みなさま
競争的資金の獲得のためには、その研究成果が活用されることが明らかな提案が必要とされています。研究
成果の活用に独立行政法人、大学などの研究機関と産業界の連携が重要です。アドバンスソフト株式会社は先
端的ソフトウェア開発に関して、多くの産学連携プロジェクトを実施してきました。これらの経験をもとに、
シミュレーション・ソフトウェア開発の産学連携の実現方法を紹介するとともに、現在、当社が進めている産
学連携の国家プロジェクトについてご紹介いたします。
みなさまにおかれましては、お忙しい中、まことに恐縮ではありますがお誘い合わせのうえ、ご出席賜りま
すようお願い申し上げます。
アドバンスソフト株式会社 代表取締役社長 小池 秀耀
2009 年 1 月吉日

開催日時

2009 年 3 月 4 日（水） 13:30～16:30

開催場所

山王健保会館／トスラブ山王（港区赤坂）A+B 会議室

テーマ

アドバンスソフト株式会社の国プロジェクトと産学連携のご紹介

参加費

無料
プログラム

13:30～13:35

「主催者あいさつ アドバンスソフト株式会社について」

（5 分）

13:35～14:00

アドバンスソフト株式会社 代表取締役社長

「国プロジェクトにおける産学連携の実例」
アドバンスソフト株式会社 代表取締役社長

（25 分）

14:00～14:25
（25 分）

14:25～14:50
（25 分）

14:50～15:15
（25 分）

15:15～15:25
（10 分）

15:25～15:50
（25 分）

（25 分）

アドバンスソフト株式会社 主事研究員

（15 分）

後援

日野 理

「イノベーション基盤シミュレーションソフトウエアの作成
ナノデバイスシミュレーションシステムの作成」
アドバンスソフト株式会社 取締役 技師長

宇田 毅

「イノベーション基盤シミュレーションソフトウエアの作成
次世代ものづくりシミュレーションシステムの作成」
アドバンスソフト株式会社 主任研究員

石川 賢一

** 休憩 **
「産学共同シーズイノベーション化事業顕在化ステージ
MOS 反転層内量子化された電子の弾道（バリスティック）
輸送の研究」
山口 憲

医用画像と血流シミュレーション技術を融合した
疾患予防・診断のための支援ツール開発」
アドバンスソフト株式会社 主事研究員

16:15～16:30

小池 秀耀

「イノベーション基盤シミュレーションソフトウエアの作成
量子バイオシミュレーションシステムの作成」

アドバンスソフト株式会社 主管研究員
「産学共同シーズイノベーション化事業顕在化ステージ
15:50～16:15

小池 秀耀

質疑応答

スーパーコンピューティング技術産業応用協議会

畝村 毅

FAX：03-5570-1684
アドバンスソフト株式会社総合企画部 広告宣伝室 行

貴社（校）名：
ご所属：
ご氏名：
住所：
tel ：

fa x ：

e-mail：
通信欄：
*お客様から当社が提供を受けたお客様の個人情報は、
弊社の個人情報保護ポリシーにしたがい取り扱います。

セミナー会場のご案内
[1] 日時：2009 年 3 月 4 日（水）13:30～16:30
[2] 場所：トスラブ山王（山王健保会館 2F）
東京都港区赤坂 2-5-6
TEL:03-5570-1803
■地下鉄銀座線・南北線「溜池山王駅」下車
10 番出口より外堀通りを赤坂方面に徒歩 3 分
■地下鉄千代田線「赤坂駅」下車
2 番出口より外堀通りを溜池方面に徒歩 5 分
■地下鉄丸ノ内線「赤坂見附駅」下車
外堀通りを溜池方面に徒歩 7 分
外堀通りの山王パークタワービル向かい、
日枝神社斜め向側の山王健保会館２F

募集要領
【お申込み】参加のお申込みはこの申込書を FAX、または電話・E-mail にて承っております。
【定員】
80 名（先着順に受け付け、定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。）
【参加費】
無料

Advance/FrontFlow/red、 Advance/FrontFlow/blue、 Advance/FrontSTR、は東京大学生産
技術研究所計算科学技術連携研究センターが実施した文部科学省ITプログラム「戦略的基盤
ソフトウェアの開発」プロジェクトの成果(ソフトウェア）をアドバンスソフト株式会社が独自に改良
したものです。アドバンスソフト株式会社は「戦略的基盤ソフトウェアの開発」 プロジェクトに参
加しソフトウェアの開発を行いました。
OCTAは、名古屋大学 土井正男教授（現東京大学）をリーダとして、経済産業省、新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構(NEDO)の出資により化学技術戦略推進機構(JCII)において実施さ
れた産学連携プロジェクト(1998年8月から2002年3月の４年間）で開発されたソフトマテリアルに
対する統合的なシミュレータであり、http://octa.jpにおいて公開されています。アドバンスソフト
株式会社は、OCTAの商用化の承認をOCTA 管理委員会から得て「Advance/OCTA」として販
売、サービスを提供しています。

流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow
構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR
流体騒音解析ソフトウェア Advance/FrontNoise
二相流解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/MP&FS
色素増感型太陽電池性能予測シミュレータ Advance/DayStar
管路系流体解析ソフトウェア Advance/FrontNet
都市安全・環境シミュレータ Advance/EVE SAYFA
タンパク質量子化学計算ソフトウェア Advance/ProteinDF
タンパク質－化学物質相互作用解析システム Advance/BioStation
色素増感型太陽電池の性能予測シミュレータ Advance/DayStar
ソフトマテリアル統合シミュレータ Advance/OCTA
ナノ材料第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE

アドバンスソフト株式会社 総合企画部 広告宣伝室
E-mail：office@advancesoft.jp URL：http://www.advancesoft.jp/
住所：〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目 9 番 20 号第 16 興和ビル
TEL：03-5570-1681 FAX：03-5570-1684

１．背景
戦略的基盤ソフトウェアの開発および革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発プロジェクトにおい
て、FMO 法に基づく量子化学計算のタンパク質・化学物質相互作用解析を行うためのソフトウェア BioStation
が開発された。BioStation は、大規模タンパク質の量子化学解析を専門に行う世界でも例のないソフトウェア
である。現在では、BioStation を用いた創薬研究を行う企業も現れ始め、産業界への貢献も現実のものとなり
つつある。
しかし、バイオ分野の量子シミュレーションのニーズは幅広くその進歩も急速である。また欧米も国策として
量子計算ソフトウェアの強化を図っており、Gaussian、GAMESS などに代表される欧米のソフトウェアも急
速に機能強化を図っている。BioStation の成功を維持発展させるためには、最近の研究成果に基づき BioStation
の機能を強化することが必要不可欠である。

2．目的・目標
最新の量子化学研究成果を取り入れた機能を BioStation に組み込み、超並列計算機にも対応した、世界最高
性能の量子バイオシミュレータを開発する。

高血圧症薬エナラプリル（1UZE）

3．講演内容
研究開発における役割分担
研究開発の概要
¾ 密度汎関数理論（DFT：Density Functional Theory）の導入
⇒ 金属元素を含むタンパク質・化学物質相互作用解析の精度向上
¾ RI（Resolution of Identity）法の導入
⇒ MP2、DFT 計算の高速化
¾ 並列計算スキームの改良
⇒ 超並列計算への対応、量子化学計算のコンパクト化

抗生剤アモキシシリン（１LL9）

ガラスは無色透明で光を通すのに、なぜ金属は光を通さず電気を流すのだろうか。第一原理計算
はこのような素朴な疑問に答えるだけでなく、次世代半導体素子開発に必須とされる高誘電率材料
の探索や、大気汚染物質を分解する触媒反応の解析、また、クリーンなエネルギー源として注目さ
れる燃料電池と水素貯蔵材料の開発など、現実の問題解決にも役立つようになってきた。物質はた
かだか 100 種類の元素から作られており、これらの物質が示す様々な性質は物質の骨格を作る原
子核と、その周りを飛び回っている電子によって決められている。電子のような軽い粒子の振る舞
いは量子力学によって記述される。第一原理計算とは実験や経験パラメタを用いず、純粋に理論だ
けで量子の世界の現象を解析する計算法のことである。第一原理計算に必要な道具立てはすでに
30 年前にはほぼ確立されていた。しかし、第一原理計算には膨大な計算時間が必要なため、当時
はごく限られた現象の理解や説明という研究用としての解析手段にとどまっていた。しかし、最近
のコンピュータの急速な発展により、第一原理計算は材料特性の予測にも用いられるようになって
きている。説明から予測へ、この質的進化が第一原理計算の活躍の場を象牙の塔から実社会へと押
し広げつつある。
文部科学省の「イノベーション基盤シミュレーションソフトウエアの作成」プロジェクトは、こ
のような状況に鑑み、産業界に資するシミュレータの開発を目的として発足した。弊社はプロジェ
クトで開発されたシミュレーションソフトウエアを、より使い勝手の良いものにブラッシユアップ
することをミッションとしている。プロジェクトはバイオ分野、ナノ分野、および、次世代ものつ
くり分野からなるが、ここではナノ分野の根幹となるシミュレータ「PHASE」を中心に、その概
要と、当社の今後の取り組み方、成果の活用方策について述べる。

エレクトライド：(Ca24Al28O64)4++4e- のフェルミ面付近の電化分布

1. 背景（ニーズとシーズ）
企業が抱える課題(ニーズ)と大学が持つ先行的研究成果(シーズ)の融合を促進し、将来性を検証するスキームとし
て(独)科学技術振興機構が公募する「産学共同シーズイノベーション事業」がある。科学技術分野でのソフトウエア
技術開発を旨とする弊社では半導体デバイスシミュレータを独自技術として開発中で、現在から将来へ向けて重要課
題となる「電子の弾道(バリスティック)輸送」モデルを世界に先駆けて実用的ツールに仕上げたいと考えている。弊
社では明治大学冨澤研究室が長年培って来たバリスティック輸送モデリング技術に着目、題記事業の「顕在化ステー
ジ」へ応募し、実用化の道を探っている。
2. 技術課題
半導体デバイスはムーアの法則と言われるトレン
ドに則り高集積化の道を歩み、一つのトランジスタ
のサイズはナノメートルの領域に達している。この
様な微小領域になると図１に示す如く、陰極を発し
た電子は数回の散乱で陽極に至る「バリスティック
伝導」と言われる機構が出現し、電気的特性の向上
が期待される。バリスティック伝導を理論的に扱う
にはモンテカルロ法が広く用いられるが、トランジ
スタ一般構造に適用し構造設計を行えるツールとす
るには計算時間の増大から不向きである。そこで明
大で先行的研究が進められている「ボルツマン方程
式から導出される運動量、エネルギーバランス式を
扱うモデリング技術」に着目、実用化を目指してい
る。
LSI の基本要素である MOSFET へ上記モデリン
グを適用可能とするには
(1)図２－３に示される MOS 反転層と言わ
れる領域とドレイン付近における空間電荷
制限領域の電子輸送を同時(連続的)に扱え
ること
(2) MOS 反転層における２次元量子化状
態にある電子が強いドレイン電界(ED)によ
り誘引される時のエネルギー取得と放逸に
関するサブバンド内・サブバンド間の散乱/
緩和レート定式化と不純物散乱/緩和レー
ト定式化が要求される。
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3. 進行状況と今後の展開
図３．MOS反転層における量子効果
「産学共同シーズイノベーション事業」
図２．MOSFETの構造と動作機構分類
に採択されたことを受け、MOSFET にお
けるバリスティック輸送モデリング実用化の要と言える課題番号(2)の物理モデリングの研究を明大冨澤先生にお願
いしている。一方、当社では開発中の汎用デバイスシミュレータの中にバリスティック伝導モデルを組込む方針で、
課題番号(1)に応えるモデルのあり方、数値計算アルゴリズムを検討中である。基礎研究とその実用化に当っては参
画する機関が長所を持ち寄り、着実に実用化できるよう方向を見極めることが重要である。産学共同である本研究が
シーズとニーズを持ち寄り実用化を進める研究スタイルの成功事例の一つとなるよう担当者として努めたい。
謝辞：本研究推進をご支援頂いている(独)科学技術振興機構ならびに明治大学に厚く謝意を表します。

受託元
独立行政法人 科学技術振興機構

（JST）

事業名
産学共同シーズイノベーション化事業「顕在化ステージ」
http://www.jst.go.jp/innovate/
共同研究者
研究リーダー：

東京大学

大島まり

教授

実施時期
平成 20 年 10 月開始～平成 21 年 8 月まで
プロジェクト概要
本事業は、革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発プロジェクトにおいて開発された生体流体統
合解析ソフトウェア「M-SPhyR」をベースとして、血管実形状に対するマルチスケール・フィジックス血流
解析を行うソフトウェア、およびその実行環境を臨床応用のために開発整備するものです。医用画像に基づ
く患者個別の血管データに末梢血管モデルや生体モデルを使用し、生体内環境を正確に模擬した血流シミュ
レーションを組み合わせることで、血管内の血液の流動状況や血管壁への力学的作用をより正確・容易に把
握できるようにすることを目的としています。これらを循環器系疾患の診断・予測ツールとして構築して普
及を図り、予防・治療効果の向上につなげることを目指しています。

