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あ ら ま し

利用者が計算機に求めるもの，それは使いやすい計算環境である。スーパーコンピュー

タ「京」は100万に迫るコア数を擁する超大型システムであるが，そのハードウェアの特性
を十分に引き出すソフトウェアがあって，はじめてその存在価値がある。このため，「京」

開発プロジェクトと並行して，大規模なソフトウェアの研究開発プロジェクトが進めら

れた。一つはナノサイエンスに関するものであり，もう一つはライフサイエンスに関す

るものである。「京」の共用開始に合わせて，この二つの研究開発プログラムから最先端

の理論とアルゴリズムに基づく高並列化対応ソフトウェア群がリリースされ始めている。

「京」の利活用促進のため，国は五つの戦略分野を定めた。それぞれの戦略分野では戦略

目標に向かって次々と研究成果をあげるとともに，それぞれの分野の計算科学を推進す

る体制の構築と人材育成，成果の普及促進と産業応用の着実かつ迅速な実行が求められ

ている。

本稿では，このような「京」をめぐるソフトウェア開発状況と利活用に向けた動きを紹

介する。

Abstract

The K computer is a super massively parallel computer consisting of about one 
million processing cores, so the development of an environment in which it is easy to 
use is important.  To facilitate the use of the K computer, two application software 
development projects, called “grand challenge projects,” are being carried out, one for 
nanoscience and one for life science.  A number of program codes that are welloptimized 
for the K computer will be developed in these projects, and, after project completion, 
users of the K computer will be able to use these program codes on demand.  Five 
science and technology fields have been specified for promoting use of the K computer 
and high-performance computing.  Research and development related to accomplishing 
the strategic goals of the two projects are being pursued, and the establishment of 
a research system for computational science is expected.  In this article, application 
software development and the usage environment for the K computer are presented.
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現状では貴金属材料を必要とするが，卑金属材料
だけではできないか？あるいは，副作用の全くな
いDDS（薬剤伝達システム）を実現するマイクロ
カプセルの分子構造はどういうものか？既にテラ
ビット級のストレージがパソコンに使われている
昨今，究極のストレージ素子はどうあるべきか？
これら諸々の課題をシミュレーションの立場か
ら解決すべく，自然科学研究機構分子科学研究所
を研究開発拠点としたプロジェクト「次世代ナノ
統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」
が実施された（図-1）。
このプロジェクトでは，「次世代ナノ情報機能・
材料」「次世代ナノ生体物質」「次世代エネルギー」
の三つの分野において，中核アプリケーション6本，
付加機能ソフトウェア38本を開発した。特筆す
べきは開発したソフトウェアの量ではなく，この
プロジェクトが構築した新しい研究コミュニティ
である。このプロジェクトでは，物質・材料に関
係する物性科学，分子科学，材料科学の三つのコ
ミュニティから主だった研究者が参加するだけで
なく，計算機科学のコミュニティからも研究者が
参加することによって，物質科学の重要な課題に
対して独創的な理論を構築して計算科学の俎

そじょう

上に
乗せるとともに，計算機科学からのアプローチに
よって革新的なソフトウェアに仕上げることが可
能となった。そうした計算科学と計算機科学の連
携作業の中から生まれたものの一つに実空間第一
原理ナノ物質シミュレータ（RSDFT）がある。こ
れは物質の電子状態を密度汎関数法に基づいて精
密に計算するもので，10万原子を超える規模（こ
れは現在の先端デバイスプロセスで実際に制御し
ている規模）を扱うことができるプログラムであ
る。計算科学研究機構はプログラム開発者である
東京大学の押山淳教授（計算科学）や筑波大学の
高橋大介准教授（計算機科学）らとともに，「京」
向けにチューニングを行い，442 368コアを使用し
3.08 PFLOPSの実効性能を達成した。（1） また，この
プロジェクトでは我が国発の独創的な手法である
フラグメントMO法による大規模たんぱく質電子構
造計算ソフトウェアや，溶媒効果を統計力学的に
取り入れる3D-RISMソフトウェアなどの開発も行
われた。これらは医薬品開発における高速・高信
頼スクリーニングでの活用が期待されており，既

ま　え　が　き

科学技術の進展にとって必要なものは計算環境
であって，計算機だけではない。スーパーコン
ピュータ「京」の性能を生かし切るには最適化さ
れた高性能ソフトウェアの存在が必要不可欠であ
ることは言うまでもない。
我が国のソフトウェア研究の水準は非常に高く，
これまでも独創的なアルゴリズムに基づくソフト
ウェアの開発がなされてきたが，その一方で，多
くのものは研究レベルにとどまり，欧米のように
広くコミュニティに広がり，産業界にも使われて，
更には商用化されるといったものがほとんどな
かった。この状況を鑑み，今回の「京」の開発に
合わせて，我が国としては前例のない大規模な二
つのソフトウェアの研究開発プロジェクトと「京」
の能力を使い切る仕組みが整備され，研究活動が
活発に進められている。
本稿ではその現状を述べる。

二つのグランドチャレンジプロジェクト

現在，我が国の成長戦略として進められている
グリーンイノベーションおよびライフイノベー
ションでは，シミュレーション技術も重要な役割
を果たすことが期待されており，これに対応した
二つのグランドチャレンジ（以下，GC）プロジェ
クト（ナノGC，ライフGC）が進められてきた。
GCの目的はそれぞれの分野において，「京」の能
力を生かし切る先進的なソフトウェアを開発し，
これまでの計算環境では実行し得なかった規模の
解析を実施することにより真のブレークスルーに
つながる成果を出すとともに，開発者グループ以
外にも開発されたソフトウェアが広く使われるこ
とによって，より広い分野での活用を目指すもの
である。このため，現在「京」上で誰でも利用で
きる環境の整備が進められている。
以下，ナノGCとライフGCに関して述べる。

ナノGC

ナノテクノロジーは高度情報社会を支える基盤
技術であると同時に，持続型社会の構築において
も欠くことのできない技術である。エコ社会構築
の基盤となる燃料電池向け触媒や高性能磁石には

ま　え　が　き

二つのグランドチャレンジプロジェクト

ナノGC
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る。（2） これは心臓という臓器を分子レベルからモデ
ル化し，心筋細胞の数理モデル，均質化法による
臓器レベルでの運動解析，心臓の運動と血流の関
係など，異なる階層での現象をそれぞれに対応付
けることによってマルチフィジックス・マルチス
ケールシミュレーションを実現している。心筋細
胞内のイオン濃度が変化するとその結果，心拍運
動がどのように変化するか，という薬剤応答解析
を行うこともできる。
医薬品の開発には多くの候補化合物から真に薬
効があり，かつ毒性や催奇形性の恐れのない化合
物を抽出することが必要である。対象とする疾患
に関係するたんぱく質に特異吸着する化合物は高
い薬効が期待できるので，創薬においてはそのよ
うな化合物を探索・スクリーニングするドッキン
グシミュレーションを高速に行う必要がある。こ
れには二つの方向があり，一つは形状相同性解析
に基づく高速ドッキングシミュレーションである。
このプロジェクトでは単に構造情報だけでなく，

にいくつかの医薬品メーカが実際の医薬品開発に
おいて利用している。

ライフGC

国の進めるライフイノベーションは，健康・長
寿という国民全ての願いをいかにして実現するか，
ということに直結する。この分野の基盤技術とし
て生命体を対象としたプロジェクト「次世代生命
体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」
が2006年より理研を中心に行われている（図-2）。
このプロジェクトの重要な点は，様々なレベル・
視点のソフトウェアを網羅的かつ有機的に適用し
て生命現象の理解に迫ろうという点である。生命
体では，原子から構成される遺伝子やたんぱく質
を要素として細胞が作られ，それが集合し臓器と
して機能を発揮している。このような遺伝子から
臓器・生命体への展開を一連の流れとして扱うソ
フトウェアの一つに東京大学の久田俊明教授らに
よるバーチャル心臓シミュレータUT-Heartがあ

ライフGC

図-1　次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（ナノGC）
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これに物理化学的な性質を付加してドッキングを
評価するMEGADOCKを開発している。一方，精
密なたんぱく質・化学物質複合体の形成の有無を
計算するには周囲の溶媒の影響も考慮した量子力
学計算が必要である。このプロジェクトでは様々
な近似レベルの分子シミュレーションソフトウェ
ア（Platypusシリーズ）を開発している。さらに，
大量のゲノム情報からパスウェイ解析を行うなど
の大規模データ解析システムも開発している。
高度先進医療への国民の期待は極めて高い。そ
の一つが腫瘍に対する重粒子線治療であり，ある
いは高密度焦点式超音波治療である。これらの技
術は非侵襲型治療であるため患者への負担が少な
く，かつ従来であれば手術困難な部位の治療も可
能である。その一方で精密制御が必要であるため，
高精度の解析が不可欠である。このような治療法
を支えるシミュレーションソフトウェアの研究開
発もこのプロジェクトでは行われている。

戦略5分野

「京」の性能を十分生かした研究を進めるには，
大きな成果の創出が期待できる分野を定め，研究
開発資源の効率化を図るとともに，個々あるいは
小さな研究チームで進めるのではなく，より大き
なコミュニティで進める必要がある。このため，
国は「京」の開発プロジェクトと合わせて，以下
の五つの戦略分野を設定した（図-3）。

戦略5分野

（1） 戦略分野1：予測する生命科学・医療および創
薬基盤（戦略機関：理化学研究所）

（2） 戦略分野2：新物質・エネルギー創成（戦略機関：
東京大学物性研究所，分子科学研究所，東北大学
金属材料研究所）

（3） 戦略分野3：防災・減災に資する地球変動予測
（戦略機関：海洋研究開発機構）
（4） 戦略分野4：次世代ものづくり（戦略機関：東
京大学生産技術研究所，宇宙航空研究開発機構，
日本原子力研究開発機構）

（5） 戦略分野5：物質と宇宙の起源と構造（戦略機
関：筑波大学，高エネルギー加速器研究機構，国
立天文台）
戦略分野1では，細胞内分子ダイナミクス解析
による生命現象そのものに迫る研究に合わせて，
創薬につながる高精度ドッキングシミュレーショ
ンの研究開発を進めている。これまでの量子力学
的なドッキングシミュレーションでは結合エネル
ギーの評価を主にしていたが，周囲の溶媒の効果
を取り入れた自由エネルギー評価を行うことで，
現実のドッキングプロセスを追跡することが可能
となる。現在，高並列化作業に取り組んでおり，
定量的なインシリコスクリーニングを目指してい
る。また，心筋梗塞や脳梗塞，心疾患の予測医
療に向けた階層統合シミュレーションの研究も
行っている。これに関しては血管内での血栓形成
過程のシミュレーションが進行中であり，形成さ

図-2　次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（ライフGC）
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台風の性質の全地球的予測，局所的集中豪雨（ゲ
リラ豪雨）の予測などの気象・気候・環境予測と，
津波予測の高精度化，地震ハザードマップの精緻
化によって地震・津波の予測精度の高度化を進め
ている。この分野では我が国は地球シミュレータ
を活用して全地球規模の温暖化予測に大きな寄与
を果たしたが，今後，特に防災・減災分野での活
用が焦眉の課題である。
戦略分野4では，ものづくりを革新する技術の研
究開発を進めている。既に自動車開発や半導体デ
バイス開発ではシミュレーション技術は不可欠な
ものとなっているが，その多くは商用ソフトウェ
アを使っているため，高い並列度のシミュレーショ
ンを行うことができない。大学などで開発された
高並列対応ソフトウェアを「京」上で走らせるこ
とでこれまでのものづくりをどのように変革でき
るか，研究会やコンソーシアム形式の産学連携体
制で実証を進めている。①プロダクトイノベーショ
ンによる社会基盤・民生機器の抜本的高効率化・
小型化・静音化を実現する革新技術創出支援シス
テムの創出，②プロセスイノベーションによる未

れた血栓が血液流によって剥離するプロセスな
どが解析されている。このようなプロセスは実験
的に直接観測することが難しいので，シミュレー
ションによる定量的解析が重要になっている。ま
た，次世代シーケンサに代表される大規模デー
タの情報学的解析技術もこの分野の重要な研究
テーマである。
戦略分野2では，「基礎科学の源流から物質機能
とエネルギー変換を操る奔流へ」をスローガンに，
電子相関の強い系における新しい量子相の研究や，
シリコンナノワイヤトランジスタのような最先端
デバイス，生体分子を含むソフトナノ材料の新機
能設計，更に太陽光利用などによる新エネルギー
創成などに物性物理，分子化学，材料科学の総力
戦で取り組んでいる。この分野は我が国の産業競
争力の強い分野であるので，企業研究者も多く参
加している。また，我が国発のナノサイエンスの
ソフトウェアの講習会実施などを通した人材育成
活動を進めている。
戦略分野3では，防災・減災に資する地球変動予
測をテーマに研究を進めている。地球温暖化時の

図-3　戦略5分野
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性能評価を可能とし，ものづくりプロセスの革
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る宇宙において，
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星・銀河形成に至
る物質と宇宙の起
源と構造を統一的
に解明する。
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業上の課題の解決であって，計算機の利用が目的
ではない。そのためには使いやすい利用環境の整
備や支援体制の充実が必要である。計算科学研究
機構は登録機関などとも連携して，2012年秋の共
用開始時には使いやすい「京」を利用者に提供す
る予定である。
「鬼に金棒」という言葉がある。世界最高レベル
の計算環境「京」システムという「金棒」には目
処がついた。今度は研究者・技術者が「鬼」にな
る番である。
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来社会へ向けた価値の創造・製品化プロセスを抜
本的に加速する次世代設計システムの創出，③大
規模プラントの信頼性を抜本的に向上させる次世
代安全性・健全性評価システムによる安心・安全
社会の構築，を目的とした研究開発を行っている。
戦略分野5は基礎科学分野，すなわち初期宇宙か
ら銀河の形成といった素粒子，核物理，天文学の
関わる分野である。この分野は専用計算機をいち
早く導入して大きな成果を次々にあげてきた分野
であり，「京」を使ったより一層の新発見が期待さ
れている。また，この戦略分野には，共通基盤技
術である数理科学的な研究開発テーマも含まれて
いる。
それぞれの戦略分野では「京」をフルに利用し
て学問的に優れた成果をあげるだけでなく，社会
への還元や我が国の産業競争力強化につながる産
学連携や人材育成など，コミュニティ形成に対す
る活動も活発に行われている。

む　　す　　び

「京」は産官学の全ての研究者・技術者に開かれ
た計算資源である。特に産業界での利用目的は産
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