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NASCOに向けたNANTEN2制御系の開発 : 3
Google Cloud Platform を用いた FIle I/O 制御系の検討
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ABSTRACT

NANTEN2 / NASCO

自動観測 / データベース化

商用クラウドの情勢

Google Cloud Platform のパフォーマンス

実験1: Drive と Spreadsheet の比較

まとめ

V105b

我々は、NANTEN2 望遠鏡を用いた CO(1-0) 輝線の超広域サーベイ計画である NASCO (NANTEN2 Super CO Survey as Legacy) プロジェクトを推進している。
NASCO 実現の核となる、マルチビーム受信機を用いた高速スキャンモードに対応し、観測自動化を進めるために、これまでに新制御系 NECST の基礎的な設計を行い計
算機のリプレイスを進めてきた。本講演では、NECSTデータベースの多局間同期を実現する上で、商用クラウド採用の可能性を検討した。商用クラウドを利用できれば、
自前でサーバーを構築・維持する必要がなくなり、短期間での開発とランニングコストの圧縮が期待できる。

科学目標
アタカマから観測可能な

全天の 70% をカバーする
CO(J=1-0) 観測を遂行する

要求感度 : Trms < 0.8 K
Tmb, HPBW=200”, dv=0.2 km/s

技術的な解
マルチビーム受信機

高速スキャン
効率良いプロジェクション

通信手段
衛星回線 (Telefonica)
1024 kbps を 4 グループでシェア
日本への ping 応答時間 : 860 ms (typ.)
         +
ディスクのハンドキャリー

データ種類

観測データ

観測指示 1 kbps 程度 (1 指示書 /h)

3.4 kbps

34%

35 821

シェア

データセンター数

ステータス情報

ピーク値 : 420 Mbps
典型値 :  1.5 TB/day

データレート

制御系への要請
600”/s の高速駆動

420 Mbps のデータ処理
各種自動化 ( 観測 , 解析 )

dt=0.1s

観測の自動化を進めることにより、長期
に及ぶ全天観測の運用負担の軽減を図
る。
自動観測を実現する中核となる要素は、
queue 観測、観測進捗管理、自動アラー
ト、の3つ。システムの中心にデータベー
スを据えることで一貫した自動システム
を実現する。

観測プログラムはQueue に登録された
観測指示書を順次実行しながら自律し
て観測をこなしていく。指示書は 1時
間程度で消化されていく。
装置状態や天候などのステータス値は
リアルタイムで収集され、観測続行の
可否を判断する。収集されたステータ
ス値は数秒に 1回程度の頻度で観測者
へ向けたモニターに更新される。

NASCO データベースとNANTEN2制御の概念図
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制御1指示書 /hour

随時

数秒に 1度

観測実行
座標計算
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商用クラウドサービスを用いた NASCO データベースの同期

データベースは、チリ・アタカマ高地
の NANTEN2 望遠鏡サイトと、日本と
チリの観測者の 3 箇所間で同期する必
要がある。

これまでは SSH トンネリングを通して
VNC によりデスクトップ画面を共有す
ることで操作・運用を行っていた。こ
の方法はネットワーク遅延による誤操
作が起きやすかった。

NASCO では各拠点でそれぞれデータ
ベースを更新し、それらを非同期的に
共有することでネットワーク遅延によ
る観測者へのストレス軽減を図る。

データベースの同期には、商用のクラ
ウドサービスを用いることで、開発期
間の短縮とサーバーインフラの維持管
理コスト削減を実現できる可能性があ
り、実現可能性を検討した。
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AWS, Azure はデータセンター数が多く南米（ブラジル）にも有する。Google はデー
タセンター数は少なく、北米、欧州、アジアにしか無いが、Google Cloud Platform
上に構築されたアプリケーション (Google Drive, Spreadsheets, Fusion Tables 等 ) 
が数多く整備されており、API も標準化され公開されているので、クラウドを試し
やすい。本研究では Google Cloud Platform の公開されているアプリケーションを
用いて実現可能性を検討した。

本研究では Google Cloud Platform で公開されているアプリケーションのうち、
Google Drive と Google Spreadsheets の 2 つを用いて、データ転送の試験を行った。
これらのサービスには web API が公開されており、また、その web API を python 
からコールできる pydrive モジュールが Google により開発・公開されている。

本研究では Google Cloud Platform を用いてアタカマの NANTEN2 サイトから名古
屋へのデータ転送実験を行った。その結果、Google Spreadsheets を用いることで
望遠鏡ステータスモニタの実用に耐えうる転送時間を実現できることが分かった。
転送時間は応答時間×通信回数であり、NANTEN2 サイトでは衛星回線を経由する
ことから応答時間 1秒弱と長く、TCP ハンドシェイクや認証などによる通信回数の
増加が転送時間に顕著に影響する。Google Drive はフォルダのツリー構造を持ち、
任意のバイナリファイルに対応するなど多機能ではあるが、その分アップロードす
るまでに手続きが多いと考えられる。独自のアプリケーションサーバーを、例えば
通信回数の少ないUDPプロトコルを使用するなどして最適化して構築すれば、より
転送時間を少なくできる可能性がある。

実験手順 ：

結果 ：

考察 ：

1. アタカマの NANTEN2 サイトからテキストデータをアップロード (t1)
2. 名古屋でデータをダウンロード
3. 名古屋から再度テキストデータをアップロード
4. NANTEN2 サイトでダウンロード (t2)
5. 経過時間 (t2 - t1) / 2 を算出
6. 1-5 を Google Drive に保存したテキストファイルへの書き込みと、
     Spreadsheets のセルへの書き込みの 2 通り試した

Drive へのテキストファイル書き込み  -  15 秒程度
Spreadsheets のセルへの書き込み      -  5 秒程度

衛星回線のため応答時間が長く、認証やハンドシェイクのオーバヘッドの
影響が大きい。Drive へのファイル書き込みの方が手続きが多く、その結果、
NANTEN2 サイトでは遅延が大きくなっている。

実験 2: Google Spreadsheets データ書き込み速度
実験手順 ：

結果 ：

考察 ：

1. Spreadsheets について、実験手順 1 を 1 週間に渡って時間帯をまんべんなく測定を実施した
2. 結果から頻度分布を作成した

土日、昼夜を含む様々な時間で測定を実施した。転送時刻に大きな変化は
なく安定している。ステータスモニター値の転送には十分耐えうる。

転送時間のピークは 4.5 秒となった。95% 以上の測定が応答時間 5.5 秒以
下であった。
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