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要旨

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)、すばる望遠鏡のHyper Suprime-Cam (HSC)、Large Synoptic Survey Telescope (LSST)、Square Kilometre Array (SKA) など、天文学分野にお
いてもビッグ・データの波が押し寄せている。国際連携の大型プロジェクトでは、自前で超高性能なハードウェアを調達し、その性能を限界まで引き出すソフトウェアを一から開発することが
できる。けれど通常は観測装置の開発で手一杯であり、ハードウェア/ソフトウェアの両面でデータの公開系は後回しになりがちである。また、想定外の運用期間の延長により、計算機資源の後
付が必要になることもある。いっぽう現在では、その時々に必要な計算機資源をクラウド・コンピューティングという形で動的かつ安価に手に入れることが可能になった。本研究ではクラウ
ド・コンピューティングの雄であるAmazon Web Services (AWS)に注目し、この上で動く分散処理フレームワーク“Hadoop”およびSQLライクなデータベース・システム“Hive”を用いて非常に原
始的な巨大天文データ検索システムを構築し、クラウド・コンピューティングを天文学分野に適用する際に必要となる技術の基礎的調査を行った。通常のリレーショナル・データベースと異な
り、Hiveには「パーティション」と呼ばれる、通常のファイル・システムにおけるディレクトリに相当する概念が存在し、この設計がシステムの性能を大幅に左右する。将来的に様々な波長の
データを格納することを前提に、天球を等立体角に分割するアルゴリズム“HEALPix”をパーティション分割に用いたところ、分割パラーメタNside = 26が最適と判明した。また、Hiveのファイル
形式にOptimized Row Columnar (ORC)形式を用いることで、データベースの大幅なサイズ削減と大幅な検索性能の向上を両立させた。

1. 観測的天文学におけるデータ爆発

観測装置の大型化・高性能化により、そこから生み出される観測データ(生データ)は増加の一
途をたどっている:

年間に生成されるデータ量� �
すばる望遠鏡HSC: ∼ 10 TB∗1,2 ALMA望遠鏡: ∼ 200 TB∗3 LSST: ∼ 5 PB∗4 SKA: ∼ 60 EB∗5

� �
これらを処理するためには高性能計算機(HPC)とHPCのパフォーマンスを最大限に引き出すよ
うにチューニングされたソフトウェアの両方が必要になる。両者をセットにしたデータ解析・公
開システムの開発が今後ますます重要になり、しかもそのためにかなりの予算を割くことにな
る。また、システムの設置に広い物理的スペースも必要である。
プロジェクトが順調に進んだ結果運用期間が延長される場合(人工衛星を使うミッションであ
りがち)がある。このときシステム(設置場所を含む)を柔軟に拡張できるかどうかは初期設計に
依存する。アドホックな改修は予想外の性能低下を招くリスクがある。

拡張性に優れた高性能なシステムを簡単かつ安価に構築したい!

2. クラウド・コンピューティングという選択肢

近年のハードウェアの高性能化と仮想化技術の進歩により、「必要なときに必要なだけ計算機
資源を買う」ことが可能になった。→「クラウド・コンピューティング」
これと並行して、「安価で信頼性の低い『パソコン』を集められるだけ集めてネットワークで
結び、高い信頼性・演算性能・容量を実現する」ためのソフトウェア技術の開発が進んだ。その
成果のひとつが“Hadoop”としてオープンソースで公開された。
両者がうまいこと融合した結果、「クラウド・コンピューティングの資源を束ねる部分はHadoop
に任せてしまって、その上で動くアプリケーションを開発して、その時々にジャストフィットす
る計算機資源をその都度安く買えば良い」という機運が高まった(←いまココ)。しかも、用途に
応じたソフトウェア部品が色々と公開されており、そのうちのひとつに従来のリレーショナル・
データベースと似たようなことを実現するための“Hive”というソフトウェアが存在する。

クラウドとHiveで未来の天文データ・アーカイブが作れるのでは? →実際にやってみた!

3. 予想される困難

1. リソースを完全掌握できない!

2. 自前のHPC: 性能が固定→クラウド: 予測不明な原因により性能が時間変動
3. 性能が出る形で天文データをクラウド上のHiveに格納する方法が不明(先行研究なし)

4. 一口に「クラウド」と言っても色々と種類(方式・提供元)がある

テストの結果∗6Amazon Web Services (AWS)のHiveインスタンスに決定!

4. Hiveの内部データ形式とパーティショニング

誤解を恐れずに言えば、Hiveのデータベース・ファイル(内部表現)は表計算ソフトウェアのCSV
形式に近い。データはテキスト形式になっており、このテキスト・ファイルを先頭から読み込ん
で列に分解して処理を行う。ファイルがある決められたサイズより大きくなれば分割されるが、
結局のところHiveの並列度はこのデータベース・ファイルの分割数で決まる。そこで、データ
ベースを強制的に分割する必要が出てくる。この処理をパーティショニングと呼ぶ。分割のア
ルゴリズムにはHEALPix∗7を採用するのが合理的と考えられる。なぜなら、
• 全天を再帰的に等立体角に分割するので極域でも破綻が起こらず、
• FITS World Coordinate System (WCS)として標準化されており、
• SimbadのAladin Liteのように、Virtual Observatory (VO)の世界では非常によく使用される

からである。

図 1: データの検索時間とパーティショニング
に使用するHEALPixのNpartition

side の関係

テストデータに2MASS Catalog Server Kit∗8に

付属の全天データ(174 GB, 470,992,970行)を用

い、パーティショニングのHEALPixのパラメータ

をNpartition
side = 23, 24, · · ·と変えていったときの、

中心となる天球座標と検索半径(5′′–5′)を一様か

つランダムに変えてデータ検索を行ったときの

処理時間(平均値)の変化を図1に示す。パーティ

ショニングは手持ちのワークステーションで行

い、それをAWSの4つのHiveインスタンスからな

るクラスタに読み込んだ。Npartition
side ≥ 27はAWS

への読み込みに失敗した。ここから、Npartition
side は

大きい程良いことがわかる。(この範囲では5イ

ンスタンス以上に分散されることはなかった。)

5. Optimized Row Columnar形式

§4で「Hiveの内部形式はCSV」と説明したが、実はオプションを変更することでOptimized Row
Columnar (ORC)形式というバイナリ形式に変更することができる。通常ではデータは行単位で
格納されるが、ORC形式にすると列方向に束ねられる。その結果、Hiveは列指向データベースの
ように振る舞うようになる。ORC形式の適用による処理速度の向上割合を見積もるため、2MASS
Catalog Server Kitのデータをパーティショニングを行わないフラットなデータ構造にして、標準
形式とORC形式のそれぞれの場合で、登録データ数(行数)を数え上げるのにかかる時間を計測
した。フラットなテーブルはデータサイズに応じてHiveにより自動的に分割されるので、Hiveの
処理単位数(Mapタスクの数)はテーブルが大きいほど増加する。
標準形式では204あったMapタスク数がORC形式では49まで減少した。また、最終的な処理時
間の平均値は、前者が約750秒であったのに対し、ORC形式では60秒以下まで短縮された。ここ
から、ORC形式へ変更することによる速度向上(12倍)のうち、
• 4倍分がバイナリ形式になったことによるデータ圧縮の効果
• 3倍分がデータが列指向形式になったことによる効果

と推定される。

6. Hiveによる全天アーカイブの簡易実装と性能評価

ここまでの調査で、ファイル形式にORC形式を選択し、データをクラウドではなく手持ちの
ワークステーションを使ってNpartition

side = 26でパーティショニングすれば、全天カタログならAWS
でもそれなりに高速に検索できることがわかった。天文データ・アーカイブを実装するために
は、パーティショニングもクラウド上で現実的な時間内に行えることも確認する必要がある。
現在の天文学研究においては、多波長の観測データを使うことがもはや当たり前である。これ
から開発するアーカイブ・システムは、はじめから多波長のデータを格納・比較できて当然であ
る。ところが、望遠鏡の観測原理の違いにより、(少なくとも)電波観測とそれ以外の波長とでは
天球を検出器面に射影する方法が異なる。両者の取り扱いを共通化するために、やはりここでも
HEALPixを使い、WCSLIB∗9の助けを借りてイメージFITSをNside = 220のHEALPix全天マップに
変換するソフトウェアを作成した(ローカルのワークステーションで動作する)。

図 2: パーティション生成にかかる時間とデー
タ・ノード数の関係

このソフトウェアにJVO ALMA Archiveで公開
されている3次元イメージFITSの中で特に巨大な
もの4つ(合計43 GB)を読み込ませ、Hiveへ入力
するための中間テキスト・ファイルを生成した。
この中間ファイルの1レコードには、赤経、赤緯、
Nside = 220のHEALPixによる画素 ID、観測周波
数、フラックスが記録されている(つまり1レコー
ド=1ピクセル)。このとき、ファイルの合計サイ
ズは670 GBになった。
Hadoopは、クラスタ全体を管理するネーム・
ノードと計算処理を行うデータ・ノードから構成
される。データ・ノード数を1から15まで変えな
がら、中間ファイルをNpartition

side = 26のHEALPix
でパーティショニングを行いながら、ORC形式の
Hiveデータベースへ変換するのにかかる時間を測
定した(図2)。ORC形式にしたことで、Hiveデータベースの合計サイズは中間状態の670 GBから
25 GBにまで減少した。これは元のFITSイメージの合計よりも小さい。
並列化によるソフトウェアの処理速度の向上具合を見積もる方法のひとつに、Amdahlの法則
∗10がある:

Tparallel =
[
(1− p) +

p

N
+ α

]
Tsingle. (1)

ここでNは並列化の数、pはプログラムの処理全体における並列化部分の占める割合、αは並列

化によるオーバー・ヘッド、Tsingleは全く並列化をしない場合の処理時間、Tparallelは並列化を行っ

た場合の処理時間を表す。α = 0を仮定して図2を式(1)でフィットしたところ、p = 0.65を得た。

ほとんどチューニングを行っていない状態でも6割以上の並列化を達成したいっぽうで、データ・

ノード数を10より大きくしてもあまり効果がないこともわかった。

7. 結論

さらなる工夫でAWSで天文データ・アーカイブを構築できる可能性がある!
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