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ブリティッシュ コロンビア大学での勤務 
 

百瀬 孝昌 

University of British Columbia 教授 
 

私は、国立大学が法人化に移行する最中の 2005 年に、京都の

大学からカナダのブリティッシュコロンビア大学(UBC)に移動

しました。移動して来年で 15 年になります。ちょうど日本の大

学とカナダの大学の勤務が同じぐらいの期間になりました。 

 UBC はカナダの一番西にあるブリティッシュコロンビア州

にあります。学生数は学部生が約 4 万人、大学院生が約 1 万人

いる西部カナダ最大の研究総合大学です。キャンパスは 2 カ所

（バンクーバーおよびオカナガン）ありますが、私はバンクーバ

ーの郊外（ダウンタウンから車で約 30 分）にあるバンクーバー

キャンパスに勤務しています。理系学部には理学部、応用科学

量子の世界 

百瀬 孝昌 先生 
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部、医・薬・歯学部などの他に、森林学部や資源食料システム学部といったカナダならでは

の学部もあります。 

私の属する理学部の化学科は教授（Full, Associate, Assistant）が 45 名いますが、その

中で物理化学系が伝統的に強く、1/3 以上を占めています。かつては磁気共鳴で有名な

McDowell が長く学科長を務めていたこともあり、日本の磁気共鳴学者の多くが UBC に滞

在した様です。他に著名な教授として、希ガス分子を始めて作った Bartlett、FTICR を作っ

た Comisarov、Coherent Control の Shapiro がいました。キャンパスの南には中性子、

ミュオン、重イオンなどを作れる TRIUMF 加速器があり、μSR などを使った研究も盛んで

す。最近新たに大気化学やエネルギー化学の教授を採用し、一般的に重点課題とされている

分野の補強にも力をいれています。理論化学者は量子化学、統計力学、シミュレーションな

どの分野で現在 4 名が在籍していますが、Machine learning 分野の新しい教授を現在選考

中です。 

カナダでは、講義は主として 9 月−12 月および 1 月−4 月の 2 タームに行われます。一

つの講義は 1 時間の講義を週に 3 回 13 週続けて行います。学生の理解度という意味では、

日本で一般的な週 1 回 100 分の講義より、前の講義の記憶が鮮明な二日後に次の講義を続

けて行う週に 3 回 1 時間というスタイルの方が、効率が非常に良いと感じています。宿題

をかなり頻繁に出すのが普通で、日本に比べて、学部生、大学院生ともに毎日予習復習に多

くの時間を割いています。一般的に大学入学以降は北米の学生の方が勉強するといわれて

いますが、確かにその通りです。 

日本と違って、授業中に質問をする学生が多いのですが、質問に答える形で授業を進める

ことで、こちらの説明が不十分だったりした部分を補えるので、かなり助かっています。カ

ナダにも授業中に質問のできないおとなしい学生が結構いますが、そういう学生も、週に何

度か設けているオフィスアワーには来て、いろいろな質問をします。授業指導における学生

と教授の交流は日本ではほとんどなかったと記憶していますが、非常に重要な教育の一部

と思います。 

私は 1 月−4 月のタームのみ教えています。その期間は毎日講義をしますが、それ以外の

5 月から 12 月は講義をしなくてすみます。これは研究に専念するうえで非常に有益です。

カナダでは、学科の運営は学科長の裁量に任されており、学科の運営に関わる会議などもほ

とんどなく（現在私のところでは 2 ヶ月に 1 回、担当の委員会も月に一度ぐらいの会議で

後はすべてメイルでのやりとりです）講義のない期間は研究と大学院生の指導以外するこ

とがありません。かつて日本の大学にいた頃は、毎日のように会議があり、その準備などで

夜遅くまで大学にいた記憶があります。私は実験系の物理化学者ですが、日本で在籍してい

た最後の頃は自分で実験室に行って装置を触る時間はほとんどなかったように思います。

現在は今でも、実験室にこもってレーザーなどを長い時間触ることができます。 

日本に一時帰国して毎回思うことは、私と同年代の先生方が研究以外の業務で大変お忙

しく、常に疲れたような顔をしているなあ、ということです。私のカナダの同僚はもっと楽

しげに毎日研究しています。もし日本の先生方が研究に 100％従事できたら、科学がもっ

と進展していたかもと思うと、大変残念な事です。 

この時期、日本では入試業務などでさらにお忙しいことと思います。カナダでは入学試験

はなく、すべて高校（あるいは大学）での成績表および推薦書で合否を決定します。そのた

め、入学試験作成で長時間拘束されたり、出題ミスで神経をすり減らすこともありません。
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そう言えば最近英語の入試システムがニュースになりました。外注することで、大学の先生

方の負担は減りますが、試験の公平性など、問題点が多々あったようにみえます。どのよう

な試験でも試験のテクニックはあり、例えば英語ができなくても TOEIC の点数を上げるこ

とはできます。もし受験産業がそちらの方向に向かってしまっていたら、若い人の英語力が

さらに落ちていたかもしれません。 

日本人の英語は下手だと言うことが一般に言われていますが、これは確かなようです。私

の native の友人によると、英語を聞いて最もわかりにくいのはロシア人英語でその次は日

本人英語だと言うことです。私と雑談していても、時々眉間にしわを寄せて私のしゃべった

音を頭の中で変換している様な仕草を見せます。残念ながら、音声の認識は若い頃、特に 9

歳以前に確定してしまうようで、信州の山の中で育った私は、L と R の区別や、Ｗの発音

は、15 年カナダに住んでいても全く進歩しません。英語の上達のためには、若い頃に native

のしゃべる英語の環境にいることが望ましいようです。 

この 15 年間で変わったことといえば、学部および大学院生としてカナダやアメリカに来

る日本の若者が非常に減ったことです。UBC もかつては化学科や物理学科に数人の日本人

学生がおりましたが、今はほとんどいません。外国に行こうという発想を持った若い研究者

が減ってしまっているようで、残念です。これはもっと一般的な現象の様で、英語の勉強に

カナダに来る若い人の数も大分減ってしまっているようです。そのためバンクーバーにあ

る日系の語学学校もここ数年でいくつか閉校しました。 

カナダにはワーキンホリデーという制度があります。これは 30 歳以前の若い人が一定の

期間カナダに滞在して、英語を学校で自由に学べるとともにレストランなどで働いて給料

がもらえる制度です。日本は同様のシステムをいろいろな国とむすんでいますが、カナダの

場合は毎年 7000-9000 人にこのビザを発行していたかと思います。また最近は文部科学省

が「トビタテ！留学 Japan」という制度で高校大学生および大学院生を最大 2 年海外に滞

在させるための資金援助をしています。このような機会を利用して若いうちに海外に滞在

することは、英語の上達という部分だけでなく、多様な文化に触れるという観点からも、そ

の後の人生あるいは研究者生活に役立つと思います。周りの若い人たちに是非応募をおす

すめください。 

少し前に、日本の大学のランキングが下がったというニュースが話題になりました。論文

数などいろいろな評価項目がありますが、私はこの問題は若者だけではなく日本のシニア

な研究者も以前に増して内向きになっているのもあるのではないかと思っています。日本

の研究者の成果は、北米から見ているとほとんど見えないのが実情です。それぞれは結構い

い仕事をされていると思うのですが、その評価が日本内部だけにとどまっていて、海外に積

極的に発信されていないのがほとんどではないでしょうか。かつてはもう少しいろいろな

日本人の研究者の名前が我々の会話の中で日常的に出ていた記憶があります。論文を発表

するだけでは、認知度は上がらず、論文の引用回数も増えません。欧米では個人的なつなが

りを結構大事にするので、積極的に外国の大学のセミナーで講演する機会を増やしたり、ゴ

ードン会議などに出ることで、知り合いや親しい友人を増やすといった地道な努力が必要

と思います。 

いろいろな大学での講演は、自分の研究の幅を広げる上でも役立っています。私の場合は

そのおかげで、共同研究者が増え、また異分野交流も進みました。とくに素粒子物理の方々

と共同研究する機会に恵まれ、ここ 5−6 年は TRIUMF での中性子の電気双極子測定の実験
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や、CERN での反水素の分光実験に関与しています。このような異分野の方々と共同研究す

る機会は日本にいてはなかったと思います。異分野の方々と接すると、研究テーマの設定や

そのテーマへの取り組みの仕方など、発想が大分異なる事に気がつきます。基礎物理の方々

のテーマ設定は非常に明確で、自然界にあるまだ観測されていない対称性の破れを探して、

それを元に新しい理論を構築していく、というものです。かつての量子力学や量子電磁気学

などの理論構築の歴史は水素原子の分光精度の向上とともにあったわけですが、今でもそ

の流れがもっと精密なレベルで続いています。新しい理論の構築過程においては、理論家と

実験家の密な議論が大切になります。私は実験家ですが、最近の素粒子・原子核理論の方々

との議論やその方々からの提案を受けて、分子科学の分野でこれから先 10 年の間にやるべ

き研究テーマがかなり明確になりました。一方で、残念ながら量子化学の先生方との議論は、

研究テーマを考える上でこれまであまり役には立っていなかったように感じています。実

験データーをある程度再現する量子化学計算はたくさんありますが、実験データーのない

ところで何か本質的に新しい現象を理論的に予言して、実験家がそれを是非実験で証明し

てみようと思うような理論研究というのは、分子科学の分野ではあまりなかったのではな

いでしょうか。それは一つには、量子化学理論がまだその基礎に正確さを欠いているために、

定量的に 100％信頼のできる予言ができないところに起因しているように思えます。例え

ば私が最近関心を持っている物理量のハミルトニアンの一つには、原子核の場所での電子

波動関数の値が必要になるものがありますが、現在の量子化学理論は本質的にそれを正確

に記述することはできません。正しい理論に基づいた理論家による新しい観測の提案と、実

験家によるその実現性の検証といった議論がなくては、分子科学分野において新しい大き

な発見をする事は難しいと思います。 

バンクーバーの気温は夏は最高 25 度、冬は最低 5 度ぐらいと一年中を通して一定してい

ます。冬はいわゆる雨期なので雨が結構降りますが、4 月から 8 月は晴れの日が続いて大変

過ごしやすい街です。日本から（ハワイを省いて）最も近い北米の都市で、北米の別の都市

に行かれるときにトランジットで数日滞在すると、体が大変楽になります。もし機会があり

ましたらぜひお越しください。長期滞在も大歓迎です。 
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世界は量子 
 

小林 正人 

北海道大学 大学院 理学研究院／WPI-ICReDD 講師 

 
「考えてみれば、世の中すべて量子の世界だ。」 

中辻先生から量子の世界への寄稿をご依頼いただいて数日経過

してから、ふとそんなことを思いました。このように思い至った

いくつかの経緯について、本稿に記そうと思います。 

昨年より、毎年初冬に開催されている「量子化学スクール」の

講師を担当させていただくようになりました。担当内容は量子化

学の基礎中の基礎である Hartree–Fock 法について、数年間は講

義をしてください、というご依頼でした。昨年の冬は、この講義

の内容を考えるのにかなり労を要しましたが、逆に自身にとって

基礎をしっかりと整理する良い機会となりました。まさにこの時

に、世の中の物質を支配しているのは量子力学、Schrödinger 方

程式であることを再認識し、量子の世界とは何か、（特に Hartree–Fock 法の講義でしたの

で）一電子波動関数との関係はどのようなものであるかを考えるきっかけとなりました。大

学で講義をするときには、「Hartree–Fock 法」そのものを教えますが、実際に計算機で実

行する「Hartree–Fock 計算」はこれでないことには、大学の講義ではあまり触れません。

スクールでの講義では、基底関数展開によってこれを可解とした Roothaan や Hall の業績

にもきちんと触れたいと思い、講義のタイトルを「Hartree–Fock(–Roothaan)法 ～理論概

要から詳細、数値結果まで～」として、「Hartree–Fock 法」と「Hartree–Fock–Roothaan

法」を明確に区別して講義するようにしました。スクールには、理論・計算化学の未来を担

う学生から社会で実際に計算化学を実践されている（あるいは実践されようとしている）方

まで、幅広い参加者がおられました。私の講義は棚に上げますが、スクールの構成は 3 日

間で基礎から実践まで充実した講師陣による内容の濃いものとなっております。今年の参

加登録はすでに終わっているかと思いますが、是非学生さんや若手の方々にお勧めいただ

ければと思います。また、昨年の講義を元に再構成した拙稿を、理論化学会誌「フロンティ

ア」に掲載していただきました[1]。Hartree–Fock 法を解説した玉稿は様々ありますので、

それらと比較するとお恥ずかしい限りですが、諸先生方からのアドバイスをいただき、より

よい講義ができればと思いますので、お気づきのことがありましたらご連絡ください。 

ところで、昨年のスクールでは Roothaan が 100 歳を迎えて存命であることに触れまし

た。その際、中辻先生が 2006 年に開催された ICQC の会場で、岩田末廣先生に撮っていた

だいた Roothaan との写真（下掲）を披露しました。当時まだ学生であった私にとって、量

子化学の教科書に載っている Roothaan と話ができたことは、強く印象に残っています。

残念なことに、今年 7 月に Roothaan は亡くなってしまったということです。Hall も昨年

亡くなっており、量子化学を牽引してきた先生方が次々といなくなってしまうことを残念

に思っております。国際会議は、第一線の研究者に会い、またレジェンド達の思想に触れて、

多くの刺激を受けるまたとないチャンスです。もちろん、外国の国際会議に出向くことも大

事ですが、日本の多くの学生をエンカレッジし、日本の若手の尖った研究を世界に紹介する

小林 正人 先生 
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ためには、国内で大きな国際会議を

定期的に開催することが重要だと思

っております。2006 年の ICQC に続

く日本での理論化学分野の国際会議

として、2011 年には中井浩巳先生の

元 ISTCP7 が早稲田大学で開催され

ましたが、私もこの運営に携わりま

した。さらに 2020 年 9 月には、武

次徹也先生の元、TACC2020 [2]を

北海道大学で開催いたします。300

～400 人規模の会議で、ICQC より

はかなり小さめですが、近年尖った

研究成果を挙げている方々に講演を

お願いしております。この年は、中辻先生が深く携わっておられる日本・チェコ・スロバキ

アの理論化学シンポジウムも、長谷川淳也先生の元、札幌で開催されます[3]が、TACC2020

にも是非多くの方に足をお運びいただければと存じます。 

さて、冒頭の言葉についてですが、量子の世界を私が強く認識した最も大きな背景には、

最近の量子の台頭があります。といっても、量子化学ではなく、量子コンピュータです。「0

と 1」のデジタル信号を処理することにより計算を行う古典コンピュータは、プロセスルー

ルが数 nm の時代を迎えて遂に物理的限界が見えてきました。量子力学によるトンネル効

果が限界の理由の一つとして考えられています。量子力学が既存技術の限界として立ちは

だかる一方、量子力学の重ね合わせの原理を利用して古典コンピュータが簡単には解けな

い問題を短時間に解く量子コンピュータが登場してきました。かなり前から、カナダのベン

チャー企業が開発した D-Wave が話題となりましたが、これは量子アニーリングマシンと

呼ばれる最適化問題（巡回セールスマン問題など）に特化した計算機です。今年に入り、IBM

が量子版汎用コンピュータである量子ゲートマシンの IBM Q System One（20 量子ビッ

ト）を商用化し、また近日中に 53 量子ビットのコンピュータがクラウドを介して利用でき

るようになると発表しました。「量子に入っては量子に従え」で、これまでに量子化学が抱

えてきた様々な問題が、これらの量子コンピュータを用いることにより解決できるのでは

ないかという機運が高まっており、これに関連して様々なプロジェクトがスタートしてい

ます。現在「基礎中の基礎」として講義で教えている Hartree–Fock 法を出発点とする波動

関数理論は、ある意味で想像の産物である 1 電子波動関数が主役の理論体系ですが、量子

コンピュータを用いれば高度に相関した波動関数を基礎とした全く新しい理論体系などを

構築できる可能性があります。十数年前に、従来型とは全く異なる基底関数展開や Slater

行列式によらない手法として提案された Free Complement 法のような斬新な手法が、今

まさに量子コンピュータの世界で求められています。量子の世界から逃げ出して古典の世

界で遊んできた我々研究者が、世の中を支配している量子の世界に戻り、きちんと向き合う

必要に迫られているのだ、と感じております。 

[1] 小林正人, フロンティア 2, 5-20 (2019). 

[2] https://wwwchem.sci.hokudai.ac.jp/tacc2020/ 

[3] https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/  

C.C.J. Roothaan と筆者。ICQC2006 にて。 
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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 

の御案内 
 

長谷川 淳也 
 

2020 年 7 月 6(月)～10(金)  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/ 
 

札幌は一面雪に覆われましたが、皆様いかがお過ごしでし

ょうか。 

「量子の世界」臨時夏号でご案内しました第 8 回 JCS シン

ポジウム（JCS8）について、下記にて開催概要をお知らせ致

します。ご存知のように JCS シンポジウムは、”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、 

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。 

JCS シンポジウムは基本的に全員ご招待の形で行います

が、若手の参加を歓迎し、機会を提供していきたいと思いま

す。また、invited poster を充実させて、広く参加を呼び掛

けたいと思います。発表をご希望の方は、jcs8@cat.hokudai.or.jp まで御連絡下さい。 

皆様の御来札をお待ちしております。 
 

第 8 回 JCS 理論化学国際シンポジウム   

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 

黄金岬 支笏湖 (エクスカーションの候補地) 

https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/
file:///C:/Users/Hiroshi%20Nakatsuji/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7HMXG9J8/jcs8@cat.hokudai.or.jp
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日時： 2020 年 7 月 6－10 日 
 

会場： 北海道大学学術交流会館 
 

開催スケジュール（予定）： 
 

2 月 1 日 Registration web site open 

 4 月 10 日 Early registration close 

5 月 1 日 Abstract deadline 

7 月 6 日 

9:00 Arrival 

10:00 Opening, Poster session 

18:00 Reception 

7 月 7 日 
9:00 Session starts 

Poster session 

7 月 8 日 
9:00 Session starts 

18:00 Banquet 

7 月 9 日 
9:00 Session starts 

15:00 Closing, Student poster prize 

 7 月 10 日 Excursion 

 

参加登録費（予定）：  

Regular fee, 

30000 JPY (Early; ~April 10) 

40000 JPY (April 11~July 5) 

50000 JPY (On-site) 

  Student fee,  

15000 JPY (Early; ~April 10) 

20000 JPY (April 11~July 5) 

25000 JPY (On-site) 

    Excursion fee,  

       To be announced.   

Registration fee includes  

Welcome reception, Conference materials, Coffee breaks, Banquet 

 

JCS８の URL: 
https://www.cat.hokudai.ac.jp/jcs8/ 

 

札幌夜景 

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


量子化学研究協会・研究所誌 「量子の世界」No.11, 令和 2 年 新年号 

 

 ©2020 Quantum Chemistry Research Institute, All Rights Reserved. 

9 

― ご報告 ― 
 

「第 13 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: 2019 年 4 月 20 日 (土)  13:00～16:40 

場所: 京都テルサ (京都駅南)、D 会議室 (東館 3 階) 
 

毎年恒例の「第 13 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、2019

年 4 月 20 日 (土)に、以下のプログラムで開催されました。 
 
 

プログラム 

13:00  挨拶・司会  中辻 博 

13:05 － 13:45  長谷川 淳也  (北海道大学) 

「メタン・カップリングにおける液体金属の触媒作用」 

13:45 － 14:25  山門 英雄  (和歌山大学) 

「超球面探索法を用いた結晶構造予測 ～未解決問題への挑戦～」 

14:25 － 15:20  休憩 
 

 司会 牛尾 二郎 

15:20 － 16:00  中辻 博  (量子化学研究協会研究所) 

「シュレーディンガー方程式の正確な解法に基づく 

新しい量子化学の建設」 

16:00 － 16:40  中嶋 浩之  (量子化学研究協会研究所) 

「FC 理論による exact 計算のための Slater 型関数の積分法と 

計算プログラムパッケージの開発」 
 
 

懇親会 

場所: 京都テルサ内、カフェ ラウンジ リン「Cafe Lounge 凛」 
 
 

講演して頂いた先生方 

          

 長谷川 淳也 先生 山門 英雄 先生 中辻 博 先生 中嶋 浩之 先生 
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シンポジウムの様子 

休憩時間の参加者同士の交流 

廣田先生の 
ご挨拶 

懇親会の様子 

毛利先生による 
乾杯のご発声 
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― 次回シンポジウムの予定 ― 

「第 14 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: 2020 年 4 月 25 日(土) (予定) 

場所: 京都テルサ (京都駅南) 

 

「革新的量子化学シンポジウム」は、量子化学分野に限らず、色々な分野の先生方や企業

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。休憩時間や夕刻の懇親会では、講師の先生がたと参加者の皆様が互い

にざっくばらんな交流が持てるよう、計画しています。 

次回のシンポジウムならびに懇親会は、例年と同様に、2020 年 4 月 25 日(土) に、京都

駅南の京都テルサにて開催する予定です。是非、お誘い合わせの上ご参加ください。 

 

第 14 回 革新的量子化学シンポジウム：pm 1:00 – 5:00  東館 3 階 D 会議室 

懇親会： pm 5:00 – 7:00 カフェラウンジ・凛(リン) 西館 1 階 
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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 9 か月が経過しました。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 年 3 月～2019 年 3 月までの 3 年間では、

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、前年度までご寄付を賜りました

皆様におかれましても、本年度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。 

私達は、今後とも、皆さまのご好意やご寄付、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。 

今回は「世界は量子」という小林先生からのご寄稿もありました。本誌「量子の世界」が、

量子の民たる皆様の、自由闊達な「ご意見広場」となればと思います。皆様、奮ってご寄稿く

ださい。何卒よろしくお願いいたします。 

 

編集後記 
 

新年おめでとうございます。 

量子の世界とその民に、幸多かれと祈念いたします。 

ここに、「量子の世界」第 11 号を新年号としてお届けします。 

本年もよろしくお願いいたします。 

今号の編集は、すでに夏号を追加出版していることや諸般の事情

も加わり、年末にずれ込んでしまいました。そこで、年末のお忙し

い時期にお送りするよりも、気分の改まった新年にお送りするほう

が良いと判断し、新年号とさせていただきました。ゆっくりお読みいただけますと幸いです。 

百瀬教授の UBC での研究風景と我が国の大学でのそれとを比べてみることは、今後の量

子の世界を考える上で大切かもしれません。 

今年の 4 月 25 日(土)の QCRI シンポジウムで皆様とお会いできますことを希求いたして

おります。 
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