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地球シミュレータの紹介
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地球シミュレータ(ES2)
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システム全体 計算ノード当たり プロセッサ単体性能

演算性能 131 TFlops 演算性能 819.2 GFlops 演算性能 102.4 GFlops

プロセッサ数 1280 プロセッサ数 8 クロック 3.2 GHz

計算ノード数 160 ノード間転送性能 64GB/s×2 メモリ転送性能 256GB/s

総メモリ容量 20 TB 共有メモリ容量 128 GB Byte/Flop 2.5

特徴
ベクトル型並列計算機

CPU単体の演算能力が高い
大容量の共有メモリ

高速なデータ転送能力
実効性能では世界トップクラス

2002から2年半の間
世界最高速マシン



地球シミュレータ(SX-9)が、
G-FFT部門で１位を受賞

EP-STREAM-Triad (多重負荷時

のメモリアクセス性能）では、
2009年より３位を維持http://www.hpcchallenge.org/
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ピーク性能比では2位のXT5より
17.5倍効率が良い
ES2  11.88TF/131.07TF=9.1%
XT5 10.70TF/2044.7TF=0.52%

地球シミュレータは
世界でもトップクラスの

ノード間通信性能と
メモリ転送能力
を持ったマシン



ネットワーク概略図
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外部利用者

外部利用者用共用端末

JAMSTEC内

ユーザ

JAMSTECネットワーク

外部利用者持込みサーバ

地球シミュレータ用

認証サーバ

地球シミュレータ（ES2）

ワークディスク(0.5PB)

ログインサーバ

地球シミュレータ

ネットワーク

ＳＩＮＥＴ４

◆リモートログイン
・SSH+ワンタイムパスワード（セ

キュアマトリックス方式）

・クロスコンパイル、ジョブ投入や
プリポスト処理が可能

◆SFTP
・双方向データ転送が可能

FCスイッチ

ユーザディスク
(実容量1.5PB)

産業利用ユーザ室
共用可視化サーバ

1Gbps×4
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地球シミュレータと産業利用の経緯
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2002
(H14)

• 地球シミュレータ(41Tflops, 5,120cpu,10TB)の運用開始

• TOP500のランキングで2004年6月まで世界一の性能を維持

2005 
(H17)

• 先端大型研究施設戦略活用プログラム（SPring-8とESが対象）を受託

• 「地球シミュレータ戦略活用プログラム」として開始

• 「成果専有型有償利用」をユーザを限定して試行的に開始

2007 
(H19)

• 先端研究施設共用イノベーション創出事業（対象施設を大幅に拡大）を受託

• 「地球シミュレータ産業戦略利用プログラム」として開始

• 「成果専有型有償利用」を公開募集開始

2009 
(H21)

• 地球シミュレータ更新システム(ES2:131Tflops,1,280cpu,20TB)の運用開始

• 先端研究施設共用促進事業（補助金化、有償利用化）の補助を受け

• 「地球シミュレータ産業戦略利用プログラム」を継続して実施

• 「成果公開型有償利用」を開始



流体
 空力、騒音、熱流体など

材料開発
 発光材料、ゴム、触媒、半導体など

環境対応
 グリーンイノベーションにつながる研究開発
 温暖化防止技術、低炭素化技術
 エコ・省エネ製品の開発など

バイオ
ライフイノベーションにつながる研究開発
創薬でのスクリーニングなど

新規分野
地震、事故対策など
上記以外の新しい分野

シミュレーション分野
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計算機で
シミュレーションできる

すべての分野が対象
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採択課題例 2010年度(H22)

略称 利用メニュー

流体

戦略分野

「極限環境流体シミュレーション」

ナノ 「ナノ・材料における物性解明・機能高度化シミュレーション」

環境 「環境負荷低減技術の開発・評価シミュレーション」

バイオ 「大規模バイオシミュレーション」

新規 新規利用

採択分野 企業名 プロジェクト名 利用プログラム名

流体① トヨタ自動車(株) 非定常渦構造の特性解明およびそれに基づく抜本的空気抵抗低減
技術の開発

FrontFlow/blue

ナノ① 住友ゴム工業(株) ゴム中のナノ粒子ネットワーク構造のモデル構築による高性能タ
イヤの開発

粗視化分子動力学法

ナノ② 住友化学(株) 高効率有機発光材料の開発 時間依存密度汎関数法プログラム

ナノ③ (株)本田技術研究所 非Si系太陽電池材料の安定構造の解析を基にした高効率化研究 PWscf,  ABINIT

ナノ④ (株)東芝 研究開発センター 機能性ナノ粒子設計シミュレーション PHASE

環境① 大成建設(株) 二酸化炭素地下貯留に関する大規模シミュレーション技術の開発 TOUGH2_MP

環境② 東洋電機製造(株) 三次元有限要素法による回転機の高速高精度数値解析技術の開発 三次元磁界解析プログラム

環境③ (株)東芝 京浜事業所 タービン動翼非定常流体力の高精度大規模CFD解析法の開発 数値タービンシステム

バイオ① 大正製薬(株) タンパク質－阻害剤のエンタルピー予測法の開発 ABINIT-MP

新規①
(財)鉄道総合技術研究所

環境工学研究部
横風を受ける鉄道車両周りの流れの数値シミュレーション Les_code（仮称）

新規② 太陽誘電(株) 確率論的アルゴリズムを用いた次世代インダクタの設計最適化 IA_main, FEM_main

新規③ (株)構造計画研究所 大規模平野の強震動評価技術の開発 K-fdm3d

新規④ (株)電業社機械製作所 メッシュ再分割機能を利用したターボ機械大規模解析環境の構築 FrontFlow/blue

2010年度の新規採択課題

成果公開型有償利用の課題



利用技術支援の充実
提案・相談・アドバイス

 利用予定者に対して施設利用に関する提案・相談
 技術的課題の解決に関するアドバイス

技術指導・支援
 各課題毎に専属担当者を配置
 地球シミュレータの利用手続に関する相談
 プログラムの移植、高速化、並列化等に関する技術指導

 ベクトル化、並列化の経験が無い方も対応可能

 計算環境に関する支援
 遠隔利用、データのバックアップ、可視化等

専門家による高度な技術支援

利用課題の進捗フォロー
 年に数回、各利用課題毎に進捗会議を開催
 利用実績を随時チェックし、研究の進捗をフォロー

利用講習会の開催
 利用環境、ベクトル化、並列化など
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まとめ
 地球シミュレータはベクトル型では世界一のスパコン

 スパコン初心者でも利用ができる
懇切丁寧な技術サポートを実施

 トライアルユース(無償)から
有償利用への段階的な移行が可能

 社会貢献を重視した技術開発を推進

 お気軽にご相談下さい
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地球シミュレータの産業利用に関する問合せ先
e-mail:  sangyou@jamstec.go.jp
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