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E=hν の呪縛を解く高強度レーザー場の化学 
 

河野 裕彦 

東北大学大学院 理学研究科 名誉教授 

 
私は 2019 年 3 月をもって，東北大学を定年退職しました。

1972 年東北大学に入学し，量子動力学や量子制御と呼ばれるレ

ーザーの波形整形技術（電場波形を操る技術）による反応の収率

制御に関する理論に携わってきました。「量子の世界」への寄稿

を依頼されましたこの機会に，量子制御の歩みを振り返り，強い

レーザー光を使った新たな展開について考えていきたいと思い

ます。 

光と物質との相互作用を含む量子制御の理論では，光を古典的

な電磁場で扱うか量子論で扱うかどちらが採用されます。振動数

（あるいは波長 ）の光を量子論で扱う場合，光はエネルギーh

量子の世界 

河野 裕彦 先生 
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と運動量 h  をもつ光子の集まりとして表されます。光電効果は 1 光子の吸収，蛍光や燐

光は 1 光子の放出として，１次の時間依存摂動を使って定式化できます。Raman 効果のよ

うな光と物質の相互作用の非線形現象も見いだされ，1931 年には M. Göppert-Mayer が

光強度を上げると 2 光子吸収が起こることを理論的に予言し，W. Kaiser と C.G. Garret が

1961 年に実験的に証明しました。n光子吸収（発光）過程では，関与する光子数が明確な

ので，n次の摂動論で扱えます。分子分光法は，複数の光子を吸収してイオン化する多光子

型イオン化など摂動論で定式化できる現象を利用して発展してきました。近年では分子中

の電子が感じるクーロン力と拮抗するような強いレーザー光を生み出すこともできるよう

になり，後述するトンネル型イオン化や高次高調波発生のような摂動論では説明できない

非摂動領域の現象が観測されるようになりました。光の高強度領域では，他にも摂動論では

理解できないようなことが起こります。たとえば，D. Mathur らは同じ光強度では近赤外

光より波長が長い中赤外光のほうが，水溶液中の DNA に大きな損傷（2 本鎖切断）を与え

るという直感に反するような実験結果を報告しています。このようなことは，関与する光子

エネルギー h の収支が物質のエネルギーの増減を支配する摂動領域では，考えられないこ

とです。実際，私たちは，赤外線が身の回りで使われているのに対して，光子エネルギーの

大きな X 線が厳しく管理されていることを目の当たりにしています。 

長波長の強いレーザー光による DNA 損傷のような化学現象は，800 nm あたりの近赤外

光やさらに波長の短い光に限られていた量子制御に，長波長領域での展開があり得ること

を示した点でも大変興味深いものです。長波長の強い光を使った量子制御の新たな展望を

考えるために，以下では，まず，量子力学の誕生にさかのぼり，量子制御がどのようなアイ

デアに基づいて現在に至ったかをたどりたいと思います。量子力学の歴史は，よく知られて

いますように，溶鉱炉内の温度を正確に知る方法を見つけたいという実用的な要求に応え

るべく，ある温度で熱せられたものがどの波長の光をどれだけ放出するかという黒体放射

の問題に多くの物理学者が取り組んだことから始まっています。マクロな世界に現れる現

象の理解からミクロの世界を支配する量子力学が誕生したことは興味深いことです。キル

ヒホフは，すでに 1859 年に黒体放射のスペクトルが熱力学の状態量，つまり巨視的な連続

変数である温度のみに依存することを見いだしていました。この発見が解き明かすべき問

題を明確にし，のちのプランクの法則から「量子」という概念への到達という科学の一大発

展の礎になったと考えられます。ミクロの世界に起源がある黒体放射のスペクトルあるい

はエネルギーが温度によって連続的に変化するわけで，これは量子系の制御を考える上で

非常に示唆に富むものです。 

現在ではレーザーを使えば，原子・分子の世界に，連続性が顕在する現象を引き出すこと

ができるようになりました。超短パルスを使って量子状態間の重なりを振幅に加え位相ま

で含めて制御することにより，コヒーレンス（可干渉性）を保持した分子振動を引き起こす

ことができます。たとえば，ある電子励起状態の 2 つの固有振動準位 1 と 2 を励起し，

それらを重ねた 1 21 2c c+ のような状態ができるとしますと，一般に複素数となる係数
1

1 1
ic c e = と 2

2 2
ic c e = の相対位相 2 1 − が対象としている分子すべてで等しくなってい

ればコヒーレントな振動が引き起こされます（熱励起では， 2 1 − は分子ごとにバラバラで，

インコヒーレントな状態になっています）。原理的には，レーザー光のあらゆる変数が量子

系を調整する“つまみ”のような役割を果たし，分子振動自体の振幅（エネルギー）や位相を

連続的に変化させることができます。 
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レーザーの光が切れたあとでは，位相は 1 1t = ， 2 2t = のように 2 つの準位のエネル

ギー 1 と 2 に比例して時間 tとともに変わります。1 と 2 の重なり方が変わっていくの

で，波動関数は空間を動いていきます。このようなコヒーレント振動は時間依存シュレーデ

ィンガー方程式に従う時間変化する波動関数（波束）を用いて表せ，局在波束の動きは古典

力学的な解釈と整合性があります（エーレンフェストの定理）。1980 年代中頃から A. 

Zewail（1999 年ノーベル化学賞受賞）らが展開した光化学反応のフェムト秒ポンプ-プロ

ーブ分光は，このコヒーレント振動を実現したものです。NaI では，核間距離が励起電子状

態の上で伸び縮みしながら非断熱遷移を経て解離反応が進行しますが，その実時間追跡の

実験はあまりにも有名です。もともと，レーザーが生み出す光は，自然放出光とは違って位

相のそろったコヒーレントな光波であり，その位相が物質に転写されてコヒーレントな分

子振動が引き起こされます。光励起の条件を変えてコヒーレントな分子振動の波束ダイナ

ミクスを操作しますと，その後の非断熱遷移過程などが変化（遷移確率やタイミングが変化）

します。 

多光子励起過程は，関与する光子数が明確で，摂動論で扱えます。フェムト秒励起の条件

を課しますと，励起は瞬間的に起こったと見なせ，多光子励起過程とその後の分子ダイナミ

クスを分離して考えることができます。既存の分光法の多くは摂動論で扱える光強度の光

源を利用していますが，現在では，光強度が 1013 W/cm2 を優に越え，パルス長が数フェ

ムト秒以内の高強度超短パルスを容易に発生させることができるようになりました。波長

800 nm 程度の近赤外光の高強度化は，G. Mourou と D. Strickland（2018 年度ノーベル

物理学賞受賞）が 1985 年頃から開発した Chirped Pulse Amplification というレーザー増

幅技術に基づいています。水素原子の電子と陽子の間のクーロン力は電場強度 5.1×

1011V/m に相当し，光強度に換算すると 3.5×1016 W/cm2 になります。光強度がこの領域

に近づくと，光は分子の中のクーロン力と拮抗した力を電子に及ぼし，摂動論では扱うこと

ができない大振幅の電子運動を誘起します。 

物質との相互作用の研究も，現在では，非摂動論の領域に突入しています。この領域では，

光励起と分子ダイナミクスは独立とは見なせず，強い光との相互作用のさなかに，分子の電

子状態や構造が大きく変化します。高強度のレーザー光の場合，物質との相互作用に伴う光

子数変化が相対的に小さく，位相と振幅が規定された古典的な電磁波として扱う近似が有

効に働きます。これにより，光の場の中で分子ダイナミクスを操る自由度に光の位相と振幅

という連続量を積極的に取り込むというアイデアが広まっていきました。その結果，レーザ

ー電場の波形を整形する技術を利用した化学反応の収率や分岐比の制御が行われ，これが

「量子制御」とよばれ様々な分野に適用されるようになりました。たとえば，光合成アンテ

ナ系の光捕集においては，カロテノイドからバクテリオクロロフィルへのエネルギー移動

やカロテノイドの S2 から S1 への内部転換の制御が行われており，どこまでエネルギー移

動の効率を上げられるかなど複雑な光捕集の機構を理解する上でも威力を発揮しています。 

振動数 の光との相互作用が摂動領域であれば，これまで説明してきましたように，物質

のエネルギーは光子エネルギー h の分だけ増減し，イオン化は光子の数が確定した多光子

過程（あるいは 1 光子吸収）として起こり，光電子エネルギーは吸収された光子のエネル

ギー和とイオン化ポテンシャルの差で決まります。これに対して，高強度のレーザー場では，

電子の座標を r ，レーザー電場を ( )t としますと，双極子相互作用 ( )tr のために，原子･

分子内のクーロンポテンシャルが大きく歪みます。連続状態に飛び出そうとする電子の前
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に立ちはだかる歪んだクーロンポテンシャルの障壁幅は， PI を系のイオン化ポテンシャル

としますと， ( )PI t 程度になっています。この有限幅の障壁を電子が透過するのに要す

る時間が，光の電場周期1  より短ければ，光電場の符号が反転する前にトンネルイオン化

と い う 特 異 な 現 象 が 起 こ り ま す 。 時 刻 t の 瞬 間 の ト ン ネ ル イ オ ン 化 速 度 は

( ) 3 2exp 2 3 (2 ) ( )[ ]pI t−  に比例し，この速度は ( )t が大きくなるにつれて急激に立ち

上がり，1  より短い時間でのイオン化を可能にします。この機構では，同じ光強度なら，

 が小さいほどイオン化しやすくなります。通常の多光子型のイオン化では，逆に， が大

きいほどイオン化しやすくなります。トンネルイオン化と多光子イオン化の分類には，

( )t のピーク（電場の振幅）の値 max を使って定義される Keldysh parameter

max2 2 pI =  が用いられています。 が 1 より小さければトンネン型，1 より大きけ

れば多光子型というのが目安です。 

トンネルイオン化で放出された電子は，電気双極子相互作用 ( )tr によって支配される

傾いたポテンシャルの上を転げ落ち，速度が大きくなっていきます。 ( )t の符号が反転す

ると, このポテンシャルの傾きは逆になり，速度は下がりだし，電子は往復運動をともなう

ことになります。その間の最大速度は， max  に比例します。 が小さいほど大きな速度

を獲得するのは，ポテンシャルが傾いている時間が長く，その間に速度が大きくなっていく

からです。結局，放出電子の運動エネルギーを光電場の 1 周期で平均した量 pU は，
2

I  に

比例することになります（ここで， I は光強度です）。放出電子（光電子）の平均運動エネ

ルギー pU は ponderomotive energy とよばれています。トンネルイオン化で放出された

電子の pU は， が小さいほど大きくなるという特徴を有しています。たとえば， =2200 

nm, I=5×1013 W/cm2 の光の場合， pU  19 eV もの大きなエネルギーになります。強い

近赤外光によって連続状態に放出された電子は親イオンと再衝突し，その際発生する高次

高調波は軟 X 線のエネルギー領域にまで達します。高次高調波はアト（10−18）秒パルスな

ど様々な光源として利用され，新たなサイエンスを開拓しています。 

以上の説明からもわかっていただけるかと思いますが，高強度レーザーの光強度 I や振動

数 などを調整すると，トンネルイオン化を操れ，光電子の数を微細かつ連続的に変化させ

ることができます。さらには， pU も制御することができます。これは化学の視点からも大

変興味深いものです。はじめに述べましたように，高強度領域では，近赤外光より波長が長

い中赤外光のほうが，水溶液中の DNA に圧倒的に多くの二本鎖切断を引き起こすことが報

告されています。二本鎖切断とは，DNA の 2 つの相補鎖が二重螺旋の 1 回転内の互いに近

接した位置で切れる，修復困難な損傷です（近赤外光や熱では一本鎖切断が起こるだけで

す）。DNA や水分子の多光子吸収が原因であれば，同じエネルギー準位に到達するためには

波長が長い中赤外光ではより多くの光子を必要としますので，確率的には低くなります。つ

まり，実験結果は， E h= が支配する多光子吸収では説明がつかず，トンネルイオン化後

の放出電子の Up が OH ラジカルの生成量やエネルギーを支配し，DNA に決定的な損傷を

与えていることを意味しています。 

トンネルイオン化によって放出された電子は
2 2

I I = に比例した運動エネルギー pU

をもっており，溶液中では他の分子と衝突して新たな化学種を作り出します。DNA の周り

には水分子があるので，多くの水分子がイオン化し，放出された電子が周囲の水分子に衝突

してさらにイオン化や電子励起を引き起こします。そのようなイオン，電子，電子励起分子

が混在した“プラズマ様”の状態から OH ラジカルが発生していると考えられます。波長が長
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いほど放出された電子は大きな pU をもちますので，生成する OH ラジカルのエネルギーも

大きいはずです。OH ラジカルは DNA と接触すると水素を引き抜き鎖切断を引き起こすの

で，高エネルギーの OH ラジカルが高濃度で生成し，DNA に接近して二本鎖切断を引き起

こしたと考えられます。このように，Up を利用すれば溶液中に生み出す放出電子の数とエ

ネルギーを調整することができ，ラジカルなどの化学種の濃度やエネルギーが制御された

人工的な反応系を用意することができます。高強度の超短パルスを使ってラジカルを生成

すれば，時間分解が可能で，ラジカルによる化学反応や DNA 損傷を時空間で追跡できるは

ずです。 

私は 1972 年に東北大学に入学して以来，中島威先生，藤村勇一先生の指導の下，長い

間，量子動力学理論を中心に理論化学分野の研究に携わってきました。アリゾナ州立大学で

の博士研究員の時代には，時間依存シュレーディンガー方程式を高速フーリエ変換を使っ

て数値的に解く手法を習得し，1980 年代中頃には共鳴ラマン散乱やフェムト秒分光に適用

していました。1990 年代の後半からは，高強度のレーザー光と分子との非摂動論的相互作

用の研究に携わるようになりました。電子ダイナミクスを理解する基本的な手法として，多

電子の相関を取り込んだ多配置時間依存ハートリー・フォック法を開発し，トンネルイオン

化などに及ぼす電子相関の重要性を明らかにしてきました。また，強レーザー場存在下の瞬

間的な電子ハミルトニアンの固有関数（時間依存断熱状態）を基底として使う実時間動力学

法を開発し，小さな分子から大きな分子に及ぶ強レーザー場誘起の反応（解離反応や化学結

合の組み換え）に適用してきました。その結果，光電場誘起の非断熱遷移によって時間依存

断熱状態間の乗り移りが起こり（時間依存断熱状態が ( )t を通して時間 t に依存すること

に起因しています），その反応過程を支配していることを明らかにしました。C60 のような

大きな分子の反応は初期励起のエネルギーだけに依存し統計的に起こると考えられていま

したが，波形整形パルスを使った生成物の収率や分岐比の最適化が，特定の振動モードの選

択的励起によることを理論的に裏付けることができました。これからは，光電子と周辺分子

との相互作用を適切に取り込んだ反応動力学理論の開発が進み，Up 支配の DNA 損傷など

強い光が引き起こす様々な現象を詳細に理解し，応用する時代が来ることを夢見ています。 

強いレーザーの光は， E h= の呪縛に縛られない化学的に興味ある新規現象を生み出し，

プラズマ化学やバイオ工学に新たな実験的・理論的展開をもたらすことが期待されます。電

子励起状態だけではなく，連続状態も関与する非平衡事象に対して，量子化学と動力学が融

合した理論化学の創生が必要とされています。 
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Teaching Chemistry in English for Japanese 

Undergraduate Students at Kyoto University 
 

Juha Lintuluoto 

Kyoto University, Graduate School of Engineering, Associate Professor 

 
Introduction 

I met professor Nakatsuji first time in 1993, when I 

entered the doctor course at Kyoto University, Graduate 

School of Engineering, Department of Synthetic Chemistry 

and Biological Chemistry. Since those days, I have been 

involving in supramolecular chemistry, and moreover 

absolute configuration determination. Lately I have been 

more involved in education, more specifically teaching 

chemistry (and some other subjects) in English to 

Japanese students (and some international students). 

 

Discussion 

During the recent five years, Kyoto University has opened several chemistry 

courses in English for undergraduate students, and in this report I would like to 

emphasize teaching students at school of industrial chemistry in Kyoto University. 

As often happens, the start was slow; the first two years were merely teaching 

handful of international students and even less Japanese students. Again, as often 

happens, the time (and some other factors) makes the things to change. Those 

other factors, such as compulsory course status, easy credits and special intensives, 

have actually proved to be important for ‘popularity’. But, perhaps the most 

important factor for the popularity has been the improved visibility for these courses. 

Why visibility? The chemistry courses I teach (organic chemistry and chemistry 

experiments) have exactly the same contents, same evaluation criteria, same credit 

amount, and even the lectures are held at the same time with the corresponding 

Japanese courses. The decision for these was done by the school of industrial 

chemistry. During the first two years, the English courses were only included in the 

common science subject category and online syllabus, resulting in a low number of 

students, especially from school of industrial chemistry. 

Raising the visibility by advertising the courses in school of industrial chemistry 

guidance made immediate impact, resulting tenfold increase of students. 

The other example of power of visibility by guidance was seen in student 

attendance in the chemical experiments course. At present the popularity of 

chemical experiments in English is very high, two parallel classes (2x24 students) 

in both semesters (96 students), and the applicant number is even higher. Although 

Juha Lintuluoto 先生 
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the English chemistry courses have become more popular among the students, the 

direct advertisement during every guidance must be done to ensure the gained 

popularity. 

How is teaching chemistry itself then? I am probably in a slightly privileged 

situation, because the 1st year students I teach represent above-average group 

having good chemistry knowledge, good attitude, and maybe even slightly better 

English skills. 

The chemistry classroom English language differs greatly from ‘eikaiwa’ English. 

As a subject itself, organic chemistry uses relatively easy level English, sentencing 

and grammar are kept quite simple. The main obstacle is the scientific vocabulary, 

which also can be very explicit, leaving no room for the mistakes. The student can 

sometimes relay on keyword-only answering, in this case, however, the illustration 

(chemical structure, scheme etc.) should provide the answer contents. Actually, 

organic chemistry with its reactions, 3-D structures and schemes, can mostly be 

studied even without any English, except those keywords. 

The course test results have so far been inaffected by mistakes or any other 

English language factors, and it should be noted that students are not allowed to 

use any dictionaries during the test. The success for this is that the test evaluation 

does not count any grammar or sentencing mistakes as far the answer content can 

be otherwise clearly understood. But, for example, the chemical names cannot have 

even a minimal mistake. The reports on the lecture type courses focus mostly on 

chemistry, and as in a test, English language is only used for keywords or simple 

sentences. Drawing reactions and structures is strongly encouraged. 

Chemical experiment classes actually provide much more room for teaching 

scientific English, especially writing. Furthermore, the students can have more 

support in Japanese language, since all instructors and teaching assistants can 

communicate also in Japanese. This is important because the experimental 

chemistry can be dangerous and providing any emergency help cannot be 

depending on the language handicap. 

The course book is completely in English. Although during chemical experiments 

laboratory students talk to each other in Japanese, the instructors mainly talk in 

English by using some supportive Japanese, the required reports are completely in 

English. The reports contents are always about specific experiment which is the 

same for all students. The course contains twelve experiments, four each in 

inorganic chemistry, volumetric analysis, and organic chemistry. The reports are 

then written at home for each experiment. The students have one week to submit 

the report for evaluation. The report requirements are kept fairly high, including 

scientific style for sentencing, grammar, wording, citations and summarizing the 

data. Every report has additional discussion topics, which sometimes require 

studying beyond the ‘school books’, especially for A-grade reports. Because of these 

requirements, typically the few first reports are more difficult to students to find a 
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required level. What has been nearly amazing is that most students are able to 

write very good scientific experimental reports in English at the end of the course. 

Although Kyoto University has opened several new chemistry courses in English, 

the number is still low and the resources for the expansion or increase the courses 

is not sufficient. Especially school of industrial chemistry has now 1st grade students 

with high skills of writing scientific reports in English, and if these students would 

have an opportunity to take more chemical experiments laboratory classes in 

English at 3rd grade, the graduate school chemistry laboratories would also gain 

benefit. The biggest benefit would naturally go to the students, who normally use 

English resources for their research at chemistry laboratories in the graduate school. 

It is possible that the graduate students with excellent scientific writing skills 

would also select already existing courses for improving oral presentation skills. At 

present, in the graduate school of engineering of Kyoto University, the great 

majority of such students are international students. 

 

Summary 

As I come from Finland, although I have been in Japan over 25 years, I would 

like to do some comparisons how undergraduate level chemistry in English is taught. 

I will take two examples from Finland’s leading universities, University of Helsinki 

and Aalto University. Both these universities provide now complete Bachelor Degree 

level chemistry programs in English. The students for these programs come from 

Finland and other countries. There are no tuition fees for students from Finland or 

other EU countries, for other students the fees are 13,000€ and 12,000€ per year 

in University of Helsinki and Aalto University, respectively. Some scholarships are 

available for covering tuition fees. 

The two countries are very different in terms of size population and economy. 

The population of Japan is over 20 times of Finland, the economy is surely even 

more. It is not necessary wise to apply the methods directly from one country to 

the other, but perhaps try to adjust and integrate the new necessary elements 

smoothly into the old system. This could give the Japanese students both skills of 

chemistry and major foreign language to effectively succeed in global scientific 

society. 
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「第 8 回 JCS 理論化学シンポジウム」  
8th JCS (Japan, Czech, Slovakia) Symposium on Theoretical Chemistry 

のお知らせ 
 

2020 年 7 月 6(月)～9(木) 

北海道大学・学術交流会館、札幌 

ホームページ: https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/ 
 

第 8 回 JCS 理論化学シンポジウムは、2020 年 7 月 6 - 9 日、北海道大学の学術交流

会館で開催されることになりました。このシンポジウムは、チェコの理論化学者 Rudolf 

Zahradnik 教授、Zdenek Havlas 教授、日本の中辻博 教授（現量子化学研究協会・理事長）

が、相互の尊敬と友情を基礎に 2004 年に始めたもので、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、JCS(日本、チェコ、スロバキア)三か国の理論化学者の

温かい友情のもとに企画されています。これまで、プラハ

(2005)、京都(2007)、ブラティスラヴァ(2009)、プラハ(2011)、

奈良(2013)、ブラティスラヴァ近郊(Smolenice 城)(2015)、プ

ラハ(2018)で開催されました。”Friendship is our principle, 

science will follow with us.“という理念のもと、高レベルの学

術的交流と、研究者同士の温かい交流を育むことを最も重視して

います。これまでのシンポジウムと同様、今回もこの理念の元、

温かく、気の安らぐ素晴らしい会にしていきたいと思います。 

日本での開催は、京都、奈良に次いで 3 回目になりますが、できるだけ日本を広くご理解

いただくためにも、今回はフロンティアの風情を残す札幌にて開催することになりました。

会場となる北海道大学・学術交流会館は、この５月に第 22 回理論化学討論会が開催されま

したので、皆様もご記憶のことと存じます。 

第 8 回 JCS シンポジウムの理念として、上記の根本理念に加えて、日本側およびチェコ、

スロバキア側のいずれにおいても若手の参加を歓迎し、奨励し、活躍の場を提供していきた

いと思います。広く参加を呼び掛けるため、oral presentation は勿論、奈良の時に取り入

れた invited poster を充実させ成功させたいと思います。JCS シンポジウムは理論化学が

関連する広い諸分野をスコープとしていますが、第 8 回シンポジウムを北大で開催するに

あたり、触媒が関連するセッションも提供し、特徴ある会議にしたいと考えています。 

札幌の７月はとても快適です。北海道の食材が集まり、北海道限定のビールが飲める札幌

で、皆様のご参加をお待ちいたしております。 

JCS シンポジウムは基本的に全員ご招待の形で行います。参加ご希望の方は、

jcs8@cat.hokudai.or.jp まで、お問い合わせ下さい。 
 

8th JCS シンポジウム        

オーガナイザー代表 長谷川 淳也 

名誉オーガナイザー   中辻 博 

 

オーガナイザー代表 

長谷川 淳也 教授 

https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/
mailto:jcs8@cat.hokudai.or.jp
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JCS symposium  Invitation letter 

https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/ 
 

Dear Colleagues and Friends, 
 

It is our great pleasure and honor to invite you to the 8th Japan-Czech-Slovakia 

(JCS) International Symposium on Theoretical Chemistry to be held at Hokkaido 

University, Sapporo, Japan in July 6-9, 2020. 

The JCS symposium was initiated by Profs. R. Zahradnik, Z. Havlas, and H. 

Nakatsuji in 2004 based on the high-level scientific relationship and warm friendship 

between Japanese and Czech theoretical chemists. The first symposium was held 

at Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Republic in 2005. Slovak 

theoretical chemistry community joined in 2006, and the present form of the JCS 

symposium has been established. Since then, a series of the symposium was held 

in Kyoto (2007), Bratislava (2009), Prague (2011), Nara (2013), Bratislava (2015), 

and Prague (2018). The organizing policy of the JCS symposium is, “Friendship is 

our principle. Science will follow with us”. Through the series of the trilateral 

symposium, theoretical chemistry communities in the three countries have been 

deepening our friendship and understanding on our science and culture. In 8th JCS 

symposium, we strongly encourage young scientists to participate this symposium. 

In addition to oral presentations, we will have invited poster sessions for making 

presentations and discussions effective and easier among us. 

Hokkaido University was established as Sapporo Agricultural College in 1876 

because Sapporo city was the frontier of Japan at that time. After the 150 years of 

development, the city has grown up to the 5th largest city in Japan. Since its 

establishment, the university occupies a large area in the Sapporo downtown. This 

fact creates a vast green hall inside Sapporo city. The university campus still keeps 

primitive forest since the beginning. The contrast between the preserved nature 

and culture is also an attracting feature of Sapporo. 

One of the organizers, J. Hasegawa, belongs to Institute of Catalysis (ICAT), 

whose former organization, Research Institute of Catalysis, was established in 1943 

as the world’s first research institute for catalysis. ICAT is authorized as Joint 

Usage/Research Center for Catalysis Research from Japanese Government. We 

would like to take this opportunity to enforce a catalysis session in the 8-th 

symposium.   

We wish you all enjoy the Sapporo atmosphere together. Science should follow 

at the frontier! 
 

Main Organizer,  Jun-ya Hasegawa,  Hokkaido University 

 Honorary Organizer,  Hiroshi Nakatsuji,  Quantum Chemistry Research Institute 

https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/
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シンポジウム会場 (北海道大学・学術交流会館) 

第 8 回 JCS シンポジウムは、北海道大学

学術交流会館で開催されます。５月に理論化

学討論会が開催されましたので、皆様もご記

憶のことと存じます。 

北海道大学は、札幌駅に近く、特に会場の

「学術交流会館」は北大の中で最も南側に位

置しているため、大変便利です。北海道まで

行くと、旅費が結構かかりそう・・・と思わ

れがちですが、航空券と宿泊費がセットにな

っているもの、LCC 等の利用など、意外と安

く済ませることも可能です。 
 

会場へのアクセス: 

・ 新千歳空港 → (JR 快速エアポート) → 札幌駅: 約 40 分 

                     ⇒ 時間帯にも依るが、約 15 分毎に運行されている。 

・ 札幌駅 → 北海道大学学術交流会館: 徒歩 7 分程度 
 

  

 

  

新千歳空港

北海道大学
学術交流会館

札幌駅北口

北大植物園

北海道大学・学術交流会館へのアクセス 

北海道大学・学術交流会館 会場そばの中央ローンとサクシュコトニ川 

A view of Sapporo City from 
Hokkaido campus 
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札幌市の魅力 

北海道は、雄大な自然、観光、グルメ、など大変魅力的です。お仕事・旅行など、既に何

度も行かれた方も多いと思いますが、ここでは、北海道(特に札幌市)について簡単にご紹介

いたします。詳細な情報は、ネットで検索すればたくさん出てきます。例えば、以下のサイ

ト: http://www.sapporo.travel/ で詳細な情報を見ることができます。 

■札幌市の人口： 196 万人 (日本で 5 番目、最北の政令指定都市) 

(参考) 東京 23 区: 921 万人、大阪市: 269 万人、名古屋市: 230 万人、京都市: 148 万人 
(http://www.sapporo.travel/, Google より) 

■気候： 札幌の 7 月の平均最高気温 24.9 度, 平均最低気温 17.3 度, 降水量 81.0 mm 

(参考) 東京の 7 月の平均最高気温 29.2 度, 平均最低気温 25.0 度, 降水量 153.5 mm 

(参考) 京都の 7 月の平均最高気温 31.5 度, 平均最低気温 23.2 度, 降水量 220.4 mm 
(Wikipedia より) 

札幌の夏は、梅雨もなく台風の影響も少ないのが特徴です。真夏でも気温や湿度が低く、

大変過ごしやすい気候です。 

■食べ物： 畑作、稲作、酪農、漁業が盛んな北海道は食材の宝庫です。中でも札幌は、毎

朝、北海道各地からとれたての食材が集まる「食の街」。ご当地グルメとしてラーメン、ス

ープカレー、ジンギスカンが全国的に有名です。その他にも、札幌市内には北海道産食材を

活かした料理を気軽に楽しめるレストランがたくさんあります。 
(http://www.sapporo.travel/ より) 

■ビール： 北海道は、麦とホップの生産が盛んで、サッポロビール、アサヒビール、キリ

ンビール、など大手メーカーによるビール作りが盛んです。また、特徴のあるご当地ビール

(小樽ビール、網走ビール、オホーツクビールなど)の生産も各地で盛んです。札幌から足を

延ばして、それらを楽しんでみられるのも一興です。 

■サッポロビール園: https://www.sapporo-bier-garten.jp/ 

ビールと一緒に楽しみたいのがジンギスカン。シ

ンポジウムの開催される 7 月は、まさにピッタリで

す。ここでは、札幌駅にも近いサッポロビール園を

紹介します。札幌駅北口よりタクシーで 10 分程度。

ビールについて学べるサッポロビール博物館と、ビ

ール, ジンギスカンなどを楽しめるレストランがあ

ります。 

筆者らは、開拓史館の中にあるホールで頂ける

「ジンギスカン食べ放題 & ビール飲み放題」を目

指して行きましたが、あいにく満席でした。しかし、

併設するレストラン「ガーデングリル」に行きました。ここは、食べ飲み放題ではありませ

んが、落ち着いた雰囲気で、柔らかく食べやすいワンランク上のラム肉「グレインフェッド

ラム」を頂くことができます。ラム肉と言えば多少なりともくせがあるイメージがあります

が、この「グレインフェッドラム」にはほとんどくせがなく、どれだけでも食べられそうで

した。アラカルトメニューも豊富で、北海道の名物であるアスパラガスやラーメンサラダな

ども楽しめます。一味違ったジンギスカンを楽しみたい方にはお薦めです。 

サッポロビール園入口付近 

http://www.sapporo.travel/
https://www.sapporo-bier-garten.jp/
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■北海道大学植物園: https://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/ 

北大植物園は、札幌駅や北大キャンパスから南に徒歩で約 10～15 分程度のところにあ

り、広さ 13.3ha の園内にはハルニレの巨木が立ち、一部ではうっそうとした林も残されて

いて、明治以前の古き札幌の姿がしのばれます。また高山植物など北海道の自生植物を中心

に約 4000 種類の植物が育成されており、春には可憐な花々を、秋には色鮮やかな紅葉を楽

しむことができます。そのほか博物館や北方民族資料室では、北海道の開拓や先住民族の生

活・文化に関する貴重な資料を見ることもできます。 
(北大植物園ホームページより) 

  珍しい様々な植物、なんの手も付けられていない自然林、重要文化財となっている建築物

などを見ることができます。5 月下旬に訪れたときは、珍しいハンカチの木が開花していま

した(シンポジウムの時期には散ってしまっていると思いますが・・)。7 月に開花する植物

もたくさんあります(ホームページ参照)。シンポジウムの合間に訪問し、散策されてみたら

如何でしょうか。 

 

 

   

 

  

珍しいハンカチの木 重要文化財となっている博物館 

様々な植物や自然林を楽しめる。 

エゾヒグマのはく製 

https://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/
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認定 NPO 法人 量子化学研究協会への継続的なご寄付のお願い 
 

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」に認定され、

約 3 年が経過しました。認定 NPO 法人は、行政府により、NPO 法人の中でもその活動・財

務等が優秀な法人のみを厳格な審査のうえ選んで認定されるものであり、社会に認められ

社会に貢献する活動を継続するには、認定 NPO を今後も維持することが重要です。 

認定 NPO 法人を維持する必要要件の一つとして、1 年あたり 100 名以上からのご寄付

(3,000 円以上)が法で定められています。2016～2018 年度は、延べ総計 187 名からご寄

付を賜りましたが、3 年間の計 300 名にはまだ大きく及びません。そのため、まだご寄付

いただいていない方だけでなく、前年までご寄付を賜りました皆様におかれましても、本年

も少額でも継続的にご寄付を頂けますと大変ありがたく存じます。それが、私たちの活動が

社会からサポートされている一つの証となります。 

現状では、私達の活動や成果は、皆様のご好意やご寄付にとうてい見合っていないと存じ

ますが、今後とも、皆さまのご期待に応えられるよう、不断の努力を続けていく覚悟です。 

ご寄付頂きました御心ざしは、量子化学研究協会の活動を通じて、研究所の活発な研究活

動に使われ、それにより化学理論を飛躍的に進歩させ、科学・技術の進展を促し、ひいては

人類の幸福に寄与すると考えています。 

認定 NPO 法人へ寄付をすると、その寄付額に対して寄付者は、所得税、相続税、法人税

から、40-50％の税の控除を受けることができます。京都市在住の方は、住民税からも税の

控 除 が 受 け ら れ ま す 。 詳 細 は 、 量 子 化 学 研 究 協 会 ・ 研 究 所 の ホ ー ム ペ ー ジ 、

http://www.qcri.or.jp/や次の 15 ページをご覧ください。皆さまの、温かいサポートを、

お願い致します。 

お振込先： 下記のお振込先口座、①、②の内、便利な方をご利用ください。お振込の通

知が当方に届きましたら、当認定 NPO 法人から、定められた様式の領収書をお送りいたし

ますので、それが届きますよう正確な住所と寄付人名をお書きください。この領収書は税の

控除を受けるための確定申告の際必要となる重要書類ですので、それまで大切に保管して

ください。 
 

① 銀行名： ゆうちょ銀行 

口座記号番号： 00910-6-332225 番 

口座名称 (漢字)： 特定非営利活動法人 量子化学研究協会 

口座名称 (カナ)： トクヒ）リョウシカガクケンキュウキョウカイ 

ゆうちょ銀行以外の銀行からこの口座に振込まれる場合は下記内容をご指定ください。

店名(店番)： 〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９） 

預金種目： 当座 

口座番号： 0332225 
 

② 銀行名：三井住友銀行 

支店名： 伏見支店 

口座名義： 特定非営利活動法人量子化学研究協会 理事 中辻博 

カナ： トクテイヒエイリカツドウホウジン リョウシカガクケンキュウキョウカイリ

ジ ナカツジヒロシ 

預金： 普通預金 

口座番号： 1453553 

http://www.qcri.or.jp/
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認定 NPO 法人制度による税の優遇措置 

 

(京都市ホームページより抜粋: https://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/npo/nintei.php) 

  

特別損金算入限度: (資本金等の額×0.375% + 所得金額×6.25%)×1/2 

https://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/npo/nintei.php
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「量子の世界」 ご寄稿のお願い 

 

「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す。量子化学研究協会の活動は、それをいかに活き活きと写

しだすかを目的に研究していると言えそうです。他方、「量子の世界」はそれを如何にうま

く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。これら広い意味での

「量子の世界」を皆様の力で築き、長く発展し、魅力的なものに育てていくために、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、その哀歓、それら

すべてを対象にしており、自由に発想されたことを是非お寄せください。 

よろしくお願いいたします。 
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〒606-8305 京都市左京区吉田河原町 14 

京都技術科学センター16 

  投稿とお問い合わせなど：office@qcri.or.jp 
 

電話・FAX: 075-634-3211 
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