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Fujitsu has been developing and providing HPC for over 40 years. In this article, we will introduce latest 

topics of our HPC, Post-K Supercomputer which is the successor of the currently operating K 

Supercomputer and the new computational architecture "Digital Annealer" which solves combinatorial 

optimization problem at high speed. 
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1．はじめに 

富士通株式会社では．過去40年以上にわたってHPCの

開発・提供を行ってきた．本稿では当社のHPCの最新ト

ピックスとして，現在稼働中のスーパーコンピュータ

「京」の後継機である「ポスト「京」」と，組合せ最適

化問題を高速に解く新アーキテクチャ「デジタルアニー

ラ」について紹介する． 

 

２．ポスト「京」 

２．１ ポスト「京」の開発状況 

当社は2006年よりスーパーコンピュータ「京」を理化

学研究所と共同で開発し，2012年に完成，共用が開始さ

れた．「京」はスーパーコンピュータの実用性を示す主

要な性能指標で現在でも高い性能をもち，先端的研究に

おいて不可欠な研究基盤として運用されている． 

そして，現在「京」の後継機であるポスト「京」の開

発を，2021年の共用開始を目指して理化学研究所と共同

で進めている．ポスト「京」は，さまざまな科学的課題

や社会的課題を解決する先端的な研究基盤として，また，

仮想空間と現実空間の高度な融合・ビッグデータのAIに

よる解析で新たな価値を産業や社会にもたらす"Society 

5.0"の実現に向けた重要な基盤として期待されている． 

ポスト「京」では，さまざまな分野のアプリケーショ

ン開発者と協調設計（コ・デザイン）を実施しつつ，専

用プロセッサからソフトウェアまでシステム全体を最適

設計・開発することにより，最大で「京」の100倍のアプ

リケーション性能の実現を目指している． 

２．２ ポスト「京」の CPU A64FX 

ポスト「京」が目指す性能を実現するために，当社で

は専用の高性能プロセッサ「A64FX」の開発に取り組ん

だ．このプロセッサではArm Limited社のArmv8-A命令セ

ットアーキテクチャをベースに，当社がリードパートナ

ーとして仕様策定に関わったスーパーコンピュータ向け

の拡張命令SVE (Scalable Vector Extension) 1) を世界で初

めて採用している． 

マイクロアーキテクチャには，当社がこれまでのプロ

セッサ開発で培った技術を発展させたものを用い，また

高帯域メモリの性能を引き出すハードウェア技術により，

高いアプリケーション実行性能を実現している． 

倍精度浮動小数点演算のピーク性能は2.7TFLOPS以上

で，単精度ではこの2倍，半精度では4倍の演算性能が得

られる．また，16ビット整数，8ビット整数の演算性能も

強化しており，数値計算だけでなくビッグデータ処理や

AIなど幅広い用途に適したCPUである． 

CPU間は，「京」向けに開発したTofuインターコネク

トを拡張したもので直結することで並列性能を向上させ

ている． 

 

３．デジタルアニーラ 

３．１ 概要 

 私たちの社会にはさまざまな要素の組合せの中から最

適な組合せを探索する「組合せ最適化問題」が存在する．

例えば，金融分野の投資ポートフォリオ最適化や流通分

野における配送ルート最適化などのほか，化学分野にお

ける類似化合物探索のように一見して要素の組合せとは

関係がないように思われる問題でも組合せ最適化問題と

して定式化できる場合がある．しかし，組合せ最適化問

題の多くは計算複雑性理論においてNP困難なクラスに

分類される問題であり，厳密解を多項式時間で求める解

法が知られておらず，効率的に近似解を求める解法の研

究がすすめられてきた． 

 近年，このような組合せ最適化問題を高速に解くアー

キテクチャとして量子コンピュータの一種である量子ア

ニーリング装置の実用化がすすめられているが，現在の

技術では問題規模や解の安定性など，実際の社会的課題

の解決に用いるためにはさまざまな課題を抱えている． 



 

 そこで，当社ではCMOS技術により組合せ最適化問題

を高速に解くハードウェア「デジタルアニーラ」の開発

に取り組んだ． 

３．２ 組合せ最適化問題 

組合せ最適化問題は以下のように定式化される． 

 あらかじめ選択肢が決まっている 

 選択肢から複数を選んで組み合わせる 

 組み合わせ方には制約条件がある 

 組み合わせた結果の良し悪しを判定できる 

 評価値が最適な組み合わせを求めたい 

 

組合せ最適化問題の典型例の一つである巡回セールス

マン問題（TSP）の場合は，以下のように定式化される． 

 選択肢：どの都市を何番目に訪問する 

 複数選択：訪問対象の都市の数だけ選択する 

 制約条件：ある都市に訪問するのは一回のみ，同

時に別々の都市を訪問することはできない 

 評価：都市間の移動距離の総和をとる 

 最適値：移動距離の総和を最小化する 

 

選択肢の数の増加に従って組合せのパターン数は膨大

な数になる．TSPの厳密解を求めようとした場合，計算

量は都市数Nの階乗に比例する階乗時間（O(N!)）となり，

都市数が増えるにしたがって現実的な時間で厳密解を求

めることは不可能となる． 

３．３ イジングモデル 

 イジングモデルは強磁性体の磁気相転移を説明するた

めに導入された，格子点間の相互作用のみを考慮したモ

デルである．スピンの値とスピン間の相互作用により，

系全体のエネルギーが以下のような相互作用項と外場で

ある磁場項からなるエネルギー関数で決まる． 

多くの組合せ最適化問題はイジングモデルの最適化

問題に変換できることが知られており 2)，イジングモデ

ルの最適化問題を高速に解くことができれば一般的な最

適化問題にも対応できる． 

３．４ 組合せ最適化問題のイジングモデルへの変換 

組合せ最適化問題のイジングモデルへの変換例とし

て，TSP の例を示す． 

一人のセールスマンがN個の都市を最短距離で訪問す

るためのルートは何かを決定するのが TSPにおける最適

化である．すでに記述したとおり，TSP での制約条件は，

①同一都市に滞在するのは一回だけ，②同時に二都市に

は滞在できないことである．また，最適化条件は移動距

離の最小化である．そこで，図１のように X 軸に都市，

Y 軸に訪問する順番を割り当てた二次元のイジングモデ

ルにマッピングする．A 市と 2 番目の交点に 1 が立って

いることは，A 市を 2 番目に訪問することを意味する． 

 

図１ TSPのイジングモデル表現 

 

制約条件①については，縦の列に複数の 1 が立ってい

る場合に，制約条件②については横の行に複数の 1 が立

っている場合は NG であるため，ペナルティとして格子

点間の相互作用に大きな値を設定する． 

最適化条件の設定は，n 番目に訪問する都市に対応す

るビットと，n+1 番目に訪問する都市の格子点の間の相

互作用として距離を設定する． 

この例からわかるように，一般的な最適化問題をイジ

ングモデルに変換するためには，イジングモデルの格子

点間の相互作用は，最近接（隣接関係）の相互作用だけ

でなく，遠隔相互作用を表現する必要がある．したがっ

て，イジングモデルの最適化を行う装置は，各格子点を

頂点としたグラフを考えた場合，任意の 2 頂点間に枝が

ある完全グラフを実装していることが望ましい． 

３．５ 量子アニーリングの課題 

門脇，西森 3)は 1998 年に量子揺らぎの導入でイジング

モデル最適化を行う量子アニーリングを提唱した．この

量子アニーリングを初めてハードウェアで実現したのが

カナダの D-Wave Systems 社である．同社の量子アニーリ

ング装置は，米国の国立研究機関や先進テクノロジー企

業などで実験的な導入が進んでおり，日本でも早稲田大

学や東北大学が民間企業と D-Wave を利用した共同研究

を進めるなど，実社会の問題解決に適用できる量子コン

ピュータとして高い注目を集めている． 

しかし，現在の量子アニーリング装置には以下のよう

な技術的な制限があり，実用面での課題を抱えている． 

a) ビット間結合の制限 

 最適化問題をイジングモデルにマッピングするために

は，問題規模に応じた格子点の数が必要となる．量子ア

ニーリング装置においては量子ビットが格子点に相当し，

最新の D-Wave マシンでは 2048 ビットを実装している．

しかし，D-Wave の量子ビットの結合は完全グラフでは

なく，8 ビットの量子ビットからなる 4×4 の完全二部グ

ラフを 1ユニットとする 16×16ユニットから構成される

キメラグラフとよばれる結合である．全結合の相互作用

を表現できるようにキメラグラフ上で完全グラフを構成



 

した場合 4×16 で 64 ビット相当となる．これは TSP な

らば 8 都市までしか対応できないことを意味する． 

 今後，量子ビット実装技術の高度化にともないビット

数が増加することが予想されるが，現時点では実用規模

の問題に適用する上での大きな制限である． 

b) ビット間相互作用の階調の制限 

TSP での最適化条件は都市間の移動距離を最小化する

ことである．最適化の精度を上げるためには距離の設定

単位はできるだけ小さくすることが望ましい．相互作用

の階調数が多ければ距離を整数で設定することができる

が，階調数が少なければ短距離／中距離／長距離といっ

た大まかな設定しかできない．D-Wave マシンの現状の

階調数は 16～32 であり，問題依存ではあるが最適化条件

の表現能力という観点で充分とはいえない． 

c) 動作条件と安定性 

 量子効果を実現するために，素子を絶対零度に近い温

度に冷却するとともに，地磁気の影響を限りなくゼロに

する必要があるため，装置が非常に大型化する．また，

現時点の技術的制約により，量子状態の安定性を維持で

きる時間が短くエラー率が高いという問題も存在する． 

３．６ デジタルアニーラの特長 

量子アニーリング装置の登場が明らかにしたことは，

ハードウェアによる組合せ問題最適化の高速化がもたら

すインパクトである．そこで，当社では量子デバイスに

は頼らずに，CMOS 回路技術を用いてイジングモデル最

適化を行うハードウェア「デジタルアニーラ」を開発し，

2018 年 5 月にクラウドサービスとして提供を開始した．

デジタルアニーラは，D-Wave と比較して以下のような

特長を備えている． 

a) 量子ビット数，結合数の柔軟性 

 デジタルアニーラのビット数は 1024 ビットである．ビ

ット間の相互作用は全結合であり，TSP ならば 32 都市に

対応可能である．また，今年度中に 8Kbit の全結合環境

をリリースする予定であり，TSP ならば 90 都市に対応で

きる規模であり，最適化対象の問題規模が大幅に拡張し，

今後さまざまな実用問題への適用が期待される． 

b) ビット間相互作用の階調の多さ 

 デジタルアニーラはビット間の相互作用の階調は 2562

である．D-Wave にくらべてはるかに高い精度でビット

間の相互作用を定義することができるため，得られた解

の精度もより高くなることが期待できる． 

c) 動作条件と安定性 

 超電導回路で実現されている量子アニーリング装置に

くらべて常温かつ低消費電力で動作する．小型化に向い

ているため，将来的には IoT デバイスに搭載できる超小

型チップの実現も技術的には可能である．また，動作時

のエラー率はほぼゼロなので解の安定性が高い． 

 

 以上の特長を備えた，デジタル回路で実装した組合せ

最適化問題を高速に得るハードウェア基盤であるデジタ

ルアニーラは，規模・結合数・精度のバランスと安定動

作で，現実社会の問題に適用できる現時点で得られる最

適なアーキテクチャであると考えられる． 

 

４．まとめ 

従来，HPCは主として数値計算によって科学技術分野

の問題解決に威力を発揮してきたが，今や機械学習に代

表されるAIやビッグデータを対象としたデータ駆動科

学といった新しい領域でHPCが実力を発揮しつつある時

代である．当社は，本稿で紹介したポスト「京」や，デ

ジタルアニーラのような新アーキテクチャの開発を通じ

て，このような新領域におけるHPCの可能性の拡大に今

後も貢献してゆきたい． 
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