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Japanese, American Supercomputers Join Forces to Fight the
Coronavirus
There is a movement in Japan and the United States to connect supercomputers to study
the novel coronavirus, which is raging through the world. Their high-speed calculations and
supercomputing capacity can be put to good use in the development of drugs to treat
infections and control the spread of the virus.
A project utilizing supercomputers owned by private citizens as part of this large-scale
computing is underway, as computers around the world take their ready positions to battle
the pandemic.
Leap-frog Operation
In April, Japanese research institute Riken announced that it would “leapfrog” the
operation of its next-generation supercomputer, “Fugaku,” currently under development in
Kobe, and begin using it on a trial basis to study the novel coronavirus.
Fugaku is the successor to Riken’s “K” national policy supercomputer, which was retired in
2019. It will become the most powerful supercomputer in Japan, with a computing
capacity approximately 100 times faster than K.
Currently still under development, Fugaku was originally to be launched in 2021. Although
the supercomputer’s capacity at present is only 10-20% of what it will have upon
completion, Riken made the unprecedented decision to move the launch schedule ahead in
an effort to bring a halt to the damage being wreaked by the escalating novel coronavirus
pandemic.
Kyoto University professor Yasushi Okuno is using Fugaku to search for coronavirus
treatment options from among approximately 2,000 types of existing medicines. By
simulating the molecular dynamics of protein, Okuno is investigating the mechanisms of
action against the virus by potential drugs.
Fugaku will be used to study the spread of coronavirus infections, as well as to simulate
the impacts that measures, such as lockdowns, have on socioeconomic activities.
“One of the most important missions of Fugaku is to protect the well-being of citizens by
using its massive computing power,” commented Satoshi Matsuoka, director of the Riken
Center for Computational Science (R-CCS). He was expressing Riken’s volition to put its
supercomputing power to work as quickly as possible to help in the national crisis.
Aside from Fugaku, efforts to make use of other supercomputers have also begun. Twelve
institutions, including national universities and national research institutes, have announced
decisions to provide use of their supercomputers free of charge by May, to study the novel
coronavirus. Japan’s leading supercomputers include the “AI Bridging Cloud Infrastructure
(ABCI)” at the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST),
and “TSUBAME 3.0” at the Tokyo Institute of Technology. The total scale of the computers
could reach 114 quadrillion operations per second (A quadrillion is a “1” with 15 zeros after
it.)
An AIST representative said the institute is preparing for increased demands for its
equipment: “We estimate that the demand for computing will increase, along with
expectations for computational scientific methods and artificial intelligence (AI)
technology.”
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Industry Leaders Come Together
Meanwhile, in the United States, 33 organizations, ranging from private businesses to
universities and research institutes, have formed a consortium to apply supercomputers to
the study of the novel coronavirus.
The U.S. Department of Energy, which operates “Summit,” the world’s fastest
supercomputer, along with IBM, the company that developed it, have taken the lead. Big
names like Microsoft, Google, Massachusetts Institute of Technology (MIT), and the
National Aeronautics and Space Administration (NASA) — all driving forces in the
supercomputer industry — lead this group of all-stars gathered to address the crisis.
In total, the supercomputers bring together a processing capability of approximately 420
quadrillion operations per second. A range of studies is underway, including analyses of the
structure and evolution of the novel coronavirus, an investigation into whether or not viral
activity will decrease in hot and humid environments, and simulations on how to properly
distribute limited medical resources such as ventilators.
Another project gaining momentum is working to analyze the structure of proteins in the
novel coronavirus using “distributed computing” technology. This brings computers around
the world together to process calculations. Based on a contrivance that allows the excess
capacity of computers connected to the internet, whether in homes or companies, to be
utilized like a huge supercomputer, anyone that installs the specialized software can
participate.
The project, dubbed Folding@home, was launched in 2000 by researchers at Stanford
University. To date, the project has produced results in studies on cancer, the Ebola virus,
and Alzheimer’s disease.
When the initiative on the novel coronavirus pandemic was announced in late February,
participation skyrocketed. In just a month and a half, a massive amount of processing
capacity came together, enough to perform 2.4 quintillion operations (2.4 exaFLOPS) per
second.
Every year in June and November, rankings of the world’s top 500 supercomputers are
released. Purportedly, the total processing capacity that came together for this project
surpasses the aggregate capacity of these 500 supercomputers put together. In Japanese
supercomputer terms, the figure is equivalent to about 240 of Japan’s supercomputer K.
The spread of the novel coronavirus has proven once again that the world is connected.
However, the power of these connections is being demonstrated in ways never seen before
to fight against this unprecedented global threat.
Large-scale computing aimed at developing treatments, drug discovery, and infection
control could bring about a win for the human race.
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新型コロナの治療薬 日米、スパコン投入 開発へ総力戦
世界で猛威を振るう新型コロナウイルスの研究に、スーパーコンピューターを集中的に投入する動
きが日米で広がっている。高速計算の能力を生かし、治療薬の迅速な開発につなげるのが狙いだ。
新型ウイルスによる感染症は、鍵となる体内の特定の物質が、鍵穴に相当するウイルスのタンパク
質に結合することで起きる。よく似た「偽の鍵」を使って、本物の鍵の邪魔をして細胞への侵入や
増殖を防ぐのが治療薬開発の基本的な戦略だ。スパコンは、この鍵と鍵穴の組み合わせについて膨
大な計算に基づくシミュレーションを行い、薬の効果を予測する。ウイルスや細胞を使った実験と
比べ、多くの組み合わせを素早く安全に試せるのが利点だ。
スパコンによる計算結果はあくまで予測であり、実験で効果を確認する作業が欠かせない。また、
予測は計算の範囲内にとどまるため、実験で偶然生まれる「想定外の発見」を得にくい欠点もある
が、実験室での作業を大幅に効率化できるため強力な武器になる。
新型ウイルスの治療薬は世界初となった米国の「レムデシビル」が日本でも７日に承認され、国産
の「アビガン」も早ければ月内に承認される見通しだ。
だが、いずれも暫定的な評価に基づく承認で、有効性はまだ確定しておらず、副作用などで全ての
患者には使えない課題もある。使っているうちに効かなくなる耐性ウイルスが生じる恐れもあり、
新たな治療薬の開発は今後も不可欠だ。
「富岳」前倒し
理化学研究所は次世代スパコン「富岳（ふがく）」（神戸市）の運用開始を当初の来年度から前倒
しし、４月から新型コロナの研究で試験的な利用を始めた。昨年運用を終えた「京（けい）」の後
継機で、現在の能力は完成時の１～２割程度だが、それでも京の７倍に達する。
京都大の奥野恭史教授は別の病気で使われている薬など二千数百種類の物質について、新型ウイル
スのタンパク質の働きを阻害できるか探っている。人の細胞への侵入や増殖に関わる５種類ほどの
タンパク質を１～２カ月で調べる計画だ。奥野氏は「計算結果は世界中に開示する。理研で実験の
評価も行う。治療に直結するので不眠不休で取り組んでいる」と話す。
他のスパコンでも取り組みが始まっている。国立の大学や研究所など１２機関は、それぞれが運用
するスパコンを新型ウイルス研究に無償で提供する。
産業技術総合研究所の「ＡＩ橋渡しクラウド（ＡＢＣＩ）」や、東京工業大の「ＴＳＵＢＡＭＥ
３・０」など日本有数の機種が含まれ、合計で１秒間に１１京４千兆回（京は１兆の１万倍）の計
算ができる。
東京大の上田宏生講師はＡＢＣＩを使って、ウイルスの変異に関連する遺伝物質の性質を詳細に調
べ、タンパク質と治療薬の相互作用を解明する。「新型ウイルスは変異のスピードが速く、感染力
や毒性、薬剤耐性などが変わる可能性がある。半年間で成果を出したい」と意気込む。
理研はタンパク質のシミュレーションを得意とする創薬専用スパコンも投入。ウイルスの増殖に関
わる酵素の構造や動きを分子レベルで解析した。
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全米でも結束
一方、米国では企業や大学、国立研究所など３７の機関が新型ウイルス研究にスパコンを活用する
ための共同体を３月に結成した。
世界最速のスパコン「サミット」を運用する米エネルギー省と開発元のＩＢＭが音頭を取り、マイ
クロソフトやグーグル、マサチューセッツ工科大、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）などスパコン業界の
牽引（けんいん）役が名を連ね、全米を挙げて人類の危機に挑む。
合計の演算能力は１秒間に約４３京回に及ぶ。新型ウイルスの構造や変異の様子を分析して、ウイ
ルスの働きを阻害する薬を探す研究などが進んでいる。
市民の力も結集

余剰能力で「京」２４０台分

世界中のコンピューターを集めて計算を処理する「分散コンピューティング」の技術を使って、新
型コロナウイルスのタンパク質の構造や動きを解析しようというプロジェクトも盛り上がりを見せ
ている。家庭や企業にあるネット接続されたコンピューターの余剰能力を利用し、合わせて巨大な
スパコンのように使う仕組みで、専用ソフトをコンピューターに入れれば誰でも参加できる。
「Folding@home（フォールディングアットホーム）」という名称で米スタンフォード大の研究者
らが２０００年に立ち上げた。これまでにもがんやエボラ出血熱、アルツハイマー病などの研究で
成果を挙げている。
今年２月末に新型コロナ感染症に対する取り組みを発表すると、参加者が急増。わずか１カ月半で
１秒間に２４０京回の計算ができる莫大（ばくだい）な演算能力が集まった。半年ごとに世界のス
パコンのランキングが５００位まで発表されるが、この５００台の合計を凌駕（りょうが）する能
力だという。日本のスパコン京に換算すると実に２４０台分だ。
この取り組みには欧州合同原子核研究所（ＣＥＲＮ）やＫＤＤＩなども参画している。
出典：新型コロナの治療薬 日米、スパコン投入 開発へ総力戦
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