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松岡計算科学研究センター長（理化学研究所）
岡谷計算科学研究センター副センター長（理化学研究所）
石川プロジェクトリーダー（理化学研究所）
Ｊｏｓｅｐｈ
議

最高経営責任者（ハイペリオンリサーチ社）

事：１．国家的に重要な研究開発の中間評価について
「 フラグシッ プ２０２０ プロジェク ト（ポスト 「京」の開 発）」
の中間評価について
２．大綱的指針のフォローアップについて
３．国家的に重要な研究開発の評価等について
４．その他

（配布資料）
資料１

フラグシ ップ２０２ ０プロジェ クト（ポス ト「京」の 開発）
－調査検討事項について‐（文部科学省）

資料２

「国の研 究開発評価 に関する大 綱的指針の フォローア ップ調
査結果」に対する意見とりまとめ（事務局）

資料３

国家的に重要な研究開発の評価等について（案）（事務局）
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資料４

総合科学 技術・イノ ベーション 会議
査会議事概要（案）

第１ ２７回評価 専門調

※委員のみ

（参考資料）
参考資料１

総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会名簿

参考資料２

フラグシ ップ２０２ ０プロジェ クト（ポス ト「京」の 開発）
について

参考資料３

国家的に 重要な研究 開発の中間 評価につい て－フラグ シップ
２ ０ ２ ０ プ ロ ジ ェ クト （ ポ ス ト 「 京」 の 開 発 ） の中 間 評 価
（事務局）

参考資料４

情報科学 技術に関す る研究開発 課題の中間 評価結果（ ポスト
「京」で重点的 に取り組む べき社会的 ・科学的課 題に関する
アプリケーション開発・研究開発）

参考資料５

情報科学 技術に関す る研究開発 課題の中間 評価結果（ ポスト
「京」システム開発）

参考資料６

フラグシ ップ２０２ ０プロジェ クト（ポス ト「京」の 開発）
に係る基本設計評価の確認結果（平成２８年３月１日）

参考資料７

国の研究 開発に関す る大綱的指 針のフォロ ーアップ調 査結果
（事務局）

参考資料８

総合科学 技術・イノ ベーション 会議が実施 する国家的 に重要
な研究開発の評価について（平成１７年１０月１８日）

参考資料９

「革新的 新構造材料 等技術開発 」の第２期 ステージゲ ート評
価の確認結果

（机上資料）※委員のみ
机上配布資料１

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（平成２８年１２月２１日

机上配布資 料２

内閣総理大臣決定）（冊子）

第１ ２６回評価 専門調査会 での意見の とりまとめ （フラ
グシ ッ プ２ ０ ２０ プ ロジ ェ クト （ ポス ト 「京 」 の開
発）の研究開発）

机上配布資 料３

平成 ３１年度概 算要求にお ける新規研 究開発案件 につい
て

机上配布資料４

平成３１年度新規研究開発案件概要

机上配布資 料５

総合 科学技術会 議で評価を 実施した国 家的に重要 な研究
開発の一覧
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議事概要：
【角南会長】

それでは、 定刻となり ましたので 、ただいま より第１２ ８回評

価専門調査会を開催いたしたいと思います。
本日は御多忙 の中、また 、足元の悪 い中、御出 席いただき ましてあり がとう
ございます。
本日、欠席と なっており ますのは、 小谷議員、 橋本議員、 梶原議員、 荒川委
員、安藤委員、 小澤委員、 岸本委員、 鈴木委員、 関口委員、 松橋委員で ござい
ます。
ま た 、本 日 の 議題 に 入る 前 に、 第 １２ ６ 回評 価 専 門調 査 会に お いて ポ スト
「京」の開発の 中間評価に 当たり、専 門的知見を 有する臨時 委員として 横河電
機の白井委員、 北海道大学 の高井委員 を招聘いた しておりま すので、よ ろしく
お願いいたします。
それでは、本 日の議事次 第について 、一つ目の 議題、国家 的に重要な 研究開
発の中間評価、 フラグシッ プ２０２０ プロジェク ト（ポスト 「京」の開 発）に
ついて、それか ら、二つ目 の議題に、 大綱的指針 のフォロー アップにつ いて、
そして、三つ目 の議題で平 成３１年度 概算要求に おける新規 研究開発案 件に関
する国家的に重 要な研究開 発の評価の 実施につい てとなって おります。 それか
ら、最後にその他ということでございます。
それでは、事務局より配布資料の確認をお願いいたします 。
【松井補佐】

事務局でご ざいます。 板倉の方が 本日、急遽 、所用がで きまし

て途中まで私の方で事務局を務めさせていただきます。
まず、配布資料の確認でございます。
資料１、フラ グシップ２ ０２０プロ ジェクト（ ポスト「京 」の開発） －調査
検討事項について‐、文部科学省からの説明資料でございま す。
資 料 ２、 「 国 の研 究 開発 評 価に 関 する 大 綱的 指 針 のフ ォ ロー ア ップ 調 査結
果」に対する意 見とりまと め、これは 前回、委員 から頂いた 意見を事務 局の方
で取りまとめたものでございます。
資料３、国家的に重要な研究開発の評価等について（案） 。
資料４、第１ ２７回評価 専門調査会 の議事概要 （案）、こ れについて は委員
のみ配布でございます。
続きまして、参考資料でございます。
参考資料１が専門調査会名簿。
参考資料２、 フラグシッ プ２０２０ プロジェク ト（ポスト 「京」の開 発）に
ついて、これは １２６回専 門調査会で 文科省の方 から説明さ れた資料で ござい
ます。
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参考資料３、 国家的に重 要な研究開 発の中間評 価について －フラグシ ップ２
０２０プロジェ クト（ポス ト「京」の 開発）の中 間評価－、 これにつき まして
は事務局の方で 評価の視点 等について 、前回、６ 月の１２６ 回専門調査 会で提
案して了承いただいたものでございます。
参考資料４、 ポスト「京 」のアプリ ケーション 開発にかか わる文部科 学省側
での評価結果の内容となってございます。
参考資料５、 これが今 回、新しく 提出するも のでござい まして、 ポスト
「京」のシステム開発に係る文部科学省側での評価結果でご ざいます。
参考資料６は 、平成２ ８年３月に 評価専門調 査会で評価 を行った ポスト
「京」の基本設計評価の確認結果でございます。
参考資料７、 大綱的指針 のフォロー アップ調査 結果という ことで、７ 月の第
１２７回評価専門調査会で事務局から提出いたしました資料 でございま す。
参考資料８、 国家的に重 要な研究開 発の評価に ついてとい うことで、 平成２
９年７月に改訂 した最新の バージョン を参考とし てつけさせ ていただい ており
ます。
参考資料９、 これについ ては議員、 委員の皆様 方に既にメ ールにて御 確認い
ただいておりま すけれども 、「革新的 新構造材料 等技術開発 」の第２期 ステー
ジの評価の確認 結果という ことで、以 上を参考と してつけさ せていただ いてお
ります。
続きまして、机上配布資料１

国の研究開発評価に係る大綱指針

机上配布資料 ２として第 １２６回評 価専門調査 会での意見 の取りまと めとい
うことで、前回 、６月に行 っておりま して少し日 がたってお りますので 、議事
録から各委員か ら頂いた質 問、意見等 に対して文 科省の方で の回答につ いて参
考として配布しております。
机上配布資料３、平成３１年度概算要求の新規研究開発の 案件につい て。
机上配布資料４、平成３１年度新規研究開発の案件概要。
机上配布資料 ５といたし まして、委 員の方から 今までの評 価を実施し た一覧
を資料として用 意ただきた いとの要請 がございま したので、 委員限りと いうこ
とで、国家的に重要な研究開発の一覧を配布させていただい ております 。
過不足等がございましたら事務局までお願いいたします。
以上でございます。
【角南会長】

ありがとうございます。

資料の過不足等はございませんでしょうか。
それでは、一 つ目の議題 であります 国家的に重 要な研究開 発の中間評 価、フ
ラグシップ２０ ２０プロジ ェクト（ポ スト「京」 の開発）に ついて、本 日の進
め方について事務局から説明をお願いいたします。
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【松井補佐】

では、ポス ト「京」の 中間評価に つきまして 今回の進め 方につ

いて事務局から説明させていただきます。
本件につきま しては、ア プリケーシ ョンの評価 結果につき ましては、 ６月の
段階で議員、委 員の方から 議論を頂い ております 。今回、シ ステム開発 の評価
結果が取りまと まめられま した。また 、前回の基 本設計等で 行った指摘 事項、
あとは６月でと りまとめた 評価視点に 対する対応 等と合わせ て、文部科 学省の
方から説明をし ていただき ます。説明 においては 、試作ＣＰ Ｕの性能、 前回、
６月の段階で保 留になりま した案件に ついても説 明いただく という形に なって
おります。以上でございます。
【角南会長】

ありがとうございます。

それでは、文部科学省から説明をお願いいたします。
【坂下室長】

文部科学省でございます。本日はよろしくお願いいたし ます。

先ほど事務局 の方からも 御説明いた だきました とおり、本 日は参考資 料３の
５ページ、６ペ ージにあり ます、前回 、こちらの 委員会で頂 きました調 査検討
する事項に基づ きまして、 文部科学省 で行った中 間評価の内 容について 、再度、
整理を行い、御 報告を申し 上げたいと 思っており ます。また 、その中に 初版の
ＣＰＵの評価結 果も含めて 、御説明し たいと考え ております 。説明の時 間も限
られております ので、前回 、６月から 新たに追加 した点を中 心に御説明 させて
いただきたいと思っております。
それでは、資 料１を１枚 おめくりい ただければ と思います 。まず、実 施府省
における中間評 価結果は妥 当であるか という項目 でございま す。文部科 学省で
は、ＨＰＣＩ計 画推進委員 会で、必要 性、有効性 、効率性等 の観点から 評価を
行いまして、シ ステム開発 については ポスト「京 」の製造・ 設置を着実 に推進
することが適当 、アプリケ ーション開 発において もおおむね 妥当という 評価を
いたしております。
前回、システ ム開発に関 しまして、 初版ＣＰＵ の評価結果 を待って最 終的に
完結させると御 報告を申し 上げました が、その評 価結果を２ ページの下 半分に
記載しておりま す。まず、 通常処理あ るいは逐次 処理に関す る試験です が、機
能試験について は問題なし 、それから 、通常では 起こらない ような処理 や、並
列処理の動作確 認を行う負 荷試験につ きまして、 幾つかの軽 微なバグは 確認さ
れましたが、次 版ＣＰＵで は修正が可 能であると いうことで 、製造計画 には影
響がないということを確認いたしました。
また、初版Ｃ ＰＵの性能 評価からの 推計になり ますが、開 発目標とし ており
ました電力性能 、消費電力 ３０～４０ メガワット の達成、そ れから、ア プリケ
ーション実行性 能で、最大 で「京」の １００倍の アプリケー ション実行 性能と
いう目標も達成 の見込みが あると評価 されており ます。これ をもちまし て、文
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部科学省のシステム開発の評価も完結しております。
次の３ページ でございま す。成果・ アウトカム がより具体 化・明確化 されて
いるかという御 指摘に関し まして、ア プリケーシ ョン開発内 容は前回、 御説明
いたしましたけ れども、今 回、追加と いたしまし てアプリケ ーション開 発実施
機関において実 施しており ます、諮問 委員会や運 営委員会で 目標達成状 況の確
認評価を行うと ともに、シ ンポジウム 等によって 普及を図っ ている、そ ういっ
た取組の具体例 及び、理化 学研究所や ＨＰＣＩコ ンソーシア ム等でのシ ンポジ
ウム開催や広報 誌の作成等 を通じた成 果や、アウ トカムの広 報・普及の 取組に
ついて新たに追記しております。
３ページの下 半分でござ います。ア プリケーシ ョン開発実 施機関にお きまし
て、成果創出の ための実施 計画や事業 方針を定め る運営委員 会を全体で １１９
回、また、事業 の進捗状況 の報告を受 けて計画や 進捗に対し て提言・指 導を行
う諮問委員会を ５８回、さ らに、シン ポジウム・ 成果報告会 を９６回、 トータ
ルで実施しております。
理化学研究所 等におきま しては、「 京」やＨＰ ＣＩの利用 者のニーズ に応え
たスキルアップ を目的とし たセミナー やワークシ ョップ、あ るいは成果 報告会
やシンポジウム を２００回 以上開催し ております 。そして、 その事例集 を１２
５誌発行してお ります。こ うした取組 を通じて、 今後ともポ スト「京」 のアウ
トカム、成果の広報・普及を図っていきたいと考えておりま す。
一つの具体例 でございま すが、３ペ ージの真ん 中にスパコ ン体験塾の パンフ
レットを掲載さ せていただ いておりま す。こちら はＣ言語を 理解できる 中高生
を対象に、スパ コンのプロ グラミング コンテスト を体験して いただく取 組であ
りまして、国民 の理解・関 心を高める ために、ポ スト「京」 の運用開始 後もこ
うした取組を更に充実させていきたいと考えているところで す。
４ページ目を 御覧くださ い。成果・ アウトカム の具体化・ 明確化の取 組の続
きですが、文部 科学省にお きまして９ 月４日のＨ ＰＣＩ計画 推進委員会 で、ポ
スト「京」の利 活用促進・ 成果創出加 速に関する ワーキング グループを 設置い
たしました。こ ちらは今後 、各分野の 有識者を委 員としまし た検討会を この秋
から開催いたし まして、ポ スト「京」 の運用開始 後の成果の 最大化、利 活用の
促進ということ について更 に可視化、 具体化を進 めていきた いと考えて おりま
す。
次に５ページ を御覧くだ さい。基本 設計評価の 確認以降の 科学技術の 動向等
を踏まえて、開 発目標を変 更する必要 はあるかと いう視点で ございます 。前回
も御説明いたし ましたとお り、総合科 学技術・イ ノベーショ ン会議にお きまし
て、平成２５年 、２６年、 ２７年と累 次の評価を 実施してい ただきまし た。こ
の過程を通じて 本プロジェ クトの意義 、必要性が 認められる と共に、基 本設計
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評価においては 、その内容 はおおむね 妥当である という評価 を頂いたと ころで
ございます。
その後、前回 、御報告い たしました けれども、 最先端の半 導体の設計 ・製造
につ き まし て 、 加工 技 術開 発 の困 難 さ等 か らの 世 界 的な 遅 延に よ り、 ポ スト
「京」において は開発スケ ジュールが １２か月か ら２４か月 遅延いたし ました。
しかしながら、 目標性能及 び経費等の 観点からの 確認を行い まして、新 たな技
術を採用した上 で、国費総 額を変更せ ずに当初の 開発目標を 達成する見 込みで
あると文科省で評価しております。
次に６ページ 目に進みた いと思いま す。計算科 学における ポスト「京 」の位
置づけのみなら ず、人工知 能等のデー タ科学への 対応は適切 かという御 指摘に
関する項目でご ざいます。 ６ページ目 に記載して おりますと おり、Ｓｏ ｃｉｅ
ｔｙ５．０を世 界に先駆け て実現する ために、新 たな価値創 造の基盤と しての
スーパーコンピ ュータが不 可欠である ということ は、改めて 申すまでも ないこ
とです。
次に７ページ 目でござい ます。ポス ト「京」は 、半精度浮 動小数点演 算の導
入による演算性 能の向上の ほか、高い メモリーバ ンド幅や汎 用高性能ネ ットワ
ークの実現によ り、ＡＩ、 ビッグデー タなどの分 野に対応し たハードウ エア基
盤を提供してい ると共に、 Ａｒｍエコ システム構 築によって 豊富なソフ トウエ
アの充実を図る こととして おります。 こうした取 組を行って いるという こと、
これも前回、松岡センター長から御説明を申し上げた点でご ざいます。
それから、８ ページでご ざいます。 ポスト「京 」の電力性 能等の向上 に向け
た取組は適切か というとこ ろでござい ます。こち らも前回、 御説明いた しまし
たけれども、エ コモード等 の複数のモ ードの導入 ですとか、 アプリケー ション
の特性に応じた 消費電力の コントロー ルを可能と するパワー ノブＡＰＩ の導入
等、運用におけ る電力削減 に向けた取 組を実施し ております 。また、次 の国際
比較でも御説明 いたします が、ＣＰＵ として世界 最高水準の 電力性能効 率を現
在、達成してお りまして、 全体では開 発目標であ る３０～４ ０メガワッ ト以下
の消費電力を達成する見込みとなっております。
次に、９ペー ジ目でござ います。ポ スト「京」 が世界の他 のシステム に対し、
総合力で卓抜す るものであ ることが示 されている かというと ころに関し て、前
回、今回の中心 的な事項と して御説明 させていた だくと申し 上げていた 点でご
ざいます。
まず、９ペー ジ目は現在 、既に世の 中にある最 新のチップ との比較を したも
のでございます 。世界の他 の汎用的な システムと 比較して、 消費電力当 たりの
性能は世界最高 水準である ことが見込 まれる状況 となってお ります。ま た、計
算能力を左右す る要素であ るＣＰＵの 演算性能や メモリーバ ンド幅、ノ ード間
－7－

通信性能につい ても、汎用 的なシステ ムとしては 、それぞれ 世界最高水 準であ
ることが見込ま れる状況で ございます 。最新のチ ップ等との 比較のデー タは、
９ページの下半分にございます。詳細は省略いたします。
次の１０ペー ジ目でござ います。１ ０ページ目 は、同じく 国際比較の 続きに
なりますけれど も、ユーザ ーの利便性 、使い勝手 に関する項 目でござい ます。
こちらは、米国 のＩＴ専門 の調査会社 であるハイ ペリオンリ サーチ社に 、２０
２０年から２０ ２１年頃に 設置が見込 まれる世界 の他のシス テムとの比 較調査
を委託しております。
その結果の概 要につきま して、１０ ページの方 に記載して おります。 簡単に
申し上げますと 、ポスト「 京」はシス テムとアプ リケーショ ンを協調開 発して
いるＣｏ－ｄｅ ｓｉｇｎに よりまして 、既存のソ フトウエア の移植や新 しいソ
フトウエアの開 発を支援す るエコシス テム、それ から、幅広 い分野のア プリケ
ーションに対し て高い性能 と信頼性を 発揮するア ーキテクチ ャーである ことか
ら、ユーザーの利便性、使い勝手について高い評価を受けて おります。
他方、比較対 象としまし て、アメリ カ、ヨーロ ッパ、中国 のマシンと 比較し
ておりますけれ ども、米国 につきまし ては既存の ソフトウエ アの移植や 新しい
ソフトウエアの 開発に対し ての投資が あり、ユー ザーの利便 性、使い勝 手につ
いての評価は高 くなってお りますが、 ２０２１年 に導入予定 であるＡ２ １につ
きましては、チ ャレンジン グな最新技 術によるチ ップを採用 する予定と いうこ
とで、ユーザーの利便性、使い勝手についての評価は低くな っておりま す。
また、ヨーロ ッパは２０ ２１から２ ０２２年に 関しては、 Ｐｒｅ－Ｅ ｘａｓ
ｃａｌｅの計画 を二つ持っ ております けれども、 こちらのう ち一つは市 販シス
テム、もう一つ はプロトタ イプシステ ムというこ とですが、 市販システ ムの方
はユーザーの利 便性、使い 勝手につい ての評価は 高くなって おりますが 、プロ
トタイプシステ ムの方は２ ２か国が参 加する研究 開発という ことで、幅 広いユ
ーザーやアプリ ケーション に対する要 求の調整の 困難さから 、ユーザー の利便
性、使い勝手の評価は低くなっております。
また、中国は 世代ごと、 システムご とに独立し て開発され ており、共 通のエ
コシステムが形 成されてい ないという ことで、ユ ーザーの利 便性、使い 勝手の
評価は低くなっております。
こちらにつき まして本日 、調査を担 当したハイ ペリオンリ サーチ社の Ｒ．ジ
ョセフ氏に御同 席いただい ております 。この後、 説明をして いただく予 定にな
っておりますので、後ほど詳しく御説明を申し上げたいと思 います。
それでは、次 に１３ペー ジの方に移 りたいと思 います。「 京」及び大 学等に
設置された既存 システムの ユーザーを 初め、産業 界を含めた ポスト「京 」のユ
ーザーの利便性 向上への対 応は適切か という点で ございます 。こちらに つきま
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しては、前回、 御説明いた しましたと おり、「京 」で実践し ております 国内の
大学等のスパコ ンを高速の ネットワー クでつなぎ 、産業界も 含めた多様 な利用
者のニーズに応 える計算環 境であるＨ ＰＣＩの構 築をし、そ の利用を促 進して
おります。こう した取組を ポスト「京 」において も、より発 展させてま いりた
いと考えております。
また、今後、 ポスト「京 」に向けた ユーザーの 利便性向上 のために、 現段階
からポスト「京 」の仕様等 に関する説 明会を開催 し、情報を なるべく公 開して
いく取組をして おります。 また、アプ リケーショ ン開発者が 最適化の検 討等を
行えるようにす るため、９ 月からアプ リケーショ ン性能評価 環境を一般 のユー
ザーに提供する ことを開始 しておりま す。また、 Ｃｏ－ｄｅ ｓｉｇｎの 成果に
基づくチューニ ングマニュ アルについ ても整備を し、順次、 公開予定と してお
ります。
次に、１５ペ ージでござ います。知 的財産に関 する御指摘 でございま す。こ
ちらにつきまし ては、前回 、６月に頂 いた御指摘 の中で説明 したところ でござ
いますので、詳 細は省略い たします。 資料として も前回、つ けていたも のを採
録しております。
次に、１６ペ ージでござ います。ポ スト「京」 で得られた 成果を展開 するた
めの取組がなさ れているか という点で ございます 。１６ペー ジ、Ａｒｍ アーク
テクチャー、Ｌ ｉｎｕｘデ ィストリビ ューション を含むオー プンソース の活用
及びＯｐｅｎ

ＨＰＣやＡ ｒｍ

ＨＰ Ｃユーザー コミュニテ ィとの連携 により、

Ａｒｍエコシス テムの構築 を目指して 多様なアプ リケーショ ンユーザー との利
用を促進してお ります。具 体例につき まして、１ ６ページに 記載させて いただ
いております。
また、成果展 開の取組の 別の側面で ございます けれども、 先ほど前半 で御説
明しましたとお り、文部科 学省に外部 有識者によ るワーキン ググループ を設置
いたしました。 こうした場 も通じまし て、ポスト 「京」供用 開始後の戦 略的な
利活用のプログ ラム、ある いは基本的 なあり方を 検討してい きたいと考 えてお
ります。
こちらに書い てあります 例は、地震 と津波の例 でございま すけれども 、前回、
６月にも御説明 いたしまし たが、「京 」では一つ のシナリオ 、１０キロ 平米程
度の一部地域の シミュレー ションしか できなかっ たわけです けれども、 ポスト
「京」になりま すと、複数 の地震シナ リオを想定 した、また 、津波等の 複合災
害の都市丸ごと のシミュレ ーションが 実施できる ようになっ てまいりま す。ま
た、群集の避難 ですとか、 交通障害等 の予測に関 しても、あ わせてやっ ていく
都市全体のシミ ュレーショ ンというこ とを具体化 させていく ことができ るかと
思います。
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こういったこ とについて 、この成果 を具体的に 担う内閣府 防災担当あ るいは
民間のコンサル 企業等が成 果を実際に 使って、国 や自治体の 防災計画に 反映す
る、あるいは民 間の様々な 事業で活用 していただ く、こうい ったつなぐ 取組と
いうのも、しっかりとやっていきたいと考えております。
それでは、最 後になりま すけれども 、１８ペー ジでござい ます。ＰＤ ＣＡプ
ロセ ス 、関 連 す る政 策 ・作 成 等へ の フィ ー ドバ ッ ク でご ざ いま す 。い ず れも
様々な委員会で の評価をし ており、政 策への位置 づけ、ほか の分野との 連携に
ついても文部科 学省を中心 に、関係省 庁と連携し ながら進め ていきたい と考え
ております。
私の方から以上でございます。
この後は、ハ イペリオン リサーチ社 の方からの 御説明をお 願いしたい と思い
ます。
【ジョセフ CEO 】

皆様、 どうもあり がとうござ います。本 日、また、 このよ

うな機会を頂きまして非常にうれしく思っております。
私の会社であ りますハイ ペリオンリ サーチです けれども、 もしかした らお名
前を御存じない 方がいらっ しゃるかも しれません が、かつて はＩＤＣ社 の中で
ＨＰＣのリサー チをやって いたところ であります 。ここ３０ 年にわたり まして、
ＩＴ関係のレポ ートですと か、そうい ったものに ついて仕事 をしてきて いる分
野であります。
理研から委託 を受けまし て、Ｅｘａ ｓｃａｌｅ の世界にお ける２０２ ０年か
ら２０２１年頃 に設置が見 込まれる世 界のシステ ムの調査と いうことで 依頼を
うけました。こ れは最先端 のリーダー 的な分野で す。我々と いたしまし ては、
非常にたくさん のベンダー さんとお仕 事をさせて いただてお りまして、 顧客に
は、ＩＢＭ、イ ンテル、Ａ ｒｍ、富士 通、そうい ったところ があります 。それ
からまた、ＥＵ ですとか、 また、ユー ザー側では 米国のエネ ルギー省、 そして
また、学術機関、フランスのＣＥＡ、そういったところとも 関係があり ます。
そして、この リサーチを 実施するに 当たりまし ては、実際 に現地のサ イトに
いろいろと行き まして、イ ーズ・オブ ・ユース、 いわゆる、 どのくらい 使い勝
手が良いか、使 いやすいか ということ についての 評価を行い ました。そ して、
この評価を行う に当たりま しては、ほ かにも先進 的な、リー ダー的な役 割を果
たしているサイ トといろい ろとお話を して、評価 いたしまし た。この評 価結果
については大体同じような意見で大幅な合意が見られており ます。
非常に重要な 点としまし ては、「京 」のシステ ムというの は、使い勝 手の部
分で一番高い評 価を得てい ることです 。そして、 この「京」 システムが 使い勝
手がいいと評価 されており ます理由と しましては 、非常に発 達したエコ システ
ムがあるという ことがあり ます。した がって、既 存のプログ ラムなどの 移植も
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容易にできます し、また、 新しいソフ トウェアも 開発しやす く、そして 、ポス
ト「京」についても新しいものに対応しやすいということで あります。
二つ目ですけ れども、ア ーキテクチ ャーがすぐ れていると いうことが ありま
す。こういった ハイパフォ ーマンスな マシンを使 うユーザー は、非常に 均一な
システムを好み また、高速 なプロセッ サが必要で あると同時 に高速なイ ンター
コネクトも必要 としていま す。また、 他の設計や システムに おきまして は、も
う少し安価なプ ロセッサで すとか、イ ンターコネ クトを使っ ているとい うこと
がありますが、この場合には使い勝手が下がるという要素が あります。
他国のシステ ムを見てみ ますと、米 国におきま しては非常 に評価及び スコア
が高いというこ とになって おります。 これは、マ シンに対す る投資が非 常に活
発に行われてお り、１０億 ドルの投資 プログラム がされてき ているとい うこと
があります。そ して、既に チームが編 成されてお り、６０人 体制でやっ ており
まして、まだ、 向こう５年 間は使えな いシステム であるにも かかわらず 、そう
いった充実した 体制を持っ ているとい うことがあ ります。た だ、Ａ２１ としま
しては、これは 評価として は低くなっ てきていま す。その理 由としては プロセ
ッサやメモリ及 びインター コネクトが 新しいもの であるとい うことがあ ります。
ＥＵにおきま しては、二 つ異なった アプローチ をとってお ります。一 つ目は、
COTS と 呼ば れる商 用化 され てい るコ マーシ ャル のシ ステ ムであ り、 こち らに
ついてはそこそ この評価が 見られます 。ただ、ポ スト「京」 ほどは評価 が高く
ないということ になってお りまして、 その理由と しましては 、ＧＰＵが たくさ
んあるため、そ の結果、使 い勝手に関 するプロセ スがいろい ろと必要に なって
くるからです。
二つ目のＥＵ のシステム としては、 新しいヨー ロピアンプ ロセッサを ベース
にしたデザイン であります 。これは、 なかなか使 うのが難し いものとい うこと
が推測され、現 在の計画か ら数年遅れ た段階であ っても、ま だ、利用可 能には
なっていない可能性があります。
そして、中国 におきまし ては、三つ 若しくは四 つの異なる デザインで やって
いるという状況 にあります 。プロセッ サ、ソフト ウエアにつ いても様々 なもの
を使っていると いうことで す。そして 、追加の要 素としまし ては、中国 では使
い勝手に関して 余り投資が 行われてい ないという ことがあり ます。Ｃｏ －ｄｅ
ｓｉｇｎの観点 、それから 、使い勝手 の部分に中 国では余り 投資がされ ており
ません。
１１ページ目 に評価の一 覧表を載せ ております 。日本、米 国、ドイツ 、フラ
ンス、そして、 中国のもの が載ってお ります。こ ちらの評価 の項目とい たしま
しては、導入時 期、プロセ ッサ、それ から、性能 ／開発目標 ということ で載っ
ております。た だ、時間も ありますの で、使い勝 手というと ころのスコ アにつ
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いて、今回はフォーカスを当ててお話ししたいと思います。
こちらの評価 の見方とい たしまして は、５が一 番使い勝手 が高い、使 いやす
い、そして、１ が一番低い ということ です。１は 非常に使い にくいとい うこと
で、今、申し上 げましたけ れども、非 常に使いに くくなる理 由といたし まして
は、プロセッサ やシステム が全く新し いものにな っていたり 、とにかく 全く新
しい要素というのが入っているので使いにくいということに なるわけで す。
第３段階目だ とやや使い にくいとい うことです けれども、 これはプロ セッサ
のタイプが幾つ かある、複 数あるとい うヘテロジ ニアスな状 態になって いるの
で、やや使いにくいという評価になります。
そして、５と なりますと 非常に使い やすいとい うことにな りますが、 その理
由といたしまし ては、ＣＰ Ｕが非常に よく知られ ているもの であること が理由
となります。加 えて、既存 であるもの 、システム と非常に互 換性が高い 、また、
均一的、同質的 なものであ る理由から 非常に使い やすいとい う評価が与 えられ
ます。
我々といたし ましては、 評価を２段 階に分けて おりまして 、一つ目の 評価と
いたしましては 、システム の開発者や 設計者、企 業がこのぐ らい使いや すいだ
ろうということ で行ってい る評価です 。二つ目の 評価といた しましては 、その
マシンをエンド ユーザーが 、どのくら い使いやす いと思って いるかと、 そうい
った観点からの 評価です。 そして、評 価を見てい ただければ 分かります けれど
も、場合によっ てはユーザ ーの方が、 ベンダーが 思っている よりも高く 評価し
ていないシステムもあります。
米国の場合は 高い評価に 至っている わけですが 、それにつ きましては 先ほど
申し上げたよう に、１０億 ドルの投資 を既にして きたからと いう背景が 一つあ
ります。ただ、 米国のシス テムにつき ましては、 例えばオー クリッジで あれば
オー ク リッ ジ の コー ド しか 使 えな い とい う よう な も のに な って お りま し て、
「京」やポスト 「京」と比 べますと米 国のシステ ムというの は余り汎用 性が高
くないと言えま す。例えば 上から２番 目のＳｕｍ ｍｉｔのシ ステムがロ スアラ
モスに設置され てしまうと いうことに なると、こ このスコア はもっと低 くなる
はずです。
そして、最後 のコメント といたしま しては、こ ちらの評価 の数字を出 してお
りますけれども 、この数字 はこれから まだ、変わ っていく可 能性がある という
ことを申し上げ ておきたい と思います 。その理由 といたしま しては、ま だ、ほ
かの様々な人た ちと話をし ております しあらゆる 分野の専門 家の方から 、有識
者の方からフィ ードバック を受けてい る最中です ので、この 数字として はまだ
変わる可能性があります。
どうもありがとうございました。
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【角南会長】

ありがとうございました。

それでは、た だいまの文 科省からの 説明及びミ スター・ジ ョセフの説 明に関
して、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします 。
白井委員どうぞ。
【白井委員】

最後のとこ ろ使い勝手 についての 説明で、非 常に丁寧な 説明を

頂きまして、分 かりやすか ったかと思 います。特 にポスト「 京」の場合 には、
Ａｒｍという既 存ではない かもしれま せんけれど も、これま でも使いな れてい
るＣＰＵを使っ てエコシス テムをつく っているこ とによって 使い勝手が よいと、
一方で、例えば 米国のＳｕ ｍｍｉｔな んかですと 、非常に多 額の投資を して何
とか互換性を保 つことをし て使い勝手 をよくして いると、そ ういう説明 だった
かと思います。
ただ、一方で このＳｕｍ ｍｉｔに関 してＮＶＩ ＤＩＡのＣ ＰＵを使っ ている
など、そんなに 目新しいＣ ＰＵでもな いでしょう から、無理 に使い勝手 を上げ
ているわけでも なさそうと いう感じが しました。 それともう 一つ、一つ 前のペ
ージにありまし た電力効率 の評価をみ ますと、ポ スト「京」 よりピーク 性能で
はＳｕｍｍｉｔの方が高いですね。
ということで 、非常に失 礼な言い方 だけれども 、特に卓越 してポスト 「京」
が、使い勝手及 び電力性能 で抜きん出 ているとい うふうには 見えないん です。
一方でＳｕｍｍ ｉｔは２０ １８年第２ ・四半期に 導入とあり ますから、 ポスト
「京」の２年前 に導入が開 始されてい ると。これ は、ポスト 「京」が出 るとき
には更に相手側 は改良され ていて、性 能が上がっ ていくとい うふうなこ とは考
えられないのでしょうか。質問になりますけれども。
【角南会長】

では、ミスター・ジョセフどうぞ。

【ジョセフ】

【ジョセフ CEO】

Ｓ ｕｍｍｉｔ につきまし ては、ハイ パフォ

ーマンスという ことで数字 が出てきて おりますが 、これはＧ ＰＵのおか げで高
性能になってい ます。そし て、オーク リッジにお けるユーザ ーですが、 ２５％
くらいはＳｕｍ ｍｉｔスパ コンから振 り落とされ てしまった と、そうい うよう
な状態になって おります。 この振り落 とされたユ ーザのＧＰ Ｕを必要と しない
コードは既存の他の通常のシステムで実施されているという ことがあり ます。
したがって、 これらのコ ードがＧＰ Ｕに対して 非常に使い やすいもの になっ
ていれば、その スコアは上 がるでしょ うし、コー ドがそうな っていなけ れば、
下がるだろうと いうことが 言えます。 したがって 、サイトに おきまして ソフト
ウエアのアプリ ケーション の部分をう まくコント ロールして 、それがハ ードウ
エアにしっかり と適合する というよう な形にでき れば、非常 に使い勝手 はよく
なる、そしてスコアは高くなると言えます。
ただ、このＳ ｕｍｍｉｔ につきまし ては、例え ば理研です とか、米国 の政府
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のどこかの機関 のラボです とか、そう いったとこ ろでいろい ろなユーザ ーが使
うということに なった場合 には、そこ まで高い評 価を得るこ とはできな くなる
ということがあります。
そして、二つ 目としまし ては、イン ターコネク トのところ の能力がＣ ＰＵよ
りも高く示されているということです。
以上のような見解を私は持っております。
【松岡センター長】

御指摘をありがとうございます。

今、ジョセフ 氏の話にも ありました ように、私 個人もＧＰ Ｕを主にし たスパ
コンを 10 年間 以上開発し ましたが、 その経験か らは、はま るアプリケ ーショ
ンは非常に性能 が高いので すが、はま らないのは 全く駄目な ので、その 点では
ポスト「京」は 仮に同じよ うな電力性 能でも、懐 がより広い マシンであ るとい
うのがまず言えると思います。
実際にオーク リッジでも ２５％のア プリケーシ ョンは他の センターに 移動し
たという話です が、全ての アプリケー ションを見 ると、いろ んなベンチ マーク
セットだと大体 ４割から５ 割ぐらいは ＧＰＵに乗 らないので 、汎用性が 高いと
いうのは競争力 の高さであ ると思いま す。もちろ ん、Ｓｕｍ ｍｉｔにも ＣＰＵ
はありますが、 ＣＰＵのコ ア数を考え ると、同じ ぐらいの性 能のコアで あり、
かつ大体ポスト 「京」の方 が５０倍ぐ らいコア数 が多いので 、ＣＰＵオ ンリー
のアプリケーシ ョンになる と、ポスト 「京」の方 が５０倍ぐ らい性能が 高いと
いうことになります。
御指摘の電力 性能で、ギ ガＦｌｏｐ ｓ／Ｗａｔ ｔというと ころで、私 自身は
この数字はそも そも指標と して多少ど うかと思っ ているとこ ろがありま して、
というのは、こ れは LINPACK の性能に 関する電力 性能です。 たびたび申 し上げ
ておりますが、 ポスト「京 」は LINPACK も非常に 高い性能を 出しますが 、必ず
しもそれだけを 目指して設 計されてい るわけでは なくて、実 際は、実ア プリケ
ーションでの性 能を出すた めに設計さ れています 。そうする と、多くの アプリ
ケーションとい うのは LINP ACK のよう に演算性能 律速ではな く、メモリ バンド
幅が律速となる ので、本来 は、ここは メモリバン ド幅当たり の電力性能 という
のをむしろ載せるべきではないかと思います。
まだ、実際の 計測は、正 式な計測は していませ んが、メモ リバンド幅 当たり
の電力性能とい う指標では 、ポスト「 京」のチッ プの方がＧ ＰＵより高 くなる
と予想していま す。大体Ｇ ＰＵという のはＴＤＰ が三百数十 ワットあり ますが、
ポスト「京」は 同じ性能を 出しても半 分以下の電 力なので、 効率は非常 に高く
なると思われます。
ただ、このよ うにベンチ マークの単 一の指標だ けでマシン を比較して いくと
いうのは、本来 、正しくな く、もとも とのポスト 「京」の生 い立ちから して、
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本来のアプリケ ーション、 特に非常に 広範なアプ リケーショ ン性能で比 較すべ
きだ、という御 指摘という のは当然あ ると思いま す。これに 関しては、 我々は
ポスト「京」し か持ってい ないわけで すが、例え ば米国ＤＯ Ｅの各研究 所だと
か、様々なとこ ろに声をか け始めてお りまして、 更に次の次 の世代のマ シン開
発のために、実 際にＥｘａ ｓｃａｌｅ の次世代マ シン同士で それぞれの マシン
の強いところ、 弱いところ を実際のベ ンチマーク で、比較評 価で固定し ていこ
うという話が持ち上がっております。
そういうこと を実際にや ると、これ は予測でご ざいますが 、ポスト「 京」は、
先ほど申し上げ たように非 常に高いメ モリバンド 幅、圧倒的 に高いイン ターコ
ネクト性能、更 に非常に低 い電力によ って世界ト ップという ことは示さ れると
期待しております。
【白井委員】

ありがとうございました。

確かに単一指 標でつい簡 単に比較し てしまうの で、そうい うふうに見 えるの
で、今、いろい ろ御説明い ただいた多 元的な指標 というのが 必要なんだ なとい
うことがよく理解できました。
【角南会長】

あと、白井 委員の最後 の発言部分 において、 オークリッ ジにお

いてＳｕｍｍｉ ｔが今後、 改良され、 ポスト「京 」が導入さ れるころに 、この
ような問題点に 対しての改 良という話 があるのか 、ないのか という確認 につい
てミスター・ジョセフは何かございますか。
【ジョセフ CEO 】

ＤＯＥ のシステム というのを 見てみます と、大体３ 年から

３年半ぐらいで 入替えが起 こっている ということ が申し上げ られます。 次世代
のオークリッジ のシステム のために、 米国議会は ６億ドルを 割り当てて おりま
す。そして、こ のＤＯＥの ために議会 というのは 三つのシス テムのこと を考え
ておりまして、 この三つの システムそ れぞれに対 して、６億 ドルを充当 するこ
とを考えていま す。ただ、 我々の予測 といたしま しては、オ ークリッジ Ｓｕｍ
ｍｉｔの改良版 というのは 、もっとフ ォーカスが 狭い分野の ものになっ てしま
うことを予測しております。
【角南会長】

なぜでしょうか。

【ジョセフ CEO 】

プロセ ッサをどの ように設計 すればいい のかという ことに

ついては、いろ いろと議論 が行われて おります。 現在のＳｕ ｍｍｉｔの プロセ
ッサはＮＶＩＤ ＩＡであり ますけれど も、たくさ んのコアが あります。 次のも
のはもしかした ら１０倍と いうことに なるかもし れません。 したがって 、１０
０万のコアがあ るので、そ れに対して どうプログ ラムをする かというこ とを考
えるのではなく 、１，００ ０万のコア がある中で 、どうやっ てプログラ ムをし
ていくかという ことを考え なければい けなくなっ てきていま す。そして 、そう
いうことができるのは、より限られた人ということになりま す。
－15－

そして、今、 それぞれの システムに ６億ドルと 言いました けれども、 それぞ
れのシステムの 隣には５， ０００万ド ルの汎用的 なシステム というのが その隣
に置いてある状 態になりま す。これは 私の推測で すが、ほと んどのユー ザーと
いうのは、小さ い方のシス テムを使う と思います 。ただ、大 きなユーザ ー、有
名なユーザーについては大きい方のシステムを使っていくと 思います。
【角南会長】

ありがとうございました。
高井委員、どうぞ。

【高井委員】

少し細かい 質問になる かもしれな いですが、 資料の２ペ ージで

試作されたＣＰ Ｕの評価を され、その 結果につい て記載され ていますけ れども、
試作版のＣＰＵ の評価につ いて、機能 試験と、そ れから、負 荷試験をさ れてい
ますが、もう少 し具体的に どのような 試験をされ たのかを御 紹介いただ ければ
と思います。先 ほど説明の 中では機能 試験は普通 の逐次処理 で、負荷試 験は並
列処理だという ような説明 があったか と思います が、もう少 し具体的に どうい
うプログラムを 走らせた結 果、問題な いと判断さ れたかのか をお尋ねし たいと
いうことがまず第１点。
それから、２ 点目ですけ れども、今 回、８月に 試作版ＣＰ Ｕがつくら れ、動
作テストがされ たわけです が、製造計 画を進める に当たって 、当然、大 量のＣ
ＰＵコアが必要 になるわけ で、どのく らい実際に 大量生産が 可能な歩留 りまで
達成できている のかという ことを、可 能であれば 、具体的に 御説明いた だける
と、計画が順調にいくのかどうか判断できるかと思います。
以上です。
【石川ＰＬ】

では、理研 の方から最 初の試験の 件です。機 能試験につ いては、

いろんなチップ 内のユニッ ト、コア、 キャッシュ 、Ｌ１、Ｌ ２キャッシ ュメモ
リ制御周り、そ れから、今 回、チップ の中には TofuD という インターコ ネクト
も内部に内蔵し ています。 そこのイン ターコネク トの部分ま た、ＰＣＩ イクス
プレス等の機能 が正しく動 いているか どうかとい うことで、 ＯＳがない 状態で
のテスト及びＯＳが動いている状態でのテストをやってきて おります。
負荷試験につ いては、様 々な内部で 動いている 回路を本来 は動かない かもし
れないのですが 、わざと動 かしてみて 、それで負 荷をかけて エラーが起 きるか
どうか、あるい はいろんな パラメータ ーセッティ ングがあり ますが、そ のパラ
メーターも本来 は使いませ んが、セッ トして問題 が生じるか どうかとい ったこ
とも行ってきて おります。 今回、それ で幾つかの 顕著なバグ というのは 、そう
いったあり得な い、本来で は使わない パターンで 生じている ものですの で、問
題はないということになっております。
あと、後半については開発企業の方から。
【説明補助者】

後半は、 大量生産に 必要な歩留 りに達して いるかどう かとい
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う御質問だった と思います けれども、 歩留りの絶 対値につい ては、コメ ントす
るわけにいかな いので差し 控えさせて いただきま す。最先端 のテクノロ ジーで
ございますので 、まだ、現 在でも歩留 りが習熟し て、改善さ れていって いると
いう途中であり ます。現時 点では、我 々が量産の ときにター ゲットにし ている
歩留りまで、も う一息とい うところで ありますが 、今の時点 でこういう 歩留り
になるであろう という予測 の線にほぼ 沿った歩留 りになって おりますの で、今
後、順調に習熟 が進んでま いりますれ ば、大量生 産に向けて 問題ない歩 留りに
なっていくと考えています。
【角南会長】

天野委員、どうぞ。

【天野委員】

毛色の変わ った質問を させていた だきます。 今日はシス テムと

いうことが中心 ですけれど も、せっか く１８ペー ジ目に研究 開発マネジ メント
の妥当性という のが入って いますので 、この成果 のポスト「 京」の使い 方とい
うところでお願いというか、質問をさせていただきます。
「京」のとき も、最終的 に「京」は どう使われ たかという ので、見せ られる
成果としては気 象系のもの が出てきた と思います 。今回も例 として挙が ってい
るのは防災とい うことです 。これで一 番最後を見 ると、Ｓｏ ｃｉｅｔｙ ５．０
について必要と 書いてあり ます。Ｓｏ ｃｉｅｔｙ ５．０の第 一段階の話 として、
経産省の自動走 行と国交省 系のインフ ラの維持管 理、要する に定常状態 、あと、
異常時の防災と いうことで つなげてい こうという 動きがあっ たんですが 、ポス
ト「京」がまだ でき上がっ ていないと いうことも あるかもし れませんが 、余り
うまくいなかったんです。
これを拝見さ せていただ きますと、 文科省さん が情報科学 技術委員会 でいろ
いろお考えにな るというこ とになると 、また、文 科省さんの 中だけでの ポスト
「京」の展開と いうか、そ こに重点が 置かれてし まうような 気がします ので、
上に書いてある 科学技術基 本計画、Ｓ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０で すとか、未 来投資
戦略、健康医療 戦略といっ たところで 、せっかく こんなにす てきなもの をおつ
くりになるので 、これを国 のために役 に立ててい ただくよう な場を、是 非、文
科省さんだけじ ゃなくて、 広げてつく っていただ きたいと思 います。Ｓ ｏｃｉ
ｅｔｙ５．０、 定常状態の インフラ維 持管理と防 災を一緒の ところに乗 せると
いうのは、非常 に苦労した というのは 経験してい ますので、 是非、よろ しくお
願いします。
【坂下室長】

御指摘あり がとうござ います。お っしゃると おりである と考え

ておりまして、 文部科学省 の方の検討 ももちろん でございま すけれども 、こう
いうＣＳＴＩの 御指導も頂 いて、国全 体としてこ れを基盤と して活用で きるよ
うに議論を進めていきたいと考えております。ありがとうご ざいます。
【角南会長】

菱沼委員、どうぞ。
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【菱沼委員】

前回は、ソ フトのアプ リの方で実 行速度重視 のアプリの 開発が

順調に進められ ていたとい うことでし て、今回、 高速で低消 費電力、エ コなプ
ロセッサの開発 、こちらは 若干、期間 のおくれは あったもの の、予算内 で達成
できているとい うことで、 今、両輪が そろいつつ あるといっ たところな ので、
その二つを合わ せた成果を 今日の御説 明で世界最 高順位にあ るというこ とが確
認できましたの で、これは かなり非常 に高く評価 できる研究 開発成果だ と思い
ますので、是非 是非、時間 との勝負に なりますの で、スケジ ュール内に 研究開
発を完了して、 いち早くＳ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０の 実現に資す る使い方を してい
ただきたいなというふうに思っています。
そんな中で、 確認と御質 問というと ころがある んですけれ ども、１点 目はポ
スト「京」の位 置づけとい うことで、 従来からの 理論に基づ いて解析解 のない
ところを数値解 析で解を求 めていくシ ミュレーシ ョン、ここ においてス ーパー
コンピューティ ングのより 速いものを 使えば、よ り正確ない い成果が得 られる
と、この辺の筋 のところは 何ら変わり もなくて、 多分、流体 解析、構造 解析、
材料解析、医薬 解析に着実 に役立つも のというこ とは、まず は一本、筋 として
間違いないということは一回、一つ確認させていただきたい と思います 。
２点目は、今 日、ＧＰＵ とかいろい ろＡＩのと ころに踏み 込んだわけ なんで
すけれども、先 ほども御説 明がありま したけれど も、はまる ときにはＧ ＰＵは
はまりますよと いう話もあ るわけで、 多分、イン ターネット の広がるい ろんな
わけの分からな い情報をざ くざくと拾 い集めてや るときは、 事によると 「京」、
ポスト「京」以 外のＧＰＵ でも結構、 活躍する場 面もあるか と思います けれど
も、前回の参考 資料の中で 、今回はデ ータ科学の 先ほど申し 上げました 計算科
学に、更にＡＩ を融合させ るんだとい ったところ が非常に私 たちは期待 すると
ころが多いと思います。
この融合とい うのが多分 、キーポイ ントで、こ れを実現さ せるために は多分、
日本が保有する 、せっかく 「京」自体 もアプリ、 ハードもオ ールジャパ ンでや
ってきましたの で、学習さ せるデータ の収集みた いなところ もオールジ ャパン
で集めて、いい 学習をさせ て、よりよ い成果を出 していただ ければなと いうふ
うに思っております。
【坂下室長】

ありがとうございます。

まず、前半の 点でござい ますけれど も、もちろ ん、ポスト 「京」は開 発当初
から、第三の科 学であるシ ミュレーシ ョンについ てしっかり やっていく という
ことで開発を進めてきております。
今回、ターゲ ットアプリ として１０ ０倍を達成 した例に示 したものは 、ＧＥ
ＮＥＳＩＳとい うのが分子 動力学シミ ュレーショ ンソフト、 ＮＩＣＡＭ ＋ＬＥ
ＴＫＦは気象の 関係の非静 力学大気モ デルという ものでござ いますけれ ども、
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その他、様々な 計算手法の 観点から網 羅性のある ようなアプ リケーショ ンをタ
ーゲットにして 開発を進め ております 。そういう 意味で、本 来のシミュ レーシ
ョンについて様 々な手法を バランスよ く高性能で 実現できる ということ が、ポ
スト「京」のも ともとの主 たる開発目 標であり、 現在、それ が達成でき る方向
にきているということはまず申し上げておきたいと思います 。
それから、後 段の方でご ざいますけ れども、し っかりとデ ータをオー ルジャ
パンで収集して 、それを利 活用しなが ら計算科学 とＡＩのよ うなものを 組み合
わせていくと、 こういった 方向性につ いて新しく 立ち上げた 利活用のワ ーキン
ググループの中 でも、そう いった新し い課題を持 った方にも 来ていただ いて、
具体的な利活用 の方策につ いて議論を 深めていき たいと考え ているとこ ろでご
ざいます。
【松岡センター 長】

御指 摘のとおり 、前回の評 価専門調査 会でも申し 上げた

かもしれません が、現代の ＡＩが再び 隆盛になっ たことは、 一つは非常 に高い
計算性能によっ て昔は使え なかったア ルゴリズム が使えるよ うになった ことに
あります。例え ば、深層学 習における プロパゲー ションみた いなのが使 えるよ
うになったとい うのが一つ の例で、そ れによって 更に複雑な 新しい手法 がどん
どん生み出され てきていて 、先ほどお っしゃって いたような 第一原理シ ミュレ
ーションとＡＩ による経験 的手法の統 合の仕方も 、様々な方 法が世界中 で検討
されております 。全般的に シミュレー ションも経 験則も未来 予測ですか ら、そ
の観点では、た だ単にマシ ンが速くな るという以 上に、解の 精度が上が るだと
か、より広範な 分野への適 用性が確保 できるとか 、非常に高 い期待が持 たれて
おります。
ただし、そこ で正に問題 点というの は、先生が おっしゃっ たように、 経験的
手法においては そもそもの 学習データ が必要だと いうことが 非常に強く あげら
れます。このあ たり、正に データをど のように収 集するか、 収集データ からど
のように学習し ていくか、 が非常にキ ーポイント となりまし て、計算科 学研究
センターにおい ては、デー タをお持ち の方々が我 々にコンタ クトを始め ている
という状況であ ります。１ つ１つのケ ースでも、 例えば医療 系やマテリ アル系
でこういうのが あるのだけ れども、そ ういう話は ぼちぼち我 々の方にも きてお
ります。
ただ、それを 先ほどあっ たようにＳ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０全 体の隆盛に つなげ
ていくというと きには、今 、坂下室長 が申し上げ たように、 より統合的 な、デ
ータをどのよう に収集して 、ハイエン ドなコンピ ューティン グインフラ にそれ
らをくべていく かと、その ようなポリ シーが必要 だと思って おります。 それは
是非、先生方の お力をお借 りして、デ ータの方を どのように ポスト「京 」やそ
の派生システム において、 全体の社会 実装の中に それを収集 して、波及 させて
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いくかというところのプランが非常に大事になってくると認 識しており ます。
【桑名委員】

今日の評価 の中で、幾 つか多元的 な評価軸が 必要だとお っしゃ

って、正にその とおりだと 思いました 。今後、Ｓ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０が 想定す
るような世界で は、そのデ ータは時間 継続的、か つ空間分散 的に発生す るよう
な状況が考えら れます。現 時点の評価 のモデルは 、１か所に 集まったデ ータを、
いかに高速に効 率的に処理 するかとい うモデルで はないかと 思います。 評価の
軸として、デー タが時間継 続的、かつ 空間分散的 に存在する 状況下での 処理、
例えば、データ フロー計算 機的なモデ ルとの比較 もあるので はないかと か考え
ますが、そういうことについてどのようにお考えでしょうか 。
【松岡センター 長】

ポス ト「京」の 題材からは 外れました が、将来の アーキ

テクチャーとし てデータフ ローは非常 に有望だと 思っており ます。これ は局所
的な計算手法と しても、チ ップの中の 計算モデル としても有 望ですし、 非常に
広域的な環境で 、特に光ネ ットワーク がこれから 拡充し、無 線も５Ｇ、 ６Ｇと
なり帯域が上が っていくと きに、広域 のデータ処 理において もやはりデ ータフ
ローのアーキテ クチャも非 常に大事で 、更に局所 的なデータ フローと広 域的な
データフローと いうのがつ ながってい くというの も、将来的 な計算のイ ンフラ
ストラクチャー として有望 であると思 います。本 研究所では 将来のコン ピュー
ティングとして 、つまり、 ポスト「京 」は、今研 究所のリサ ーチとして は、将
来それらを含め て今後様々 なハイエン ドコンピュ ーティング のモデルを 検討し
ていくという体制になっております。
【天野委員】

すみません 、話がすれ 違っちゃっ たみたいな ので、確認 してお

きたいんですけ れども、理 化学研究所 さんで今、 集められて いるＡＩデ ータと
いうのは、どち らかという と産業界か らですよね 。産業から いろいろ集 められ
ていると思うの ですが、私 がさっき申 し上げたＳ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０で 、有効
活用できるんじ ゃないかと 思っている ようなデー タは、どち らかという と各省
庁さんの国立研 究開発法人 とか、そう いうところ のデータを イメージし て発言
しました。なの で、産業界 のデータを まとめると いうことは 、もちろん 、ある
と思いますが、 これはある 意味、営利 活動の中で の話なので 難しいとこ ろもあ
ると思いますが 、それより 前にまずい ろいろと国 がお持ちの 研究開発法 人とか、
そういうところ にあるビッ グデータを どういうふ うに、国の ために役に 立てて
いくのかということを考えていただける方がいいかなという 気がします 。
【坂下室長】

ありがとう ございます 。今回のポ スト「京」 を利活用し ていく

という中で、各 省の国研の データとの 関係性とい うのも考え ていくとい うこと
は承知いたしました。
【角南会長】

福井委員、どうぞ。

【福井委員】

私は医療に 関わってい る立場から 、もしでき たら教えて いただ
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きたい。医療関 係のデータ は膨大です が、ただ、 残念ながら 個人情報の 問題が
あったり、それ から、電子 カルテベン ダーが違っ ていて、統 一がとれて いない
など、どちらか というと、 倫理的、法 的、社会的 な問題があ ってデータ を真の
意味でビッグに できないと いうのが一 番の問題だ と思ってい ます。した がって、
医療界で「京」 やポスト「 京」を使っ て解析よう なプロジェ クトやアウ トカム
は余り聞いたこ とがないん ですけれど も、この方 については 何か動きが あるか
どうか、情報がありましたら教えていただければと思います 。
【坂下室長】

医療に関し ましては、 例えばＡＭ ＥＤのよう なところが 中心に

なって、健康・ 医療戦略に 基づいた研 究開発を進 めていると 思います。 その中
で、いろいろな シミュレー ションです とか、ＡＩ を利活用し た研究、そ の中で
データをどう共 通的に取り 扱っていく かというよ うなことも 、検討され ている
と承知しております。
こういった取 組に関して 、今、「京 」、ポスト 「京」で研 究を進めて きてい
る手法を実装し ていくとい うのが、次 のフェーズ で必要なこ とだと思っ ており
まして、研究と して薬のデ ザインとか 、そういう 方法をつく るというと ころま
でをやったとし ても、実際 に創薬とか 、そういっ たところに 結びついた り、あ
るいは現場での 利活用とい うことにな りますと、 その先の様 々な規制や 認可の
プロセスに乗せ ていかない といけない 、そこに時 間もかかる し、企業の 方も関
わるというよう なことも出 てくると思 います。こ れから「京 」の成果も 、それ
を受け渡してい くという段 階がこれか らなのかな と思ってお りますので 、その
辺はしっかりやっていきたいと思っております。
【福井委員】

つまり、先 ほどの天野 委員のお話 のように、 非常に多く のプレ

ーヤーが関わら ないと、実 際は「京」 やポスト「 京」の能力 を十分に生 かし切
ることができな いという難 しい問題が たくさんあ りますので 、横の連携 をとっ
て進めていただければと思います。
【角南会長】

高井委員、どうぞ。

【高井委員】

先ほどの質 問の繰り返 しになっち ゃうかもし れないです けれど

も、Ｓｏｃｉｅ ｔｙ５．０ ということ を考えたと きに、要す るにあらゆ る人と
物が結びついて 新たな価値 を創造して いくという ことですか ら、いわゆ る古典
的なバッチ処理 的に、それ がデータサ イエンスだ としても、 大量のデー タをス
トレージに蓄え ておいて、 そこを吸い 上げるとい うのでなく て、ポスト 「京」
そのものがオン ライン化さ れていて、 リアルタイ ムにいろい ろなセンサ ーから
データを拾い上 げて、そこ から計算し 、人工知能 を発動し、 何か未来を 予測し
ていくというよ うな、今ま での「京」 にはなかっ たオンライ ン志向、リ アルタ
イム志向の処理 というのが Ｓｏｃｉｅ ｔｙ５．０ では真に求 められてい くんじ
ゃないかと思う んですけれ ども、それ で、先ほど 質問の中で データフロ ーとい
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う言葉がありま したが、多 分、そうい う趣旨の御 質問ではな かったかと 思うん
ですけれども、 そういう方 向性につい てはどのよ うにお考え になってい て、そ
れを踏まえて、 ポスト「京 」をどのよ うに運用さ れようとし ているのか につい
て、何かお考えがありましたら。
【松岡センター 長】

先生 がおっしゃ るとおり、 コンピュー ティングと いうの

は、今、非常に 変化が激し く、リアル タイム処理 もクラウド を中心とし て非常
に大きく求めら れて、実際 に活用され ているもの であります 。ポスト「 京」は
シミュレーショ ンのワーク ロードに関 してはバッ チ処理が主 軸だと予想 してお
ります。一方こ れは技術的 検討の段階 ですが、少 なくとも構 成要素とし てリア
ルタイムや対話 処理化がで きるような 技術的要素 というのは 、「京」と 異なり
幾つか入れていく所存です。
例えば代表的 なものとし ては、オン ライン処理 用の環境と いうのを非 常に高
速にディプロイ メントしな ければいけ ないので、 そのために はコンテナ 技術と
いうのが非常に 大切になり ます。「京 」の場合は コンテナ技 術というの はサポ
ートされており ませんでし たが、ポス ト「京」の 場合はチッ プとしては それが
サポートされま す。ですの で、その上 のＡｒｍの エコシステ ム上のコン テナの
サポート及びリ アルタイム でのリソー スアロケー ション等は やりやすく なるの
で、そういうものを入れていくというのは一つの検討課題に なっており ます。
もう一つはＡ ｒｍがエコ システムな ので、そも そも、そう いうソフト ウエア
が存在している ということ も相まって 、可能性は 非常に高く なっており ます。
ただ、どのよう な運用形態 やサービス で実際に提 供するとい うのは、ま だ、決
まっていないの で、そのあ たりは実際 のアプリケ ーションを 見ながら、 Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ５．０ での利活用 の委員会等 の議論を踏 まえまして 、理化学研 究所と
しても検討して いきたいと 、また、技 術的にそれ をやれる素 養があるマ シンで
あると申し上げておきます。
【角南会長】

尾道委員、どうぞ。

【尾道委員】

先ほどは御説明をありがとうございました。

今回はシステ ムの評価も 、こういっ た形で実施 し、国際的 な比較とい う中で、
完成時にはかな り高い性能 が期待でき るというと ころは非常 にすばらし いと思
いますし、また 、実際に完 成した後の 利活用のと ころについ ても、様々 な形で
今、準備をされ ているとい うことで、 是非、こう いった形で 将来に向け てポス
ト「京」を役立 てていただ きたいと思 います。先 ほど高井先 生の関連の 質問で
もありましたけ れども、既 にＣＰＵの 生産等につ いてもかな りめどが立 ったと
いう、特に大量 生産につい てもコメン トがあった と思います が、実際、 ポスト
「京」が完成す るに当たっ て全てこれ からは順調 な見通しな のか、ある いはこ
ういった点に多 少リスクや 御懸念の点 があるとか 、もともと 、このプロ ジェク
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トの開発スケジ ュールが始 まったとき に、若干、 加工技術開 発の困難さ から世
界的な形で少し スケジュー ルのおくれ が生じたこ とがあった と思います 。そう
いう多少、想定 外の点もあ るかもしれ ないですが 、順調とい うことであ ればそ
れでいいですけ れども、何 か御懸念の 点とかがあ れば、それ に対してあ る程度、
対策を講じてい るとか、そ ういうポイ ントがもし あれば教え ていただき たいと
思います。
【石川ＰＬ】

私のプロジ ェクトリー ダーの立場 から、技術 的な面にお いては

今回の初版のチ ップは非常 によくでき ておりまし て、ほとん ど一発で動 いたと
いうのに近いよ うな感じだ ったと思い ますので、 非常に自信 を持って大 丈夫だ
と開発側は思っ ております 。ただ、こ の後、製造 に向けてい ろいろとあ るかと
は思いますが、 どんなこと が起こるか というのは よく分かり ませんが、 少なく
とも今の段階に おいては何 の問題も起 きていない というよう なところで ありま
す。
【角南会長】

よろしいですか。

先ほど製造に ついても、 歩留り等の 問題も想定 内だという ことの御発 言を頂
いているので、 それはしっ かりとテー クノートさ せていただ くというこ とにな
るのだろうと思いますけれども、それ以外に、他に質問、意 見ございま すか。
特に他に質問 ・意見がな ければ、今 後の対応に ついて事務 局の方から 説明を
お願いします。
【板倉企画官】

それでは 、委員から の追加の意 見や質問が ある場合に は、今

後、事務局から 意見収集票 をお配りさ せていただ きますので 、それに御 記入の
上、事務局の方まで御提出をよろしくお願いいたします。
昨年度は、い きなり報告 書案を委員 の皆様に提 示した関係 もあって、 今回は、
１０月１０日を めどに取り まとめの骨 子案を作成 しまして、 委員の皆様 に意見
照会をさせてい ただく予定 です。その 骨子案を見 ていただい て意見を更 に頂き
まして、それら を踏まえま して次回の 評価専門調 査会までに 報告書案を 作成し
ます。その報告 書案につき ましても、 次回の評価 専調までに 委員の皆様 には展
開させていただ きまして、 次回の評価 専調で御議 論いただき たいと思っ ており
ます。短期間ですけれども、御対応の方をよろしくお願いい たします。
今後の進め方は以上です。
【角南会長】

では、今の 事務局から の説明につ いて何か御 質問等はご ざいま

すでしょうか。 追加的な質 問、意見が ある場合は 、また、事 務局に送っ ていた
だいて、次回にこれを取りまとめるということになると思い ます。
今日、天野委 員、福井委 員からもお 話があった ように、Ｓ ｏｃｉｅｔ ｙ５．
０としてどうか ということ については 、内閣府、 ＣＳＴＩも それに責任 を負っ
ているわけでご ざいますの で、今後、 これを本会 議の方に報 告するに当 たって
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は、その辺につ いては国を 挙げて、し っかりとポ スト「京」 を支えてい くんだ
ということを、 しっかり議 論を本会議 の方でも評 価を報告す ると同時に お願い
していくという ことで、も ちろん、文 科省さんだ けではなく て、ほかの 省庁も
協力できる体制 をつくると いうのは、 多分、ここ のＣＳＴＩ の役割の一 つなん
だろうというこ とでもあり ますので、 その辺につ いてはまた 事務局とも 相談さ
せていただきながら、フォローできればいいなと思っていま す。
以上で、ポスト「京」についての審議を終了いたします。
説明、質疑等 に対応いた だきました 文科省の皆 様、ありが とうござい ました。
それでは、次 の議題に入 りたいと思 います。議 題２の大綱 的指針のフ ォロー
アップ結果についてです。では、事務局から御説明をお願い します。
【板倉企画官】

それでは 、議題２に 関しまして は、使用す る資料とし ては資

料２と参考資料 ７になりま す。前回、 ７月の評価 専調におい て、参考資 料７に
ある大綱的指針 のフォロー アップ調査 結果につき まして御説 明させてい ただき
まして、その場 で会長から 、皆様から 頂いた意見 を取りまと めるように という
ことで、取りまとめさせていただいたのが資料２になります 。
前回の評価専 調では様々 な御意見を いただいま して、例え ば研究開発 プログ
ラム評価に関し ましては、 各省での理 解にある程 度、濃淡が あるのでは ないか
とか、また、事 例が三つほ どしか出て いない点に 関しまして 、もう少し 研究開
発法人とか、好 事例を調査 してはどう かというよ うな御意見 を頂いてい るとこ
ろでございまし て、今、事 務局の方で その事例に つきまして 研開法人等 に調査
している段階で す。次回の １０月又は １１月の評 価専門調査 会ではでき る限り、
こういった好事 例を提出さ せていただ きたいと思 っておりま す。また、 そのフ
ォローアップに つきまして は、評価の 効率化や充 実のための 今後の方法 を次回
調査会において 御議論いた だきたいな と思ってお ります。本 件につきま しては、
次の議題３でもまた御説明させていただく予定です。
資料の説明としては以上です。
【角南会長】

前回、いろ いろと委員 から御意見 を頂いたも のを資料２ の方に

まとめていただ いたんです けれども、 特に何かこ ういう点が 漏れている のでは
ないかとか、そういうことがございましたらお願いします。 大丈夫です かね。
内容について 、また、次 の議題でも 少し関わっ てきますの で、それで は、続
いて議題３の方 に入らせて いただきた いと思いま す。議題３ の国家的に 重要な
研究開発の評価 等について ですが、そ れについて も、事務局 から御説明 をお願
いいたします。
【板倉企画官】

それでは 、議題３に 関しまして は、使用す る資料とし ては資

料３と参考資料 ８、１枚物 です、あと 、委員のみ に机上配布 させていた だいて
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おります机上配布資料３、４、５になります。
それでは、ま ず、資料３ に基づきま して説明さ せていただ きます。国 家的に
重要な研究開発 の評価に関 しまして、 参考資料８ のとおり、 ＣＳＴＩに おいて
取決めがなされ ておりまし て、新たに 実施が予定 されている 国費総額が 約３０
０億円以上の研 究開発のう ち、科学技 術政策上の 重要性に鑑 み、評価専 調にお
いて評価すべき と認めたも のにつきま して、事前 評価を行う ことになっ ており
ます。今般、昨 年度の評価 専調におい て決定され ました国費 総額２００ 億以上、
又は平成３１年 度概算要求 が、それら の総額が出 せない場合 に２０億以 上の研
究開発の案件に つきまして 、事務局に おいて調査 を行いまし た。それを 踏まえ
て、この評価専 調において 評価対象と すべきかど うかを御議 論いただき たいと
思っております。
その調査の結 果につきま しては、資 料３の２ペ ージ目の表 、及び机上 配布さ
せていただきま した机上配 布資料３に もお示しさ せていただ いておりま す。今
回、先ほどの総 額２００億 以上、又は 単年度２０ 億以上とい うことで調 査させ
ていただいた結 果が①から ⑤番になっ てございま す。その① から⑤番、 文科省
を一つと考える と⑥番のそ れぞれの概 要につきま しては、机 上配布資料 ４とい
うものに各案件 ごとにポン チ絵１枚ご とをつけさ せていただ いておりま す。こ
のような新規案件が今回、調査の結果、抽出されました。
また、事務局 において、 先ほどの金 額以下のも のにつきま しても、調 査させ
ていただきまし て抽出した ものを机上 配布資料３ の下につけ させていた だいて
おります。総務 省、文科省 、経産省の 案件になり ます。これ が今回の３ １年度
予算の新規案件 の全体像と 、捉えてい ただければ と思ってお ります。以 上の案
件から、今回、 事務局とし ては大規模 研究開発の 新規案件に つきまして は、該
当がなかったということになっております。
また、今後の 取組に関し まして説明 させていた だきますと 、資料２の ２ペー
ジ目の３．にご ざいますと おり、まず 、今回、新 規案件は、 評価として は該当
が大規模案件は なかったん ですけれど も、一つと しては国家 的に重要な 研究開
発の評価の進め 方というの を、評価専 門調査会で は取決めを 過去に行っ てきて
おります。昨年 度から評価 の方法の見 直しを試行 的に行わせ ていただい ており
ますので、今回 、この進め 方につきま してまずは 見直しを踏 まえまして 固めて
はどうかという のが、まず 一つ御検討 いただきた いと思って いる事項で ござい
ます。
もう一つ（２ ）番としま しては、今 後の研究開 発評価の充 実に向けた 取組と
しましては、各 省における 評価の充実 を図るため 、今回、大 綱的指針の フォロ
ーアップ調査を 行わせてい ただきまし た。この調 査結果に対 する御意見 も踏ま
えて、今後のフ ォローアッ プの継続や 研究開発の 好事例の各 所への共有 、又は
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追跡調査や評価 の手法につ いて、この 評価専調で 御議論させ ていただき まして、
各省への評価の 充実という ものを図っ ていければ なというと ころが事務 局とし
ての今後の進め方の案でございます。
以上が事務局からの説明になります。よろしくお願いいた します。
【角南会長】

ありがとうございます。

今、事務局か ら説明があ ったように 、来年度の 新規案件、 この委員会 におけ
る事前評価につ いては、特 段、自動的 にこれが評 価の対象に なるという 案件が
出てこなかった ということ でして、幅 広に机上配 布資料３に ありますよ うに、
いろいろと周辺 のものとか 、関連しそ うなものを 上げていた だいて、皆 さんに
眺めていただく ということ になります けれども、 自動的に評 価対象にな らない
ものをあえて、 これをまた 評価すると いうのは指 定評価とい う形になり まして、
それは一応、こ の委員会で できる作業 というか、 できる評価 なんですけ れども、
その場合には国 民に非常に 高い関心が あるとか、 それから、 それなりに 幾つか
の手続を踏んで 、これをあ えて取り上 げて指定評 価をします ということ になり
ます。
ですので、ま だ、指定評 価をやった ことはない ということ ではあるん ですけ
れども、一応、 委員の皆様 にはそうい う手法があ るというこ とを承知し ていた
だいた上で、今 回、事前評 価をこの委 員会で来年 度に向けて 、来年度の 新規事
業に向けて取り 上げるかど うかという ことをまず 御検討いた だきたい。 その上
で、先ほど事務 局から提案 がありまし たように、 事前評価以 外にもこの 調査会
の方でやらなけ ればいけな い幾つか重 要な案件が ございます 。それがフ ォロー
アップであった りとか、こ れから評価 そのものの 進め方につ いての議論 等とい
うことがありますというのが後半の事務局からの説明でござ います。
御質問等、特 に何か御意 見がまず事 務局の説明 に対して何 かございま したら、
よろしくお願いいたします。
上野委員、どうぞ。
【上野委員】

単純な質問 ですけれど も、今、机 上配布資料 ５というの も最初

に説明対象の資 料としてと おっしゃっ たんですが 、特に何も おっしゃら なかっ
たと思いますので、御説明いただければと思います。
【板倉企画官】

机上配布 の５は、こ れまでＣＳ ＴＩの方で 行ってきま した国

家的に重要な研 究開発の過 去の一覧に なってござ います。過 去において は大規
模研究開発評価 を行わせて いただいた ものを、過 去の実績と してお示し させて
いただいているものです。
以上です。
【上野委員】

すみません 、今後の予 定というと ころに先の 年度が書い てある

のもあるので、そちらも御説明いただければ幸いです。
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【板倉企画官】

机上配布 の５の件で すね。今後 の予定とい うのは、各 案件に

つきまして例え ば今後、予 定どおり進 められた場 合には、中 間評価や事 後評価
をこの年度で行 うという予 定を書かせ ていただい ているもの です。例え ば２ペ
ージ目の一番下 の気候変動 対策二酸化 炭素削減技 術実証につ きましては 、事後
評価を平成３３ 年度に行わ せていただ くというこ とを予定し ております 。また、
３ページ、ペー ジ数を振っ ていないで すけれども 、石炭ガス 化に関しま しては
平成３４年度に 事後評価を 行わせてい ただくとい うような一 応、予定を 書かせ
ていただいているものです。
以上です。
【上野委員】

こちらに載 っている研 究開発が、 これまでＣ ＳＴＩ評価 専門調

査会で評価を実 施したもの で、事前、 中間、事後 だったり、 フォローア ップだ
ったりするとい うところは 承知いたし ました。事 後評価が書 いてあるの は、こ
れまで事前です とか中間を やっている ので、事後 を行うとい うところで 理解し
たんですけれど も、追跡評 価が書いて あるものと 、それから 、特に書か れてい
ないものとある かと思うん ですけれど も、それは どういった 違いがある のか、
教えていただけ ますでしょ うか。つま り、追跡評 価の対象と して今回、 書かれ
ているものがあ るのと、そ れから、書 かれていな いものもあ ると思うん ですけ
れども、追跡評 価の対象と して書かれ ているもの は、どのよ うな流れで 対象に
なっているのかというところを御説明いただければ幸いです 。
【松井補佐】

追跡評価と しています のは、平成 ２４年にア ウトカム指 標を大

綱的指針に盛り 込みました 。追跡評価 としては、 基本的にア ウトカム指 標に基
づき評価するこ ととなりま すので、そ の指標が定 められてお り、事後評 価が終
わっておおよそ ５年ぐらい たっている 案件につい て、どこか で追跡評価 をやら
なければいけな いというこ とで、年度 で他の評価 案件がなる べく重なら ない時
期、例えば、平 成３３年と かは４件、 ５件、他の 評価案件が あるため、 その年
度を避けつつ、 その前後の どこか、追 跡評価の該 当案件を予 定として入 れさせ
ていただいている状況でございます。
【角南会長】

よろしいで すか。追跡 評価という ことなので 、アウトカ ムがあ

り、このタイミ ングで大体 、これをや らなければ いけないと いう時期が 示され
ているということです。
特に事前評価 について、 今回、取り 上げるべき ものがある かどうかと いうと
ころですが、あ えて取り上 げるとなる と、先ほど 申し上げた ように指定 評価と
いう形をとらざ るを得ない ということ で、また、 それは手続 がかなり、 追って
その評価をするということになるんです。
私もこれを見 たときに、 恐らく今後 、話題にな りそうなム ーンショッ ト型研
究開発制度とい うのがある のですが、 私から見る とまだ何と なくＩｍＰ ＡＣＴ
－27－

の後継だという 感じがあり ます。しか し、そうい う評価をで きるほど、 まだ、
固まっていない のが現段階 かなという 気がしてい るのと、そ れから、こ れは概
算要求額ではあ りますが、 最終的にこ れがきちっ とスタート するかどう か、ど
れぐらいの規模でこれが起きるのか、分からない状況である と。
だったら、む しろ、スタ ートすると いうことで あれば、そ の中で中間 評価な
り何なりをしっ かりやって いくという 考え方もあ るのかなと いうことで すよね。
ですので、それ を見ると、 今、この中 からあえて 事前評価と して取り上 げるも
のは、なかなか 、見つから ないなとい うのが多分 、今の状況 です。それ につい
て特に皆さん、 委員の方々 から御意見 がなければ ほかの案件 、フォロー アップ
とか、それから 、評価の仕 方について の議論とい うのがこれ から、当面 、今年
は続けていく課 題かなとい う話になっ てしまいま す。上山議 員のお考え をお聞
かせください。
【上山議員】

私は、この 評価専門調 査会の今後 のあり方に 関して結構 、頭を

悩ませていると ころがあっ て、それは 特にこの指 定評価に関 わっていま す。つ
まりプロジェク トを指定し て評価して いくという やり方です けれども、 実は以
前、単に３００ 億円云々だ けではなく て、様々な 大型プロジ ェクトに関 しては、
Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ をＣＳＴＩ でつけてい て、そのこ とは曲がり なりにもい いプロ
ジェクトかどう かに関して 、予算の配 分にある程 度の影響を 与えるとい う意味
での評価委員会 の役割を政 策的に持っ ていたとは 思っていま すけれども 、それ
がなくなってしまったわけですね。
なくなってし まって、あ る一定の大 型のものに ついては、 屋上屋を重 ねるよ
うな評価で行わ れている。 ある意味、 この CSTI でピン留め をして評価 すると
いうやり方に基 本的になっ ているわけ ですけれど も、政策全 般を見た上 でのＣ
ＳＴＩの評価と いうことで あれば、こ れは省庁横 断型のプロ ジェクト評 価でな
ければならない し、単なる ３００億円 云々の話で 切るのでは なくて、特 定の目
的性を持った政 策に合致す るかどうか の評価とい うことの基 軸を入れて いくべ
きだと思います 。だとすれ ば、指定評 価というの は必然的に 入ってくる べきだ
ろうなと思ってはいます。
ただ、これを やると、何 を指定する のかという 議論があっ て、ここに ある参
考資料８で書い てあるよう に、指定す る研究開発 でいうと、 科学技術や 社会経
済上の大幅な情 勢変化が見 られるもの とか、計画 の著しい遅 延や予想外 の展開
が見られるもの とか、社会 関心が高い ものや国家 的・府省横 断的な調整 と書い
てあるんですけ れども、こ れは結構、 曖昧な基準 で、そうい うことの評 価のピ
ックアップする 基準みたい なことを考 えないとい けない時期 にきている かなと
思っていて、実 は僕はここ に来て２年 になるんで すけれども 、やがては 評価に
つながるだろう なという試 みとして、 全省庁の５ ，４３０ぐ らいの全部 のプロ
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ジェクトの行政事業レビューシートの分析をやりました。
それで、どの プロジェク トが科学技 術関係かど うかという のを全部、 特定し
たのですが、そ ういうこと の中から、 例えば同じ 政策目的に 合致するよ うな幾
つのプログラム が走ってい るというこ とを引き出 してくるこ とがやがて はでき
るだろう。そう するとリダ ンダントで 、これは要 らないんじ ゃないかと いう判
断もできるだろ うし、それ ぞれを比較 することに よって、経 産省のやっ ている
プロジェクトと 文科省がや ったプロジ ェクトと、 どっちがい いんだとい う評価
もできるだろう というよう な気持ちは 基本的には 持っている んです。そ ういう
視点で、改めて政策評価を入れるべきだなと基本的には思っ ているんで す。
ただ、それの たてつけみ たいなもの をどういう ような評価 軸でやって いくか
に関しては、ま だ、きちん とできてい ない。それ でも全部の 府省のプロ ジェク
トは見られるよ うにしたの で、それに 基づいて何 かの形でや っていくべ きだと
思っています。 ただ、これ をやると事 務局が結構 大変なんで す。事務局 の今の
体制でできるの かどうかと か、そもそ も、基本科 学計画、基 本法の中に そこま
でのアウトリー チができる かどうかは 、書いてな いんじゃな いかという ことも
あって、そうな ると基本法 全体を変え ないといけ ないんじゃ ないかとい うこと
も視野に入れて 、この議論 をやらない といけない かなと思っ てはいるん ですよ
ね。
そうすると、 たてつけそ のものから 法的なオー ソライゼー ションの根 拠から、
きちんと考え直 さなければ いけない時 期にきてい るような、 僕は個人的 には思
っています。だ から、常勤 でやってい る限りにお いては、基 本法の改訂 も含め
てやっていこう と思ってい ますけれど も、そうい うようなも のが指定評 価なん
だろうなと思います。
指定するとい うことはこ れを指定し て、このプ ロジェクト 、このプロ ジェク
トと並べた上で の指定評価 と。それが 現実のＳｏ ｃｉｅｔｙ ５．０とい う、全
体の大きなスト ーリーに合 うかどうか ということ を踏まえた ような評価 という
ことであれば、 これはＣＳ ＴＩがやっ てしかるべ き評価です けれども、 各省が
やっているよう な大型予算 を改めて同 じようなこ とをここで 聞くのは屋 上屋を
重ねる議論なの で、僕は余 りどうかな とずっと２ 年ぐらい見 ながら思っ てきま
した。そういう ことを考え る時期にき ているんだ ろうなと個 人的には思 ってい
ます。
しかし、例え ばここ２～ ３か月の間 でそのシス テムをつく れるかどう かとい
うと分からない ですけれど も、この指 定評価とい う考え方に ついては、 個人的
にはそういう思 いを持って いる、ある いはまた、 各省庁がや っている評 価のや
り方を我々が評 価するとか 、そういう 形の切り口 じゃないと ＣＳＴＩと して評
価する意味は余 りないと思 って、そう いうような 意識を基本 的に指定評 価につ
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いては思ってい るというこ とですから 、先生方の 御意見もま た頂きなが ら、考
えさせていただきたいと思っています。
【角南会長】

ご指摘ありがとうございます。

大綱的指針の 取りまとめ のときは、 正に評価の あり方につ いての評価 の指針
をつくるという 作業で、非 常に何人か の委員と一 緒にずっと 議論した経 緯とい
うのはあると思 うんですが 、上山議員 のおっしゃ ることは私 も全く共感 してお
りまして、ここ の最も重要 なＣＳＴＩ の仕事の一 つとして評 価だと思っ ていま
す。
評価がきっち り行われれ ば、科学技 術政策その ものに対す る大きな動 きにつ
ながっていきま すし、評価 をちゃんと やらないの で、財政的 にも、予算 につい
ても必ず増える 、増えない 、あるいは 国民の理解 も得られな いみたいな ところ
があって、必ず ブレークで きないとい うことで、 かつてのＳ 、Ａ、Ｂ、 Ｃをつ
けていた時代か ら、ずっと それをやめ てから、私 はここの求 心力は落ち ている
んじゃないかと思っています。
特に対財務省 というのは 、常にそう いうふうに 言われてい るわけでし て、そ
れについて今、 ちょうど上 山議員のと ころで、エ ビデンスベ ースという ことで
行政レビューシ ートのデー タベース化 とか、いろ んな新しい 正に先ほど じゃな
いですけれども 、ビッグデ ータ時代に ＡＩを使っ てという流 れに向けて 、この
評価のあり方も かなり変わ ってきてい るし、それ については もし皆さん の同意
が得られれば、 事前評価と いうことも 今回は対象 がないとい うことであ れば、
むしろ、今後の あり方につ いて一度、 しっかりこ こでもう一 回、議論し 、そし
て、法改正も必 要であれば 、それもし っかりと議 論していけ ばいいと私 は思い
ます。
正に、本当に 今日のさっ きのポスト 「京」の話 もそうです けれども、 行政内
にあるデータを どのように 利活用して いくかとい うところは 、正に重要 な評価
を議論する上で も重要な時 代に、局面 に来ている と思います ので、そう いった
ことを上山議員 から問題提 起もありま したし、少 し事務局の 方でもきち っと論
点をもう一回、 整理してい ただいて、 今後、事前 評価という ことではな くて、
むしろ、今、言 ったような 評価のあり 方について いま一度、 少し議論を させて
いただくという ことでいい のかなとい うふうに思 うんですけ れども、い かがで
しょうか。
門永委員、どうぞ。
【門永委員】

私は今のお 二人の意見 に賛成で、 その目線で 考えるべき だと思

います。何のた めに評価し ているのか というと、 一つの考え 方としては 駄目出
しをし、管理監 督的な、そ ういう目で 見る。もう 一つは役に 立つ助言を して、
もっとうまくい かせたいと いう側面が あると思い ます。どう しても後者 の方は
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後回しになって しまうとい う、人間の さがみたい なものがあ り、これは 人事評
価でも同じこと だと思いま す。前者で あると、上 山議員が言 われたよう に屋上
屋に近いものに なってしま うので、こ こでの評価 はどういう 付加価値を つけら
れるのかというところから考えていくのがよいのではないか と思います 。
その付加価値 は個別の話 に限らず、 評価の仕方 について議 論するとか いうこ
ともありますし 、横断的な ものについ て見ていく ということ もあります 。そう
すると、例えば ３００億の ものでも余 り付加価値 はつけられ ないなとな ったら、
それはパスして もいいので はないかと 。形式上、 やらなけれ ばいけない のであ
れば、形式的に やるだけで 終わるかも しれません が、付加価 値のつけら れるも
のについて有識 者を集めて 、専門家も 呼んで時間 を使うとい うのが理に かなっ
ていると思います。
【角南会長】

ありがとうございます。

上山議員もお っしゃった ように、各 省庁をまた がるような 事例という のはこ
こで取り上げる のに値する 、３００億 でも省内で おさまって いるものは いいん
ですけれども、 小さくても 先ほどのポ スト「京」 のデータ利 用について 正に書
いてありますけ れども、文 科省さんは ほかの省庁 とはまだ議 論していな いみた
いでしたので、 そういうこ とで、でも 、省内の評 価もあれで 完結して、 これは
すばらしい事業 だというこ とになって しまってい るというこ とについて 、ここ
で更に議論して いくという のは、物す ごく意義が あることな のかなとい うこと
だと思うんです。
そういったこ とで、少し 評価の視点 の仕方、そ れから、指 定評価とい うのが
今まで一度もや られていな い、そのや られていな い理由も曖 昧さが多分 、いろ
いろあるので、 どういうプ ロセスをと って、ここ は指定評価 ができるよ うにな
るのかみたいな ことも含め て、一度、 議論させて いただきた いなという ことだ
と思うんですね 。ですので 、要するに 評価手法の 見直しとか 、あと、フ ォロー
アップ、それか ら、その他 の議論、今 、いろいろ 委員の方々 からも出さ れたポ
イントについて 一度、また 、事務局の 方で整理し ていただい て、今後、 ここで
また議論を深め ていくとい うことでよ ろしいです かね、そう いうふうな ことで。
上野委員、どうぞ。
【上野委員】

今まで皆様 がおっしゃ ったところ に私も全く 賛成で、一 つは指

定評価に取り上 げられると いうところ について、 プロセスが 決まってい ないと
いうこともある んですけれ ども、各府 省が余り望 まないとこ ろがあると いうこ
とがまず指摘で きると思い ます。先ほ ど門永委員 もおっしゃ ったように 、評価
されると何か悪 いことがあ るんじゃな いか、悪い ことを言わ れるんじゃ ないか
と思われている ところがあ ります。励 ますとか、 よい方向に 持っていこ うとす
るために行われ ているもの ではなくて 、何か悪い 影響が及ぶ のではない かと思
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って、指定評価 に取り上げ られること を各省が望 まないから 、今まで一 度も指
定評価が行われ ていないと いう面もあ ると思いま す。それが 評価によっ ていい
方向に持ってい ける、評価 はいい方向 に持ってい くためのも のなんだと いうふ
うになればいいのではないかと感じているところがあります 。
もう一つ、重 複の排除と いう上山議 員がおっし ゃった点は 非常に重要 で、今
までも３００億 ということ で上がって きた事業が 、ほかの省 でも同じよ うなテ
ーマで上がって いたことが 分かり、一 緒に評価し ましょうと なったＡＩ Ｐのよ
うな事例があり ますが、本 当は全部を 見て重複は ないかをチ ェックする という
ところが、ＣＳ ＴＩの一番 重要な役目 だったと思 います。け れども、そ れがな
かなかできなか ったのを、 今回、この ように行政 事業レビュ ーを整理さ れて分
析されていると いうのは、 非常にすば らしいこと だと思いま す。ここは 是非、
事務局は非常に 大変なので 、何らかの 方法は見つ けないとい けないとは 思いま
すけれども、い ろいろな省 が重複して 、人や予算 を取り合う のではなく 、一緒
にやるべきとこ ろは一緒に やるという 形に持って いくのが、 ＣＳＴＩだ からこ
そできることだ と思います ので、その 方向に持っ ていくこと が必要と思 います。
以上のような ことを含め て、この評 価の進め方 について改 めて検討を 行うと
いうことについて私も大いに賛成です。
【上山議員】

先ほど門永 委員がおっ しゃったみ たいに評価 、例えば要 らない

ものを切ってい く、僕は、 これは絶対 に必要だと 思うんです ね。だから 、Ｃを
つけて切ってい くべきだと 思うんです 。切ってい かないと、 それは対財 務省的
にも、ここのク レディビリ ティはなか なか保てな いですよ、 要らないも のに関
して。それを昔 はＣという のをつけて やっていた ので、それ も、しかし 、物す
ごく曖昧な形で やっていた んですよね 。その場で 見てばっと やっている だけで、
判定されている 方はたまっ たものじゃ ないんです よ。高々１ ０分ぐらい で見て、
そんなＡ、Ｂ、 Ｃをつけら れて、Ｃで 切られるの かと、そう いうことを 考えて
みると、なかなか、続かなかったのはよく分かるんですよね 。
そういうやり 方はやるべ きではない とはいうも のの、本当 に要らない ものは
切っていくとい う決断をす べきだと思 うのと、も う一つは、 評価という のは、
さっき門永委員 がおっしゃ ったみたい に、政策を 打ち込むた めのアドバ イスで
す。このプログ ラムに関し ては、この 要素が欠け ているから 評価できな いけれ
ども、こっちに 持っていく ことによっ て我々は評 価できると いうメッセ ージを
出せるとてもいい舞台なんですよね。
そういう意味 では、幾つ も実は僕の 今の頭の中 にあるのは 、ＣＳＴＩ として
打ち出さないと いけないＳ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０を 支えるため の政策の軸 という
のは幾つもあり ます。例え ば最近、ず っと思って いるのは、 政府予算全 体のイ
ノベーション化 ということ があって、 イノベーシ ョンに関わ るような予 算は一
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体どこにあって 、どこが動 かしていて 、何の要素 で動いてい るかという ことで
いうと、決して 研究開発と 科学技術関 係予算では ないところ に入ってい るけれ
ども、実は研究 開発を非常 に下支えし 、社会展開 、社会実装 に持ってい くため
の予算というの があって、 それは一体 どこにあっ て、何の役 割をしてい るのか
ということをち ゃんと洗い 出しながら 、そこのと ころにこう いう要素を 入れて
いないからうまくいかないんだというようなアドバイスです ね。
例えば人材育 成に対する 支援が全然 、ここは足 りないから だとか、そ ういう
ことを僕は本来 、やってい くべきだと 思うし、そ れから、Ｓ ｏｃｉｅｔ ｙ５．
０という全体の 世界像から いえば、よ く言われる ように、Ａ Ｉがこんな に数年
にわたって遅れ てしまった という、こ のことは明 らかに評価 していなか ったわ
けですから、そ のことをあ らかじめ見 据えながら 、長期的な 政策の打ち 込み方
として各省庁の 持っている プログラム 一つ一つを このころの 根拠でもっ て評価
し、そこにアド バイスを入 れていくと いうやり方 なんだろう なと僕は個 人的に
は思っています。
だから、この 委員会をそ ういう意味 での政策を 打ち込むた めの舞台と して考
え直すべき時期 に、僕は個 人的にはき ていると、 そういうこ とがいろん な先生
方の中で認識を共有されていって議論されていけば、結構な ことだろう なと。
【角南会長】

既に議論が 始まってし まいました が、今後、 少しこのあ り方そ

のものについて も見直して いくという ことで、御 了解いただ いたと理解 します。
それでは、最 後の議題で その他の議 題に入りま す。まずは 、革新的新 構造材
料の技術開発の ステージゲ ート評価の 報告書につ いて、事務 局から御説 明をお
願いします。
【板倉企画官】

それでは 、参考資料 ９を御覧い ただきたい と思います 。前回、

報告書案に対す る意見につ きまして、 特段の意見 はございま せんで、そ れらを
踏まえ修正した ものを、前 回の報告書 案以降、御 意見はなく て、修正し た意見
のあった委員の 了承及び会 長の確認を 得て、８月 ２８日にこ のような報 告書案
というものを確 定させてい ただきまし た。今後は 、このステ ージゲート 評価に
つきましては、 第３期とい うことで平 成３２年度 を予定して おります。 その際
には、この確認 結果を踏ま えて、また 再度、確認 させていた だくと。こ の報告
書案につきまし ては、ホー ムページへ の掲載は１ ０月中旬ご ろを予定し ており
ます。また、製 本は年度末 になると思 いますけれ ども、製本 した場合に は委員
の皆様に配布させていただきます。
以上です。
【角南会長】

ありがとうございます。

では、製本されて、年度末に配布ということですね、
次に、前回の 会合の議事 録案ですが 、資料４に 各委員の皆 様の議事録 を載せ
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ていますが、特 にこの内容 について御 確認いただ いて変更等 がなければ 、これ
で議事録とさせ ていただき たいと思い ますが、い かがですか 。特に大丈 夫です
か。ありがとうございました。
それでは、事務局からほかに何かございますか。
【板倉企画官】

それでは 、事務的な 御連絡を何 点か、させ ていただき ます。

まずは毎回、お 願いしてお りますけれ ども、資料 の取扱いに つきまして 、黄色
の大綱的指針に つきまして は、そのま ま机上に残 したままに お願いしま す。ま
た、資料の送付 を御希望の 場合は、封 筒にお名前 を御記入の 上、机上に 置いて
おいていただけ ればと思い ます。また 、電子デー タを御利用 の場合は、 事務局
に御連絡ください。事務の効率化に御協力をお願いいたしま す。
２点目は次回 ですけれど も、次回は １０月２３ 日（火曜日 ）の１４時 を予定
しております。 議題としま しては、本 日のフラグ シップ２０ ２０プロジ ェクト
の中間評価の最 終取りまと め案に関し まして御議 論いただき たいのと、 先ほど
ございました評 価のあり方 につきまし て、御議論 いただきた いと思って おりま
す。開催通知に つきまして は、別途、 委員の皆様 に御案内さ せていただ きます。
なお、場所は、 今回は８号 館ですけれ ども、４号 館、旧ＣＳ ＴＩの会議 室にな
りますので、御 注意をよろ しくお願い いたします 。４号館に なります。 また、
次の次、１１月 の評価専調 につきまし ては１１月 ２０日（火 曜日）の開 催を予
定しておりますので、御予定のほどをよろしくお願いいたし ます。
事務局からの連絡は以上です。
【角南会長】

ありがとうございます。

今日、特にポ スト「京」 につきまし ては、各委 員の方々か ら非常に重 要な御
指摘もございま したし、そ れに対する 回答もあり ました。そ こはしっか りとテ
ークノートして いただいて 反映させて いただいて 、特に製造 に向けては 大丈夫
だとか、いろい ろと出てい ましたので 、あと、利 用について も、委員に は次回、
最終案について、また、その辺を確認していただければと思 います。
以上で、本日 、予定した 議事は全て 終了という ことになり ますが、特 に何か
委員の方々から追加的御質問等はございますでしょうか。
そうしたら、 非公開資料 を除き、本 日の配布資 料及び前回 の議事録は 公開す
るということでございますが、御承知おきください。
それでは、今 年の評価専 門調査会に つきまして は、あと２ 回予定して おりま
すけれども、御 多忙のとこ ろ、委員の 先生方には よろしく御 対応をお願 いいた
します。
本日はどうもありがとうございました。以上で閉会といた します。
－了－
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