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職業人としての私のキャリアパス

富士通株式会社 科学システム開発部 研究員
分子シミュレーションの研究・回路解析ソフトウェアの研究開発

富士通株式会社 計算科学研究センター 主任研究員(課長職)
研究開発管理・分子シミュレーションソフトウェアの研究開発

通商産業省工業技術院 物質工学工業技術研究所 主任研究官
分子シミュレーション法の研究開発とその応用

通商産業省工業技術院 物質工学工業技術研究所 計算機化学グループ長
研究開発管理・分子シミュレーション法の研究開発とその応用

通商産業省工業技術院 物質工学工業技術研究所 理論化学研究室長
研究室運営・研究開発管理・分子シミュレーション法の研究開発とその応用

産業技術総合研究所 計算科学研究部門 副部門長
研究部門運営・研究開発管理・プロジェクトリーダー・外部資金獲得・専門委員

筑波大学 グローバルリーダーキャリア開発ネットワーク 教授・統括マネージャ
博士研究員と博士課程大学院生のキャリア形成支援とキャリア教育

慶應義塾大学 理工学研究科 特任教授
大学院生のキャリア形成支援とキャリア教育



富士通株式会社
1982～1995



1982年 IBM産業スパイ事件
1982年6月22日に日立製作所や三菱電機の社員など計6人が、米IBMの機密情報に対する産業スパイ行為
を行ったとして逮捕された事件である。IBMと日立は翌1983年に和解した。また1984年より、当初は当事者
外であった富士通とIBMの交渉も進められ、1988年に和解した。

1985年 NCAR導入キャンセル事件
日立(S-810)、NEC(SX-2)、富士通(VP-100/200)の3社が米国国立大気研究センターのスーパーコン
ピュータ導入案件に応札。一旦、日本ベンダーが落札したが、議会の圧力により、価格性能比が劣るCray社
の新型機(Cray-2)に決定した。

1987年 MIT導入キャンセル事件
1987年にMITが富士通のVPシリーズ及び、NECのSXシリーズの最新機を導入しようとして入札を行い、日
本側2社とCray社及び解体寸前であったコントロールデータ社が共に応札した。その結果、日本の会社が落
札したが、決定直後に政府関連から圧力がかかり、キャンセルされた経緯がある。 後のスーパー301条適用時
程の騒ぎにはならなかったが、1985年の件も含め、アメリカ側の続けざまの（日本から見て）不当な対応によ
り、日本国内の世論に影響を与えた。

1996年 Super301条発動問題
ベクトル型スパコンの専業メーカであるCray社は、自社での新型スパコンの開発においてNEC製スパコンの
1/4程度の性能しか出せず、アメリカ国内のスパコン調達案件において連敗を続けたため、NECがスパコンを
ダンピングしていると議会に呼びかけ、大規模なロビー(日本政府がNECに補助を施した、ダンピングであるな
ど)を行った。その結果、アメリカ政府はNECが汎用機で揚げた利益を原資にスパコンを不当に廉価で販売を
しているという虚偽の理由を付け、スーパー301条による454%の上乗せ課税という特殊関税を賦課したため、
NECがアメリカへスパコンを輸出することは実質不可能となってしまった。さらに、この課税対象は日本の全
スパコンベンダーに及び、日本のスパコンの衰退につながった。

http://ja.wikipedia.org/wiki/を元に作成

時代背景(1980～1995)



【電子産業史】1987年：日米半導体摩擦

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080807/156208/

日本の産業が成長する過程で，米国との間で数多くの貿易摩擦が生じた。繊維，
鉄鋼，テレビ，自動車，そして半導体も日米政府が介入する貿易摩擦で緊張した
時代があった。
日米半導体摩擦の大きな山場は1992年末だった。日本市場に占める外国系

半導体のシェアを1992年末までに20％以上にするという目標が定められた。



http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/15166を元に作成

20万倍

15万の1倍

コンピュータの発展の歴史



IBM 604 electronic calculator 1950

http://www.science.uva.nl/museum/wiring.php

tube

真空管を小型化することは可能だろうか?



Bull社で開発された世界初のトランジスタ型コンピュータ

Bull gamma 10   1960 

Bull gamma10のプリント基板

http://www.science.uva.nl/museum/wiring.php

個別トランジスタ

個別トランジスタをどこまでも小型化する
ことは可能だろうか?



コンピュータを飛躍的に高速にした技術

■集積回路の発明 キルビー 1959
・基板上にトランジスタを集積化
・各素子間の配線は内部に作る

■プレーナ技術の発明 ノイス 1959
・シリコン酸化膜を素子上に堆積
・これを絶縁層として素子間を配線

■フォトリソグラフィ技術
・微細パターンを大量生産

■コンピュータシミュレーション
を用いたLSI設計の完成

・プロセスシミュレータ
・デバイスシミュレータ
・回路シミュレータ
・論理シミュレータ

■レイアウト設計ツールの完成



http://jaco.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/edu/micro1/

集積回路技術と設計ツールにより設計と
製造が一体で出来るようになった。

CMOS  NOT



Fujitsu VP-200 1982 500MFlops Fujitsu VPP700 1997 35GFlops

CPU(インテル)とスーパーコンピュータ(富士通)の発展

Fujitsu K-comp. 2012 10PFlops



1982～1985 VP-200 500 MFlops

・Fortran コンパイラのテスト

・回路シミュレータの調査と高速化アルゴリズムの研究開発

・ベンチマークテスト(回路シミュレータ、デバイスシミュレータ
など)の技術コンサルティング

・分子動力学法の高速
アルゴリズムの開発と
溶融塩の研究

・科学万博出展作品(ユ
ニバース)の分子動力学
シミュレーションの技術
コンサル ティング

富士通での主な仕事 その1



1985～1990 VP-2600 5GFlops

・GaAsトランジスタ、HEMTの開発のため、格子ミスマッチに
関する知見が必要 MBEの分子動力学シミュレーション

・C60が発見される 薄膜形成の分子動力学シミュレーション

・スパコンベンチマークテスト(分子動力学シミュレーション、分子軌
道法など)のアドバイサー

・スパコン用アプリケーションソフト
ウェア(MASPHYC, FSPICE)
の開発

・大阪花の博覧会出展作品(ユニ
バース2)の技術コンサルティング

富士通での主な仕事 その2



普通のトランジスタ

電子を発生させるための不純物添加
層と電子が走る層が同じ層のため、

・雑音が発生しやすい
・電子の移動速度が遅い

HEMT
電子発生する層と走る層が別れている
ため（電子が不純物にぶつからない）

・雑音が少ない
・電子の移動速度が速い

何故、HEMTだと、良いのか?

原子のサイズが異なる

GaAs基板

-

GaAs層

-

-

GaAs基板

-

AlGaAs層

-

-

高純度GaAs層

-

不純物



原子のサイズが異なる

上の結晶はどんな形を作るか?

温度が高くなると結晶はどうなるか?

界面(異なる結晶の接触面)の構造は乱れないか?



どのように作るのか?

半導体でシミュレーションしたが、当時(1985年)
のシミュレーション技術の限界で、成功しなかった。
それで、金属に変えて、研究を行って、薄膜成長を
解明することに成功した。

実験装置

シミュレーションのモデル系

基板

基板



2/)(

 4)(

),(

),,,(

612

1

21

sbbs

IJ

IJ

IJ

IJ
IJIJIJ

J

N

I

N

IJ
IIJ

NII

RR
R

RR

RRRF

)
2

()()(

)()
2

()
2

(

ttvttrttr

m
tFttvttv

v
dt
rd

F
dt
vdm

iii

i

i
ii

i
i

i
i

i

シミュレーションの方法

運動方程式 原子間に働く力
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原子間のエネルギー

接 触

安定配置

0

量子力学から決定

原子の間に働く力
がわかると、分子
動力学法を使って
物質が融ける温度
や気化する温度や
固さなどあらゆる
性質を予測するこ
とができる。

I



lattice2 2 45R

Square lattice Triangle lattice

ξ

ξ=(σb-σs)/σs 

基板の原子と蒸着する原子のサイズが異なるといろんな形の薄膜ができる。

σs 

σb 

σs 

σb 



何故、いろんな結晶が出来るのか?

三種類の結晶(四角格子、三
角格子、 格子)
が混じって複雑な構造が出
来る。

2 2 45R

吸着エネルギーの計算



・スパコンの開発に企画の段階から参加
WG(ハード設計者、OS、コンパイラ開発者、アプリケーショ
ンソフトウェア専門家)で、次世代のスパコンを議論
計算科学の専門家として必要な要件を提案

1990～1995 VPP500

・汎用分子動力学シミュレータ

MASPHYCを完成させ、液
晶・ゼオライト・半導体・金属
溶液・酸化物・クラスターなど
様々な物質のシミュレーショ
ンを行い、研究成果上げス
パコンの宣伝に利用される。

富士通での主な仕事 その3



工業技術院
産業技術総合研究所

1995～2012



基礎研究シフト(基礎研究ただ乗り論)
1980年代に主に、米国より主張された論。日本産業の繁栄は，基礎研究の成果の結果であ

るが、日本の基礎研究に関する貢献は少ない。外国(米国)で達成された基礎研究成果にただ
乗りして，日本は産業的繁栄を実現している。通産省は貿易摩擦への対応に苦慮していたため、
1990年代に「ただ乗り論」を受け入れて基礎研究を強化する道を選ぶ。傘下の工業技術院に
属する研究所に対して，基礎研究を強化するよう，強制する。これは、2000年中頃まで続く。

ナノテクノロジーの時代
2000年に米国のクリントン大統領により、NNI(National Nanotechnology Initiative)

が発表される。この結果、我が国でも2001年からの科学技術基本計画の国家的・社会的課題

に対応した研究開発の重点化の中に、広範な分野に大きな波及効果を及ぼす基盤として、ナノ
テクノロジーが盛り込まれる。工業技術院では、1992年から技術研究組合オングストロームテク
ノロジ研究機構(JRCAT)を発足させ、ナノテクノロジーの基礎研究を行った。1990年代末には、
米国から調査団がJRCATに来所し、ヒアリングを行っていった。

プロジェクトの時代(競争と集中の時代)
2001年には国立研究所が、2004年には国立大学が独立行政法人となり、交付金は毎年

減額され、研究資金は競争的外部資金に応募し、獲得する時代になった。

時代背景



電子式コンピュータの誕生

暗号解析と砲弾軌道計算から生まれたコンピュータ

17468本の真空管・70000個の抵抗器・10000個
のコンデンサ、消費電力は150kW、プログラムを
変更するために配線作業をしている女性

ENIAC

シーモア・クレイERA 1103

Cray-1CDC 6600

世界初のスーパー
コンピュータ 1976

Bomb (1500本の真空管か
らなる演算器を持っていた)



ノイマンは爆縮レンズの開発に従
事し、爆薬を32面体に配置するこ
とによって効率的な核爆弾が製造
できることを導き出した。原子爆弾
を爆発させるべき高度も導く計算
も行った。

暗算

計算尺

計算機

ニールス ボーア

レオ シラード 1939年8月
に原爆開発の意見書を送る

アインシュタイン

ハンス ベーテ

オッペンハイマー
ロスアラモス研究所所長
1942年-1945年10月 フォン ノイマン

エンリコ フェルミ

エドワード テイラー
ウラムファインマン

コンピュータシミュレーション誕生
総額予算:20億ドル(当時)

砲身方式(ウラン) 爆縮レンズ方式
(プルトニウム)



Fujitsu VP-200 1982 500MFlops Fujitsu VPP700 1997 35GFlops

CPU(インテル)とスーパーコンピュータ(富士通)の発展

Fujitsu K-comp. 2012 10PFlops



http://ascii.jp/elem/000/000/561/561198/を元に作成

1つのCPUの性能は、下記の式で表される。

P＝f×IPC
P: Performance(処理性能)
f : Frequency(動作周波数)
IPC : Instructions Per Cycle(1サイクルあたりの処理命令数)

P を引き上げるためには、f を上げるか IPC を上げるかになるが、f を上げると消費電
力も増えることになり、動作周波数の引き上げには、放熱の観点から制約があった。

一方、IPC を引き上げるのはもっと難しい。いろいろな策を講じてIPCを引き上げよう
としているが、それでもなかなか上がらない。

インテルの場合
1989年 Intel 486DX f = 33MHz,   IPC= 1命令/サイクル
2006年 Core 2 Duo   f = 2.93GHz,  IPC= 3命令/サイクル

17年をかけてf は 90倍になったのに、IPC はたったの3倍でしかない。
IPCを引き上げることの難しさがわかる。

複数のCPUがあれば、その性能は以下の式となる。

P＝n×f×IPC
n: Number of CPUs(CPUの数)

CPUの速度は何により決定されるか?



産経ニュース 2010.9.28 18:07 
富士通が理化学研究所と共同開発している次世代
スーパーコンピューター「京（けい）」で使用するサーバー
の製造作業＝２８日、石川県かほく市の富士通ＩＴプロ
ダクツ（三塚聖平撮影）

次世代スーパーコンピュータ京は手作りで組み立てられている

完成 2012年6月
コア数 8万ノード×8コア=64万コア
最大性能 10PFlops(=1016Flops=1京Flops)
最大消費電力 1.3万kWh
設置場所 神戸ポートアイランド計算科学研究機構



世界のスーパーコンピュータの性能ランキング「TOP500」が今月12日に更新され、1位は
米クレイ社製「タイタン（Titan）」と発表されました。
タイタンはAMDの16コアCPU「Opteron 6274」とNVIDIAのGPU「Tesla K20X」を組み
合わせた18,688ノードのシステム。コア数は560,640、計算速度は毎秒1.76京となります。
富士通の「京」は計算速度が毎秒1.05京で、今回は3位に留まりました。

http://www.gizmodo.jp/2012/11/3_60.htmlを元に作成

TITAN (オークリッジ国立研究所)



TOP500 List (November 2012)

2012年11月のTOP500では、
Intelのプロセッサを使うシステム
が全体の76％を占めた。AMD
のOpteronがそれに続く12％で、
IBMの「Power」系プロセッサが
10.6％だった。また、8コア以上

のプロセッサを搭載するシステム
の割合は増加傾向にあり、全体
の46.2％に上っている。



科学技術動向, 2011年9・10月号, pp.23-34

世界のスパコンTOP500の利用分野



ウイルス
10-7m

ナノトランジスタ
10-8m

核酸分子
10-9m

細胞
10-5m

銀河
1021m

クオーク
10-18m

自動車
100m

飛行機
102m

気象
105m

地震・津波
105m

地球
107m

コンピュータシミュレーションの適用対象
-自然現象の解明から製品設計まで-

配置配線ツール ICパッケージ設計ツール

回路シミュレータ３次元デバイス・シミュレータ

LSI設計 1cm

構造設計 100～103m原子・分子の世界



科学技術振興機構 CREST マルチ
スケール・マルチフィジックス現象の
統合シミュレーション研究領域
「DDSシミュレータの研究開発」
2006/10/1～2012/3/31



DDS (Drug Delivery System) とは

薬物送達システムのこと。治療したい器官や組織に必要な時間、必要な量の薬剤を投与する
方法をいう。これにより目的としない部位へは薬剤の分布が少なくなり、副作用を軽減できる。

(1)薬剤を安定的に封じ込め，
目標となる部位に至るまで吸
収・分解されない薬剤運搬体
（リポソームのような超微小カ
プセル等）の開発

(2)目標の患部の細胞表面に
存在する受容体を認識するリ
ガンドの分子設計と薬剤運搬
体への修飾方法の開発

(3)薬物運搬体の血管表皮細
胞の隙間から目標患部への吸
収率の最適化を実現するパラメ
ターの決定

血管内皮細胞

血管外流出

患部

回転
吸着

レクチン 糖鎖

DDSの技術課題



10μm

血管

200nm

病巣

受容体(レクチン)

リガンド
(糖鎖)

受容体とリガンドの分
子間相互作用解析

(マルチレーヤFMO法)

DDSナノ粒子の血管
内における流動解析
(流体力学)

血管内
皮細胞

脂質分子溶液 脂質二重膜

リポソーム

糖鎖と蛋白質DDSナノ粒子

DDSナノ粒子設計
シミュレーション技術
(分子シミュレーション)

100nm

DDSシミュレータ

吸収促進標的指向製剤設計

CREST-JST, 2006.10.1～2012.3.31



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

2
0( )f H H K



DMPC molecule

Fitting parameters Functional forms

粗視化分子モデリング

W. Shinoda et al.,  in 
"Coarse-Graining of 
Condensed Phase and 
Biomolecular Systems", 
G. A. Voth Ed., CRC 
Press, 2008. 

粗視化モデルの評価



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

原子間ポテンシャル関数による脂質二重膜の
安定性と薬剤分子の透過についての研究

2
0( )f H H K



膜(透過)安定性の高い脂質二重膜

空隙挿入法をフッ素系脂質膜に適用し、脂質分子の炭化水素鎖の
水素をフッ素置換することで2kcal/mol近いエネルギー障壁の上昇が

実現し、水分子を透過しにくくすることが分かった。

HPC(DH8CCH8-PC)

FPC(DF8CCH8-PC)

-2

0
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8

-30 -20 -10 0 10 20 30
Z [Å]

ΔG
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] FPC

HPC

H. Saito, W. Shinoda, and M. Mikami, , J. Phys. Chem. B in press. 



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

粗視化モデルによるリポソーム形成条件
の解明(安定で薬剤を途中で放出しない)

原子間ポテンシャル関数による脂質二重膜の
安定性と薬剤分子の透過についての研究

2
0( )f H H K



粗視化分子モデル開発 （応用：リポソーム=DDSナノ粒子）

粗視化 構造変化・自己集合 集合体サイズ・形状

階層的分子モデリングによるDDS設計

付着(adhesion) 膜融合(fusion)

原子モデル 粗視化モデル

W. Shinoda, R. DeVane, M. L. Klein, Soft Matter, 7, 6178 (2011).

・分子種
・混合・組成

・相互作用
・安定性
・柔軟性

DDSキャリアの設計指針

弾性係数（曲げ、サドルスプレイ、面積）
表面張力、線張力

解析ツールの開発→連続体理論

W. Shinoda, T. Nakamura, S. O. Nielsen, Soft Matter, 7, 9012 (2011).   



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

粗視化モデルによるリポソーム形成条件
の解明(安定で薬剤を途中で放出しない)

原子間ポテンシャル関数による脂質二重膜の
安定性と薬剤分子の透過についての研究

2
0( )f H H K

分子シミュレーションの
圧力分布からリポソー
ムの弾性率や自発曲率
を決定



連続体モデルにおける膜の弾性自由エネルギー

P T, P N: 圧力の接線成分と法線成分, 
RN : 中立面の半径

水中におけるリポソームの粗視化モデ
ルによる分子動力学シミュレーション

圧力分布を計算

連続体モデル

T. Nakamura et al.  J. Chem. Phys.135, 094106 (2011)

2
0( )f H H K

H : 平均曲率, K: ガウス曲率,
:  曲げ弾性率, :  サドルスプレイ弾性率,  H0 :  自発曲率

r軸
PT

PN



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

粗視化モデルによるリポソーム形成条件
の解明(安定で薬剤を途中で放出しない)

原子間ポテンシャル関数による脂質二重膜の
安定性と薬剤分子の透過についての研究 FMO法による糖鎖とレクチンの分子間相互作

用の研究(分子認識機構を解明)

分子シミュレーションの
圧力分布からリポソー
ムの弾性率や自発曲率
を決定

2
0( )f H H K



現実系を模倣したモデルの構築

HAのアミノ酸をたった一つ変えただけで
鳥インフルエンザウイルスは人に感染

するようになる。その根本的な理由はま
だ明らかにされていない。

細胞膜

トリインフルエンザウィルスの人への感染

のどの
粘膜細胞



インフルエンザHA-ヒト型シアロ糖鎖の分子間相互作用解析

手順
1. MDによる系の平衡化
2. 系のＭＭ構造最適化
3. TIP3P, イオンの除去
4. FMO-MP2/6-31Gで

一点計算

VN1195 H5
(Gln192, Ser223)

VN1195 H5 2点変異体
(Gln192Arg, Ser223Asn)

DGpol

DEgas + DGpol 以外

DGtotal

-14.3
kcal/mol+5.2

-9.1
kcal/mol
kcal/mol

VN1194 H5 2点変異体とヒト型α2-6糖脂質の結合自由エネルギーは，VN1194 H5
のそれよりも9.1 kcal/mol 大きく、これは分極相互作用によりもたらされている。この
結果は実験結果を定性的に一致した．

Gln :グルタミン
Ser: セリン
Arg: アルギニン
Asn: アスパラギン

T. Sawada, D. G. Fedorov, K. Kitaura,  J. Am. Chem. Soc. 132, 16862–16872 (2010).



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

粗視化モデルによるリポソーム形成条件
の解明(安定で薬剤を途中で放出しない)

原子間ポテンシャル関数による脂質二重膜の
安定性と薬剤分子の透過についての研究 FMO法による糖鎖とレクチンの分子間相互作

用の研究(分子認識機構を解明)

蛋白質と糖鎖分子の粗視化
モデルの開発

分子シミュレーションの
圧力分布からリポソー
ムの弾性率や自発曲率
を決定

2
0( )f H H K



血管内壁細胞上の糖鎖とリポソームの相互作用

W=10 , Dl=6.5

■Beads Modelを 用いた
流体力学的相互作用
の計算

■糖鎖の変形を仮定

細胞間隙を通過する
粒子の大きさと移動速度

血管内壁中央

血管内壁からの距離

↑
移
動
速
度

K. Asayama, M. Makino, S. Itoh and O. Sano, J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 014401_1-7.



■ 境界要素法
(Boundary  Element  Method)

■ DDS粒子の変形を仮定

細胞間隙を通過する
粒子の判定条件

液滴:(移動と変形)

細胞間隙
(2D)

(D = 2, 3 は次元)

変形するリポソームの血管内皮細胞間隙透過

細胞間隙(3D)

液滴

:粘性率

:吸い込み圧力

ずれ

M. Makino and O. Sano, J. Phys. Conf. Ser. 392 (2012) 012006_1-8.



レクチン

糖鎖

分子シミュレーション技術の研究開発
高精度高効率自由エネルギー計算法

高効率サンプリング法・粗視化法

FMO法の研究開発
MFMO/MM/EFP/PCMマルチ
レイヤーシミュレーション手法

連続体力学の研究開発
血管内皮細胞を覆う糖衣構造や
細胞間隙のモデルの構築

マルチスケールDDSシミュレータ

粗視化モデルによるリポソーム形成条件
の解明(安定で薬剤を途中で放出しない)

原子間ポテンシャル関数による脂質二重膜の
安定性と薬剤分子の透過についての研究 FMO法による糖鎖とレクチンの分子間相互作

用の研究(分子認識機構を解明)

蛋白質と糖鎖分子の粗視化
モデルの開発

分子シミュレーションの
圧力分布からリポソー
ムの弾性率や自発曲率
を決定

2
0( )f H H K

症状ごとにDDSナノ粒子の効率的な
輸送を提案(弾性率、糖鎖密度、サイズ)
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NEDO ナノエレクトロニクス半導体新材料・
新構造技術開発 シングルナノワイアトラン
ジスタの知識統合的研究開発
「ナノシミュレーションによる構造・電子
状態・物性解析技術の研究開発」

2007/10/1～2012/3/31



ナノトランジスタのナノシミュレーション

B
SiNi

不純物モデリングシミュレーション 電気伝導シミュレーション 界面シミュレーション

新しいシリコンナノワイヤ
構造予測シミュレーション

ソース

ゲート

ドレイン

直径10nmのシリコンナノワイヤには、約30個のシリコン原子しか並んでいな
い。原子が露わに見えてきて、従来の連続体力学や電磁気学に基づいたシ
ミュレーションに代わり、量子力学と統計力学に基づいたシミュレーションが
必要になってきた。

従来の連続体力学
シミュレーション

ドレインソース

LG

NEDO, 2007.10.1～2012.3.31



CMOS NW

プロセスシミュレータ 拡散方程式 分子動力学法

デバイスシミュレータ ポアソン方程式
密度汎関数法

グリーン関数法

回路シミュレータ CMOSの回路モデル NWの回路モデル

論理シミュレータ CMOSのゲートモデル NWのゲートモデル

LSI CAD(CMOS)とナノシミュレータ(NW)の比較



シリコン新奇構造予測と
その電子状態の解明



Siの液滴を冷却することにより
20面体Si量子ドットが形成

20面体Si量子ドットの融解現象

ダングリングボンドがある場合、表
面エネルギーを最小化するために
は、ダイヤモンド構造より結晶正二
十面体構造が有利

融解の前兆現象として表面融解が
観察されるが、融解に至るまでは、
固化以上の時間が必要

シリコン量子ドットの構造予測

K. Nishio, T. Morishita, W. Shinoda, and M. Mikami,
Phys. Rev. B 72, 245321 (2005). 

1 eV＝1.602 176 487(40) × 10-19 J
1 ns = 1×10-9  s



ナノ細孔内でのポリ20面体Si量子細線の形成

crystalline pentagonal

Si quantum wire

poly-icosahedral

K. Nishio, T. Morishita, W. Shinoda, and M. Mikami, 
J. Chem. Phys. 125, 074712 (2006). 

L = 1.7555 nm1 eV＝1.602 176 487(40) × 10-19 J
1 ns = 1×10-9  s
1nm= 1×10-9 m



半導体 金属

ゲスト原子の種類により
ポリ20面体Siナノ構造の物性を制御

Si175H90 NW 半導体 非発光

Na2Si175H90 NW 金属 発光

I2Si175H90 NW 金属 発光

Si175H90 NW

Siナノワイヤーの電子が電
気陰性度の高いＩに移動し
て価電子帯の一部が空に
なり金属化

I2@Si175H90 NWNa2@Si175H90 NW

電気陰性度の低いNa
の電子がSiナノワイヤー
に移動して伝導帯の一
部が満たされ金属化

K. Nishio, T. Ozaki, T. Morishita, W. 
Shinoda, and M. Mikami, 
Phys. Rev. B 77, 075431 (2008). 

1 eV＝1.602 176 487(40) × 10-19 J



K. Nishio, T. Ozaki, T. Morishita, and M. Mikami, Phys. Rev. B 77, 201401R(2008).

シリコンフラーレンを連結したナノワイヤの
カーボンナノチューブ(CNT)内での形成

バルクSiの融点の77%の温度で、Tersoffポテンシャルを用いた分
子動力学シミュレーション

side view

top view

Si16 cage
side view

top view

Si20 cage

1 eV＝1.602 176 487(40) × 10-19 J
1 ns = 1×10-9  s
1nm= 1×10-9 m



新しいトンネルダイオードの理論設計

K. Nishio, T. Ozaki, T. Morishita and M. Mikami, Phys. Rev. B 81, 115444(2010).

Si16-linked nanowire Si20-linked nanowire



Side view

ナノシートシリコンの構造形成

スリット幅

1nm= 1×10-9 m



ナノシートシリコンの構造

hexagonal（double-layer）構造の形成
→ これまでにSiでは見つかっていないナノ構造

Top view Side view

cf. bulk c-Si

スリット幅:0.93 nm

T. Morishita, K. Nishio, and M. Mikami,  Phys. Rev. B 77, 081401(2008).     

1 nm= 1 × 10-9  m



産業技術総合研究所 計算科学研究部門
(現 ナノシステム研究部門)

宮崎 剛英
森下 徹也
西尾 憲吾
美馬 俊喜 (現 東京大学)

共同研究者



自然界を支配する法則

■相互作用エネルギー
重力相互作用 電磁相互作用 弱い相互作用 強い相互作用

ニュートン(1685)      クーロン(1785) フェルミ(1934) 湯川秀樹(1934)

■自由エネルギー最小化原理
ある温度・体積の下で、系が熱平衡にあるとき、自由エネルギーは

最小値をとる。

グルーオンが強い
相互作用を伝播

クオーク

Wボソンが弱い
相互作用を伝播

中性子 陽子
電子

ニュートリノ

原子核

電子
陽子

中性子

i jm m
G

r
i jq q
r

exp( )W
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A
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自己集合化(Self Assembly) 自己組織化(Self Organization)

自然界の形成(例:生物と地球)



建造物の形成(例:スカイツリー)

設計(Design)

スカイツリーは人間がかってに作っているのではない。暴風雨や
地震に耐えるように構造力学のコンピュータシミュレーションを
用いて設計している。自然法則に反しないように設計している。



ウイルス
10-7m

ナノトランジスタ
10-8m

核酸分子
10-9m

細胞
10-5m

銀河
1021m

クオーク
10-18m

自動車
100m

飛行機
102m

気象
105m

地震・津波
105m

地球
107m

自然界を支配する法則

配置配線ツール ICパッケージ設計ツール

回路シミュレータ３次元デバイス・シミュレータ

LSI設計 1cm

構造設計 100～103m

重力相互作用

電磁相互作用(静電相互作用)

弱い相互作用
強い相互作用



テクノロジーを成功させるためには、広報より
もまず現実を優先すべきである。
なぜなら自然を欺くことはできないからだ。

リチャード ファインマン

「ファインマンさんの愉快な人生」 ジェームス グリック著
大貫昌子訳 岩波書店 1995年

スペースシャトル チャレンジャ号 事故
1986年1月28日



グローバル環境システムリーダーへの期待

■金融資本主義の目的にとらわれることなく、
科学の原理に基づいて、最適な環境を創
出するためのシステムを開発してほしい。

■そのためには、専門を極めると同時に、
視野を広く持って、狭い専門に埋没する
ことなく、社会情勢や文化にも目を向け
て下さい。


