
事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けでけでけでけで予算予算予算予算のののの縮減対象縮減対象縮減対象縮減対象となったことからとなったことからとなったことからとなったことから、、、、次世代次世代次世代次世代スーパーコンピュータはスーパーコンピュータはスーパーコンピュータはスーパーコンピュータは、、、、国民的国民的国民的国民的なななな

議論議論議論議論をををを巻巻巻巻きききき起起起起こしましたこしましたこしましたこしました。。。。事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けはけはけはけは本来本来本来本来、、、、役員役員役員役員のののの数数数数がががが多多多多すぎたりすぎたりすぎたりすぎたり、、、、土地土地土地土地やややや施設施設施設施設のののの利用利用利用利用がががが効効効効

率的率的率的率的でないでないでないでない、、、、などなどなどなど、、、、国民誰国民誰国民誰国民誰もがもがもがもが「「「「無駄無駄無駄無駄」」」」とととと感感感感じるものをじるものをじるものをじるものを仕分仕分仕分仕分けていくけていくけていくけていく目的目的目的目的であったとであったとであったとであったと思思思思いますいますいますいます

がががが、、、、今回今回今回今回のことでのことでのことでのことで、、、、却却却却ってってってって国民誰国民誰国民誰国民誰もがもがもがもが「「「「スパコンはスパコンはスパコンはスパコンは必要必要必要必要！！」！！」！！」！！」とととと認識認識認識認識してもらえたようにもしてもらえたようにもしてもらえたようにもしてもらえたようにも感感感感

じますじますじますじます。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに、、、、円高円高円高円高やデフレでやデフレでやデフレでやデフレで大変大変大変大変なななな状況状況状況状況なのになのになのになのに、、、、日本日本日本日本のののの国民国民国民国民ってってってって偉偉偉偉いなあいなあいなあいなあ！！！！！！！！っとっとっとっと思思思思いいいい

ましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも関関関関わっているわっているわっているわっている私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、もっともっともっともっと積極的積極的積極的積極的にににに皆皆皆皆さんにわかりやすくさんにわかりやすくさんにわかりやすくさんにわかりやすく説明説明説明説明しししし
ていくていくていくていく責任責任責任責任があるなあがあるなあがあるなあがあるなあ、、、、ともともともとも痛感痛感痛感痛感しましたしましたしましたしました。。。。ということでということでということでということで今回今回今回今回はははは、、、、スパコンスパコンスパコンスパコン特集特集特集特集ですですですです。。。。    
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 年年年年    1994199419941994    1995199519951995    1996199619961996    1997199719971997    1998199819981998    1999199919991999    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

１位１位１位１位    日本日本日本日本    日本日本日本日本    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    

２位２位２位２位    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    独独独独    米米米米    米米米米    

３位３位３位３位    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    英英英英    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    

４位４位４位４位    米米米米    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    西西西西    米米米米    米米米米    印印印印    米米米米    独独独独    

５位５位５位５位    日本日本日本日本    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    英英英英    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    西西西西    ｽｳｪｽｳｪｽｳｪｽｳｪ    米米米米    中中中中    

６位６位６位６位    日本日本日本日本    米米米米    日本日本日本日本    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    

７位７位７位７位    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    英英英英    米米米米    独独独独    日本日本日本日本    仏仏仏仏    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    仏仏仏仏    米米米米    米米米米    米米米米    

８位８位８位８位    米米米米    米米米米    日本日本日本日本    英英英英    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    西西西西    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    

９位９位９位９位    米米米米    日本日本日本日本    日本日本日本日本    独独独独    米米米米    独独独独    日日日日本本本本    米米米米    英英英英    米米米米    米米米米    蘭蘭蘭蘭    日本日本日本日本    米米米米    米米米米    米米米米    

10101010 位位位位    日本日本日本日本    米米米米    英英英英    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    独独独独    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    米米米米    中中中中    米米米米    

民主党神戸市会議員団民主党神戸市会議員団民主党神戸市会議員団民主党神戸市会議員団    川原田弘子川原田弘子川原田弘子川原田弘子ニュースニュースニュースニュース    

ひろこひろこひろこひろこだよりだよりだよりだよりＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．１１１１１１１１    

    右右右右のののの写真写真写真写真はははは、、、、今年今年今年今年
のビエンナーレののビエンナーレののビエンナーレののビエンナーレの作作作作
品品品品のののの一部一部一部一部ですですですです。。。。    
期間期間期間期間中中中中、、、、１６１６１６１６万万万万４４４４千千千千
人人人人のののの人人人人がががが会場会場会場会場をををを訪訪訪訪れれれれ
ましたましたましたました。。。。    

～スーパーコンピュータ特集～ 

スパコンはスパコンはスパコンはスパコンは、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに速速速速いいいい！！！！！！！！    

世界世界世界世界のスパコン・のスパコン・のスパコン・のスパコン・ＩＴＩＴＩＴＩＴ投資投資投資投資はははは？？？？    

世界世界世界世界のスパコンのスパコンのスパコンのスパコン競争競争競争競争    

２００９２００９２００９２００９年年年年１１１１１１１１月現在月現在月現在月現在、、、、トップトップトップトップ５００５００５００５００のリストののリストののリストののリストの中中中中のののの割合割合割合割合はははは、、、、
アメリカがアメリカがアメリカがアメリカが５５５５５５５５．．．．４４４４％％％％、、、、イギリスがイギリスがイギリスがイギリスが９９９９％％％％、、、、ドイツドイツドイツドイツ５５５５．．．．４４４４％％％％、、、、
フランスフランスフランスフランス５５５５．．．．２２２２％％％％、、、、中国中国中国中国４４４４．．．．２２２２％％％％、、、、ついでついでついでついで日本日本日本日本３３３３．．．．２２２２％％％％となとなとなとな
りますりますりますります。。。。１１１１位位位位がががが必要必要必要必要なのかがなのかがなのかがなのかが議論議論議論議論になっていましたがになっていましたがになっていましたがになっていましたが、、、、ランランランラン
クククク入入入入りするスパコンそのものがりするスパコンそのものがりするスパコンそのものがりするスパコンそのものが少少少少なくなっているなくなっているなくなっているなくなっている現状現状現状現状ですですですです。。。。    

ＥＵＥＵＥＵＥＵではではではでは、、、、各国独自各国独自各国独自各国独自のののの科学技術政策科学技術政策科学技術政策科学技術政策にににに加加加加えてえてえてえて、、、、

国家間国家間国家間国家間のののの壁壁壁壁をををを取取取取りりりり払払払払ったったったった「ＥＵ「ＥＵ「ＥＵ「ＥＵ研究圏研究圏研究圏研究圏（ＥＲＡ）」（ＥＲＡ）」（ＥＲＡ）」（ＥＲＡ）」

のののの構築構築構築構築にににに取取取取りりりり組組組組まれていますまれていますまれていますまれています。ＥＲＡ。ＥＲＡ。ＥＲＡ。ＥＲＡのののの実現実現実現実現のののの

ためにためにためにために、ＦＰ、ＦＰ、ＦＰ、ＦＰとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる計画計画計画計画にににに沿沿沿沿ってってってって投資投資投資投資がががが進進進進

められていますめられていますめられていますめられています。。。。以下以下以下以下はははは、ＦＰ、ＦＰ、ＦＰ、ＦＰのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクト

のののの例例例例ですですですです。。。。    

「ＤＥＩＳＡ」「ＤＥＩＳＡ」「ＤＥＩＳＡ」「ＤＥＩＳＡ」・・・・・・・・・・・・・・・・２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１月現在月現在月現在月現在でイでイでイでイ

ギリスギリスギリスギリス、、、、ドイツドイツドイツドイツ、、、、フランスなどフランスなどフランスなどフランスなど１１１１１１１１のののの国国国国のののの大型大型大型大型

スパコンがスパコンがスパコンがスパコンが高速高速高速高速ネットワークネットワークネットワークネットワークでででで結結結結ばれているばれているばれているばれている。。。。    

「ＰＲＡＣＥ」「ＰＲＡＣＥ」「ＰＲＡＣＥ」「ＰＲＡＣＥ」・・・・・・・・・・・・・・・・２００９２００９２００９２００９～～～～２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年にににに

次世代次世代次世代次世代のペタフロッのペタフロッのペタフロッのペタフロップスプスプスプス級級級級のスパコンセンターのスパコンセンターのスパコンセンターのスパコンセンター

のののの設立設立設立設立やややや活用活用活用活用にににに向向向向けけけけ、ＥＵ、ＥＵ、ＥＵ、ＥＵのののの１４１４１４１４のののの機関機関機関機関がががが参加参加参加参加、、、、

２００７２００７２００７２００７年年年年にににに発足発足発足発足したしたしたした。。。。    

ＥＵＥＵＥＵＥＵ・ヨーロッパ・ヨーロッパ・ヨーロッパ・ヨーロッパ    

＊＊＊＊TOP500TOP500TOP500TOP500 のののの結果結果結果結果よりよりよりより（（（（１１１１１１１１月月月月のののの値値値値をををを採用採用採用採用））））    

    パソコンはせいぜいパソコンはせいぜいパソコンはせいぜいパソコンはせいぜい１１１１～～～～２２２２ギガ・フロギガ・フロギガ・フロギガ・フロ
ップスップスップスップス程度程度程度程度ですですですです。。。。テラはギガのテラはギガのテラはギガのテラはギガの１０００１０００１０００１０００
倍倍倍倍、、、、ペタはテラのペタはテラのペタはテラのペタはテラの１０００１０００１０００１０００倍倍倍倍ですですですです。。。。現在現在現在現在、、、、
世界世界世界世界１１１１位位位位のスパコンはのスパコンはのスパコンはのスパコンは、、、、１１１１．．．．７７７７ペタフロペタフロペタフロペタフロ
ップスですップスですップスですップスです。。。。    

１０００１０００１０００１０００倍倍倍倍    

    このあたりまでこのあたりまでこのあたりまでこのあたりまで
はははは、、、、日本日本日本日本がががが世界世界世界世界のスのスのスのス
パコンをパコンをパコンをパコンを引引引引っっっっ張張張張っっっっ
ておりましたておりましたておりましたておりました。。。。    

    日本日本日本日本はははは失失失失われたわれたわれたわれた
１０１０１０１０年年年年にににに連動連動連動連動するするするする
かのようにランクかのようにランクかのようにランクかのようにランク
をををを落落落落としますとしますとしますとします。。。。アアアア
メリカがメリカがメリカがメリカが独占独占独占独占。。。。    

再再再再びびびび、、、、アメリカがトアメリカがトアメリカがトアメリカがト
ップのップのップのップの時代時代時代時代にににに。。。。ヨーヨーヨーヨー
ロッパのロッパのロッパのロッパの諸国諸国諸国諸国やややや、、、、イイイイ
ンド・ンド・ンド・ンド・中国中国中国中国もももも台頭台頭台頭台頭。。。。    

日本のスパコン
地球シミュレー
タが登場!!アメ
リカを驚かせま
す。 

ランクランクランクランク外外外外のののの日本日本日本日本のののの順位順位順位順位はははは・・・・・・・・    
２００７２００７２００７２００７年年年年            １６１６１６１６位位位位（（（（GSICGSICGSICGSIC）、）、）、）、３０３０３０３０位位位位（（（（地球地球地球地球））））    
２００８２００８２００８２００８年年年年            ２７２７２７２７位位位位（（（（東大東大東大東大）、）、）、）、２９２９２９２９位位位位（（（（GSICGSICGSICGSIC））））    
２００９２００９２００９２００９年年年年((((前前前前))))    ２２２２２２２２位位位位（（（（新新新新・・・・地球地球地球地球））））２８２８２８２８位位位位（（（（JAXAJAXAJAXAJAXA））））    
２００９２００９２００９２００９年年年年((((後後後後))))    ３１３１３１３１位位位位（（（（新新新新・・・・地球地球地球地球））））    

アメリカアメリカアメリカアメリカ    

アメリカはアメリカはアメリカはアメリカは、、、、民間主導民間主導民間主導民間主導のののの経済経済経済経済とととと思思思思われがわれがわれがわれがちですがちですがちですがちですが、、、、

情報技術情報技術情報技術情報技術のようなのようなのようなのような国家戦略的国家戦略的国家戦略的国家戦略的なななな課題課題課題課題にはにはにはには強力強力強力強力なななな政政政政

策策策策がががが推進推進推進推進されていますされていますされていますされています。。。。２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度のののの連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府

のののの研究開発全体研究開発全体研究開発全体研究開発全体のののの予算予算予算予算はははは約約約約１５１５１５１５兆円兆円兆円兆円、、、、このうちこのうちこのうちこのうち科科科科

学技術予算学技術予算学技術予算学技術予算はははは約約約約６６６６兆円兆円兆円兆円にににに及及及及びびびび、、、、情報技術関連情報技術関連情報技術関連情報技術関連のネのネのネのネ

ットワーク・ットワーク・ットワーク・ットワーク・情報技術研究開発小委員会情報技術研究開発小委員会情報技術研究開発小委員会情報技術研究開発小委員会「ＮＩＴ「ＮＩＴ「ＮＩＴ「ＮＩＴ

RDRDRDRD」」」」のののの扱扱扱扱うううう予算予算予算予算はははは約約約約３６３６３６３６００００００００億円億円億円億円になりますになりますになりますになります。。。。ここここ

のののの中中中中でででで、、、、ハイエンド・コンピューティングハイエンド・コンピューティングハイエンド・コンピューティングハイエンド・コンピューティング分野分野分野分野・・・・

ＨＥＣＨＥＣＨＥＣＨＥＣではではではでは、、、、ハードウェア・ソフトウェアなどのハードウェア・ソフトウェアなどのハードウェア・ソフトウェアなどのハードウェア・ソフトウェアなどの

研究開発研究開発研究開発研究開発とととと、、、、バイオ・バイオ・バイオ・バイオ・化学化学化学化学といったといったといったといった応用分野応用分野応用分野応用分野があがあがあがあ

りりりり、、、、約約約約１６００１６００１６００１６００億円億円億円億円となりますとなりますとなりますとなります。。。。更更更更にににに、、、、２００７２００７２００７２００７

年成立年成立年成立年成立のののの米国競争力確保法米国競争力確保法米国競争力確保法米国競争力確保法によってによってによってによって、、、、選別選別選別選別されたされたされたされた

研究研究研究研究・・・・教育教育教育教育プログプログプログプログラムにラムにラムにラムに１００１００１００１００億億億億～～～～３００３００３００３００億億億億ドルドルドルドル

のののの予算予算予算予算がががが別途措置別途措置別途措置別途措置されるされるされるされる予定予定予定予定ですですですです。。。。    

更更更更にににに    
１０００１０００１０００１０００倍倍倍倍    

１１１１ＧＧＧＧフロップスフロップスフロップスフロップス    
((((ギガギガギガギガ))))    

１１１１ＴＴＴＴフロップスフロップスフロップスフロップス    
（（（（テラテラテラテラ））））    

１１１１PPPP フロップスフロップスフロップスフロップス    
（（（（ペタペタペタペタ））））    

世界世界世界世界のののの１１１１位位位位（（（（１１１１．．．．７７７７ペタペタペタペタ））））    
～～～～５００５００５００５００位位位位（（（（２０２０２０２０テラテラテラテラ））））のののの範囲範囲範囲範囲    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

        パソコンにはパソコンにはパソコンにはパソコンには、、、、仕事仕事仕事仕事
をするをするをするをするＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵはははは１１１１、、、、２２２２
個個個個ですがですがですがですが、、、、スパコンはスパコンはスパコンはスパコンは
多数多数多数多数ののののＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵがががが一斉一斉一斉一斉にににに
並並並並んでんでんでんで仕事仕事仕事仕事をしますをしますをしますをします。。。。
たくさんたくさんたくさんたくさん並並並並べるためべるためべるためべるため
のののの小型化小型化小型化小型化のののの技術技術技術技術やややや、、、、
メモリやおメモリやおメモリやおメモリやお互互互互いのやいのやいのやいのや
りとりのためのりとりのためのりとりのためのりとりのための通信通信通信通信
のののの高速化高速化高速化高速化などなどなどなど、、、、技術技術技術技術
競争競争競争競争がががが行行行行われていまわれていまわれていまわれていま
すすすす。。。。    

ベクトルベクトルベクトルベクトル型型型型のスパコンはのスパコンはのスパコンはのスパコンは、、、、仕事仕事仕事仕事のののの効率効率効率効率をををを上上上上げるげるげるげる（（（（ベクトルベクトルベクトルベクトル演演演演

算算算算とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる演算演算演算演算をををを速速速速くするくするくするくする））））ためためためためにににに、、、、専用専用専用専用にににに開発開発開発開発されたされたされたされたププププ

ロセッサロセッサロセッサロセッサをををを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。一方一方一方一方、、、、スカラースカラースカラースカラー型型型型にはにはにはには、、、、基本的基本的基本的基本的にににに

パソコンとパソコンとパソコンとパソコンと同同同同じじじじ種類種類種類種類のののの汎用汎用汎用汎用のプロセッサのプロセッサのプロセッサのプロセッサがががが使使使使われわれわれわれてててていますいますいますいます。。。。

スパコンのスパコンのスパコンのスパコンの主流主流主流主流はスカラーはスカラーはスカラーはスカラー型型型型になってきていまになってきていまになってきていまになってきていますがすがすがすが、、、、例例例例えばえばえばえば

地球地球地球地球シミュレータもスカラーシミュレータもスカラーシミュレータもスカラーシミュレータもスカラー部部部部をををを持持持持っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、一方一方一方一方、、、、スカスカスカスカ

ラーラーラーラー型型型型もベクトルもベクトルもベクトルもベクトル機構機構機構機構のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる研究研究研究研究がががが行行行行われわれわれわれ

たりたりたりたりとととと、、、、互互互互いのいのいのいの特性特性特性特性をををを組組組組みみみみ込込込込んでいくんでいくんでいくんでいく傾向傾向傾向傾向にありますにありますにありますにあります。。。。    

ベクトルベクトルベクトルベクトル型型型型とスカラーとスカラーとスカラーとスカラー型型型型    

目標目標目標目標＝＝＝＝１０１０１０１０ＰＰＰＰフロップスフロップスフロップスフロップス    


