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Point
❶  2011 年にスーパーコンピュータ（スパコン）性能ランキングで世界一の座を獲得したわが国の「京」

だが、その座を守ったのはほぼ 1 年。現在のトップは中国製であり、スパコンの世界は今や米中
2 強時代の様相を呈している。

❷  現在わが国では「京」の 100 倍の性能を持つ「ポスト京」の開発が進められている。これが完成
すればスパコンの性能はさらに進化し、計算速度を表す指標で「エクサ」という新しい単位に突入
することが予想される。

❸  「ポスト京」が運用開始されれば創薬や新素材開発などのための分子レベルのシミュレーションか
ら地球レベルのマクロな気候変動予測まで、これまで手が届かなかった新たな研究開発フィールド
が拓かれると期待される。

❹  他国ではスパコンが軍事用途に用いられる例もあるとみられるが、わが国は「ポスト京」を民生技
術開発や学術研究でほぼ “独占” できる。「ポスト京」の登場がスパコンの性能単位だけではなく、
我が国の科学技術レベルそのものを新しいステージに導くことが期待される。

はじめに
自民党から民主党に政権交代した時に「事業仕

分け」というものが耳目を集めたことがある。そ
の 2009 年の事業仕分けで「世界一でなければい
けないのか？　2 位じゃだめなのか？」という質
問がなされたことで有名になったのが当時世界最
高性能を目指した国産スーパーコンピュータ（以

下スパコンと省略）開発プロジェクトであった。
あの時は中止かと思われた開発プロジェクトは

その後何とか継続し、結果的には 2011 年 6 月に
発表された世界のスパコン性能ランキングで 1 位
を獲得。これは日本のスパコンが 7 年ぶりに奪還
した世界 1 位であり、同年 11 月のランキングで
もそのまま 1 位をキープし続けた。これが「京」1

「ポスト京」が開く
　　　　“最先端の先” に広がる世界
—指数関数的な進歩を続けるスーパーコンピュータ開発がもたらすもの—

1    単位としての「京」は一般には「けい」、時に「きょう」と読むこともあるが、スパコン名称としては必ず「けい」と読み、英語
でも K Computer と表記される。
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という名称で呼ばれるスパコンである。
しかし「京」のトップの座は長く続かなかった。

翌 2012 年のランキングでは 1 位の座を米国製ス
パコンに譲り、2013 年以降は中国が開発するスパ
コンが次々と 1 位の座を占め続けている。当然

「京」の順位は少しずつ落ちていくことになる。
それにしてもスパコンというのはそれほどまで

に世界最高性能を競い合うべき対象なのだろう
か？　1 位でなければいけないのか？　そして

「京」の次に来る、わが国の新しいスパコン開発は
どうなるのか？　本稿では「ポスト京」スパコン
開発を見据えながら、世界最高スパコンがもたら
す新しい技術開発について考察してみたい。

　
1テラの1,000倍×1,000倍は？

パソコンの HD 容量などでよく聞く「ギガ」と
いう単位。1 メガの 1,000 倍にあたる単位である
が、この 1 ギガをさらに 1,000 倍すると 1 テラに
なるというあたりまでは理工系でなくてもご存じ
の方が多いであろう。だが 1 テラの 1,000 倍は？
となると少し怪しくなる。1 テラの 1,000 倍は 1
ペタであり、1 ペタの 1,000 倍は 1 エクサとなる。
つまり 1 エクサバイト＝ 1 ギガバイト ×1,000×

1,000×1,000 倍ということになる。
数が大きすぎてイメージしづらいが、ここで先

に挙げたスパコンの名称でもある「京」という単
位を当てはめて言い換えるとこうなる。
「京」はその名の通り 1 秒間に浮動小数点演算 1

京回を可能にしたスパコンであり、この計算速度
は通常「10 ペタ Flops（フロップス：1 秒間の浮
動 小 数 点 演 算 性 能 を 表 す 単 位 ＝ Floating 
Operations Per Second の略）」という指標で表さ
れる。つまり 1 京という単位は 1 テラの 1,000
倍＝ 1 ペタのさらに 10 倍＝ 10 ペタというわけで
ある。「京」の計算性能は文字通り 1 京、そして 1
京＝ 10 ペタ。このことをまず認識しておいてい
ただきたい。

しかし「京」が世界のスパコンランキングで 1
位になったと騒がれたのも 2011 年の話。より計
算性能の高いスパコンの開発競争はその後も続い
ており、スパコンを取り巻く世界の状況も 5 年の
間に大きく様変わりした。年に 2 回発表される世
界のスパコンランキング「TOP500」のスパコン
保有台数を国別に見ると（2016 年 11 月発表）、
米国 171 台に対して中国も全く同数の 171 台と国

順位 保有国 2016.6 スーパーコンピュータ性能トップ 10（保有機関） 実効性能（PFlops/s）
1 中国 Sunway Taihu Light（神威太湖之光）（National Supercomuting Center in Wuxi） 93.0146
2 中国 Tianhe-2（天河 2 号）（National Supercomuting Center in Guangzhou） 33.8627
3 米国 Titan（DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory） 17.59
4 米国 Sequoia（DOE/NNSA/LLNL） 17.1732
5 日本 K Computer（京）（理化学研究所　計算科学研究機構） 10.51
6 米国 Mira（DOE/SC/Argonne Natinal Laboratory） 8.5866
7 米国 Trinity（DOE/NNSA/LANL/SNL） 8.1009
8 スイス Piz Dait（Swiss National Supercomputing Centre） 6.271
9 ドイツ Hazel Hen（HLRS-Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart） 5.6402
10 サウジアラビア Shaheen Ⅱ（King Abdulah University of Science and Technology） 5.537

順位 保有国 2016.11 スーパーコンピュータ性能トップ 10（保有機関） 実効性能（PFlops/s）
1 中国 Sunway Taihu Light（神威太湖之光）（National Supercomuting Center in Wuxi） 93.0146
2 中国 Tianhe-2（天河 2 号）（National Supercomuting Center in Guangzhou） 33.8627
3 米国 Titan（DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory） 17.59
4 米国 Sequoia（DOE/NNSA/LLNL） 17.1732
5 米国 Cori（DOE/SC/LBN/NERSC） 14.0147
6 日本 Oakforest-PACS（最先端共同 HPC 基盤施設） 13.5546
7 日本 K Computer（京）（理化学研究所　計算科学研究機構） 10.51
8 スイス Piz Dait（Swiss National Supercomputing Centre） 9.779
9 米国 Mira（DOE/SC/Argonne Natinal Laboratory） 8.5866
10 米国 Trinity（DOE/NNSA/LANL/SNL） 8.1009

図表 1　世界のスーパーコンピュータ性能トップ 10（2016 年 6月および 11 月時点）

（注）  元データでは計算性能の表示単位がTFlops/s＝テラフロップスであるが、上表ではPFlops/s＝ペタフロップスに変えてい
る。表示のケタ数に差があるのは末尾のゼロを省略したことによる。

出所： TOP 500 Organizationサイト2016年6月および11月.公表ランキング
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別シェアで完全に拮
きっ

抗
こう

している。つまり米中 2 カ
国だけで TOP500 の 7 割近くを占めていることに
なる。日本は 27 台で国別シェアでは 3 位（31 台）
のドイツに次ぐ 4 位であるから、いまやスパコン
の世界は完全に「米中 2 強時代」と言わざるを得
ないのである。

国 別 シ ェ ア で は な く 性 能 面 で は ど う か？
TOP500 の最上位 10 位までを整理した図表 1 を
ご覧いただきたい。今や世界のスパコンの性能
トップ 1・2 位は中国が占めており、昨年 11 月ラ
ンキングでは残り 8 台中 5 台が米国。わが国は
トップ 10 に「京」を含めて 2 台が食い込んでは
いるとはいえ、まさに米中 2 強時代を象徴するよ
うなトップ 10 という様相を呈しているが、問題
はその性能である。

2016 年 6 月の発表でトップに躍り出た中国製ス
パコン「神威太湖之光」の計算能力は 1 秒間に 93
ペタ Flops。先に触れたように「京」の性能は 10
ペタであるから、中国製最新スパコンの性能は

「京」のほぼ 10 倍の性能を持っていることにな
る。一方、2011 年にトップの座にあった「京」の
最新順位は 7 位に後退している。言い換えれば、

「京」がトップの座にあった 2011 年当時からの 5
年間で世界の最先端スパコンの性能はほぼ 10 倍
向上したということになる。

一般的なものづくり技術競争の多くが競合メー
カーとのきわどい品質差や性能差を競い合ってい
ることを考えると「5 年で約 10 倍」というのは途
方もない性能進化速度に思えるが、スパコンの世
界ではこういった指数関数的な性能進化が “普通”
であるというのはこれまでの推移を見れば一目瞭
然である。

右に掲げた図表 2 は横軸が年、縦軸はスパコン
の計算性能を表しているが、これを見るとスパコ
ンの歴史がこれまでずっと「4 〜 5 年程度で性能
10 倍」というペースで進化し続けてきたことが分
かる。2011 年の「京」から 2016 年「神威太湖之光」
まで 5 年間で性能が 9.3 倍≒約 10 倍になっている

のは、これまでの進化の流れから見ればむしろ「そ
うなっていない方がおかしい」というくらい当然
の成り行きなのである。この先もこのスピードの
まま性能が進化していくという前提に立てば、
2020 〜 2021 年頃には「神威太湖之光」のさらに
10 倍、「京」の 100 倍の性能を持つスパコンが現
れてもおかしくない。

図表 2　スーパーコンピュータの性能推移

（注）  上グラフの縦軸、1PFlop/s は1ペタフロップス、1EFlop/sは1
エクサフロップスを表す。

出所：TOP 500 Organizationサイトのグラフに筆者加筆

ポスト「京」は100倍の性能
「神威太湖之光」の 10 倍、「京」の 100 倍の性

能を持つスパコンというのは漠然とした予想では
ない。さらなる高性能スパコンの開発は世界でい
くつも進んでいる。例えば米国が 2018 年の完成
を目指して取り組んでいるスパコンの性能目標は
180 ペタ Flops/ 秒。これは現在トップの「神威太
湖之光」のほぼ倍、「京」の 18 倍の能力であるから、
TOP500 の首位が今後数年で再び入れ替わる可能
性は高いのである。

わが国でも最先端スパコンの開発プロジェクト
が進められている。「フラッグシップ 2020 プロ
ジェクト」というナショナルプロジェクトである
が、一般的には「ポスト『京』開発プロジェクト」
という別名で呼ばれることの方が多い。この開発
プロジェクトは「『京』のまさに 100 倍の性能を
持つ世界最高性能スパコンを 2020 年に運用開始」

「ポスト京」が開く “最先端の先” に広がる世界
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することを目標としており、開発自体はすでに
2014 年からスタートしている。

冒頭に触れた 1 京＝ 10 ペタという換算式を思
い出していただきたい。「京」の 100 倍というこ
とは、10 ペタの 100 倍すなわち 1000 ペタ＝ 1 エ
クサである。「ポスト京」が完成すれば、スパコン
の計算速度はペタからエクサという新たな、そし
て未知の単位に到達することになる。

この「ポスト京」、純粋な演算性能で世界一を狙
うことよりも汎用性を重視する方向で開発が進ん
でいるとされており、膨大なデータに基づいた統
合的シミュレーション能力、「多重ケース処理型計
算」の速度が最大で「京」の 100 倍レベルになる
と期待されているのである。

もちろん、エクサ単位の性能を持つ「ポスト京」
が完成しても、それが「究極の最終スパコン」に
はなるわけではない。さらに高性能なスパコンが
開発され、図表 2 に掲げた「1 位のスパコンの性
能」が 1 エクサ→ 10 エクサ→ 100 エクサと進ん
でいく可能性は高い。

ペタだエクサだと言われても実感として性能差
をイメージするのは難しいが、2011 年時点で世界
最高だった「京」ですら 1 年かかる計算が、「ポス

ト京」であれば 5 日間ほどで終わると聞かされる
と、確かにすごい差であるということが認識でき
る。

しかし、いくら「京」の何倍、世界何位と言っ
たところで、それ自体は「飛び抜けて性能のいい
スパコン」、言い換えれば電脳世界でのチャンピオ
ン争いという話。問題はそういうスパコンが登場
することで何ができるのか？　それによって社会
や産業がどう変わるのか？である。大規模・複雑
な計算が可能になることで、天気予報や地震波の
解析精度などが向上するといった話は「京」の時
代にも聞かれたが、その 100 倍の性能を持つスパ
コンが出現すると何ができるようになるのか？
「ポスト京」プロジェクトでは重点的な取り組み

テーマとして図表 3 に示した 9 分野を挙げている
が、例えばここで最初に掲げられている「革新的
創薬基盤の構築」について考えてみたい。

エクサになってできること
新しい薬の開発には膨大なコストと時間がかか

るというのは常識であり、その背景には結局のと
ころ「試してみないと分からない」という根本的
問題があった。例えばハイスループットスクリー
ニングという技術がある。これを使えば数十万に

ポスト
京

 

 

①生物分子システム
　の機能制御による
　革新的創薬基盤の構築 

②個別化・予防医療を
　支援する統合的
　計算生命科学 

健康長寿社会の実現 

③地震・津波による
　複合災害の統合的
　予測システムの構築 

④観測ビッグデータを
　活用した気象と地球
　環境の予測の高度化 

防災・環境問題 

⑤エネルギーの効率的な
　創出、変換・貯蔵、利用
　の新規基盤技術の開発 

⑥革新的クリーン
　エネルギーシス
　テムの実用化 

エネルギー問題

⑦次世代の産業を支え
　る新機能デバイス・
　高性能材料の創成

⑧近未来型ものづくりを
　先導する革新的設計・
　製造プロセスの開発

産業競争力の強化

⑨宇宙の基本法則
　と進化の解明

基礎科学の発展

 

 

図表 3　「ポスト京」が取り組む重点 9課題

出所：理化学研究所 計算科学研究機構HPの内容を基に筆者作成
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ものぼる膨大な数の化合物の中からターゲットに
対して活性を持つものだけを網羅的に評価・選別
することが可能になる。しかもシステム自体は高
度に自動化されていることから “高効率” なスク
リーニング方法として新薬の開発現場では広く使
用されているが、その基本原理はつまるところ「効
くかどうか片っ端から試す」ことに他ならない。

もしタンパク質と薬物との相互作用を分子レベ
ルでシミュレーションし、「何がどう効くか」を先
に確認できれば「片っ端から試す」膨大な時間と
コストを節約できることになる。こういった考え
に基づき、分子動力学をベースにコンピュータ上
で創薬シミュレーションしようという考え方は以
前から存在し、さまざまな取り組みもなされた。

しかし原子レベルで考えれば、ある化合物に対
するあるタンパク質の生体反応というのは膨大な
数の原子や分子が関与する複雑な相互作用であ
る。人体の場合、周囲に多くの水分子が介在する
ため、その複雑さはさらに増す。スパコンといえ
どもこれを計算でシミュレートするのは難しかっ
た。

こういったコンピューター上での創薬（＝ in 
silico 創薬）、すなわち膨大な分子動力学シミュ
レーションを行うには、実は「京」ですら性能十
分とは言い難いのである。「京」の場合、原因分子
と化合物、さらに周囲の水分子も含めた規模での
分子動力学計算そのものは可能だが、そこでシ
ミュレーションできる時間的な長さはマイクロ秒

（1 秒間の 100 万分の 1）単位にとどまる。やや乱
暴に言えば「京」では原子や分子が反応している
全体像の “ほぼ瞬間的な画像” しか作れなかった
という表現が近いかもしれない。

　
それが「ポスト京」ではどうなるのか？　「京」

の 100 倍の性能が実現することで、分子動力学的
シミュレーションの規模が大きくなるのはもちろ
んだが、さらに重要なのはその時間がミリ秒（1
秒間の 1/1,000）単位に長くなるということである。

1,000 分の 1 秒と聞くと「それっぽっち？」と

思いたくなるが、「京」で可能だったマイクロ秒の
1,000 倍の単位である。上で述べた画像のたとえ
で言えば、1 秒間の「ほぼ静止画」だったものが、
1,000 秒すなわち 16 分を越える「動画」になるく
らいの違いが存在するわけであり、この技術的飛
躍がコンピュータ創薬技術に与えるインパクトは
非常に大きなものになると期待されている。

ビッグデータ解析にも威力
「ポスト京」が持つ計算能力はマクロな分子レベ

ルのシミュレーションだけではない。昨今話題の
ビッグデータを解析し、それをマクロな現実に当
てはめるといった分野でも威力は発揮されるはず
であり、その端的な例が先に掲げた図表 3 にも
あった重点課題④である。

天気予報の精度がかなり向上したと言われる今
日でも、いまだに豪雨災害などでは想定以上の雨
量や避難指示の遅れ等による犠牲が後を絶たな
い。予報の基礎となるデータをより広範囲かつ多
量に取り込めば、現在よりもさらに前もって天候
予測が可能になるかもしれないが、現在のスパコ
ンでは人工衛星などから送られてくる膨大な観測
情報すなわちビッグデータを処理できる範囲には
制約があった。
「ポスト京」であればこの制約範囲が大幅に広が

るのは確実であり、観測ビッグデータを最大限に
活用して局所的な豪雨や竜巻の発生予測、数週間
レベルの長期予報から数十年レベルの気候変動、
さらに近隣国の大気汚染などの高精度な影響予測
など、これまでになかった環境予測やシミュレー
ションに道が開かれると期待されるのである。
「明日は大雨になるから警戒が必要」程度のこと

はこれまでも予報はできた。しかし実際に避難勧
告が出される頃には外は土砂降り、川は氾濫寸前
といったケースが多く、幼児や高齢者のいる世帯
にとっては避難も容易ではない。もし高精度シ
ミュレーションによって豪雨の到来が高い確度で
事前に予測できるようになり、雨が降る前、ある
いは小降りのうちに避難を進められるようになれ
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ば、洪水や土砂崩れ等による人的被害が大きく減
ることは間違いない。

もちろん、ここで挙げたコンピュータ創薬や観
測ビッグデータ解析といった例は「ポスト京」が
切り拓くであろう「未知の先端技術」の分かりや
すい例を挙げたにすぎない。先に掲げた 9 分野の
重点課題を見るだけでも画期的新素材の開発から
宇宙の成り立ち解明に至るまで、「ポスト京」が切
り拓く「最先端のその先」で可能になると期待さ
れる技術領域は極めて幅広いのである。

スパコンを何に使うか？
こうなると、中国と米国がスパコン開発でしの

ぎを削り合っている背景に何があるか、想像がつ
いてくる。膨大なシミュレーション計算が可能な
スパコンは軍事目的においてもまた極めて利用価
値が高いことは間違いないからである。

例えば核兵器などの威力をシミュレーションす
るといった場合、実際にそれを爆発させなくても
最先端スパコンが極めて重要な情報をもたらして
くれるであろうことは想像に難くない。世界レベ
ルで軍事的優位性を保とうとすれば「スパコン世
界一奪還」「世界一保持」に神経を尖

とが

らせるのも自
然の成り行きといえよう。

自国以外の国が世界最高性能のスパコンを保有
しているということは「自国に手が届かない先端
軍事技術を相手は持っている」ことになるわけで
あり、まさにゆゆしき事態である。こと軍事に関
して言えばスパコンの性能はまさに「1 位じゃな
ければだめ」と言えるのかもしれない。

しかし、わが国に「ポスト京」を軍事技術開発
に用いるという考え方はないと言ってよいはずで、
民生技術開発や学術研究に貢献し、そこで可能に
なった新しい技術で広く社会にメリットをもたら
すことが「ポスト京」の開発意義と言ってよい。
言い方を変えれば日本は世界最先端スパコンを学
術研究機関や企業がほぼ“独占”できることになる。
「ポスト京」が完成して運用をスタートするのは

2020 〜 21 年頃とみられているが、それによって
わが国がスパコン世界一の座を奪還できる可能性
は十分ある。民生技術開発や学術研究において使
えるスパコンが世界一であればメリットも大きい
であろう。

しかし、その座がせいぜい数年のうちにまた他
国の新しいスパコンにとって代わられる可能性も
また極めて高い。もしスパコンを重要軍事技術と
捉えるなら、先に述べたように「他国に性能で抜
かれる」ことは単なる競争意識というレベルを超
えた問題であろう。

だが民生技術開発においては順位に関係なく、
「ポスト京」がもたらす知識はわが国の技術開発に
極めて大きな恩恵をもたらすはずである。「恩恵」
という言い方より「新しい技術開発フィールド」「新
しい研究開発の地平」と言った方が正確かもしれ
ない。

仮に「ポスト京」の世界一の座が短期間で終わり、
その後あっという間に順位が下がったとしても、
そのことが大きな問題になるとは思えない。「ポス
ト京」が運用を開始すれば、わが国の企業や研究
機関にはこれまでにない新たな、そして広大な研
究開発の地平が与えられるわけであり、その新地
平で検証すべき技術課題、新地平だからこそ試す
ことができる技術テーマは山のようにあるはずで
ある。そういった取り組みが新しい薬や新しい素
材、新しいエネルギーデバイス等々の実用化に結
実した時、その開発に貢献したスパコンが世界何
位であったかを問題にする人がいるであろうか。
「世界一であることが重要」「2 位じゃいけない

のか」と順位論争が世間で有名になった「京」で
あるが、世界 7 位にランクダウンしたからといっ
て「京」を役立たず、無用の長物と考える研究者
はおそらく 1 人もいないはずである。現在日本で
トップクラスの性能を持つスパコンがわが国の技
術開発にもたらし続けている貢献は、たとえそれ
が世界何位であったとしても極めて重要であり、
順位が下がったからといってその貢献価値が下が
るわけではない。そして、同じことは「ポスト京」

産業技術
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についても言えるのである。

30年後は「京」が携帯端末？
最後にちょっと面白いデータをご紹介しよう。

先に掲げたスパコンのトップ 10 ランキングだが、
あそこで性能指標となっている浮動小数点演算の
性能評価は LINPACK という特殊な専用ソフトを
使って行われており、テネシー大学の研究者が同
じソフトを使って一般に市販されている情報端末
の性能を評価してみた結果を報告している。

するとアップル社の iPad シリーズ第 2 世代に
あたる iPad2 の演算処理速度は約 1.6 ギガ Flops
という結果が出たが、驚くべきことにこの 1.6 ギ
ガ Flops という数字は 1985 年当時世界最速スパ
コンの座にあった Cray-2 と同等なのである。「30

年前の世界最高スパコン」と同じ処理能力の端末
を今や世界中の誰もがポケットに入れ、指先で
使っていることになる。そう考えるとコンピュー
タ技術の進化スピードの速さにあらためて目まい
がする思いである。

さらに言えば、この「iPad2 は Cray-2 と同性能」
という報告が話題になったのは 2012 年の話。タ
ブレットやスマートフォンの性能はその後も進化
し続けているわけであるから、現在店頭に並んで
いる端末機器であれば Cray-2 などとっくに凌

りょう

駕
が

しているはずである。
実際、同じアップル社が 2014 年に発表した新

製品 Apple Watch でもすでに Cray-2 の 2 倍の処
理性能を持っていると言われるくらいであるから、
本稿をお読みの読者がもし 2017 年に新しいス
マートフォンを購入すれば、それが「1985 年当時
における世界最高のスパコン」の軽く数倍以上の
処理能力を持ったものであることは間違いない。

この調子でいくと「京」や「ポスト京」のよう
なスパコンも数十年後には「誰もが持つ小型携帯
端末」になっているのでは…？と、思わずそう考
えたくなってしまうはずである。そして、そうい
う時代になった時の世界最高スパコンの性能は一
体どんなものになっているのか……もはや想像す
らできないのである。

図表 4　スーパーコンピュータ「京」

画像提供：国立研究開発法人 理化学研究所
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