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「京」プロジェクトとその取組み

特別寄稿

は　じ　め　に

TOP500と呼ばれている世界のスーパーコン
ピュータ（スパコン）の性能ランキングが毎年6月
と11月に公表される。独立行政法人理化学研究所
（理研）と富士通株式会社（富士通）が共同開発し
ている「京（けい）」が2011年6月20日，まだ完成
前にもかかわらず，LINPACK性能で8.16 PFLOPS
（FLOPSとは1秒間に処理できる浮動小数点計算の
数であり，1ペタは1015 FLOPS）で世界一になり，
世界を驚かせた。それも他を圧倒的に引き離して
の世界一だった。「京」はスパコンの心臓部となる
プロセッサはもとより，ボード，筐体，インター
コネクト，冷却装置などの主要部品，システム全
体を開発から製造まで国内で一貫して行った，ま
さに純国産のスパコンである。スパコンは総合力
であり，その国の科学技術，ものづくりの力の指
標ともなり得る。「京」の世界一獲得は，日本の科
学技術のレベルの高さ，日本のものづくり力の健
在さを世界に示したとも言える。
「京」は93%という高い実行効率，そして

LINPACK測定時，連続して28時間故障なく動作
したという事実からも，高い安定性，信頼性ある
システムであることが実証された。「京」は2012年
6月の完成時には10 PFLOPSという世界最先端，
最高性能を目指して開発を始めた。｢京｣ は汎用ス
パコンであり，様々な分野での利活用が期待され
ている。2011年11月には，同年6月の性能値を上
回る10.51 PFLOPSを達成し，スパコン性能ランキ
ングにおいて二期連続での世界一と認定された。

2002年に我が国の地球シミュレータが米国のス
パコンを抜いて世界一位に躍り出たとき，旧ソ連

は　じ　め　に
の「スプートニク」の衝撃以来の「コンピュート
ニク」の衝撃として，世界における米国の科学・
技術の独占的優位性への脅威として喧

けんでん

伝された。
しかしその後10年，日本のあらゆる国際競争力は
低下した。スパコンも例外ではなく，TOP500で
も下位を低迷していた。その間に欧米は現代の科
学技術におけるスパコンの占める重要性を認識し，
猛烈な勢いでスパコン開発を手掛けてきた。最近
では中国も国家を挙げてスパコン開発に取り組ん
でいる。
このように国際的にもスパコン開発競争は激化
している。理由は明らかである。現代の科学・技
術の発展や産業の国際競争力強化にとってスパコ
ンは不可欠なツールだからである。自然科学の知
識獲得，発見にスパコンは必須であり，シミュレー
ションには世界最先端のスパコンが必要である。
科学を更に伸ばし，新しい技術革新を起こし，新
製品を開発するようなときには，スパコンは必須
のツールである。ビッグバン後の宇宙の形成や素
粒子研究，物質科学における新量子相の探求，複
雑な生命現象の解明などの基礎科学はもちろんの
こと，地球温暖化の科学的予測，地震や津波，集
中豪雨や台風の予測による被害軽減，遺伝子治療
の基礎となるヒトゲノムの解析やたんぱく質の解
析による新薬候補物質の発見，新物質のデザイン，
原子レベルでのシミュレーションによる新しいデ
バイスや材料の開発，自動車の衝突シミュレーショ
ンやジェットエンジンのデザインなど，私たちの
生活に直結する最先端の科学技術の研究開発にス
パコンは欠くことのできないものである。
「京」の完成は2012年6月，共用開始は2012年秋
である。多くの人がその完成を待ち望んでいる。
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新たに設立した。計算科学研究機構は「京」の運
用と計算科学・計算機科学の研究開発を担う組織
である。計算科学研究機構では計算科学と計算機
科学の連携・協働により，計算科学技術の幅広い
分野を支える共通基盤的な研究開発，「京」を使い
こなす高性能計算技術の研究開発，10年，20年先
を見据えた基礎的研究開発を展開する。学際的計
算科学という新たな学問を創成し，我が国の計算
科学技術を先導し，世界に誇れる研究開発拠点の
構築を目指している。科学技術力で世界のトップ
を維持することが国家の安全保障を維持すること
につながる。我が国独自の文化と感性に根ざした
科学技術で，国際社会の中で存在感ある国として
生きていきたい。そのために，我々，計算科学研
究機構も大いに力を発揮したいと考えている。
計算機システムの超大規模な並列化，高性能化
に伴い，それを使いこなすには高度の計算技術が
不可欠である。「京」は，最先端の計算機であり，
これを核に我が国の計算科学の発展のため，研究
や人材育成の拠点構築が急務である。そのために
は計算機科学，数理科学などの関係する諸分野と
連携した研究開発が重要となる。様々な分野のア
プリケーションの基盤にある共通的なアルゴリズ
ム，基盤ソフトウェア，方法論，モデリング，共
通技法，数値解析，アーキテクチャなどを共通軸
として計算科学の諸分野を横断的に捉えることが
計算科学発展の鍵であり，新たな理論，手法など
の創出につながる。エクサ（京の100倍の単位）な
ど将来の計算機利用に向け，超並列計算機の開発・
利用の基盤構築が喫緊の課題であり，その先駆け
となる「京」の高度利用の可否が試金石である。
さらにシミュレーションの発展のためには，計算
機利用の裾野を広げ，また将来の計算機の進化も
見据えて，計画的・継続的な研究や人材育成が不
可欠である。このように超並列化の進展が見込ま
れる中で，従来型の分野・領域ごとの研究は限界（超
並列計算機を使いこなせない）があることは明ら
かである。中長期的視点に立って，「京」の活用を
越えて次代の計算科学を可能にする持続的な計算
技術・計算機システム・計算科学の研究開発が必
須である。 
計算科学研究機構の研究部門は，計算科学と

計算機科学の研究開発チーム群で構成される

プロジェクトの概要

我が国が「次世代スーパーコンピュータプロジェ
クト」を国家基幹技術として位置付け，その開発
プロジェクトをスタートさせたのは2006年である。
次世代スパコンプロジェクトの目標は，
（1） 世界最先端・最高性能の10 PFLOPSの京速コ
ンピュータ「京」を開発・整備すること

（2） 京速コンピュータ「京」を最大限利活用し，
科学技術のブレークスルーの達成と我が国の産
業の国際競争力を増大させること

（3） 神戸に世界に誇れる計算科学の研究教育拠点
を構築すること
であった。 
このプロジェクトは計算科学技術の幅広い分野
におけるスパコンの利活用を目標としている。国
は2009年度から戦略プログラムを進めている。重
点5分野が選定され，「京」の戦略的利用によって
科学技術上のブレークスルーを実現するとともに，
将来にわたり各分野の計算科学技術を支える全国
的な体制を築くことが目標である。五つの戦略分
野とは，創薬などの生命科学分野，物質科学やエ
ネルギー創成分野，気候変動や津波や地震などの
災害予測と減災分野，次世代ものづくり分野，宇宙・
天文・素粒子研究などの基礎研究分野である。い
ずれも国際的にも高い研究レベルにあり，「京」の
活用で更に一層の発展が望める分野である。
次世代スパコンプロジェクトは2009年度の事業
仕分けを受けて，先に述べた三つの目標に加え，
「京」を中核とし，多様なユーザニーズに応える革
新的な計算環境インフラ（HPCI）を構築し，その
利用を推進することもプロジェクトの目標とされ
た。2010年度には，HPCIの構築を主導するHPCI
コンソーシアムが立ち上がり，2012年度の正式発
足とHPCIの運用開始を目指して具体的な整備が
進みつつある。次章で述べる計算科学研究機構は，
HPCIコンソーシアムの中核機関として，我が国全
体の計算科学技術の発展に中心的な役割を果たす
ことが期待されている。

計算科学研究機構

理研は2010年7月，計算科学研究機構（Advanced 
Institute for Computational Science：AICS） を

プロジェクトの概要

計算科学研究機構
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（表-1）。
まず，計算科学部門の研究開発チーム群は，計
算科学の主要な方法論を軸として「京」の高度利
用のための共通基盤構築をするため，計算科学全
般を俯

ふか ん

瞰的，横断的に捉えることができるよう組
織編成されている。量子系，粒子系，連続系，複
合系，離散系といった計算科学分野から成る。
・量子モンテカルロ法などの高度化のための研究開
発チーム

・超並列環境に資する分子科学計算ソフトウェアの
研究開発チーム

・分子動力学計算の高機能化のための研究開発
チーム

・粒子法シミュレータの研究開発チーム
・モンテカルロ法と線形方程式反復解法高度化のた
めの研究開発チーム

・大規模離散事象の分析・予測のための研究開発
チーム

・計算方法の組合せの比較・評価のためのライブラ
リの研究開発チーム

・複雑現象を大規模計算するための共通基盤研究開

発チーム
もう一方の計算機科学の研究開発チーム群は，
計算科学の研究開発チーム群と連携し，次世代ス
パコンを使いこなす高性能計算技術の研究開発，
次々世代の計算科学を可能にする計算技術・ソフ
トウェア技術・計算機システムの研究開発を行う。
・高性能なファイル処理と通信を実現するシステム
ソフトウェアの研究開発チーム

・並列プログラミング言語と性能チューニング・
ツールの研究開発チーム

・「京」のアーキテクチャに最適なソフトウェアの
高度化手法の研究開発チーム

・大規模・並列数値計算アルゴリズムおよびライブ
ラリの研究開発チーム

・「京」のための計算ポータルシステム構築支援ソ
フトウェアの研究開発チーム

・プロセッサ研究チーム
さらに計算機・計算科学の研究の共通の基盤と
なる手法や技術の高度化を図り，計算機・計算科
学の推進や「京」の高度利用の加速に資するために，
可視化技術，ライブラリの開発，データ同化も研

表-1　計算科学研究機構研究部門
量子モンテカルロ法などの高度化のための研究開発

並列環境に資する分子科学計算ソフトウェアの研究開発

分子動力学計算の高機能化のための研究開発

粒子法シミュレータの研究開発

モンテカルロ法と線形方程式反復解法高度化のための研究開発

大規模離散事象の分析・予測のための研究開発

計算方法組合せの比較・評価のためのライブラリの研究開発

複雑現象を大規模計算するための共通基盤研究開発

大規模データ処理を高度化するツール・ライブラリの研究開発

大規模並列可視化とポスト処理技術による可視化システムの研究開発

データ同化とシミュレーションの融合のための研究開発

高性能なファイル処理と通信を実現するシステムソフトウェアの研究開発

並列プログラミング言語と性能チューニング・ツールの研究開発

京のアーキテクチャに最適なソフトウェアの高度化手法の研究開発

大規模・並列数値計算アルゴリズムおよびライブラリの研究開発

京のための計算ポータルシステム構築支援ソフトウェアの研究開発

プロセッサ研究チーム

計
算
科
学

量
子

粒
子

複
合

共
通

計
算
機
科
学

計算科学に必要とな
る，主要な方法論をカ
バーすることで，京の
高度利用のための幅広
い分野の利用を支える
共通基盤となる。

計算機・計算科学の研
究の共通の基盤となる
手法や技術の高度化を
図り，計算機・計算科
学の推進や京の高度利
用の加速に資する。

計算機の主要な要素技
術をカバーすること
で，京における諸課題
を解決する。

連続

離散
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究対象である。
・大規模データ処理を高度化するツール・ライブラ
リの研究開発チーム

・大規模並列可視化とポスト処理技術による可視化
システムの研究開発チーム

・データ同化とシミュレーションの融合のための研
究開発チーム

分野連携の必要性と学際的計算科学

「京」を活用し，計算科学によって未踏分野を開
拓するには，新しい学術領域としての「学際的計
算科学」を確立し，継続的に発展させることが重
要となる。
学際的計算科学には二重の意味での学際性が織
り込まれている。計算機システムの大規模化，高
性能化に伴い，それを使いこなすには高度の計算
技術が不可欠となっている。計算機科学研究者と
の連携・協働なくして，計算科学のブレークスルー
は困難である。さらに，将来の計算科学を展望す
る上では，計算科学の課題解決にどのような計算
機システムを必要とするかの検討が極めて重要で
あり，計算科学と計算機科学が連携・協働する持
続的な計算技術・計算機システム・計算科学の研
究開発が緊急の課題となっている。
計算機科学・計算科学の学際融合と並んで，計
算科学の諸分野を横断的に捉える学際的計算科学
の確立が急務である。方法論，モデリング，共通
技法，数値解析を共通軸とする計算科学は，科学
諸分野を横断的，包括的に捉えることが可能とな
る。計算科学こそ「計算手法」という横串で，細
分化された研究分野を串刺しにできる学際領域で
ある。計算科学は様々な科学を橋渡し，分野連携・
融合を促進することができる。
計算科学研究機構では，学際的計算科学をキー
ワードとして，計算科学諸分野の融合・連携と計
算科学と計算機科学の連携・協働を図り，計算科
学技術の幅広い分野を支える共通基盤的な研究開
発，「京」を使いこなす高性能計算技術の研究開発
に成果をあげることを目標としている。

「京」の産業利用

スパコン利用はアカデミアのみならず，企業に
おける生産への応用や実社会での利用が広がって

分野連携の必要性と学際的計算科学

「京」の産業利用

いる。創薬分野ではスパコン性能の驚異的進歩で，
ガンや生活習慣病に対する薬の設計が可能となり
つつある。シミュレーションを用いた創薬技術が
一気に加速している。アメリカ大統領科学顧問だっ
たDavid Shawは創薬開発のためにANTONという
専用コンピュータを開発し，たんぱく質のミリ秒
の動的シミュレーションを実現し，コンピュータ
シミュレーションによる創薬の可能性を現実のも
のとしようとしている。ANTONショックである。
実はこれが世界の潮流であり，創薬以外のほかの
分野についても同様である。
企業の国際競争力の強化にとってスパコンの果
たす役割はますます大きくなっている。民間企業が
保有するスパコン台数も増えている。2011年11月
時点でTOP500にリストアップされているスパコン
の半数以上（57%）は，民間の企業が保持してい
る。我が国産業界ではこれまで計算科学，シミュ
レーションが重要であるという認識が必ずしも十
分ではなかった。このために民間のスパコン利用
は一部の業種や大企業に限られていた。しかし「京」
の出現が状況を一変しつつある。ものづくり，材
料開発，エネルギーといった我が国が強みを発揮
している分野における，スパコンの活用で更に一
層，国際的リードを広げるべく様々な取組みがな
され始めた。大いに楽しみである。

戦略機関との協働・協力

「京」プロジェクトは計算科学技術の幅広い分野
における利活用を目標としている。そのためには，
「京」を核とする神戸拠点が研究者にとって魅力あ
る施設とならねばならない。「京」を研究開発基盤
として積極的に活用し，優れた成果が創出される
仕組みや環境を構築していかねばならない。単な
る計算センターでなく，計算科学や計算機科学と
いう学問を振興し，新しい分野を創成していく研
究開発拠点が求められている。
前出の国が定めた五つの分野の戦略プログラム
を推進しているのが戦略機関であるが，その戦略
機関には，
・「京」ならびに各戦略分野の計算資源を効果的・
戦略的に活用することにより，当該分野における
世界最高水準の研究成果の創出

・戦略機関を中心として，「京」プロジェクトを越

戦略機関との協働・協力
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えて当該分野の研究を推進・けん引する体制の
構築
が求められている。
一方，計算科学研究機構は，

・「京」を維持管理，高度化し，戦略プログラムお
よび，そのほかの利用者の効果的かつ効率的な利
活用に提供

・「京」の効果的な利用ならびに将来の計算科学技
術への発展を見据え，共通基盤的な研究開発，分
野融合研究，将来重要となる領域の開拓を行い，
計算科学および計算機科学を先導

・計算科学技術コミュニティの国際研究拠点とし
て，コミュニティの強化に貢献するとともに，計
算科学技術全体の将来構想などに貢献
に重点が置かれる。
各戦略分野は計算科学研究機構に研究スペース
を与えられ，また複数の研究者の常駐と，多数の
研究者・学生の短期滞在や派遣などが計画されて
いる。計算科学研究機構の研究開発チームとの密
接な交流によって，各戦略分野の研究のみならず，
分野の枠を越えた研究，計算科学と計算機科学に
またがる研究の推進が期待される。

計算機科学研究機構とHPCIコンソーシアム

次世代スパコンプロジェクトは2009年度の事業
仕分けを受けて，「京」を中核とし，多様なユーザ
ニーズに応えるHPCIを構築し，その利用を推進す
るプロジェクトへと再編された。

HPCIの構築は，我が国の計算科学ならびに計算
機科学に携わるユーザコミュニティや計算資源を
提供する機関などから構成される「HPCIコンソー
シアム」が主導する。HPCIコンソーシアムは，基
本理念として，
・HPCIを利用する全てのユーザに開かれたもので
あること

・我が国の計算科学技術振興の中心となり，世界最
高水準の成果創出と成果の社会還元を目指し，協
力して活動すること

・上記の活動を将来にわたり支える基盤として，全
国の計算資源を連携させるHPCIシステムを整
備・運用すること
を掲げて，次の活動を行う。

計算機科学研究機構とHPCIコンソーシアム

・HPCIシステムの整備と運用
・計算科学技術コミュニティの意見集約と提言（世
界最高水準の観点から，計算資源提供機関の運用
方針や整備計画についても提言）

・計算科学技術の振興活動（計算科学技術および応
用技法の醸成・拡大，新たな分野やコミュニティ
の創出，人材育成）

・将来のスーパーコンピューティングの検討

お　わ　り　に

「京」によるシミュレーションは科学技術をけん
引するとともに，我々が直面している困難な課題
解決にも重要な役割を演じる。シミュレーション
は現象の再現や説明にとどまらず，進んで現象を
予測しなくてはならない。「京」はそれを可能にし
つつある。これからのシミュレーションは自然科
学の問題だけでなく，社会問題にも大胆に切り込
むであろう。シミュレーションの果たす役割はま
すます大きくなり，その結果は社会に大きな影響
を与えることになるであろう。我々科学者の責任
は重い。謙虚にならねばならない。
自然の懐は深く，多様な自然に比べると，我々

のシミュレーションでもまだまだであろう。しか
しはっきり定義された問題を解く腕っぷしにかけ
ては実験に決して劣るものではない。何よりもシ
ミュレーションは実験や理論では見えないものが
見える。シミュレーションは実験，理論とは異な
る新しい研究手法を実現し，科学にブレークスルー
をもたらすものとして期待されている。シミュレー
ションの信頼度を高め，謙虚さを失わずに自然に
向かえば，シミュレーションはますます魅力ある
存在になる。
「京」を使ってわくわくするような成果を出した
いと考えている。2011年6月の「京」の世界一獲
得は東日本大震災で日本中が少しうつむき加減に
なっているときに，国民に明るいニュースを届け
ることができたのではないかと思っている。世界
一の「京」を日本復興の起爆剤にしたいと思う。
真価が問われるのはこれからである。

Copyright© 2012 RIKEN. All Rights Reserved.

お　わ　り　に


