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1970年前後(40年前)の時代

19641964年年●●東京オリンピック東京オリンピック
 

首都高速道路首都高速道路
 

東海道新幹線東海道新幹線

19691969年年●●日本、西ドイツを抜き日本、西ドイツを抜きGDPGDP世界第２位へ世界第２位へ

19701970年年●●大阪万博大阪万博
 

国産初の人工衛星「おおすみ」成功国産初の人工衛星「おおすみ」成功

19741974年年●●日本、全世帯の半数に電話器日本、全世帯の半数に電話器

19771977年年●●気象衛星「ひまわり１号」成功気象衛星「ひまわり１号」成功

19781978年年●●成田空港開港成田空港開港



昭和45年(1970年)

4



昭和45年(1970年)
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日本‐陽の沈まない国
 

富士通‐火の玉集団

富士通組織図（1970年度「入

 社のしおり」から）

富士通不夜城、給料超右肩あがり、売上高1095億円（1969年）

19701970年年

平均社員年齢平均社員年齢
 

24.824.8歳歳

新入社員新入社員

男技術系男技術系
 

1,1231,123人人

男事務系男事務系
 

170170人人

女事務系女事務系
 

330330人人
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富士通の「坂の上の雲」

岡田完二郎岡田完二郎
コンピュータに社運をかコンピュータに社運をか

 けるける

電算機独自技術電算機独自技術

1960年後半～

ｿﾌﾄｻｰﾋﾞｽ大黒柱

先端半導体独自開発
ハードウェア競争
メインフレーム

ＩＢＭ事件
ソフトウェア比重増

クラウド/SaaS
オープン化

1990年～

1980年代世界一

 H/W技術 IBM凌駕

～2010年

1969年売上高1,095億円

売上高5兆円

1970年売上高1,526億円
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中国の怒涛の成長

上位４カ国のＧＤＰ推移上位４カ国のＧＤＰ推移((兆ドル）兆ドル）

IMF資料から抜粋 (2010年1月21日)

米国

日本

ドイツ

中国
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中国の怒涛の成長

新車販売台数（２００９年）新車販売台数（２００９年） 13641364万台万台

輸出額（２００９年）輸出額（２００９年） 11兆兆20172017億ドル億ドル

外貨準備高（２００９年）外貨準備高（２００９年） 22兆兆39923992億ドル億ドル

携帯電話生産台数（２００８年）携帯電話生産台数（２００８年） 55億億59645964万台万台

インターネット人口（２００９年）インターネット人口（２００９年） 33億億84008400万人万人

粗鋼生産量（２００９年）粗鋼生産量（２００９年） 55億億67846784万トン万トン

造船建造高（２００９年）造船建造高（２００９年） 26002600万トン万トン

中国の主な「世界第一位」

朝日新聞 2010年1月22日
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韓国の決死の躍進

テレビシェアテレビシェア

スマートフォンシェアスマートフォンシェア

ＤＲＡＭシェアＤＲＡＭシェア

SONY 10%
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

 
9%

ｼｬｰﾌﾟ

 
6% アップル14%

ノキア 14%

ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ

 
17%

ﾏｲｸﾛﾝ

 
13%

日経新聞 2010年1月25日

HTC 11%

RIM 10%

IDC調査 2011年11月3日

Q3/2011
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• 太陽誘電赤字転落、人員整理

• 東芝メキシコテレビ工場→台湾コンパルへ売却

• ソニーメキシコとスロバキアテレビ工場→台湾フォックスコンへ売却

• 富士通セミ、ルネサス、東芝

 
SoC →台湾TSMCへ委託

朝日新聞 2011年10月21日

朝日新聞 2011年11月3日

• パナソニック半導体 1000人退職

日本
 

大黒柱苦戦
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米留学忌避の日本大学生
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朝日新聞

 
2011年10月17日



のしかかる少子高齢化社会、内需萎縮、のしかかる少子高齢化社会、内需萎縮、
円高、国際競争力低下円高、国際競争力低下

「今日より良い明日はない日本」「今日より良い明日はない日本」
描けぬ日本自画像、未来像描けぬ日本自画像、未来像

縮む日本

1993年
 

一人あたりGDP世界第２位

この先

2008年
 

一人あたりGDP世界第19位
こんにち

バブル崩壊、冷戦終息、グローバル化
ボーダーレスの大波、日本失速

新政権期待薄、失業者増、自殺者増、就職難深刻化
国際的リーダーシップ下落
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第1革命：1870年～明治維新と富国強兵・殖産興業

第2革命：1945年～敗戦と民主・産業復興

日本が「フロンティアへの挑戦心」を喪失したから。

経済成長への原動力を喪失している。

「失われた20年」と突き放した言い方、他人事のような捉え方は間違。

何故こうなったか？

第第33革命：革命：20102010年～年～ 新産業・成長エンジンの模索と創造新産業・成長エンジンの模索と創造
新たな「坂の上の雲」をつかみとる覚悟と気概新たな「坂の上の雲」をつかみとる覚悟と気概
世界景気失速、日本国勢衰退からの脱出・再生は日本が世界景気失速、日本国勢衰退からの脱出・再生は日本が

 見本を示す責任がある。見本を示す責任がある。
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出展：日経 ECO JAPAN http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110727/107023/

最新航空機製造工場在日本! MRJ/A380/B787
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http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110727/107023/


出展：日経 ECO JAPAN http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110727/107023/

英独仏複合計算機システム

• 三菱名航大江工場複合材・主翼製造盛況
• 石播富岡事業所複合材製造盛況 18

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110727/107023/


©Michael Pereckas  出展：Wikipedia

Honda Jet
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朝日新聞 2011年9月17日

日本独占
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朝日新聞 2011年10月25日

日本唯一
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11

さて「並列」コンピュータはどうなっているか？

ワンチップに押し込んだだけ
●外にあったSMPをオンチップへ

●半導体微細化技術の賜物
●階層化
●分散化

スパコンから組み込みまで出来損ないのまま。
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並列プログラミング言語の混沌
●OpenMP
●MPI
●HPF, HPF/JA
●VPP Fortran / XPFortran
●Chapel, X10
●XcableMP
●Co‐Array Fortran

12
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国産アプリ
 

夜明け前
●MPI on Intel はバツ

13
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ベンチマークスイートがインチキ
●Linpack / Top500 / HPCC
●Spec

14
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商品コンセプトが20年も前のまま
●スパコンは、コンセプトも方式もCRAY‐1時代のまま

●メインフレームは、ダウンサイジング、コモディティ、
クラウドへと変容(米国主導は悔しい限り)

15
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「商品生態系」をなしていない
●Windows > Mac
●VHS > ベータ

「商品生態系」とは何か？
「顧客の特定のニーズを中心に互いに結びついた様々な商品やサービスの体系」。
例えば、パソコンの基本ソフトで言えば、基本ソフト、パソコン、アプリケーション、

 ディスプレイ、プリンター、周辺機器、サプライ品などは、「パソコンを使いたい」とい

 うニーズを中心に一つの「商品生態系」を形成している。

 
大槻幹雄 2008.5

 多岐にわたる企業からなる「Compute‐sphere」が形成されてこそ繁栄する。

「商品生態系」とは何か？
「顧客の特定のニーズを中心に互いに結びついた様々な商品やサービスの体系」。
例えば、パソコンの基本ソフトで言えば、基本ソフト、パソコン、アプリケーション、

 ディスプレイ、プリンター、周辺機器、サプライ品などは、「パソコンを使いたい」とい

 うニーズを中心に一つの「商品生態系」を形成している。

 
大槻幹雄 2008.5

多岐にわたる企業からなる「Compute‐sphere」が形成されてこそ繁栄する。

16
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スパコンは Computing Ecosystem!

To address this question, it’s important to look, not just at the hardware, but the 
 software and applications running on these systems, what I call the computing 

 ecosystem. It includes the physics underlying some particular aspect of reality, the 
 mathematical models that describe the physics, the algorithms that run those 

 models into solvable computer code, and yes the computer architecture, but also 
 the low level software such as compilers and debuggers, performance optimizers 
 and load balancing tools, the networking hardware and software, the storage 

 systems and the visualization capabilities – all of which make the computer 
 hardware usable. The U.S. has been working for six decades (China 10) on the 

 computing ecosystem in a balanced, sustained way, and we can now
 

point to 
 discoveries, scientific insights and accomplishments, such as those I previously 

 described, enabled by U.S. supercomputing systems have been road
 

tested, have 
 ranked up countless compute, and have more science and technology milestones 
 than their Chinese counterparts. 

– Ms. Dona Crawford, associate director, LLNL, 

 “Has China surpassed the USA in supercomputing?”, 

 Invited Speech, Commonwealth Club, San Francisco, 
Feb. 23, 2011
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我がHPCコミュニティの雰囲気は？

• メーカーにおいては；
– ユーザを敬遠

 
ユーザ側の使い勝手に関心低い

– 先進ソフトウェア開発

 
停滞

 
未熟未完

– はい、これしか作れません！

• ユーザ（アプリ開発）においては；
– 普通の人がプログラミングできる並列システム

 
望み

– アプリ開発効率化にはソフトウェア技術の飛躍が必須

 
訴求

– チューニングが報われるシステム

 
渇望

– メーカーは聞くだけ聞き・・・

• 大学においては；
– メーカーでもなくユーザでもない。新技術がこんこんと湧き出る泉？
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ロイター 2011年10月6日

ジェトロ前理事長林康夫氏他は語る・・・
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サーバからスマフォまで欧米ITに征服され、手も足も

出ない被占領状態。
スマフォ

•(RF,BB,APP)入りSoCチップ、Android、(Apps) はほぼ
米国のIP、または製品
•「OSSはオープンだ。」は幻想だ

この10年間日本IT/コンピュータ産業/スパコン技術

創造なし

こう考えると、IT・コンピュータは衰退産業ではないのか？

しかし、日本IT/HPC再生の覚悟と気概を持つ必要あり
33



そこで、「Industryスパコン」をスパコン日本モデルに！

•業界スパコン
 
・スパコンクラウド

One‐and‐only IT技術を創造して、日本の新産業再生に貢
 献することによりコンピュータは生きられる。そして再生を
 目指すこの時に技術の模倣や借用が許される筈がない。

新素材、EV、航空機、医療機器日本の新産業創造に必死

他国のまねをやめ
 

新たな挑戦テーマを設定
 

世界で初
日本の国際競争力アップ

 
他国には出来ないものを！

One‐and‐Only技術でもって先進国と闘うしか我らの前に
道はない。Wintel Google Appleがいつまで続くのか。

 10,20,50年後の日本を思い、コンピュータメーカもユーザも
 学会も明日、1年後、5年後に向け開発を進める必要あり。

34



1.コンピュータを生態系としてとらえよ！
2.Japanスタンダードのコンピューティング・

 エコシステム(生態系)を打ち建てよ！
3.それを日本の新産業創造・再生の起爆剤

 たらしめよ！

これが貴方の使命
これが貴学会の使命

35
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