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特別プロジェクト	
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ENIAC は 1946年、 ペンシルバニア大学のムーア校で、 	

モークリー （John William Mauchly） と 	

エッカート （John Presper Eckert） らによって作られた電子計算機で、	

 「世界最初のコンピュータ」 とされている。	

	

ENIAC は 18,800本もの真空管を使った大規模な電子計算機で、 

床面積は 100m2、 重量 30トン、 消費電力は 150kW にも達する。	

	

ENIACは全てをH/Wのみで構成されたコンピュータで、内部は”0”と”1”論理を	

右図の様な論理回路を作り真空管で実装した。	

当時はまだSoftwareやプログラミングの概念が無かった。	

	

H/Wのみで構成されたと言うことは、特定目的のみに動作する。当初の目的は	

”高速に大砲の弾道計算”との事。多少の変更は配線を変える事で可能だが、	

全く異なる目的 例 ビルの強度計算 等に使用したい場合はゼロから組直す。	

使用目的を変更する為に配線を変更中	ENIAC全体写真	

論理図の例	

ENIAC  世界最初のコンピュータ 1946年	
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専用機からIBMsystem360 独占時代へ	

科学技術計算	

事務処理	

数値制御	

IBM360	  

航空	  
宇宙	  

原子力	  
建築	  
光学	

人口	  
各種統計	  

税金	  
金融	  
証券	

弾道計算	  
電波探知	  
音響探知	  

リアルタイム	  
計算	

RCA	  

GE	  

UNIVAC	  

CDC	  

Honeywell	  	  

NCR	  

Burroughs	  

Amdahl	  	  

Fujitsu	  

HITACHI	  

競合企業	 IBM互換機	

全社撤退	

IBM370	  

ES9000	  

IBM	  Z	  

IBM360以前は利用目的毎に	  
Computerが分かれていた	
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Intel	  PC	  
 (16bit⇒32bit⇒64bit)	

汎用機⇒多種多様のコンピュータ	

IBM	  
System370	

(32bit)	

DEC	  
 mini COMPUTER	

(16bit)	

DEC	  
 VAX Server	

(32bit)	

Intel	
 MicroComputer	

(4bit)	

IBM/HP/Sun	  
WORK Stastion	

UNIX (32bit)	

CRAY１	  
SuperComputer	

(32bit)	

1970	   1980	   1990	   2000	  

IBM/HP/Sun	  
UNIX Server	

(64bit)	

組込みマイコン	
(8/16/32/64bit)	

Intel　Server	  
Linux/Windows	

(64bit)	
数百万台/年	

スマホ/タブレット	  
(64bit)	

２0億台/年	

CRAY1×1000万倍	
京、etc	

SuperComputer	

1億円	
多数基盤	

1000万円	
1枚基板	

10万円	
1Chip	

1億円	

100億円	
IBM×1000倍高速	

UPサイジング	

DOWN	
サイジング	

絶滅	

絶滅	

絶滅	

IBM	  
Z Server	

２00億台以上/年	

？	

？	
IBM以外絶滅	

数億台/年	
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　　　　　　クラウド	
サーバ	
400w×500万台　 = 200万kw	
ストレージ	
１kw  ×200万台　= 200万kw	

ネットワーク機器	
200ｗ×500万台　 =100万kw	
データセンタ空調他	
PUE=2.0換算 　 　= 500万kw                                    	
                        /--------	
                         1000万ｋｗ	

コミュニケーション端末	
  HD/SDTV　（1日数Hのみ使用）	

  100w×10億台=　　　1億kw	
  PC/NB　　　（1日数Hのみ使用）	

  100w×10億台=　　　1億kw	

　GAME 	
  100w× 2億台=     2000万kw	
	
  携帯　（基本電池）	

   2w  ×20億台=   400万kw	
　タブレット　（基本電池）	

　 10w×　1億台=  100万kw	
　　　　　　   　/---------	
                  22,500万kw	

コンピュータの種類と電力	

制御用マイクロコンピュータ	
200億個/年	
0.1ｗ×200億=200万kw	

　　スーパコンピュータ 	
1,000ｋw×1000台=1,00万kw	

コミュニケーション端末	
  40億個　　5,000万kw	

機械 M2M IoT	
1千万個100万ｋｗ　　	

2012年度を概算推定　IPCORE	  lab調査作成	

今後10年間で数倍に規模拡大見込み	
24Hｘ365日稼働	



6	   All	  Rights	  Reserved,	  Copyright©	  IPCORE	  Lab	  Inc.　2006-‐2014	  

NFHコンテナデータセンタ	

乙型　２０ｆｅｅｔ	

甲型　３１ｆｅｅｔ	
Interop2011	  	  グランプリ受賞	
グリーンＩＴアワード　会長賞受賞	

Interop201３  特別賞受賞	

乙型　外気空調＋耐高温ＩＴ機器	

甲型　外気空調＋エアコン＋一般耐ＩＴ機器	
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intelCPUの進化	
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スーパーコンピュータ	

CRAY1	 1秒間に1億回	

30年間で１０００万倍の進化	

富士通	
2011年で世界No.1	  高速	  
SPARC64-‐9F	  
8CORE×88,128≒64万CORE	  
9.98MW　≒　１万KW	  
設置　神戸 理化学研究所	

20年前以前の高速処理は	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  クロック高速化＋ベクトル演算	  
H/Wの限界に早く到達し、	  
10年前より、処理を分割する並列処理が主流	
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地球シミュレータ	

NEC製ベクトル型スｰパーコンピュター２代目	
　　ＳＸ９/E　×　１６０台 ≒　１３１ＴＦＬＰＳ　２００９年で実効性能世界No.1	
 　 ＳＸ９/E＝１CORE：102GFLOPS x 8CPU + ベクトル演算プロセッサｰ	
２００９年２次稼働　６５０m2   開発費用６００億円(１次）＋１８５億(２次）	
電力　４.５MW  維持費　５０億円弱	
稼働　海洋研究開発機構	

地球シュミレータ初代	

地球シュミレータ２代	
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CORE	

CORE	

CORE	

CORE	

CORE	

CORE	

CORE	

CORE	 GE	

GE	

GE	

GE	

GE	

GE	

GE	

GE	

GE	

GE	

最新GAME機	

１２８演算部	８CORE	

SONY	  PS4	 MS	  XBOX-‐ONE	

CPU	

時代は大量なDATAを大量のエンジンで並列処理。２台GAME	  機は同じCPU採用	  
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内蔵UPS	

４０℃環境動作	
 エアコン不要	

CPU	

650GFLOPS	

３電源対応	
交流、直流、	

内蔵単３電池x10本	

電力は	
従来機Nodeの1/５	

Max.100w	
両面実装	

DC12/24V	
入力	

AC100V/200V入力	

HDD/SSD	
PCIeCARD	

ＤＸ１２０ (試作機）	

電池BOX	

SuperComputer用Node ＤＸ１２０	



12	   All	  Rights	  Reserved,	  Copyright©	  IPCORE	  Lab	  Inc.　2006-‐2014	  

  スパコン性能　	
　   600GFLOPSx512x80%≒250TFLOPS	
　　　　　　　　　　　　　   　　 >地球シュミレータ	
  BIGData処理	
      ２PB　全帯域            >100,000 IOPSｘ512並列	
      2PB   全領域　　　　　　 Backup可能	
  消費電力	
      50ｋw（ＩＴ） +  5ｋw（秋冬春） 〜 20kw(夏)	

10Gbps　Network	

32ＧB　MEM	

600GFLOPS CPU	

4TB　    高速SSD	
4TB  BackupHDD	

DX120	  
	  x	  512台 	

UPS用内蔵電池	

BIGData ＆ SuperComputer用  スパコンテナ 開発中	
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地産地消データセンタ構想	

バッテリ車	  

  ス-パ-コンピュータ性能　	
　   600GFLOPSx512x80%≒250TFLOPS	
　　　　　　　　　　　　　   　　 >地球シュミレータ	

  BIGData処理	
      ２PB　全帯域            >100,000 IOPS×512並列	

      2PB   全領域　　　　　　 Backup可能	
  消費電力	
      50ｋw（ＩＴ） +  5ｋw（秋冬春空調） 〜 20kw(夏空調)	

超高性能を55kw〜70ｋｗ	  
の低電力稼働	  

発電のある場所で稼働	

６０kw×８H〜７２H分	

大都市中心から脱却	

間接外気冷却装置	

太陽電池	

燃料電池	


