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Abstract
We have developed a control software system for the Cooled Mid-Infrared Camera and Spectrometer (COMICS) use at the Subaru telescope which is located at the summit of Mauna Kea in Hawaii
island. The Subaru telescope is controlled by several software systems, in which SOSs (Subaru
Observation Software system) supervises observations. CSC (Comics Software Control system)
realizes series of observations in cooperating with SOSs. CSC provides GUI to control COMICS for
developers and observers. We developed CSC using the same machine and operating system as
those of SOSs but using di#erent GUI which is based on the X window system (Xtoolkit).
CSC uses several communication methods in order to control equipment and to communicate
with SOSs. The RPC protocol is used for communications with outside workstations, however
functions such as pipe, signal and events are used for communications with inner processes.

フェ῎スを持ちῌ 観測全体を管理するシステムである῍

1. はじめに

特にすばる望遠鏡は複数の観測装置を有するためῌ 観測
装置システムに共通のインタフェ῎スを提供しῌ どの観

中 間 赤 外 撮 像 分 光 装 置 COMICS1) (COoled MidInfrared Camera and Spectrometer) はῌ ハワイ島マウ

測装置に対しても変わらない観測制御を実現している῍

ナケア山頂に設置されているすばる望遠鏡2) の第一期共

CSC は観測装置システムに相当しῌ 観測装置 COMICS

同利用観測装置の一つでありῌ 1999 年 12 月より試験観

を制御しῌ また SOSs と共同で一連の観測をも制御す

測を開始した῍ 本稿では COMICS の制御ソフトウエア

る῍
CSC は SOSs との連携を重要視しῌ 通信の確実性のた

CSC (Comics Software Control system) の開発につい

て述べる῍

めに SOSs 側の計算機とほぼ同じ環境で開発した῍ すな

すばる望遠鏡山頂観測システムの構成を図 1 に示す῍

わちῌ 計算機は Sun ワ῎クステ῎ションを使いῌ OS は

なお図 1 では本稿に関連するシステムを点線で囲んだ῍

Solaris 2.5.1, プログラムは C 言語で記述しῌ コンパイ

全体システムをすばる観測所運用システム (Subaru

ラは SPARCompiler 4.2 を使った῍ また GUI はῌ C 言

Obervatory System) と呼ぶがῌ この下にῌ すばる観測

語および UNIX システムと相性の良い X ウインドウシ

ソフトウエアシステム SOSs3) (Subaru Observation

ステムを採用しῌ X ツ῎ルキットで作成した῍

Software system) とすばる解析システムῌ すばるア῎

2. ハῌドウエアシステム構成

カイブシステムの三つが並列で存在している῍ SOSs は

2.1

望遠鏡制御システムと観測装置システムとのインタ
1

2

COMICS システムの構成

COMICS の ハ ῎ ド ウ エ ア 構 成 を 図 2 に 示 す῍
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COMICS はῌ 8῏26 mm の中間赤外線域撮像分光装置で

ありῌ VMEbus に接続した複数枚のボ῎ドが直接制御
する῍ VME ボ῎ドの種類はῌ VME ボ῎ド計算機 wiwῌ81ῌ
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山頂観測システムの構成῍

COMICS のハῐドウエア構成῍

axia ῑOS は Solaris 2.5.1ῒῌ 6 つの検出器各῏に対応す

2.2 山頂観測システムの構成

る 6 枚のクロック ῎ パタῐン ῎ ジェネレῐタボῐド

すばる望遠鏡の観測に関係する山頂ネットワῐクの構

(CPG), 撮像/分光各῏に対応する 2 枚のフレῐム῎メモ

成を図 3 に示す῍ すばる望遠鏡の観測ソフトウエアシス

リ制御ボῐド (FMC), モῐタ制御ボῐド (MOT) である῍

テム SOSs は観測制御ネットワῐク上にありῌ OBS と

wiwaxia は CPG や MOT を制御しῌ さらに RS232C を

呼ばれる計算機が全体を管理している῍ またこのネット

通して検出器まわりの複数箇所に設置されている温度計

ワῐク上の計算機 OBC はῌ 主に観測デῐタのデῐタ

も制御する῍ これらのボῐドは一つのラックに納められ

ベῐスへの転送管理を受け持つ῍ 望遠鏡制御システムは

ているがῌ 別にもう一つのラックがありῌ それには検出

望遠鏡制御ネットワῐク上に位置しῌ TSC と呼ばれる

器ドライバῐボῐド (DRV), アンプボῐド (AMP), A/D

計算機が管理している῍ このネットワῐクは望遠鏡ドῐ

変換ボῐド (A/D), 入出力ボῐド (I/O) が接続されてい

ムまで伸びておりῌ TSC はこれを通して望遠鏡やドῐ

る῍ CPG はクロックを生成しῌ DRV を通して検出器を

ムなどの駆動制御ῌ 温度῎湿度や風速などの環境情報の

駆動する῍ 検出器が取得したデῐタは AMP へ送られῌ

収集を行う῍ 一方ῌ TSC は観測制御のためのインタ

A/D 変換された後ῌ FMC に蓄えられる῍ またῌ MOT は

フェῐスを設けておりῌ これにより OBS は望遠鏡制御

I/O を通してフィルタῐやスリットῌ レンズῌ 入射平面

を行うことができる῍ 観測装置システムはῌ OBS から伸

鏡ῌ 回折格子の光学系機器を駆動制御する῍

びるサブネットワῐクである観測装置ネットワῐク上に

ところでῌ これら 2 台のラックは COMICS 本体の脇

存在する῍ OBCP と呼ばれる計算機がその管理計算機で

に据え付けられておりῌ 望遠鏡のカセグレン焦点部に存

ありῌ OBE と呼ばれる計算機や観測装置を制御する῍

在する῍ したがって観測者が直接操作する計算機はῌ

前節で述べた COMICS システムをこの山頂ネット

wiwaxia と 同 一 イ ῐ サ ネ ッ ト 上 に 存 在 す る 計 算 機

ワῐク構成に当てはめるとῌ 計算機 comics は OBCP に

comics ῑOS は Solaris 2.5.1ῒ になる῍ CSC は comics と

相 当 しῌ VME ボ ῐ ド 計 算 機 wiwaxia は OBE に あ た

wiwaxia にまたがるソフトウエアシステムでῌ comics

りῌ CSC は OBCP と OBE に渡るシステムである῍ 観測

が主となってイῐサネットを通じ wiwaxia に制御指令

の時にはῌ OBCP である comics は OBS と通信を行い

を 出 す῍ ま た 両 者 は 共 に Ancor 社 製 Fibre Channel

つつ OBE である wiwaxia を通じて COMICS 本体を制

SBus 266/1062 ボῐドを実装しておりῌ 検出器で取得

御しῌ 観測で取得し comics のハῐドディスクに蓄えら

した観測デῐタはファイバῐチャネルを使って comics

れたデῐタはῌ ファイバῐチャネルを通して OBC へῌ

へ転送されῌ さらに山頂システム上のデῐタベῐスへ送

さらには観測所のデῐタベῐスへ転送される῍

られῌ 格納される῍
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図 3.

山頂ネットワ῎クの構成῍
表 1.

3. 制御ソフトウエアに要求される機能

制御対象

この節ではῌ 観測における COMICS のソフトウエア

制御内容
光学系機器制御

制御に必要な項目ῌ そして SOSs と共同で実現する機能
について述べる῍
3.1

COMICS ソフトウエア制御項目一覧῍

COMICS 制御項目

観測時に必要な COMICS のソフトウエア制御項目一
覧を表 1 に示す῍
観測の時に駆動する必要のある光学系機器はῌ フィル
タ῎ῌ スリットῌ レンズῌ 入射平面鏡ῌ 回折格子の 5 つ

前光学系フィルタ῎
῏2 カ所ῐ
撮像系フィルタ῎
スリット
レンズ
入射平面鏡
回折格子
温度

である῍ フィルタ῎は前光学系に 2 カ所ῌ 撮像系に 1 カ

現フィルタ῎名表示と交換
現フィルタ῎名表示と交換
現スリット名表示と交換
現レンズ名表示と交換
現在角度表示と角度調整
現回折格子名表示と交換ῌ およ
び回転角度表示と調整
デュワ῎内複数箇所の温度表示

検出器クロック制御

所設置されておりῌ それぞれ複数個からフィルタ῎を選

クロックパラメ῎タ 入力および設定変更
スクリプトファイル 選択および実行

択できるためῌ それらを適時選択交換できるようにす
る῍ スリットやレンズも同様に複数個から選択して交換
する῍ 平面鏡の場合は光学系へ正確に光が入るようにῌ
入射光の反射角度を変えられるようにする῍ 回折格子は

複数あるファイルから適切なものを簡単に選択できるよ

複数個からの選択と交換のほかにῌ 回転角度を調整でき

うにする῍

るようにする῍ 以上は光学系機器の駆動内容でありῌ す

ところで観測は標高 4,000 メ῎トル強の山頂で行う

べて GUI を使って操作できるようにする必要がある῍

ためῌ 人間の判断能力や作業効率は地上に比べて大幅に

またῌ 機器の交換や調整にあたってはῌ 現在どういう状

低下する῍ したがって GUI の作成にあたってはῌ 人間の

態であるかの情報も必要のためῌ 現在の状態を読み取り

操作ミスを見越した安全対策をとることῌ そしてわかり

GUI に表示する機能とῌ 変更の都度 GUI に自動表示す

やすく単純な操作で済ませるような方式をとる必要があ

る機能の二つが必要である῍ さらにデュワ῎内の各所に

る῍

設置されている温度計の情報をῌ 一定間隔で GUI 上に
自動表示することも求められた῍

3.2 観測制御システムと共同で実現する機能

一方検出器制御についてはῌ COMICS は撮像用に 1

COMICS が SOSs と連携し共同で実現する制御機能

個ῌ 分光用に 5 個ῌ 計 6 個の CCD 検出器を持っておりῌ

はῌ 前節の COMICS に対する制御を OBS からの通信を

撮像/分光で互いに異なるクロックを使うためῌ クロッ

契機としても行えるようにする機能でありῌ また観測し

クパラメ῎タは別個に設定する必要がある῍ なおクロッ

たデ῎タを観測所デ῎タベ῎スに登録するための機能で

クの生成は別に作成したスクリプトファイルが行うがῌ

ある῍ それらの実現のために 4 つの通信機能が SOSs に
ῌ83ῌ
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表 2.

SOSs が提供する通信機能一覧῍

項目
ステ῏タス転送
機能
ステ῏タスデ῏
タ取得機能
取得デ῏タ転送
機能
コマンド通信機
能

要求元 要求先

通コマンド以外は観測装置側が装置制御がやりやすいよ
うにῌ 作成登録しておくコマンドである῍ なおῌ ほかに

内容

望遠鏡制御用コマンドもある῍ これらのコマンドはῌ

CSC

SOSs 観測装置のステ῏タ
スを送信
CSC SOSs 望 遠 鏡 ス テ ῏ タ ス
デ῏タの取得要求
CSC SOSs 観測デ῏タのデ῏タ
ベ῏ス転送要求
SOSs CSC 観測装置制御要求

OBS から一つずつ実行することもできるしῌ あらかじ

め観測手順書に記述しておきῌ この手順書によりまとめ
て実行することもできる῍ COMICS では観測の効率化
のためにῌ 望遠鏡の駆動要求から CSC への制御要求ま
での観測で必要な一連のコマンドを観測手順書に記述
しῌ OBS に登録している῍ OBS は観測手順書に書かれ
ているコマンドを順に送出しῌ 観測制御を行う῍
観測制御の主体は SOSs でありῌ CSC は OBS から受

より提供されている῍ その一覧を表 2 に示す῍

け取るコマンドの内容に基づいて COMICS コマンドや

ῒステ῏タス転送機能ΐ とはῌ 観測装置システムから

スクリプトファイルを実行したりῌ また OBS に対して

SOSs へῌ 観測装置のステ῏タスを送信する機能である῍

ステ῏タスデ῏タ取得やデ῏タ転送を要求する῍ ところ

COMICS では CSC が現在稼働中であることを通知する

で観測中に予想外の制御操作が必要となった場合ῌ 観測

ために使用している῍ SOSs は観測装置システムから一

手順書を使う場合にはその登録に若干の時間がかかるた

定間隔で送信されるこの信号を監視しておりῌ 信号が途

めῌ すぐに COMICS の制御ができない῍ その時には

絶した場合ῌ 観測装置システムが稼働していないと判断

CSC の GUI によって制御を行う῍ そしてもちろんῌ 開

しῌ 通信を切断するという仕様になっている῍ したがっ

発者による COMICS の機能試験はῌ SOSs と接続する

て CSC はこの機能を使ってῌ 観測の開始から終了までῌ

必要がないので CSC のみで行う῍ したがって CSC はῌ

一定間隔で連続して信号を送出する必要がある῍

GUI による COMICS の制御とῌ OBS からの要求による

ῒステ῏タスデ῏タ取得機能ΐ とはῌ SOSs から望遠鏡

制御とを同じように扱えるようῌ そしてどちらの場合も

側の情報を受け取るための機能でῌ COMICS ではῌ 観測

処理の遅延が起こらないようにプログラムの構成を考え

全般に関する情報とῌ 作成する FITS ファイルに与える

る必要がある῍

通し番号の 2 種類を要求する῍ 観測全般に関する情報と

4. 本システムの開発

はῌ 観測者名῎望遠鏡の方向῎ロテ῏タ角度῎温度῎湿
度῎風速などでありῌ FITS ファイルのヘッダ部に書き

4.1

COMICS のソフトウエア構成

込む情報である῍ COMICS では一夜に一回取得するだ

COMICS をソフトウエア制御するにあたりῌ まず最

けでよい 5 個の情報ῌ 観測対象ごとに取得する必要のあ

初に装置を直接制御するハ῏ドウエア付随ともいうべき

る 19 個の情報ῌ 露出ごとに取得する 13 個の情報の 3

ソフトウエア群 ῐCOMICS コマンドῑ を作成しῌ 次にク

種類に分けῌ 一回に取得する情報量が多くなりすぎない

ロックを生成して検出器を駆動するスクリプトファイル

ようにしている῍ 一方ῌ 作成した FITS ファイルには一

を作成した῍ COMICS コマンドやスクリプトファイル

意の通し番号がふられるがῌ この番号は SOSs が管理し

はῌ コマンドラインで実行するものでありῌ 一機能の試

ている῍ CSC は観測の直前に開始番号を受け取りῌ

験では有用であるが複数機能の試験ῌ さらには観測とな

FITS ファイル作成の度に数字を加算しῌ その番号を

るとῌ 複数コマンドをキ῏ボ῏ドから入力することと

FITS ファイルのヘッダ部に書き込む῍

なってかえって不便である῍ そこでῌ COMICS コマンド

ῒ取得デ῏タ転送機能ΐ はῌ 作成した FITS ファイルを

やスクリプトファイルを使って簡単に COMICS を制御

観測所のデ῏タベ῏スに転送する機能である῍ COMICS

する GUIῌ そして観測のために SOSs と通信ができる制

の場合ῌ 転送の頻度は基本的には一日に一回でῌ 観測

御ソフトウエアが必要となりῌ CSC を作成することと

デ῏タは一旦計算機 comics のハ῏ドディスクに格納

なった῍ CSC と COMICS コマンドῌ スクリプトファイ

しῌ 一夜の観測が終了した後でまとめて転送する῍ 本来
は一天体観測終了後にデ῏タベ῏スに転送するほうが望
ましいがῌ 中間赤外の観測は露出時間が短いゆえに観測
制御を頻繁に行う必要がある῍ そのために時間のかかる
デ῏タ転送を観測中に行ってῌ 観測効率を下げることは
回避したかったためῌ このような方式をとっている῍
ῒコマンド通信機能ΐ は観測における中心機能でありῌ

このコマンドは望遠鏡制御と観測装置制御の両方へ送ら
れる῍ コマンドの種類にはῌ 装置共通コマンドと装置依
存コマンドῌ さらに一連のコマンドを組合せῌ また条件
判断も盛り込んで記述できる抽象化コマンドがありῌ 共

図 4.
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ルの関係を図 4 に表す῍

主プログラムの本処理部はῌ GUI 操作と OBS からの

COMICS コマンドはῌ 一機能一コマンドのポリシ῎

コマンド要求による処理を行うにあたってῌ 両者の異同

に従って作成した小プログラムである῍ したがってこれ

に関わらず COMICS に対しては同じ処理を行うようῌ

らコマンドは基本的に通信機能を持たずῌ ステ῎タス

同一の関数を使えるよう工夫した῍ またῌ それぞれのプ

ファイルを設けてコマンド間で情報を共有している῍

ロセス上で実行されるプログラムはῌ 開発がしやすいこ

CSC は直接このコマンドを実行する場合もありῌ スクリ

とと後からの変更作業がやりやすいことを考慮しサブ

プトファイルにより実行する場合もある῍

ディレクトリに分けて作成したがῌ 実行ファイル作成の
ための make は一番上のディレクトリで一回実行すれ

クロックを生成して観測デ῎タを取得する一連の流れ
を記述したものがスクリプトファイルである῍ スクリプ

ばいいようにした῍

トファイルはῌ コマンドの実行判断と実行コマンドを
perl で記述しておりῌ 観測目的によって複数個存在す

4.3

る῍ スクリプトファイルも SOSs との通信を行わない῍

CSC の通信機能

CSC は複数の通信手段を使っているがῌ 図 6 はそれ

なおῌ COMICS コマンドとスクリプトファイルは開発

らの相関図である῍ 基本的にはῌ 計算機間のプロセス間

者が実行するものでありῌ 観測者がこれらを直接実行す

通信では RPC を用いῌ 計算機内のプロセス間通信では

ることはない῍

パイプおよびイベントῌ プロセス内ではイベントを使っ

SOSs と通信を取りながらῌ COMICS コマンドやスク

ている῍
まず COMICS 制御における通信を説明する῍ CSC は

リプトファイルにより COMICS を制御するのが CSC
である῍ CSC の実体は GUI と通信処理制御でありῌ

OBCP と OBE に渡るシステムでありῌ COMICS への制

CSC に よ っ て 一 連 の 観 測 が 実 施 で き る῍ GUI で は

御指令は OBCP から OBE の RPC サ῎バへῌ COMICS

COMICS の制御や状態表示を行いῌ SOSs との通信制御

コ マ ン ド か ら GUI へ の 通 知 はῌ OBE か ら OBCP の

は内部処理による῍

RPC サ῎バへ通信する῍

前者の場合ῌ COMICS のステ῎タスファイルからの
4.2

デ῎タ取得やῌ ディレクトリからのスクリプトファイル

CSC のプログラム構造

CSC のプログラム構造を図 5 に示す῍ 先述のとおりῌ

名の取得のようにῌ その処理結果がすぐに返る場合とῌ

COMICS の制御計算機 comics は観測装置システム上

スクリプトファイルの実行のように処理に時間がかかる

の OBCP にあたりῌ wiwaxia は OBE に相当する῍

がその間他の処理を実行してはいけない場合はῌ どちら

CSC は機能を切り分ける目的でῌ いくつかのプロセス

に対しても RPC 通信は実行終了まで待ち続ける῍ 一方

を設けその上で専用のプログラムを実行している῍ まず

COMICS コマンドの実行のようにῌ 処理に時間がかか

OBCP 上で主プログラムが実行されるがῌ RPC 通信の

るがその実行中に他の処理を行ってもいい場合はῌ その

ためにῌ サ῎バプロセスを OBCP と OBE のそれぞれで

実行終了まで待たずにすぐに通信を終了しῌ 主プログラ

立ち上げῌ また OBS に対する I/F 処理を行うプロセス

ムへ制御を返す῍ 本来ならばῌ 処理実行に時間がかかる

を OBCP 上に立ち上げる῍ このように複数プロセスが

場合はすぐに主プログラムへ制御を戻しῌ 処理の結果は

存在するためにプログラム相互間の通信が重要でῌ CSC

別に通信する方法で統一するべきだがῌ 処理が終了する

のプログラムはῌ 前処理部で受信した通信内容を調べて

まで待ち続けるようにしたのはῌ 重要処理実行中に人間

処理を決定する判断作業を行いῌ 本処理部で関数を実行

が不注意に他の操作をしないようにῌ との安全対策のた

しῌ 後処理部で GUI 上への表示ῌ そして必要に応じて他

めである῍

プロセスへの通信を行うῌ というような三層構造になっ

後者の OBE から OBCP の RPC サ῎バへの通信だがῌ

ている῍

通信機能のない COMICS コマンドに CSC 通信ライブ

図 5.

CSC のプログラム構成῍
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図 6.

CSC の通信相関図῍

ラリを付加しῌ これによってコマンド実行の結果を

4.4

OBCP 上の RPC サ῏バに通知できるようにしている῍

CSC による COMICS 制御

ここでは SOSs と通信しない場合ῌ すなわち GUI に

ところでῌ X にはアプリケ῏ション間の情報共有のた

よる COMICS 制御について述べる῍ まず GUI を作成す

めにプロパティという汎用的機構がありῌ アプリケ῏

る際に注意したことはῌ 操作が単純であることῌ 項目を

ションはプロパティにデ῏タを格納したりῌ 他のアプリ

選びやすいことῌ 操作ミスを起こしにくいことの三つで

ケ῏ションが格納したデ῏タを取得したりできる῍ なお

ある῍ 単純な操作の実現のためにボタン操作中心にしῌ

任意のプロパティの内容が変更されたときῌ イベントが

項目を選びやすくするためにポップアップ画面やプルダ

変更を知らせる῍ OBCP 上の RPC サ῏バはこの機構を

ウンメニュ῏を活用しῌ 操作ミスを避けるために重要な

利用して CSC 主プログラムにデ῏タを送信する῍ すな

ボタンは押してよい時まで隠すことにした῍ さらにῌ 観

わちῌ 主プログラムがその変更通知を登録しているプロ

測の時には計算機画面上に観測デ῏タの表示解析画面

パティに RPC サ῏バがデ῏タを格納するとῌ Property

やῌ 観測ログを随時書き込むためのエディタ画面など複

Notify イベントが CSC 主プログラムへ送出されῌ 主プ

数の画面が表示される῍ その中で GUI を立ち上げるの

ログラムはそのイベントを契機としてプロパティから

でῌ 画面上のスペ῏スを有効に使えるようにῌ 必要な情

デ῏タを取得する῍ この方法は OBS からの通信を受け

報のみを盛り込んだコンパクトな画面になるように注意

取るときも同様でῌ したがって CSC 主プログラムはῌ イ

した῍

ベントだけで OBE と OBS の 2 カ所からの通信を受信

次に具体的な制御について述べる῍ 光学系の駆動制御

できῌ また GUI の各操作もイベントが契機となってい

はῌ 機器毎に選択できる項目をポップアップ画面上に一

るためῌ GUI 操作による COMICS の制御と SOSs から

覧表示しῌ マウス操作だけで選択῎設定をする῍ 機器の

の COMICS 制御要求をまとめて扱えることとなりῌ 処

角度調整のように細かく数字を指定するものについて

理に一貫性がとれた῍

はῌ 数字をキ῏ボ῏ドから入力できるエリアを設けた῍

一方 CSC から OBS への通信はῌ パイプを利用して I/

GUI 上では光学系機器の現状態を表示するがῌ ポップ

F プロセスへ信号を送りῌ I/F プロセスは決められた書

アップ画面で変更した場合ῌ GUI を使わずに COMICS

式に電文を加工してῌ RPC により OBS へ通信する῍

コマンドを直接実行して変更する場合のどちらについて
もῌ その変更内容を即座に GUI 上に自動表示するよう

CSC はこのように多くの手段を擁して通信を行うた

めῌ 一見複雑なシステムに見えるがῌ GUI を X ツ῏ル

にした῍ また COMICS 各所の温度情報についてもῌ 一

キットで作っているために主プログラムはイベント駆動

定間隔で GUI 上に自動表示する῍

型で処理を行う方式でῌ それにプロセス間通信用に別イ

検出器クロックのパラメ῏タ設定はῌ 撮像/分光の各

ベントを付加した形となりῌ プログラムの構造は単純で

パラメ῏タごとにキ῏ボ῏ドから数値を入力できるエリ

明瞭である῍ 主プログラムから I/F プロセスへの通信

アを設けている῍ またクロックを生成するためのスクリ

はῌ OBCP の RPC サ῏バは COMICS コマンドや OBS

プトファイルは複数存在するためῌ その一覧をポップ

からの通信の受け口専用にしたかったために使えずῌ そ

アップ画面で表示しῌ 簡単に選び出せるようにした῍ な

こで簡単に実現できるパイプにした῍

おῌ パラメ῏タとスクリプトファイルは関連しているた
めῌ 一度入力したパラメ῏タとスクリプトファイル名は
ファイルに書き残しῌ いつでも以前設定した値を読み出
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せるようにした῍ ところでその後ῌ 試験観測が進んだ段

受け終了する῍

階でパラメ῎タが数種にパタ῎ン化できるようになった

῏ステ῎タスデ῎タ取得機能ῐ の実現のためにῌ 該当

ためῌ あらかじめそれらを登録しておきῌ プルダウンメ

I/F プログラムは起動と同時に CSC 主プログラムから

ニュ῎から簡単に選び出せるように変更を加えた῍

の要求待ち状態に入る῍ CSC 主プログラムはῌ OBS か

COMICS の開発段階においてῌ クロックの生成はコ

らステ῎タス取得の要求コマンドを受けるとῌ この I/F

マンドボタンを押下して実行する῍ このボタンは安全の

プログラムへ要求を出しῌ ここから OBS へステ῎タス

ためにῌ パラメ῎タおよびスクリプトファイルを確定し

デ῎タを要求する῍ デ῎タ取得後ῌ CSC 主プログラムは

た後で初めて使用可能になる῍ ただこれは開発者が

OBE 上にある COMICS ステ῎タスファイルに内容を書

COMICS の試験の際に使用するボタンでありῌ 観測で

き込む῍ この情報はῌ FITS ファイル作成の時に参照さ

は基本的にこのボタンを使うことはなくῌ SOSs からの

れる῍
῏取得デ῎タ転送機能ῐ の実現のためにῌ 該当 I/F プ

要求によってボタン押下と同じ処理を CSC が自動で実
行する῍

ログラムは起動と同時に CSC 主プログラムからの要求

ところでῌ スクリプトファイルの実行でクロックの生

待ち状態に入る῍ CSC 主プログラムはῌ OBS から取得

成から取得デ῎タの並べ変えまでを行いῌ 当初はこの一

デ῎タ転送の要求コマンドを受けるとῌ 作成した FITS

連の処理終了まで次の制御が待たされていた῍ クロック

ファイルの格納場所をこの I/F プログラムを通して

の生成は短時間でできるがῌ デ῎タの並べ変えにはかな

OBS に通知する῍ OBS は OBC に通知しῌ OBC が渡さ

りの時間がかかる῍ そしてデ῎タの並べ変えは並列処理

れた情報に基づいてῌ FITS ファイルをまとめて観測所

ができるためῌ この間に CSC で制御ができるようにな

デ῎タベ῎スに転送する῍ この際ῌ 1 ファイル転送ごと

ると観測時間の大幅な増加につながる῍ そこで初期の試

に転送結果が返るがῌ たとえ途中で転送が失敗してもそ

験観測の後で変更を加えῌ クロックの生成が終わった段

こで処理は中断せず最後まで実行させる῍ したがって失

階で制御を CSC へ戻しῌ デ῎タの並べ変えの処理中に

敗した場合はῌ 人間が確認して別に再度転送することに

次のクロックの生成ῌ デ῎タ加工ができるようにした῍

なる῍

ただし計算機全体の処理速度の低下を招かないようにῌ

῏コマンド通信機能ῐ の実現のためにῌ 該当 I/F プロ

デ῎タの加工は最大 5 プロセスまでとしῌ これを越える

グラムは起動と同時に OBS からの要求待ち状態に入

場合には次の加工処理を待たせる῍

る῍ OBS からの要求を受けるとῌ CSC 主プログラムに
受け取った電文内容を送信しῌ その処理結果を待つ῍

CSC で行った操作はすべてログファイルに書き残し

ているがῌ 一晩の観測の全処理を 1 ファイルにまとめた

CSC が処理を行った結果を返すとῌ I/F プログラムは

いためῌ 世界時をもとに一日ごとにファイルを作成し記

OBS にその結果を送信する῍ 結果は必ず送信しなけれ

述するようにしている῍ またこのファイルにはῌ SOSs

ばならずῌ 受信した OBS は結果が正常であれば次のコ

から送られた電文内容もそのまま記述しῌ 後からの確認

マンドを続けて実行する῍ 観測手順書を使った観測では

に役立てている῍

このようにシ῎ケンシャルな制御を行いῌ 同時に複数の
コマンドが実行されない作りになっている῍

4.5

CSC による観測制御システムとの通信制御

SOSs との通信を行うにあたって注意したことはῌ 確

4.6 装置依存コマンド

実に通信が行えることῌ GUI による処理と統合させるこ

前節で述べた 4 つの機能をもとに実現する具体的な

とῌ 通信方法を単純にすることの三つである῍ 確実な通
信のためにῌ CSC は OBS とほぼ同じ環境の計算機で開

表 3.

発した῍ 処理の統合のためにはῌ イベントを受け取った

コマンド名

後の処理で同じ関数を使えるようῌ 関数を機能ごとに作
成した῍ 単純な通信方法のためにはῌ OBS と通信する専

OBCP῍SCRIPT

装置依存コマンド一覧῍
内容

COMICS コマンドῌ 一般コマンド
の実行
CSC῍SEQ
スクリプトファイル実行
FRAME῍NO
FITS ファイル通番の取得と検査
TEL῍STATUS
望遠鏡ステ῎タスデ῎タの取得
FTP῍DATA
FITS ファイル転送
MIRROR
平面鏡の角度調整
PRE῍FILTER
前光学系フィルタ῎の設定
SLIT
スリットの設定
IMG῍FILTER
撮像フィルタ῎の設定
IMG῍LENS
レンズの設定
GRATING
回折格子の設定と角度調整
SET῍EXPPARM クロックパラメ῎タとスクリプト
ファイル名の設定

用のプロセスを別に立ち上げῌ 機能分担を明確にした῍
以下ῌ 通信制御の実際について述べる῍
まず GUI から制御するのはῌ SOSs と共に実現する 4
つの機能それぞれに対応する I/F プログラムの起動ῌ 終
了のみである῍ これらは GUI のプルダウンメニュ῎でῌ
一つずつῌ または全部まとめての起動および終了ができ
る῍
῏ステ῎タス転送機能ῐ の実現のためにῌ 該当 I/F プ

ログラムは起動と同時にῌ 1 分間隔で決まったメッセ῎
ジを OBS に送信する῍ この通信に対する結果待ちはな
い῍ このプログラムはῌ CSC 主プログラムからの通知を
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図 7.

装置依存コマンドを契機とした信号の流れ῍

制御はῌ 観測手順書に記述する装置依存コマンドに対応
する῍ COMICS の装置依存コマンド一覧を表 3 にῌ これ
らコマンドを契機とした信号の流れを図 7 に示す῍
これらのコマンドが先の 4 つの通信機能のどれを
使って実現されているかを述べる῍ OBCP῍SCRIPT コ
マンドと CSC῍SEQ コマンドは COMICS コマンドやス

クリプトファイルを実行するために使うコマンドでῌ
ΐコマンド通信機能 のみで実現されている῍ FRAME῍
NO コマンドと TEL῍STATUS コマンドはῌ OBE 上に

あるステῐタスファイルに望遠鏡側のデῐタを書き込む
ために使うコマンドでῌ ΐコマンド通信機能 と ΐステῐ
タスデῐタ取得機能 を使って実現する῍ FTP῍DATA
コマンドはῌ FITS ファイルを観測所のデῐタベῐスに
転送するために使うコマンドでῌ ΐコマンド通信機能 と
ΐ取得デῐタ転送機能 を使って実現する῍ なおῌ 光学系

機器を制御しῌ 検出器を駆動するためのその他のコマン
ドはῌ ΐコマンド通信機能 のみで実現している῍

5. 観測時における CSC の使用法
ここでは観測の時の CSC の使用方法について述べる῍

図 8.

観測の前にῌ 先に述べた装置依存コマンドῌ 抽象化コマ

GUI 起動時の GUI 画面῍

ンドや望遠鏡制御コマンドを記述した観測手順書を作成

次 に SOSs と の I / F プ ロ グ ラ ム を 立 ち 上 げ る῍ メ

し OBS に登録しておく῍ ここではすでに観測手順書が

ニュῐバῐ項目 ΐSTK Interface から ΐExec All を

ありῌ OBS がその手順書に従ってコマンドを送出でき

選択すればῌ OBS との全 I/F プログラムが起動される῍

る状態にあるものとしてῌ CSC の操作についてのみ述べ

メニュῐにはほかに ΐExec STAT I/F や ΐExec DAT

る῍

I/F などがありῌ これらを選択すれば 4 つの機能を

別῏に起動することができる῍
終了はῌ 先のメニュῐバῐ項目から ΐExit All を選

5.1 起動と終了

まず OBE 上で RPC サῐバを立ち上げ ῑcsc῍obesvr
を 実 行ῒῌ 続 い て OBCP 上 で RPC サ ῐ バ を 立 ち 上 げ

択して I/F プログラムを終了させῌ その後でメニュῐ
バῐ項目 ΐFile から ΐQuit を選択してῌ RPC サῐバ

ῑcsc῍obcpsvr を実行ῒῌ そして最後に CSC 主プログラ

を含めた CSC 全体を終了させる῍

ムを立ち上げる ῑcsc を実行ῒ῍ すると図 8 のような GUI
が現れる῍
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5.2 観測直前準備

観測直前にやることはῌ 光学系機器の状態の検査ῌ 温
度が適切な範囲にあるかの確認である῍ 光学機器の現状
態を調べるためにῌ GUI のメニュ῎バ῎項目 ῏Statusῐ
から ῏Reload All Statusῐ を選択する῍ これによりῌ
GUI 上に撮像フィルタ῎ῌ 前光学系フィルタ῎ῌ スリッ

トῌ レンズῌ 入射平面鏡ῌ 回折格子の現状態が表示され
る῍ またῌ 温度はその下に自動表示されるのでῌ それら
を見て確認する῍
光学系機器の状態を変えたい場合ῌ GUI を使って変更
操作を行う῍ GUI 上の光学系機器名はコマンドボタンに
なっておりῌ これを押下するとポップアップ画面が前面
に表示される῍ その画面上に交換できる部品名または角
度入力エリアが表示されるのでῌ 選択または入力の後ῌ
一番下にある ῏OKῐ ボタンを押下する῍ 図 9 はレンズ変
更のためのポップアップ画面を表示したところである῍
5.3 観測中操作

検出器を稼働させるためにクロックを発生させるがῌ
まずその前にクロックパラメ῎タを設定しスクリプト
ファイルを指定する῍ スクリプトファイルとパラメ῎タ

図 10.

スクリプト実行直前の GUI 画面῍

のいくつかのパタ῎ンが登録されているのでῌ メニュ῎
バ῎項目 ῏Parametersῐ から選択する῍ するとῌ GUI 上

値を読みだした場合はῌ ῏Decisionῐ ボタンで確定する῍

にῌ スクリプトファイル名ῌ 全パラメ῎タが表示確定さ

確定すると値は赤色に表示変更されῌ 編集ができなくな

れる῍ またこれらは手入力でも変更可能である῍ さらにῌ

る῍ 確定した後で再び編集したい場合には ῏Cancelῐ ボ

以前に指定したスクリプトファイルおよびパラメ῎タ値

タンを押せばよい῍ ところでῌ 現在あるスクリプトファ

はファイルに書き込まれておりῌ ῏Default Paraῐ ボタ

イルを確認したい場合にはῌ メニュ῎バ῎項目 ῏Fileῐ

ンを押下して読みだせる῍ 手入力ῌ またはファイルから

から ῏Script Listῐ を選択すると一覧がポップアップ画
面上に表示される῍
スクリプトファイルおよびクロックパラメ῎タを確定
したらῌ 次はスクリプトの実行である῍ 図 10 がスクリ
プト実行直前の画面になる῍ 開発や機能試験の際には
῏GOῐ ボタンを押下すれば OBE 上に存在するスクリプ

トファイルが実行されるがῌ 観測の時には OBS からの
要求により実行する῍ すなわちῌ パラメ῎タの確定まで
は GUI で行いῌ 以降は観測手順書に従い OBS がコマン
ドを順に発行して観測を行っていく῍ 観測で取得した
デ῎タはῌ 画像表示簡易解析ソフトウエア xfc4) で確認
する῍
ところで試験観測初期には SOSs による観測に不慣れ
であったためにῌ 光学系の変更やクロックパラメ῎タの
変更ῌ スクリプトファイルの指定は GUI 上で行ったがῌ
その結果ῌ 観測者は GUI と OBS の制御画面の両方を監
視する必要が出ῌ 観測が繁雑になっていた῍ 現在は抽象
化コマンドを整備しておりῌ GUI を使っていた制御が
OBS からできるようになっている῍ GUI は COMICS の

状態表示や OBS との通信の状態を監視するためにῌ そ
して突発的な制御が必要な場合に使用されている῍

6. まとめ
図 9.

すばる望遠鏡で観測する場合ῌ 観測装置の制御ソフト

レンズ変更のポップアップ画面῍
ῌ89ῌ

中 村 京 子῎他

ウエアシステムは SOSs との連携をとることが最重要で

ができたことでῌ CSC は別システムとの通信の連携処理

ありῌ その上で装置の制御も行うためにῌ CSC ではこの

という課題を克服できたものと思う῍

二つの機能をどのように統合するかが一番の問題であっ

謝辞

た῍ 結局は GUI を X ツῑルキットで作成しῌ OBS との

三鷹およびハワイ観測所ῌ 山頂システムにおける

通信も X のアプリケῑション間通信方法を採用したこ
とでῌ X の処理で統一することができῌ 両機能をうまく

SOSs との接続試験ῌ そして試験観測時にはῌ 小杉城治

融合することができた῍ おかげで COMICS の開発段階

氏ῌ 八木雅文氏をはじめとするすばる計算機グルῑプの

においてもῌ そして観測においてもῌ 開発者すなわち観

方ῐには様ῐな支援や助言ῌ 協力をしていただいた῍ そ

測者にとってとまどいのないシステムを実現できた῍ と

して COMICS ハワイ移送後のイῑサネットやファイ

ころで試験観測においてはῌ 装置依存コマンドや抽象化

バῑチャネルなどのネットワῑク接続においてはῌ 小笠

コマンドを十分に用意することができなかったためにῌ

原隆亮氏に非常に尽力をしていただいた῍ CSC が SOSs

GUI を使っての操作が多かった῍ GUI は単純で間違い

と順調に通信を行いῌ COMICS がすばる望遠鏡で問題

にくい操作の実現という考え方で作成したのだがῌ その

なく観測ができるようになったのもこれらの方ῐのお力

ため 4,000 メῑトル級の山頂での観測という苛酷な環

のおかげでありῌ 心から感謝している῍ また同様にῌ

境においてもῌ 観測者に負荷を与えずῌ そして確実な制

SOSs を作成した富士通の方ῐにも大変にお世話になっ

御を行うことができた῍

た῍ あわせてここで感謝の意を表したい῍

また SOSs はῌ ツῑルキットや疑似システムといっ
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