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ちただで-たて-だた 木曽サュポッテサンホザウマ ちただで



前回の木曽サュポッテサンポザウマからの差分
Updates from the previous symposium

だ. 計算機移設 ( 鷹 ⇉ 木曽) 作業
ち. 計算機の新規導入 (ヅーソ 得な 超新星サーベイ)
3. 計算機のアップヅーテ (ヅーソ 得計算機)
4. ソビテウエアのアップヅーテ
5. もMOKA との連携 (詳しくはホシソーで)
6. 障害対応

ち / だ4



計算機移設 (三鷹 ⇉ 木曽) 作業
Relocation of back-end computers

ちただて.たと 鷹から木曽観測所へョッキ 4 を移設.

 グ 
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計算機の新規導入 (ヅータ取得; 超新星サーベイ)
Obtaining new back-end computers for Tomo-e Gozen

Telescope Dome Main Bulding

data acquisition temporary storage data reduction data archive

Computers for Tomo-e Gozen in ちただて.たと
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計算機の新規導入 (ヅータ取得; 超新星サーベイ)
Obtaining new back-end computers for Tomo-e Gozen

Telescope Dome Main Bulding

data acquisition temporary storage data reduction data archive もN survey

ちただで.たで

ちただで.たで

ちただで.たで

Computers for Tomo-e Gozen in this summer
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計算機のアップヅーテ (ヅータ取得計算機)
Updating the data acquisition computer

Qだ (ちだ chips) の試験でサシツマに問題があることが発覚.

だ. ヅーソ 得計算機の I/O シヒーデが足りない
ヅーソ 得計算機に ももD×4 の めAIDた シテリーザを導入

ち. disk I/O の割り込みで CPU がとられてヅーソを 得しそこねる
CPU を変更: Xeon E5-ち6た3v4 (6Core) ⇉ Xeon E5-ち6と5v4 (だでCore)
ヅーソ 得プルセシと fits 変換プルセシで使う CPU を分ける (cgroups)

更新以降 ちだ chips の読み出しでもヅーソエョーの発生率が大きく改善した.

新規導入したヅーソ読み出し用計算機では 記の構成を採用.

て / だ4



ソフテウエアのアップヅーテ
Updating software

だ. FITも header 情報の充実
ち. ヅーソ転送サシツマの作成
3. 各種プルセシを管理するサシツマの立ち げ
4. ヨムーテ観測 (queue 観測) のためのソビテウエア整備
5. もlack 等との連携
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プロセス監視システム

py-supervisord-monitor by symfo https://bitbucket.org/symfo/py-supervisord-monitor/
と / だ4



β 版 Queue 観測システム

だた / だ4



Slack 等との連携

 グ 
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SMOKA との連携
Archiving data in SMOKA

だち / だ4



最近の障害対応
Recent hardware/software failures

ヅーソ 得サシツマ計算機 ももD 破損 in ちただて.だち
計算機からアョーテが鳴っていると報告を ける
めAIDだ で冗長化していたので代わりの ももD に交換することで対応

ヅーソ 得用 I/O ペーデデョイバの不具合 in ちただで.ただ
カミョと通信するためのヅバイシの一部が計算機から認識できなかった
ヅバイシデョイバのバギ, ベンゾーに新しいデョイバを送ってもらう

シテリーザサーバ再起動不具合 in ちただで.たち
設定ポシ

シテリーザサーバ めAID サシツマ破損 in ちただで.た4
めAID カーデの初期不良？により めAID サシツマが破損した
復旧不 能だったのでヅーソを消去して めAID サシツマを再構築
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まとめ
Summary

だ. 計算機移設 ( 鷹 ⇉ 木曽) 作業
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5. もMOKA との連携 (詳しくはホシソーで)
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