
第22回分子シミュレーション討論会 講演プログラム 

 

主催：分子シミュレーション研究会，分子科学研究所 

協賛：日本物理学会、日本化学会、日本薬学会 

会期：2008年 11月 17日（月）－ 19日（水） 

会場：岡山大学創立五十周年記念館 
 
 
講演番号 1桁目 ： 発表日 

   残り 2桁 ： 通し番号 

     記号 ： L=依頼講演（30分）、P＝ポスター発表 

     ○印 ： 発表者 
 

1 日目： 11 月 17 日（月） 

 

12:00 開場 受付開始 

 

12:55-13:00 開会の辞 河村雄行（東工大） 

‐午後の部‐ 

13:00-14:30 口頭発表 
座長：松本充弘（京大） 

101L 多階層の同時並列型シミュレーションによる 
チャレンジ: ナノからマイクロ超まで 

   （名工大創成シミュ、JST-CREST）尾形修司 
102L 新しい分子シミュレーション法とその可能性 
   （豊田理研）樋渡保秋 

103L 実用材料に対する階層的シミュレーションと 
粗視化の方法 

   （豊田中研）兵頭志明 

‐休憩 14:30-14:45‐ 

14:45-15:45口頭発表 
座長：高須昌子（金沢大） 

104L 量子多体系の新しい計算手法としての変分経路
積分分子動力学法の開発 

   （金沢大院自然）三浦伸一 

105L 非ハミルトン動力学に基づく複数の熱浴を伴う 
温度制御手法の開発 

   （産総研）森下徹也 

 

15:55-17:25 ポスター発表１ 
（講演タイトルはプログラムの末尾に記載） 

 

18:00-19:30 特別セッション（ポテンシャル） 
座長：三上益弘（産総研） 

106L 分子シミュレーションにおける相互作用エネルギ
ー関数の課題と動向 

（産総研）三上益弘 

107L マルチレベル量子・マルチレベル力場融合法
（FMO/EFP/MM）の開発 
（京大薬，産総研）北浦和夫 

108L 凝縮系化学反応とポテンシャル関数 
（名大院情報科学、JST-CREST）長岡正隆 

 

 

2 日目: 11 月 18 日（火）  

‐午前の部‐ 

09:30-10:30 口頭発表 
座長：尾形修司（名古屋工大） 

201L 高分子の水和に関するＭＤシミュレーション 
   （福井大院工）玉井良則 

202L ミセルの構造安定性と可溶化の分子動力学シミ
ュレーション‐自由エネルギー計算の立場から 

   （姫路独協大薬）吉井範行、（名大院工）藤本

和士、（名大院工）岡崎進 

‐休憩 10:30-10:45‐ 

10:45-11:35 招待講演 I 
座長：小川浩（産総研） 

「多様な粘土鉱物と水の相互作用̶ナノからマクロへ」 

   （東工大院理工）河村雄行 



 

 

‐昼食 11:35-13:00‐ 

‐午後の部‐ 

13:00-13:50 招待講演 II 
座長：岡崎進（名大） 

「セルオートマトンと反応拡散方程式―シミュレーション

のリアリティ―」 

   （東大院総合文化）小田切健太，○高塚和夫 
 
14:00-15:30 ポスター発表 ２ 

（講演タイトルはプログラムの末尾に記載） 

 

15:45-16:05 研究会総会 
 
16:05-    受賞講演 

座長：斉藤真司（分子研） 

 

17:30-19:30 懇親会 
 
3 日目: 11 月 19 日（水）  

‐午前の部‐ 

09:30-11:00 口頭発表 
座長：森下徹也（産総研） 

301L 過冷却液体の構造探索 
   （名大院理）○松本正和、神谷基司 

302L 溶媒分子の粒子性と巨大分子間実効相互作用 
   （九大院理） 秋山良 

303L DNAの自己凝縮転移：高分子電解質系におけ
る疎水性相互作用の重要性 

   （豊橋技科大）○墨智成、鈴木千秋、関野秀男 

‐休憩 11:00-11:15‐ 

11:15-12:45 口頭発表 
座長：三浦伸一（金沢大） 

304L ハロゲン結合に関わる分子間静電相互作用の
表現法とハロゲン原子のプロパティ 

   （静岡大教育）○鳥居 肇、吉田正輝 

305L 古典分子動力学法を用いた水素貯蔵材料の 
特性発現に関するパラメータ・フィジックス 

   （産総研）○小川 浩、手塚明則、王 昊、池庄司

民夫、（物材機構）片桐昌彦 

306L マイクロ／ナノバブルの分子シミュレーション： 
安定性とダイナミクス 

   （京大院工）松本充弘 

12:45 閉会 

 

ポスター発表 

１日目 

 

101P 準汎用計算機 GRAPE-DRによる分子動力学 

シミュレーションの加速 

（理研）○松原裕樹、（国立天文台）小池邦昭、

牧野淳一郎、（理研）戎崎俊一 

102P アンモニウムイオン間プロトン移動の量子動
力学計算 

（名大院工）○庄司光男、山田篤志、岡崎進 

103P 細胞膜模倣脂質モデル膜の分子動力学シミュ
レーション II 
（名大院工）○安藤嘉倫、岡崎進 

104P 水素原子スパッタリングのグラファイト表面
構造依存性 

（名大理）○伊藤篤史、（核融合研）中村浩章 

105P 溶媒分子の粒子性を考慮した巨大分子の会合
体形成過程に関するシミュレーション 

（九大理）○井手雄治、（九大院理）秋山良 

106P 斜め蒸着によるウィスカ生成の分子動力学シ
ミュレーション 

（京大院工）○奥村俊明、（京大工）松本充弘 

107P 分子シミュレーションによる高分子材料の親
溶媒性の研究 

（東レ）○奥村博人、川上智教、茂本勇    

108P 構造変化とリガンド結合の共役メカニズム：
induced-fit vs population-shift 
（神戸大自然）○岡崎圭一、（京大理）高田彰二 

109P DSMC 法によるフォノン輸送 

（京大工）○岡野真弥、松本充弘 

110P 気体デトネーションにおける化学反応の分子
運動論効果 

（海洋研究開発機構）○河野明男、草野完也 

111P 専用・準汎用計算機による液晶の MD シミュレ
ーション 

（慶大院理工）○亀岡駿、坂牧隆司、（慶大理工）

成見哲、泰岡顕治    

112P 蛋白質計算における水分子モデルの影響 

（産総研）○亀田倫史    

113P 非平衡プラズマによる界面伝熱の基礎的研究 

（東工大総理工）○橘高勇介、（東工大原子炉研）

根津篤、松浦治明、赤塚洋    

114P アルツハイマー病に関わる膜蛋白質 APP の膜

貫通部位の二量体構造予測 

（理研）○宮下尚之、（ボストン大化学）John E. 
Straub、（理研）杉田有治 

 



 

 

115P 四面体型モノマーにおけるゲルの構造と形成
過程のシミュレーションによる解析 

（金沢大自然）○橋本祥成、高須昌子、（東大院

工）酒井崇匡、鄭雄一 

116P Investigation of Domain Motions in Proteins by 
Molecular Dynamics Simulations 
（東大新領域）○近藤寛子、（理研）沖本憲明、

森本元太郎、二木紀行、（理研、東大新領域）

泰地真弘人 

117Pスリット系に閉じ込められた LJ 粒子の相転移 

（慶大院理工）○金子敏宏、美馬俊喜、（慶大 

理工）泰岡顕治 

118P 伸縮周期境界条件によるミクロ流動の分子シ
ミュレーション 

（豊田中研）○金城友之、兵頭志明、（大阪府立

大）須賀一彦  

119P 第一原理分子動力学法による DNA２重鎖中の
電荷移動機構の解析 

（豊橋技大）若林一、（プエルトリコ大）Yasuyuki 
Ishikawa、（豊橋技大）塚本貴志、○栗田典之 

120P 全原子モデルと粗視化モデルを併用した生体
高分子系における効率的自由エネルギー計算

手法 

（東大院理）○原田隆平、（東大分生研、

JST-CREST）北尾彰朗 

121P 特異な永久高密度化現象の分子動力学法によ
る解明 

（福井大院工）○田中正人、玉井良則 

122P 散逸粒子動力学法による閉じ込められた系に
おける界面活性剤水溶液の自己組織化構造 

（慶大理工/理研）○荒井規允、（慶大理工） 

泰岡顕治、（ネブラスカ大）X. C. Zeng 
123P Xeハイドレートにおける構造歪みの占有率 

依存性 

（明治大院理工）○荒畑徹、（東工大院理） 

河村雄行、（明治大院理工）深澤倫子  

124P QM/MM-ER法による分子内自由度を持つ溶質
の溶媒和自由エネルギーの計算 

（阪大院基礎工）○高橋英明、岩田祐一、岸亮平、

中野雅由 

125P Ferroelectric polymer nano-flake crystal  
（北海道教育大）○高橋伸幸、（広大） Hikosaka 

Masamichi 
126P IPS法，Wolf法と Ewald法の精度比較 

（慶大院理工）○高橋和義、 

（慶大理工）泰岡顕治、成見哲 

 

127P 包接化合物形成における鎖長認識メカニズム 

（山口大院理工）○今田絢子、浦上直人、山本隆 

128P 雲母表面における水・イオンの構造と挙動：
分子動力学計算と X線反射率測定の比較 

（東工大理工）○佐久間博、河村雄行    

129P CNT における電子移動の量子動力学シミュレ
ーション 

（成蹊大理工）○坂本昇一、富谷光良    

130P Independent Subspace Analysis によるタンパク
質の非線形モードの解析 

（東大新領域）○桜庭俊、（東大分生研・JST） 

北尾彰朗 

131P 欠陥を含むグラフェンの脆性破壊シミュレー
ション：原子-粗視化粒子のハイブリッド法 

（名工大創成シミュ,JST-CREST）◯小林亮、 

中村貴英、尾形修司  

132P 分子動力学シミュレーションを用いたミオグ
ロビンの振動緩和の解析 

（名大院工）○山田一貴、三上泰治、山田篤志、

岡崎進 

133P 量子古典混合系シミュレーションによる凝縮
系のプロトン移動反応のためのポテンシャル

モデル 

（名大院工）○山田篤志、岡崎進  

134P 微粒子沈降系における速度相関 

（京大院工）○山本剛紀、（京大院工、JST-CREST）
山本量一 

135P 剛体球二成分系の相図の実効ポテンシャル依
存性 

（九大院理）藤野直彦、○秋山良    

136P生体膜上における脂質ドメインの融合・分裂ダ
イナミクス 

（山口大院理工）○緒方祐介、（お茶大理） 

佐久間由香、（山口大院理工）浦上直人、 

山本隆、（お茶大理）今井正幸    

137P エネルギー表示法によるタンパク質への基質
結合の自由エネルギー解析 

（京大化研）○松林伸幸、中原勝    

138P 水溶液中アンモニアの微視的反応機構に関す
る理論的研究 

（名大院情報科学、JST-CREST）○小谷野哲之、 
竹中規雄、長岡正隆  

139P On the thermodynamic stability of cubic ice 
containing hydrogen 
（岡山大院自然）○Lukman Hakim、甲賀研一郎、 

田中秀樹 

 



 

 

140P 円筒型疎水壁内部の水の構造 

（岡山大院自然）○高岩大輔、甲賀研一郎、 

田中秀樹 

141P カーボンナノチューブ中における水とイオン
の挙動 

（岡山大院自然）○山川義正、甲賀研一郎、 

田中秀樹 

 

２日目 

 
201P有機合成で多用される Burkholderia cepacia と

Candida antarctica B リパーゼの鏡像体選択性
に関する分子シミュレーション 

（岡山理大総情）○森義裕、（岡山理大院総情）

矢城陽一朗、直島好伸    

202P タンパク質透過チャネルSecYの分子動力学シ
ミュレーション 

（理研、JST-BIRD）○森貴治、（東大医科研） 

石谷隆一郎、塚崎智也、濡木理、（理研、JST-BIRD、

JST-CREST）杉田有治    

203P キャンセル  

204P フラグメント分子軌道（FMO）法による NF- 
κB/RNA アプタマー複合体の相互作用解析お
よび分解耐性アプタマーの検討 

（ＮＥＣソフト）○西潟 憲策、八木 博隆、 

堀井 克紀、加藤 信太郎、秋冨 穣、 

山口 美峰子、和賀 巌 

205P カーボンナノチューブ内での Si フラーレンを
数珠繋ぎした構造を持つナノワイヤーの自己

組織化 

（産総研）○西尾憲吾、（北陸先端大融合院） 

尾崎泰助、（産総研）森下徹也、三上益弘 

206P 大気の Thermal Wallモデル 

‐分子気象学に向けて‐ 

（名工大）○礒部雅晴、（九大名誉教授） 

松田博嗣 

207P 硫酸水溶液表面構造と和周波発生スペクトル
の分子動力学計算 

（東北大院理）○石山達也、森田明弘 

208P糖タンパク質-糖鎖複合体の階層的分子 

モデリング 

（産総研）○石田豊和 

209P 分子動力学計算による THFハイドレートの 

空ケージの構造に関する研究 

（明治大院理工）○川原悠一郎、長島和茂、 

（東工大院理）河村雄行、（明治大院理工） 

  深澤倫子 

210P 2 次元 2 成分ガラスにおける協同運動領域の 

クラスター解析 

（愛知工大基礎）○村中正、（九大理）松井淳、

（豊田理研）樋渡保秋    

211P ラグランジュ法を用いた階層間連携シミュレ
ーション 

（CREST、山形大工）○村島隆浩、（山形大工） 

谷口貴志 

212P 双極子相互作用を含むエネルギー流と熱伝導
率評価 

（新潟大院自然）○大鳥範和、（パリ第 6大）M. 
Salanne、（オックスフォード大）P. A. Madden 

213P ハイブリッド量子古典シミュレーション法の
層間化合物への応用 

（豊田中研、名工大院、JST-CREST）○大庭伸子、
（名工大院、JST-CREST）尾形修司、（豊田中研）
山川俊輔、（豊田中研、JST-CREST）兵頭志明 

214P 超大規模電子構造計算で予言された Si へき開
表面ステップ構造の電子状態 

（鳥取大院工）○谷川雅一 

215P MDと LBMによるマイクロ多孔体内流れのシ
ミュレーション 

（大阪府大）○竹中奨、須賀一彦、（豊田中研）

金城友之、兵頭志明 

216P 大きな Lennard-Jonesクラスターの構造最適化
‐２種の構造変化オペレーターを用いたヒュ

ーリステック法の検証‐ 

（北大院理）○竹内浩     

217P エネルギー表示法による溶液中での接触イオ
ン対生成自由エネルギー（その２） 

（九大院理）○竹内宗孝、（京大化研）松林伸幸、

（九大院理）梅林泰宏、石黒慎一 

218P コレステロールを含んだ脂質二重膜の構造と
分子透過性 

（金沢大理工、JST-CREST）○齋藤大明、（産総
研、JST-CREST）篠田渉、三上益弘 

219P 粗視化粒子法の非一様系への適用：乱れた炭
素系の粗視化 

（名工大創成シミュ、JST-CREST） 

○中村貴英、小林亮、尾形修司 

220P散逸分子動力学法によるシア条件下の膜の 

ヒステリシス 2 

（JST-CREST、産総研）○中村壮伸、篠田渉、 

三上益弘 

221P レプリカ交換 MD によるポリグルタミンタン
パクの構造解析 

（神戸大院人間）○中野美紀、（神戸大院人間、



 

 

JST-CREST）渡邉博文、田中成典 

222P 微小液滴の固体壁面への衝突シミュレーショ
ン 

（京大院理）○田浦剛、（京大工）松本充弘  

223P 電荷移動を考慮したシリカガラスの分子動力
学モデルを用いた体積の温度依存性 

（福井大総合情報セ）○田中光也、（福井大工）

葛生伸 

224P 細胞膜模倣脂質モデル膜の分子動力学シミュ
レーション I 
（名大院工）○田中智啓、安藤嘉倫、（崇城大応

用生命）上岡龍一、（名大院工）岡崎進 

225P バクテリオロドプシンの O 中間体の構造モデ
リング 

（名大理）○渡辺宙志、（岐大、CIED）石倉孝一、
（名大理、JST-CREST）倭剛久 

226P イオン液体の相互作用と拡散、回転挙動： 

イオンの構造と液体物性の関連 

（産総研）○都築誠二、篠田渉、三上益弘    

227P 量子化学計算を用いたナノシート固体酸触媒
の構造決定および表面反応の解析 

（東大院工）○藤田聡, 牛山浩, 山下晃一 

228P 炭化水素の SDS ミセルへの可溶化自由エネル
ギー計算 

（総研大物理）○藤本和士、（姫路獨協大薬） 

吉井範行、（名大工）岡崎進 

229P 低スケーリング二次多体摂動計算アルゴリズ
ムの実装と評価 

（日立製作所）○飛田基 

230P 古典運動の軌跡と反応確率を用いた化学反応
ダイナミックスの扱い 

（JST-CREST，豊田中研）○樋山みやび、 
兵頭志明  

231P 水銀によるアクアポリンの水分子透過阻害機
構の解明 

（慶大医）○平野秀典、（慶大理工）泰岡顕治、

（慶大医）末松誠、安井正人    

 

232P スライドリングゲルの構造とダイナミクスの
シミュレーション 

（金沢大自然）○米村麻里、高須昌子、三村貴洋  

233P キラル液晶分子モーターの分子シミュレーシ
ョン 

（産総研、JST液晶ナノシステム）○米谷 慎、 

（早大院理工、JST液晶ナノシステム）多辺由佳、
（産総研、JST液晶ナノシステム）横山 浩  

234P 分子動力学シミュレーションに基づいたファ
ンデルワールス状態方程式の拡張 

（法政大生命科学）○片岡洋右、山田祐理 

235P ギブスアンサンブルモンテカルロ法を用いた
メタンハイドレート/メタンガスの二相平衡シ

ミュレーション 

（慶大院理工）○湊谷圭祐、（慶大理工）大村亮、

（Colorado School of Mines）Amadeu, K. Sum、 

（慶大理工）泰岡顕治 

236P グラフェンナノリボンのノンコリニア磁気相
図 

（金沢大自然）○澤田啓介、石井史之、斎藤峯

雄、（筑波大計算科セ）岡田晋、（NEC ナノエレ

研）河合孝純 

237P 脂質膜と薬剤分子との相互作用に関する分子
動力学計算 

（姫路獨協大薬）○吉井範行、岡村恵美子 

238P イオン液体の大規模分子動力学シミュレーシ
ョン 

（福井大工）○古石貴裕、（理研）藤川茂紀 

239P Lennard-Jones流体の溶媒和自由エネルギー 

（岡山大院自然）○石崎麻利央、甲賀研一郎、 

田中秀樹 

240Pゲスト分子による包接水和物の安定性への 

寄与 

（岡山大院自然）○中山貴登、甲賀研一郎、 

田中秀樹 

241P 細孔内流体の相平衡と界面張力 

（岡山大院自然）○濱田嘉信、甲賀研一郎、 

田中秀樹

 


