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biogrid project
Construct ion  of  a  Super computer 
N e t w o r k

◆ グリッド計算 GRID computing

Ubiquitous computing with a high-speed network

異なるリソース （PC・高速計算機・データベース・測定装置）

を高速ネットワークで結合して、高度な計算科学環境を実現

する。

・PC グリッド (PCのグリッド）

・HPC グリッド（スパコンのグリッド）

・データ グリッド（データベースのグリッド）

統合DB → 分散統合DB
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連成計算に対する要請：
生命科学の新しいパラダイム

・Physiome Project (IUPS)
・細胞生体機能ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
（文部科学省ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞＰＪ）

（中村ら(2002)応用物理 12月号）



Physiome Project @Auckland by Peter J. Hunter

(Hunter, P.J. & Borg, T.K. (2003) Nature Rev. Mol. Cell Biol. 4, 237-243)



電子状態
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

蛋白質複合体
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

蛋白質ﾌｫｰﾙﾄﾞ
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

細胞生理
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

Quantum Mechanics Calculations   by 
AMOSS & DFT (NEC基礎研・阪大理が

開発した非経験的量子化学計算プログラ
ム：巨大な系の高精度計算が可能）

Molecular Mechanics Calculations  by 
prestoX-basic (阪大蛋白研・産総研が開
発した分子動力学計算プログラム：効率的
な構造探索が可能。）

神戸大理が開発した粗視化ﾓﾃﾞﾙによる予
測： 国際コンテストで高い評価

阪大医が開発中の筋電位信号発生シミュ
レーションとﾋﾄ肺換気ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝプログラ
ム：臨床応用を目指す

阪大医が開発中のﾋﾄ・ﾁｬﾈﾙ電流ｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝプログラム：臨床応用を目指す

生体シミュレーション@BioGrid

器官・組織ｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ
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N e t w o r k

◆

グリッド（異機種・多様なマシン）のハード上で、

異なるレベルのアプリケーション・プログラムが

統合化されて練成計算を実行する仕組み。

特に、バイオのシミュレーションに焦点をあてた

ものをバイオフーガと称する。

BioPfuga:
Biosimulation Platform United on Grid Architecture

バイオフーガ
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N e t w o r k

◆BioPfugaによるHF/DFT/MM連成計算の実施

・ プログラム間のデータ授受の標準化

・ プログラムのコンポーネント化
→ Web serviceプログラムへ（OGSA (Open Grid 

Service Architecture)に準拠）

→ bmsML (BioMolecular Simulation Markup
Language) の提案



biogrid project
Construct ion  of  a  Super computer 
N e t w o r k

◆

1) 生体分子シミュレーション計算中（前後も含む）の巨大

なデータについて、データ記述の標準化を行い、異な
るプログラム間でのデータ授受を一元化する。

→ プログラム開発グループに依存しない利用。

→ コンポーネント化されたプログラムで利用すること
によって、開発グループの異なるプログラムを容易に
入れ替えて利用。

→マルチスケールの連成計算が容易となる。

2) スキーマと主なAPIを公開する。

3) データグリッド技術の利用によるワークフロー管理が

将来行える。

bmsML開発の目的



複数の異なるシミュレーションをグリッド上で連成計算
するための仕組み。（OGSAによるWeb service化）

Portal/
Client Program

Service
A

Service
C

Service
B

User

GT3 GT3 GT3

Communicate using SOAP

Distributed 
computing 
System

Personal user

SOAP

(GT3: Globus Toolkit version  3.2 of OGSA-Open Grid Service Architecture)

site-A site-B site-C



分子動力学：Molecular mechanics (MM)と
量子化学：Quantum mechanics (QM-
HF/DFT) の連成計算

QM area

Active site of
an enzyme

Ligand

MM area

Htotal = HQM(x,x) 

+ HQM/MM(x,y) 

+ HMM(y,y)

Hamiltonian of total system

Calculate 
in QM area

Calculate 
in MM area

マルチスケール・シミュレーションのための統合化例
蛋白質分子構造のダイナミクス・シュレーション

電子状態シミュレーション

Grid 計算による連成化



Grid Serviceの仕組み

Client controller

ServiceInstance 

Adapter

SOAP

MPI-Application
:AMOSS/GSO-X/

prestoX

5. Communicate using MPI

GT3
FactoryService

Site-A

4. Create Process

1. CreateService()

3. Access to Service

2. Create Service

Adapter separates from
GT3 to LAM/MPI
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◆ バイオフーガによるHF/DFT/MM連成計算

Client controller

bmsML

User@
千里中央

Site-B

AMOSS
Service

GT3

AMOSS(HF)

QM(HF)

@CMC吹田 Site-C

QM(DFT)

GSO-X
Service

GT3

GSO-X(DFT)

@CMC豊中

MPI MPI156CPU40CPU

Viewer 
portal

Site-A

MM(MD)

prestoX
Service

GT3

prestoX
(MPI)

MD-Grape2

@蛋白研
bmsML

bmsML
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◆

ユーザー・ターミナル
連成計算コントローラ

阪大サイバーメディアセン
ター（吹田）PCクラスター
AMOSS Service (QM-HF)

阪大蛋白研 MD専用計算機
prestoX Service(MM)

メッセージ交換
SOAP(XML)

メッセージ交換
SOAP(XML)

ポータルサーバ
jV (Viewer)

可視化

HTML

メッセージ交換
SOAP(XML)

古典的分子動力学計算
分子軌道法計算

異機種の分散高速コンピュータを結んだグリッド計算

OGSAをベース

にした連携環境

阪大サイバーメディアセン
ター（豊中）PCクラスター
GSO-X Service (QM-DFT)

密度汎関数法計算
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HF/DFT/MM 連成計算による
π電子の関わる水素結合の解析

δ
-

by π-electron cloud
d

δ
+



計算実施のデモ



Asn194

Asn78

水チャネル（アクアポリン）
のHybrid-HF/DFT/MM 
simulation

membrane region

Murata et al. (2000) Nature 407, 599-605.



Hybrid-HF/DFT/MM 
simulation of  Aquaporin 1

HOMOの一つ下

の軌道

membrane

Aquaporin1

HOMOの軌道



水チャネル・
アクアポリン
のHF/MM 
連成計算に
よる電位分布
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