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クラウド化推進の背景

「教育研究の革新的な機能強化とイノベーション創出のための学術情報基盤整備について」
（平成26年7月 科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会審議まとめ）より抜粋

 我が国における研究情報基盤の充分度に関する指数は低下傾向
（科学技術の状況に係る総合的意識調査2013、NISTEP）

 情報資源の「所有から利用」への転換（コンピュータ資源使用の非効率性）

 クラウドコンピューティングの導入により教育研究の機能強化を促進し、様々な
イノベーション創出を期待

 学術情報ネットワーク（SINET）の高度化（100Gbps）

情報通信技術が急速に進展し続けている現状や諸外国の状況を踏まえれば、
我が国の大学等の教育研究活動を支えきる学術情報基盤を実現するためには、
クラウド化への対応を含む学術情報ネットワークの高度化が喫緊の課題であり、
その方向に強く踏み出す必要がある。

1



全国の学術情報基盤を担う組織が一体となってアカデ
ミッククラウドの構築を推進

情報システムの設備投資の抑制
迅速な拡張性やデータバックアップによる安全性の確保
コンピュータ資源の効率的運用
研究者等はシステム調達などから解放され、教育研究
に専念

クラウド化推進の意義

「アカデミッククラウドに関する検討会」提言（平成24年、文部科学省）
「アカデミアにある膨大なデータを連携し、高度に処理・活用する第四の科学的
手法であるデータ科学を高度化する共通基盤技術の開発やアカデミッククラウド
の環境の構築により、新たな知の創造、科学技術イノベーションの創出、社会的・
科学的課題解決につなげる必要性が高まっている。」
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１ 教育・学習基盤のためのアカデミッククラウド

 アクティブラーニングへの転換（双方向型e-ラーニング、OCW、MOOC、
遠隔講義）

 教育・学習情報のデータベース化（Learning Management System）

 機関リポジトリによる教材の保存・利活用

２ 研究基盤のためのアカデミッククラウド

 仮想空間による最適な計算資源の構築

 データ処理システムの連携、高度化

 大容量のバックアップデータ等の保全、分散保存

３ 管理運営基盤のためのアカデミッククラウド

 学務、経理、人事システム等のクラウドによる標準化、共有化

（コスト削減、サービスの迅速化等）

 大学内のクラウド化⇒地域連携型、全国一体型

アカデミッククラウド環境整備の方向性
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ネットワークの性能強化（SINET5）
セキュリティ対策とプライバシー確保

サービスの効率的な利活用のための認証連携

データ共有・管理の適正化に必要な運用ルール策定
（フォーマットの標準化等）

クラウドサービスの継続性の確保（BCP策定、サービ
ス保証契約）

クラウド基盤の多様性・分散性確保（自然災害や単一
事業主体に依存するリスク軽減）

人材育成

アカデミッククラウドの環境整備
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国立大学法人に事務連絡（H27.1.14） ← 文科省

情報担当理事、財務担当理事宛て

・・・SINET5においては、回線の強化に加え、ネットワークや
クラウド基盤等の機能強化を行い、研究教育成果の共有・
利活用の一層の促進や大学改革の推進に資することを目
的としています。・・・

・・・既に、情報システムのクラウド化を進めている大学等に
おかれては、その効果を高めるためにも、更なる導入範囲
の拡大等を進めていただき、また、クラウドを導入されていな
い大学等におかれては、早期の導入をお願いいたします。

クラウドコンピューティングの導入について
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SINET5では、①世界最高水準の国内ネットワークの実現、②国際ネットワークの強化、③多様化するニー
ズに応える情報サービス（クラウド、セキュリティ、学術情報流通）の強化、を計画している。

：100Gbps（ダークファイバ）

：2.4Gbps：40Gbps ：10Gbps

アジア
米国・欧州

①日本縦断の40Gbps回線

②10Gbps×4の国際回線

③共同研究のためのVPN*サービス等

☆東日本大震災にも耐えた高信頼性

•様々な研究分野が回線高速化を熱望
•クラウド化により大学内の大量通信データが
SINETへ流入

•殆どの先進諸国が100Gbps回線を導入
(米国：全土導入完了、欧州：導入開始、中国：導
入開始、国際：米欧回線で導入開始）

SINET4 （平成23～27年度）

学術情報
クラウド基盤

SINET5 （平成28～33年度）

①100Gbps回線の全国的な導入

②国際回線の高速化（100Gbps）

③情報サービスの強化

•ネットワークサービス機能の拡充
•クラウド利活用の促進
•サイバーセキュリティの強化（検知機能強化）
•学術情報の公開と共有の拡充

取り巻く環境
米国線

欧州線

アジア線
：100Gbps（専用線）

：10Gbps（専用線）

加入機関数 817機関
（平成27年3月末現在）

* VPN: Virtual Private Network

セキュリティ対策

①ウイルスの検知及びFire Wallによる防御は加入機関が実施する必要。

②異常トラフィック（DoS攻撃※等）の検知・遮断については、加入機関及び

運用監視センターが連携して対応。 ※DoS攻撃：サービス停止攻撃

SINET4からSINET5へ
平成27年度予算額 7,009百万円
（平成26年度予算額 5,832百万円）
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クラウドサービスの共同調達的な枠組みを提供（大学のクラウドサービス利用を加速化）
—アメリカ：NET+、 イギリス：Janet Brokerage、 オランダ：SURFconextなど
—多いところで40程度の商用サービスラインナップをもつ

計算機資源（IaaS）だけでなく、教育、研究、事務業務に係る商用サービス（SaaS）も
価格調整と広報普及だけでなく、機能調査、セキュリティチェック、学術向け契約テンプレートの提供も

実施

—クラウドサービス導入におけるコンサル業務なども実施
キャッシュフローをもち、徴収した管理費で枠組みを運営

クラウドサービス利用時に認証フェデレーションの利用が前提

Cloud Gateway機能
クラウド上のサービスをワンストップで利用可能とするポータル

大学のクラウドサービス利用を加速するため、日本でも取り組みが必要

大学とNIIが協力して、連携する枠組みを立ち上げ、クラウドサービス事業者と交渉しサービスの
メニュー化を図る

学認を用いたセキュアな利用

【世界のNREN（学術ネットワーク提供機関）の最近の動向】

Cloud Gateway機能の実現
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大学における状況

全大学の６３％がクラウドを
導入。うち、５９％は機関単独
での実施

運用していない大学の約半
数は導入を検討

（平成25年度学術情報基盤実態調査）

62.5%(378)

44.6%(37)

82.6%(71)

62.8%(486)

20.0%(121)

27.7%(23)

11.6%(10)

19.9%(154)

17.5%(106)

27.7%(23)

5.8%(5)

17.3%(134)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

私立（605）

公立（83）

国立（86）

全大学（774）

運用している 運用について検討している 運用について検討していない

74.6%
(53)

73.2%
(52)

45.1%
(32)

21.1%
(15)

78.4%
(29)

51.4%
(19)

16.2%
(6)

16.2%
(6)

67.5%
(255)

68.5%
(259)

22.2%
(84)

20.6%
(78)

69.3%
(337)

67.9%
(330)

25.1%
(122) 20.4%

(99)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

管理運営 教育関係 研究関係 その他

国立（71） 公立（37） 私立（378） 全大学（486）

 管理運営業務（６９％）と教育業務
（６８％）が主体、研究業務は２５％

○用途

○運用状況
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国立大学におけるクラウド導入状況※①

65%

35%

教育・学習基盤、図書館

クラウドを利用している

クラウドを利用していな

い

61%

39%

管理運営基盤

クラウドを利用している

クラウドを利用していな

い

現システム運用状況

クラウドコンピューティングの運用状況及び導入計画等調書調べ（平成27年2月）

58%
34%

7%
1% 管理運営基盤

クラウドによる運用を予

定している

クラウド化を含め検討

中である

クラウドを利用しない

システム終了

55%
39%

4% 2%
教育・学習基盤、図書館

クラウドによる運用を予

定している

クラウド化を含め検討中

である

クラウドを利用しない

システム終了

次期システム検討状況

（人事・給与、財務会計など）（人事・給与、財務会計など）

※対象はクラウドにより運用するシステムまたはクラウドによる運用を検討する（した）システム
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国立大学におけるクラウド導入状況※②

70%

18%

12%

0%
研究基盤

クラウドによる運用を予

定している

クラウド化を含め検討

中である

クラウドを利用しない

システム終了

57%
36%

6%
1% その他ICT基盤

クラウドによる運用を予

定している

クラウド化を含め検討中

である

クラウドを利用しない

システム終了

※対象はクラウドにより運用するシステムまたはクラウドによる運用を検討する（した）システム

66%

34%

研究基盤

クラウドを利用している

クラウドを利用していな

い

70%

30%

その他ICT基盤

クラウドを利用している

クラウドを利用していな

い

（メールなど） （メールなど）

現システム運用状況 次期システム検討状況

クラウドコンピューティングの運用状況及び導入計画等調書調べ（平成27年2月）
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大学によるクラウド利用・検討に関する意見

１．クラウド利用の効果
●サーバ設置・ハードウェア保守に係る経費節減。
●業務の閑繁に応じた効率的なリソースの提供を受けることができる。
●サーバ設置スペースの解消、担当者の負担軽減。
●ＢＣＰ対策として有効である。

２．クラウド利用の課題
●クラウドサービス事業者による運用中の仕様変更への対応。
●サービス提供側の規約により、大学が必要とする情報を得られない場合がある。
●学外とのネットワーク切断による業務の停止。

クラウドコンピューティングの運用状況及び導入計画等調書調べ（平成27年2月）より

３．クラウド化しない理由
●現状ではセキュリティやコスト面でクラウドを利用するメリットがなかった。
●人事情報等、重要なデータを学外に出すことに対して、セキュリティ面の不安が
ある。

●給与支給などの業務において、通信回線障害などのトラブル発生時に業務継続不能
とならないようにするため。

●システムやプログラムのチューニングやカスタマイズ等、現場対応が多いため。
●システムの性質上，クラウド化に適さない。
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SINET 学外FW・IPS

学内LAN 学内FW

クラウドシステム

利用者FW・VLAN

先端的学術クラウドシステムの構築による研究支援

AutoDock解析[1] 

AutoDock解析[2] 

AutoDock解析 �

AutoDock解析 �

AutoDock解析 �

AutoDock解析 �解析の連続実行 �

ＸＬサーバ �

• スパコン並みの性能（43.8TFlops）を有する国内最大規模の学術クラウドシステム

• 単なる計算資源の仮想化にとどまらず、クラウドミドルウェア（Apache CloudStack）を導入することで
本格的なIaaSのオンデマンドサービスインフラ（利用者毎の資源管理）を提供

• 研究室のサーバをクラウドシステムの高性能サーバに移行することで、コスト・電力削減および研究
開発プロセスを大幅にスピードアップ（システム構築に数ヶ月→数時間に短縮）

• 全国の研究者が利用可能：さまざまな研究プロジェクトを支援し、イノベーションを加速
• 数値計算やシミュレーション実行に占有利用できるシステムを提供
することで、研究プロジェクト専用のシステムを自由に構築

• ビッグデータ処理のためのクラスタシステムを自動的に
構築、設定し、直ちに利用できるシステム環境を整備

• 全国規模でクラウドを連携させたインタークラウドの実現
等、先端的なクラウドの実現に向けた研究を支援

• 創薬化学における有望な薬剤構造の探索（薬学研究院）
アカイカの漁場予測システムの実現（水産科学研究院）等の成果
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Ａキャンパス
(サーバレス)

Ｂキャンパス
(サーバレス)

PRCC(商用DC)
基幹システム
仮想サーバ群
50台超

PBCC(商用クラウド)
研究・教育・公式
サーバ群 332台超
2015年5月

学内LAN
専用線
10Gbps

キャンパス間
約80Km

Internet

光熱費：年間3,377千円の削減
サーバ経費：年間21,000千円の削減
サーバ障害対応費等：年間1,200千円の削減

PRivateCloud Center(PRCC)と PuBlicCloudCenter(PBCC)を配置
し、クラウド化を促進
PRivateCloud Center(PRCC)と PuBlicCloudCenter(PBCC)を配置
し、クラウド化を促進

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q クラウドサービスはA大学や貴研究室の情報基盤を改
善しましたか

2012年3月と2013年12⽉クラウドサーバ満⾜度調査⽐較

2012年 3月 27名
2013年12月 47名

評価は
向上傾向

改善 ← 変化なし →     悪化

クラウドサーバ管理者への
調査（推進者を除く）

→年間25,577千円の削減効果

クラウド化前 クラウド化後
39,821千円 － 14,244千円

・ウイルス検知及びFire Wallによ
る防御などは、クラウドサービス
の有無にかかわらず必要。（大学
及びクラウド提供事業者がそれぞ
れに対応。）

・ＳＩＮＥＴを通った異常トラフィック
（DoS攻撃※等）の検知・遮断につ
いては、加入機関及び運用監視
センターが連携して対応。※DoS攻
撃：サービス停止攻撃

クラウドサービス導入による業務効率化（中規模大学の事例）

13



世界最先端IT国家創造宣言

平成27年6月30日 閣議決定

（抜粋）
国・地方を通じた行政情報システムの改革

・・・クラウドの徹底活用により、大規模な効率化と縦割りを
打破したシームレスな連携、変化への迅速かつ柔軟な対応
力の向上を図り、効率的な行政運営と徹底したコスト削減を
実現する。

・・・2018年までに現在の情報システム数（2012年度：約
1500）を半数近くまで削減するほか、・・・・・2021年度をめど
に原則全ての政府情報システムをクラウド化し、拠点分散を
図りつつ、災害や情報セキュリティに強い行政基盤を構築
し、運用コストを圧縮する（3割減を目指す）。
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【世界的な動向】

○G8科学技術大臣会合（平成２５年６月）

科学的発見やイノベーション、科学の透明化や科学への国民参画等を加速させるため、

科学研究データをオープン化

【諸外国におけるオープンサイエンスへの取組例】

○アメリカ合衆国大統領行政府 科学技術政策局（OSTP） 「公的助成研究成果OA指令」

2013年2月、OSTPは年間1億ドル以上の研究開発費を有する研究助成機関に対し、2013年8月末まで
に “Increasing Access to the Results of Federally Funded ScientiicResearch（論文と科学データへのア
クセス拡大計画）”を策定することを指示。

(https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf)

○欧州委員会（EC）「科学技術・イノベーション政策HORIZON2020研究データ管理ガイドライン」

2014年1月、HORIZON2020が開始。本ガイドラインでは、より深くより幅広い科学出版物及び研究デー
タへのアクセスが、結果の品質向上、効率化、イノベーションの加速、科学的プロセスの透明性の向上の
助けとなるとしている。
(Guidelines on Data Management in Horizon 2020,

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf)

オープンサイエンスの世界的な動き
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我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について

～サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け～

（平成２７年３月３０日 内閣府 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会）（抜粋）

Ⅲ. オープンサイエンスに関する国際動向への対応

1. 国としての基本姿勢・基本方針

公的研究資金による研究成果（論文、研究データ等）の利活用促進を拡大することを我が国の
オープンサイエンス推進の基本姿勢とする。その上で、各省庁、資金配分機関、大学・研究機関
等のステークホルダーがオープンサイエンスの実施の責任を果たし、オープンサイエンスの実施方
針及び実施計画を策定するものとし、それに当たって、参照すべき共通事項や留意点等をオープ
ンサイエンスに関する基本方針として明示する。（後略）

2. オープンサイエンス推進の基本的考え方

(1) オープンサイエンス推進の目的・意義

(2) オープンサイエンス推進に係る公開の範囲

公的研究資金による研究成果のうち、論文及び論文のエビデンスとしての研究データは、原則
公開とし、その他研究開発成果としての研究データについても可能な範囲で公開することが望まし
い。なお、研究成果のうち、個人のプライバシー、商業目的で収集されたデータ、国家安全保障等
に係るデータなどは公開適用対象外とする。

オープンサイエンスの我が国の動向①
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第５期科学技術基本計画中間取りまとめ（案）（平成２７年５月２８日）（抜粋）

６ 基盤的な力の育成・強化

（３） オープンサイエンスの推進

（オープンサイエンスのための環境整備）

公的研究資金による研究成果の利活用を拡大することを、わが国のオープンサイエンス推進の基本
姿勢とする。公的研究資金による研究成果のうち、論文及び論文のエビデンスとしての研究データにつ
いては、原則公開とし、その他の研究開発成果としての研究データについても可能な範囲で公開する
ことを推奨する。

（研究成果の活用・再利用によるイノベーション創出を加速する情報基盤づくり）

・・・・・国内外からの研究過程への参加の機会が増加することによりデータの共有・統合が進み、これ
までできなかったような複雑多岐に渡る研究の実施も可能となることが期待される。これらを確実に機
能させるための仕組みを構築し、有効なものとしていくことが重要であり、次世代の研究者が同様の研
究を繰り返さず、成果（論文、研究データ等）の活用・再利用ができるようなものとしていくとともに、デー
タ生成者との直接的なつながりがなくとも、データの存在を公開することで異分野での利活用を進展さ
せ、・・・・・

⇒データ基盤の構築が必要となってくる

オープンサイエンスの我が国の動向②
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平成24年度からはJAIRO
Cloud（共用リポジトリ）を提供

65

○機関リポジトリ（Institutional Repository）は、大学及び研究機関で生産された電子的な知的生産物を保存し、原則的に無
償で発信するためのインターネット上の保存書庫
・大学の研究教育成果の積極的な情報発信
・社会に対する大学の研究教育活動の説明責任の保証
・大学で生み出された知的生産物の長期保存
・商業出版社が独占する現行の学術出版システムに対する代替システム

○国立情報学研究所では、平成17年度から機関リポジトリの構築と連携を推進し、機関リポジトリは着実に増加。
○平成24年度からはJAIRO Cloud（共用リポジトリ）を運用。

C大学 機関リポジトリ

B大学 機関リポジトリ

A大学 機関リポジトリ

研究者等
登録

登録

大学の研究成果を収集・保存し，
情報発信

登録 雑誌論文
紀要論文
博士論文
等々

学術機関リポジトリ
ポータル

メタデータ
自動収集

ＮＩＩの役割
• 大学との連携による機関リ
ポジトリ構築の推進

• 研究成果のオープンアクセ
ス推進

• メタデータ標準整備
• 自動収集による学術情報
流通の促進・発信力の強化

• コンテンツの横断検索提供
• 機関リポジトリシステムの
構築支援

• 機関リポジトリソフトウェア
WEKOの開発と提供

• 人材育成  登録コンテンツ件数：約208万件
（うち本文あり：約130万件）

 登録機関リポジトリ数：343機関

日本の機関リポジトリに蓄積された

学術情報を一括検索，本体へリンク

学術機関リポジトリ構築連携支援事業（IRP)
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○ 構築（公開）機関数

・各年度末現在

○ 機関リポジトリのコンテンツ数

※その他には、会議発表用資料、一般雑誌記事、
テクニカルレポートなどが含まれている。

・コンテンツ数（平成２７年５月末日現在） ＜計 2,078,804件＞

出典：国立情報学研究所 学術機関リポジトリ構築連携支援事業
「機関リポジトリ統計」、「ＩＲＤＢコンテンツ分析システム」

年度

紀要論文, 

935320, 45.0%

学術雑誌論文, 

427224, 20.6%

会議発表論文, 

108829, 5.2%

学位論文, 

141982, 6.8%

データ・データ

ベース, 52688, 

2.5%

研究報告

書, 39074, 

1.9%

教材, 

9479, 

0.5%
その他, 

364208, 17.5%

145

199
230

259

351

426

526

0

100

200

300

400

500

600

20 21 22 23 24 25 26

機関リポジトリの構築状況
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スーパーコンピュータ「京」を中核とし、多様な利用者のニーズに応える革新的な計算環境
（ＨＰＣＩ：革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ）を構築し、利用を推進。

け い

①「京」の運営 11,213 百万円（11,287百万円）

（内訳） ・「京」の運用等経費 10,373 百万円（10,416百万円）

・特定高速電子計算機施設利用促進 840百万円（870百万円）

②ＨＰＣＩの運営 1,379 百万円（1,518百万円）

「京」を中核として国内の大学等の計算機や

ｽﾄﾚｰｼﾞを高速ﾈｯﾄﾜｰｸでつなぎ、多様な利用

者のﾆｰｽﾞに応える利便性の高い研究基盤で

あるHPCIｼｽﾃﾑの着実な運用を行う。

○ＨＰＣＩ戦略プログラム 2,022 百万円（2,247百万円）

・「京」を中核とするHPCIを最大限活用し、①画期的な成果創出、②高度

な計算科学技術環境を使いこなせる人材の創出、③最先端計算科学技

術研究教育拠点の形成を目指し、戦略機関を中心に戦略５分野におけ

る「研究開発」及び「計算科学技術推進体制の構築」を推進。

＜戦略分野（戦略機関）＞

分野１：予測する生命科学・医療および創薬基盤（理化学研究所）

分野２：新物質・エネルギー創成（東大物性研、分子研、東北大金材研）

分野３：防災・減災に資する地球変動予測（海洋研究開発機構）

分野４：次世代ものづくり（東大生産研、JAXA、JAEA）

分野５：物質と宇宙の起源と構造（筑波大、高エネ研、国立天文台）

HPCIのイメージ

画期的な成果の創出 ～最先端の計算環境を利用し重要課題に対応～

自動車などの設計プロセスを革新。風
洞実験などを完全に代替し、実験では
解析できない現象を解明。設計期間短
縮、コスト削減による産業競争力強化に
貢献。

製品設計の効率化

宇宙の形成過程を明らかにするた
めに不可欠なダークマター粒子の
重力進化シミュレーションを、数兆
個におよぶ世界最大規模で実現し、
宇宙初期のダークマター密度分布
の計算に成功。宇宙の構造形成過
程に関する科学的成果の創出に
貢献。

天体形成、銀河形成過程の解明

新薬の候補物質を絞り込む期間を半減
（約2年から約1年）。ガン治療の新薬の
候補となる化合物を効率的に発見。製薬
企業と協働し、新薬開発を推進。

創薬開発

50ｍ単位（ブロック単位）から10ｍ
単位（家単位）の精密な予測を実
施。津波浸水、構造物被害、避難
シミュレーションも一体での南海ト
ラフ巨大地震の複合被害評価を
高知市等の都市整備計画へ活用。
災害に強い街作りやきめ細かな
避難計画の策定等に貢献。

地震・津波の被害予測

分子レベルから心臓全体を精密再現するこ
とにより、心臓の難病のひとつである肥大型
心筋症の病態を解明。臨床現場とも連携し、
治療法の検討や薬の効果の評価に貢献。

心臓シミュレーション

※ゴードン・ベル賞（2012年）受賞

革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ
（HPCI）の構築

平成２７年度予算額 ：14,614百万円
（平成２６年度予算額 ：15,052百万円）

(１)ＨＰＣ（ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ）基盤の運用 12,592百万円（12,805百万円）

(２)ＨＰＣＩ利用の推進 2,022百万円（2,247百万円）

・平成24年9月末に共用開始した「京」の運用を着実に進めるとともに、

その利用を推進。

・産業界を含む幅広い利用者から公募で選定した一般利用枠91課題、

国が戦略的な見地から選定した戦略プログラム利用枠29課題のほか、

政策的に重要かつ緊急な重点化促進枠課題として首都直下地震等

による被害予測ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを実施するなど、産業界114社を含む1,000人

以上が利用。

・共用開始以降、論文150本を発表、特許2件を出願。

（平成26年12月時点）
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多数のタンパク質、多数の薬剤候補物質を使用した

シミュレーションを実施。

候補物質の探索だけでなく、副作用の原因等も分析可能
に。

ポスト「京」の開発（フラッグシップ2020プロジェクト）

※ FLOPS（ﾌﾛｯﾌﾟｽ）：1秒間に計算ができる回数（能力）を表した値

平成２７年度予算額 ：3,972百万円
（平成２６年度予算額 ：1,206百万円）

主要国の１位のスパコン性能推移

1ペタ

100テラ

10テラ

100ギガ

[FLOPS] 

10ペタ

1テラ

2001‘02 ‘04 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12

日本

中国

アメリカ
ヨーロッパ

‘14 0%

主要国のスパコン性能割合推移

60%

40%

20%

80%

19931995 ‘05 ‘10‘12‘132000

日本

中国

アメリカ

ヨーロッパ

8%

44%

17%

21%

‘14

概要 ～利用者サイドに立った開発の推進～

 システム（演算性能、電力性能及びコストで国際競争力のある

汎用システム）とアプリケーションを協調的に開発（Co-design）。

 健康長寿、防災・減災、エネルギー、ものづくり分野等から選定

された重点的に取り組むべき社会的・科学的課題（重点課題）に

ついて、アプリケーションを開発。

 理化学研究所が中心となって研究開発を推進。

総事業費 約1,300億円（うち国費分約1,100億円）。

最先端のスーパーコンピュータは、我が国の競争力等の源泉となる最先端の成果を
創出する研究開発基盤であり、科学技術の振興、産業競争力の強化、国民生活の
安全・安心の確保等に不可欠な「国家基幹技術」。

科学技術や産業の発展など国の競争力等を左右するため、各国が熾烈な開発競争。

我が国として、 2020年までに世界トップレベルの性能を有し、幅広い課題に対応できる

スーパーコンピュータ（フラッグシップシステム）を開発し、社会ニーズに応えた世界を

先導する成果を創出することで、課題解決・イノベーション創出に貢献。

マテリアルズ・インフォマティクス等を活用しつつ、

シミュレーションによる効果的な材料探索を実現。

多種多様な
ナノスケール材料

都市全体の被害シミュレーションを行い、地震・津波の影響を統合的

に予測。

自治体等の防災・減災
計画の策定に貢献。

重要材料の知的財産獲得など、材料・デバイス

開発で世界に先行。

運用基本設計 製造(量産）

アプリケーション開発・利用

システム

ｱﾌﾟﾘ
ｹｰｼｮﾝ

2014年度

(平成26年度)

2015年度

(平成27年度)

2016年度

(平成28年度)

2017年度

(平成29年度)

2018年度

(平成30年度)

2019年度

(平成31年度)

試作・詳細設計 設置・調整

2020年度

(平成32年度)

ポスト「京」で期待される成果例

車のコンセプトから構造・機能・性能設計に至る
主要な設計段階のシミュレーションを統合的に実施。

開発期間短縮・コスト低減・品質向上に貢献。

蛇⾏運転時の
安定性解析
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○クラウド化に関する大学間の情報共有

（優良事例、課題、整備・調達方法等の共有）

○大学間の共同利用、共同調達モデル等、具体的な連携

（地域連携⇒全国一体型）

○調達・契約における隘路の整理

⇒大学コンソーシアムの活動、情報処理センター協議会等の

活用、大学とNIIの連携に期待

クラウドの導入に向けて
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