
MEDDEC・HI-DEC
入居企業募集

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）は、神戸医療産業都市
の中核施設のひとつであり、オペ室で動物を使った医療機器の研
究・開発・評価やあらゆる診療科の手術手技トレーニング等ができ
る日本で最初の公的インキュベーション施設です。

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）は、健康を創造する神戸
医療産業都市のビジネス拠点であり、医療・健康関連分野等で、新
たな事業展開や起業に取り組む方々をサポートする、インキュベ
ーション施設です。

● 経営・技術・法務などの入居者が抱える様々な課題の解決を支援します。
● イベント（展示会等）に出展の際は、運営の支援をいたします。
● 地域支援機関とのネットワークを活用し、入居企業の産学連携、事業連携を支援します｡
● 定期的なヒアリングを通じ、民間企業とのマッチング､販路開拓のサポートも行います。
● 公的助成制度の紹介・資金調達関係の情報もご提供いたします。
● ビジネスチャンスに繋がるように、入居企業・地域企業向けのセミナー・交流会を開催し、企業間の交流を図っています。
● オペ室、研修室の利用に際して支援を行います。(MEDDECのみ)

IM室には、インキュベーションマネージャー（IM）と呼ばれる専門スタッフが常駐しており、関連
支援機関の連携の下、入居企業の皆さまの新規事業の展開を様々な面からサポートします。

IMによるさまざまなサポート

◆レンタルラボ&オフィス賃料(税抜4,400円/㎡、税込は消費税8％を適用)

入居後 3 年間、兵庫県・神戸市の賃料補助制度（1,500 円 / ㎡、年間で最大
200万円、3年間で最大600万円 )があります。但し、中小企業が対象。

面　積タイプ 月額賃料（税込） 補助後月額賃料(税込)

賃料補助制度

神戸健康産業開発センター
HI-DEC / ハイデック

〒650-0047  神戸市中央区港島南町6-7-4
TEL：078-304-6227　FAX：078-304-6890
https://www.smrj.go.jp/incubation/hi-dec/

神戸医療機器開発センター
MEDDEC / メデック

〒650-0047  神戸市中央区港島南町7-1-16
TEL：078-306-1162　FAX：078-306-1163
https://www.smrj.go.jp/incubation/meddec/

IMインキュベーション
マネージャー

HI-DEC Rental Lab & OfficeMEDDEC Rental Lab & Office

神戸医療機器開発センター

MEDDEC
京コンピュータ前駅
（神戸どうぶつ王国）
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面　積タイプ 月額賃料（税込） 補助後月額賃料(税込)
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MEDDEC  HI-DEC
KOBE Rental Lab & Office

令和元年6月26日 発行
公益財団法人
神戸医療産業都市推進機構

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

http://www.pharmacrea.com
TEL : 078-200-2901

大学では私の専門分野である医学はもちろんのこと、異分野の専
門の先生方の協力も得ながら多岐にわたる研究をさせて頂きました。
そんな研究の中から生まれた、これは是非社会の人にも知ってほしい、
使ってほしいというものを世に送り出すため会社を設立しました。 唯、
研究者にありがちな、良いものは売れるとの思い込みがあり、良いも
のを作るための努力は惜しまなかったのですが、どうしても販売が苦
手でした。会社設立から8年､良く倒産せずに持ちこたえたと我ながら
不思議に思うところです。そんな折､「谷口は企画・研究に専念すれ
ばよい、営業・販売は私がサポートする」という心強いパートナーが
現れました｡ 彼は､収入が大幅に減ることを覚悟で前職を辞し、弊社
に入社してくれました｡ それなら私も覚悟を決め大学を辞し､社長業
に邁進することにしました｡ 幸い､これまでの研究仲間が引続き研究
の場を提供してくれましたし、また、実際に手を動かしてくれましたの
で、これまで以上に研究も進んでいます。

昨年3月 姫路独協大学の教授を退任され、（株）ファルマクリエ神戸の社長に専任され
ました谷口泰造さんにご自身の決意、またこれから起業される方へのメッセージなど
お聞きしました。 尚、同社は神戸医療機器開発センター（MEDDEC）に７年間入居
され､今年１月卒業されました。

① 大学教授を退任されベンチャー企業の社長に専任されました動機､決意を先ずお聞きしたいのですが｡

株式会社ファルマクリエ神戸の谷口泰造さんに聞く！

また、大学教授時代には漠然としていたものも、突き詰めて考える
時間を得たことから多くを具現化させることが出来ました。
具体的には、

①温故知新： 
　古くから知られているものの最近はあまり取り上げられることない
　ものの中でも真にすぐれたものを見出し､再評価する。そんな中､
　紫根の主薬効成分シコニンをもとにした商品開発（ファルマS1
　クリーム等）が出来ました。
②抗糖化：
　糖を悪者として排斥するのではなく､糖の悪い作用､すなわちタン
　パク質を糖化し､その働きを劣化させることを防ぐことで低血糖を
　起こす心配もなく､また糖尿病のみならず老化を予防する可能性
　のあるコンナルスをもとにした健康関連商品の開発を行いました。
　等々です。

研究と起業は全く次元が異なることを胆に銘じることです｡ 研究
成果を出すことと商品開発は全く異なるということを知ってほしいと
思います｡ 商品開発というのは売れる物を作るということ。良いもの
が即､売れる物ではないということです。起業後も研究を続けたいの

③ 今後､若い研究者がベンチャーを起業する場合の心構えのようなものをアドバイス下さい｡

であれば、研究成果を商品開発につなげることのできるパートナーと
組むことが絶対的に必要です。そして起業後は会社に属する関係者､
その家族の生活が会社に依存するということ､ また法人としての社
会的責任を負うということを肝に命じてほしいと思います。

MEDDECは､公的インキュベーション施設であり､誰もが入居で
きるわけではなく、入居審査は厳しいものがあります。言葉を換えれ
ば､入居企業の信用度が高く､ベンチャーであっても大手企業と対等
に付き合うことが出来ました。また､情報収集､展示会､企業間マッチ
ング等を通じた広報営業活動に手厚いサポートをして頂きました。

④ 最後に､MEDDECに入居されて良かったこと､印象に残ったこと､逆に改善すべき点など教えて下さい｡

本日はお忙しいなか貴重なご意見を頂きありがとうございました｡今後の益々のご活躍を期待しております｡

改善すべき点としては､家賃が少し高かったことですね。

最後に一言､MEDDECの卒業生としての自負を持ち､その名に恥
じないよう会社を発展させてゆきたいと思います。

医学部を卒業し､医者になってからは研究職､教育職についている
間もできる限り臨床を続け､可能な限り医療現場で患者さんに接する
ことを心掛けてきました。 現在も診療は続けています｡ そんな中、治
療の甲斐なく亡くなられた方々の死亡診断書も100通以上は書いて
きました。その経験の中で医療現場では何が必要とされているか、患
者さんに必要なものは何かを知る機会を得ました｡ 大ヒット商品では
なくても、本当に喜ばれる商品を世に出すことを会社のミッションとし

② ｢自社の商材､サービスは売るな､先ず会社のミッション､夢を売れ｣と常々言っていますが､
　 谷口さんの仕事に対する夢､会社のミッション､更に社会貢献とは何でしょうか ?
 　また､それらを具現化するためのステップは何でしょうか ?

ています。病人に役立つだけでなく、健康な人が、健康であり続けるた
めに役立つものもどんどん世に出してゆきたいと考えています｡ また
業種という考え方にとらわれることなく､異分野の専門家との共同研
究も続け、一つの分野の専門性だけでは解決できない問題にも取り
組み､新しい発想の研究､それをもとにした商品開発を行ってゆきた
いと願っています。

インタビュー

スーパーコンピュータ「富岳」の活用で、
さらなる未来へ

スーパーコンピュータ「富岳」の活用で、
さらなる未来へ
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卒業企業インタビュー

入居のご案内

株式会社ファルマクリエ神戸の谷口 泰造さんに聞く！
●大学教授を退任し、ベンチャー企業社長に専任された動機、決意
●若い研究者がベンチャーを起業する心構え、アドバイス
●メデックに入居して良かったこと、印象に残ったこと

MEDDEC

MEDDEC・HI-DEC

国立研究開発法人理化学研究所
計算科学研究センター
センター長 インタビュー

松岡　聡 氏



画像提供：富士通

理化学研究所 計算科学研究センター 複雑現象統一的解法研究チーム
（チームリーダー坪倉誠）　協力：スズキ株式会社

海洋研究開発機構・東京大学大気海洋研究所（HPCI戦 略プログラム分野3）
および理化学研究所計算科学研究センターの共同研究

自動車空力シミュレーション　

全球大気シミュレーション

「富岳」試作機： 本体装置

画像提供：富士通
「富岳」試作機： CPUメモリーユニット

画像提供：富士通
「富岳」試作機： CPU

画像提供：富士通
「富岳」試作機 ： ラック

大学・研究機関及び企業との連携について

「富岳」の元々の目的である大規模計算によるトッ
プエンドの科学研究の他に、より裾野を広げるという
課題として、利用拡大、特に企業利用があります。利
用拡大というのは、クラウドから商用クラウドのような
使い方、つまり、従来のスパコン的な使い方ではなく、
「富岳」を一般のクラウドと同じように使えるように
「富岳」のインフラを整備し、「富岳」が超高速かつ大
規模なエッジ処理のバックエンドになることです。企
業利用については、「富岳」のCPUであるA64fxが
ARMプロセッサの頂点となる性能を発揮する予定で
すが、ARMのソフトウェアの汎用性は非常に高いもの
であり、多くのアプリケーションで容易に世界最高の
性能を発揮するでしょう。いわば「富岳」は、荷物がい
っぱい詰めて燃費も良くかつ速いスーパーカーのよう
なもので、大勢の人に使って頂きたい。そして、「富岳」
に要した開発費・製造費約一千億円が何倍もの経済
効果をもたらすことで、はじめてこのプロジェクトは成
功したと言えると思います。その意味でも企業の利用、
裾野を広げて利活用というのが大事になります。
もう一つ特筆すべき日本経済への波及効果として、
今回開発したハードウェアの技術が普及することで、
超高性能な汎用ARM CPUである A64fxが他の
色々なマシンやインフラに使われることにあります。一
番期待しているのはA64fxが
スパコンだけでなく大規模にク
ラウドに採用されていくことで、
もしそれが達成できると、日本
のITの歴史でも画期的なこと
で、衰退基調にあった日本の半
導体産業の復興を意味するで
しょう。

Interview
国立研究開発法人理化学研究所
計算科学研究センター
センター長

松岡　聡 氏

スーパーコンピュータ「富岳」の
活用で、さらなる未来へ

計算科学研究センターのミッションである
「計算の科学」、「計算による科学」これらが
融合する「計算のための科学」とは

計算科学研究センターは「計算を科学」するところで
あり、非常に広い意味で「高性能な計算とは何か」を研
究対象としています。生化学の分野であれば、「生命と
は何か」を解明し、医療などに応用するわけですが、
我々は同様に「計算の科学」という形で「高性能計算と
は何か」と「計算」自身を研究対象として解明すること
を第一のミッションとしています。

そして、その成果を「計算のための科学」として、どの
ように色々な科学の分野（医療、創薬、物質、環境ある
いはモノづくり）に科学の手法として有効活用できるか
についても研究しています。また「計算のための科学」
というのは、他の科学の分野が、「計算」を高性能化す
るのにどのように相乗的に寄与するか、がポイントで、
具体的には物質材料の分野における新しい半導体デ
バイスや、高性能な光通信の新たな方式などを意味し
ます。これらの三つが合わさって、将来の高性能計算の
発展を目指すのが、本センターの重要なミッションです。

「富岳」が目指す計算速度、省エネ及び
低コストの向上

私を含む関係者が「富岳」の非公式なプロジェクトを
開始したのが2009年で、幾つかのプロジェクトを経て
「フラッグシップ2020プロジェクト」として正式に始まっ
たのが2014年からですから、それから既に5年、初期の
立ち上げからは10年経ちました。最初は基本的な目標
として、10年後に計算によってどのような科学技術の進
展が見込め、それを達成するために必要なマシンの特性
の探求から始まりました。その後2012年から公式にそ
れらを深めるプロジェクトが開始され、2013年に提出さ
れた報告書では、各アプリケーション分野の要望として
は「京」と比べて数十倍から百倍のスピードが必要との
結論に至りました。
また、様々なアプリケーションを支えるためには、単な

る速度だけでなく、幅広い計算を柔軟に支えることが必
要との結論も得られました。それを実現した「富岳」のイ
メージを車に例えると、大きなエンジンを積んで直線コ
ースを猛スピードで走る車ではなく、サーキットを一周し
て一番となる車であることで、直線だけでなくカーブや
高低差など、様々な条件全てにおいて優れた車ができた
わけです。色々な課題の中でも重要と考えられたのは電
力消費ですが、並列計算機である現代のスパコンの高速
化には膨大な数のチップを必要とし、「富岳」にも何万と
並ぶことが想定されました。

ここで、消費電力は基本的に並べたチップの個数に比
例しますので、一つひとつのチップについて省電力化し
ないと、もの凄い電力を消費してしまいます。「富岳」につ
いては、そのような省電力化に加え、サーキットレースで
一番を狙うスパコンを目指すことから、計算も速く、ソフ
トウェアもOSとしてLinuxや、その上のソフトが直接動く
ような汎用性があることが開発目標となりました。最近
のスパコンやAIでのはやりの高速化手法はGPUをCPU
に加えて用いることですが、「富岳」では、そのように

GPUとして別な高速化チップがあるのではなく、いわば
CPUの中にGPUのエッセンスを組み込んで両者の良い
ところ取りをしたCPUであるA64fx を富士通と共同開
発しました。このCPUは非常に画期的であることから、
今後、他のメーカーのスパコンやクラウドだとか、更には
自動運転の技術等にも広く採用されることを期待してい
ます。
一方で、いくら速い車を作っても道がないと運転できな
いのと同じで、データを保存したり転送する部分、すなわ
ち、メモリーやネットワークなどのデータの移動・保存手
法全ても非常に速くして、かつ大規模に、正確に動くよう
にする必要があります。ソフトウェアも当然ながらそれら
が全部莫大な数で繋がりますから、それを上手く制御し
てプログラミングし、アルゴリズムを乗せる必要がありま
す。「富岳」では、CPU単体が一千万個近くあるわけで、
それをどうやってプログラミングし、最適化するのかが難
しいわけです。最終的にはユーザーが使い易くなるよう
に抽象化し、詳細を見なくても自動的に行えるように、
我々の研究所で行ってきた、プログラミングやマシン全
体の制御などに関わる研究成果を反映させています。
また、「富岳」に装備されるソフトウェアは、海外の研究
機関や富士通が作った部分もあり、それらを統合して使
い易い環境となっています。

何年も前からビックデータの爆発が起きると
いう予想をされていましたが、「富岳」の中で
盛り込まれた取り組みについて

現代のスパコンは単なるシミュレーションの実行だけ
では不十分で、いわゆるビッグデータやAIにも高度に対
応する必要があります。近年の科学は望遠鏡、加速器や
電子顕微鏡など、大きな観測装置などから大量にデータ
を生成し、スパコンで処理される必要があります。それは
インターネットのエッジからクラウドにデータが流れる、
いわゆるビッグデータ時代と同様です。我々は10年以上
前、ビッグデータという用語が発明される以前から「情
報爆発」などの研究プロジェクトでそれを予見していた
わけですが、「京」の時は既にマシンが開発されていて、
大きく変えることは難しい状況でした。そこで、「富岳」の
場合は、構想段階からビッグデータ処理を取り込むこと
を目指し、かつ、技術の進歩とともに、新たな機能を設計
に取り入れていきました。例えば、AIを加速する機能につ
いては、その重要性が認識された設計の後期で取り入れ
ることができました。結果として「富岳」のAIのディープ
ラーニング処理については競争力が高いものになってい

て、トップエンドのGPUにも引けをとらないような性
能を得られるのではないかと期待しています。また、
いわゆるエッジからクラウドまでというコンピューテ
ィングの、その中でのクラウド
側のコンピューティングの資
源として「富岳」が機能するよ
うに強化し、かつ、「富岳」の派
生技術がクラウド側でも採用
されていくようにその成果を
生かす予定です。

若手研究者に対するアドバイス・メッセージ

グーグルのようなIT企業に勤めると、若くても能力
が有れば高額な収入が得られるという時代になって
きています。実は、今何が起きだしているかと言うと、
それによりIT系に若者の頭脳集積が始まってきてい
ます。今までは、いわゆる高偏差値の学生が選択する
職業として圧倒的に医療関係が多かったのですが、
最近の小中学生はIT技術者が希望職業のトップにな
っています。若い年代層が興味を示す分野における母
集団が増えると、それだけ頭脳集積が起こり、相当な
イノベーションが起こると考えています。

若い人達に対しては色々な意見があるかも知れま
せんが、私は日本の若手研究者は非常に優秀で、近年
はシリコンバレーなどでグローバルに活躍する人材も
増えています。日本はどうかというと、地道ではありま
すが、従来から教育や社会インフラの整備を行ってき
ており、若手研究者にとっても海外にも負けない非常
に芳醇な環境にあると思います。そこで、何が重要か
というと、やはり若者に「安売りをするな」と言うことで
す。日本においても新しい頭脳集積が進む中で、自分
がそこで一旗揚げるというか、すごい事が出来そうだ
という、ワクワクする夢を持って、いい環境でいい仕事
ができるという期待を抱いてもらうのが非常に大事だ
ということです。我々の研究所でも、なるべく多くの若
者に、いい仕事が出来るという期待感が持てる環境を
作って行こうと思っています。

スーパーコンピュータ「京」の後継機のスーパーコンピュータ
「富岳（ふがく）」は2021年ころの共用開始を目指して開発・
製造中ですが、健康長寿社会の実現、防災・環境問題、エネル
ギー問題、並びに産業競争力の強化など多くの分野で活用が
期待されることから、「富岳」の特徴と役割を中心に
国立研究開発法人理化学研究所　計算科学研究センター 
松岡 聡 センター長にインタビューしました。

次世代の国産スーパーコンピュータが動き出す


