技構大国「世界こへむ趨を持け!

リパモア、寸!クリッジなど〉であ

一前群〈ロス・アラモス、ローレンス・
り、それらの研究所はエネルギー省の
傘下にあったからだ(エネルギ i省は
マンハッタン計画の取りまとめ役の後
かつて、世界のあちこちで核実験が

身可

広く行われていたが、九六年に世界の

いま世界最速のスーパーコンぜュー
からだ。アメリカで拭ただちに陸をあ

文字湧りケタちがいのスピiドだった
紙破りの国をのぞいては、どこも核実

朝鮮、インド、パキスタンのような横

核実験禁止条約)が結ばれてから、北

たかし

タ(スパコン〉は、アメリカのオi ク
げてスパコン世界一の盛を奪還すべし
独自の核能力の雑持のため、なかなか

降(語家)

リッジ摺立研究所が持つ「ジャガーい
の向があがり、そのための戦略的タス
ク・フォi スが作られ、それをエネル

大半の菌が参加してCTBT(包撫的

〈クレイ)で、秒連一・七五ペタフロ
ギー袋、欝防総省が本欄棋を入れて支援

秒速五十六テラフロップス〈毎秒三十

スパコン世界一の座を獲得したときは

イドが許さなかったのである。

る。第一一位の座に甘んじることはプラ

ンボル、留の科学力のシンボルであ

アメリカでは、スパコンは国力のシ
わった。ぞれは、そのしばらく前にア

熱心にこの条約を世界に広める欄にま

験をしないようになった。アメリカは

ップスの横算速度{毎秒千七百五十兆

六兆罰の演算〉にすぎなかったが、そ
ここになぜエネルギー省が出てくる

よって確かめ、これからは新しい核兵

れでもそれは常にスパコンで任制的な
強さを誇ってきたアメリカを驚倒させ
かといえば、アメリカでは鐙史的にス

レータの計算結果にもとづいている。

題の予灘などは、ほとんど地球シミュ

問題のシミュレiタとしては類まれな
パワーを発揮し、いまの地球温織化問

まりなかった。一方、これは場環環境

していろんな呂的に使われることはあ

解してしまったために、況用マシンと

は地報環境問題のシミュレータだと誤

しかし、地球シミコレ!タという名
前に災いされて、多くの臼本人がこれ

マシンはソフト一つで、どんな自約に
だって使うことができるのだ。

の開発研究に使うこともできる。汎用

地震の印刷究記だって使えるし、按兵器

台属の進路を予測することもできる。

的はも使うことができる。これで自動
車の欝突解析をやる v

レータは、乱用マシンだから、どんな目

ってしまったからである。地球シミュ

球環壌問題のために梗われることにな

地球シミュレータの出現には、実は
環境庁が深くかんでいて、もっぱら地

かもしれ
ない。しかし、ぞうはならなかった。

ziタ・シ

た。何しろその速度は当時アメリカで

だから、場職シミュレータも多目的に
連用する体制がととのっていれば、そ

として最もその有用性を発揮するもの

スパコンはシミュレーション・マシン

て広く利用されるようになっていた。

にならぷ「科学探求の第一一一の噂」とし

術においても、コンピュ iタ・シミュ
レーションがあらゆる領域に入り込
み、シミュレ!シ阿国ンは、理論と実験

このころまでに、将学においても技

たのだ〈アメリカ政府の記録にそうあ
り可

でアメリカに圧勝するだろう」と感じ

ると、日本は科学技櫛のすべての穣域

学と投携の金側菌で窓畑中ずるようにな

たのだが、今臨は、コ』れだけ高性能
のスパコンを自本人が作り、ぞれを科

下させたらアメリカは破識だ」と感じ

積んでいて、ぞれをアメリカ上空で落

リカ人は、「スプ!トニクが核弾舗を

アメリカ入が感じたショック
に等しいということだ。あのときアメ

器の艶発も旧教兵器システムの能力維

…九五七年にソ連が突然人工葡星ス

ーヨーク・タイムズは、「コンピュー
トニク」と表現した。

である。そのショックの大きさをニュ

いて五倍もの患をつけられたという事
実にアメリカは大ショックを受けたの

そのスパコンの世界で、日本に世界
一の座を等われたばかりか、連境にお

「コンどュiトニク」

れば、アメリカは核兵器カ世界…の腹
を維持し続けられるのである。

スパコン世界一の能力さえ維持してい

ではスパコンによるシミュレ j シ浅ン
カに依得しているということなのだ。

んずく核兵器のカがあるが、ぞれは今

つまり、アメリカの産倒的な臨カの
背景には、その圧倒的な軍事力、なか

広めれば、核の秘密をアメリカが独占
できるわけだ。

コンの最大のユーザーが、教兵器な

メリカが核兵器のシミュレ1 シ洩ン・
コiド{数式化〉を兜成させ、そのコ
iドの正しさ密度重なる地下核実験に

本に「地滞シミスレ!タ」が登場して

回の演算ができる)を誇る。八年欝日

花5

が、九六年にこれに参加すると非常に

幽ゐ_.
.
.
.

CTBTに参加しようとしなかった

ムL'
i

する体艇が取られた。

炉

プ!トニクを飛ばし、ぞれが地球を何

の恐るベキ」能力を縦横に発聾して、ア
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スパコンでがん解明

地蛾シミュレータが世界一の踏にあ
ったのは〆わずかニ年余勺ニCO四年
には、「ブルiジl ンL」(IBM1
「コロンピア」 (SGIV に抜かれて三
俄に転落してしまった。世界一の盛を
失っただけでなく、ニOO六年には、

に中器の「天湾一号」が禽いこんでい
ることだ。中障はいまあらゆる科学技
いう経史的事増による。

全く無関係に発臆しているのは、こう

き、いまでもスパコン技術が軍事とは

舗の世界で提見の進歩をとげつつある
も、日本を抜いてベストファイブに入
アメリカに圧倒されてジリ葉状況に

がん摩擦に活路

が、最先端端技術のスパコンの世界で
る力をつけているのだ。
日本はこれまでスパコンの世界で、

シミュレータはその後もジリジりと顕
当額の公的饗金を投じて、スパコンは

三度世界一の盛を饗得したことがあ
る。いずれも科技庁、文部替などが担
立ち上げられたのが、次世代スパコン

康状況を反転させるべくニOO五年に

おちいったスパコンの世界で、もう一

位を下げるばかりだったので、ニ00
コンピュータ時代のナシ設ナル・イン
フラストラクチャーという発想のもと

東工大のす SUBAM芯にも抜かれ、
閣内一位の座も失ってしまった。地球

八年に巨額の予算を投じて大改造をほ

げ、再びヨ本にスパコン世界一の離を

十ベタの盤能を持つスパコンを作り上

計画である。
これはニCO六年からニO 一ニ年に
かけて、約一千機円の饗金を投じて、

のようなナショナルプロジェクトが、

日間が冨策として開発したものだ。そ

を三信増させ、百二十二テラフロップ
のスパコンメiカlは、激烈なスパコ

穴、七年おきに進行したことで、日本

どこした。 cpU 〈中央演算灘間)を
最新型のものに変えることで計葬速度
スに山引きあげたが、それでもやっと世
獲揮させようという計画だった。
いま科学技術のあらゆる分野でシミ

数企業が生き延びてきた。これはアメ
リカ以外の障では唯一例外的である

ン戦争の中で、もみにもまれながら複

界十六位に食いこんだだけだった。そ

〈ヨーロッパのメーカーはほぼ全議)。
アメリカのスパコン関連予算が主と

は八・六秒ですむし、一年かかった計

次々に開設になる。テラマシi ンで一
白かかった計算が、十ベタマシi ンで

の後も地時めシ、、ユレi タは瀬位を下
げ、いまでは、世界五十一位だ。
日本が足踏みしている間に世界のス

して家事予算の涜れから出てきたのに

ュレi ションが必須の要素になってお
り、十ペタの速震が実現すると、これ
まで実現不可能と怠われていた v」どが

パコンのスピiドは、テラ〈兆)から
ベタ(千発)に移行しており、現在上
対し、

a本のスパコンが軍事予算とは

位二つがベタマシ!ン〈実効性能)で
あり、
t上位五位までがペ

すことになると予想される。核兵器の
開発で結ぎた「実物実験からスパコン
シミュレ!シ滋ンヘ」という擁れがあ
らゆる麗灘分野で起き、スパコンによ

シ渓ンをすると、…心強を追うのに、
二日もかかる。しかし、十ペタコンな

と予想されている。原子レベルのえご

イオサイエンスの世界で一斉に組ぎる

「骨格第系+神経系+錆環器系の全身

クサコンに詰ると、数時間かければ

した血液シミュレi ションが一日かけ
ればできる。さらにワンランク上のイ

ら、全身の動脈・静脈網と心臓を結合

とシミュレーションが前誌になるとい

る援業技櫛革命がナノサイエンス、バ

いまのスパコンで心臓のシミュレi

いうことが可能になる。小党務捧ウイ
ルスは、一千万原子で構成されてい
る。これを分子動力学の手法を用い
て、丸ごとシミュレートしようと患う
と、一マイクロ秒{官万分の一秒)の
欝きを追うためだけで、五テラマシー
ン〈地球シミュレータ綾)では計算時

運動シミユレl シ吉ンいが可能に急
る。いわば、人体のすべてがシミュレ

i ション可能になり、涯学は制服欄階的に
発濡ずる。開穣の大変化が金額壊で起
きていく。

うことは、そういう技術革命の到来を
意味しているのだ。いま臼米の激烈な
競争で、ニO 一ニ年にも十ベタコンが
現実に出現しようとしているが、ぞれ
がそういう待代の幕明けになる。

実はこの原稿、「十年後にがん克譲
は可能か?」という形で依頼されたの

いまから十、年後ということになる
と、その次の次々世代スパコンの時代

だが、ぞれは全く不可能ということが

を克療する日が見えてくるのではない
かと患っている。

することが可能になり、その先にがん

コンまでいけば、がんの生まれてから
死ぬまでを分子レベルでシミュレート

にさせてもらった。だが、このイクサ

わかりきっているので、こういう原稿

まで幾野に入ってくる。いま次々世代
コンピュiタは一一O 一七年ごろに登場
してくると考えられ、計算速震はペタ
の一一一ケタ上のイクサフロップス〈刊の
活乗)の世界に入ると考えられてい
る。一一一ケタ速度があがると、またも前
に一年かかった計算が八時揮ですむよ
うになり、投櫛は全く新しい鑓域に入

(1
8
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8
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間が五百年かかるから実宥不可能であ
る。しかし、十ベタマシi ンなら一一一ヵ
丹ですむから、現実的に可能主領域に
入ってくる。そしてそれが実現する
と、抗ウイルス薬の開発、新しい免疫
療法の発見などが容易になる。パラメ
ータを変えるだけで、何百閥、何千
題、何万翻の実験を撃ねるのと同じ知
見が得られるからだ。
爵様のことが弛の物鷲科学の世界で

されている。際薦問聞の欝発にも裁く利

など、産葉応用が一挙に広まると予畑糊

半導体などの情報機能材料に利用する

も賠こり、カiポンナノチューブなど
丸ごとシミュレ!ションができるから

スパコンでがん解明

