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１．人工知能と化学 

早稲田大学 理工学術院 教授  中井 浩巳 

 
最近、ニュースで人工知能（AI）という言葉をよく耳にする。

Googleが作った人工知能「AlphaGo」が、世界の頂点に君臨するプ

ロ棋士イ・セドル氏を 4勝 1敗と圧倒したのは記憶に新しい（2016

年 3月 15日）。チェスや将棋ではすでに人間は人工知能に敗北して

いたが、19×19という大きなマスの囲碁では、まだまだ人類が有利

であるという期待は無残にも打ち砕かれた。また、2011 年 2 月に

IBMの人工知能「Watson」は、クイズ番組で人間のチャンピオンを

破って優勝し、賞金 100 万ドルを獲得した。そのような『経歴』を持つ人工知能が、今度

はがん研究を開始した。東京大学医科学研究所と日本 IBM が共同で開発をしている遺伝子

医療分野特化版「Watson Genomic Analytics」である。すでに 2000万以上のがんに関す

る論文を学習し、わずか 10分で難症例患者の正しい病名を見抜き、医学界に衝撃を与えた

（2016年 8月 8日）。国立情報学研究所（NII）は、「ロボットは東大に入れるか？」とい

う挑戦的なテーマでプロジェクトを開始し、「東大合格ロボット」（通称、東ロボ君）の頭

脳を鍛えている。プロジェクト 3 年目には、大学入試センター試験模試で初めて全国平均

を上回り、偏差値 57.8の『優等生』にまで成長した（2015年 11月 14日）。自動車産業

では、自動運転技術が注目を集めている。その中で、2016年 1月、トヨタは人工知能を開

発する会社「Toyota Research Institute, Inc.」を、アメリカのカリフォルニアに設立し
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た。Stanford大学や MITと連携して人工知能研究を推進し、自動運転技術開発に活かそう

という趣旨である。その他、人工知能に関係するものは、「Pepper」、「Siri」、「ルンバ」、…、

まだまだ尽きない。 

私の研究室でも、数年前から人工知能を化学研究にどのように活用すべきかを検討して

いる。ここでは 2 つ紹介する。まず 1 つめは、量子化学計算そのものに如何に活用できる

かという試みである。量子化学計算、少なくとも波動関数理論は、系統的に厳密解に近づ

ける処方箋が存在する。つまり、基底関数のクオリティを上げて完全基底（CBS）にし、励

起のレベルも上げて完全配置間相互作用（FCI）に段階的に近づけていけばよい。しかし、

そのような量子化学計算は、多くの対象に対して現実的な時間で計算できない。したがっ

て、量子化学計算は、しばしば計算時間と計算精度のトレードオフであると言われる。Pople

教授は、model chemistryの概念を提唱し、『使える量子化学計算』の方向性を示した。そ

の一環として、G2 理論や G3 理論が 20 年ほど前に発表されたとき、これは果たして理論

なのであろうかと思った記憶がある。Helgaker 教授は、相関エネルギーは Dunning 基底

関数の基数 X に対して X-3で依存することを見出した。その後、この性質を利用して CBS

解を外挿により求める方法が提案されたときも、漠然と違和感を覚えた。この違和感は、

これまでまじめに基礎方程式を解く努力をしてきたのに、最後の最後に『飛び道具』を使

って追い込んで良いのだろうかという気持ちからであった。ところが、人間の慣れという

のは恐ろしいもので、最近では CBS解を見積らないと不安を感じる時さえある。そこで、

どうせ『飛び道具』を使うのであれば、洗練されたものを用いたいという気持ちになった。

当研究室の清野は、人工知能の手法を用いて多くの学習データから CBS解を与える最適な

スキームを決定した（J. Comput. Chem., 37, 2304 (2016)）。 

2つめは、量子化学計算を用いた合理設計への試みである。実験化学者との共同研究にお

いて、しばしば「どんな分子を合成すれば、所望の性質が得られるか、理論的に予想して

ほしい」と言われる。その要求に応えるべく、真面目に量子化学計算を行う。果たして、

そこに解はあるのであろうか。量子化学計算に必要なものは何か、それはどんな分子を計

算するかというインプットである。そして、量子化学計算はインプットに対してアウトプ

ットを出す。つまり、ある分子に対して、エネルギーと波動関数、さらには、分子構造や

分子物性などを非経験的に見積る。しかしながら、上記の実験化学者が求めているものは、

量子化学計算でいうところのインプットを何にするかである。今のところ、量子化学計算

には、所望の性質から分子を決定するという逆問題を解くすべはない。今日、合理設計と

称して行われていることは、適当な分子群に対して量子化学計算を行い、候補化合物を絞

るというスクリーニングではないであろうか。 

理論化学者が実験化学者より有利な点は、仮想的な分子でも取り扱うことができ、分子

構造や電子状態を見てきたように表現できる点である。一方、不利な点は、分子の性質を

直観的に理解できない点である。量子化学計算で 1 kcal/molのエネルギー差があったとし

ても、理論化学者は分子の性質に大きな差はないと思ってしまう。あるいは、誤差範囲と

いう言葉で片づけてしまうかもしれない。しかし、この違いは反応時間を 1 時間から 1 日

へ、あるいは、生成物の量を 1 gから 1 mgへと変化させる。エネルギーが指数関数の形

（exp(-ΔE/RT)）で現実の世界に影響するからである。実験化学者は、この差を実感でき
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る。合理設計においては、仮想的な分子を見てきたように扱えることも重要であるし、現

実の分子がどのような性質をもつかを実感できることも重要である。つまり、理論化学者

と実験化学者が知恵を出し合って、共通の問題であるインプット探しをする必要がある。 

人工知能を用いた合理設計の場合、様子は少し変わってくる。分子の特徴を表す記述子

と分子の性質との関係を、多くのデータから学習し、識別器を構築する。時には、記述子

として何を用いれば良いかも示唆してくれる。そして、この識別器があれば、分子の記述

子から即座に分子の性質を予想することができ、逆問題を解くことも夢でなくなる。この

ような観点で、当研究室の藤波らは、量子化学計算で得られる電子状態を記述子として、

分子同士の反応予測システムを構築した（J. Comput. Chem. Jpn., 15, 63 (2016); 日刊

工業新聞 2016年 7月 26日付）。現在のところ、簡単な有機反応がターゲットであるが、

大学院入試レベルの反応であればまずまずの確率で正解を導き出せる。今後は、さらに学

習させ、もっと偏差値を上げる必要がある。 

人工知能が化学研究においてシンギュラリティ（技術的特異点）に成り得るか。それに

は、基礎方程式を解くというボトムアップ的な量子化学計算と、データから予想するとい

うトップダウン的な人工知能の境界を見極めることが肝要であろう。量子化学計算と人工

知能の役割分担を明確にすることも必須となるであろう。人工知能の肝となるデータに関

しては、実験化学の役割もますます大きくなる。これまでは失敗としてごみ箱に捨てられ

ていた実験結果も、人工知能にとっては貴重な学習データである。このようなデータを如

何に収集するか、その枠組みについても考えていきたい。 

先日（2016年 10月 1日）行われた量子会（京都大学中辻研究室 OB/OG会）主催の講

演会で、卒業生の川上量生氏（カドカワ社長、ドワンゴ会長）が、「人工知能を用いた人工

生命の構築について」という演題で講演をされた。Google の画像認識技術に加え、2014

年に設立された「ドワンゴ人工知能研究所」のアクティビティを紹介された。さすが時代

の寵児、川上氏のフットワークの良さに感心した。3日後の TVニュースで再び川上氏を見

た。「もっと社会に数学を」というテーマの 35時間数学イベント「MATH POWER 2016」

を主催されていた。川上氏自身も、「素数を用いた大富豪」に興じる姿が報道されていた。

人工知能研究を推進する一方で、基礎科学の神髄ともいうべき数学への関心を広める努力

をされている。川上氏もトップダウン的な人工知能とボトムアップ的な数学の接点を模索

されているのであろうか。 

最後に、量子化学研究協会（QCRI）の研究を、一方的に本稿の趣旨と照らし合わさせて

いただきたい。QCRIでは研究の一つの柱として、従来の量子化学計算とは異なる独自の手

法で Schrödinger 方程式の厳密解を求めるという挑戦的なテーマがある。すでにいくつか

の分子に対しては、従来の量子化学計算を凌駕する結果を発表されている。『飛び道具』を

一切用いずに、まさにボトムアップのみでゴールまで到達したすばらしい成果である。最

近、中辻先生は「化学における最も偉大な発見は何であったか」という問いに対して、「化

学式の発明である」といくつかの講演で述べられている。物質の機能を原子・分子の性質

と関連づけて理解し、設計し、制御するという化学においては、分子をどのように記述す

るかが最も大事であることは納得できる。その観点からすると、化学における人工知能研

究が発展すると、その先には化学式こそが『究極の記述子』となる時が来るかもしれない。 
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2．企業における量子化学計算 

新日鐵住金株式会社 先端技術研究所 主幹研究員 松崎 洋市 

 
私は、新日鐵住金（しんにってつすみきん）という会社の研究開

発部門において、27 年間に渡り量子化学計算を専門としています。

本稿ではその経験をもとに、『量子化学計算はうまく使えば企業でも

役に立つ』ことを話したいと思います。ここで言う『役に立つ』と

は、企業の場合には『収益に貢献する』ことを意味します。決して

容易ではありませんが、私は幸運にもそれを経験できましたので、

以下の様な話にも多少は説得力があると信じています。自分自身の

経験から私が最も強調したいのは、上記の『うまく使う』というこ

とであり、その意味は『現象の本質を突いた計算適用の切り口を見

つける』といったことです。新しい計算手法を導入したり、計算手法の近似を正しく理解

した上で使う、等々ももちろん大切ですが、企業の研究では何を計算すべきかが自明でな

いケースが多いため、それをうまく見出せるかが成否の鍵となります（それができないと、

高度の計算技術を駆使しても空振りに終わる）。そのような、企業で量子化学計算を活用す

る際のポイントについて、当社での適用事例を用いて具体的に説明しようと思います。 

 

 

図 1 新日鐵住金グループにおける量子化学計算の適用事例など 

 

・低誘電率材料
（LSI層間絶縁膜）
・有機EL材料

化学・電子

・有機防錆剤

鉄鋼

・CO2吸収液

環境

・共役高分子、ポルフィリン超分子の非線形光学特性

趣味の研究

・凝縮系の反応ダイナミクス

実高炉ガスを用いる
プラント試験機CAT30

Fe(100)表面における酒石酸の
吸着構造（推定）

CO2とアミンの反応
QM/MMｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

Chem. Phys. Lett. 263, 119-125 (1996); J. Chem. Phys. 119, 5237 (2003); J. Phys. Chem. A 109, 703-713 (2005) など
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ところで、そもそも鉄鋼メーカーでなぜ量子化学計算なのか？という疑問をお持ちでし

ょうから、はじめに当社で量子化学計算を適用してきた主な研究テーマを概観したいと思

います（図 1）。 

当社グループの新日鉄住金化学株式会社は、有機 EL 材料の主要メーカーのひとつです

（2016.05.30 日経ビジネス 『有機 ELの破壊力』）。2004年には世界初の燐光有機 EL製

品に同社の赤色燐光ホスト材料が採用され、次に緑色燐光ホスト材料の開発が始まった頃、

私も量子化学計算で参画しました。そして、2006年には緑色燐光ホスト材料の開発に成功

し、2013年には量産された有機 ELディスプレイに採用されたことにより、同社では最高

クラスの社内報奨を 8 名の共同研究者と一緒に受けました。これは、量子化学計算による

収益への貢献が明確な形で認められた点でたいへん意義深いことです。また、研究成果が

製品として世に出ることはたいへん感動的であり、企業で研究することの醍醐味と言えま

す。 

さて、当社の主力製品である鉄鋼材料に関しても、腐食・防食をはじめとする化学的な

課題があります。この方面へはこれから本格的に取り組む予定ですが、既に有機系防錆剤

（有機インヒビター）の開発では多少の成果が出ており、先に述べた『計算適用の切り口』

という観点から後ほど紹介します。 

企業活動は社会との共生なくしてはありえず、当社でも環境を守るための様々な研究を

行っています。地球温暖化対策はそのひとつであり、中長期的な技術開発は我が国の全鉄

鋼メーカーがNEDOの国家プロジェクト『環境調和型製鉄プロセス技術開発（COURSE50）』

に参加して取り組んでいます。その中のサブテーマに、高炉ガス中の CO2を分離回収する

ための化学吸収液の開発があり、（公財）地球環境産業技術研究機構（RITE）と当社の共同

研究で進めています。RITEと共同開発した化学吸収液は、新日鉄住金エンジニアリング株

式会社の省エネ型二酸化炭素回収設備「ESCAP®」にも採用される位、世界最先端レベル

の効率を持っていますが、この成果に量子化学計算も大いに貢献しています。ちなみに基

礎研究段階の成果は、論文投稿（J. Phys. Chem. A, 117, 9274 (2013) など）や特許出

願（特開 2016-182562など）を行っています。 

以上の正規テーマの他、私の場合は『趣味の研究』がそれなりのウェイトを占めており、

理論系および実験系の先生方と自主的に共同研究を行い、研究成果を論文にしてきました。

全く興味本位の研究ですが、それらを通じた視野の拡大や（少なくとも論文が acceptされ

る程度に）熟考する姿勢などは、本業の研究にも良い影響を与え、後ほど紹介する低誘電

率材料の研究では、思いがけず突破口につながる波及効果もありました。研究とは本来そ

ういうものかもしれません。ただし、このようなスタイルには賛否両論があるでしょうか

ら、機会があればいろんな企業の方と意見交換をしてみたいものです。 

  前置きが長くなりましたが、本稿で最もお伝えしたい『現象の本質を突いた計算適用の

切り口を見つける』ことを、当社の事例によって説明します。一つ目の事例は低誘電率材

料の開発です。やや古い仕事ですが、上記『切り口』以外にも『趣味の研究の効用』や『実

験との連携による成果』等の企業における研究開発のエッセンスが満載ですので、事例と

して格好の題材であり、私自身も気に入っている仕事です。材料の用途は LSI 素子の層間

絶縁膜ですが、素子の高速化・高集積化につれて配線間の電気容量に起因する信号遅延が
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深刻になり、層間絶縁膜には誘電率の小さな材料が求められます。ちなみに、シリカ（SiO2）

の比誘電率は約 4 ですが、当社では目標値を 2.3 に設定し、メチルシロキサン系の材料を

中心に検討していました。基本戦略は、図 2 の模式図に示す通り、メチルシロキサンの一

次元鎖を導入して密度を下げ、それにより比誘電率を小さくすることです。研究が進む過

程で、非常に不思議な実験結果が得られました。ゾルゲル法による合成の原料として図の

（A)または(B)を用いたとき、金属元素の種類に関係なく (B)の方が小さな比誘電率を示し

ました。Siと金属原子のモル比はどちらも 10:1に揃えてあります。このような『特徴的な

実験結果』は、その原因解明が有用な材料設計指針に繫がるため、たいへん貴重なもので

す。 

 

図 2 （左）メチルシロキサン高分子のネットワーク構造、（右）比誘電率の測定値 
 

そこで、量子化学計算によるメカニズム解明が求められるわけですが、どのようなアプ

ローチが可能でしょうか？ 私は最初、図 2 のネットワーク構造に(A)と(B)で特徴的な違

いがないかを、分子動力学計算を用いて調べてみようと思いました。しかし、モデリング

作業の合間にネットワーク構造と誘電率の因果関係を考えてみたのですが、何の仮説も思

いつかず、このアプローチは適切でない様に思えてきました。そこで MD計算は中止して、

問題をもっと絞り込むことにしました。誘電率が表現する分極は、配向分極、振動（イオ

ン）分極、電子分極の 3 成分からなりますので、(A)と(B)の違いがどれに起因するのかを

明らかにしようと考え、実験グループに測定を依頼し、以下の知見を得ました。 

  まず、誘電率の温度依存性は見られなかったので、配向分極は無視できると判断しまし

た。また、屈折率を二乗したものがほぼ電子分極の寄与に相当しますが、それはほぼ同じ

値でした。従って消去法的に、誘電率の違いは振動分極に由来すると考えられます。では、

振動分極は分子構造とどのような関係にあるのでしょうか？ 教科書などを調べてみまし

たが、そのようなことはどこにも書いてありません。それで困っていたら、ちょうどその

頃、趣味で取り組んでいた有機非線形光学の分野でポリアセチレンの振動分極を理論的に

解析した研究が目にとまりました。その論文には、極めて低振動数の基準振動（音響モー

ド）が振動分極に支配的な寄与をすることが示されていましたので、さっそく、ネットワ
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ークの部分構造モデルを作成して同様の理論解析を行いました。その結果、末端に極性基

（-OH 基）を持つ鎖状構造は、振動分極率を増大させることがわかりました。図 2 の模式

図では~OH部分の構造です。合成時の重合反応が不完全だとこのような未架橋鎖が残存す

るはずですので、誘電率を小さくするためには、重合反応を完結させて-OH 基を減らすこ

とが肝要、という指針を実験グループへ提案しました。後で聞いた話ですが、(B)の合成に

は酸触媒を用いたが、(A)では触媒は用いなかったらしく、つじつまは合っています。その

後は、この指針に沿って合成時の加熱処理温度を高くする等の対策が取られましたが、そ

れによって予期せぬ効果も発現し、目標とした比誘電率 2.3の材料開発に成功しました（以

上の詳細は、応用数理 11, 46 (2001)をご参照ください）。 

  この事例のはじめに『特徴的な実験結果』という表現をしましたが、有機 EL材料の研究

を始めた頃にも同様のインパクトを持つ実験結果がありました。当時はまだ量子化学計算

に対して懐疑的だった研究者も多かったのですが、量子化学計算を用いてその解釈を示し

たところ、彼らは十分に納得してくれて、それ以降の共同研究を順調に進めることができ

ました。企業での量子化学計算は殆どが実験との共同研究ですので、実験側の信頼を得る

ことはとても重要です。 

  また、場合によっては私自身が実験データを整理し、『特徴的な実験結果』を創出するこ

とも行います。有機インヒビターの実験的探索では様々な有機酸が検討され、その中から

酒石酸の優れた防錆効果が発見されました。酒石酸の性能発現機構の解明を依頼されたと

き、私は解析の着眼点を得るために pKa を指標にして防錆効果を整理してみました。pKa

が大きい（＝弱酸）ほど、プロトンと同様に硬い酸である Fe3+との結合力も強いと考えた

からです。図 3 に示す通り、大まかにではありますが全体的にそのような傾向が認められ

ます。しかし、その一方で、類似構造を持つコハク酸→リンゴ酸→酒石酸の関係は、その

相関とは逆であることがわかりました。おそらく、-OH 基は鉄への結合力とは別の要因に

より防錆効果を高めていると推定されますので、本研究では-OH 基の役割に注目して、酒

石酸の性能発現機構を解析しました（詳細は、新日鉄住金技報 第 404号 p.81をご参照く

ださい）。その結果、高性能インヒビターの探索指針を提案し、その指針に沿った更なる探

索により、酒石酸と同等以上の防錆効果を有する複数の有機化合物を見出しています。 
 

 

図 3 有機酸の pKaと防錆効果の関係 
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以上の体験談により、企業で量子化学計算を活かすためには、高度の計算技術とともに、

その前段階である『計算が活躍できる舞台作り』が重要であることをご理解いただけたで

しょうか。平成の初め頃に「計算化学ブーム」が巻き起こり、多くの企業が期待感をもっ

て量子化学計算等の導入を図りました。しかし、期待したほどの成果はえられなかったの

でしょうか、多くは縮小や撤退の途を辿りました。当時は計算プログラムの機能も計算機

パワーも遥かに貧弱でしたから、先に述べた『うまく使う』ことが今以上に重要だったは

ずですが、それが十分になされなかったことが一因ではないかと私は思っています。現在、

企業で量子化学を専門にしている人は限られており、量子化学計算は企業には定着しなか

った様に見えるのはたいへん残念なことです。 

しかし、当社の事例で示した通り、量子化学計算は間違いなく役に立っており、他の企

業でも多くの成果が生まれていることは想像に難くありません。にもかかわらず、成功例

があまり聞こえてこないのは、どうしてもノウハウがらみになるため許可が下りないのか

もしれませんが、ある程度は意識的にオープン化しないと、知る術のない学生達には気の

毒なことです。ここで述べた様なことは、毎年ある国立大学の学生向けに講演しています

が、彼らのレポートによると「量子化学計算はアカデミック色が強く、企業の研究開発に

はまだまだ役に立たないと思っていた。だから、今日の講演を聞いて驚いた。」という人が

ほとんどです。 

幸いなことに、私は学生時代に中辻先生から、電機メーカーに就職された先輩が量子化

学計算で大きな成果を挙げられたことを聞いていましたので、自分自身が企業で量子化学

計算を担当してからはそれが大きな励みとなりました。今度は私自身の経験が、現在量子

化学を学んでいる学生の動機付けや進路選択の参考情報に、既に企業で活躍されている方

には、量子化学計算の活用を再考されるきっかけとなれば幸いです。 

最後に、企業での量子化学の利用が増えることが「量子の世界」の重要な側面とのお考

えから、今回の寄稿を勧めてくださった量子化学研究協会の中辻博先生に、この場をかり

てお礼を申し上げます。 
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3．私の夢と DFTにおける普遍的な汎関数 

東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 博士課程 1年 金子 正徳 

 
私は山下教授のもと水分解光触媒について研究している博士

課程１年の金子と申します。今回は「量子の世界」のような素晴

らしい機関誌に文章を載せる機会を頂きありがとうございます。

私の夢と密度汎関数法(DFT)について考えていることを書かせて

頂きたいと思います。 

私は現在、主に DFT を用いて水分解光触媒について研究して

います。しかし、DFTを利用するに当たり、様々な問題や限界に

直面しました。計算を始めてすぐに問題となったことは、まず交換相関汎関数を選択する

というものでしたが、これは非常に種類があり、どれも一長一短あるということでした。

場合によっては一般化勾配近似(GGA)よりも局所密度近似(LDA)の方が適切であるという

こともありました。しかも、どの交換相関汎関数を選択しても、予測が正しいという保証

がなく、汎関数によって傾向が変わることさえありました。もし DFTの普遍的な汎関数が

見つかっていれば、このような問題が発生することもなく、もっと素晴らしいことが出来

るのではないかと強く思いました。 

ところで、私の夢の一つは、（主に固体について）必要な物性から物質を逆引きすること

です。これを実現する有力な手法は「化合物の超巨大データベースの構築」「Computational 

screening」「ケモインフォマティクス」ではないかと考えています。「化合物の超巨大デー

タベースの構築」については、計算や実験で得られた超巨大データベースから、欲しい物

性の物質を検索できるようにすれば良いのではと思いました。今まで見た最も理想に近い

データベースは、物質材料の第一原理計算結果のデータベースである The Materials 

Project (https://www.materialsproject.org/)です。このデータベースには、計算で得ら

れた 50,000超のバンド構造やバンドギャップなどが含まれています。次に、有力だと考え

た手法は、第一原理計算による「Computational screening (Virtual screening)」です。

そして、「ケモインフォマティクス」を用いた物性の予測という方法もあるかと思います。

しかし、「化合物の超巨大データベースの構築」や「Computational screening」の問題点

は、計算コストと計算精度のトレードオフの関係だと思います。コンピュータの速度の向

上にともない計算速度は非常に速くなってきていますが、DFT を超えた精度をもつ計算を

行おうとすると、やはりまだ遅いかと思います。「ケモインフォマティクス」については、

非常に可能性はあると思っています。しかし、分子記述子は Dragon 7 のようなアプリケ

ーションで計算できるのですが、固体やクラスターモデルなどはよく知りません(もし素晴

らしい固体の記述子をご存知でしたら、お教え頂けないでしょうか)。 

DFT は、もし普遍的な汎関数があるのであれば、基底状態の物性を正しく予測できる非

常に素晴らしい理論だと思います。しかし、普遍的な汎関数は見つからず、運動エネルギ

ーの計算に Kohn-Sham 方程式に基づく軌道を用いた計算を行い、さらに交換相関汎関数

として密度以外の軌道の情報を用いたmeta-GGAや hybrid-GGAによって精度は向上しま

金子 正徳 様 
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した。これによって、良い精度で計算可能な理論となりましたが、軌道を用いたことで計

算コストはより増えてしまいました。私の夢を実現するためには、計算コストを抑える必

要があると考え、DFTの基本にかえり、Kohn-Shamの方法を使わない Orbital free DFT 

(OF-DFT)に着目しました。OF-DFTは、運動エネルギーおよび全エネルギーを密度のみで

計算する手法で、軌道を用いないので、計算コストやメモリの使用量がとても小さいとい

うメリットがあります。計算精度が KS-DFT (Kohn-Shamの方法を用いた DFT)と比べて

悪いという問題がありますが、改善しようとする様々な研究が行われています。OF-DFT

について調べている内に、Kieron Burke 教授のグループにより 2012 年に発表された

「Finding Density Functionals with Machine Learning (DOI: 10.1103/PhysRevLett. 

108.253002)」という論文を見つけました。この論文では、1 次元上の非相互作用のフェ

ルミオンの運動エネルギーの密度汎関数を機械学習によって見つけるというものでした。

これを読み、3次元の相互作用する２電子について密度汎関数を見つけることは出来ないの

かと考えました。そこで、この手法に必要な多電子の波動関数を厳密に知る方法を探して

いた際に、先輩の研究員の方に教えて頂いたのが中辻先生の自由完員関数(FC)法でした。

この方法により任意のハミルトニアンから自動的に多電子波動関数の基底関数が生成出来

ること、また、汎用的でわかりやすい理論に驚きました。最初は、厳密に非常に近い電子

密度を出して、機械学習や、厳密電子密度からポテンシャルを直接決定するツァオ・モー

リソン・パール(ZMP)法などを利用しようと考えていましたが、FC 法のような素晴らしい

アイデアを知り、数値的なアプローチだけではなく、理論的にもアプローチしていきたい

と思うようになりました。 

今現在、ハミルトニアンから自動的に普遍的なエネルギー汎関数を生成するアプローチ

を考えています。「多電子波動関数」と「密度」が対応しつつ、「多電子波動関数に対して

ハミルトニアンが与えるエネルギー」と「密度に対してエネルギー汎関数が与えるエネル

ギー」が等しく成るように再帰的にエネルギー汎関数を更新できる手法はないかと考えて

います。実際、GGAである PBE交換相関汎関数などは、ある程度良い結果を残せているわ

けですから、普遍的な汎関数もその周辺にあるのではないかと考え、再帰的に普遍的な汎

関数に漸近していくという手段も可能ではないか、と考えています。 

普遍的な汎関数に厳密に近づいてゆく方法がみ

つかり、DFTの Jacob’s Ladderを駆け上がり、

驚くべき数の物質のスクリーニングを驚くべき精

度で行える日を夢見ています。もし、その汎関数

を用いた TD-DFT で励起状態も化学的精度で得

られたら、なお素晴らしいです。 

  

Jacob's Ladder 
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4．「第 10回 革新的量子化学シンポジウム～量子的自然の叡智と美～」 

ご報告 
 

開催日時: 2016 年 5月 14日(土)  13:00～16:45 

 場所: キャンパスプラザ京都、第１会議室(2階) 

 

毎年恒例の「第 10回 革新的量子化学シンポジウム～量子的自然の叡智と美～」が、2016

年 5月１４日(土)に、以下のプログラムで開催されました。 
 

プログラム 

13:05  挨拶・司会  中辻 博 

― 特別講演 ― 

13:10 － 14:00  杉山 弘  (京都大学 理学研究科、 物質―細胞統合システム拠点) 

「DNAを中心としたケミカルバイオロジー」 

 

14:00 － 14:40  柳井 毅  (分子科学研究所 理論・計算分子科学研究領域) 

「密度行列繰り込み群に基づく拡張多状態多参照擬縮重摂動理論」 
 

14:40 － 15:40  休憩 

 
 

 司会 波田 雅彦 

15:40 － 16:05  中嶋 浩之  (量子化学研究協会研究所) 

「認定 NPO法人としての出発」 

16:05 － 16:45  中辻 博  (量子化学研究協会研究所) 

「予言的量子化学の設計」 

 

懇親会 

場所: 京都駅ビル東側 セレマビル 5階「花の舞 京都中央口店」 (参加費: 5,000円) 

 

 

今回のシンポジウムは、「第 10 回」という記念

すべき会であり、杉山 弘先生に特別講演をお願い

致しました。杉山 弘先生は、DNA科学の第一人者

でおられると同時に、分子を自在に合成できる合成

化学者でもおられ、それらを組み合わせた壮大なご

研究を展開されています。今や DNAの化学合成法

は確立し、その塩基配列の極めて安定な性質から、

今では様々なナノスケール構造を自在にデザイン

できるというお話がありました。DNA オリガミ法

により、DNA を使ってナノサイズの文字を書くところから、その技術をボトムアップ的に

杉山 弘先生による特別講演 
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応用することで DNA 分子機械を構築し、DNA ナノマシンによる様々な応用が期待できる

お話に、深く感銘を受けました。また、2003年にヒトゲノム配列が決定され、今や個人の

DNA 配列も高速に調べることができ、個人レベルで病気のリスクまで分かる時代になりま

した。ご講演では、ポストゲノム時代の遺伝子の分子設計の可能性についても言及されま

した。 
 

柳井 毅先生には、第一人者として活躍して

おられる密度行列繰り込み群の量子化学につ

いてご講演頂きました。特に多配置法の重要性

を理論から詳しくご説明頂き、様々な応用例も

紹介され、大変分かりやすいご講演でした。多

核金属錯体の電子状態は、現代の量子化学でも

困難な問題として知られていますが、例えば、

量子化学のキー分子である Cr2 分子の精密解離

ポテンシャルカーブの計算や、光化学系 II のマンガンクラスターの複雑な電子状態の解明

に成功され、大規模な金属錯体への高精度量子化学計算に道を開く大変興味深いお話でし

た。 

 

「NPO 法人 量子化学研究協会」は、2016

年 3 月 24 日に京都市より「認定 NPO 法人」

として認定されました。休憩時間の後、研究協

会の中嶋 浩之により、認定 NPO法人制度の概

要、日本とアメリカの寄付文化の違いなどの解

説があり、量子化学研究協会の認定 NPO 法人

としての新たな出発と決意についての講演が

ありました。 

 

研究協会研究所長の中辻 博の講演では、「予

言的量子化学の設計」について、最近の研究の

進展が紹介されました。真に有用な量子化学の

建設には、①化学を支配しているシュレーディ

ンガー方程式を正確に解く一般的な方法と、②

これを化学的に有用な分子群に応用して正確な

予言と理解ができる理論・計算体系を確立する

ことが必要です。最近、②について大きな理論的

進展があり、「化学理論としてシュレーディンガ

ー方程式は解けた」と確信できるようになりました。定量性だけでなく化学概念の理解が

可能であること、小さな分子から巨大系に至るまで共通に応用できる理論体系であること、

など、予言的量子化学の可能性とその設計について講演されました。  

柳井 毅先生のご講演 

中嶋 浩之の講演 

中辻 博の講演 
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柳田先生によるご挨拶 懇親会の様子 

 

  

 

 
 

次回シンポジウムの予定 

「第 11回 革新的量子化学シンポジウム～量子的自然の叡智と美～」 

開催日時: 2017年 5月頃 (予定) 

場所: キャンパスプラザ京都 (京都駅前北西すぐ) 
 

「革新的量子化学シンポジウム」は、例年 4月末～5月に京都駅前のキャンパスプラザ京

都にて開催しており、量子化学分野に限らず、色々な分野の著名な先生方や企業の方をお

招きしてご講演いただき、皆様にご興味を持っていただけるシンポジウムになるよう企画

しています。休憩時間や懇親会では、講師の先生だけでなく、参加者の皆様同士が互いに

密な交流が持てるように計画しています。次回のシンポジウムも例年と同様 2017年４- 5

月頃に開催する予定です。是非、お誘い合わせの上ご参加ください。 

  

シンポジウムの様子 

休憩時間の参加者同士の交流 
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5. 「量子の世界」へご寄稿のお願い 

「量子の世界」も発刊より２年を経過しました。その発刊の主旨は創刊号の巻頭言に述

べられましたが、当然、その性格は次第に発展してゆくものです。そもそも「量子の世界」

は quantaの世界であり、量子論が対象とする電子、原子核、光子その他の粒子の織り成す

世界のことで、ここではそれを活き活きと写しだすことです。私たちの大先達の朝永振一

郎博士の「光子の裁判」のような歴史に残る作品が思い起されます。量子の運動は現代で

は大きなスパコンや研究所の古びた計算機のチップの上で計算されるので、また一味違っ

たものになるかも知れません。また、「量子の世界」はそれを如何に映し出そうかと日々悩

んでいる人たちの活動の世界でもあります。この世界の歴史は、シュレーディンガーがそ

の方程式を発表した 1926年に始まるとすれば 90年、プランクが量子の概念を初めて持ち

込んだ 1900 年を始まりとすれば 116 年となりますが、量子が活動している原子・分子の

世界の歴史であるとすれば宇宙の歴史と重なって悠久の時と空間が出現します。 

この「量子の世界」第 4 号は編集委員からのご寄稿の依頼に対して、快くお寄せいただ

いた貴稿から成っています。また、前号までの内容はそれに加えてその時々の活動と関連

した内容でした。今後、「量子の世界」が長く発展し魅力的なものに育っていくためには、

scienceのそれと同様「自由」な発展がなくてはなりません。そこで、この広い「量子の世

界」を皆様の力で築いてゆくために、皆さまのご寄稿をお願い致します。「量子の世界」の

表の世界、裏の世界、それらの相互作用のもたらす様々な人間的な事、非人間的な事、自

然と美、そして日々の生活、それらすべてを対象にいたします。この分野の専門家、非専

門家、そして何の係りもない方、すべての方が、「量子の世界」の厳然たるルールから逃れ

て、自由に発想されたことをお寄せください。次号の発刊は 2017 年 4 月早々になる予定

です。よろしくお願いいたします。 
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