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１、技術力に関わる国際競争力は低下しているか 

欧州のビジネススクールとして著名なスイスの国際経営

開 発 研 究 所  (International Institute for Management 

Development)の WORLD COMPETITIVENESS CENTER 

(WCC) が 発 刊 し て い る 世 界 競 争 力 年 鑑 (World 

Competitiveness Yearbook)に掲載されている国際競争力ラ

ンキングでは、2013 年の日本の競争力ランキングによると、

何と日本は米国、スイス、香港、スエーデン、シンガポール

を上位に、そして台湾、マレーシア、中国、韓国などにも下

位で 24 位(2012 年は 27 位)に位置づけられている。 

確かにわが国の経済全体の競争力を他国と比較評価し

た場合、国家財政の問題や国際的な感性など劣位にランク

される項目がないでは無い。しかしこと技術力に関わり項目

を抽出してみると、持続可能な発展（の優先度）（1 位）、R 

＆ D の総支出（$）（2 位）、ビジネス部門の R ＆ D の支

出（$）（2 位）、（国内の）研究開発者数（常勤換算）（2 位）、

企業における研究開発者数（常勤換算）（2 位）、コンピュー

タの（使用）シェア（3 位）、科学の学位（3 位）、科学記事数

（3 位）、特許出願件数（3 位）、一人当たり特許出願件数（3 

位）など挙げられる。その順位は世界で１～３位にランクさ

れ、マクロ的視点で見た貿易関連の指数は、いずれも 上

位に位置づけられている。(注：財貨（物）とサービスの輸入

（GDP 比）（2 位）、対外直接投資（フロー）（$bn）（2 位）、

直接投資の収支（フロー）（$bn）（2 位）、公共部門での雇用

（2 位）、GDP（$bn）（3 位）、GDP（購買力平価換算）（3 

位）)。 

ではどのような要因でわが国の国際競争力ランキングが

低いのだろうか。同調査データによると、多分にわが国の産

業特性に依存していることが判る。例えば、対内直接投資

（フロー）（$bn）（59 位）、対内直接投資（ストック）（GDP 比）

（59 位）、生産移転の脅威（59 位）、観光収入（GDP比）（58 

位）など、海外企業の国内投資や生産移転の脅威は高い、

ことが大きな要因になっていることを示している 

(文末参照：国会レファレンス課小針泰介作成、国立国会

図書館調査及び立法考査局レファレンス 2013.1)。 

 

つまりＩＭＤの競争力ランキングは多分に総合的に経済

評価をしたもので、だからどのような政策が重要なのか、な

ど具体的指針とは、関係がない。いわばＩＭＤは、目的関数

である｢国際競争力｣の意味を精査せずに、数値化でき易 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い指標を抽出し、経済状態、政府の効率、ビジネスの効率

そしてインフラの 4 分類に区分けして総合化したに過ぎな

い。 

我々にとっての主要な課題は、わが国の産業競争力を特

に技術力の視点から、どう評価できるかであろう。生産移転

の脅威というリスクが高いことを除けば、技術に関する資源

投入面では、名実ともに世界のトップを走っていると言うこと

ができる。 

技術面から見た国際競争力を個別的に掲げる意味がど

の程度重要なのかは、議論が必要だろうが、主要産業別に、

将来の競争優位性を上げれば以下の如く纏められよう。 

 環境対応の自動車エンジンでリッター当たり 30ｋｍを越え

るエンジンは現在少なくとも日本にしか存在しないし、自動

二輪車では世界市場を席巻している。航空機産業は戦後

政策的に開発を封鎖して来たこともあり競争力があるとは言

えないが、航空機エンジンでは、英米を越えるレベルに到

達しつつあると見られる。建設機械、工作機械なども国際競

争に曝されているというものも、コスト競争力の視点を調整

すれば、依然として世界のトップ水準にある。 

自然エネルギーの普及の 大に阻害要因は電力生産の

安定性にあるが、それを解消する電池ではＮＡＳ電池やＳｉ

ＣＢ電池など世界の主導権を握っている。素材産業でも金

属やセラミックスは、技術的に世界をリードしているが、残念

ながら次世代のバイオ技術では、iPS 細胞など特定領域以

外は、国内の過当競争環境が災いして基礎研究基盤を形

成するまでには至ってはいない。 

 

１、巻頭言	 

技術力基盤整備と政府への期待	 

	 

特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会	 

理事長	 	 	 許斐	 義信	 
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問題は、過去圧倒的な競争優位性を保持してきた情報電

子分野である。そこでは多くの経営分野の研究者が指摘す

るように、主要技術の変革、組み立て工程とインタフェース

の標準化などが起き、競争優位性が部品レベル以外になく

なり、国際ＳＣＭや事業モデルの設計に於いて後塵を拝す

る事態に陥っていて、概念的な将来構想はないではないが

実現へ向けて勢力を注入している様子は見かけられない。 

 このように個別産業毎に技術優位性を精緻に分析・棚卸

することが求められているが、少なくとも 2 点に於ける政策

的決定が必要だと考えられる。 

その第一点は、企業経営に於ける研究投資や事業化へ

のリスクある挑戦に対する経営資源配分には大きな制約が

あることであり、投資リスクのマネジメント力など管理化して

いる企業の舵取りを改革することが不可欠であろう。それが

単に企業だけの問題で済むのか、或いは政治的支援が必

要なのか。それは別途、検討すべきであろう。 

第二点は、まさに民間企業の領域を越える先進技術への

投資や産業化への支援や制約条件の除去などある。航空・

宇宙、軍事、バイオなど、現状で短期中期には事業化でき

難い技術領域を育成するか否か政策的判断が求められると

考えている。その一つが、ここで取り上げたスーパーコンピ

ュータ（米国では High Performance Computer、スパコンと略

称）である。 

 

２、政治摩擦に敗れたスパコン開発 

 米国が支配してきたスパコンでも、ＩＢＭのメインフレーム

と同様、日本企業の米国追撃が成功を収める水準に到達し

てきた。ハイテク技術で主導権を確保したい米国との間で、

激しい貿易摩擦が起きたことを思い出す。それはスパコン

を巡って 1980 年代から約10 年間に起きた深刻な日米技術

摩擦である。それまで原子力や軍事監視衛星の基盤技術

であったスパコンを日本企業が独自開発に成功し、対米輸

出の契約を獲得したことに端を発していた。 

それは 1985 年の米国国立大気研究センターへの導入キ

ャンセル、1987 年のマサチューセッツ工科大学 (MIT) へ

の導入キャンセル、そして 1996 年の NEC へのスーパー

301 条（「包括通商・競争力強化法」(Omnibus Foreign Trade 

and Competitiveness Act) の対外制裁に関する条項の一つ）

通商法301条（貿易相手国の不公正な取引慣行に対して当該

国と協議することを義務づけ、問題が解決しない場合の制裁に

ついて定めた条項）の強化版で当時 454％の関税を掛けら

れた：ウイキペエディア参照）の発動、と続き、日本メーカー

製のスパコンの対米輸出に関して、米政府から数多くの圧

力があった。特に表立って摩擦問題として議論されていた

とは考えられないが、実は、単にハード面での優位性だけ

ではなく、3 次元流体の解析ソフトの優位性(流体力学研究

所)も加わり、次世代自動車のボディー設計や希薄燃焼エン

ジン開発とも密に係わっていた。当時スパコンで世界の主

導的地位にあったクレーは、わが国で、当該ソフトの獲得を

画策するなど、民間製品の開発に於いて将来の競争優位

性を左右する基盤技術になってきていたスパコンは、 早、

軍事技術を目的とした技術分野だけで利用する特殊な技

術ではなくなっていた、ということも背景にあったと想定され

る。 

当時、米国は 1985 年のプラザ合意から産業の競争力の

再生を主眼とする｢プロパテント戦略｣を展開、富士通・日立

そしてＮＥＣの 3 者もが同時にスパコンへ参入したこと、そし

てスパコン用のプロセッサーに於いてもメインフレーム同様

にＣＭＯＳ半導体をベースにしたベクトル型プロセッサーで、

性能価格比で当時の米国 大のスパコンメーカであったク

レーの 4 倍の性能を実現していたこと、などから技術による

産業再生を目指していた米国では、もはや民間の企業競

争力に依存する類の問題ではないとの政治的判断が加わ

り、高関税や政府系機関による日本製スパコン導入阻止へ

と傾斜していった。日本のスパコンはコア技術の一つである

プロセッサーを開発するだけではなく、半導体の先端技術

を駆使して高い性能を達成したのであった。つまり今日の

半導体部門を手離し、一部ではパソコンすら中国企業へ依

存している日本の電子機械産業の今日の姿と比較した場合、

当時は現在では考えられない程、技術的に先行した状況

にあり、まさに日本の総合技術力が結実していたと言えよ

う。 

 

３、スパコン性能 

要素技術のプロセッサー・アプリケーション 

その後、米国ではＩＢＭの開発、プロセッサーメーカのイ

ンテルやＡＭＤそしてＩＢＭの開発と、日本企業からのＯＥ

Ｍに依存したクレーの代替的開発が継続。下図の如くスパ

コン産業の制覇の再獲得へ向けて継続的な挑戦が続いて

きた。 

一方、日本のスパコン企業は、一旦は米国を越える技術

的優位性を手中に収めながら、経営的課題から、スパコン

だけではなく、半導体もパソコンも手離し、今日に至ってい

る。この間の状況については詳細な説明は省かせて頂きた

いが、いずれにしろ競争優位性の復活を狙って再開された

のが次世代スパコン開発計画であった。本次世代スーパー

コンピュータプロジェクトは、2005 年に文部科学省と理化学

研究所で開始され、2006 年に国家プロジェクトとなったのだ

が、継続的に開発を進めてきた米国に対し、遅きに失した

国家プロジェクトであったと思う。 

その 大の原因は、民間企業の技術力を事業化する用

途開発と利用機関を育成するという仕組みの問題である。

その米国との違いはスパコンを導入している米国の研究所

の特性を見れば明らかであろう(詳細はここでは触れないが、

導入機関の概要を調べられたい)。 

 本稿で紹介する富士通によるスパコンの開発と性能評価

機関でのＬＩＮＰＡＣＫ（米国アルゴンヌ国立研究所で科学

技術用プログラム言語の FORTRAN ライブラリとして開発さ

れた基本線形代数サブプログラム群を言う。その後スパコン

の性能を評価し、性能がＴＯＰ５００として公表されるようにな

った）での 2011 年における世界一は久方ぶりの快挙である

と評価できるが、同時に多くの課題も潜在化している。 

 ①スパコンの利用機関 

 現在スパコンの処理能力の面では再度、米国そして中国
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の後塵を拝しているが、問題は、その利用機関である。日

本では開発したスパコンは神戸の理化学研究所で多様な

研究機関の共同利用の形態を維持しているが、中国の用

途は軍事用であると推察されるし、米国でもその多くはエネ

ルギー省傘下の研究機関で盛んに導入され、 高レベル

のスパコンへバージョンアップが続けられている。 

 

 ②先進アプリケーション開発 

 スパコンの用途だが、 

１．予測する生命科学・医療そして創薬基盤 

 ２．新物質・エネルギーの創生 

 ３．防災・減災に資する地球変動予測 

 ４．次世代ものづくり(原子力・航空宇宙など) 

 ５．物質と宇宙の起源と構造 

 などが掲げられている。 

（丸山裕貴「次世代スーパーコンピュータ「京」世界一の

意味」2011.11.9 WED Wired Japan より） 

 

しかし、スパコン利用機関の育成と共に必要なアプリケーシ

ョン技術の開発を加速することも、同時に重要な課題である。

特にＬＩＮＰＡＣＫの資料によれば以下の図に示されている

如く、産業用途の拡大は無視できない。 

例えば、創薬分野では世界は研究開発投資を積み増し

するための企業合併が盛んであるにも関わらず、わが国で

は依然として十分な開発費を捻出できる企業規模にも到達

しておらず、スパコン以前の問題、つまり将来技術への投

資に関する経営的認識にすら限界があるように看做され

る。 

創薬に限らず、スパコン利用で研究や開発が進む事業

や技術領域は、特に 2000 年以降、急速な拡大をみせてい

る。一方、研究領域や大学・研究所でアカデミックな目的に

スパコンを利用する分野は相対的に縮小している。 

 

図 スパコンの領域別利用比率 

 
(注) LINPACK より参照 

 

 ③コア技術のプロセッサー開発力の維持 

 スパコンの処理能力順位のみに、一般の関心が集中して

いるが、本質的問題は、そのコア技術に関する開発力の育

成であろう。過去は多様なスパコン用のプロセッサーが開

発を競っていたが、現在のスパコンは富士通の独自開発を

除いて、驚くことに中国も欧州もいずれもがインテル、ＡＭ

Ｄ，そしてＩＢＭのプロセッサーをベースにした機械に集約

されている。 

 
(注)ウイキペディア・コモンズ参照 

 

政府がエネルギー省の傘下にある研究所へ資金支援を続

け、新たな技術開発への投資を怠らない米国に比較して、

わが国の政府支援は検討の余地がある。富士通が開発し

たプロセッサーを台湾企業のＴＳＭＣに依存したことをもっ

て、富士通での試作開発は予算の無駄使いであるとの批判

も一部から提言されているが、それこそスパコンの将来を大

手チップメーカーに依存する事を意味するのであり、新た

な技術で世界を先導するには、独自技術開発は欠かせな

い要素である。そのことをもっと技術基盤の強化育成の観

点から関係者の認識を改める必要がある。勿論プロセッサ

ーだけではなく多くのミドルウエアーの開発も欠かせないか

ら、全てを自前の開発に拘るべきだと言っているのではな

い。しかしシステム設計を放棄することは、その分野での技

術力を放擲することと等しいことは再認識が求められる。 

 

４、政府の支援 ： その民間投資と政府支援の峻別 

さて技術立国を標榜し技術力の国際優位性を先導する

には如何なる政府ないしは産業の対応が求められるのであ

ろうか。この種の課題は、政府の役割にも係わる課題であり、

横断的に正解を提示する事はできない。特に新興国では、

産業の活力を向上する為に政治の役割は大きい。しかし既

に工業化を終えた先進国では政治は、産業の競争力の制

約条件を除去し、所謂規制緩和が政策課題として重要性を

増すと言う議論もある。果たして、どう考えるべきなのであろ

うか。 

戦後世界経済を先導してきた米国でも、軍事用の技術開

発は国家の機能として現在も健全であるが、それが一応に

継続されているものでもない。例えばセマテックで軍事用半

導体の開発は民生技術の進歩と差異が無くなったと言う理

由で 1900 年前後には米国でもその開発支援は減少した。

 研究 

産業用途 

 学術研究 

Vender 

専門用途 
政府	 官庁 
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しかし中国のスパコン「天河号」の開発当事者は中国国防

科学技術大学で、その用途は不明確である。 

では軍事用途以外の技術開発は政府の役割では無いの

だろうか。特に今日わが国で経済再生の為に議論している

｢成長戦略｣をどうすべきか、という政治的命題とも係わるテ

ーマであろう。確かに政治的に国家予算を割いて投下する

対象は、国民のとって公平性が求められるし、予算の使途

に関する民主主義的合意形成も欠かせない。しかしわが国

の如く政府の役割に関する定義付けや国民的合意形成が

アヤフヤな国では、どのような判断基準で｢事業仕分けの対

象にするのか、否か｣、簡単に個人的意見を述べさせてい

ただきたい。 

さて政府が民間に対してどのような事態なら支援を行うべ

きなのであろうか。多くの法律関係の調査の結果、筆者であ

る許斐は、以下の 4 点に整理できると考えている。 

(注：右の括弧内は、その目的に沿った事例と看做して例

示した) 

①国家的緊急措置が必要な場合 

(東日本大震災復興など) 

②システミックリスクに曝された場合の政府支援措

置 

(中小企業金融円滑化法など) 

③民間のリスク管理能力を越える変化に曝された場

合（銀行救済や米国でのＧM 救済など） 

④負のスパイラルに陥った場合 

(アベノミクスの財政・金融処置など) 

などは政府の国民生活や経済維持回復の為に何らかの政

策や政策的予算措置が不可欠なものと考えている。問題は

スパコンや航空宇宙産業などのケースはどの原因に区分

できるかである。 

 [欧州におけるエアバス開発の事例] 

国際競争力に関わる 大の事例は欧州でのエアバスへ

の補助金による産業育成政策を考えてみよう。当時世界の

民間航空産業は米国企業数社の独占であった。それに対

抗すべく欧州諸国では補助金で財団を構成、エアバスの開

発を行っていた。ところが、国家運輸安全委員会（The 

National Transportation Safety Board）でダグラスが問題とな

ったタイミングを捉え、エアバスは補助金での開発を中断、

民間企業への転換を図り、エアバスの拡販に取り組んだの

である。正に欧州諸国の連携による政治的予算配分の成果

を得てエアバスは今日の世界民間航空機産業での地位を

築いたと言える。もしこの種の政策的支援がなければ、今日

でも依然として米国航空機産業の独占は続いていたと見て

よかろう。特に政策的支援がなければ欧州の民間航空機産

業の離陸は覚束なかった事は容易に想像できる。しかし米

国の立場では、それは民間産業支援であり容認できるもの

ではなかった。 

 

５、国家の将来の産業基盤を支える技術・経営資源へ

の投資 

その種の国際貿易を巡る公平性はＷＴＯ協定で各国が

｢不公正貿易取引｣に関する報告を出しあい、世界的貿易秩

序の維持の為の交渉の場にあげられる。それが今日の世

界秩序を維持している仕組みである。航空機、半導体、自

動車などの産業は米国を巡って何度もこの種の摩擦を経験

してきた。例えば超ＬＳＩ研究組合の設置を巡って、米国で

貿易障壁が設けられたが、その後、米国も同様のセマテッ

クを立ち上げ日本の政策的技術支援に対抗する事を決め

た。つまり民間の自由な競争では産業育成が果たせず、政

治的支援が不可欠なケースでは、多くの国際摩擦が続いて

いることになる。更に基礎的技術開発の維持には大学の研

究は基本的に欠かせないから、単に事業化に目的関数を

置くのではなく、より基本的・基礎的研究への重要性は欠か

せない。そのことにつけても、現政府の役割を再定義して

頂きたいと切に望みたい。 

 

                                          (了) 
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図	 ＬＩＮＰＡＣＫによるスパコン処理性能比較(2013 年 11 月)	 

	 

Rank Site System コア数 
実測値 

(TFlop/s) 
理論値

(TFlop/s) 
消費電力 

(kW) 

１ 
National Super Computer Center in 

Guangzhou 
China 

Tianhe-2 (MilkyWay-2) - 
Intel Xeon 2.2GHz,  

National Univ. of Defense 
Tech. 

3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808 

２ 
DOE/SC/Oak Ridge National 

Laboratory 
United States 

Titan, ＡＭＤ Opteron, 
2.2GHz, , NVIDIA  

Cray Inc. 
560,640 17,590.0 27,112.5 8,209 

３ DOE/NNSA/LLNL 
United States 

Sequoia IBM Power 1.60 
GHz,  
IBM 

1,572,864 17,173.2 20,132.7 7,890 

4 
RIKEN Advanced Institute for 
Computational Science (AICS) 

Japan 

K computer, SPARC64 
2.0GHz,  
Fujitsu 

705,024 10,510.0 11,280.4 12,660 

5 
DOE/SC/Argonne National 

Laboratory 
United States 

Mira – IBM Power  
1.60GHz,  

IBM 
786,432 8,586.6 10,066.3 3,945 

6 
Swiss National Supercomputing 

Centre (CSCS) 
Switzerland 

Piz Daint - Cray Intel 
Xeon 2.6GHz,, NVIDIA  

Cray Inc. 
115,984 6,271.0 7,788.9 2,325 

7 
Texas Advanced Computing 

Center/Univ. of Texas 
United States 

Stampede – Intel Xeon 
2.7GHz 

Dell 
462,462 5,168.1 8,520.1 4,510 

8 Forschungszentrum Juelich (FZJ) 
Germany 

JUQUEEN – IBM  
Power 1.0GHz,  

IBM 
458,752 5,008.9 5,872.0 2,301 

9 DOE/NNSA/LLNL 
United States 

Vulcan – IBM Power 
1.6GHz 

IBM 
393,216 4,293.3 5,033.2 1,972 

10 Leibniz Rechenzentrum 
Germany 

SuperMUC –Intel Xeon 
2.7GHz 

IBM 
147,456 2,897.0 3,185.1 3,423 
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(参考：ＩＭＤの競争力ランキングの内訳、2012 年ベー

ス) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）WCY 2012 から国会レファレンス課小針泰介作成 

国立国会図書館調査及び立法考査局レファレンス 

2013.1 

 

 

 

 

項	 目 順位高位 順位低位 

経済状

況 

（1 位） 

証券投資残高（資産）、消費者物価上昇率、 

（2 位） 

家計消費支出（$bn）、政府消費支出（$bn） 

財貨（物）とサービスの輸入（GDP 比）、 

対外直接投資（フロー）（$bn）、直接投資の収支 

（フロー）（$bn）、公共部門での雇用、GDP（$bn） 

（3 位） 

GDP（購買力平価換算）、（世界に占める）GDP  

シェア、総固定資本形成（$bn）、国内総貯蓄 

（$bn）、物価上昇率（予測）、経常収支（$bn）、 

直接投資（ストック）のネットポジション、 

証券投資残高（負債） 

 

（59 位） 

対内直接投資（フロー）（$bn）、対内直接投資 

（ストック）（GDP 比）、生産移転の脅威 

（58 位） 

観光収入（GDP比）、為替レート、生活費指数、 

（57 位） 

実質GDP 成長率、一人当たり実質GDP 成長率、 

財貨（物）の輸出（成長率）、貿易の対GDP 比）、 

対内直接投資（フロー）（GDP 比） 

 

 

政府の 

効率性 

（1 位） 

解雇手当、ジニ係数 

（2 位） 

外貨準備高（$bn） 

 

 

（59 位） 

一般政府負債総計（GDP 比）、利子支払、法人税率、 

（58 位） 

政府予算収支（$bn）、政府予算収支（GDP 比）、一般政 

府負債総計（$bn） 

 

ビジネスの 

効率性 

（1 位） 

カードの流通 

（2 位） 

顧客満足度（の重視） 

（3 位） 

健康・安全及び環境への関心、ビジネスリーダーの） 

社会的責任、株式市場投資額、 

 

（59 位） 

労働力成長率、（管理職における）国際経験（の重要性） 

 

インフラ 

（1 位） 

居住者の登録特許数、健康寿命、持続可能な発展 

の優先度 

（2 位） 

R ＆ D の総支出（$）、ビジネス部門のR ＆ D の 

支出（$）、（国内の）研究開発者数（常勤換算）、 

企業における研究開発者数（常勤換算）、寿命 

（3 位） 

コンピュータの（使用）シェア、科学の学位、科学記 

事数、特許出願件数、一人当たり特許出願件数  

 

（59 位） 

携帯電話料金、 

（58 位） 

英語の堪能さ（TOEFL）、語学能力 
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１、スーパーコンピュータとは・・・ 

（以下 文章中はスパコンと略す） 

スパコンとは何か。それは大量データを高速に処理で

きる卓越した計算能力のコンピュータであり、多数のパソコ

ンの単純連結とは異なり、スループット極大化の為に超並

列化したものである。計算能力はパソコンの 1000 倍以上、

演算性能 1.5TFｌops 以上（政府調達定義）であり、多数の

CPU 間の高速通信、それを制御するソフトウエアを装備し

ている。 

イメージしやすくする為に、卓越した計算能力を速さの事

例で説明すると、10PFｌops(10 ペタ＝１京)＊とは１秒間に１

兆の１万倍の回数の計算ができるという事である。人が２桁

の掛け算をするのに 5 秒かかるとする。それを 24 時間休み

なく１京回（10 の 16 乗）続けると 16 億年かかることになる。

東京ドームの観客5万人が電卓を使い1秒間に1回の計算

をしても6400年必要になる。これをスパコン「京」は 1 秒で

完了する。そのくらい速いということである。 

＊PFｌops (Floating-point Operations Per Second  

 1 秒間当たりの浮動小数点演算の回数) 

 

確かに速いのだが、その為には「並列計算」をする難しさ

がある。水道の蛇口に例えれば、1 分間に１リットルの水が

出る蛇口が1個あったとする。では5リットルほしい時にはど

うするか。簡単なのは 5 リットル出る蛇口をもって来ればい

い。しかし、これがテクノロジ的に難しいとすれば、1 リットル

の蛇口を 5 個並べても 1 分後には 5 リットルの水が溜まるこ

とになる。これが並列計算の考え方である。難しいテクノロ

ジのハードルを越えるのではなく、今あるものを何とか使

って、並列計算をする事により、単位時間当たりのスループ

ットを高める、いわば皆で頑張りましょうという発想である。 

  しかし並列計算にも問題はある。小学校の運動会で 50

人繋がって横 1 列で走る競技では、人が倒れたり、列が乱

れたりする。それと同じで、ひとり速い人がいてもダメで、そ

れなりに速い人 50 人が整然と途中で倒れることなく決めら

れた距離を走らないと得点にならない。できるだけ速く走る

には50 人の協調性が求められる。これと同じ難しさが並列

計算にはある。今回は 9万個の CPUをちゃんと長時間動か

す事が要求され、これが一番苦労したことである。組織、社

会と同様の難しさがスパコンにもある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「大量」「高速」「皆で頑張る」ということは良い事もあるが、

一方、安定させる為のコントロールが難しい。これが今のス

パコンである。 

 

２、スーパーコンピュータを支える富士通の技術 

 

2－1、富士通の歴史 

 初は F230-75APU。1977 年日本初のスパコンと言われ

ており、すでに 35 年間の長い歴史がある。 

このスパコンをスタートにして専用機でベクトルマシンの

VPP シリーズをやった。それからスカラ方式、今回の「京」も

スカラ方式で、更にそれを商用機にした FX10 を出した。ま

た IA サーバ、インテル CPU を使ったサーバを多数ケーブ

ルで連結しスパコン並みの性能を出すＰＣクラスタ。この 3

つの流れがある。これを富士通は全部やってきた歴史があ

る、これが技術の基礎のひとつになっている。 

 

2－2 スーパーコンピュータに展開される 

メインフレーム技術 

更に、昔は M シリーズという大型機があり、見学でご覧に

なったと思うが、これは社会基盤を支えるメインフレームと

２、MOT セミナー講演録  

スーパーコンピュータが拓く未来と「京」*	 誕生までの軌跡	 

～世界一への挑戦とそれを支えた技術、人材～	 

	 
富士通株式会社	 次世代テクニカルコンピューティング開発本部	 

	 本部長代理	 	 伊東	 広樹	 

	 

＊「京」は独立行政法人理化学研究所の登録商標です。 
＊スーパーコンピュータ「京」は、独立行政法人理化学研究所と富士通株式会社の共同開発です。 
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呼ばれるもので、富士通も現在多少はやっているが、今は

IBM だけになってきた。その基礎になるのは電子デバイス。

やはり半導体を自分で開発・製造できている事は非常に

強みである。この半導体の歴史があり、共にメインフレーム

があり、それをスパコンに応用したり、逆にフィードバックを

かけたり。こうした流れが富士通の中にあった。基礎は半

導体である。その意味では半導体、水冷等の実装技術、ネ

ットワークといった基礎がビジネスサーバに生きている。そ

して、ビジネスサーバで培ったものを、スパコンに使うという

様に正の循環ができている。 

 

 特に、半導体を自分で開発・製造していることを背景に、

コンピュータ部門では CPU をずっとやってきたというの

が富士通の強みになっている。元々、メインフレームでは、

プリント板を何枚も使ってCPUを構成していた。それが今は、

25mm 角のチップに凝縮されている。「京」では 7 億 6 千万

個のトランジスタを入れた。 

インテルとの違いは、高信頼、高可用という事。メインフレ

ームをずっとやっていたので、社会インフラ構築で培っ

た技術・ノウハウを CPU に凝縮している。それが一番大き

な違いであると思う。何かあっても簡単にシステムダウンし

ない。ここで使用するCPUは中で何か不具合があっても、リ

トライし修復する機能をもっている。その様なところが富士

通技術の基本と考えている。 

 

3、10PFlops への歩み  

    ～理化学研究所との共同開発を通して～ 

 

3-1、開発期間 

政府で認められたのが 2006 年。理化学研究所が始めた。

そこで民間から富士通・NEC・日立3 社が加わり具体化が始

まった。2007 年7 月迄は私達の本部もない状態で手掛けて

いた。その中で詳細設計・試作・製造が始まり2009年5月で

NEC・日立が製造から撤退、11 月事業仕分け、2011 年 3 月

東日本大震災、2010 年 9 月から出荷が始まり、2011 年 6

月、同 11 月に世界一位を獲得した。 

  「京」の文字は 2 台のラックだけに書かれている。ラックは

高さ 2ｍ、70ｃｍ四方、864 台が 50ｍ四方のフロアに入って

いる。CPU 総数 88,128 個、総メモリ 1.4PB(ペタバイト)、ファ

イルも 40PB という超巨大なシステムである。理化学研究所

の計算機棟の３F に入っており、フロアには柱が一本もない。

柱があるとケーブルを引く為の長さがムダになる。それから

免震構造でこのビル自体が浮いており、隙間があり虫も入

ってくる。熱源機械棟で空調とか冷却水をつくったり。建物

全体で大体 300 億円くらいの設備である。 

 

今回スパコンをやるにあたって一番問題になったのは規

模だった。とにかく大量処理しなければならない事、且つ

大量データ（40PB）ストレージをもっている事であった。過

去のものを見ると1995年航空宇宙研究所のNWT数値風洞

では CPU 数が 166 個しかない。5 年ほど前に JAXA に納め

た FX1、これは専用スパコンを久々にやったもので CPU 数

は 3,008 個である。今回は 88,128 個と膨大な数である。 

CPU の中に計算を司るコアという部分があり、それが 8 個

入っているので 全体では 705,024 個の計算部分を繋いで

いる事になる。 4～5 年前の FX1 では 12,032 個なので、こ

の伸びが急速で 垂直に立上がったものをどの様に上手く

やるかが課題であった。 

政府からの性能目標 10PFlops が 大の課題で当時の

世界一マシンと比べれば 200～250 倍の性能。それを 5 年

位で何とかしろという事である。それ以外の課題は、消費電

力、設置面積、CPU を繋ぐ為のネットワーク規模であっ

た。 

 

消費電力は 4～5 年前のＦＸ１で 10PFlops をやろうとする

と、150MW（メガワット）、年間電気代 150 億円である。これ

はとんでもない、何とか 20MW 以内 20 億円に、要は地球シ

ミュレータ並にしなさいという事。 

面積はFX1だと3万㎡の広さが必要となり、東京ドームが

何個も入る規模になる。これを 2600 ㎡、つまり地球シミュレ

ータ規模に。  

ネットワークでは、3,000 個位の接続が精々の頃に、5 年

後のテクノロジを見越しても性能を出す為には、10 万個の

接続が必須だったので、10 万個をどの様にして繋ぐか、こ

れはもうクエスチョン、全然わからないという世界であった。 

 

  そうなるともう大きな技術革新が必要だということで懸命

に取り組んだ。その技術革新のキーになったのは次の４項

目である。 

  

① CPU 技術  

② システム全体の水冷を含めた実装技術 

③ ネットワーク技術 

④ 全体をコントロールするソフトウェア技術 

 

① CPU 技術 

先ず計算を司るコア部分が 8 個入っている。CPU の性能

を上げないと、どうしようもないので、基本的には周波数を

あげるという事になる。１クロック1命令でやっているからクロ

ック数を上げるのが大方の方法である。インテルも IBM も周

波数を上げる事で性能を上げてきたのが過去の歴史である。

インテルが 3GHz位、IBM が 5GHz位である。我々も周波数

を上げようとしたが、消費電力が大体周波数の 3 乗くらいで

上がってしまう。 

すると、10 万個繋いだら一体何 W になるんだという事で

一旦壁にぶつかったが、結果的には周波数を落とした。

そうする事で電力面メリットは 3 乗で効いてくる。これは富士

通として初めての事。CPU 電力 135W を 58W にできた (水

冷により 26～27℃にしている。 インテルは 95W、100℃位) 

性能的にはデバイスをやっている強みで、この頃には 45

ナノというプロセステクノロジを使える事が読めていたので、

コア数をＦＸ１用プロセッサの4個から倍の8個にした。それ

で性能を達成して消費電力も満足なものにする。これが

CPU の技術である。 

  しかし、簡単にできた訳ではなく、新しい事に挑むには

壁がある。技術陣はどうしても F1(フォーミュラ１)の様にガソ

リンをどんどん使ってスピードを上げたがる。同様に周波数

を上げたがる特徴がある。周波数を下げる事ができたのは、

富士通には当時、スパコン開発本部がなかった事がキーで

ある。実はスパコン開発は 1993～95 年に一旦ホールドして

いる。事業仕分けが厳しいと言われるが社内仕分けの方が

余程厳しい。「趣味でやってるんじゃないぞ」とか色々な事
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を言われた。 

大事なことは「止めなかった」こと。研究所で 30 名くらい、

富士通本体で 30 名くらい、それ以外はバラバラになったが、

事業化は別にして研究開発は継続していた。この継続が効

いている。本部を発足した時も研究所の 20～30 人をコアに

して政府プロジェクトに参加しようということになった。地球

シミュレータの時には「難しい」という話になった。今回は、

幹部が技術的に危機感を抱いていて「やはりこういう事をや

らなければ駄目だ」ということで「挑戦しろ」ということになっ

た。 

 

  挑戦に当り社内募集をし、色々な人が集まり 300 人位の

規模になった。寄せ集めが良かった。研究・技術部門はロ

ーテーションが少ない。すると徒弟制度ではないが、10 年

20 年30 年上司が同じという状態が起き、もうこの人の言う事

には逆らえない状態がでてくる。今回は寄せ集め組織が

良い目に作用し、好きな事が言えたのが大きい。それ

と異能な人材、例えば研究所で環境関連を専門に仕事をし

ていた人で家までエコハウスに換えてしまった人がいた。そ

うした人々の一部を LSI 設計にあてた。その中に環境・省電

力ノウハウがあった。更に 32～33 歳の若手の担当や研究

所出身の女性が新しい事をやろうと10人くらいで「仕事を変

革するミーティング」「ストロングコーヒ。革新行動を呼び起

こす」というチームを作り、ワイワイガヤガヤやり始めた。そ

れがよく機能して、その中でこの様な新しい設計が進んだ。 

 蛸壺状態で CPU をずっとやってきた人達に新しくソフトの

人、アプリケーションの人、環境の人等が加わり、色々な議

論をした知恵でこれができている。その意味では「寄せ集

め」が生きた。それは技術の歴史の中で単純に生まれたも

のではない。 

一言でいうと自由な発想ができた事が効いている。 

 

 

 

 

 

 (講演資料より抜粋) 

 

「場創り」と書いてあるが、今回は偶然という要素が強い。そ

れと研究所の女性が発案した「ストロングコーヒ」という考え

が効いている。そうでなければ新しい考え、つまり周波数を

落としてやろうという考えはなかなか生まれなかったと思う。 

 やはり、一本道を歩いている人が多いし、ローテーション

も少ない。特にCPUをやっている人々は、他部門にはCPU

をやっている部署はないのでそうなる。 

皆さん、電車で通勤している時にふと外を見ると新しい建

物が、何時できたんだろうと思うことがあるでしょう。それと同

じで横や外が見えない。そういう世界に嵌まり込んでしまう

と新しい事ができない。それが今回は、寄せ集めの結果、

今まで話したような事が起こったと考えて頂ければ良いと思

う。 

  消費電力を落とす為に色々なことをやっているが、レジ

スタ拡張は相当気合を入れてやった。通常 SPARC では 32

個であるが、今回 256 個レジスタを入れて性能が出せる様

にしている。キャッシュに関しても自動的に振分ける部分と

プログラム側から設定できる部分の 2 種類を使っている。そ

うした機能をふんだんに織り込んでいる。 

 

② システム全体の水冷を含めた実装技術 

・低消費電力・高信頼性 

 水冷を使いシステムボード上に搭載された 4 個の CPU と４

個のネットワークのコントローラ（ICC）を冷却している。温度

差はユニット入出で 1℃位と非常に低い。先程 CPU のワット

数が低いと言ったが、発熱が凄くて冷却するという発想では

なく、低いものを更に冷却する発想。なぜかというと、一つ

はリーク電流。この位の規模の LSI では大体 3 割位リーク

電流がある。家庭の待機電流の様に漏れている。それを減

らすという事である。半導体にもトランジスタのつくり方を工

夫して貰い、リーク電流は略ゼロになっている。 

それから、もう一つは故障率で、温度が上がると壊れ易く

なる。温度を 10℃下げると故障率は半分になると言われて

いるので、それを活用し、通常 80～90℃あるのを 27℃位に

温度を下げ、品質を上げている。この 2 点を考え、水冷を使

った。 

 

・省スペース・高信頼性 

   ロッカは、60cm 四方のプリント板が上に 12 段、下に 12

段、それから電源等がある。このプリント板は斜めに入って

いる。斜め実装は富士通では初めてだと思う。電源とかメモ

リとか空冷にしているが、前方にホースがあったり高密度実

装している為、空気の通りが非常に悪かった。四苦八苦し

ていると、比較的若い技術者から「斜めに入れたらどうです

か」という提案があった。例えば、机やタンスの抽斗で斜め

になっているものはない。誰でも斜めの設計は何となく気持

ち悪いし、座りが悪いので、その発想が出てこない。寄せ集

めの良さか「ちょっとやってみるか」、シミュレータにかけ

たら空気が非常にうまく流れる。「では、斜めに入れてしまえ

ば」 結局 13 度の角度で一番よく流れることが分った。これ

も初めての取組みである。 

 こういう発想が出る、面白い部署であると思う。富士通の中

でどの部署でも出来たかというと多分そうではないだろう。 

・実装からの学び ・・・ 技術の継承と三現主義 

  実装で学んだ事が 2 つある。一つは、技術の継承が非

常に大事であること。実は水冷方式は四半世紀ぶりに使っ

たが、その技術を持った人がいたということである。止めな

かった。四半世紀の間、研究はずっとやっていた。その意

味でベテラン技術者がいること、技術をちゃんと継承・保持

すること、これが非常に大事である。技術は止めると 2 度

と復活できないので、やめてはいけない技術を見極めな

いといけない。改めて大事なことであると思う。 

もう一つは、三現主義。現場・現物・現実。私もよく言うが、

それが実践できているかどうか。ロッカの設計で起きた事例

である。 3D-CAD を使いコンピュータの中では嵌合できて

手を入れてネジを回すことができるが、実際の現場ではネ

ジを締めるのに手が入るスペースがない等のトラブルが起

きた。設計者は画面の中ではちゃんと出来ると主張する。 

この儘では困るので設計者を金沢の工場に 3 週間余り、自

分でつくってこいと泊まり込みで行かせた。実際に手が入ら

ない、うまく接続できない。「よく分りました」という事で、机上

だけではダメだと改めて思った。マージンを全て高めに

取り、全部足すと合わないという現象かと思うが、経験知も

大事にしないといけないと改めて思った。やはり、若手の人

個人の自由な発想が飛び交う場創り	 

固定概念に制約されずに、	 

異質な考え方をやり取りする中から	 

新しい考え方を生み出す 
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は現場に行かせて、基礎的なことをキチンと学ばせることも

重要である。 

③  ネットワーク技術  Tofu : Torus fusion 

   これは複雑怪奇。6 次元メッシュ/トーラスと言っている。

何が 6 次元であるかというと、この図は CPU が論理的にど

の様に繋がっているかを示したものである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （講義資料より掲載） 

1 個の丸い玉の中に 12 個の CPU が入っている。上 4 個、

真ん中に 4 個、下 4 個。そして 1 個の CPU から 4 本の手が

出ている。また 丸い玉からは、赤・緑・青の手が出ており、

プラス、マイナスを考えると 1 個の丸い玉から 6 本の手が出

ている。合わせると、1 個の CPU から 10 本の手が出ている

事になる。 

なぜこの様な事をするかというと、10万個をつなぐので1

個壊れると、残りが止まってしまうという仕組みでは困る。ど

れか１個壊れても残り全てが繋がっている状態を作り出

す為に考えたアーキテクチャである。これは全く新しいアー

キテクチャであり、通常、国家プロジェクトだと、工程遅れが

怖いのでこなれた技術をエンハンスしてやる事が多い。し

かし、3,000 個を 10 万個にと言われると、どうして良いか分

からないというのが正直なところである。 いわば崖っぷち

であった。それで全く新しいアーキテクチャを考えて開発し

た。もう少し説明すると下の図になる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

  研究所にいたエンジニアがうちに来て開発した。33 歳く

らいの研究所スペシャリストで技術は素晴らしい。これをや

ったことで世界中のネットワーク学会で有名になっている。

これは皆でやったというよりも、一人の人間が考えたものを

周囲が支えて製品にしたものである。ただ、「走りたい人を

思い切り走らせてやれる環境」と言っているが、難しい面

もある。一言で言うと、簡単に言う事を聞かないということで

ある。 

 

今回はそうした研究者・エンジニアとして極めて優秀

な人を活かせるかどうかがポイントだった。そうした人は

各社にもいると思う。人事的な処遇の中で埋もれていくか、

外部に飛び出していくか、どちらかになってしまうことが多

いと思う。私も過去、その様な人を助ける（サポートする）プ

ロジェクトを幾つかやった。この様な人たちを如何にすれば

大事にできるか、ただ文句だけ言っている人は別にして、

技術的なものを持っているかどうかを見分けて活かすという

事、これが今回はできた。こうしたことをテクノロジ面でちゃ

んとすることが必要になる。これは一つの事例である。  

 

もう一つ、ネットワークアーキテクチャと言ったが、アルゴ

リズムが非常に大事で、見直している。９万個のＣＰＵがお

互いの通信を全対全でやり始めると交通整理が非常に難し

くなる。 

朝の通勤ラッシュを思い出してもらえるといいが、出口に

一斉に殺到すると却って混乱してしまう。階段にポールが 1

本立っていると交通整理できるようになる。それと同様なこと

をアルゴリズムでやらなければならない。事例を紹介する。 

これは、左と右でアルゴリズムが違うものである。左側が

どんどん通信を行っている状況、右側は混雑している。左

側は終わった。右側はバッティングしてうまく通信ができな

いという状況である。9 万個の CPU がどう通信しているか、

ビジュアルに表したものであるが、右側はまだ終わらない。

これも全く新しいアルゴリズムを 2 人が考えた。結果は流れ

る速度が 2.8 秒と 26 秒で 10 倍位違う。実行効率からいうと

90%近いものと 10％、その位違う。 

 

④ 全体をコントロールするソフトウエア技術 

ハードウエア・アーキテクチャだけでなくソフトウエアも

やっている。重要なところを2ついうと、先ずＯＳはLinux を

使っている。オープンソースを使い、スパコン機能を付加

している。先ほどの SPARC-ＣＰＵもそう。オープンなものを

使っているのだが、レジスタを増やして、もっと使いやすい、

スパコン仕立てにしている。 

それからファイルシステムの Lustre。これもオープンソ

ース。オープンなものを使い 40PB と言う巨大データを管理

するところは富士通の技術を織り込んでいる。「京」というの

は世界中からリモートで使って頂くことを前提にしている。そ

れから、 早、世界一はとられてしまったが、セコイア、これ

は核関連ものである。しかし、「京」は５大分野、ものづくりと

か創薬とか宇宙とか色々な分野で使って頂くことが前提に

なっているので、色々なところで使える、使い易さを考え、

オープンな仕組みをとっている。 

 

世界一の LINPACK コンテストはチューニングが許される。

車のエンジンと同じで市販車をチューニングしてスピードを

上げる、そうした事が許される。チューニングは色々な事を

やっている。但し、これができた理由が大事である。それは
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「自立を保った」という事でブラックボックスがないので、チ

ューニングできた。例えば CPU をインテルから買っていた

ら中に入り込めない。今回は CPU、インターコネクト、ソ

フトウエア、全て自社開発できたという事で、チューニン

グの限りを尽くす事ができた。それが一番のポイントと思っ

ている。 

その結果、一昨年、圧倒的に高い性能で１位をとることが

できた。特に稼働時間では、トップ 500 で平均約2 時間しか

動いていないが、「京」は 30 時間近く動き続けた。この様な

ところが汎用的な使い方を意識しているという事である。 

 

キーワードとして結果的に寄せ集めが良かったと言った

が「異聞連想」、異なる部門の集合体というのは時には揺

らぎとしてつくらないと駄目かなと思う。そして「技術を見極

めるということ」、「若手とベテラン」。 

1993～95 年には一旦ホールドしている。そうすると、その当

時若手といわれた方は 35～45 歳で体力・知力共にありバリ

バリ活躍している方である。そういう方も、もう 10 年経つと 45

～55 歳になる。また今回の若手は 35 歳前後、スパコンを初

めて経験することになる。ありがたかったのは、そういうベテ

ランのノウハウやスキルを引継げるギリギリの時点で、

このプロジェクトを頂いたので、次に繋げることができると言

う事。 

米国のように毎年 2000 億円の予算があるところと違い日

本のスパコンは10年で1000億円。10年に1回であるから、

今回活躍した方々も 40 歳の方は 10 年経てば 50 歳になっ

てしまう。次にエクサ級の開発をめざしているが、その時に

50 歳の方が残っているということが今回のプロジェクトのお

かげでできる。その意味でありがたいプロジェクトである。 

 

今回改めて思ったのは、ベテランの方の「ピンとくる感

覚」が凄く大事であるいう事である。製造と開発、ある時点・

ポイントで「こういう事が起こるに違いない」という勘を持って

いる。今回も、そういうものがあり大事だと思った。若手は冒

険したがる、ベテランは躊躇するかな、と思っていたがそう

ではなかった。ある IC が設計的には難しく、完璧ではない

状態だったが、それをどう回避したかというと、工場でスクリ

ーニングを行った。そのやり方をピンときて、それを行った

のは60歳の方であった。その方は55歳くらいの時に「感性

が鋭い」と言って本部長が引っ張ってきた人物であり、その

経験知が生きた。ベテランの「ピンとくる感覚・経験」を大

事にし伝承しないと品質というものは上手くいかないと思っ

た。 

 

3-2、製造期間  

 

① 部品製作の現場では 

次に製造に関して。一番の問題は、1億8千万個の部品

をどの様に集約し 10 ヶ月間で問題なく納めるかという事で

ある。ケーブルは 20 万本、栗駒の工場で製造したが、長さ

は総延長 1000ｋｍ。それを神戸に持って行き接続する。ス

パコン本体は金沢から 40 分の工場で作り持って行く。大規

模システムに向けた体制を作り、神戸理化学研究所で工事

をする人、富士通の川崎・沼津でオペレ―ションをする人、

それと工場と、こういう体制で行った。きれいに描いてはあ

るが、 初からこの様にはできなかった。一応、「こういう事

やろうよ」とは言ったが、うちの会社も縦割りになっていて、

そこに大将が一杯いてなかなか言うことを聞いてくれないと

いう現象があった。 

結果的に 後は形ができ上がった。よかったのは「世界

一」という言葉を共有できた事である。シンプルでワクワ

クする言葉があると纏まり易いと思った。そういう意味で 初

喧嘩しながらやったが、追い詰められたという事もあり、うち

の会社の特徴としてお尻に火が着かないと動かない、しか

し一旦火が着くと急速に動く。火が着いた時の動きは凄い

状態になる。それで結果的に製造は完成した。 

1 億 8 千万個を 10 ヶ月という短期間で製造する事は、通

常の工場操業度を遥かに越えている。終わった後で もは

や同規模の製造はありえない。そうなると設備や治具に投

資できない。どうするか? その時に行った新たな発想・プロ

セスを紹介したい。 

3 つの事例を話すが、当たり前と言えば当たり前の事

である。しかし、できていなかった事である。 

 

（ⅰ）原点に戻り、ムダなプロセスを削除 

部品をサプライヤから買ってくる時点で購入仕様書という

ものがあり、品質は厳しくお願いしている。しかし買ってくる

と受入検査があり、開梱して電気を入れ在庫しラインに流す。

こんな事を 1 億 8 千万個の部品にはできない。それで今回

は受入検査をなくした。 

ということで、品質保証・製造技術部門が、今まで以上に

サプライヤに出かけ、ラインに一緒に入り徹底的に部品の

品質作り込みをやった。そして、ものが入ってきたら、すぐ

にラインに投入した。 

 

（ⅱ）素材ベンダーにまで踏み込んだ連携 

ケーブルの例では 20 万本のケーブル。構造としては大

きなケーブルの中にはペア線が入っていて、長さは特性が

厳しい為７ｍ以上取れない。このペア線の長さが 1.2ｍｍ以

上違うと、もう不良品である。ケーブルは曲げる為、外周と内

周で長さが異なってくる。それが 1.1ｍｍ以内でなければな

らない。それと、一旦繋いだら壊れては困る。何故なら 1 つ

のロッカから 400 本も出ているから、その中から 1 本を外す

事は難しい。とにかく壊れないケーブルをつくる事を目指し

た。 

やはり、ケーブル、ハーネス、アッセンブリの各ベンダー

に入り込んだ。一つの例として、ケーブルは繋いで壊れた

では困る、一方、全数600 項目の試験をすると１本で 2 時間

もかかってしまう。これを何とかするために皆で一緒になり

試験装置を開発し 1 本8 分でできる様にした。こうしたことを

経て 20 万本のケーブルを製作することができた。 

 

（ⅲ）プロセス見直し・繰返し作業・重複作業の排除 

水冷だから試験では水を入れて行う。出荷する時には重

いし、水漏れがあると困るので通常は水を抜く。それをやる

と時間が足りない、では、水を抜かない様にしようと。すると

水が一滴でも漏れてはいけないから、水冷部品を鑞付け箇

所も含めて徹底的に見直した。結果的には一滴も漏れてい

ない。製造技術・品質保証部門が入り込んでやることででき

た。それから工場は金沢なので冬場は凍結リスクがある。こ

れは物流会社にお願いして荷台の見直しをした。  
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当たり前と言えばそれまでであるが、今まではそれがで

きなかった。つまり、言いたい事は「何をやるべきかは分

っている。でも本当にやってますか？」ということ。よくあ

るのは、映画を見たり本を読んで感動するということ、良い

映画や本ならば 9 割の人が感動するでしょう。しかし、感動

したから翌日からそれを実行するかというと、全然しない、

実行する人は 1％とか。ある人の本に凄く良いことが書いて

あった。お金儲けの話だったが「この本を出したら皆が同じ

事をやるから儲けられない。秘密にしておかないと困る?  

心配無用です。感動する人、やろうと思う人は多いけど、翌

日からやる人は１％もいませんから」と書いてあった。 

まさしくそうだと思う。当たり前として受入試験をスパコン

では止める事にしたのであるが、その後もスパコンではな

い他の製品では受入試験をやっている。それを何とかしよう

と難儀している。しかし、スパコンで実例をつくったという事

は大きな意義。「やればできる」という話になって、暫くは、こ

れが事例になり受入試験レスが進むのではと思う。 

 

この工場の良いところは、ただ言われたことを量産でや

るという事ではなく、どこをどの様にすれは安く且つ上手く

作る事ができるか考え、作業の為のツール等を自分たちで

開発してくれるところ。 

 

（ビデオの解説） 

改善の事例画像 解説 

  ＊ロッカの組立 

  ＊水冷の組立工程   

パイプの塊りなので少しの力で撓んでしまう。 

プリント板・部品と触れるとショートしてしまう。 

これは一分の狂い無き様に運ぶツールであ 

る。 

  ＊試験工程   空気漏れの確認装置   

 ＊CPU の製作      

ボールペン先のボールの様なものを CPU 

裏側につけ、プリント板との接点にする。 

2400 個、バイブレーションを与え取付ける。  

   ＊CPU 修理   自動半田除去装置の製作  

  

② 設置する神戸の現場では 

収容する建物へ水冷の配管、ケーブル 20 万本等の設備

装置の設置である。一つの問題は理化学研究所の建物で

あり、自由に好き放題にはできない。作業に従事する人の

数が多いから理化学研究所の建物を借用し100人、多い時

には 150 人が常駐した。 

その様子を紹介する。 

 

（ⅰ） 事前模擬演習  

事前に沼津工場でケーブル・電源工事の方に来て戴き、

１ヶ月くらい模擬演習を行った。そうすることで何が分った

かというと、例えばマニュアルである。我々技術部がマニュ

アル作成していたが役にたたなかった。現場の作業をする

方々がマニュアルを修正し、 終的には完成させた。 

 

（ⅱ） 習熟 

これだけの規模のプロジェクトをお客様の建物で迅速に

やるという事になると「急がば回れ」ではないが準備する

事が重要であると認識した。現場の方々のご苦労がよくわ

かった。 

それから現場の方々の知恵で、作業を確実に且つやり易

くするツールを作って頂いた。ケーブルとロッカは同時着荷

しないので、400 本のケーブルをどの様に効率的に繋ぐの

かと思ったら、ロッカが着荷次第、ケーブルを繋げる様に予

めケーブルを養生するツールを作られた。現場が知恵を

発揮し、活躍してくれた。 

その現場は床下1.5ｍで、これがツール。頭にヘッドライト

をつけているが、現場には天井灯がないので暗い。その中

で作業をする。水冷のパイプをつける作業、20 万本のケー

ブルを配置する作業。とにかく大変な作業であることは事実

である。 

 

これは、私が叱られたことであるが、100人、150人の常駐

者が出ると衣食住に至るまでしっかり手当できるかどう

かが非常に大事になる。CFOはこのプロジェクトを応援して

くれる方で、毎月 1～2 回進捗等を説明しに伺っていたが、

「やっと神戸に人を動かした」と報告に行くと「事前に飲み屋

とか、周りの環境とか調査したのか」、「いいえ、していませ

ん」、「1年間神戸にいるんだから、その様な事を含めてちゃ

んと調査しないと駄目だ」とお叱りを受けた。 

 

何故かというと、ポートアイランドの先は何もない所である。

コンビニも飲み屋も食べる所もない。理化学研究所の建屋

を借りた事もあり、椅子を引くとあたる位の所に 40 人入れる

部屋を 2 つ借りた。窓がない。その様な所で休みなしで調

整する。配達弁当は 1 種類、そうすると何が起こるか。月曜

から土曜まで出勤し作業。1日2食、それが 6日間、都合12

回同じ食事に。迂闊だったが、現場に行くと不満一杯。早速、

弁当は 3 種類にし、自動販売機も増設した。 

 

それと汚かった。男ばかりで、この神戸の前も沼津工場で

の評価期間が１年あった。長い方は 2 年間窓のない部屋で

朝から晩まで作業をやってもらった事になる。2 年間単身赴

任させてしまった。汚く、食事の空き箱が転がっている状態

だった。ケアレスミス等が起こりやすくなるし、現場の雰囲気

も悪い。 

結局、人事にお願いし関西支社や神戸支社から週に１～

2回は丸1日来てもらいケアを、また派遣の女性を 2名お願

いした。これにより現場の雰囲気が変わった。何が変わるか

と言うと、1 週間位で机の上とか服装とか、髪や髭等の姿ま

で綺麗になったし、今まで通路に紙屑がいっぱい落ちてい

たのも綺麗に。明るい雰囲気になるし、そういう力というのも

大事だなと、仕事場だからいいじゃないという事では駄目だ、

長期になればなるほど、その様なケアが重要になる。 

 

サプライヤの方々にも随分協力頂いた。部品数が 1 億8

千万個。何をやったかというと 1 年位前からうちの幹部を含

めてサプライヤを回った。訪問ではその会社の社長では

なく現場のラインで働いている方、請負、派遣の方の時間を

とってもらい、今つくっているネジとか板金は、どういう装置

に使われ、その装置は何を目指しているか、国家プロジェ

クトではこういう事をやる、その様な事を 1 時間半くらい説明

して回った。現場の人にも、国家プロジェクトに参加してい

る事をよく分って貰いたかった。経済学でよくいう神の見え
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ざる手という状況をなくしたかった。 

こうした事もあってか、震災を想定していた訳ではないが、

3 月 11 日東日本大震災の時に大変協力して頂いた。栗駒

のケーブルメーカにやっと電話が繋がり、その時に言われ

た事は、3 カ月後の 6 月でトップをとるよと宣言していたから、

「6 月にトップとるんでしょ。我々がケーブルを出さなかっ

たらどうなるんですか。震災の 3 カ月後にトップをとったら復

興の励みになる。だからやりますよ」と社長が言ってくれて

助かったし勇気づけられた。 

 

金沢の工場でものづくりを始める時の様子を紹介する。

地域の人を呼んでお祭りの様なイベントをやった。拘りたか

ったのは、この工場で世界に向けたものをやっているという

事を地域の方々に理解してほしかった。工場は地場に

密着しているので地域の子供さん達を呼んだ。 

2010年7月、出荷式には小学生、地域の方々、文部科学

省の方々を招待した。 

2011 年 1 月には神戸で決起会を行った。この背景には、

2010 年末くらいに世界一になることを諦めかけたことがあっ

た。周囲は「目指して 2 番なら仕方ないではないかと」言っ

た。私が思ったのは、この機会を逃したら二度と世界一をと

れる機会がない。世界一をとることで若い人たちが次を

目指せるのではないかという事。12 月 28 日にどうしても納

得がいかなかったので副社長のところに行き「一時的に 100

億円の棚卸資産を抱えることになるが、必ず捌けるので作

らせてほしい」と話した。そして作らせて貰った。 

2～3 ヶ月計画を前倒ししているから当然、現場にもの凄

い負荷をかけることになる。それで神戸に行って、とにかく

現場の方々を慰労しようということになり、各社社長に神

戸に来て頂いた「今日は法被を着ている人（社長たち）がサ

ーバですよ。御酌とかなんでも好きに言って下さい」、この

イベントで関係者すべての一体化と意識の高揚を図っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

3-3 事業仕分けと東日本大震災 

スパコンの案件が事業仕分けの俎上に乗った。しかし、

結果的にはスパコンを有名にしてくれたという意味で感謝し

ている。読売新聞と思ったが「スパコン 富士通」の文字

が新聞の一面に載った。一般紙にスパコン・富士通と載っ

たのは歴史上初めてではないだろうか。日経新聞ではあっ

たかもしれないが・・。そういう意味では非常に助かった。と

にかく応援がすごく多かった。学者の方をはじめ、一般の

方々からも総務・広報とか様々な部署に電話やメールで「が

んばれよ」と言われたことは嬉しかった。我々も国家のリソ

ースに支えられている、ものづくりは日本の基盤、それ

を改めて意識し、「世界一の後ろに続く言葉が重要だ」 例

えば、「世界一、皆の役に立つ」とか。この様な事を考えるこ

とにもなり、非常によかったと思う。 

 

今までスパコンと言っても、皆分らないだろうと思い内輪

の仲間連中でやっていた。しかし皆さんにちゃんとお知ら

せする必要があるという事で、新聞記者への説明や工場に

招いて生産ラインを見学するとか積極的に行った。展示会

ではスパコンなんか展示してどうするんだという雰囲気もあ

ったが実行した。この時には子供たちにスパコンに触れて

貰おうという事で簡単なシミュレーションをつくった。グライ

ダの翼をボタン操作で設計してもらい、誰が設計したものが

一番飛ぶかやって貰った。皆にわかって貰おうという試

みである。 

 

富士通川崎工場での春祭りがある。その折に子供さんと

かお母さん方がみえる。どうせやるなら徹底してやろうという

ことで、皆に牛とか馬とか象とかのぬいぐるみを着せて応対

してもらった。ぬいぐるみを着る前には皆「スパコンを子供

に説明してわかるか」とか偉そうにしていたが、着てしまうと

本人達も子供になりきり、子供目線でスパコンを説明してく

れた。しかも、子供達からは原点をえぐる様な鋭い質問もあ

り、改めて我々の参考にもなった。こういうことをやることが、

ある意味、次の世代につなげる為にも良い事であると思い、

今も継続している。 

東日本震災の時、思いを共有できていた事は非常に強

く、世界一という言葉に向け、震災復興のきっかけという事も

あり、東北の方々には大変な協力を頂いた。嬉しかった

のはケーブル会社の件、20 万本つくったが、富士通からは

毎年 20 万本を発注できるかというとできない。すると派遣、

請負の方に辞めて頂かなければならない。お礼に行った時

に社長から聞いたのだが、通常は暗く解散するのだが、そ

の時はやめていく方々からの発案で解散式をやりましょうと

いう事で、明るい世界一解散式を行った。初めての経験が

できてよかったという事であった。その後も、辞められた方

からテレビでスパコン特集とか「京」の特集があると、社長や

総務あてに「明日かくかくの番組がありますよ」と電話がかか

ってきたりメールが送信されてくるとの事である。辞められ

た方も世界一を誇りに思っていて、東北という事で今も大

変であると思うが、そういう思いをもって頂いていることは、と

ても嬉しい事である。 

 

そういう意味で私もポスターを拘ってつくった。今回は主

要部品を開発から製造まで全て日本国内でつくったこと

が一番拘ったところである。なんでも全て日本でやればい

いのかというと必ずしもそうではない。実際はオープンソー

スを使わなくてはいけない、但しブラックボックス化するオ

ープンソースではいけない。今回は久々のスパコンという

事で拘り、全部自社でやっている。それから地域、震災が

あることを予想した訳ではないが、地域にも拘ったつもりで

ある。なんでも中国・東南アジアでなく、日本の地域でもち

ゃんとしたものづくりができる、世界一のものができる。そ

ういうことを言いたくて、ポスターの言葉に表現した。 
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４、スーパーコンピュータの利用分野 

次にシミュレーション事例を紹介する。 

科学技術の分野は、ある意味オタクの世界、しかし産業分

野につながっている。開発や実験で大幅な時間短縮が

できる、また宇宙とか核融合とか簡単に実験出来ないもの

が実験できる。 

事例では、「津波シミュレーション（粒子法による 3 次元シ

ミュレーション）」 波を水の粒子の集合体と仮定して、発生

した海底の形状とか到達する沿岸の地形等をモデル化して

偏微分方程式を使って計算している。応用例であるが、地

震が起きて 30 分位で津波が来るので 30 分間計算している

訳にはいかない。予めパラメータを入れて計算しておけば、

地震が起こった瞬間にどのような津波か想定できるので 30

分以内で避難できる方も多い。いわば防災・減災である。こ

こまで来るということが分っていれば道路とか建物をどのよう

につくるかも工夫できる。今、そういうことを想定して東北大

学と共同研究している。 

 

＊津波シミュレーション。 

これはアニメーションではなく、ちゃんと計算してビジュ

アルにしてある。ビジュアル化する事も重要な技術である。

これをＰＣクラスタを使ってやると 2 日間以上かかる。「京」で

やれば 3 分間でできるので即座に計算すれば逃げる事も

可能である。ただ、水の粒子の直径が１ｍ位で大きすぎる

が、建物とか地形を含めてモデル化して計算している。 

 

＊心臓シミュレータ 

これもひとつ一つ計算して作ったものである。まともに計

算すると 1 拍で 700 日、約 2 年間かかる。「京」でも 2～3 日

間かかる。東京大学との共同研究である。心臓は非常に複

雑な臓器である。マルチフィジックスとマルチスケールの 2

側面でとらえている。 

マルチフィジックスとは力学的現象・生化学的反応・電気

的現象の組み合わせである。また、マルチスケールとは心

臓の動きを分子レベル、タンパク質で数ナノメートル（ｎｍ）、

細胞レベル・臓器レベルそして、生体レベルとスケールアッ

プしながら解析している。 

では何に使うのかという事であるが、このデータは CT ス

キャン、MRI からの電子データを元にして作っている。比較

的簡単に作る事が出来る。この様な事をすることで、事前予

防が可能になり、梗塞の状態や血流の様子も分る。病院で

CT スキャン、MRI のデータをとり、相関関係をもっと高める

必要はあるが、データ量が増せば増すほど予防に役立つ。

更に、バチスタ手術は心臓を開胸し、神の手を持っている

様な医師が心臓の様子を見て試行錯誤しながら切除を判

断する。だから危険なのだが、今、思っているのは、心臓の

形、血流等全て事前に分るので開胸前に心臓状態を把握

し、どの様に切除したら拍動や血流が良いかシミュレーショ

ンし、切除部位を決める様な事。それから手術する。そうし

た事ができないかと思っている。 

 

＊創薬シミュレーション組合わせ 

薬。病気、病原体はタンパク質で約 350 種。薬は化合物

であり ３千万種位ある。その組合わせで薬が効くかどうか

であるが、今までは漢方薬も含めて勘で行っていて、この

化合物はこれに効きそうだという事で動物実験等をしている。

これでは切りがない。これをコンピュータ上で組合わせて試

行錯誤出来ないかという事である。 

分子の結合エネルギーを利用して、ある種の化合物が病

原体のタンパク質の中で居心地がよいかそうでないか。居

心地が良ければ薬が効く、悪ければ効かないという事であ

る。創薬に活用できないかやっている 中である。東京大

学でやっているものは、今迄は水分子を含めて計算すると

膨大な計算量になりコンピュータ上でもできなかったが、

「京」を使うと水分子、化合物、病原体とか含めてトータルに

計算・分析ができるというもの。ただ、「京」でもまだまだ膨大

な計算量には足りなくて「エクサ級⇒ゼタ級」にアップしな

いと難しい。薬の世界ではまだまだである。 

薬の開発には 10 年間かかるが、その内の 3 年間が化合物

と病原体の組合せに使われる。これが 1 年・半年になれば

薬の開発期間も短くなるし、開発費も安くなるので良い薬も

安価で手に入る。そんなことを期待している。 

 

＊車の衝突シミュレーション 

衝突実験である。車や人間をメッシュで切ってひとつひと

つの動きを分析する。これも従来はバラバラにしかできなか

ったが、「京」を使うと人が乗った状態で一括で纏めてシミュ

レーションできる様になる。 

 

＊利用分野の概括 

システム利用分野をまとめると産業界の利用が多く、ト

ップ 500 を見ても半分以上ある。日本は遅れている。 

どういうところで使うかというと、地下資源・サービス・金融工

学・物流等々で使われている。そういう分野、使い方という

意味では日本はまだまだである。中国がどんどん力を入れ

てきている中で、技術研究が産業分野の力に結びつく

ことを考えると、日本はどんどん弱くなってくるのではと懸念

する。 

 

５、2011 年世界第 1 位 二連覇達成（TOP500） 

   ～理化学研究所との共同開発の成果～ 

 

TOP500。これは、1993 年に発足した世界で も速いス

パコン 500 システムをランキングするコンテストである。事業

仕分けで有名になったが、LINPACK というプログラムを使

ってどれだけ速く計算出来るかを競うものである 

(LINPACK とは、連立一次方程式を解くプログラム) 

10PFlopsというのは、1秒間に1兆の1万倍回の計算をする

速度であるが、「京」は初めて１0PFlops 越えを達成し 1 位を

獲った。（参考） 

今は 3 位(2012 年 11 月ランキング)になっているが、欲し

かったのはタイトル。世界一というタイトルはその時点で

の実力世界一、これは間違いない。これを連続して 2 回獲

得すること、そこに一番拘った。 

2 回目の世界一の時、世界一の表彰状を受け取るところ

を皆に見せたいと思い、社長に無理を言い若い人を多く連

れて行った。現場で見て貰い、感動を次の開発に繋げ

て欲しいと考えた。1 番なのか 2 番なのかでは重みが全く
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違う。1 番が獲れて非常によかった。 
（参考 2011／6  8.162PFlops, 2011／11 10.51 PFlops） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

 

TOP500 のトレンドで見ると 11 年間で性能が 1000 倍向

上している。1 位も 6 年経つと 500 位になってしまう。その位

の開発スピードである。2011 年で TOP500 の国別シェアを

見ると米国が半分。続いて英・独・日・仏が20台～30台レベ

ル。2000 年以降特異なのは中国の台頭、一挙に 70 台、

TOP500 に入っている。今まで中国は安くものづくりをする

国、人口が多いからマーケティングに向けた国。今後は技

術研究の競合国。どう見ても日本の新幹線の模倣ではな

いかという列車を自分で開発したと言い張るレベルから、本

当に自分で開発してくる国になるのではないだろうか。 

日本はここ 10 数年ずっとフラット、アメリカはスパコンに

毎年 2000 億円投資している。ヨーロッパはプレイスという各

国連合があり、そこが伸びている。中国は一足飛びに上が

ってきた。日本のスパコンの状態は、今日本の産業界が低

迷している状態とよく似ている。 

グローバルな視点で今後を見ると、自国開発・製造を

やる国が増加した。ロシアも暫く沈んでいたが始めた。中

国は CPU も自分で始めた。インドもブラジルも開発宣言し

た。韓国も。その中で日本がおいてきぼりにならない様に

国の政策にも期待したい。 

 

６、「京」プロジェクトを振り返って 

 

振り返ってみると、正直に世界一を獲れてよかったという

こと。なぜかというと先程も言ったが、世界一を獲ることで次

に繋げる事ができる、これが一番大きい。こうしたことの繰

り返しで技術が飛躍していくのかなと考えている。 

 

皆に言ってきたことは、 

① ワクワクしながらやる 

これが一番。暗い開発は面白くない。若い人、ベテラン

が手を取り合ってやり、よいコンビネーションができたと考

えている。 

② 若手の育成 

チャレンジする事が組織を色々な意味で高めてくれた事

は間違いない。ネットワーク技術に代表される様に、世界

に通用する技術をやったぞという事実が士気を高め

る。世界に通用する人材を目指さないとダメという事であ

る。 

③ 現場の力 

チームワーク。 後にチームワークが成立していればよ

い。各人がやっていて、 後にはちゃんと纏まったという

気持ちが残れば、それがチームワークでは。途中、侃々

諤々議論があっても 後は爽快感が残る。それでよいと

思う。 

④ 経営層の支援 

自分自身が参画したのは 2009 年 1 月。沼津工場は何度

も足を運んだ。社内でも侃々諤々の議論があった。役員

一人一人に聞いて貰おうと思い、本社に役員を訪ねたが

時間は 15 分位しか取れない。役員は緊急打合わせも入

り、中断も多々ある。「また後でな」と言われるが、後はな

い。 

然らばと言う事で、沼津工場にお越し頂いた。 

1 年間で延 70 回、役員の 90％以上の方が足を運んでく

れた。ハードの話、CPU の話、現物を見てもらう。現物の

ケーブルを見てビックリ。「どうなってるんだ、このケーブ

ル」と印象を持ってもらい、その後、窓の無い部屋で開発

している人達を見てもらって話をすると、幹部の方々も

「やはりコンピュータは、これだよな」と言って翌日からは

応援してくれた。大きなビジネスを継続するにはスポ

ンサーがいないと無理。随分、応援頂いた。 

経営幹部が 70 回も訪ねてくれ、若い技術者に声をか

けて頂けた事は、現場の若手に「見ていてくれる」とい

う意識を芽生えさせ、窓のない部屋で離れ小島にいると

いう様な環境にあってもモチベーションを維持出来た。

幹部の方々には感謝している 

 

◆まとめとして 

 

世界一のレベル、世界 高技術へのチャレンジでワクワ

クしながらやれた事は大変とは言うものの恵まれている事

である。 

ものづくりでは、東北から九州の企業に至る迄、震災もあ

ったが、皆様の力を借りる事ができた。日本のチームワー

クを感じる事ができた。 

想いをしっかり持つ。数値とか技術（技術は基盤になっ

ているが）があっても、想いを持たないと間違ってしまうかな

と思う。想いをしっかり持てばリカバリーに対するエネルギ

ーも強いし、高い目標も達成できると思っている。これが一

番強いことかなと思う。 

神戸現場では毎日１コマずつ画像を撮った。連続して見

ると順調に進んでいるように見えるがトラブルもあった。それ

を克服して現在がある。皆さんの思いとご協力、ご苦労のた

まものである。 

社内の方々、現場の方々、システム関係の企業の方々、施

設関係の企業の方々など、大変多くの方から力をいただ

き完成させることができた。 

 

◆2012 年 9 月 28 日 理化学研究所の運用開始 

 

昨年、運用開始して戦略5分野 ①生命科学・医療・創薬

基盤 ②新物質・エネルギー創成 ③防災・減災に資する

地球変動予測 ④次世代ものづくり ⑤物質と宇宙の起源と

構造 のプログラムを、皆さんの為に使う運用、一般企業の
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産業利用枠での運用を開始した。 

今後、次世代スパコンのキーになる技術は電力とスペ

ース、そして開発では色々なところとオープンにやりなが

らもブラックボックスがない様にする事である。開発は日

本、ものづくりでは日本だけと言う訳にはいかない。2018～

20 年に向けてエクサ級の開発を検討しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講義資料より掲載） 

                   

 

 

 

 

 

Q)先ほど話の中で「技術の伝承」があった。今回の「京」の

開発・製造に関して社内でのご苦労を記録に残すことは考

えているか。 

例としては T 社では車をつくると、その車はどうやって開発

したかという小冊子ができる。代々伝えられて「車はこうやっ

て設計するんだな」ということが分る。そうすることで「技術の

伝承」もできるのではないか。そんなことも考えてはいかが

かなと思う。 

伊東）技術的な派生効果とかは国家プロジェクトでもある

ので、文部科学省に説明することになっている。どちらかと

いうと技術的な要件である。 

 

Q)こんなアイデアがあってこういう意味で使ったというレベ

ルである。貴重なデータであると言っている。よい経験をし

てきたわけであるから考えてみたらいかがかなと思う。 

 

Q)スパコンの話は事業仕分けでの話題よりも、歴史的な意

味合いを伝えることが非常に重要であると思う。  

1位とか2位とかではなく、スパコンに関わった人達によって

どんな遺伝子が後世に伝わっていくのかが大事である。関

わった多くの人達、関連する企業、ベンダーも含めてぜひ

活字で記録を残してほしいと思う。 

伊東）それは社内でも言われていることである。 

 

Q）ご自身もこのプロジェクトに行くのはいやだ、と言ったわ

けだが、実際にはやってみてどう思ったのか、ご自身がどう

変わったのか伺いたい。 

伊東）「いやだ」と言ったのは事実。元々事業戦略の部

門にいて原価企画、工場のグローバルロケーション、選択と

集中、構造改革とかをやっていた。 

スパコンに関してはホールドした方であった。装置そのもの

は売れないし開発費がかかるし無駄だと言って止める資料

をつくった (CPU 開発には拘りがあった)、本社に異動にな

っても「こんなに金使って」なんて言っていた。2009 年年明

け、上席常務の意向として、上司から「お前を返せと言って

きているがどうか」と打診があった。「今更、川崎に行くのは

いやです」。「汐留の方がいいですね」 すると3日後、朝一

番、誰か私の席に座っている。上席常務であった。別室に

呼ばれた。 

 

「お前、いやがっているのか」 

「今さら事業部に行ってもやることがないでしょう。コス 

トダウンといっても・・」 

「お前逃げるのか。コストダウンをやるんじゃない。スパ 

コンという事業、経営をやるんだ」 

「開発部隊に行ってもやることはないでしょう」 

「そんなにいやなら、俺はどうでもいいんだよ」 

でも上席常務はどうでもいいという顔はしていなかった。 

「お前が決めろよ」と言われたものの、とても断れないと思っ

た。 

「では本社を主務で、川崎が兼務で」 

「いや逆だ。本社が兼務で川崎が主務だ」 

「いつからですか」 

「明後日から・・」 

 

結局、川崎に行くことになった。 

その時、スパコンの内容に関することは全然分らなかっ

た。 初、統括部長以上が参加する幹部会の打合せに出

席したが、何を言っているのか分からなかった。言葉も意味

不明であった。 

本部長がユニークな方で、いろいろな話を語ってくれた。ま

た、その場に集まっている面々を見たら個性的な人が多く、

活かさなければ、いや活かしていかなければと思った。技

術を活かさなければならない。結果的には正直「川崎に来

てよかった」と思う。 

富士通のアイデンティティというか、自分自身が入社した

動機は「富士通はモノを開発・つくる会社」であった為。

会社に『信頼と創造』『夢をかたちに』という言葉がある。

この言葉がいい、これがないと面白くない。モノづくり、しか

も CPU から OS まで。今回も、スパコンに十数年ぶりに挑

戦しようと皆で動いている。その中に入り込めた3年余り、私

にとって良かった。その上席常務には大変感謝している。 

若い人がベテランの方と一緒にやって、若い人たちに

血を残せたこともよかった。形は成果物しかないが、次に

つながるという気持ちを残せたというのが一番の成果で

はないだろうか。   

きっと次世代 TC 開発本部のメンバーはエクサに向けて

も頑張ってくれると思う。「京」はイノベーションの域までには

至っていないと思うが、次の 100PFlops を越えるものは、

多分相当なイノベーションになると思う。きっと、できると

思っている。そこまで行けば、『夢』が更に広がると思う。 

	 	 	 	 	 質   疑   応   答  
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Q)今回の成功が富士通にとってパワーになっていると思う。

このプロジェクトに関わった様々な関係会社の方々、ベン

ダーの方々がいる。そういう会社の人たちにも勇気と力を与

えてくれたと思う。 

伊東）その通りと思う。その意味からも地域と協力頂いて

いる方たちにどこかでお礼をしたかった。世界一（No．1）の

賞状は、本物をお礼状に添えて使って下さいと各社に贈っ

た。川崎にも１階の展示場にお礼の意味を込めて各社の名

前を入れておいてある。自由に自分の会社のコマーシャル

に使って下さいと。 

うち 1 社ではとてもできなかった。１ヶ所に纏まれたという

ことが大きい。 

個人的に嬉しかったのは、技術者は男性が多いのだが、

皆お父さんしている。普段は子供が大きくなり相手をしてく

れない。しかし、テレビであれだけ大きく取り上げられて「実

はお父さんはあれをやっているんだ」というと「何かわからな

いけど凄いことをやっているんだね」と。「子供と嫁に褒めら

れました」と言われることが多々あった。家庭で褒められて

いるのを聞くと嬉しかった。次に繋がる事にもなるでしょう。 

 

Q)今回「京」で培った技術を業績に生かさなければならな

い。それを皆さんどう考えているのだろうか。 

伊東）それは今問われている。「京」で培った技術は、ビ

ジネスサーバには生かせている。半導体プロセスに関する

技術は、45ナノを使ったことで、次の28ナノ、20ナノには繋

がっていく。半導体技術はハイエンドであるが、携帯電話等

にプロセスの先行という意味では繋がっている。繋がるかど

うかはこれからであるがソフトウエア、OS は Linux ベースで、

オープンソースとはいえ全部自社でやった。日本で OS を

やっているところはないと思うが、この技術は残さなくてはな

らないし、その人材は充実させることができた. 

それ以外のところではネットワーク。今はハイエンドのも

のにしか使えていないが継続することで、そして 100PFlops

を越えるもので使う事で、深さと広さを持つことができ、他の

製品にも活用出来ると思っている。 

 

Q）プレゼンの中でご苦労された話があったが、リーダとし

てご苦労したこと、またそれをどのように解決したか伺いた

い。 

伊東）事業本部でなくて開発本部であったことは楽な部

分でもあった。他事業部とは違い、お客様との関係がなく、

保守・サポートに時間を割かれることがなく、開発だけに特

化していたので、その部分苦労はなく技術のマインドも高か

った。技術面、開発面で、苦労といえば、いくら開発と言っ

ても湯水のようにお金を使ってはいけない、お金に対して

甘い。そこをまとめることが大変であった。 

技術志向であるので技術的に言えばやるが、次の人に

伝えないこと、周りに教えないことがネックであった。今回、

次世代 TC 開発本部を立ち上げた意味はスパコンをやるこ

ともあるが、技術人材をつなげるという国家としての目標も

ある。富士通にとっても同じである。 

 

技術オタクが多くて技術には強いが、人を教えるとか、マ

ネジメントは難しく、苦労した。 

その意味では幹部社員は皆得意ではなかった。皆のコント

ロールには苦労した。ネットワーク開発者の話ではないが、

他部門とぶつかるわけで、その後でどうやって火を消して

いくか。上席常務が私に行けと言ったことは、そういうところ

かなと思っている。 

行くと決まって、また呼ばれて言われたのは「人の問題は 

難しいんだよな」。「そんなこと今さら言わないで下さいよ」。

やはりグループ長にも呼ばれて 3 時間くらい人と組織の話

を言われた。そこは注意しなければいけないんだなと思っ

た。正直言うと、そこが一番苦労した点である。幹部社員の

コントロールが一番大変で、あとは開発費を経営幹部に如

何に認めてもらうか、納得を取り付けることにも苦労した。だ

から、損益でもなんでも嘘は言わないようにした。会長から

は「よくこんな数字をもってきたな」と 初言われた。「経営

会議では右肩上がりで順調ですとか、そんなこと言えませ

ん」と言った。 

組織はフラットであった。統括部長がいてその下に担当

部長や担当課長がズラリ、部・課は無し。良い面もあったが、

試作等に入ってくると組織的動きが必要な時に、機能しな

い事が多々あった。フラットが故に自分の責任感がない。俺

じゃない、部下に対しても彼は俺の部下じゃないから、とい

う現象が見えてきた為、ソフト、システム部隊は部制を敷い

た。 

4 部編成にして部長を置いた。部長には全部仕切って部

下の面倒、箸の持ち方までお前の責任だと、何かあっ

たら、お前を責めるぞということにした。今までは統括部長

席があって部長以下は全部横並びに座っていたが、部長

を端においてお前の島はここだ、部下全員の面倒を見ろと

いう形にした。責任を持たせ何かあったら適宜呼びつけて

だいぶ叱った。フラットと縦ラインの使い分けをした。 

 

部長にする人間は前もって確認をした。お前面倒を見る

気があるか、ここまで要求するけど部長になる気があるかと。

そこで「ウーン」という人は部長にしなかった。「やります」と

いう人はちゃんとした。若い人も通常であったらそんなに早

くなれないが 3～4 人は部長にした。   

本にも書いてある吉田くんも 36～37 歳かな、 初に呼ん

で「お前課長にするから」と予め言ったら「えっ、別の吉田で

はないですか」「どこに別の吉田がいるんだ」「いないです

ね」「お前だよ」。彼も早く幹部社員にして、ついこの前部長

にした。次のリーダになる人を早く決めて苦労をさせて育て

ることを何人かにした。それでないと次に技術を残せない。 

繰返しだが 10年に一度しかないプロジェクトでは次につ

なげることをやっておかないと崩壊してしまうので、そうし

たことを思いながら部制を敷いたり、箸の持ち方まで教えろ

よと言ったり、次のリーダは早く意識させて、周りに認め

させてあげていく。そうしたことをずっとやっている 中で

ある。 

 

Q)さまざまな問題に対して「我こそは」という人達のつながり

をひとつにまとめていくプロセスがあるが、その時にはどの

ようにしてひとつのアイデアに収斂していくのか。 

伊東） 初は言いたいことを言わせた方が良いと思う。

やはり一つにまとめていく必要はあるので次のリーダになる

者を呼んで、私から説得し、彼の納得を得ることを先ずやっ

て、彼から言わせる。一人でできない時はサポート・応援を

して「こう決めよう」とした。やはり合議制で全部は無理があ
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る。特に開発本部は次世代技術であり、こなれた技術とは

違うので個性を生かすことも必要である。上司に対しては、

入社した頃言われたことであるが 5 回挑戦してダメだったら、

上司の言うことを聞けと言われた。実際、経営幹部にはしつ

こく挑戦するが 5 回ダメと言われたら、指示に従うという感じ

で・・・。 

決めたらそのとおりにやるのだが。今までもアーキテクチ

ャの関係で 5 回行ってダメということが 3 回（件）くらいあった。

それは別のやり方をした。 

 

Q)海外との比較でスパコンという前に研究開発の仕方とか、

何をすべきか、というところに格差を感じる。日本の場合に

は研究開発やいろいろな人が共有して使う前提になってい

るが、アメリカの場合は個別のテーマ、研究者がアプリケー

ションとかニーズを背景にしてスパコンを開発し製造して使

っている。うらやましい。100PFlops エクサにしても、それを

受ける研究機構はどうあるべきか思いながら、大きな研究開

発に係る格差を感じる。 

産総研とか物質材料研とか等々からさまざまな要求があっ

て注文がある。それも予算があって云々とか。その格差をう

らやましいと思いつつも危惧も感じている。こうしたことに対

してのご意見があれば・・・。 

伊東）米国は羨ましいという意味では、国防が必ず第一

にあり、それに対応して核の融合にしても分裂にしてもお金

がつく。大学等含めてチームをつくり戦に向かいましょうと

いううらやましさはある。日本の場合は文部科学省が予算を

もっていてどう予算を通すのかという形になる、それと産業

界がまだまだである。 

一般的に使われるソフトが米国製・欧州製が多くてライセ

ンス料が非常に高価である。スパコン運用の6割位がライセ

ンス料であり、現状日本にはそういうソフトがない。「京」を使

って日本のソフトがちゃんとできるという事を期待したい。実

は富士通にもそういうアプリケーションは殆どない。一部大

学と一緒にやっているのが、心臓シミュレータとか津波であ

り、それ以外のところは基本的には OEM とかライセンス契

約でやらせて頂いている。 

意外に産業界では大いに使われていて、流通業界では、

フェデックス、ウォールマート、シアーズはスパコンを入れて

いる。それも TOP500 に入る様な製品である。Amazon も入

れていると思う。 

 

（私の経験では）実はこれは「中華 Pad」でバンコクに行った

時に露店で値切って 5000 円で買ったものである。なんで

5000 円なのと言うくらい非常にいい。アームのプロセッサを

使って、グラフィックも AMD を使って、このカバーとキーボ

ードは 800 円。香港の Amazon から送ってきた。800 円のも

のを香港から送ってきて輸送量は無料。梱包もしっかりして

いる。そういう世界を海外の人はやっている。 

これでは日本が勝てるわけがないと思った。そういう世界

を見るとスパコンを使って様々なことをやっている。顧客分

析とか、しかも TOP500 に入るスパコンと言えばものすごく

大きなスパコンである。それを使ってシミュレーションをやっ

ている。それから Boeing では 787 でスパコンを駆使して開

発している。世界中に開発拠点があって世界中で 787 の部

品をつくる。そこで部品のマージンが全部プラス目に働い

たらつながらない。そういうことが無いようにスパコンで設計

をしている。そして、品質レベルまでスパコンの設計データ

に織り込んでいる。全部つないだ時に全体でどんな品質に

なるのか全体一括シミュレーションができる。そういうところ

にスパコンを使っている。 

エアバスも同様、車では BMW がスパコンを入れている。

日本ではトヨタ。海外は規模が大きいからどんどんやってい

る。 

日本は地下資源がないから仕方ないが、地下資源でシュ

ルンベルジュはスパコンを使い衛星の赤外線での探索、地

下でダイナマイトを爆破させて地震波の伝わり方とかシミュ

レーションをやっている。あと、金融工学、日本はOEM商品

であるが、海外では金融商品を自分でつくっている。海外

ではどんどん使われている。自分で考えて自分でやる。海

外の人たちのソフトは自分のソフトであって外には出さない。

それが会社の財産になっている。 

現在スパコンは解析からビッグデータをつかったもの

への動きがある。富士通でも震災の時のタクシの動きを

GPS データを使いリアルタイムで分析した。こうしたこともビ

ッグデータを使ってできるという事例である。 

 

Q) 後に厳しい質問になるが、今回開発本部として 9 割方

うまくできたと思う。大体、日本企業は儲ける仕組みが下手

である。以前のスパコンは事業本部であったが、今回は先

ず開発しよう、そして事業にしようと考えた組織であると思う

が、次の事業というのは考えられないか。 

伊東）ソフト部隊、営業部隊というのはあるが、うちの本

部だけで益転というのは厳しい。 

 

Q)せっかくいい技術をつくったわけだから事業化したいと

いうことをぜひ提言したらどうか。 

伊東）そこもやろうとしていて、基準が 2 つあると思う。一

つは収益基準、もうひとつは価値基準、アイデンティティ

というのがあると思う。収益で判断するというのは簡単である

と思うが、スパコンをやることの技術、大義を訴えて経営幹

部が納得してくれるかどうかが継続性にとっては非常に大

事になる。そこはきちんとしたい。  

 

Q)ご自身が開発本部から事業本部にしてやるんだと言って

やるのがいいと思うが・・。 

伊東）開発本部に行った時から事業本部にするんだと言

っていた。事業本部にして継続的にやるんだということを掲

げていた。 

 

Q)事業としてはやっと5合目という感じなので周囲の声に負

けないで・・。 

伊東）先ほどお客さんがいないビジネスと言ったが、そこ

が重要なポイントで、開発本部の従業員満足度はすごく高

い。新しい技術にチャレンジしているし、世界一をめざして

いるからである。他の本部でビジネスサーバとか似たような

ことをやっているところの満足度はさほどでもない。 

なぜかというと出荷後にお客様の対応をしなければなら

ない。本部に 100 人いると新しい機種を開発できるのは多く

て 5 割、残りの 5 割は過去に出荷した製品のサポートをしな

ければならない。 

どうしても必要なことであるが余り面白くない。お客様も増え

てくるので事業本部になると新しい技術を担当する人、既
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存の保守サポートを担当する人、双方を事業部内に抱える

覚悟がいる。その中でモチベーション維持ができる組織

を考えている。 

 

（付記） 

１、講演録の中でお客様のお名前の敬称は省略させていた

だきました。 

２、講演録の構成に関して文中の図は富士通株式会社様の

ご好意により講義資料より掲載させていただきました。 

 

                                         (了)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責：特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 御	 礼 
 
2013 年 3 月 1 日 富士通株式会社沼津工場様の事業所見学及びご講義に際して多大のご高配とご尽力を賜り

感謝申し上げます。ご便宜を図っていただきました富士通株式会社様、株式会社富士通研究所様、株式会社

FUJITSU ユニバーシティ様、そして富士通株式会社沼津工場様、皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会 

             理事長   許斐 義信 

             理事・監事 一同 
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