
講演プログラム 
 
〔口頭発表〕 
 
 講演時間 
 口頭発表(a)  (25 分：発表 20 分 討論 5 分) 
 口頭発表(b)  (15 分：発表 12 分 討論 3 分) 
 
＜＜第 1 日目 5 月 12 日（木）＞＞ 
 
【Session 1A】        座長     奥村 久士 
 
13:00-13:25  1A1a    分子動力学計算によるミセルの界面張力の研究 

北畑 雅弘1, 藤本和士1, 吉井 範行2, ○岡崎 進1 (1名大院工, 2 姫路独協大薬) 

  
13:25-13:40  1A2b  有機反強誘電体 5-ブロモ-9-ヒドロキシフェナレノンにおける誘電物性の理論

的研究 
○大滝 大樹1，安藤 耕司1 (1京都大学大学院理学研究科) 

 
13:40-13:55 1A3b  3D-RISM の超並列化対応          

○丸山 豊 1, 吉田 紀生 12, 平田 文男 12  (1分子研, 2総研大) 

 
13:55-14:10  1A4b  分子動力学法による、極性・非極性分子の SDS ミセルへの可溶化自由エネルギ

ー計算 
○藤本 和士１, 吉井 範行２, 岡崎 進１ (１名古屋大学, ２姫路獨協大学) 

 
14:10-14:25  1A5b  水溶液中における 1-adamantyl chloride の溶媒和構造の理論化学的研究 

○大久 真幸, 相田 美砂子 (広島大院理, 広島大 QuLiS) 

 
14:25-14:40  1A6b  多重回帰による塩基性度評価を用いたゼオライト触媒によるアルドール反応の

活性予測 
○沢邊 恭一，志村 直降 (名大院工) 

 
14:40-14:55           ==============  休憩  ============== 
 
【Session 1B】        座長     長岡 正隆 
 
14:55-15:10  1B1b  透明電極材料 TNO の第一原理計算：ルチル構造でのキャリア補償機構 

○神坂 英幸, 山下 晃一 (東京大学) 



 
15:10-15:25  1B2b  ペロブスカイト型チタン酸化物の水素輸送機構の解明 

○大西 拓1, Trygve Helgaker 2  (1三重大学, 2オスロ大学) 

 
15:25-15:40  1B3b  分子動力学およびフラグメント分子軌道計算による人工亜鉛フィンガーの  

DNA 認識能力比較  
○森 寛敏1, 能登 香2  (1お茶大アカデミック・プロダクション,  2北里大) 

 
15:40-15:55  1B4b  Multi-product 展開を用いた Reptation Monte Carlo 法の開発 

○北 幸海1，立川 仁典1  (1横市大・生命ナノ) 

 
15:55-16:10  1B5b  マルチバーリック・マルチサーマル分子動力学シミュレーションによるシニョ

リンの温度、圧力依存性 
○奥村 久士 (分子研, 総研大) 

 
16:10-16:25  1B6b  ファンデルワールスレプリカ交換法による水中のアラニンジペプチドのシミュ

レーション 
○伊藤 暁, 奥村 久士 (分子研，総研大) 

 
16:25-16:40  1B7b  求積法を用いた超並列 MP2 計算手法の開発 

○石村 和也, 天能 精一郎 (神戸大システム情報) 

 
16:40-17:55      ==============  ポスターセッション(1P01-1P34)  ============== 
 
 
 
＜＜第 2 日目 5 月 13 日（金）＞＞ 
 
【Session 2A】        座長     武次 徹也 
 
9:00-9:25    2A1a  極性分子に対する配向制御レーザー場の理論的設計 

○菅原 道彦, 加藤 大輝, 藪下 聡 (慶大院理工) 

 
9:25-9:40    2A2b  ビス(イミノニトロキシド)ビラジカルの零磁場分裂テンソルの理論的研究 

○杉崎 研司1, 豊田 和男1, 佐藤 和信1, 塩見 大輔1, 岡田 惠次1, 北川 勝浩2,  

工位 武治1  (1大阪市立大学, 2大阪大学) 

 
9:40-9:55    2A3b  大規模系の非線形光学応答計算: 分割統治(DC)法によるアプローチ 

○小林 正人12，當眞 嗣貴1，中井 浩巳134  (1早大先進理工，2分子研，       3



早大理工研，4JST-CREST) 

 
9:55-10:20   2A4a  アルカンチオール単分子膜へソフトランディングされたチタン‐アニリンクラ

スターにおける赤外反射吸収スペクトルの理論解析 
○岩佐 豪12，堀内 一樹2，敷島 真也2，野口 裕司2，長岡 修平2，中嶋 敦12        (1 

JST-ERATO，2 慶大理工) 

 
10:20-10:35  2A5b  水の分子並進運動に誘起される電子の揺らぎと遠赤外スペクトルの形状 

○鳥居 肇 (静岡大学) 

 
10:35-10:50           ==============  休憩  ============== 
 
【Session 2B】    座長     信定 克幸 
 
10:50-11:05  2B1b  非線形分光を用いた水の分子内運動の理論研究 

○井本 翔 1, 斉藤 真司1 2  (1 総研大,  2 分子研) 

 
11:05-11:30  2B2a  Rigged QED のシミュレーション方法の研究 

○市川 和秀1, 立花 明知1  (1京大院工) 

 
11:30-11:45  2B3b  擬縮退状態を持つ分子の光による振電励起制御 

○菅野 学，小野 由香莉，河野 裕彦，藤村 勇一 (東北大院理) 

 
11:45-12:10  2B4a   10-Hydroxybenzo[h]quinoline の励起状態プロトン移動ダイナミクス 

○東 雅大12，斉藤 真司13 (1分子研，2学振PD，3総研大) 

 
12:10-12:35  2B5a  時間依存半古典力学における caustics と turning points 

○高橋 聡，高塚 和夫 (東京大学) 
 
12:35-13:35           ==============  昼食  ============== 
 
13:35-14:50      ==============  ポスターセッション(2P01-2P33)  ============== 
 
【Session 2C】    座長     河野 裕彦 
 
14:50-15:15  2C1a  多次元 Phase-Space-And-Natural-Branching 法を用いた、円錐交差領域にお

ける非断熱遷移動力学と電子量子位相の記述 
○米原 丈博1, 高塚 和夫1  (1東京大学) 

 



15:15-15:40  2C2a  生体分子の構造転移に関する次元低減解析と本質的ダイナミクスの抽出 
○河合 信之輔，寺本 央，小松崎 民樹 (北大電子研) 

 
15:40-16:05  2C3a  反応座標スイッチング機構の量子力学的兆候 

○寺本 央1, 戸田 幹人2, 小松崎 民樹1(1北大電子研, 2奈良女理) 

 
16:05-16:20           ==============  休憩  ============== 
 
【Session 2D】    座長     佐藤 啓文 
 
16:20-16:35  2D1b  化学反応経路自動探索プログラム GRRM の機能拡充と並列化 

○大野 公一1, 長田 有人2, 前田 理3, 諸熊 奎治34(1 豊田理研, 2 東北大学, 3 京都大

学, 4 エモリー大学) 

 
16:35-16:50  2D2b  完全固体の状態方程式 

○片岡 洋右, 山田 祐理 (法政大生命科学) 

 
16:50-17:15  2D3a  人工力誘起反応法による A + B → X 型反応経路の自動探索 

○前田 理 12，諸熊 奎治 23 (1 京都大学白眉センター，2 京都大学福井謙一記念  

研究センター，3 エモリー大学化学科) 

 
17:15-17:40  2D4a  電子スピントルクダイナミクス 

○立花 明知1 (1 京大院工) 

 
18:00-20:00      ==============  懇親会  ============== 
 
＜＜第 3 日目 5 月 14 日（土）＞＞ 
 
【Session 3A】    座長    中井 浩巳 
 
9:00-9:25     3A1a  Photo-excited Non-adiabatic Dynamics in Nano Materials 

○金賢得1，Angie B. Madrid2，Oleg V. Prezhdo3 (1京大院理，2University of Washington，
3University of Rochester) 

 
9:25-9:50     3A2a  SAC-CI 法による DNA の螺旋構造と円二色性スペクトルとの関係 

○宮原 友夫12, 中辻 博12, 杉山 弘3(1量子化学研究協会研究所(QCRI), 2JST-CREST, 3

京大院理 ) 

 
9:50-10:15    3A3a   Exact wave function の構造論：scaling operator の局所性 



○中辻 博 (量子化学研究協会研究所，JST-CREST)  
 

10:15-10:30           ==============  休憩  ============== 
 
【Session 3B】       座長     中野 雅由 
 
10:30-10:55   3B1a  分子伝導の軌道理論 

○吉澤 一成, Staykov Aleksandar, Li Xinqian, 辻 雄太 (九大先導研) 

 
10:55-11:10   3B2b   MCQDPT による芳香族エキシマーに関する理論的研究 

○白井 聡一12, 岩田 末廣3, 谷 孝夫12, 稲垣 伸二12 (1豊田中研, 2 JST-CREST, 3  豊

田理研) 

 
11:10-11:25   3B3b   SAC-CI 法によるカチオン/アニオンラジカルの励起状態に関する理論的研究 

○本田 康, 志田 忠正, 中辻 博 (量子化学研究協会研究所,  JST-CREST) 

 
11:25-11:40  3B4b  局所化分子軌道法を用いた励起エネルギー移動経路の探索 

○河津 励1, 長谷川 淳也1, 松田 建児1 (1京大院工) 

 
11:40-11:55   3B5b  隣接分子の共鳴電子ダイナミクスを利用した電子励起の増強 

○野田 真史1，信定 克幸12，林 倫年3  (1分子研，2総研大，3台湾大) 

 
11:55-12:55           ==============  昼食  ============== 
 
【Session 3C】    座長     中野 晴之 
 
12:55-13:10   3C1b   開殻一重項分子種の分極率スペクトルのジラジカル因子依存性についての理論

研究 
◯岸 亮平, 岸本 真悟, 奥野 克樹, 重田 育照, 中野 雅由 (阪大院基礎工) 

 
13:10-13:25   3C2b  密度汎関数理論における軌道エネルギーの直線性条件に関する検証 

○今村 穣1, 小林 理恵 1, 中井 浩巳12 (1早大先進理工，2早大理工研) 

 
13:25-13:40  3C3b  一次元 Ni3 核および 5 核錯体の磁性と伝導性 

○北河 康隆1,  中西 康之1, 松井 亨2, 重田 育照2, 安田 奈都美1, 片岡 祐介1,  

斎藤 徹1, 川上 貴資1, 山中 秀介1, 奥村 光隆1  (1阪大院理，2阪大院基礎工) 

 
13:40-13:55  3C4b  界面電荷移動錯体の電荷分離過程に関する理論化学的研究 

○城野 亮太, 山下 晃一 (東京大学大学院工学系研究科)  



 
13:55-14:10  3C5b  Free complement 法によるディラック-クーロン方程式の解法に対する考察と

最近の進展 
○中嶋 浩之12，中辻 博12  (1量子化学研究協会研究所, 2 JST-CREST) 

 
14:10-14:25           ==============  休憩  ============== 
 
 
 
【Session 3D】    座長     吉澤 一成 
 
14:25-14:40   3D1b  FMO-LCMO 法を用いた長距離電子移動反応の理論的研究 

○西岡 宏任, 安藤 耕司 (京大院理) 

 
14:40-14:55  3D2b   局所射影分子軌道を用いた摂動計算とその応用 

○岩田 末廣 (豊田理化学研究所)  
 
14:55-15:10  3D3b  近似スピン射影法を用いた開環反応に関する理論的研究 

◯齋藤 徹1, 安田 奈都美1, 片岡 祐介1, 山中 秀介1, 北河 康隆1, 川上 貴資1,  奥

村 光隆1, 山口 兆2  (1大阪大学，2豊田理研 ) 

 
15:10-15:25  3D4b  自己エネルギー補正による励起伝播関数の改良 

◯齋藤 雅明12，井田朋智1，望月 祐志2  (1 金沢大院自然，2立教大理) 

 
15:25-15:40  3D5b  情報理論を用いたエネルギー密度解析(EDA)の開発 

○鈴木 潤1，今村 穣1，中井 浩巳12  (1早大先進理工，2早大理工研) 

 
15:40-15:55           ==============  休憩  ============== 
 
【Session 3E】    座長     長谷川 淳也 
 
15:55-16:10   3E1b   大規模・高精度相対論的量子化学理論の開発(2)：2 電子相互作用に対する 

局所的ユニタリー変換 
○清野 淳司1, 中井 浩巳123 (1早大先進理工、2早大理工研、3 JST-CREST) 

 
16:10-16:25  3E2b  Rigged-QED に基づく電子状態の時間発展と誘電応答 

○瀬波 大土1,  立花 明知1 (1京大院工) 

 

 



16:25-16:40  3E3b   古典的キュミュラント動力学法 
○重田 育照1, 乾 智也1, 奥野 克樹1, 馬場 剛史2, 岸 亮平1, 中野 雅由1 

(1阪大院基礎工,  2兵県大院生命) 

 
16:40-16:55  3E4b  スレーター行列式を使用したプロジェクタモンテカルロ法： 露わに電子相関を

考慮した PMC-SD-F12 法の開発 
○大塚 勇起1，天能 精一郎2，永瀬 茂1 (1分子研，2神戸大院システム情報) 

 
16:55-17:10  3E5b  第一原理分子動力学法によるサーモクロミック銅(II)錯体に関する理論的研究 

○中尾 嘉秀1, 竹中 裕喜雄2, 佐藤 啓文2  (1京大福井セ, 2京大院工) 

 
17:10-17:25  3E6b  垂直光吸収と発光過程に対する SAC-CI 法と PCM による非平衡溶媒和モデル 

○福田 良一13，江原 正博13, 中辻 博23，Roberto Cammi4  (1分子科学研究所 

計算科学研究センター，2量子化学研究協会研究所, 3JST CREST, 4パルマ大学) 


