrontISTR/examples/3_conrod/PE4

sh go_hecmw_part1.sh

作業ディレクトリでシェルスクリプトgo_hecmw_part1.shを実行してください．

#!/bin/sh

cp ${HOME}/data160916/FrontISTR/bin/TC/3.7/ mpi/hecmw_part1 .

mpirun –np 1 ./hecmw_part1 > hecmw_part1.log

rm hecmw_part1

go_hecmw_part1.sh
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分散メッシュファイル
model_part.0～

解析制御ファイル
model.cnt

解析結果ファイル
model_part.res.0.1～

ログファイル
fistr1.log，0.log～，FSTR.dbg.0～，

FSTR.msg，FSTR.sta

他のソフトのファイル
model_vis_psf.0001.inp

全体制御ファイル
(MPI並列計算用)

hecmw_ctrl.dat

※ 赤字の名前は自由に変更可能

FrontISTR (MPI並列計算用)
fistr1
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cd

cd data170428/FrontISTR/examples/3_conrod/PE4

sh go_fistr1.sh

作業ディレクトリでシェルスクリプトgo_fistr1.shを実行してください．

#!/bin/sh

cp ${HOME}/data170428/FrontISTR/bin/TC/3.7/mpi/fistr1 .

mpirun –np 4 -machinefile machines ./fistr1 > fistr1.log

rm fistr1

go_fistr1.sh

hc03 cpu=16 

machines

※ 使用する計算ノード名 (hc01～hc13)を書いてください．
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分散メッシュファイル
model_part.0～

解析制御ファイル
model.cnt

解析結果ファイル
model_part.res.0.1～

ログファイル
fistr1.log，0.log～，FSTR.dbg.0～，

FSTR.msg，FSTR.sta

他のソフトのファイル
model_vis_psf.0001.inp

全体制御ファイル
(MPI並列計算用)

hecmw_ctrl.dat

※ 赤字の名前は自由に変更可能

FrontISTR (MPI並列計算用)
fistr1
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cd

cd data170428/FrontISTR/examples/3_conrod/PE4

sh go_rmerge.sh

作業ディレクトリでシェルスクリプトgo_rmerge.shを実行してください．

#!/bin/sh

cp ${HOME}/data170428/FrontISTR/bin/TC/3.7/mpi/rmerge .

mpirun -np 1 ./rmerge -o text -n 4 -e 1 conrod_PE4_rmerge.res.0 > rmerge.log

rm rmerge

go_rmerge.sh
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分散メッシュファイル
model_part.0～

解析制御ファイル
model.cnt

解析結果ファイル
model_part.res.0.1～

ログファイル
fistr1.log，0.log～，FSTR.dbg.0～，

FSTR.msg，FSTR.sta

他のソフトのファイル
model_vis_psf.0001.inp

全体制御ファイル
(MPI並列計算用)

hecmw_ctrl.dat

※ 赤字の名前は自由に変更可能

FrontISTR (MPI並列計算用)
fistr1



Fig.  Analysis mesh of a connecting rod (10-node tetrahedral elements)
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Aluminum

引張変形問題の計算 → 変位分布 (応力分布) 

96,328 nodes
56,115 elements



10

PE4/                           ・・・ MPI並列計算用ディレクトリ (4コア使用)

hecmw_ctrl.dat ・・・ 全体制御ファイル (MPI並列計算用) 
hecmw_part_ctrl.dat ・・・ 領域分割制御ファイル

go_fistr1.sh ・・・ シェルスクリプト (fistr1用)
go_hecmw_part1.sh ・・・ シェルスクリプト (hecmw_part1用)
go_rmerge.sh ・・・ シェルスクリプト (rmerge用)

machines                       ・・・ マシンファイル

FrontISTR/examples//3_conrod/
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軸部：変位零

刃先から3節点程度：偶力と軸方向荷重
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Fig.  Analysis mesh of a drill (4-node tetrahedral elements)

Iron

ねじり変形問題の計算 → 変位分布 (応力分布) 

1,700,262 nodes
9,895,566 elements
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PE8/                           ・・・ MPI並列計算用ディレクトリ (8コア使用)

hecmw_ctrl.dat ・・・ 全体制御ファイル (MPI並列計算用) 
hecmw_part_ctrl.dat ・・・ 領域分割制御ファイル

go_fistr1.sh ・・・ シェルスクリプト (fistr1用)
go_hecmw_part1.sh ・・・ シェルスクリプト (hecmw_part1用)
go_rmerge.sh ・・・ シェルスクリプト (rmerge用)

machines                        ・・・ マシンファイル

FrontISTR/examples/5_drill/
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REVOCAP_PrePostを用いて，領域分割した様子を可視化してみます．
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REVOCAP_PrePostを用いて，計算結果を可視化してみます．
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FrontISTRの線形ソルバーのログを見てみます．

線形ソルバー
の計算時間

線形ソルバーの情報
(3×3ブロック
対角スケーリング
前処理付きCG法を
使用)

反復数 残差


