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量子化学研究の一休 

首都大学東京 理工学研究科 教授  波田 雅彦 

 
1. 量子化学への憂慮と期待 

大学院生の頃に遡ってお話し致します。私が大学院生の頃(1986 年～)、量子化学計算ソ

フトウェア Gaussian シリーズが徐々にポピュラーになりつつありました。初版は

Gaussian70 ですが、私の大学院生時代には Gaussian85～90 が次々に開発されていまし

た。この頃のバージョンは IBM の大型汎用計算機で動作したので、富士通や日立の大型汎

用機でも容易に動作しました。私自身は大学院生時代（中辻研究室時代）には Gaussian は

余り使いませんでしたが、日立製作所に入社後、当時はスーパーコンピューターと呼ばれ

ていた S800 という汎用計算機をパソコンのように操作して Gaussian98 を使っていまし

た。助手として大学に戻ると、なんと、中辻研究室の学生さん達の多くが Gaussian を使っ

ています。しかも unix マシンで。量子化学計算の変質を実感しました。Gaussian98 にな

って現在のシンプルな入力形式がほぼ確立し、Gaussian03 ではついにパソコンでも動作す

るようになり、中辻研究室で開発された SAC-CI も組み込まれました。此処まで書くと

Gaussian の宣伝をしているようですが、そんなつもりではありません。 

今や化学者の誰もが、まさに猫も杓子も、Gaussian シリーズを使って量子化学計算を実

行しています。B3LYP/6-31G*と入力すれば、適度に上質な量子化学計算が誰にでも出来

ます。十年以上前には、誰もが計算できるがゆえの弊害もありました。計算ソフトの使い

方が間違っている、計算結果の解釈が不適切だ、と量子化学者が実験化学者に対して警鐘 
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を鳴らすこともしばしばありました。しかし、最近では、私よりも上手に Gaussian09 の

オプションを組み合わせて複雑な計算を実行し、私の不得意な Gauss View を自在に使い

こなし、更には DFT 汎関数の選択をマスターした実験化学者が続々と現れています。蛍光・

燐光スペクトルの計算手順を正確に記憶し、反応経路探索のノウハウを完全に習得した実

験化学者が私の周りにも確かに居ます。そのような実験化学者は、Ｘ線回折装置や赤外線・

紫外線分光装置や核磁気共鳴装置を扱うように、量子化学計算ソフトウェアを良く勉強し、

それを装置として使いこなしています。セルに試料を満たし赤外線分光装置にセットして

ポンとボタンを押すように、分子座標をセットしてポンとリターンキーを押せば量子化学

計算ができるわけです。そこに量子化学者は必要ではなく、量子化学者の存在はどんどん

と霞んでいます、と云えば言い過ぎでしょうか。酷評好きな私の友人（実験化学者）は次

のように云います。「赤外線吸収スペクトルが汎用装置で測定できるようになり、その結果、

赤外線分光学は教科書に名を残すだけで研究分野としては消滅した。同様に、量子化学計

算ソフトが化学の隅々まで行き渡れば量子化学者は役目を終えて消えるのだよ」。赤外線分

光学のことは私には全く解らないので、お叱りがあればお詫びしますが、問題は後半です。

「量子化学」という研究分野は、本当に教科書にのみ名を残して、過去の遺物として消え

てしまうのでしょうか。 

量子化学の国際学会・国内学会が幾つも開催され、私も毎年参加させて頂いています。

学会は盛況であり、前節のような心配は全く不要に感じます。但し、現在のこのような状

況に於いて、量子化学者は慎重に研究テーマを選ぶ必要があろうと思います。自戒を込め

て云うなら、実験化学者が本職（実験）の合間に出来るような計算をしていたのではもは

や量子化学者の価値はありません。実験化学者ができない計算、と云っても、単に実験化

学者が面倒だから敬遠するような、手間と計算時間の掛かるだけの計算を我々が引き受け

ていたのなら、量子化学者としてはやはり不足です。候補化合物を絞るためのスクリーニ

ングに量子化学計算を使うという方策が語られることもありますが、最早これも量子化学

者の仕事ではないかもしれません。量子化学計算がユビキタスになった状況を踏まえて、

私の独断と偏見に基づく「良い研究」を２種類挙げてみました。 

従来法を凌駕するような高精度や高効率の理論・計算方法を考え出すことは、量子化学

者の存在意義をアピールするひとつの方法です。一千原子、一万原子を含む化合物の電子

状態計算ができる、電子相関や高次の相対論が完全に考慮されている、QED 補正が入って

いる、原子核の運動が考慮されている、などが例として挙げられます。これらは理論の構

築とそれを具体化するソフトウェアの作成が必要です。良い研究だと思います。但し、あ

まりに理論や計算ソフトの開発に傾注し過ぎると、具体的現象から乖離してしまうので注

意が必要でしょう。一方では、化学現象の解明をモチベーションとした研究があります。

新しい化学概念や化学法則、若しくは解析方法を作りだし、それによって量子化学の守備

範囲を広げる。化学者があたりまえのように使っている言葉で、量子化学を起源とする言

葉は山程あります。昔に遡れば、やや別格ですが、フロンティア軌道理論がこの範疇に入

ります。最近の例で、かつ、自分の分野に近い所から探すと、Nuclear Independent 

Chemical Shift (NICS) はそこそこ成功した一例でしょう。NICS は一部の有機化学者の便

利な言葉になって定着しています。他にもありますが長くなるのでやめておきます。 
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誰もが頭の片隅に思っていることを書いたに過ぎないのかもしれません。警句染みてい

て不愉快かもしれません。若い量子化学者の皆さんに大いに期待するゆえですのでご容赦

ください。若い皆様には、量子化学のチャンピオンデータを塗り替えるような研究、化学

概念を作り出して化学者に研究指針を与えるような研究、砕けた表現をするなら、皆がわ

くわくするような夢を抱くことができる研究、そんな研究を見つけ出して、大いに成果を

挙げられることを期待しております。勿論、私もまだまだ先は長いので頑張ります。 

 

2. 量子化学研究協会研究所での研究発表 

京都、桂にある量子化学研究協会研究所へは何度か訪問させて頂いたことがあります。

自分の記憶を辿ると、訪問回数は９年間の間に４～５回であり、意外と少なかったという

印象です。量子化学研究協会が NPO 法人として開催する理事会と総会の時、量子化学研究

協会の会員は JR京都駅の北西にあるキャンパスプラザ京都に集まることが恒例になってい

ますので、京大桂キャンパスに隣接する量子化学研究協会そのものを訪問する機会が少な

いのが実情でした。数少ない訪問の中で私にとって印象的な記憶があったので、ここに書

いておこうと思います。ずいぶん昔に量子化学研究協会研究所に行ったときの話です。そ

の際に中辻先生が私のために小さな研究発表会を開いて下さいました。参加者は中辻先生

と研究スタッフの方々（当時は日本人数名、外国人数名）でした。私の発表内容は、今に

なって考えると、綺麗に纏まった成果ではなく、研究途中の中途半端な成果や、将来の予

定のような種々雑多な話が混ざっており、上出来と云えるものではありませんでした。そ

れにも拘わらず、スタッフの皆さんは熱心に議論して下さり、中辻先生からもコメントを

頂きました。東京での新しい研究室を軌道に乗せようと苦心していた頃であったせいか、

久しぶりの中辻先生からのコメントは大いに励みになりました。私の研究発表の後で、中

辻先生が当時抱えておられた Dirac 方程式の解法に関する問題を議論したように記憶して

います。中辻先生は現役時代と全く変わらずに方程式の解法を夢中になって楽しんでおら

れ、その姿を間近に見ることは大いに刺激になりました。量子化学研究協会の皆さんがお

忙しいことは充分に理解しているのですが、もしご迷惑でなければ、これからも時々訪問

させて頂き、研究成果や途中経過を話す機会があれば幸いと思っております。 

ずいぶん昔に、中辻先生は「量子化学研究協会は量子化学を語るサロンだ」という意味

の事を述べておられました。量子化学のサロンとは何だろうと思ったのですが、その言葉

から私は次のような単純なイメージを持ちました。皆が老若に拘わらずに集まり、量子論

や量子化学、更には科学全般や学問全般について語り合う、理学的か工学的かに拘わらず、

問題の大小にも拘わらず、皆が疑問を投げかけて議論する、そんな場ではないかと。学問

の場としては理想的に思えました。量子化学研究協会がそんな場を提供する、中辻先生の

発言はそういう意図であったろうと推測しています。私の考え及ばない別の意図があれば、

そのうちに中辻先生から修正言を頂けることでしょう。前述した私の研究発表は小さなサ

ロンの一例のように思えました。そして、毎年の恒例行事として実施されている「革新的

量子化学シンポジウム」は大きな実現例であろうと思います。このシンポジウムは誰もが

参加しやすいように毎年５月の連休頃の開催になっています。著名な研究者が招かれて普

段は聞けないような話が伺えます。我々量子化学者の研究発表もあり、仲間同士であるゆ
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えのフランクな議論が交わされます。時折、企業研究者の研究発表や貴重な体験談も聞く

ことができます。もちろんプログラムの最後には、中辻先生のご講演があり、毎年の研究

成果や中辻先生の近況を聞くことができます。普段は会わない卒業生や先輩・同期生・後

輩と出会うことも楽しみのひとつです。未だ一度も参加されていない皆さんは、連休に京

都旅行を計画して、是非参加されることをお勧めします。 

 

「第 10 回 革新的量子化学シンポジウム」(予定) 

2016 年 4 月末から 5 月前半 

場所: キャンパスプラザ京都 (京都駅前北西すぐ) 

参加費: 無料 

 
 

 

 

 

 

 

「第 6 回 JCS 理論化学シンポジウム」報告 
- 6th JCS (Japan-Czech-Slovakia) Symposium on Theoretical Chemistry - 

 

開催日時: 2015 年 10 月 11 日(日)～10 月 15 日(木) 

場所: Smolenice Castle near Bratislava (Slovakia) 

Web: http://jcs-2015.sav.sk/ 

 

第 6 回 JCS 理論化学シンポジウムが 2015 年 10 月 11 日(日)-15 日(木)に、スロバキア 

ブラティスラヴァ郊外の Smolenice 城にて開催されました。本国際会議は、チェコの理論

化学者 R. Zahradnik 教授、Z. Havlas 教授と日本の中辻が、相互の尊敬と友情を基礎に始

めたもので、第１回（2005）は日本とチェコの２国間で、第２回からスロバキアも参加し

て、２年に１回のペースで開催されてきました。その過程で、本シンポジウムの理念も次第

に成長し、これら 3 国の理論化学者に共通の高いレベルでの科学的つながりと温かい友情

がその礎であることが確認されてきました。端的には「Friendship is our principle, 

Science will follow with us.」、つまり、「人と人との温かい友情が新たなサイエンスの創

造と育成をリードする」に表現されています。この度の第 6 回シンポジウムも、活発な研

究発表とディスカッションが展開される盛況な会議となりました。過去のシンポジウムと同

様、学術的なレベルの高さと研究者同士の温かい研究交流を基礎として、国際共同研究への

自然な発展に繋がって行くものと期待されます。今回は日本の若手理論化学者が多く参加し

ましたが、次世代を担う若手研究者がこのシンポジウムの理念を強く認識し、その理念の元

でより積極的に行動することで、本シンポジウムはさらに素晴らしいものになっていくと思

われます。 

 

http://jcs-2015.sav.sk/
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Smolenice 城 (Smolenický zámok) 前にて全体写真 
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ウィーン → ブラティスラヴァ → Smolenice 城 
 

スロバキアの首都ブラティスラ

ヴァは、隣国オーストリアのウィー

ン国際空港から車または電車で約 1

時間で到着します。シンポジウム会

場である、Smolenice 城は、ブラテ

ィスラヴァから風光明媚な田園地

帯を抜け、バスで約 1 時間半で到着

しました。 

シンポジウム期間中はとても寒

く、10 月なのに気温が 0 度を下回

るときもありました。普段はもう

少し暖かいみたい。天気にはちょっと恵まれなかったかな・・。ミロ(Urban)さんのお話で

は、シンポジウムの始まる前まではポカポカ温かい良い天気が続いていたが、突然気候が変

わったとのことでした。そういえば、もともとスロバキアの organizer からは 9 月の後半

を提案して頂いていたのに、些細な理由があってこの期間に変更していただいたことを思い

出し、矢張り土地の方の意見に従うべきであったと反省しきりでした。 

 

Smolenice 城 (Smolenický zámok) - シンポジウム会場 
 

Smolenice 城は 15 世紀につくられましたが、ナポレオン戦争

(1803–1815)で完全に破壊されてしまいました。1950 年になって再建

が開始され、1953 年よりスロバキア

科学アカデミーの所有となり、現在、

会議場として用いられています(「量

子の世界 2015 年春号」参照)。今回、

日本からの参加者は全員お城に宿泊

しました。お城の中は、歴史的価値

のある家具や美術品も多く、古きヨ

ーロッパの趣を感じることができま

した。 

シンポジウム  

第 6 回 JCS 理論化学シンポジウムは、招待講演 44 件、招待ポスター7 件、一般ポスター

19 件、計 70 件の発表があり、日本からは若手も多く総勢 30 名が参加しました。Local 

Organizer として、スロバキアの Vladimir Malkin, Olga Malkina 教授夫妻, Jozef Noga

教授らの温かいホスピタリティもあって、大変素晴らしいシンポジウムでした。中辻の講

演を皮切りに、講演そしてポスター発表が続き、質問も活発に行われ充実したシンポジウ

ムでした。どの発表も Scientific なレベルは世界トップクラスであり、日本, チェコ, スロ

バキア 3 国の理論化学のレベルの高さを改めて認識することができました。 

このシンポジウムでは、古城の中で参加者が時間を共にすることにより、Scientific 

Session だけでなく、休憩時間、食事の時間、Welcome Reception、バンケット、エクス

(Google map) 
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カーションでも、互いにフレンドシップを育成し、Scientific 

Discussion を行うことができました。ただ、若手参加者の立場か

らも古手 organizer の立場からも、今思うと、若手日本人ばかり

固まるのではなく、食事や休憩時間等を使ってチェコ・スロバキ

アの若手達と科学的な交流だけでなく文化的・その他何でも、も

っと互いに交流しお話ししておくべきであったと思われます。若

手参加者としてこの点は反省し、今後の課題として心に刻んでお

きたいと思います。実際、古手 Organizer にはチェコの Čárský

さんから、若手同士もっと同席してもらって互いに交流してもら

うよう計ったらどうだろうという話もありました。特に若手同士

は初対面ですが、このシンポジウムを通じて新たな友達を作り、

友情を発展させることができたら、今後の研究人生の大きな財産

となるはずです。次回以降のシンポジウムでは、若手同士がもっ

と交流しやすくするためのイベントを提案する等、日本側オーガ

ナイザーとして何か企画を考えたいと思っています。もしいいア

イディアがあったら、ドシドシお寄せ下さい。 

 

 

 

ここで、幾つかの講演内容をランダムに選んで簡単に紹介しましょう。(敬称略、発表順) 

■ Miroslav Urban, “From Au(n) Clusters with Closed Shell and Open Shell Ligands toward 

"Golden" Analogues of Hydrocarbons” 

金クラスターと炭化水素化合物の錯体を研究され、その開殻系の電子状態や配位結合形成

のメカニズム、相互作用エネルギーを計算されていました。いまトピックである金クラスタ

ーの触媒作用を探るうえでも、より複雑な炭化水素化合物の金錯体の理論研究という意味で

も重要な研究だと思われます。 
 

■ Susumu Okazaki, “Potential of Mean Force between Poliovirus Capsid and its Receptor 

CD155 Based on Large-Scale and All-Atomistic Molecular Dynamics Calculations” 

ポリオウイルス外殻とそのレセプターの全原子を含む MD 計算を K-Computer を使って

計算されています。ウイルス感染に関わる現象の全原子 MD 計算は、世界で初めてであり、

生体化学・薬学・創薬分野等に大きなインパクトを与える結果だと感じました。 
 

Malkin 教授夫妻 

Noga 教授 

Welcome Reception 

会場の様子(Urban 教授の講演) 
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■ Tetsuya Taketsugu, “Ab Initio Excited-State Molecular Dynamics Approach to Photoreactions” 

Ab initio MD (AIMD)の立場から、励起状態の絡む光反応のダイナミクス研究のための方

法論の開拓と、それによる有機分子の光異性化反応メカニズムの解明のための理論計算を、

精力的に進めておられます。今回は、azobenzene や stilbene 等の cis-trans 光異性化に応

用され、素晴らしい成果をご発表になりました。 
 

■ Petr Slavíček, “Nuclear Quantum Effects in Electronic Spectroscopy” 

プロトンの量子効果を取り込み、ハロゲン化物や水のスペクトロスコピーや酸性度等を議

論し、BO 近似では表せないトンネル効果等の熱力学的諸量への影響を考察されていました。 
 

■ Masanori Tachikawa, “First-principles Calculation for Positron Binding to Molecules” 

陽電子が分子に付加するメカニズムや電子・陽電子状態の計算を、量子モンテカルロ法や

分子軌道法を基とした方法を開発され、計算されています。実験では困難である場合が多い

ため、陽電子付加分子の新たな性質が理論先行で予言されていくという、大変興味深い研究

でした。 
 

■ Hirohiko Kono, “Strand Breaks in Model DNAs Induced by the Charge and Energy 

Transfer among Nucleotides” 

DNA は、放射線によってらせん構造が破壊されることが知られていますが、その詳細な

分子レベルのメカニズムは解明されていません。本講演では、らせん構造の破壊が、thymine

側の一重らせんの破壊から始まり、水素移動、エネルギー移動や電荷移動を経て起こるメカ

ニズムを解明されていました。 
 

■ Josef Michl, “Singlet Fission”, Zdeněk Havlas, “Towards Structure Design Rules for 

Singlet Fission (Ethylene Dimer Model)” 

Michl博士から系統的に研究なさっているSinglet Fission について、そのメカニズムを解明と高効

率な分子システムを設計する研究がレビューされました。そのあと、この理論を実際の分子に適応し

た研究が、Havlas 博士によって発表され、より一層の理解が深まりました。 
 

■ Masahiro Ehara, “Recent Developments and Applications of SAC-CI” 

SAC-CI の最近の展開として、電子付加共鳴状態を記述できる CAP (Complex Absorbing 

Potential) SAC-CI 法とその応用を示され、ヘテロ芳香族分子の π*共鳴状態の記述に適用

されていました。また、高圧状態を計算することのできる PCM-XP SAC-CI 法について紹

介されました。SAC-CI 法の更なる応用可能性を広げた素晴らしい研究でした。 
 

■ Takeshi Yanai, “Advanced Multireference Theory Using Ab Initio Density Matrix 

Renormalization Group” 

Density Matrix Renormalization Group (DMRG)法の最近の理論の進展とその応用につ

いて紹介されました。多参照波動関数が本質的な、π 共役系や多核金属錯体(例えば、

Photosystem II のマンガン錯体)の精密計算は、大きなインパクトがありました。また、

柳井博士とチェコの研究者、J. Chaulupskýとの共同研究の発表もありました。 
 

■ Jiří Pittner, “Molecular Dynamics with Non-Adiabatic and Spin-Orbit Effects” 

異なるポテンシャル面を移るための非断熱カップリングを Spin-Orbit Effectを主体に、MD

計算に取り入れ、CASSCF, MRCI, TDDFT などと結合し、そのプログラムを開発しておら

れます。Thiophene 等の分子で、光励起後の励起状態ダイナミクスに応用されていました。 
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■ Markéta Munzarová, “Mechanisms of Spin-Orbit NMR Shielding in Transition-Metal 

Complexes” 

d-金属錯体では、NMR 化学シフトにおけるスピン-軌道相互作用と電子スピン共鳴の超微

細構造や g-tensor と深く関係していることを見出されています。 

 

   武次教授の講演              ポスターセッション        食事中もディスカッションを楽しむ 

 

Cultural program and scientific discussions  

10/13(火)は、バンケットの前に Smolenice に近い古城

「Red Stone Castle (Červený Kameň Castle)」を訪れま

した。このお城は、13 世紀にハンガリー王国の前線の城と

して建てられ、16 世紀前半には要塞として建て替えられま

した。その後、1588 年に Pálffy 家が城を取得し、要塞とし

ての役割を終え、貴族の城となりました。第二次世界大戦後、

お城は博物館として公開されています(Wikipedia より)。お

城の中では、巨大な地下ワイン貯蔵庫、数々の歴史的価値の

ある美しい家具・調度品などを見ることができました。 

 
地下ワイン倉庫               豪華なベッド               うん？誰だ？ 

Red Stone Castle の見学後は、バンケット会場でもある

ワイナリー(ELESKO Wine Park)を訪れ、ワインの試飲を

楽しみました。スロバキアワインを何種類も試飲すること

ができ、バンケットの前に酔っ払いちゃいますね。そのあ

と、ワイン製造工場を見学し、現代のコンピュータ制御さ

れたワイン製造方法も見ることができました。 

バンケットは、江川 明夫 在スロバキア共和国日本国特

命全権大使のご臨席のもと、モダンな美術品が飾られた現代

的な白を主体とした綺麗なレストランで開催されました。まず歴代 organizer の挨拶があ

Red Stone Castle 

ワインの試飲 
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り、中辻よりシンポジウムの主旨、つまり最初に書いた「Friendship is our principle, 

Science will follow with us」について、Havlas 博士からはシンポジウムの起源とその発

展、そして次にチェコで開かれる第 7 回シンポジウムの計画、そして Urban 博士からはス

ロバキアが参加した経緯と第３回の想い出などの話がありました。続いて、江川 明夫 在

スロバキア共和国日本国特命全権大使からご挨拶を頂き、このような継続的なサイエンス

を通じた 3 国間の交流の様な事があってこそ、国際関係が発展するとのお言葉がありまし

た。その後のお食事では、3 種類のコースメニューから好きなものを選択し、スロバキア料

理の美味をワインと共に楽しみました。バンケット終了後、送迎バスを待っている間、音

楽に合わせ Malkin 教授夫妻が陽気なダンスを踊られました。 

 

中辻教授と江川大使             バンケット会場にて        Malkin 教授夫妻のダンス 
 
 

Exchange of research ideas and excursion 

including scientific institutions of Bratislava 
 

JCS シンポジウムでは、研究者同士のフレンドシッ

プを育成し、研究交流と国際共同研究への発展に繋げ

るために、エクスカーションは重要な行事の一つです。

その国の文化に触れながらサイエンスに思いを馳せ

れば、良いアイディアが自然に湧いてくることが多い

のではないでしょうか。 

① Bratislava 城は、ブラティスラヴァ市内中心に

位置し、ドナウ川沿いの丘の上に立っています。お城の上からの眺望が素晴らしく、隣国

オーストリアや、天気のいい日であればハンガリーの一部まで視界が広がるそうです。歴

史はとても古くとてもここでは書ききれませんが、9 世紀の大モラビア王国時代には大きな

バシリカが作られ、18 世紀の Maria Theresa 時代にはバロック風からロココ建築のスタイ

ルに改築されました。19 世紀に入って火事で焼失しましたが、第２次世界大戦後に復旧し、

現在は、博物館等として

使 わ れ て い ま す

(Wikipedia より)。我々

が訪れたとき、ちょうど

(多分スイスの)VIP が訪

れ、衛兵の行進を見るこ

とができました。 

エクスカーション スケジュール 

① Bratislava Castle 

② St. Martin Dome 

③ Old Town 

④ Devin Castle 

Bratislava 城(Wikipedia より) Bratislava 城(衛兵の行進) 



量子化学研究協会 研究所誌 2015年秋号 (2015/11/27) 

 

 © Quantum Chemistry Research Institute, All Rights Reserved. 

11 

② St. Martin Dome は、ブラティスラヴァにある教会で、ロー

マカトリック大聖堂(Roman Catholic Archdiocese)です。1563

年から 1860 年まで、ハンガリー王国の戴冠式(即位式)を行う教会

でした(Wikipedia より)。教会の中は広く、神聖な雰囲気で、王冠

などの宝物も展示されていました。地下はお墓になっており、骸骨

や土葬され石で封鎖されたお墓を見ることができました。 

③ ブラティスラヴァの旧市街地は、古きヨーロッパの建物が残

り、とても綺麗な街並みです。もともと城壁に取り囲まれていて、

唯一残されているミハイル門は 14 世紀にゴシック様式で建てられ、

16 世紀になってから現在みられるルネッサンス様式に建て替えら

れたそうです。中心のフラヴネ広場には、淡い緑色の建物の日本大

使館もあります。旧市庁舎は、現在は博物館となって

おり、歴史的価値のある美術品や家具・調度品などを

見ることができました。旧市街地を歩いていると、「チ

ュミル像(Cumil Statue)」(スロバキア語で”覗く人”

を意味する)と呼ばれる、マンホールから男が覗いてい

る像があります。なぜこのような像が作られたのかは

定かでないようですが、Vladimir さんからはソ連によ

る圧政下の興味ある説明を伺いました。これ以外にも、

旧市街地を歩いているとたくさんのおもしろい像や

オブジェがありました。 

  
日本大使館                    旧市庁舎              チュミル像(覗く人) 

④ Devin 城は、旧市街地

から北西へ約 10km の、ド

ナウ川とモラヴァ川に面し

て建つ古城跡です。1～5 世

紀の間、神聖ローマ帝国に

よって重要視されていた城

ですが、1809 年にナポレオ

ン軍に攻められ廃墟となり

ました(Wikipedia より)。我々が行ったときは、あいにくの雨でしたが、山を少し登った城

跡には、紀元前から現代までの歴史を順にたどりながら、遺跡から発掘されたものやその

当時の貴重な資料を見ることができました。城跡からはドナウ川の雄大な流れを見ること

ができ、対岸はオーストリアです。モラヴァ川を泳いで渡ってオーストリアへと自由を求

旧 Slovak National Theatre 前で 

Devin 城の廃墟 Devin 城から見たドナウ川 

St. Martin Dome 
(Wikipedia より) 
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めた多くの人が、ここで銃で狙い撃ちにされたという話を Vladimir さんから聞き、その氏

名を書いた石碑も見てきました。 
 

Operetta 鑑賞 

スロバキア側オーガナイザーの招待により、新設のオペラハウスで Operetta を鑑賞す

ることができました。本当に、スロバキア側オーガナイザーの厚いホスピタリティには感

謝です。新オペラハウスは、以前埠頭だったところを再開発された地域に建てられ、大き

なショッピングセンターや高級ホテルなど現代的な新しい綺麗な建物が多い場所でした。 

Operetta のタイトルは、「Zem úsmevov(スロバキア語)」、日本語名は「微笑みの国」

です。あらすじは以下のようなものです(Wikipedia 参照)。 

リヒテンフェルス伯爵令嬢リーザは、美しく活発な娘。常に

多くの崇拝者に囲まれる人気者であった。リーザの幼馴染グス

タフ中尉もそんな崇拝者達の一人で彼女に結婚を申し込んで

いた。しかし、リーザには密かに思いを寄せる人がいた。中国

の外交官スー・チョン殿下である。東洋人のたしなみで感情を

表に出さず、「常に微笑むのみ」と語る殿下にリーザは夢中で

あった。その後、スー・チョン殿下が本国で首相に指名され、

急遽本国に帰ることになったが、リーザは殿下に付いて中国に

行くことを決心する。中国でリーザの味方になってくれたのは

愛するスー・チョンとその妹ミーだった。そこへウィーンから

グスタフが大使館付武官として宮殿にやってくる。しかし、宮

殿にグスタフがやってきたのはリーザにスー・チョン殿下が中

国のしきたりによって四人の女性と結婚することを知らせに来たのだ。動揺するリーザは

殿下を問い詰め、「形式上の結婚だ」という殿下に対して「私は裏切られた」といって逃げ

ようとする。しかし、殿下は家臣に命じてリーザを軟禁するよう命じてしまう。後宮に軟

禁されたリーザはもはや殿下を愛す事ができなくなった。そこでミーはグスタフを後宮に

招き入れ、リーザを脱出させようとする。リーザは躊躇するが、グスタフの説得もあって

承諾し、準備をするために部屋に入る。その間グスタフとミーはお互いの愛を確認しあう。

そこに準備が整ったリーザが現われ、ミーの教える秘密の出口から逃げようとするが、殿

下に見つかり捕らえられる。殿下はリーザに残って欲しいと言うが、彼女は「もはやこの

環境に我慢できない。国に帰ることを許して」と言う。殿下はグスタフにリーザを故郷に

連れて行くように頼み、涙を流すミーを慰めながら「悲しみも微笑みの下に隠すのだ」と

唱ってリーザを見送るのだった。 

当然ですが、言葉はスロバキア語、字幕はドイツ語！しかし、言葉が分からなくてもス

トーリーはなんとなく分かり(予習していた方はなおさら)、音楽や劇は素晴らしくて、とて

も感動しました。 

 

スロバキア料理 

ブラティスラヴァに戻ったあと、日本人出席者達で、旧市街地の有名レストランでスロ

バキア料理を楽しみました。お店の人のお奨めの３人前のプレート 4 皿を注文し、皆でシ

会場の新オペラハウス 

Operetta のチケット 
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ェアしました。9 人で行ったのに 12 人前も注文してしまいました！

とてもおいしい土地のビールに続いて、大きなパンの中にあるスープ

(まずこれでお腹が膨れてしまう)から始まり、とても大きなプレート、

肉は固めでしたがとても美味しく、みんなで食べきれないほどの量で

したが、大満足でした。 

 

終わりに 

今回の第 6 回 JCS 理論化学シンポジウムも、過去 5 回のシンポジウムと同様、何となく

温かい雰囲気で研究者同士の交流があり、互いの Science が深まったことと思います。そ

の成果は、分子研の柳井研究室での共同研究の様に、既に幾つか実を結んでいますが、今

後はより組織的に広めていく事も重要だと思います。皆さまも何か良いご意見、アイデア

などありましたらお寄せください。人と人との温かい信頼があってこそいい共同研究が生

まれ、文化の交流に発展していくのだと思います。今後も、このシンポジウムの理念を高

め広める企画を盛り込んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。本シンポジ

ウム期間中の写真は、シンポジウム Web(http://jcs-2015.sav.sk/)上でご覧になれます。 

次回の第 7 回 JCS 理論化学シンポジウムは、2018 年 5 月頃のベストシーズンに、チェ

コ・プラハにて開催予定です。皆さまも是非ご参加ください。 

 
 
 

NPO って何、特定非営利活動法人って何？ 
 

「NPO」とは「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を目的として

結成された法人で、団体の構成員に対して収益を分配することを目的としない団体です。

わが国では、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人で、20 種に特定された

非営利的な活動、例えば、1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動、2.社会教育の推進を図

る活動、等のうちの幾つかの特定非営利活動を、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄

与することを目的として行う法人のことです。量子化学研究協会は、これら 20 の特定非営

利活動の内、6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動、15. 科学技術の振興を

図る活動、及び２.の活動を行う「特定非営利活動(NPO)法人」です。 

一般的な社会の目的は、「利潤の追求」、「文化・芸術の追究」、「科学の追究」など様々で

すが、「利潤の追求」を目的とする“会社”と違って、上述のように”NPO”の目的は、様々な

形で公益の増進に寄与することです。“NPO”と聞くと、”ボランティア”という意識が強い方

が多くおられると思いますが、収益事業を行うことも可能です。ただ収益はすべて事業費

に還元されます。例えば NPO で雇用される人には、事業費の中から人件費(給与)が支給さ

れます。NPO 法人量子化学研究協会(QCRI)は、「量子化学の研究とその普及に関する活動

を行いその成果を国際的に公表することによって、科学技術の発展と人類の幸福に寄与す

ることを目的とする。」と、定款の第 3 条に掲げており、これが我々の夢です。真に「科学

技術の発展と人類の幸福に寄与する」量子化学を行うことは、チョット考えただけでも、

そうた易いことではありません。これこそ真のサイエンス！、頑張らなくっちゃ、という

思いです。 

http://jcs-2015.sav.sk/
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NPO 先進国のアメリカでは、NPO のスタッフは高い専門性を持つ職業であるという認識

が広く定着しています。実際、多額の予算を持つ有名な NPO 団体も多数あり、ハーバード

大学、メトロポリタン美術館、アメリカ癌協会、などもその一例です。いずれも、若者の

就職人気ランキングの常に上位に入っています。2010 年には、TFA (Teach for America)

という NPO 団体が、ランキングトップに立ちました。アメリカ以外の国でも、イギリス、

オランダなど、NPO 団体が大きな事業活動を行っている国は多く、近年、日本でもその傾

向が徐々に大きくなってきました。これらの NPO 団体も、やはり最初は小さなボランティ

アの集まりだったものが、どんどん大きくなり、社会に大きく貢献する力を持つ団体にま

で成長した事例が多くあります。 
 

寄付文化 

アメリカを始めとする諸外国で NPO 団体が大きく活動している源泉には、社会貢献に対

する考え方と、寄付文化の違いにあると思われます。アメリカでは、2010 年には 120 万

以上の NPO 団体があり(日本は 4 万程度)、社会が抱える問題を社会全体で共通の問題とし

て解決しようと考えている人も多く、また、高い専門性を持つ NPO 団体でスキルを磨き社

会に貢献する仕事にやりがいを求める若者が多いようです。 

また、寄付に対する考え方や寄付文化にも大きな違いがあります。寄附は、NPO 法人や

公益社団・財団法人、ボランティア団体などの非営利組織が社会課題の解決に取組む上で、

重要な活動原資のひとつです。 

右図に NPO 法人の財源としての寄付

総額を 2007 年で比較しましたが、日本

での総額が 5910 億円に対し、アメリカ

では 36 兆 2258 億円、イギリスでも 1 

兆 812 億円で、大きな差があります。

さらにその中身を見ると、アメリカ、

イギリスでは個人寄付が全体の 82%、

94%を占めているのに対し、日本では僅か 19%です。つまり、国民性としての寄付文化が

我が国では育っていない事が分かります。 (内閣府 NPO ホームページより引用) 

量子化学研究協会研究所では、民間企業等の皆様、個人の皆様からのご寄附を求めてお

ります。皆様からのご寄附は、量子化学の研究とその普及活動及び研究協会の運営のため

に活用させていただきます。研究協会研究所の研究・活動成果を通じて、科学技術の発展

と人類の幸福に寄与します。まさに、真の意味で重要な量子化学研究を行うこと、が必須

であり、いつもそれが本当に行い得ているか、真剣であらねばなりません。 
 

認定 NPO 法人制度 

認定特定非営利活動法人制度(認定 NPO 法人制度)は、NPO 法人への寄附を促すことによ

り、NPO 法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。法改

正により平成24年４月１日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。 

認定 NPO 法人になるためには、寄付金と事業活動に関して幾つかの条件を満足する必要

があり、さらに会計や法令順守において特別しっかり運営されていることが求められます。

個人・法人・財団の寄付の割合(内閣府ホームページより) 
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個人が認定 NPO 法人へ寄附をすると、寄付者は所得税の控除を受けることができ、寄付金

額の約 40%が控除されます。また、相続人が相続財産のうちある額を認定 NPO 法人に寄

付した場合、その額については相続税が非課税になります。量子化学研究協会では、ご寄

附いただける方にこれらのメリットが当てはまるようにすべく、現在、認定 NPO 法人にな

るべく申請を行っています。 
 
参考サイト: 

・ 内閣府NPOホームページ: https://www.npo-homepage.go.jp/ 

・ 千葉県NPOホームページ(アメリカのNPOの調査報告): https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/kaigai/ 

・ アメリカのNPOについてまとめサイト: http://matome.naver.jp/odai/2140391913080109401 

 

 

 

研究不正防止などのこと 

昨年は早々の研究不正行為に明けて、文部科学省から全ての機関に研究不正防止・対応

に関する通達があり、以来どの研究機関もその対策に追われてきたのではないでしょうか。

私達の弱小研究機関もその対策に多くの時間を割いてきました。事が研究倫理という科学

者のよって立つ基本にかかわる事柄であるだけに、放っておくわけにはいきません。こん

なことは、科学者にとっては「人を殺してはならない」と同じ位自明の事であり、今さら

成文化しなくても？と思われることですが、「殺人罪」という法律があるように、「研究不

正罪」という法整備が求められる時代になったのでしょうか？何とも情けない事ではあり

ますが。 

 

量子化学研究協会研究所では、その成立直後に、“不正防止”というよりむしろ研究者とし

て我々はどうあるべきかという立場で「行動規範」を制定し、日々の規範としています。

また当時文科省から出された「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に沿った不正防

止のための規程の作成、また最近の文科省からの「研究不正防止と対応に関する通達」に

応じた規程の作成など、この方面での研究所の現状と会計の姿をここにまとめてみました。 

 

行動規範 

量子化学研究協会研究所では、その成立直後に「行動規範」を制定し、研究所の web: 

http://www.qcri.or.jp/ja/rule に公開しています。私達、研究所メンバーはこれを私たち

の憲法の様にとらえていて、いつも肝に銘じて行動するよう努めています。第一条は、 

一、研究推進 

私たちは、自由の学風を尊び、個人の持つアイディアやオリジナリティを尊重するとと

もに、研究チームとして互いに協力することによって、高水準の世界に冠たる研究を生み

出し、展開し、新たな知識と技術を提案します。 

と定めています。また、第五条では、 

https://www.npo-homepage.go.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/kaigai/
http://matome.naver.jp/odai/2140391913080109401
http://www.qcri.or.jp/ja/rule
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五、責任ある行動 

私たちは、本協会の目的を効果的に遂行できるよう、自己の資質の向上や、職場環境の

整備に積極的に取り組みます。また、研究データの取り扱いにおいては、その正確性に関

して科学者として細心の注意を払い、研究資金の取扱いにおいては、その本来の目的の達

成に努め、その使用に際しては法を遵守し、環境や安全に配慮した高い倫理観を保ちます。 

と定めています。研究者として倫理に反しない行動をとることは、当たり前とはいえ、常

に心がけるべきことでもあると考え、この条項を作成しました。 
 

量子化学研究協会研究所の会計の姿 

量子化学研究協会及び研究所では、定款、行動規範を始め、様々な規程を定めており、

QCRI ホームページ(http://www.qcri.or.jp/ja/qcri/message)ですべて公開しています。

NPO 法人の運営の仕方は法によってしっかり定められており、量子化学研究協会では、こ

れに従って、毎年春の総会に事業報告書や決算報告書を提出し、会員の方々の意見を伺っ

た上で、その他の書類と共に監督庁である京都市に提出しています。必要な登記、税金の

納付なども、これまで一度の怠りもなく実行して参りました。また、量子化学研究協会は

文部科学大臣により、科学研究費補助金取扱規程第 2 条第 8 項に規定する研究機関に指定

されおり(機関番号：94309)、科研費を始めとする公的な研究費の申請資格が、公的に認め

られています。これによって私たちは科研費等の補助金によるサポートや優秀な博士研究

員の研究参加などの大きな恩恵に浴してきました。税金に原資をおくこれら競争的資金の

取り扱いについては、文科省が求めるガイドラインに沿って「競争的資金取扱規程」等を

定め運用しています。 

研究協会研究所の会計は厳密で、各収入・支出の一つ一つに対して研究所事務と研究協

会事務の２重チェック体勢で決済し、年度の終わりにはその全てについて研究協会監事が

不備がないか厳重チェックするという三段階体制を発足以来実施してまいりました。また、

多額の補助金がある場合には、これに加えて公認会計士によるチェックも、年２回以上行

ってきました。研究不正同様、会計に対する不正でもあろうものなら、研究所はそれだけ

で潰れてしまいますから、何事もお天道様の光にさらして明々白々にしておく事が、私達

のポリシーです。 

研究不正防止のとりくみ 

文科省は最近の研究不正の発覚などもあり、それを未然に防止する体制作りを指導して

います。量子化学研究協会研究所でも、これに対応して「研究活動上の不正行為の防止と

それが起こった場合の対応に関する規程」を最近定め、ホームページ上に公開しました。 

これらの規程は、大学等の大きな組織では、研究科長以上の運営組織で作られ、各教職

員や研究員は、その内容を周知される程度だと思います。しかし、量子化学研究協会研究

所は、組織は小さいのですがそれでも一つの機関としてこれを作成しなくてはなりません。

そこで研究所では、文科省の求めに従って、上記の研究不正防止と対応のための規程を作

成しました。事が研究倫理で研究者の命とも言えるものであるだけに、研究所メンバー全

員で、喧々囂々の議論を交わしました。研究結果の客観的再現性や研究アイディアのオリ

ジナリティー・プライオリティなどを高く意識し、同時に、科学者としての高い倫理観を

強く持ちながら、襟を正して、日々の研究活動を楽しんで行きたいと思います。 

http://www.qcri.or.jp/ja/qcri/message

