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あらまし 本論文では、インターネットでアクセス可能な気象データベースを対象として，ローカルなファイルシス

テムを通じた遠隔サーバ上のデータへの透過的なアクセスを提供するシステムについて述べる．これは，Linux の

ユーザモードファイルシステムの実装の一つである FUSE を用いて実現され，利用者は，ネットワーク上の気象デー

タを，あたかも手元のファイルシステム上にあるかのように扱うことができる．本システムにおいて対象としている

利用者は，プログラミングに関する知識をあまり持っていない気象科学者を対象とする．そのため本システムの設定

や，気象データベースの追加などをなるべく簡単な方法で行う形を取る．本システムを使用するときに生じる HTTP

リクエストに対しキャッシュシステムを用いてリクエスト数の低減を目指した．
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Abstract This paper describes a tool for providing transparent access to online meteorological databases by way

of local file system. It is realized by FUSE, an implementation of usermode filesystem on Linux. A user is allowed to

deal with online meteorological data as if they were stored in his/her local file systems. The main target of this tool

is scientists in meteorology those who are not familiar with computers and related technologies. For this reason, we

attempt to provide easy ways for configuring, maintaining, and using the system. To improve system performance,

we integrate a caching mechanism for decreasing the number of HTTP requests.
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1. は じ め に

近年，計算機の発達，記憶装置の大容量化，ネットワークの

高速化により科学データ資源は膨大化し，ネットワークを通じ

た情報資源の相互利用の需要が高まってきた．科学データ資源

を有効利用するための概念として，e-サイエンスという概念が

ある．e-サイエンスは 1999年に John Taylor によって提唱さ

れた概念で，高速ネットワークにより高性能計算機や実験装置

の相互利用，科学データ統合利用，研究者の人的交流を促進し，

新たな科学的発見や研究分野の創出を目的としている．

科学データ資源の膨大化は，気象科学・大気物理学において

も起きている．気象科学において扱うデータは主に，緯線，経

線に沿って定義されるグリッドと呼ばれる格子点において計測

される気温，湿度，気圧などの物理量である．これらグリッド

データは気象庁などが観測値を基に作成し，インターネット上

に公開している．

我々の研究グループでは，上記の気象庁が公開しているデー

タを，GPV/JMA アーカイブとして蓄積，公開している [2]．

同様に気象データをインターネット上に公開しているサイトが

多数ある [3], [6]．これらのデータベースへの統合的かつ透過的

なアクセスを可能にすることは，気象科学分野の研究業務の効

率化のために重要である．我々の研究グルーブではこのような

観点から e-サイエンスへの取り組みも行っている [1]．しかしな

がら，Web サービスなどの大掛かりなシステムが必要になる



ため，使いづらいという問題がある．

本研究ではネットワーク上に存在するさまざまな気象データ

ベースに対し，統合的かつ簡易なアクセス方法を提供するシス

テムの構築を目的とする．

2. 関 連 技 術

この節では．気象科学におけるデータフォーマットや，e-サ

イエンスにおける情報共有など，本研究に関連する研究につい

て述べる．

2. 1 データフォーマット

気象データを保持するためのデータフォーマットとして有名

な GRIBと NetCDFについて述べる．

2. 1. 1 GRIB

GRIBは，WMO (World Meteorological Organization) [4]

によって 1985 年に提唱されたデータ形式で，気象データを対

象としている．最新のバージョンは 2 で，現在多くの機関が

バージョン 2 を採用している． GRIB の内部構造は大まかに

分けると，次の五つの情報格納部分に分かれる．各々に含まれ

る情報は以下のようになっている．

（ 1） このファイルが GRIB 形式をとっていること，バー

ジョン，データのサイズ

（ 2） データの製造元，高度，単位，観測日時，（4）の格子

点が表す物理量

（ 3） グリッドの数，種類などグリッドに関する情報

（ 4） グリッドデータ

（ 5） ファイルの終わりを示すデータ

(2)から (4)は，一つの GRIBファイルの中で何度も繰り返さ

れる．繰り返される回数はデータの製造元によって大きく違って

くる． GRIB データの可視化や，グリッドデータの抽出のため

のライブラリは， ECMWF (European Centore for Medium-

Range Weather Forcasts) [5] や，NOAA (National Oceanic

and Atmospheric Administration) [6] によって， GNU GPL

や，パブリックドメインといった形で配布が行われている

2. 1. 2 NetCDF

非営利団体 UCAR (University Corporation for Atmo-

spheric Research) [8] のプロジェクト Unidata [9] で提案され

ているデータフォーマットで， GRIB 同様，大量の変数（格子

点）のバイナリデータが格納される．GRIB と大きく違う点は，

NetCDF の方が用途のが広い点である．そのため， NetCDF

のデータ構造は自己記述的で非常に柔軟な構造になっている．

NetCDF ファイルの構成要素は大きく分けて以下の二つに分け

ることができる．

ヘッダー部分 変数のデータ以外の次元，属性，変数の情報

データ部分 無制限次元を持たない変数のデータを含む固定サ

イズのデータと，無制限次元を持つ変数データを含む変動サイ

ズデータ

NetCDF は，先に述べたとおり用途が広く，気象科学で使

われる以外にも，GIS （地理情報システム）など衛星データの

フォーマットとしても使われている．現在の正式バージョンは

3 である．次期バージョン 4 のデータ形式は HDF5 を基に定

義されていてほぼ策定は終了している． HDF5 の最新バージョ

ンの勧告が行われたら，それに対応して次期バージョン 4 の正

式リリースが行われる．

2. 2 データアクセス

大規模な科学データに対するデータアクセスに関する技術や

研究について述べる．

2. 2. 1 OPeNDAP

OPeNDAP (Open-source Project for a Network Data Ac-

cess Protocol) は HTTP を基にした通信プロトコルで，地球

科学一般に使われている．主に，効率的なデータ通信を目的と

している．OPeNDAP.org [10] という非営利団体が提唱してい

るプロトコルで，現在の仕様は OPeNDAP 2.0 draft である．

また，OPeNDAP.org は， OPeNDAP に則ったクライアント

システムや，サーバシステムの配布も行っている．OPeNDAP

は， NASA や NOAA などの衛星，天候などの観測データの

通信にも用いられている．一般的なファイル転送プロトコル

（ FTP, HTTP など）と比べて優れている点は，余分な通信を

しないで済むという点である．これは，サーバが保持するファ

イルを抽象化して扱うことにより，要求されたファイルの一部

分だけを切出し，転送したり，複数ファイルをまとめて転送す

ることが可能になっている．対応データ形式は， HDF データ

や， NetCDF などである．しかし対応データ形式はユーザの

手で拡張可能である．OPeNDAP.org では，様々なデータ形式

へ対応をしたクライアント，サーバアプリケーションを提供し

ている．中には GRIB, NetCDF, HDF などにも対応した，気

象科学を意識したサーバシステムも存在する．

2. 2. 2 グリッドファイルシステム GfarmFS-FUSE

GfarmFS [12] は， NFS や AFS などと同様のネットワーク

共有ファイルシステムである． NFS, AFS と違う点は二つあ

る．ひとつは，広域環境，LAN環境など様々な規模での共有が

可能である点．もう１つはファイルの複製をうまく活用するこ

とにより，アクセス集中によるパフォーマンスの低下や，ネッ

トワーク・ディスク障害や災害に対しても強固なシステムの構

築が可能になる． GfarmFS のクライアントシステムは数種類

存在する．その中で， GfarmFS-FUSEは，Linux クライアン

トのローカルファイルシステムに，GfarmFSをマウントするこ

とが可能になるクライアントシステムである．これによりユー

ザ（あるいはユーザプログラム）は GfarmFSへの透過的なア

クセスが可能となる．

2. 2. 3 ユーザモードファイルシステム FUSE

FUSE [11] は， Linux のファイルシステムである VFS 上に，

ユーザが構築したファイルシステムのマウントを可能にするシ

ステムである． FUSE を使うメリットは，ファイルシステム

を構築する際，プログラマに対しファイルシステムの内部や，

カーネルモジュールプログラミングなどの知識を必要としない

点である．プログラマは， FUSE ライブラリから提供されて

いる関数の定義をしさえすればよい．

FUSEは，Linuxで最も主流である Linusツリーの最新カー

ネルに既にマージされており，RedHat系 Linuxや，Debianな

どには， FUSE モジュールがデフォルトでインストールされて



図 1 システムの概略図．

いるっている．また， FUSE は Linux 以外の， POSIX 準拠

OS（FreeBSD [14], Mac OS X [13] など）でも利用が可能であ

る．本研究では， FUSE の Ruby バインドである， FuseFS

を用いている．

3. 提案システム

この節では，提案するシステムの全体を述べた後，実装する

にあたってポイントとなった点を述べていく．

3. 1 システム全体

図 1 はシステムの概略図である．図中の MDFS (Mereoro-

logical Databases File System) は，本研究で構築したファイ

ルシステムである．システム全体の流れは以下のようになって

いる．

（ 1） ユーザはシェルから何らかのコマンドを実行する．コ

マンドの中で呼ばれるシステムコールを Linux のファイルシ

ステム VFS が受け取り， FUSE モジュール，FuseFSの順に

システムコールのやり取りをする． FuseFS は受け取ったシス

テムコールを MDFS 内のメソッド呼び出しに変換する．

（ 2） MDFS は，要求されたパスから HTTP リクエスト

をするべきサーバを見つけ，対応するサーバを抽象化したオブ

ジェクト（以降サーバオブジェクト）に要求を渡す．サーバオ

ブジェクトは要求された内容がキャッシュ管理モジュールに存

在するかどうかを確認する．

（ 3） キャッシュ管理モジュールに，リクエストされたデー

タが存在するならば，MDFS にそのデータを返す．キャッシュ

管理モジュールにリクエストされたデータが存在しないなら

ば，サーバオブジェクトは，対応するサーバに対し適切な方法

で HTTP リクエストを送る．

（ 4） サーバオブジェクトは，サーバから取得したデータを，

内部コードに変換し（ HTML ファイルならばスクレイピング

し，リンク要素を見つけ出す，それ以外ならばファイルデータ

として格納），キャッシュ管理モジュールと MDFS にデータを

渡す．それを受けて， MDFS は FuseFS にデータを渡す．

（ 5） FuseFS は MDFS から受け取ったデータを適切な内部

コードに変換する．このデータは， FUSE モジュール， VFS

を通り，システムコール呼び出し元に渡される．

3. 2 キャッシュ管理

キャッシュデータは 2 種類定義した．ディレクトリキャッシュ

データと，ファイルキャッシュデータである．それぞれ違った

管理方法をとっている．また前述したキャッシュ管理モジュー

ルで管理を行うのは，ファイルキャッシュデータのみである．

ディレクトリキャッシュデータは，ディレクトリのキャッシュ

データで，キャッシュサイズが比較的小さいため，メモリ内に

内部コードとして保持される．特に寿命などは設けていない．

もし，特定のディレクトリ以下のディレクトリキャッシュデー

タを更新したい時は，目的のディレクトリに対し， touch コマ

ンドを行えばよい．

ファイルキャッシュデータは，ファイルデータのキャッシュ

データである．これはディレクトリキャッシュデータと違いメ

モリ管理モジュールに，キャッシュの管理を任せている．ファイ

ルキャッシュデータは主に保持するデータは GRIB，NetCDF

など気象データになる．そのため，キャッシュのサイズが大き

くなり，メモリに保持をするとクライアントマシンのパフォー

マンスが著しく低下してしまう．また，既存のファイルシステ

ムにただ単に格納していっても，キャッシュファイルの肥大化

を招いてしまう．このため，キャッシュのサイズを監視するモ

ジュールを用意した．

3. 3 サーバオブジェクトとその設定

図 2 は，サーバオブジェクトがどのような動作をするのか，

MDFS とどのような関係にあるのかを図示したものである．

サーバオブジェクトとは， MDFS が気象サーバをファイルシ

ステムの一部と見なすために，気象サーバを抽象化したオブ

ジェクトである．サーバオブジェクト一つに付き，気象サーバ

一つ対応している． MDFS はこのオブジェクト越しに対応す

るサーバへアクセスをする．サーバオブジェクトは，MDFS か

ら見れば，ファイルシステムであり，気象サーバからみるとク

ライアントのように見えるオブジェクトである．

これらサーバオブジェクトは，ユーザでも追加が簡単にでき

る．設定ファイルには，近年Webアプリケーションフレームワー

ク Ruby on Rails [15] のデータベース設定ファイルに使われ

注目されている YAML (YAML Ain’t Markup Language) [16]

を使った．YAML の特徴は，簡単な文法で，かつ可読性に優れ

る点である．3 は，設定ファイルの最も簡単な例である．この

例では， 「Web サーバ ”simplesvr.org” というサーバの，パ

ス ”/pub/” 以下のディレクトリをマウントする（ MDFS 内

に組み込む）」という設定である．設定ファイルは yaml 形式

のファイルである．ファイル名から拡張子 ”.yml” や”.yaml”

を除いた文字列が，各サーバオブジェクトのルートディレクト

リ名になる．図 4 は，現在 MDFS で用いることのできるパ



図 2 サーバオブジェクトの動作図．

1 # configure for SimpleSampleServer

2 # exsampleServer -> http://simplesvr.org

3

4 url: http://simplesvr.org/pub/

図 3 最も簡単なサーバの設定ファイル．

1 # configure for SampleServer

2 # exsampleServer -> http://exsamplesvr.org

3

4 url: http://exsamplesvr.org/database/pub/

5 user: foo_body

6 password: bar_passwd

7 delay: 0.7

図 4 サーバの設定ファイル．

ラメータすべてを設定したファイルである．この Web サーバ

は，アクセスする際に Basic 認証が必要である．設定ファイル

は， Basic 認証に必要な user， password の値を設定できる．

daley の値は，対象サーバが DoS 攻撃対策をしている場合に

用いる．Web に公開する気象サーバは，パフォーマンスを落

とすことなく，大量の HTTP 要求を処理するために DoS 攻

撃に対策を取っている場合が多々ある．もし，DoS 攻撃対策に

抵触してしまった場合， MDFS が予期せぬ動作をしてしまう

可能性がある．そのため， DoS 攻撃対策に抵触しないために，

HTTP 要求に daley 値分の秒数間隔をあけるようにした．

3. 4 エラー通知

ファイルシステムを構築するにあたって問題になるのが，ファ

イルシステムユーザに対してのエラー通知である． MDFS で

は，システム内にインターネットを組み込んでいるので，名前

解決ができなかったりや，サーバサイドエラーが生じる可能性

図 5 MDFS を介した cp と wget の比較

を想定しなければならない．しかし， FUSE においてこれら

の通知を従来のアプリケーションのように標準入出力を用いた

通知を行うことは困難である．FUSE はファイルシステムをマ

ウントするための API であるので，既存のファイルシステム

と同様の情報量しかユーザに渡せず，コネクションエラーや名

前解決エラーなどをユーザの端末に表示させることは困難であ

る．（ユーザの使用している端末を割り出せば，表示可能ではあ

るが，ユーザプログラムがその表示を期待していないことがほ

とんどなので，無理に表示させることは好ましくない．）

そこで MDFS では， 2 通りのエラー通知を行っている． 1

つは，通常の Linux デーモンと同様にログファイルを生成する

方法である．HTTP リクエストや，ファイルシステムに関す

るアクセスログと一緒に，エラーログを残す方法である．これ

だけではユーザに対してリアルタイムな通知が出来ていない．

リアルタイムなエラー通知を実現するための方法として，エ

ラーが起きたディレクトリの直下にエラーファイルというもの

を生成する方法を採った．例えば，正しくないホスト名に対し，

コネクションを張ろうとすると，サーバオブジェクトのルート

ディレクトリに SocketError というテキストファイルを生成す

る．この名前は，Ruby の net/nttp ライブラリが，不正なホス

ト名の名前解決に失敗した際に発生する例外オブジェクトの名

前である．また， SocketError ファイルの中身は SocketError

オブジェクトのインスタンス変数 backtrace を，文字列として

出力した結果である．

4. 性 能 評 価

この節では， MDFS のデータ転送速度についての評価を行

う．まず評価方法について説明し， 結果を示し考察を行う．

4. 1 評 価 方 法

MDFS のデータ転送速度を評価するのに， HTTP クライア

ントである GNU wget [17] と MDFS を通した cp コマンドに

よる比較を行った．出力先のディスク書き込み時間を含めない

ようにするため，いずれの出力先も /dev/null に設定をした．

またキャッシュが効いている時の速度も評価するために， ファ

イルの転送を複数回行った．また，ファイルサイズによる違い

も評価を行う．具体的には 3 回の cp ， wget を同一ファイル



に対して行った．この動作を，同一ファイルサイズ毎に 4 回行

い，転送時間の平均値を導いた．実験に使ったファイルサイズ

は，2 MB，16 MB，64 MB，288 MB で，いずれのファイル

も GPV/JMA アーカイブ上に格納されているものを使った．

4. 2 結果・考察

結果は，図 5 に示した． MDFS を通した 1 度目の cp は，

キャッシュファイルを作成する時間が発生するため，他のデー

タ転送時間に比べてとても時間が掛っているのが分かる．また，

ファイルサイズが大きくなった時，いずれの cp よりも， wget

の方が高速になる．これは， FuseFS における，システムコー

ル read に対する実装の問題がある．この問題について次の章

で詳しい考察を行い，その問題に対する本研究の解決方法につ

いて述べる．

5. 低水準メソッドを用いた部分アクセスの効
率化

この章では，MDFS における低水準メソッドを用いた部分ア

クセスの効率化について述べる．はじめに，MDFS 上におけ

る部分データアクセスの問題点と原因について述べる．この問

題に対する解決法について述べる．

5. 1 問 題 点

MDFS のテストをするために，気象データを用いるソフト

ウェアを MDFS を用いて処理させていると，通常のファイル

システム上での処理に比べ，極端にパフォーマンスが落ちる場

合があった．特にメタデータの生成や，気象データの可視化を

した際に，パフォーマンスの低下が生じた．メタデータ生成，

気象データ可視化などの処理の特徴としては，ファイルが大き

いにも関わらず処理が必要とする部分は，そのファイルの中の

極一部でしかない，ということである．

この様なバフォーマンス低下の原因は，FuseFS の提供する

メソッド read file の仕様にある．read file を利用してユーザ空

間ファイルシステム構築を行うと，ファイル読み込み時に，以

下のような順番で各モジュールが動作をする．（FUSE，FuseFS

間の通信は図の可読性を考慮し省いている．）

（ 1） FuseFS は利用者から open 要求を受け取る．FuseFS

は，ユーザ空間ファイルシステムからメソッド read file を呼び

出す．

（ 2） ユーザ空間ファイルシステムは，ファイルの中身とし

て認識させたいデータ全てを String オブジェクトとし，その

オブジェクトを read file の返り値とする．

（ 3） FuseFS は，受け取ったファイル全体をメモリ空間に

格納する．それ故，open 以降の read，close システムコール

は，ユーザ空間プログラムへバインドすること無しに，メモリ

空間に読み込んだファイルを用いて，ファイル出力をする．

図 6 は，read file を用いた時の，FuseFS と MDFS の応答

の概略図である．read file の上記のような仕様から，気象デー

タの可視化などをする際に，大部分の不必要なファイルなファ

イルを読み込んでしまうため，パフォーマンスの低下に繋がっ

ている．

この問題を解決するために，使用する FuseFS のメソッド

図 6 read file を用いた 時の FuseFS と MDFS．

図 7 raw open, raw read を用いた 時の FuseFS と MDFS．

を変更し，それにより気象サーバに対する HTTP アクセスの

方法を変更する改良を行った．新たなメソッドに，raw open,

raw read, raw close を用いた．これらは，read file で隠蔽さ

れていた，システムコール read, write, close のバインドであ

る．これにより，MFDS はファイルの一部を FuseFS に渡す

など，より細かなファイル操作を行うことが可能になる．これ

に伴い，read file の際に気象データサーバ GET 要求を行い全

データを取得していたところを，raw read によって，データ

のどこを取得すればよいか分かる様になったため，GET 要求

に，Range ヘッダを加え，データの一部の取得を行うことが可

能となった．図 7は上記の概略図である．これにより，必要最

低限のデータを取得することが可能となり，MDFS 利用者に対

するレスポンスが向上した．

しかし，MDFS 利用者が膨大な量のデータ読み込みをする

ときは注意をする必要がある．このとき，以前の MDFS は，

open 要求された時にの read file で FuseFS にデータ全てを渡

してしまえば，残りのファイル IO である read, close を勝手

に処理をしてくれた．しかし，raw open, raw read など低水準

メソッドを用いた MDFS では，read があるたびにメソッド呼

び出しを受け取るため，FuseFS と MDFS 間の通信オーバヘッ

ドが大きくなってしまう．また，HTTP 通信の回数が膨大な量



図 8 read file メソッドを用いた MDFS と低水準メソッドを用いた

MDFS のメタデータ生成速度の比較．

になり，delay 値を設定しているサーバは，かなりのパフォー

マンス低下が見込まれる．

また，以降，混乱を避けるため，特に明記しない限り MDFS

とは，read file メソッドを用いているものとする．

5. 2 実験による評価

実際の利用方法に近い形のデータアクセスを使い評価を行う

ために，メタデータの抽出速度で比較する．今回のメタデータ

はは対象の気象データにどのような変数（物理量）が含まれて

いるかといったメタデータである．また，具体的な評価方法は

同じサイズのデータ四つからメタデータを生成し，その平均値

で比較を行う．評価の際に用いたファイルサイズは，各々約 0.9

MB, 2.9 MB, 6.5 MB, 21.8 MB の，RISH サーバ上に存在す

る NetCDF ファイルを用いて実験を行った．

5. 3 結果および考察

図 8 は，比較実験の結果である．read file メソッドを用い

た MDFS が，ファイルサイズに比例して生成に時間がかかっ

ているのが分かる．一方，低水準メソッドを用いた MDFS は，

ファイルサイズにかかわらず一定時間後，それも前者に比べて

はるかに高速に生成できていることが確認できる．この用に生

成時間の変動がないのは，NetCDF のデータ構造と密接に関係

している．NetCDF は，2. 1. 2 節で述べたとおり，ヘッダ部分

とデータ部分に分かれる．このヘッダ部分のサイズはデータ全

体に比べかなり小さなサイズになっている．このため，ファイ

ル読み込みを一度で済ませることが可能になっている．このこ

とから，どのファイルサイズも，メタデータ生成のために要す

る時間が一定になっている．

6. 課題と展望

この節では，主に今後の課題について述べる．今後の課題と

しては大別して二つある．

一つは，より柔軟なシステムにすることである．具体的には

以下の三つである．

（ 1） HTTP プロトコル以外の対応 MDFS は現在， Web

サーバにのみ対応をしている．しかし，インターネット上には

FTP サーバを使って気象データを公開しているデータベース

も存在する．そういったサーバへの対応を行う．

（ 2） 現在， Apache が自動生成する HTML ファイルのみ，

スクレイピングが可能となっている．これを，ユーザも簡単な

記述でスクレイピング規則を作ることにより拡張が可能になる

ようにする．

（ 3） 提供するデータ形式の多様化．現在，MDFS は気象

サーバが提供しているデータ形式でしか，ユーザに提供できな

い．対応しているソフトによって，ユーザはデータ形式を手動

で変換している．これを，解決するために，元ファイルデータ

と同じディレクトリに，別形式のデータを仮想的に用意し，そ

の仮想データにアクセスがあった際に，MDFS が動的に変換

を行い，呼び出し元に変換後のデータを渡すようなシステムの

構築を行う．

もう一つの大きな課題は，大量の気象データに対しての効率

的な利用方法である．本システムにより，大量の気象データに

容易にアクセスすることが可能になった．これら大量のデータ

から，自分の欲しいデータの検索などを行うといったことを可

能する方法を模索する．

7. ま と め

本論文では気象データベースの統合的利用について， FUSE

を利用した透過的な方法を提案した．既存のファイルシステム

にマウントする形でサービスを提供し，気象データベースへの

透過的なアクセスを実現した．また簡単な設定ファイルにより，

ユーザは自らの手で気象データのマウントが可能になる．今後

の課題としては， MDFS のクライアントとして， インター

フェースとして柔軟になることと，より効率的な利用方法の考

案である．
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