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日本と 100％国益を共有する国は、地球上に 1 つも存在しない。仮想敵国でなかったとし
ても、あるいは軍事同盟を結んでいたとしても、日本と国益を完璧に同じくしてくれる国
はない。
同盟国のアメリカにしても、日本に軍事技術を提供する際は、型落ちしたものしか提供
してくれない。最新鋭のアメリカ軍と互角に戦えるほどレベルが高い技術（輸出する場合
は、必ず「ブラックボックス」を含ませる）は、たとえ同盟国日本に対してであっても提
供されない。アメリカの国益を考えれば当然である。
アメリカの基本戦略は、
「地域覇権国の勃興、ひいては自国と覇権を争う国を勃興させな
い」に置かれている。だからこそ、アメリカは地域覇権国「候補」のライバルを支援し、
時には「敵の敵」とですら、平気で手を組む。
ジョージ・フリードマンの「続・100 年予測」には、アメリカが「自国と覇権を争う可能
性がある国」として、どの国を最も「重要視」しているかがわかる。それは、中国でも、
ロシアでも、ドイツでもない。アメリカが最も地域覇権国として台頭させたくない国は、
実は日本だという。すなわち、日本を重要視しているとは、日本を大事にしているという
意味ではない。
フリードマンは、
「アメリカの海洋支配を脅かすような軍事力を、対抗勢力に持たせては
ならない」と主張する。というのも、歴史上、アメリカと海洋で争えるほどの技術力の蓄
積がある国は、日本以外に存在しないからである。
とくに、アメリカは日米開戦時に日本の連合艦隊が空母機動部隊を世界で初めて運用し、
パールハーバーを奇襲されたことがトラウマになっているという。ちなみに、日本海軍の
空母機動部隊は、ハワイ奇襲後もオーストラリアのダーウィン、イギリス領だったセイロ
ン島なども強襲している。
実は、人類の歴史において大規模な空母機動部隊を運用し、戦火を交えたのは、日本と
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アメリカの 2 か国しかないのである。歴史的経験から、アメリカが最も「地域覇権国にし
たくない」国は、日本なのである。
というわけで、アメリカは大東亜戦争に勝利すると、自らの海洋国家としての覇権に挑
戦する可能性がある日本国の制海権を、強引に削ぎ取ったのである。具体的には、GHQ が
・・・・・。
日本の航空産業を解体してしまった。

その後、中国・韓国の追随を許し、長年のデフレでボロボロにされてきた日本の技術開
発であったが、いま、新たな技術開発が日本で起ころうとしている。そしてそれは、世界
の勢力図を変えるほどの衝撃を持つと著者はいう。本書では、国民を豊かにする、あるい
は国民が豊かになる「経済」において、最も大切なものは何なのか？

経済の生産要素の

中で、特に重要な「技術」をメインテーマに取り上げている。
さっそく、目次を見てみよう。
目次 超・技術革命で世界最強となる日本
第 1 章 日本の技術力だけが世界を救える理由
第 3 章 日本のエクサスケール・スパコンが世界を変える
第 4 章 世界最強の日本を造る革新的インフラ技術
第 5 章 新たな未来を切り拓く日本の最新技術
アメリカは日本に高度な軍事技術を提供する場合、必ず「ブラックボックス」を含ませ
る。全体としての仕様がオープンだったとしても、カギとなるブラックボックスの中身が
どうなっているかを日本側が知ることは不可能である。
自国にしか開けられないブラックボックスが存在する技術を日本に提供することで、ア
メリカは我が国への影響力を圧倒的に高めることができるわけである。
アメリカは実に戦略的な国であり、自国の防衛産業が「覇権の要」であることを知り抜
いている。アメリカは実に大らかな態度で、諸外国に兵器を提供してくれるが、輸入した
側は近代的な兵器で自国の安全保障を強化できるが、同時にアメリカへの軍事的な依存度
を高める結果となる。つまり、アメリカから輸入した兵器で武装した国は、決してアメリ
カとは戦争できない仕組みが出来上がっているのである。
軍事技術について自国で投資する場合、GDP と財政規模の関連を考えれば、鄧小平以後
の中国が、なぜ自国の環境を破壊してまで経済成長を追い求めたのか、その理由がはっき
り理解できる。兎に角、GDP を大きくしなければ、軍事支出を拡大することが出来ないか
らである。
もっとも、中国は常に軍事支出を GDP 成長率以上のペースで拡大してきている。露骨な
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までのハイペースで軍事費を拡大し、技術やノウハウを蓄積することで、中国は将来的に
アメリカと覇権を争う姿勢を見せている。
今後の日本においては、好むと好まざるとにかかわらず、覇権を求める中国への対応こ
そが「国家の行く末」を決定することになるだろう。
しかも、日本は新幹線に代表される民生技術を中国に売り込むことで、同国の経済成長
を助けてしまった。中国の高速鉄道網は、日本の JR 東日本の新幹線技術が基盤になってい
る。呆れたことに、中国は自国の高速鉄道は自前で開発したと豪語している。
中国国内で高速鉄道網が充実していけば、経済成長率は高まり、軍事費を拡大すること
ができる。「JR 東日本」や車体を担当した「川崎重工」は、短期的な「お金」のために、
虎の子の新幹線技術を中国に提供し、自国の安全保障を危うくしたというわけである。
オーストラリアは、コリンズ級潜水艦の後継艦を約 4 兆円かけて調達する予定になって
いる。現時点では、静音性に優れ、高度な溶接技術により気密性も高い日本の潜水艦が、
アメリカ海軍との連携の可能性も考え、最有力候補になっている。具体的には、三菱重工
と川崎重工が建造する「そうりゅう」型の潜水艦である。
技術とは他所から買ってくれば済むという話にはならない。というのも、真の意味にお
ける技術力は「実際に開発し、設計し、製造し、検証する」など、現場の生産活動の蓄積
によってしか向上しないからである。
「そうりゅう」が就役したのは、2009 年である。半世紀以上もの技術の蓄積があっては
じめて、日本の潜水艦の静音性や航続距離は、世界有数の水準に達した。とくに、「そうり
ゅう」の静音性は、原子力潜水艦をもしのぐスペックを誇る。潜水艦という「兵器」の特
性上、静音性は決定的な意味を持つのである。
現代において、技術のブレークスルーを牽引するのは、スーパーコンピュータ（以下、
スパコン）である。医療分野、エネルギー分野、宇宙開発分野などにおいて、人類の夢を
実現する技術を開発するためには、スパコンを用いた様々な解析やシミュレーションが欠
かせない。
1993 年、スパコンの高速性を競うランキング、TOP500 が発足した。世界各国の技術者
が、年 2 回（6 月と 11 月）
、国家の誇りを懸けて計算速度を競い合う時代に突入した。
第 1 回目の TOP500 の勝者となったのは、アメリカ TMC 社の「CM-5」であった。5 か
月後の第 2 回目の TOP500 では、富士通の「数値風洞」が「CM-5」を破り、スパコン世界
一の座に就いた。
その後、2010 年 6 月まで、30 年近くもの期間、日米両国のスパコンが TOP500 の首位
の座を争い続けたが、2010 年 11 月、中国の「天河一号 A」が初の首位を獲得した。つい
に初めて、日米以外の国のスパコンがトップの座に就いた。
とはいうものの、中国の「天河一号 A」は、ハードウェアの大半をアメリカのインテル社
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およびエヌヴィディア社から調達していたものだった。
それに対し、
2011 年 6 月の TOP500
で首位の座を奪った日本の「京」は、ほぼすべてのハードウェアについて、富士通を中心
とする日本メーカで製造していた。すなわち、「京」は「純国産」のスパコンなのである。
中国の場合は、
「外国」から資材をかき集め、マンパワーを大量に動員し、強引にスパコ
ンを組み立てて、「世界一だ！」などとやるなど、滑稽としか言いようがない。なにしろ、
中国はインテルやエヌヴィディアからの部品提供が途絶えると、途端にスパコンの製造や
メンテナンスが不可能になってしまう。部品の大半を外国に依存しているのでは、世界首
位であっても、その国はスパコンの技術力を誇ることは出来ないのである。
2015 年 4 月 9 日、アメリカの商務省が「天河二号が核兵器開発に利用されている」とし
て、天河二号が設置されている中国国防科学技術大学などを、国家安全保障に反する施設
リストに加えたことが報じられた。今後、インテルなどのアメリカ企業がスパコン部品を
中国に輸出することは、ほぼ不可能になったわけである。
スパコンを製造すること自体は、別に目的でも何でもない。高性能パソコンを用いて「何
をやるか」がポイントなのだ。日本はポスト「京」のスパコンを製造し、医療、防災、環
境、エネルギー、産業競争、宇宙科学等の分野で技術ブレークスルーを果たすことを計画
している。
スパコンを用いて様々なたんぱく質レベルまで分析、シミュレートすることで、世界か
ら難病をなくすことができるだろうか。
高性能かつ安全な核融合を実現することで、エネルギー供給の問題を一気に解決してし
まうことは可能だろうか。
・・・などは現時点では無理であろう。しかし、今後スパコンが進化していけば、実現する

可能性はゼロではない。
現在、日米において、2020 年を目標に、エクサスケール・スパコン（「京」の性能の 100
倍）の開発が始まっている。2020 年とは、別に遠い話ではない。東京五輪が開催される年
であり、わずか 5 年後である。
ところが、スパコンは、途轍もない容量の電気を消費する。日本の「京」は 2011 年に実
施された TOP500 のベンチマ－クテスト時に約 12.7 メガワットの電力を消費したという。
一般家庭の平均電力使用量を 400 ワットとすると、
「京」の消費電力は約 3 万世帯分に相当
する。
今後スパコンは省エネ性能が主戦場になりつつあるため、
スパコンの性能競争も TOP500
以上に Green500 の方が重視されるようになってきた。Green500 とは、2005 年に発足し
た「世界で最もエネルギー消費効率がいいスパコンをランキングするプロジェクトである。
2014 年 11 月、
アメリカで開催された国際学会で Green500 のランキングが発表された。
同ランキングにおいて、何と日本の高エネルギー加速器研究機構が保有するスパコン「睡
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蓮」が、初登場でいきなり 2 位につけるという快挙を成し遂げた。
「睡蓮」はその後、2015
年 3 月 19 日に 25％もの性能改善を実現し、2014 年 11 月の Green500 の世界第一位に相
当する性能を叩きだした。ちなみに、「睡蓮」の消費電力性能は、すでに「京」の 7.5 倍に
達しているという。
次世代のスパコン、エクサの性能を持つスパコンは、医療やエネルギー、食糧問題など
の「平和利用」に加え、当然ながら軍事面でも活用されていくことになるだろう。
また、米欧中の国々が、スパコンを「平和利用以外では絶対に使わない」と約束するな
ど、到底、考えられない。それを思うと、「世界」あるいは「人類」のためにも、日本こそ
がスパコン技術で先行すべきである。
中国は共産党の独裁国であり、民主主義すら存在しない。そんな中国がスパコンの技術
で圧倒的に先行し、アメリカをも上回る「軍事力」を持つ日が来るなど、人類の悪夢とし
か言いようがない。
そのことを考えると、すべての技術の「要」となるスパコンの分野で、日本が他国をリ
ードし続けることは、世界のためでもあるというわけである。
鉄道を走らせるためのリニア技術には 2 種類ある。すなわち、
「常電導方式」と「超電導
方式」である。ドイツで開発された常電動方式の磁気吸引型浮上列車「トランスラピッド」
の技術を導入したのが中国の上海の浦東国際空港と上海市街地を時速約 430km で結ぶ高速
鉄道である。中国の上海トランスピッドを、暗い状況で見ていると、火花が散るケースが
あるという。というのも、わずか 1cm 浮かした状態で、400km/h を超すスピードで走らせ
ているから、レールと車両が接触しても、別に不思議でも何でもない。上海トランスピッ
ドで大事故が起きないよう神に祈るのみである。
ちなみに、トランスピッドの開発は、ドイツ政府が 2011 年に支援を打ち切ったため、す
でに終了している。
さて、日本の JR 東海が建設を予定しているリニア中央新幹線の「リニア技術」は、トラ
ンスラピッドや地下鉄向けリニアモーターとは決定的に違う。何しろ、浮上高さが 10cm に
も達するのだ。
「浮く」というより「飛ぶ」という表現の方が正確だ。2015 年 4 月 21 日に
人類史上初めて、600km/h という超高速を地上で実現した車両は、超電導技術によって「陸
・・・・・。
を飛ぶ」のである。

本書では、スーパーコンピュータ、リニアモーターカー、最新鋭ステルス戦闘機、10 式
戦車、護衛艦いずも、そうりゅう型潜水艦など、我が国の「技術力の結晶」の一部が紹介
されている。官民を問わず、国民の需要を満たす「モノ」、「ヒト」、
「技術」が現時点で充
分に存在するからこそ、我が国は先進国なのである。
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さて、日本の研究費対 GDP 比は、主要先進国に比べても高い。人口はそれなりに高いも
のの、国内に十分な天然資源がない島国である日本にとって、技術開発は国家として生き
延びるためのコア・コンピタンス（中核的な競争能力）である。
日本の研究費対 GDP 比率は、1980 年ごろは 2.5％にも満たなかったが、その後バブルが
崩壊し、1997 年の橋本政権による緊縮財政以降、日本経済はデフレ化する。
それにも関わらず、日本は研究費を対 GDP 比でも、絶対額でも伸ばし続けた。リーマン
ショックにより失速してしまったものの、それでも主要先進国の中では経済規模と比較し
た研究費は大きかった。
さらに、日本は研究費に占める「政府」の割合が、主要国の中では最低なのである。確
かに、対 GDP 比で多額の研究費を費やしている我が国であるが、主な負担者は「民間」な
のである。逆に言えば、欧米は研究費に占める政府の割合が大きいというわけである。
日本では、1980 年代以降、思考停止的に「政府のやることは無駄ばかり」と決めつける
人が増えた。いまだに日本では「無駄の削減」と政治家が叫べば、国民の支持を得てしま
う状況が続いている。
ルーピー

結果的に、日本国民は 2009 年に「鳩山 政権」という悪夢を生み出してしまった。鳩山
政権は「事業仕分け」という恐るべき政策を推進し、大研究プロジェクトを含む約 220 件
の政府支出事業に対する予算削減が提出されたのである。
事業仕分けで科学予算を「削減」したのは、わずか 20 名の科学技術の素人たちで、科学
者や専門家は全く含まれていなかった。ど素人の政治家や民間人が、各研究開発、技術の
知識なしで、次々と予算を削減し、それに国民が喝采を送ったというわけである。
科学者たちは「資源の乏しい日本にとって、科学技術の脆弱化は国家の衰退を意味する」
との要望書を鳩山政権に提出している。
しかし、日本国民は、天然資源を算出しない日本にとって命綱ともいえる科学技術予算
の縮小を歓迎した。多くの国民が理解すべきだと思うが、「無駄になる可能性がある」から
こそ、政府がやるべきではないだろうか。
日本の研究費対 GDP 比は、主要先進国においてトップである。とはいえ、投資の主体は
あくまで「民間」であり、政府投資が占める割合が主要先進国の中で最も小さいというの
が、日本の技術投資の現実である。
この世には、
「利益は出ない可能性はあるが、投資をしなければならない分野」が、歴然
として存在する。日本政府は、むしろ民間企業ばかりに技術開発投資のリスクを負わせず
に、政府投資を拡大すべきである。
民間主導で「技術大国」としての地位を固めている現状は、もちろん誇りに思うべきだ
が、デフレで痛めつけられた企業にとって、
「将来的に実るかどうかわからない技術」に資
金を投じることは困難を極める。加えて、日本としても、グローバル株主資本主義の浸透
により、長期的な技術開発投資に資金を投じにくい環境になっていく可能性が高い。そう
なると、直近の日本は「技術大国」の地位を維持できるだろうが、中長期的には厳しくな
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らざるを得ない。技術大国としての地位を盤石なものにするためにも、今後の日本は「政
府投資」の比率を高めていくべきである。
主要国の中で政府投資が研究費全体に占める割合が最も小さいということは、逆に言え
ば「伸びしろがある」という話である。
日本国民は、せめて、
「政府の技術開発投資は無駄になるかもしれないが、それは資源小
国である日本の国民が担わなければならないコストである」という事実を認識すべきであ
る。
2015.7.29
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