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太陽活動、17 世紀以来の休止期に

突入か 

太陽黒点の増減に周期があることは、よく知ら

れているが、太陽活動が近く休止期に入る可能

性があると、米ニューメキシコ（New Mexico）州

ラスクルーセス（Las Cruces）で開かれた米国天

文学会（American Astronomical Society、AAS）の

太陽物理学部門の会合で、天文学者らが指摘し

た。 

太陽が極小期に突入する 3 つの証拠 

太陽の内部、表面、上層大気を調べた 3 つの研究

が、次の太陽周期は大幅に遅れるという予測を出し

た。さらに、まったく訪れない可能性もあるという。通

常であれば、次の周期は 2020 年前後に始まる。  

各研究のデータを総合す

ると、太陽活動が異常なほど

低下する「極小期」に間もな

く突入する可能性がある。

1645～1715 年のマウンダー

極小期以来の活動低下にな

るかもしれない。  

黒点が力を失う   

太陽の表面に見える暗い低温の点「黒点」は、磁場

の活動が激しい領域を示している。地球がすっぽり

入るほど大きな黒点も存在する。  

 何世紀も前から、太陽磁場の強弱の判断に利用さ

れてきた。1800 年代には、黒点が約 11 年で増減を

繰り返す周期的変化が確認された。現在は 24 期に

あたり、2013 年ごろに太陽活動が最大になる見込み

だ。  アメリカ国立太陽天文台（NSO）のマット・ペン氏

らは最近、アリゾナ州キットピークにあるマクマス・ピア

ス望遠鏡で、13 年以上続けられた黒点の観測データ

を分析した。 その結果、右肩下がりで減少を続けて

いる傾向が明らかになり、さらに続けば25期に入って

も磁場活動は黒点を生み出すほど強くならないだろ

うとペン氏らは考えている。  

「黒点はどんどん明るくなっている」とペン氏は述べる。

「データから判断して、24 期の太陽活動は 23 期の半

分の強さになるだろう。次の周期では、黒点が姿を消

すかもしれない」。  

太陽の“ジェット気流”、コロナの磁気現象も不活

発  

 同じく NSO のフランク・ヒル氏らは、日震学の手法で

太陽周期を観測している。この手法では、太陽内部

の音波が引き起こす表面の振動から内部構造を推

測する。  

 ヒル氏らは特に、太陽の表面下に隠れた“ジェット

気流”、いわゆるねじり振動を追跡している。この流れ

る物質の帯は両極付近で発生し、赤道に向かって移

動する。磁場を生み出す役割の一端を担うと考えら

れている。  

 黒点は表面下の帯の進路に沿って発生する傾向

があり、帯が赤道に近づくと太陽活動が激しくなること

が多い。そのため、太陽周期の有効な指標となり得る。

「24 期のねじり振動は 1997 年に発生した」とヒル氏は

話す。「よって、2008～2009 年には 25 期の流れが発

生しているはずだが、いまだ確認されていない」。 

 

ヒル氏によると、データを見る限り、25 期の始まりは 2

年ほど遅れた 2022 年になる可能性があるという。さら

に、25 期が始まらない可能性さえある。  

 NSO で太陽の薄い上層大気「コロナ」の研究を率い

るアメリカ空軍のリチャード・アルトロック氏も、コロナ

の磁気現象が明らかに変化していることを確認した。 

 コロナの磁場が両極に向かって急激に動く現象は

黒点の増加と関係している。磁場が太陽の北緯・南

緯で約 76 度に達するころ、太陽活動が最大になる。

この動きは、太陽が磁場を“一掃する”現象とも関係

している。新しい磁場が形成され、新たな太陽周期が

始まる前兆だ。  

 ところが、現在の動きはスピードが遅く、2013 年に

最大を迎える太陽活動は非常に弱い可能性がある。

新たな太陽周期の始まりも遅れ、場合によっては訪

れないかもしれない。  



 2011 年 07 月 01 日 発行 第 01 号   通刊 298 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page２ 

 これら 3 つの証拠は 25 期が不発に終わることを強

力に示唆している。  

 3つの研究成果は、ニューメキシコ州ラスクルーセス

で開催されているアメリカ天文学会の会合で 6 月 14

日に発表された。  

 

京速コンピュータ「京」が世界 1 位に 

世界最高性能 8.162 ペタフロップスを達成し、

TOP500 リストで首位獲得 

独立行政法人理化学研究所（理事長 野依良治、以

下「理研」）と富士通株式会社（代表取締役社長 山

本正已、以下「富士通」）は、共同で開発中の京速コ

ンピュータ「京（けい）」（注 1）の性能で、第 26 回国際

スーパーコンピューティング会議 ISC'11（ドイツ・ハン

ブルク開催）にて本日発表された第 37 回 TOP500 リス

トにおいて、第 1 位を獲得しました。 

今回、TOP500 リストに登録した「京」のシステムは、現

在整備途中段階のもので、672 筐体（CPU 数 68,544

個）の構成です。LINPACK（注 2）（リンパック）ベンチマ

ークでは、世界最高性能の 8.162 ペタフロップス（毎

秒 8,162 兆回の浮動小数点演算数）を達成し、

TOP500 リストの首位を獲得しました。また、実行効率

は 93.0％と高水準の記録を達成しました。 

日本のスーパーコンピュータが TOP500リストで第 1位

となるのは、2004 年 6 月以来のこととなります。 

経緯  

理研と富士通は共同で、文部科学省が推進する「革

新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ

（HPCI）の構築」計画のもと、2012年 11月の共用開始

を目指し京速コンピュータ「京（けい）」の開発を進め

ています。「京」は、高性能・低消費電力 CPU（中央演

算処理装置）を搭載した 800 台以上の計算機筐体を

超大規模接続が可能なネットワークで接続した構成

をしており、先端技術を結集して高性能・高信頼を追

求したコンピュータです。 

今回、整備途中の段階でシステム性能を確認するた

めに計測した「LINPACK」と呼ばれるベンチマーク・プ

ログラムの処理性能を、世界のスーパーコンピュータ

をランク付けする第 37 回 TOP500 ランキングに登録し

ました。この TOP500ランキングは 1993年より開始され

たもので、毎年 2 回、6 月と 11 月に最新の順位が発

表されています。 

「京」の性能と今後  

整備途上の「京」に搭載した 68,544 個の CPU を用い

た部分システム（ピーク性能 8.774 ペタフロップス）で

LINPACK ベンチマーク・プログラムを走らせ、世界最

高性能の 8.162 ペタフロップスを達成し、TOP500 リス

トの第 1 位を獲得しました。また、世界トップクラスの

大規模スーパーコンピュータとしては驚異的に高い

実行効率 93.0%を達成しています。これは数万個に

およぶ CPU とそれらを相互に接続するインターコネク

ト、これらハードウェアの性能を極限まで引き出すソフ

トウェアの全ての技術が結び付いて実現できたもの

です。 

「京」は、2012年の完成時には LINPACK性能で 10 ペ

タフロップスを目指しており、さまざまな計算科学の分

野において広く利用されることで、世界最高水準の

成果創出に貢献することが期待されています。プロセ

ッサの研究、開発からシステムの設計、製造まで全て

日本国内で完成させた純国産スーパーコンピュータ

である「京」の活用で、シミュレーション精度や解析計

算速度が飛躍的に向上し、例えば、高効率な太陽光

発電に資する新材料開発の加速、防災計画に資す

る精密な気象予測や地震・津波影響予測など、産業

応用から国土・国民の安全に関わる幅広い分野にお

いて大きな貢献が期待されます。 

理研と富士通は、2012年の完成に向けて今後も最大

限努力する所存です。 

理研および富士通からのコメント  

理化学研究所 理事長 野依良治 

開発パートナーである富士通株式会社をはじめ、東

北地方太平洋沖地震によって被災された厳しい状況

にもかかわらず「京」の製作に打ち込んでいただいた

企業の方々のご尽力に感謝いたしますとともに、この

喜びをともに分かち合いたいと思います。そして、世

界に誇るべき結果を導いた力は必ずや被災地復興

の原動力となることを確信しています。 

開発の手綱を緩めることなく来年 6 月の完成を確実

に達成するとともに、この世界最高性能の「京」が多く

の方に活用いただき、輝かしい成果の創出につなげ

られるよう、システムの維持と運用に責任をもって取り

組んで参ります。 

富士通株式会社 代表取締役会長 間塚道義 

東日本大震災の影響を受けながらも、関係者の多大

なるご協力によって今回の結果が得られたことを嬉し

く思います。特に、東北地方の協力会社の皆様には、

自らも被災した中で部品の安定供給にご尽力いただ

き、大変感謝しております。今回、数十万点にも及ぶ

部品を組み合わせ、従来の技術では動かすことさえ

難しい超大規模計算機システムを短期間で立ち上げ

て結果を出したその信頼性は、正に日本のものづくり

の集大成であると考えています。この結果に慢心す

ることなく、今後も着実に導入を進め、完成後の成果

創出に寄与して参ります。 

以上 

「注釈 

注 1 京速コンピュータ｢京（けい）｣：  
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文部科学省が推進する「革新的ハイパフォーマンス・

コンピューティング・インフラ(HPCI)の構築」プログラ

ムのもと、理研と富士通が共同で開発しているもので、

2012 年の共用開始を目指して 2010 年 10 月より順次

搬入・据付調整を進めている。「京（けい）」は理研が

決定した愛称（2010年 7月に決定）で、10ペタ（10の

16 乗）を表す万進法の単位であるとともに、もともとは

大きな門を表し、「計算科学の新たな門」という期待も

込められている。  

注 2 LINPACK：  
米国のテネシー大学の J. Dongarra 博士によって開

発された行列計算による連立一次方程式の解法プロ

グラムで、スーパーコンピュータの世界的な順位を示

す TOP500 リスト（毎年 6月と 11月に発表）を作成する

ために用いるベンチマーク・プログラム。 

 

「ウイルス作成罪」が成立 

「ウイルス作成罪」が成立、悪用目的の作成

や所持を処罰 

3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金、

2011 年 7 月に施行 

 コンピューターウイルス（以下、ウイルス）を悪用した

犯罪などを取り締まるための刑法改正案「情報処理

の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正

する法律案」が 2011 年 6 月 17 日、参院本会議で可

決し成立した。同年 7 月に施行される。  

 同法律案の特徴は、いわゆる「ウイルス作成罪」を

盛り込んだこと。正当な理由がないのに、無断で他人

のコンピューターにおいて実行させる目的で、ウイル

スを「作成」したり「提供」したりした場合には、3 年以

下の懲役または 50 万円以下の罰金となる。  

 また、正当な理由がないのに、無断で他人のコンピ

ューターにおいて実行させる目的で、ウイルスを「取

得」または「保管」した場合には、2 年以下の懲役また

は 30 万円以下の罰金。  

 国内には、犯罪目的のウイルス作成や配布を直接

取り締まる法律がなかった。過去、ウイルスを作成・配

布したとみられる人物が逮捕されているものの、罪状

は「著作権法違反」や「器物損壊」などだった。今回

可決された法律案が施行されれば、犯罪目的のウイ

ルス作成を罪に問えるようになる。  

 なお、単にウイルスを作成あるいは所持するだけで

は罪ならない。法務省では、（1）正当な理由がない、

（2）無断で他人のコンピューターにおいて実行させる

ことを目的とする――の 2 点を満たさないと罪になら

ないと強調している。  

 例えば、ウイルス対策ソフトの開発といった正当な

目的で作成する場合には、（1）と（2）のいずれも満た

さないため、罪にならない。  

 ウイルスに感染してしまい、自分のコンピューターに

ウイルスが保存されてしまった場合や、他人からウイ

ルスを送り付けられた場合なども、要件を満たさない

ので処罰されない。  

 さらに、この罪は故意犯であるため、意図せずにウ

イルスと同じような動作をするプログラムを作成した場

合でも、犯罪は成立しないという。具体的には、プロ

グラミングの過程で誤ってバグを発生させても、罪に

ならないとする。 

 

トイレット折紙とは 

人は、ちょっとした気遣いが嬉しい  

言葉では伝えられないけど、次の人のことを思いやり

たい気持ちから生まれたのが、 「トイレットペーパー

の三角折」。  

そして個室にこもっているときに持て余す時間。 

 三角以外の折り方があってもいいのでは？ 

 トイレタイムをもっと楽しめるのでは？  

トイレタイムをもっと愉快に！ もっと清潔に！ 

 そして新しいコミュニケーションの場に！  

紙を折り、楽しむ、楽しんでもらう。 

 これからは、トイレの個室が、ひとつの個展。  

このサイトは皆様が、トイレットペーパーで折り紙をす

ることによって、 よりコミュニケーションをしていだだき

たく、オープンいたしました。 

 ごゆっくりとご覧ください。 

 

作品名:富士山 

紙言葉:「日本一」 

難易度:★☆☆☆☆ 

所要時間:３分 

折り方 

  

①16 センチぐらい引き出します ②２センチ程、内側に折ります 

  

③内側の角を中心まで折って逆

三角形を作ります 

④逆三角形を上に折ります 
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⑤トイレットペーパーを回して頂

上をホルダーにはさみます 

⑥完成です 

 

 

作品名：ハート 

紙言葉：「LOVE」 

難易度：★★☆☆☆ 

所要時間：３分 

 

 

 

①16 センチぐらい引

き出します 

②三角形に折ります ③元に戻します 

 
④三角形に折ります ⑤元に戻します ⑥三角形に折った

線の頂点まで折りま

す 

   

 
⑦斜めの折り線に沿

って広げて折ります 

⑧広げて折り終えた

図 

⑨重なっている左側

の一枚を右側に移

動します 

   

 
⑩完成図 ⑪7 と同じく反対側も

広げて折ります 

⑫広げて折り終えた

図 

   

 
⑬重なっている右側 ⑭完成図 ⑮重なっている１枚

の１枚を左側に移動

します 

を中心に沿うように

折ります 

   

⑯折り終えた図 ⑰15 と同じく反対側

も折ります 

⑱右側の重なってい

る部分を左に移動し

ます 

   

 
⑲完成した図 ⑳★の部分を持ち、

端に沿うように広げ

て折ります 

㉑折り終えた図 

   

 
㉒反対側も同じよう

に広げて折ります 

㉓両方折り終えた図 ㉔綺麗に四角になる

ように形を整えます 

   

㉕上の部分を持ち半

分折ります 

㉖元に戻すと折り線

が出来ます 

㉗左側の上部を手

前に折り、広げて折

ります 

   

㉘反対側も同じく広

げて折ります 

㉙四角部分の下半

分を上に折ります 

㉚反対側も同じく折

ります 

   

 

 

㉛折った手前の 1 枚

の上部分と横の角を

少し裏側に折ります 

㉜トイレットペーパホ

ルダーを回し完成で

す 

 

   

 

 


