講演プログラム
口頭発表：２０分（発表１５分＋討論５分） ポスター発表：９０分
5 月 15 日 (火)
座長 吉井 範行
12:40

1L01

○甲田信一，斉藤真司（分子研，総研大）
時計タンパク質 KaiC の一方向的アロステリに関する反応モデル構築に基づく考察

13:00

1L02

○伊藤暁(分子研,総研大), 奥村久士(分子研,総研大)
水溶液表面及び水中での Aβ単量体に関する分子動力学シミュレーション

13:20

1L03

○丸山豊(理研 AICS)、光武亜代理(慶應大理工)
シニョリン蛋白質の構造安定性と主鎖側鎖の寄与
休憩(13:40-13:50)

座長 石塚 良介
13:50

1L04

〇高橋まさえ（東北大院農）
テラヘルツ分光スペクトルに観測される分子間振動とその非調和性の第一原理計算による研究

14:10

1L05

◯小泉 健一 (分子研, 京大 ESICB)、畠山 允 (理研)、Mauro Boero (ストラスブール大)、信定 克幸 (分子研, 京
大 ESICB)、堀 裕和 (山梨大)、御園生 拓 (山梨大)、中村振一郎 (理研)
Ab initio liquid water を用いた光励起されたポルフィラ-334 分子からのエネルギー緩和のダイナミクスの考察

14:30

1L06

〇剣持貴弘（同志社大生命医）、吉川祐子（同志社大生命医）、吉川研一（同志社大生命医）
多価カチオンによる DNA の折り畳み転移：２価と３価の拮抗的作用の謎に迫る
休憩(14:50-15:00)

座長 藤本 和士
15:00

1L07

○片岡洋右 (法大生命)
ファンデルワールス式による Li と氷の相図

15:20

1L08

○吉井範行（名大院工計算セ,名大院工）,安藤嘉倫（名大院工計算セ）、岡崎 進（名大院工,名大院工計算セ）
高速多重極展開法の適用可能なシミュレーションセル形状の拡張

15:40

1L09

○浦野諒（名大工）、吉井範行（名大工）、篠田渉（名大工）、岡崎進（名大工）
高速多極子展開法(FMM)をもちいた荷電系の自由エネルギー計算法
休憩(16:00-16:10)

座長 伊藤 暁
16:10

1L10

○藤本和士，服部智成，篠田 渉，岡崎 進（名大院工）
ガラス状高分子 PMMA の衝撃破壊に関する分子論的研究

16:30

1L11

◯石塚 良介（阪大院基礎工, 京大 ESICB）, 尾崎 泰助（東大物性研）, 松林 伸幸（阪大院基礎工, 京大
ESICB）
オーダーN 法を用いた MD/DFT 自己無撞着法による分子力場構築

16:50

1L12

○高橋英明（東北大院理）、神戸宏之（東北大院理）、森田明弘（東北大院理）
拡張型 QM/MM 法の方法論開発とその応用

17:10

ポスター発表(奇数番号)

5 月 16 日 (水)
座長 大塚 勇起
9:40

2L01

○松下 雄一郎（東大院工）, 小杉 太一（東大院工）, 西 紘史（東大院工）, 古川 頼誉（東大院工）
CCSD 法による一電子スペクトルの計算：孤立原子への適用

10:00

2L02

○松下 雄一郎（東大院工）, 小杉 太一（東大院工）, 西 紘史（東大院工）, 古川 頼誉（東大院工）
CCSD 法に立脚した周期物質の準粒子バンド構造

10:20

2L03

○ラドーツキ ベンツェ （神戸大学）、天能 精一郎（神戸大学）
Investigations of the unlinked contributions in stochastic perturbation theory
休憩(10:40-10:50)

座長 伊藤 聡一
10:50

2L04

〇大塚 勇起(北大触媒研)
Monte Carlo correction CI (MC3I) 法と MC3I Perturbation Theory (PT)法の開発と応用

11:10

2L05

○杉崎 研司（阪市大院理），中澤 重顕（阪市大院理），豊田 和男（阪市大院理），佐藤 和信（阪市大院理），塩見
大輔（阪市大院理），工位 武治（阪市大院理）
量子コンピュータによる開殻分子の Full-CI 計算に向けて：多配置波動関数の効率的生成法

11:30

2L06

○黒川 悠索(QCRI), 中嶋 浩之(QCRI), 中辻 博(QCRI)
Free Complement 法による二原子分子の基底・励起状態のポテンシャルカーブの計算

11:50

2L07

中嶋 浩之, 黒川 悠索, 中辻 博(量子化学研究協会研究所)
FC-CF 理論に基づく簡単な分子の変分解と exact 解の計算
休憩(12:10-13:10)

13:10

ポスター発表(偶数番号)

座長 斉田 謙一郎
14:40

2L08

○永海貴識（阪大院基礎工）, 當波孝凱（阪大院基礎工）, 中野雅由（阪大院基礎工）, Benoît Champagne（ナミュー
ル大化学）, Vincent Liégeois（ナミュール大化学）
磁場誘導電流の量子化学計算に基づいた開殻一重項分子における芳香族性の検討

15:00

2L09

○高椋章太，中野雅由(阪大院基礎工)
アルカリ土類金属逆サンドイッチ錯体におけるジラジカル因子と三次非線形光学特性についての理論的研究

15:20

2L10

○五十幡 康弘（早大理工総研），大山 拓郎（早大先進理工），速水 雅生（早大先進理工），清野 淳司（早大理工
総研），中井 浩巳（早大先進理工，早大理工総研，京大 ESICB）
2 成分 picture change 補正相対論的密度汎関数理論の開発
休憩(15:40-15:50)

座長 庄司 光男
15:50

2L11

〇佐藤有汰留,阿部穣里,波田正彦(首都大院・理)
バクテリアによるウラン同位体分別の理論的研究

16:10

2L12

◯近藤 有輔（北大院理）、小林 正人（北大院理）、赤間 知子（北大院理）、野呂 武司（北大院理）、武次 徹也（北
大院理）
CeX (X=F,H)の擬縮退電子状態に対するスピン軌道相互作用を考慮した精密計算

16:30

2L13

○伊藤 広伸（静岡大教育）、鳥居 肇（静岡大教育）
水素結合形成した水分子の静電分極による電子密度変化の解析と分極モデルの開発

16:50

2L14

○竹中 将斗（北大院総化），岩佐 豪（北大院理，京大 ESICB），武次 徹也（北大院理，京大 ESICB）
非一様電場下でのラマン分光計算手法の開発

休憩(17:10-17:20)

座長 杉崎 研司
17:20

2L15

〇斉田 謙一郎（北大院理），高木 牧人（北大院総化），原渕 祐（北大院理，JST さきがけ），岡田 治樹（北大院
理），前田 理（北大院理）
結晶中におけるベンゼン分子の項間交差経路の系統的探索

17:40

2L16

○庄司光男(筑波大)、常盤恭樹(筑波大, 東北大)、山崎笙太朗(筑波大)、栢沼愛(筑波大)、重田育照(筑波大)
分子構造探索および反応経路探索のための新手法(GLAS 法)の提唱

18:00

2L17

○堤 拓朗（北大院総合化学），原渕 祐（北大院理・JST さきがけ），小野ゆり子（北大院理），前田 理（北大院
理），武次徹也（北大院理）
静的反応経路網に基づく AIMD 古典軌道解析

18:20

2L18

○大野公一（量子化学探索研、東北大院理）, 高田谷吉智(和歌山大システム工），山門英雄（和歌山大システム
工）
分子クラスターの構造探索および安定性の検討：ホルムアルデヒド２−４量体

理論化学研究会総会(18:40～)
懇親会

5 月 17 日 (木)
座長 菅野 学
9:40

3L01

○山本憲太郎 (京大福井センター)，高塚和夫 (京大福井センター)
電子の往復運動に駆動されるプロトンポンプの化学的な機構について: 非断熱電子動力学による解析

10:00

3L02

○高塚和夫（京大福井センター）
Jahn-Teller，Hellmann-Feynnan, 多次元非断熱動力学

10:20

3L03

○小林 理（横市大）,南部 伸孝(上智大院), 立川 仁典（横市大院）
溶媒存在下における励起寿命
休憩(10:40-10:50)

座長 甲田 信一
10:50

3L04

○立花 明知（京大）
量子電磁力学(QED)による二重スリット現象ならびに EPR 観測における粒子の位置情報の決定論的予言

11:10

3L05

○福田 将大(東大物性研), 馮 凌瑜(東大新領域), 籔押 慶祐(東大新領域), 杉本 宜昭(東大新領域), 尾崎 泰助
(東大物性研)
DFT による原子間力顕微鏡の探針と結晶表面の原子間の化学結合力の評価

11:30

3L06

○花崎 浩太（京大福井センター）、河野 裕彦（東北大院理）
熱浴自由度と結合した非断熱動力学の経路積分定式化

11:50

3L07

○菅野 学（東北大院理），Benoit Mignolet（Univ. of Liege），Francoise Remacle（Univ. of Liege），島倉 紀之（新潟大
理），小関 史朗（阪府大院理），河野 裕彦（東北大院理），藤村 勇一（東北大院理，台湾国立交通大）
光励起ピラジンの超高速無輻射失活過程：核波束動力学と光電子スペクトル計算による解析
休憩(12:10-13:30)

座長 中農 浩史
13:30

3L08

○吉田将隆（東北大院理）, 大槻幸義（東北大院理）, 河野裕彦（東北大院理）
非対称コマ分子の最適整列制御と時間分解 X 線回折像のシミュレーション

13:50

3L09

◯米原丈博（理化学研究所）、中嶋隆人（理化学研究所）
分子集合系における光励起電子動力学の解明に向けた量子動力学法の開発

14:10

3L10

○佐藤 健, パサック ヒマドリ, 織茂 悠貴, 石川 顕一（東大院工）
多電子ダイナミクスのための時間依存結合クラスター理論の開発
休憩(14:30-14:40)

座長 森 俊文
14:40

3L11

○三浦伸一（金沢大理工）
変分経路積分分子動力学法の開発と分子系への応用

15:00

3L12

○大場優生 (横市大院生命ナノ), 小林理 (横市大院生命ナノ), 立川仁典 (横市大院生命ナノ)
経路積分分子動力学法を用いたミューオニウム化合物の解析

15:20

3L13

○辻 雄太（九大先導研），吉澤 一成（九大先導研）
酸化イリジウム表面でのメタンの CH 結合活性化についての理論的研究
休憩(15:40-15:50)

座長 辻 雄太
15:50

3L14

○白井聡一, 佐藤俊介, 鈴木登美子, 陣内亮介, 大庭伸子, 旭良司, 森川健志（豊田中研）
Ru 錯体/N-Ta2O5 複合型 CO2 還元光触媒の電子状態に対する Ta2O5 表面 NH3 吸着の影響

16:10

3L15

松三 勇介（京大院工）, ○中農 浩史（京大院工、ESICB）, 佐藤 啓文（京大院工, ESICB）
金属電極-電解液界面電子移動に対する QM/MM 自由エネルギー計算

16:30

3L16

○大越 昌樹（早大先進理工，京大 ESICB），周 建斌（早大理工総研），中井 浩巳（早大先進理工，京大 ESICB，早
大理工総研，JST-CREST）
Na イオン二次電池用高濃度電解液におけるキャリアイオン拡散の理論的解析

ポスター発表
第一日目(15 日)奇数番号；第二日目(16 日)偶数番号
[P1] ○宮崎 玲(北大院総合化学)，金 雄傑(東大院工)，吉井 大地(東大院工)，谷田部 孝文(東大院工)，山口 和也(東大院工)，
水野 哲孝(東大院工)，長谷川 淳也(北大触媒研)
金クラスター触媒によるピペリドンの脱水素機構: 荷電状態と反応活性の関連性について
[P2] ○伊勢家 正裕(北大)，中山

哲(北大，さきがけ)，長谷川 淳也(北大)

金属ドープされた酸化セリウムを用いた 低級アルカンの C-H 結合活性化に関する理論的研究
[P3] ○杉山 利行(北大院総合化学)，中山 哲(北大触媒研，JST さきがけ)，長谷川 淳也(北大触媒研)
固体酸化物触媒を用いた二酸化炭素とメタノールからのジメチルカーボネート合成に関する第一原理計算
[P4] ○藤森 俊和(北大院総化)，小林 正人(北大院理，JST さきがけ，京大 ESICB)，武次 徹也(北大院理，京大 ESICB)
分割統治 MP2 計算における相関バッファ領域の自動決定
[P5] ○岩佐 豪(北大院理，京大 ESICB)，海老澤 修一(北大理)，武次 徹也(北大院理，京大 ESICB)
近接場光と分子の相互作用：多重極ハミルトニアンと最小結合ハミルトニアンの比較
[P6] ○小西 里緒(北大院総合化学)，高 敏(北大院理，京大 ESICB)，堤 拓朗(北大院総合化学)，小野 ゆり子(北大院理)，原渕 祐
(北大院理)，武次 徹也(北大院理，京大 ESICB)
振動マッピング-AIMD 法による動的エネルギー分割の試み
[P7] ○大場 祐汰(北大総化)，小林 正人(北大院理，京大 ESICB)，武次 徹也(北大院理，京大 ESICB)
4f 電子の凍結近似による希土類錯体の簡便な基底・励起電子状態計算
[P8] ○織田 耕平(北大院総化)，堤 拓朗(北大院総化)，古屋 謙治(九州大基幹)，武次 徹也(北大院理)
固有反応座標に基づく CF2CFO+解離過程の理論的研究
[P9] ○岩渕 雄太(北大院総化)，高 敏(北大院理，京大 ESICB)，武次 徹也(北大院理，京大 ESICB，NIMS GREEN)
Pd クラスター触媒による C-X 結合解離反応の理論的研究
[P10] ○住谷 陽輔，前田 理(北大院理)
反応経路自動探索を応用した速度論的安定性の解析法：長寿命ヘキサシラベンゼン誘導体の設計
[P11] ○高木 牧人(北大院総化)，住谷 陽輔(北大院理)，前田 理(北大院理)
人工力誘起反応法による結晶の速度論的安定性の予測: Cco-C8(Z-Carbon)への適用
[P12] ○杉山 佳奈美(北大院総化)，高木 牧人(北大院総化)，住谷 陽輔(北大院理)，斉田 謙一郎(北大院理)，前田 理(北大院理)
Pt(111)面上の CO 酸化反応：反応経路地図とその速度論的解析
[P13] ○市野 智也(北大院理)，高木 牧人(北大院総合化学)，前田 理(北大院理)
ファネル間の構造遷移に対する Bronsted-Evans-Polanyi 関係：遷移金属六量体による結合活性化反応での検証
[P14] ○鈴木 机倫(北大院理)，前田 理(北大院理，NIMS)，諸熊 奎治(FIFC)
多構造マイクロ反復法を用いた乳酸脱水素酵素の反応経路解析
[P15] ○柴田洋平(富士フイルム株式会社)，原渕祐(北大院理，JST さきがけ)，綱和宏(富士フイルム株式会社)，市野智也(北大院
理)，前田理(北大院理)
内部転換経路の系統的探索に基づくクマリン誘導体の蛍光量子収率溶媒依存性及び置換基依存性の解析
[P16] ○長谷川 太祐(物質・材料研究機構)，高木 牧人(北大院総化)，住谷 陽輔 (北大院総化)，前田 理(北大院理)
グローバル相転移反応経路地図を利用した非晶質固体生成モデルによる非晶質炭素の構造・物性の予測
[P17] ○岸本 直樹(東北大院理)，和泉 廣樹(東北大理)，坂本 純平(東北大院工)，李 晶(東北大院工)，大矢 豊大(東北大院工)，
岡部 朋永(東北大院工)
化学反応経路探索法を用いたフェノール樹脂形成初期過程の研究
[P18] ○岡田 朝彦，及川 啓太，花崎 浩太，菅野 学，河野 裕彦(東北院理)
ヒドロキシルラジカル発生の励起状態ダイナミクスと DNA 鎖切断のシミュレーション
[P19] ○落合 宏平(東北大院理)，中村 公亮(東北大院理)，山崎 馨(東北大金研)，菅野 学(東北大院理)，高梨 司(東北大多元研)，
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