HIGH ENERGY ACCELERATOR RESEARCH ORGANIZATION

COMPUTING
RESEARCH
CENTER

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構

計算科学センター

計算科学センター
Computing Research Center

中央計算機システム
Central Computer System

ssspage 3

KEKネットワーク
KEK Network

ssspage 9

ssspage 7

スーパーコンピュータシステム
Supercomputer System

ssspage 11

情報基盤サービス
IT Service

1

High Energy Accelerator Research Organization Computing Research Center

ssspage 13

認証局

Certificate Authority

ハドロン実験施設
物質・生命科学
実験施設（MLF）

メインリング
円周 1,568m

ニュートリノビーム
3 GeV RCS

前置ニュートリノ
検出器

円周 348m

リニアック
330m

J-PARCネットワーク
J-PARC Network

ssspage 13

WLCG – the world’s largest compu ng infrastructure – consists of 1
million CPU cores and 1 exabyte of storage capacity as of 2012.
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中央計算機システム
Central Computer System

本機構の研究全般を支える計算機システムとして、中央計算機システムがあります。中央計算機システムは、主に実験データの解析
に利用するデータ解析システムに加え、電子メールシステム、Web システムなどの IT インフラを含んでいます。

The Central Computer System is commonly used for various research activities at KEK. It consists of the Data Analysis System, which is
used for the analysis of experimental data, and IT infrastructure such as the E-mail and the Web Systems.

ワーク・計算サーバ

Work/Computing Server

IBM iDataPlex DX360 M3 340nodes

データ解析システムは、大量の実験データの蓄積とその解析を主な目的とするシステムで、大規模な計算サーバ群と大容量ストレー
ジシステムを備えた計算機システムです。計算サーバ群の総 CPU コア数は 4176 コアでインタラクティブ解析やバッチ処理による解
析が行われます。ストレージシステムは 7PB の磁気ディスクシステムと最大容量 16PB のテープライブラリから構成されており、全
領域を一つの分散共有ファイルシステム (GPFS) としてアクセスできます。

For the purpose of the accumulation and analysis of a large amount of experimental data, the Data Analysis System provides
high-performance computing servers and a large-capacity storage system. The computing servers, which consist of a Linux
cluster system with 4176 CPU cores, can be used for both interactive and batch analyses. The storage system consists of a
hard disk system of 7 PB and a tape library with a maximum capacity of 16PB. The storage system uses a high-performance
shared-disk clustered file system (GPFS), and users can access data under a single file system from any computer nodes.

KEKCC では WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) を実現するための gLite システムを導入しており、本システムを使用すること
により、国内外の研究機関との計算資源及び大規模データの共有、計算資源の管理が可能となっています。また、データ Grid シス
テムとして iRODS (integrated Rule-Oriented Data System) を導入しており、国内外の研究機関とのデータ共有およびユーザ管理の
効率化が可能です。
KEKCC uses the gLite system as a part of WLCG (World LHC Computing Grid). In this system, computing resources, CPUs, and large-scale
data can be shared among domestic and foreign research institutes and is efficiiently managed. In addition, iRODS (integrated RuleOriented Data System) is used as a data grid system. iRODS provides data sharing between collaborating institutes and efficient resource
management.
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磁気ディスクシステム

階層型ストレージシステム

Disk Storage System

HSM System

DDN SFA10K x6 (6.9PB)

IBM TS3500 Tape Library
(16PB)
IBM TS1140 Tape Drive x60

グリッドシステム

メールシステム、ウェブシステム

Grid System

Mail System, Web System
gLite system
IBM System x3550 M3 x30
iRODS system
IBM System x3650 M3 x6
IBM DS3512 (4TB)
NAREGI system
IBM System x3550 M3 x7

Mail system
IBM System x3250 M3 x16
IBM System Power 710 x4
IBM Storwize V7000
Web system
IBM System x3250 M3 x8
IBM System x3550 M3 x5 (機構Web)
IBM Storwize V7000
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中央計算機システムを利用する研究グループ
User groups of the Data Analysis System

Belle実験

Belle Experiment
Belle 実験は、物質と反物質の間のわずかな反応の違いを B 中間子の崩壊の中から検出するための素粒子実験です。2008 年ノーベ
ル物理学賞の受賞対象となった小林 - 益川理論の検証に貢献しました。後継となる Belle Ⅱ実験ではこれまでの実験の 50 倍のデー
タが出ると見積もられています。

The Belle experiment is conducted to detect in tiny differences among the reactions of particles and anti-particles in B meson decays.
It contributes to the verification of the Kobayashi Maskawa theory, for which Kobayashi and Maskawa were awarded the Nobel Prize in
Physics in 2008. The next generation of the Belle experiment, Belle Ⅱ, will detect data 50 times as large as the Belle experiment.

小林 誠
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益川 敏英

小林誠特別栄誉教授のノーベル賞メダル

T2K実験

T2K Experiment
T2K（Tokai to Kamioka) 実験は、東海村の J-PARC 加速器で生成した大強度のミューニュートリノを 295km 離れた岐阜県神岡町の
地下 1000m に位置するスーパーカミオカンデに打ち込み、J-PARC とスーパーカミオカンデそれぞれでの観測結果を比較すること

でニュートリノが飛行中に別の種類に変わるニュートリノ振動（混合）の研究を行う実験です。観測結果の詳細な分析から、ニュ
ートリノの質量の起源や振動 ( 混合 ) の全容解明を目的としています。

The Tokai-to-Kamioka (T2K) neutrino oscillation experiment aims to measure the neutrino masses and the degrees of flavor
mixture. A beam of more than 99% pure muon neutrinos produced at the J-PARC accelerator in Tokai travels 295 km to a neutrino
observatory in Gifu, the Super-Kamiokande. As the neutrinos travel underground, they change flavors at a rate that is related
to their mass and mixing. This phenomenon is called neutrino oscillation. Using the high-intensity neutrino beam produced at
J-PARC, the T2K neutrino experiment will explore this neutrino oscillation with unprecedented precision. It may even be possible
to investigate the mystery of the matter antimatter asymmetry in neutrinos in order to advance our knowledge of the origin of
matter.

J-PARC Main Ring
(KEK-JAEA, Tokai)

295km

Super-Kamiokande
(ICRR, Univ. Tokyo)

©Google™

ILC計画

ILC Project
ILC( 国際リニアコライダー ) 計画は、250 ～ 500GeV の衝突エネルギーで（将来的には 1000GeV に拡張 ) 電子と陽電子の衝突実験

を行う計画です。衝突により何百万ものヒッグス粒子やトップクォークを生成し、その粒子を観測することにより「標準理論」を
越えた新しい理論を探します。

The ILC (International Linear Collider) is an e+e – linear collider with an initial energy range of 250 to 500 GeV which can be
extended up to 1000 GeV. Producing millions of Higgs and top quarks near their production thresholds, the ILC will be useful for
investigating the fundamental laws of nature beyond the standard model.

High Energy Accelerator Research Organization Computing Research Center
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スーパーコンピュータシステム
Supercomputer system

大規模数値シミュレーション用のシステムです。システム A: 日立 SR16000 モデル M1、及びシステム B: IBM Blue Gene/Q の二つの計
算サーバを中心とした複合システムです。

KEK supercomputer system is used for large-scale numerical simulations. The system is mainly composed of two computation servers
― System-A: Hitachi SR16000 model M1 and System-B: IBM Blue Gene/Q
広範なタイプの数値計算に適した構成にな
っています。それぞれのノードには 256GB
のメモリを共有する 32 個の Power7 プロセ
ッサコアが搭載され、それらが協調して計
算を行うことができます。全体では 56 個
のノードが専用ネットワークで結合され、
互いに通信しながら計算を実行します。

This machine is suitable for a wide range of
high-performance computations. Each node
has 32 Power7 processor cores that shares
256GB of main memory. This system has 56
nodes connected by a dedicated network
and performs parallel computations with
message passing.

System-A : Hitachi SR16000 model M1
理論演算性能 54.9TFlops, 主記憶 14TB Peak speed 54.9 TFlops, Main memory 14TB

1 ラックあたり 1024 個の計算ノード（ノ
ードあたり 16 個のプロセッサコア）を持
ち、209.7TFlops の演算性能、16TB メモリ
を備えています。5 次元トーラス型の高速

ノード間通信を備え、大規模並列計算に適
したアーキテクチャとなっています。これ
を 6 ラック運用しています。

Each rack has 1024 compute nodes (each
node has 16 processor cores) connected
by a 5-dimensional torus network, which
achieves a peak performance of 209.7 TFlops
with 16 TB memory. System-B is suitable for
massively parallel computations. Six racks in
total are in service.

System-B : IBM Blue Gene/Q
理論演算性能 1.26PFlops, 主記憶 96TB Peak speed 1.26PFlops, Main memory 96TB
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スーパーコンピュータシステムを利用した研究
Computations on the supercomputer system

KEK のスーパーコンピュータシステムは素粒子・原子核物理、物性物理、加速器物理等のシミュレーションに利用されています。「KEK 大型シミ
ュレーション研究」として共同利用の申請を受け付け、審査委員会によって利用時間が決定されます。 (http://ohgata-s.kek.jp/)
KEK supercomputer system is used by collaborative researches in theoretical elementary particle and nuclear physics, condensed matter physics,
as well as for accelerator simulations. Large-scale Simulation Program is a framework to offer the computation budget to users through reviews by
Program Advisory Committee. (http://ohgata-s.kek.jp/)

格子量子色力学
Lattice Quantum Chiromodynamics
核子（陽子や中性子）を構成するクォークとグルーオンの相互作用
を、第一原理である量子色力学に基づいて計算しています。4 次元
時空を格子で近似することにより計算機シミュレーションが可能に
なり、陽子や中性子、中間子などの質量や崩壊の様子、真空の持つ
性質の解明などが可能になります。最近では核子間に働く核力の計
算も可能になっています。
Guido Cossu © 2011
Press release:
Univ. Tsukuba,
Univ. Tokyo (2007)

Dynamics of quarks and gluons, which are elements of
nucleons, are described by Quantum Chromodynamics
(QCD), the fundamental theor y of strong interaction.
Numerical simulations of QCD become possible with a lattice
discretization of the 4-dimensional space-time. It enables
to predict masses and decay form factors of nucleons and
mesons, and to explore vacuum structure without model
assumption. Recently nuclear force among nucleons has also
become possible to investigate.

その他の研究例
Other research topics
◆超弦理論とブラックホール /

superstring theory and black holes
◆素粒子反応過程の自動計算 /

automated computation of elementary processes
◆Super-KEKB, J-PARCの加速器シミュレーション /

Accelerator simulations for Super KEKB and J-PARC
◆物性物理のシミュレーション /

Condensed matter physics simulation
◆超新星爆発のシミュレーション /

Supernova explosion

High Energy Accelerator Research Organization Computing Research Center
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KEKネットワーク
KEK Network

KEK には大小併せて 210 あまりの建物があり、そのうち 70 カ所にスイッチを設置
しています。建物によってはフロア毎に設置しているのでスイッチは合計で 200 個
ほどです。各箇所からは直接計算科学センターまで光ファイバーを敷設し、スター
状のネットワーク構成となっています。
There are about 210 buildings in KEK, and 70 of these are directly connected to the
Computing Research Center (CRC). As some of the buildings have connections from
each floor to CRC, the total number of the switches is about 200.

KEK では多くの建物・部屋を様々なプロジェクトが入れ替わりながら使用します。
そのため、各部屋の情報コンセントは接続された機器を識別して各種プロジェクト
用のネットワークに自動的に繋がるようになっています。

# of hosts

When users plug network devices into a network outlet, the upstream switch
recognises the device and connects the device to the network appropriate to the
user's project.
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無線 LAN 集中管理装置

Wireless LAN Controller
無線 LAN の基地局は機構に 200 台程度あり、一つの基地局から複数のネットワー
クが利用可能になっています。敷地が広大なので全域で利用可能にはなっていませ
んが、会議室などの公共性が高い場所を優先して整備をすすめています。

There are about 200 wireless network access points in KEK. As this number is
not enough to cover the entire KEK campus, we install them in common spaces
according to priority.
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KEK は大型実験を行う大学共同利用機関であり機構外への大量データ転送は必要不可欠です。
全ての通信をファイアウォール経由にすると大変高額なものが必要になるので、国立情報学
研究所の運用する SINET の VPN サービスを利用し、各プロジェクト専用のイントラネットを
利用者の大学まで延長しています。

As KEK is an Inter-University Research Institute Corporation that conducts large-scale
experiments, the high-speed data transmission from KEK to the outside is indispensable. For
this purpose, the intranets for several experiments are extended to domestic universities via
the VPN service of SINET.

1984 年から KEK では国内大学の高エネルギー物理研究室と X.25 パケット網で接続し、
HEPnet-J を運用してきました。現在ではすべて IP ベースに移行していますが、それぞ
れの大学の IP アドレスとは独立のブロックとポリシーで運用を続けています。
Since 1984, KEK operates HEPnet-J to connect domestic laboratories of high energy
physics to each other.
欧米、特に欧州の研究機関へのデータ転送の場合、双方のデータ転送用機器へのチュー
ニングが不可欠です。計算科学センターでは実験グループからの相談を受け個別の状況
を調査し、チューニングパラメータの提案を行っています。

For the faster data transmission from Japan to US or EU, several parameters must be
configured properly, but the actual speed heavily depends on the available bandwidth of
the network. We investigate each user case individually and suggest the correct tuning
parameters.

KEK→ドイツでの実例
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通信開始からの経過時間(秒)

途中に1Gbps未満の空きしかない回線区間があるため、
1Gbps出せる設定にすると逆効果になる
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情報基盤サービス
IT Service

セキュリティサービス

Security Service

VPN（Virtual Private Network）
セキュアなリモートアクセス手段として、機構外から機構内ネットワークへの VPN による接続サービスを提供しています。パソコン
の種類やネットワーク環境に合わせて、利用者が IPSec-VPN あるいは SSL-VPN の接続方式を選べるようになっています。VPN 接続数
は一ヶ月あたり一万件を上回っています。

For secure remote access from the outside of KEK, we provide a VPN connection service. In this service, users can select either IPsec or SSL
protocol depending on their terminal and the outside network environment. There are over 10,000 VPN connections per month.

2011 年 4 月から 2012 年 3 月までの月別接続数の推移

Anti-virus softwareの配布
パソコンの利用では、常にセキュリティを最新の状態にし、アンチ
ウィルスソフトウェアによりさまざまな攻撃からパソコンを防御す
ることが必要です。計算科学センターは、機構のセキュリティ向上
を目指して、アンチウィルスソフトウェアを配布しています。

アンチウィルスソフトウェアの配布状況

When using a personal computer, everyone should ensure that it
is updated, and install anti-virus software to protect against various
outside attacks. To improve computer security at KEK, we have
distributed anti-virus software for personal computers.

Eduroam
eduroam はヨーロッパで開発された無線 LAN ローミング基盤で
す。ヨーロッパでは約 40 ヶ国、アジア太平洋地域ではオーストラ
リア・中国・香港・台湾・日本・ニュージーランド・フィリピン・
カナダ・アメリカが参加しています。計算科学センターは、2006
年より eduroam に参加しています。研究者がそれぞれ所属する機
関で eduroam システムに登録されていれば、世界中の eduroam
参加機関で無線 LAN に接続できます。
Eduroam is a roaming infrastructure for a wireless connection
developed in Europe. Over 40 countries in Europe join in it, and in
Asia-Pacific area Australia, China, Hon Kong, Taiwan, Japan, New
Zealand, Philippines, Canada and USA are participating in it. We have
joined it since 2006. Researchers or students registered in eduroam
can connect their devices to the wireless network in participating
universities and laboratories in the world.
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KEK 来訪者の eduroam の利用状況（2012 年）
日本

cc.uec.ac.jp
ecsy.yamagata-u.ac.jp
eduroam.kyoto-u.ac.jp
eduroam.tohoku.ac.jp
hepnet.jp
kek.jp
nii.ac.jp
riken.jp
student.tohoku.ac.jp
upki.eduroam.jp
yzdn.yz.yamagta-u.ac.jp
cc.it-hiroshima.ac.jp
nagoya-u.ac.jp

ドイツ

desy.de
eduroam.mwn.de
gsi.de
gwdg.de
mwn.de
rzg.mpg.de
uni-bonn.de
uni-giessen.de
uni-karlsruhe.de
uni-siegen.de

イギリス

cam.ac.uk
ed.ac.uk
ox.ac.uk
manchester.ac.uk
qmul.ac.uk
rhul.ac.uk

オーストリア

oeaw.ac.at
tuwien.ac.at
univie.ac.at

スロベニア

fg.uni-mb.si
fmf.uni-lj.si
ijs.si
uni-mb.si

その他

ubc.ca
utoronto.ca
kit.edu
uci.edu
csic.es
cuni.cz
epfl.ch
fysik.dtu.dk
roma1.infn.it
u-psud.fr
umu.se
uq.edu.au
wigner.mta.hu

電子メール

E-mail

本機構の電子メールシステムは、職員や共同利用者など 1,400
人以上の電子メールの送受信を担っています。また、研究活
動や業務に関わるメーリングリストの運用も行っています。
本システムでは一日あたりおよそ 10 万件の電子メールを処理
しています。

The E-mail System delivers and receives e-mails for more than
1,400 people at KEK. The system deals with about 100,000
emails per day. It also provides a mailing list service for
research activities and operations at KEK.

ウェブシステム

2012年4月のメールの処理件数の推移

Web System

計算科学センターでは、研究成果の公開，研究者問の情報交換，会議及びグループミ
ーティング支援のための Web システムを運用しています。

The CRC provides Web systems for publication of research activity, sharing of
information among the community, facilitating group meetings and organization of
conferences and workshops.
研究情報 Web (Research Information Web) : research.kek.jp
ウィキ (Wiki) : wiki.kek.jp
コンファレンス Web (Conference Web) : www-conf.kek.jp
会議支援 Web (KDS Indico) : kds.kek.jp

TV会議システム Video Conference System
計算科学センターでは、国際的に行われている共同利用実験や業務の打合せ等に
多地点で会議が可能なように MCU（多地点会議装置）のサービスを行なっていま
、
す。MCU に接続する端末は、IP ベースを主体とした H.3231 端末（TV 会議専用）
PC（SeeVogh2）と出張先や自宅等から電話、Skype を使って会議に参加可能とな
っています。会議主催者は、MCU 会議開催のために予約用 WEB サーバから会議
予約を行います。MCU の使用率については、平日で最大同時接続数が 10 から 25
となっています。

The MCU(Multi-point Control Unit) is the Video Conference System for joint
experiments and daily use at KEK. The clients available for use on the MCU are
H.323, SeeVogh, telephone or Skype. The organizer of a conference can reserve
the MCU via the web. Weekday MCU usage ranges from 10 to 25 concurrent
clients at one time.
1 国際電気通信標準化部門（ITU-T）が承認・勧告した IP ネットワークで使われる TV 会議の規格
2 米国カリフォルニア工科大学の高エネルギーグループが開発した PC ベース TV 会議用ソフトウェア
（Windows,Mac,Linux 等をサポート）

High Energy Accelerator Research Organization Computing Research Center
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認証局

Certificate Authority
KEK や日本国内で行われているグリッドを利用した様々な研究（KEK の Belle II 実験、CERN の ATLAS および ALICE 実験、ILC 計画、格
子量子色力学など）を支援するため、2006 年から認証局を運用しています。認証局では、ユーザーやホストに対し公開鍵証明書を発
行しており、証明書や付随する鍵はグリッドでの認証や通信で使用されます。本認証局は、IGTF (International Grid Trust Federation)
の一員として他国・地域の認証局と連携し、国際的な大規模グリッドでの認証基盤を担っています。

We have maintained a Certificate Authority since 2006 to support various research projects using grid computing conducted at KEK
and in Japan, such as the Belle II experiment at KEK, the ATLAS and ALICE experiments at CERN, the ILC project, and lattice quantum
chromodynamics (QCD). The Certificate Authority issues digital certificates to users and hosts, and the issued certificates and associated
keys are used for grid authentication and secure communication. Our Certificate Authority is an accredited member of the IGTF
(International Grid Trust Federation), which plays a major role in establishing an authentication infrastructure for international large-scale
computing grids.

J-PARCネットワーク
J-PARC Network

大強度陽子加速器施設 J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex: http://www.j-parc.jp) は、主要な施設が東海キャンパス
にあり、日本原子力研究開発機構（JAEA）と共同で運営しています。世界に開かれた多目的量子ビーム利用施設である J-PARC では、
世界最高クラスの陽子 ビームで生成する中性子、ミュオン、K 中間子、ニュートリノなどの多彩な 2 次粒子ビームを利用して、素粒
子物理、原子核物理、物質科学、生命科学、原子力など幅広い分野の最先端の実験研究が行われています。J-PARC の基幹ネットワー
ク JLAN には、3000 台以上の情報機器が接続されおり、LAN 環境および 10Gbps のインターネット接続環境を提供しています。また
加速器のある東海地区と実験データ解析が行われる中央計算機があるつくば地区を結んで J-PARC の研究活動を支えています。インタ
ーネット及び東海 - つくば間の接続は、国立情報学研究所の SINET4 (http://www.sinet.ad.jp) を利用しています。

J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex http://www.j-parc.jp) consists of a series of world-class proton accelerators and the
experimental facilities on the TOKAI campus that make use of the high-intensity proton beams. Open to users from around the globe.
J-PARC is a multi-purpose facility that is unique in the variety of secondary-particle beams produced and has been put to use in cuttingedge research across a wide range of scientific fields including fundamental nuclear and particle physics, materials and life science, and
nuclear technology. The J-PARC network infrastructure, JLAN, connects more than 3,000 information systems in J-PARC, providing an
Internet access speed of 10 Gbps. It also connects the Tokai area, where accelerators exist, and the Tsukuba area, where the main data
analysis computers exist, with an 8 Gbps bandwidth using the SINET (http://www.sinet.ad.jp) .
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ハドロン実験施設
物質・生命科学
実験施設（MLF）

メインリング
円周 1,568m

ニュートリノビーム
3 GeV RCS

前置ニュートリノ
検出器

円周 348m

リニアック
330m

250

4000
Edge Switches

3500

WLAN Access Points
3000

SW and WLAN AP

No. of hosts
2500

150

2000
100

1500
1000

No. of Hosts connected to JLAN

200

50
500
0

0

Number of Hosts , edge SW and wireless AP on JLAN

High Energy Accelerator Research Organization Computing Research Center

14

研究活動
Research Activities

GRACE
GRACE は、素粒子理論の散乱断面積の計算を自動的に計算するソ

フトウェア・システムです。このシステムは理論、実験、計算機
の専門家が共同で開発してきました。このシステムを使って、素
粒子理論の精密な理論解析を行うばかりではなく、実験解析のた
めの事象生成プログラムを作成して、高エネルギー物理学実験に
も応用しています。また積分をはじめとする数値計算技法、ファ
インマン図を取り扱う数式処理手法、高速化のためのプログラム・
並列化技法などさまざまなソフトウェア技術を駆使し、ILC（国際
リニアコライダー）実験において必要な大規模計算に挑戦してい
きます。

For the study of reactions in high energy physics, automatic
computation systems have been developed and are currently
widely used. GRACE is one such system and it has been very
successful at analysing experimental data. In the course of our study
and development, we have confronted the problems associated
with large-scale computations. These restrictions can be removed
by hardware development and software engineering (numerical
computation, symbolic computation, and parallel computation).

Manyo-Lib

中性子実験解析ソフトウェア

Analysis software framework for neutron scattering experiments

Manyo-Lib は、中性子実験のデータ解析ソフトウエアを作るための基盤ソフトウエアです。これを使うことで、簡単に素早く、そして、
エラーを起こしにくい実験データの解析ソフトウエアを作ることができます。このようなソフトウエアを準備し提供することは、大学
共同利用機関としての役割でもあります。Manyo-Lib は、C++ と Python 言語を組み合わせて作られており、中性子実験で共通に使う
解析機能、ネットワーク分散処理、ユーザーインターフェース、などが用意されています。図は、KEK の中性子実験施設の実際の実験
装置の解析環境としての使用例です。このように Manyo-Lib は、J-PARC の物質生命科学研究施設で、世界最強のパルス中性子源を使
った実験を支えています。Manyo-Lib の名前は、万葉集からとりました。それは、中性子実験をする様々な分野の研究者 ( 結晶、金属、
磁性体、高分子、生体物質 ) が協力し、誰でも親しむことが出来るソフトウエアであって欲しいとの願いからです。Manyo-Lib の詳し
い説明やソースコードは、Web から入手できます。http://wiki.kek.jp/display/manyo/Manyo+Library+Home
An object-oriented data analysis environment for neutron scattering experiments, Manyo-Lib, is a software framework for developing analysis
software at the Materials and Life Science Facility (MLF) at J-PARC. MLF is a facility providing high-intensity pulse neutron and muon beams for
various experiments in materials and life sciences. Manyo-Lib is composed of a C++ framework, network-distributed data-processing modules,
user interface modules, etc. Manyo-Lib has been used to build the data analysis environment for the neutron scattering instruments at MLF.
Relevant screen shots are shown in the figures. The user manual and the source code of Manyo-Lib are available on the web,
http://wiki.kek.jp/display/manyo/Manyo+Library+Home .
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Grid Computing
加速器の大型化と測定器の高精度化が進み、近年、加速器実験が生み出すデータ量は爆発的に増加しています。計算科学センターでは
こうした大規模なデータを世界中に点在する共同研究機関との間で高速に共有するための仕組みと、データが分散した環境下に於いて
なお、効率よく計算機を利用するための研究開発を進めています。

Accelerator physics experiments, such as Belle II, T2K, and ILC, will generate hundreds of petabytes of data per year in the near future. In
order to manage such a huge amount of data with a higher throughput, data from these experiments are distributed and processed on
the grid computing infrastructures, which are federated among 200+ research institutes including KEK. The CRC is also responsible for
developing the grid software, which is a key challenge in this era of exascale computing.

WLCG – the world’s largest compu ng infrastructure – consists of 1
million CPU cores and 1 exabyte of storage capacity as of 2012.

Geant4
Geant4 は、高エネルギー実験等の測定器中での素粒子と物質との相互作用をシミュ
レーションするためのソフトウェアで、国際協力の下で開発維持が行われています。
現在では、Geant4 は、高エネルギー実験のみならず、放射線医療や宇宙分野などの
放射線シミュレーションに幅広く利用されています。計算科学センターでは、学際
応用への展開として、放射線治療への応用を、放射線医療分野との共同開発研究で
行っています。
Geant4 is a toolkit for detector simulation. We have made significant contributions
to the development and maintenance of Geant4. Currently, Geant4 is the de facto
standard for radiation simulations and has also been widely used in the domains of
medicine and space. We have collaborated with medical users, and have applied
Geant4 to the field of radiation therapy.

Simulation of ATLAS experiment (@LHC,
CERN) using DAWN - a visualization tool
of Geant4.
2013MA2000

gMocren visualizes CT-scanned images
and overlay particle trajectories and dose
distribution in various views.
High Energy Accelerator Research Organization Computing Research Center
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