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アジェンダ
 JAXAについて

 JAXAスパコン～JSS2～とそのアプリケーション例
 数値シミュレーションデータ(NS)

 地球観測データ(EO)

 宇宙科学データ(SS)

 JSS2にあるデータ

 欧米の地球観測データ管理
 欧州

 米国

 クラウドストレージ利用の課題と期待

 まとめ
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■About JAXA

Aeronautics

Space Science

Missions

“HAYABUSA”

SpaceDevelopment

Earth Observation

・Established at 2003
(Formaly NAL:National Aerospace Laboratory of JAPAN)

・Employees：1,529
・Budget： 153.7 Billion JPY

/ 1.360 Billion USD
/ 1.138 Billion Euro

(April 2017)
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■JSS2 Overview 
■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■J-SPACE/JSS2

Jaxa’s Storage Platform for Archiving, Computing, and Exploring

40PB Tape cartridge

0.7PB Disk cache

■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■JAXA Supercomputer History

Start to use

■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■Application Examples –NS(1/2)-
■Epsilon Rocket Launch pad ■Liquid Fuel Atomization

■Rocket Engine Design

Mach number

Mach number Distribution

■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■Application Examples –NS(2/2)-
■Airplane Landing Gear

■Re-entry 
Vehicle Design

■Visialization of Shockwave on Wing

■Fluid Dynamics on Epsilon Rocket

■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■Application Examples –EO-
■Aerosol

■Global Precipitation Measurement

■JAXA Supercomputer and its Application Examples

■”Kuroshio”
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■Application Examples –SS-
■Giant Impact

■JAXA Supercomputer and its Application Examples
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■SORA-FS(File System) Usage
■Data on JSS2
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■J-SPACE(Archiver) Usage
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■Data on JSS2
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■Number of files on J-SPACE(by size, by year)
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■Data on JSS2



P.15SS研 システム技術分科会「将来における大学・研究機関のデータ管理について」2018/2/1

■Amount of DATA on J-SPACE(by size, by year)
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■EU –COPERNICUS(1/2)-
■EO data management in EU and U.S.

(BiDS2017,Andreas Veispak, EC)
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■EU –COPERNICUS(2/2)-
■EO data management in EU and U.S.

(BiDS2017,Andreas Veispak, EC)
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■EU –Service Providers(1/2)-
■EO data management in EU and U.S.

(BiDS2017, Camille Louge et al.)
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■EU –Service Providers(2/2)-
■EO data management in EU and U.S.

(BiDS2017,Melcot M.)
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■U.S. –NASA Concept-
■EO data management in EU and U.S.

(BiDS2017, Christopher L.)
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アジェンダ
 JAXAについて

 JAXAスパコン～JSS2～とそのアプリケーション例

 数値シミュレーションデータ(NS)

 地球観測データ(EO)

 宇宙科学データ(SS)

 JSS2にあるデータ

 欧米の地球観測データ管理

 欧州

 米国

 クラウドストレージ利用の課題と期待
 柔軟性

 機密性

 信頼性

 継続性

 接続性

 調達制度

 法令順守

 まとめ
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■クラウドストレージ利用のメリット

■Issues and Expectation to using Cloud storage

No. メリット 注記 分類

1 どこからでもアクセス可能 インターネットに直結、どこからも平等にアクセスできる。

2 バックアップの省力化 様々なバックアップ機能(冗長化、ディザスタリカバリ)をサービスとして購入できる。

3 基盤システムの運用管理が不要 サービス調達(基盤システムの運用管理はクラウド業者が実施)

4 定期的なシステム換装が不要 同上

5 導入コストが安い Small Start。

6 従量課金 費用対効果の説明が分かり易い。

7 高い拡張性 好きな時に、好きなだけ拡張できる。

8 利用量の柔軟性 研究開発業務の急激な変化に対応できる。

9 DR・BCP対策 強固な設備環境、全地球的な基盤整備。
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■クラウドストレージ利用のデメリット

■Issues and Expectation to using Cloud storage

No. デメリット 注記 分類

10 利用内容をカスタマイズできない サービスメニューから選ぶ程度の自由度。

柔軟性11 保守タイミング クラウド業者が決めた保守タイミングに、研究開発業務の流れを合わせる必要がある。

12 障害対応 共用設備として対応するため、個別の事情に合わせた処置を求められない。

13 セキュリティ

セキュリティ内容を個別に指定できないため、確保されているセキュリティレベルの把握
が難しい(セキュリティのレベル理解)。
同じ基盤を誰が使っているが分からない(利用者母集団)。
同じ基盤を使っている人との隔離ができているか不安(アクセス制御)。

機密性

14 データの二次利用 例えば、クラウド業者によるビッグデータ解析の対象データになる。

15 ベストエフォート 計算機、ストレージ、ネットワーク等が共用のため性能保証が受けられない。
信頼性

16 信頼できるのか 情報資産を預けるに耐えられるもの(サービス、設備、規約)なのか。

17 廃業 研究開発業務の継続性と関係なくクラウドサービス事業が終了するリスク。
継続性

18 拡張性 設備の拡張計画、ラック・電気・冷却の空き状況が分からない。

19 利用終了時のデータ取り出し 蓄積したデータの取り出し時間や費用が予め見積り難い。 接続性

20 従量課金 計画的に予算執行をする政府系調達の考え方との整合性が悪い。 調達制度

21 輸出管理 クラウドセンターの所在が海外の場合、輸出審査の実施が必要。 法令順守
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■柔軟性:Flexibility
■Issues and Expectation to using Cloud storage

利用内容をカスタマイズできない
「マスター・スレーブ的なクラスタ構成が無い。」

保守タイミング
「学会〆切間際なのに保守で使えない。」

障害対応
「一部のサーバだけで良いから可及的速やかに

復旧させたいが、全部一律に障害復旧作業が進む。」
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■機密性:Confidentiality
■Issues and Expectation to using Cloud storage

セキュリティレベルの理解:
Understanding the Security Level

「このサービスメニューで我々が欲しいセキュリティが

手に入っているのか理解できない。」

利用者母集団:Population Set
「同じCPUでクラッカーのプロセスが動いているかも。」

アクセス制御:Access Control
「クラッカーから我々のプロセスは見えないよね？

ファイルシステムは見えないよね？」

データの二次利用:Secondary use
「統計処理するって言っても我々の研究データが

読まれてるんだよね。」
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■信頼性:Reliability

ベストエフォート:Best Effort
「期待する性能を使えるのか？」

信頼できるのか:May I trust?
「そこに情報資産を保管して大丈夫なのか？」

「何を以って信頼できると考えるのか？」

SOC1/2、ISO27001等

国内設置、通信経路

■Issues and Expectation to using Cloud storage
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■継続性:Continuity

廃業:Discontinuation of service
「突然サービスが買えなくなったらどうする？」

「『６か月以内に全てのデータを取り出せ』と言われても…」

拡張性:Scalability
「規模が2倍になっても引っ越しなどせずに

当初の設備を利用し続けられるのか？」

データセンターの規模

空き状況

建設計画

■Issues and Expectation to using Cloud storage
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■接続性:Connectivity

利用終了時のデータ取り出し:
Outbound Data Transfer

「ファイル転送速度はどれくらい出るの？」

「全部取り出すのに何か月かかるの？」

「費用は全部でいくらかかるの？」

クラウドと外部システムの接続方法
SINET5に直結してる？

データセンター内で光ケーブルで直結していい？

接続に伴う追加費用は？

■Issues and Expectation to using Cloud storage



P.29SS研 システム技術分科会「将来における大学・研究機関のデータ管理について」2018/2/1

■調達制度:Procurement system

従量課金

費用

サービスメニューの複雑さ

■Issues and Expectation to using Cloud storage
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Storage
Gateway

■Cost、Complexity

5PB
Move or Copy

Move or Copy

Cloud Center

Storage Specification Service

$6.3M 0.021[$/GB・month]×5,000,000[GB]×60[month] Standard

$1.2M 0.004[$/GB・month]×5,000,000[GB]×60[month] Glacier

Upload
Download

Specification Service

$0.1M 0.01[$/GB]×5,000,000[GB]×1+α Standard

$0.025M 0.0025[$/GB]×5,000,000[GB]×1+α Glacier

・Request
・Storage Management
・Transfer Acceleration
：

■Issues and Expectation to using Cloud storage

5 years

Black Hole model
Option Specification

$0.25M 0.05[$/GB]×5,000,000[GB]×1+α

+α

+α

+α
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■法令順守:Compliance
■Issues and Expectation to using Cloud storage

輸出管理
「いつの間にか、輸出審査をしていないデータが

外国のサーバに置かれていたorz」
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■まとめ

クラウド利用には多くの課題(≒不安)がある。

柔軟性

機密性

信頼性

継続性

接続性

調達制度

法令順守

 大規模研究データのクラウド利用にも課題
が多い。
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ありがとうございました。
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