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非平衡分子シミュレーション： 
レアイベントの効果的な取り扱い

*樋　渡　保　秋*

The study of molecular simulation for systems far from equilibrium states adopting  
an empirical multi-scale molecular dynamics simulation

Yasuaki Hiwatari*

 Computer simulations are a very useful tool for the study of systems in equilibrium and may be 
inevitable nowadays for the study of any material. However, we know that computer simulations can not 
be applied in the right way to any non-equilibrium system if it is far from the approaching final 
equilibrium state. the problem mainly comes from the difficulty to choose right freedoms, in other 
word the right model to represent such processes. Since any non-equilibrium process should be 
influenced by the surrounding system such as a heat bath in a canonical system and hidden freedoms 
like foreign particles which play a role in the heat conduction of the non-equilibrium processes of our 
concerns. For such problems it is nonsense to consider so-called first-principle computer simulation 
which assumes to take all necessary freedoms into consideration, because it is practically impossible 
except for very limited cases. it is therefore needed to find an effective way of the computer simulation 
of systems far from equilibrium. to approach to overcome these problems here we propose multi-scale 
molecular dynamics simulation. as an interesting example we study the process of production of 
Fullerene molecules from carbon gases. this process involves chemical reactions and aggregation of 
carbons as well. it is practically impossible to simulate this process in molecular levels, due to the fact 
that chemical reactions and the aggregation process are in principle multi time scales. also, the energy 
adsorption and/or emission based on any chemical reactions (changes of electronic states) causes 
serious local equilibrium conditions because of energy supplies for it. another example we study here is 
isomorphic phase transition and melting of solid alkaline metals like cesium in high pressures, for which 
so-called the melting curve maximum (MCM) takes place. the origin of the MCM for solid cesium is 
the result of the change of the most outer electron orbital, i.e., 6s state in low and medium pressures, 
while a 5d orbital at much higher pressures, meaning to be a smaller size in radial dimension than a 6s 
orbital. therefore the transition can not be simulated by any classical molecular simulation with a given, 
time-independent potential function. instead the interaction should depend on local states, dense 
(equivalently to a high pressure) state or non-dense (equivalently to a low pressure) state. 

は　し　が　き
　本研究は現代のMDシミュレーションの限界を切り開
き、化学反応（電子状態の変化）が本質的に伴う非平衡
系に対して、効果的な非平衡分子シミュレーションの新
境地の探求を試みるものである。本研究で採用する、力
学に基本を置くMD（分子動力学）法と確率・統計論に
基礎を置くMC（モンテカルロ）法とを組み合わせた
MD/MC couple分子シミュレーション手法はマルチス

ケールが可能な独創的かつ普遍的なものである。それ
は、原理的にMDが位相空間の1本の道筋（時間発展）
を正確に求める数値解析手法であるのに対し、MCは位
相空間内の任意の点を自由にサンプルするマルチスケー
ルの性格を有しているからである。
　簡単な物質（例えば電子雲が球状に近い一成分系）と
いえども系の密度（圧力）や温度を変えると構成する原
子の電子状態が変化することは稀ではない。特に圧力を
印加した際にはむしろ一般によく生じることである。例
としてセシウムやポタシウムなどのアルカリ金属では高
圧固体において isomorphicな相転移が見られるが、これ
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従って、この方法では原子の電子状態の変化は予
め既知のものでなければならない。原子の電子状
態の変化は別途の固体バンド計算（全電子状態計
算）などで得られたものを用いる。

（3） 実際の分子シミュレーションにおいて、原子の電
子状態の変化は相互作用の変化によって表現す
る。従って、このモデルにおいては、各電子状態
に相応した相互作用を予め定めておく。本モデル
はアルカリ金属など高圧下などによって生じる
原子の電子状態の変化を取り入れた実効的なモ
デルである。これによってセシウム金属や他の系
に普遍的に現れる高圧下融点極大現象の解明を
始め、ミクロやナノスケール、バルクサイズの電
子状態がからむ物理現象を分子シミュレーショ
ンの立場から解明を試みるものである。

　本研究課題で取り扱う分子シミュレーション法は、ク
ラスター形成の過程などにおいても、現代のMDシミュ
レーションの限界を切り開くマルチスケール・マルチ
フィジックスの新しい研究分野の発展に新規な道を与え
るものと考える。例えばMD/MC couple法を用いて希
薄カーボン気体からフラーレン分子が形成される全過程
を実際の実験に即したMD計算を実行することは大変に
興味のある問題の一つである。
　研究者の理化学研究所における研究課題「ナノスケー
ルの分子シミュレーション」の全体像を図に纏めた。本
研究報告で扱うテーマは本図中の以下の2研究課題であ
る。
研究課題２：	カーボン（ナノ）クラスターの生成の分

子シミュレーション
研究課題３：	高圧下融点極大および相転移の分子シ

ミュレーション
　なお、研究課題１および研究課題４については紙数の
関係上本研究報告では述べない。

はセシウム原子が常圧の固体（fcc）では6sの電子軌道
であるのに対して、高圧下で5dの電子軌道状態に遷移
することから生じるものである。このように高圧下で電
子状態が遷移する物質では同時に融点（融解温度）に極
大点が観測され、その前後の圧力（密度）で融点の圧力
依存性が正から負に変化することが知られている。この
ように高圧下において構成する原子の電子状態が変わる
ことを分子シミュレーションにおいてどのように具体的
に取り扱うかが本研究課題の中心テーマである。例え
ば、この系をいわゆる第一原理的な分子動力学MDシ
ミュレーション（例えばカー・パリネロ法）を用いて行
うには現代においても計算機の能力（必要なシステムサ
イズと計算時間）から見ておよそ不可能といわざるを得
ない。それはカー・パリネロ法を用いた際MDシミュ
レーションのタイムステップは古典MDの100～1000分
の1とならざるを得ないので、それに逆比例して計算
（CPU）時間がかかるからである。また通常の第一原理
MD法に用いるDFtで実際の電子状態の変化がどこま
で精度よく取り扱えるかもそもそもの重要な疑問であ
る。以上のような問題意識から、ここではQM（量子）
部分は陽にMD計算に含めないでMM（古典）MDを基
本として、その代わり電子状態の変化に関する部分をモ
ンテカルロ（MC）法により行うとするものである。本
研究の主な特長をまとめると以下のようになる。
（1） 基本的には古典MDシミュレーションであるの

でシステムサイズや計算時間を比較的大きくす
ることができる（少なくとも電子状態を陽に取り
入れた第一原理MDよりは数百倍効率的であ
る）。

（2） システム内部に発生する密度揺らぎなどにより
生じる系を構成する原子の電子状態の変化を予
め定められた条件（遷移確率：できるだけ現実に
即して定める）に基づきMC法により決定する。

「ナノスケールの分子シミュレーション」の全体図（H20-23）
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PART 1

MD/MC couple 分子シミュレーション

（２）	高圧下融点極大現象
　融点極大のモデルとして、（1）一成分系の単純な相
互作用を仮定するもの、（2）それ以外のもの（本研究
課題で取り上げるようなより現実的なもの）に分類さ
れる。（1）については既に幾つかの試みの研究があり、
本研究の研究分担者の志水久による先駆的な研究例
（分子シミュレーション）もその一つである。ただし、
一成分モデルは実態性に欠け、何が融点極大・降下の
鍵であるかがほとんど見えてこない。おそらくは本研
究課題で取り扱うような実態的な考察による研究の成
果が得られた後でこのモデル（一成分モデル）が果た
して有効なものであるかどうかの白黒がはっきりでき
るものと考えられる。しかしながら志水らによる一成
分モデルの考察結果はより具体性のある2準位モデル
（本研究で取り上げるモデル）の準備としては十分に意
義があることは言うまでもない。具体的には以下の考
察を行う。
① セシウム原子間に簡単な2体の相互作用を用いる。
ここで、常圧下のセシウム原子と高圧下のセシウム
原子には異なる相互作用のパラメータ（原子半径お
よび励起エネルギー）を用いる。およそ次のように
してシミュレーションを行う。（a）通常のMDシ
ミュレーションを行う。このプロセスでは原子間の
相互作用は同じものを用いる。（b）ある頻度でMD

を中断して、任意に選ばれた原子の状態を現在の状
態と異なる状態（2準位モデル）に遷移を試みる。
（c）メトロポリス法等を用いてこの試行の採否を決
定する。MCが終わればMDシミュレーションに戻
る。以下同じ過程を繰り返す。

② 実際の金属セシウムに見られる fcc固体─fcc固体相
転移の検証を行う。

③ 圧力（または密度）に依存した固体の融点を求める
（融点の計算にはリンデマンの融解則を用いる）。
④ 融点極大の存在の検証

⑤ 圧力下での液体の構造および液体・液体転移の存在

の検証

⑥ 分子シミュレーションのMC部分の検討：MC頻度、

メトロポリス法等の詳細検討（種々の遷移確率関数

の考察）

⑦ その他の関連する研究

　これらの考察について、本年度に得られた結果の一部
を纏めたものを以下のPart 3に記載する。

　MD/MC couple分子シミュレーションの適用は上述し
たものに限らず非常に多くの可能性を有している。我々
が提唱したダマシン（ナノスケール）メッキの分子シ
ミュレーションがMD/MC couple分子シミュレーショ
ン法の最初の成功例である。今後は、各方面での適用が
期待される。この方法の有用性は特に系全体の中で問題
となる反応（クラスタリングなども含む）が局部的な場
合であるレアイベントの有効な取り扱いを可能とするも
のである。このような問題（レアイベントの生成・発
展）に有効な方法は本研究を除いて今のところ皆無であ
ることを強調しておく。
　以上のことから本研究の成果は当該研究分野および関
連研究分野の進展に対する大きな貢献、新しい分子シ
ミュレーション分野の開拓等、学術的な波及効果が期待
できる。
　本研究課題では、MD/MC couple法の有効性を検証す
るため、以下の実証研究を行う。

２つの実証研究
（１）	MD/MC	couple分子シミュレーション
　ダマシンメッキ（ナノメータスケールメッキを総称し
たもの）の分子シミュレーションは系のサイズがおよそ
数百nmであることから連続体近似が最早有効でないこ
とが知られている。これに変わって我々が提唱したSBS

モデルを用いたMCシミュレーションによりダマシン
メッキの本質的な部分はほぼ解明することに成功した。
一方MD計算では原子（イオン）間相互作用を定めなけ
ればならないが、ここで最も重要なことは、メッキの表
面金属イオンと金属原子は電子の需給によりその性格
（したがってポテンシャル）が全く異なる。原子状態の
変化を、（第一原理的な計算に基づかないで）適切な物
理的判定方法にMC法（確率論的アプローチ）を用い
る。これがMD/MC coupleと呼ばれる方法のそもそも
の出発点である。本研究課題で採用するMD/MC couple

分子シミュレーション手法は、体系内の局所部分で生じ
る化学反応や自発的な原子・分子会合などレアイベント
が本質的に伴う非平衡過程の如く、マルチスケールの考
察が不可避な諸問題に対して普遍的に有効な方法であ
る。本研究課題では、MD/MC couple法の有効性を検証
する具体例として、希薄カーボン気体からフラレーン
（C60など）が生成される非平衡過程の分子シミュレー
ションを考察する。（Part 2-1およびPart 2-2に記載）
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研究の方法の概要
　高圧金属セシウム原子に2準位モデルを用いた分子シ
ミュレーション研究例はOguraらによるモンテカルロ計
算（1977年）があるがこの論文では肝心の融点極大付
近の計算が手薄であり、かつ高圧下の液体の構造に関す
る考察もほとんどなされていない。本研究ではこの研究
を出発点として深化・発展させて2準位モデルによる高
圧セシウムの融点極大現象および液体構造の基本的かつ
定量的な現象の理解・解明を行う。また1成分（1準位）
モデルとの比較検討を行う。1成分（1準位）モデルは実
態性に乏しく、あくまでも簡易モデルの域を超えないも
のであるが、どこまでモデルとして有効であるかの考察
は価値がある。これは、例えば、全ての単純液体を有効
剛体球モデルで理解しようとする考えに類似している。
（1） 相互作用ポテンシャルの関数として最初は最も

簡単なもの（例えばレナールド・ジョーンズ）を
用いる。その後得られた結果に基づきより複雑な
ポテンシャル関数を用いるかどうかを決定する。
金属原子の相互作用ポテンシャルとしては近距
離の2体斥力ポテンシャルの他に長距離の振動形
の引力ポテンシャルが用いられることが多いが、
ここでは（高圧下）近距離斥力型が最も重要な部
分となることは明瞭である。問題は斥力の硬さ
（軟らかさ）がどのように効くかであるが、この
問題について詳細に検討する。

（2） MD部分の計算では通常の分子動力学シミュレー
ションを行う。MD計算では原子間の相互作用は
変化しない同じものを用いる。

（3） ある頻度（化学反応時間のオーダー）で上のMD

シミュレーションを中断してMC部分に移る。こ
こでは、任意に選ばれた原子の状態を現在の状態
と異なる状態（2準位モデル）に遷移を試みる。
試行の採否を決定する方法（メトロポリス法な
ど）を用いて試行の採否を決定する。これが終わ
ればまた通常のMDシミュレーションを行う。
以下同じ過程を繰り返す。

（4） 実際の金属セシウムに見られる面心立方固体―
面心立方固体相転移の検証と詳細な考察を行う。

（5） 圧力（または密度）に依存した高圧下金属固体の
融点を求める（融点の計算にはリンデマンの融解
則を用いる）。

（6） 融点極大の存在の検証と考察
（7） 圧力下での液体の構造および液体・液体転移の存

在の検証と考察
（8） 分子シミュレーションのMC部分の検討：MDか

らMC移行の頻度、メトロポリス法の詳細検討
（エネルギー関数の選定など）

（9） その他の関連する考察

（7）についての補足・説明
　液・液転移の研究は他にも内部自由度を有する分子性
液体などにも多く観測されている。本研究で扱う2準位
系も内部自由度があるという意味において同様である
が、「液・液転移の本質は何であるか？」の議論は未だ
ほとんど成功を納めていないのが現状である。高圧下金
属セシウム液体に液・液転移が存在するかどうかについ
ても明確な実験がない。本研究によってこの未解明な問
題が明らかにされると信じている。また、本研究で用い
るセシウム原子の2準位モデルはそもそも固体でより明
確な実態を伴うものであるが、液体のような場合にこれ
がどれだけ有効であるかは本来未知数である。少なくと
も希薄な気体では2準位モデルはほとんど意味をなさな
い。しかしながら液体は密度が固体とさほど変わらない
のである意味固体に近い状態である。このような性質か
ら2準位モデルが液体にも基本的には有効であると信じ
るに十分な根拠があるが、問題は個々のセシウム原子が
2準位状態のいずれを取るかをどのような原理で判定す
るかである。本研究課題の出発点としているOguraら
（1977年）の方法では周りの原子状態（2準位状態）が
全く無視されていてここに重大な誤りがある。本研究で
はこの問題を本格的に考察することが今後の主要な課題
である。この課題はstraight forwardな問題ではないが、
2準位モデルが有効に機能するためにはどうしても欠か
せない部分である。
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PART 2-1

 Simulated Annealing によるカーボンナノクラスターの構造探索

1岩　山　将　士1　　1齋　藤　大　明1　　1西　川　　　清1
1長　尾　秀　実1　　1樋　渡　保　秋2

（金沢大院・自然 1，豊田理研 2

本研究では、カーボンナノクラスターに対して様々な条
件下でアニーリングを施すことで、ケージ構造形成に適
した初期・中間構造の探索を行う。これらシミュレー
ション結果から、フラーレン型ケージ構造形成に適切な
温度・密度条件についての考察を行う。

２．計算方法
　具体的なカップリング法は、MD計算を定期的に止
め、系内にある各々のクラスターに対し、個別にMC計
算を実行するといった手法をとっている。このようにす
ることで、十分に構造最適化されたクラスター同士の融
合が可能となり、多環構造・グラファイト的な構造を形
成しつつ、ケージクラスター構造への形成が可能とな
る。この方法と同じ考えに基づいて、定期的にMDシ
ミュレーションを止めた際に得られる様々な中間構造を
対象に、C1～C60までの各々のサイズのクラスターを初
期構造とし、MDによる緩和を試みる。

３．結　　果
　例として、炭素原子60個の系に対し上述したマルチ
スケール・アルゴリズムを適用し、その際に得られる構
造遷移を検証した。計算には、原子間相互作用として
Brennerが提案したtersoff型ポテンシャルを簡略化して
用いる[3，4]。計算手順は、超高密度となる系にランダム
に配置させた炭素原子に対し、温度3000KのMD計算
を実行することで不規則なC60三次元構造を形成させる
（図1）。次にアニーリング過程として温度0K、50psの

１．緒　　言
　フラーレンの発見以来、様々な量的生成法が開発され
実験用材料としてのC60やC70の生成は容易となった。
しかしながら、それら生成技術は向上したものの、C60

クラスター形成過程は、実験的・理論的にも未だ明らか
とはなっていない。これらフラーレンの生成過程理解
は、物理化学分野のみならず産業分野においても重要課
題であり、分子動力学（MD）等の計算機シミュレー
ションによる形成過程理解が望まれている。
　実際のフラーレン形成をMDシミュレーションにて行
うには、空間的・時間的制限が生じる[1]。すなわち、実
験に対応する系では粒子密度が小さいため、十分なクラ
スター形成には膨大な計算コストが掛かる。また、生成
されたクラスターからフラーレンケージ構造へ遷移する
際においても、クラスター間の融合や、クラスター内で
の原子結合の再配置において非常に長時間のMD計算が
必要となる。従って、現実的なMD計算によるフラーレ
ン形成のためには、これら諸問題をマルチスケール問題
と捉え直し、フラーレン構造形成促進のための新規計算
アルゴリズムの導入が必要であると考えられる。
　これまで我々は、これらシミュレーションによるフ
ラーレン構造形成のために、分子動力学法とモンテカル
ロ（MC）法をカップリングさせた計算アルゴリズムを
提案し、このアルゴリズムの有効性を検証してきた[2]。
その際に対象とするクラスターサイズと与える温度条件
により、カップリング後の構造が多環構造やopen-cap

構造といった様々な構造をとることが分かった。そこで

図１．超高密度な系（n=60）のMD（snapshotとポテンシャルエネルギー）
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MD計算を実行することで構造の歪みを完全に除去し、
その後さらに有限温度3000KでのMDを実行した（図
2）。その結果、アニーリングを施すことで、ポテンシャ
ルエネルギーの値がローカルミニマムを超え、より安定
な状態へと遷移したことが読み取れる。また構造におい
ては、三次元的初期構造（a）から外に開いたopen-cap

構造（b）、完全に閉じたケージ構造（c）へと遷移した。
この過程はポテンシャルエネルギーにおいても非常に揺
らぎの大きい過程であり、クラスター内での結合の再配
置が十分に行われているといえる。その後、最終的にダ
ングリングボンドをほぼ解消し、対称性のとれたフラー

レン型ケージ構造（d）が生成されることが確認された。
他のクラスターに関する同様の考察（結果と詳細）につ
いても継続して考察を行う。

４．参考文献
[1] 岩山　et al.，第3回分子科学討論会要旨（2009）
[2] 岩山　et al.，第 23回分子シミュレーション討論会講演要旨

集（2009），108

[3] Donald w. Brenner, Phys. Rev. B, 42 (1990), 9458

[4] Y. Yamaguchi et al., Chem. Phys. Lett., 286 (1998), 336

図2．アニーリング後の構造緩和MD（ポテンシャルエネルギーとsnapshot）
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PART 2-2

Simulated Annealing によるケージフラーレン形成シミュレーション

1岩　山　将　士1　　1齋　藤　大　明1　　1西　川　　　清1
1長　尾　秀　実1　　1樋　渡　保　秋2

（金沢大院・自然 1，豊田理研 2）

で、十分に構造最適化されたクラスター同士の融合が可
能となり、多環構造・グラファイト的な構造を形成しつ
つ、ケージクラスター構造への形成が可能となる。例と
して上述した方法と同じ考えに基づいて、炭素原子60

個の系に対し中空フラーレン形成シミュレーションを試
みた。計算には炭素原子間相互作用としてBrennerが提
案したtersoff型ポテンシャルを簡略化して用いた[3，4]。
計算手順は、高密度な系（40Å×40Å×40Å、周期境界）
にランダムに配置させた炭素原子に対し、先ず温度
3000KのMDを実行する（図1）。次にアニーリング過
程として温度0K、50psのMD計算を実行することで構
造の歪みを完全に除去し（図2）、その後でさらに有限温
度3000KのMDを実行した。

１．緒　　言
　フラーレンの発見以来、様々な量的生成法が開発され
実験用材料としてのC60やC70の生成は容易となった。
しかしながら、それら生成技術は向上したものの、C60

クラスター形成過程理解は、実験的・理論的にも未だ明
らかとはなっていない。これらフラーレンの生成過程理
解は、物理化学分野のみならず産業分野においても重要
課題であり、分子動力学（MD）等の計算機シミュレー
ションによる形成過程理解が望まれている。
　実際のフラーレン形成をMDシミュレーションにて行
うには、空間的・時間的制限が生じる[1]。すなわち、実
験に対応する系では粒子密度が小さいため、十分なクラ
スター形成には膨大な計算コストが掛かる。また、生成
されたクラスターからフラーレンケージ構造へ遷移する
際においても、クラスター間の融合や、クラスター内で
の原子結合の再配置において長時間のMD計算が必要と
なる。従って、現実的なMD計算によるフラーレン構造
形成のためには、これら諸問題をマルチスケール問題と
捉え直し、フラーレン構造形成のための新規計算アルゴ
リズムの導入が必要であると考えられる。
　これまで、我々は、これらシミュレーションによるフ
ラーレン構造形成のために、分子動力学法とモンテカル
ロ（MC）法をカップリングさせた計算アルゴリズムを
提案し、その有効性を検証してきた。その際に、生成さ
れたカーボンナノクラスターに対しアニーリングを施し
た結果、準安定構造への移行が確認され、レーザー蒸着
法により観測される構造との相関性が伺えた。そこで本
報告では、炭素原子200個の系に対し、同様のアニーリ
ングを施しつつMDを実行することにより、中空フラー
レンの形成シミュレーションを行う。また、時間スケー
ルと制御温度における相関を定量的に評価することで、
フラーレンケージ構造形成に適切な温度・密度条件につ
いての考察を行う。

２．計算方法
　具体的なカップリング法は、MD計算を定期的に止
め、系内にある各々のクラスターに対し、個別にMC計
算を実行するといった手法をとる。このようにすること

図１．高密度な系におけるC60成長過程

図２．annealing過程１（t=0K：MD）
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３．計算結果
　アニーリング中の構造緩和の様子を図3に示す。その
結果、アニーリングを施すことで、ポテンシャルエネル
ギーの値がローカルミニマムを超え、より安定な状態へ
と遷移したことが読み取れる。また構造においては、三
次元的構造（a）から外に開いたopen-cage構造（b）、そ
の後完全に閉じたケージ構造（c）へと遷移した。この
過程はポテンシャルエネルギーにおいても揺らぎの大き
い過程であり、クラスター内での結合の再配置が十分に
行われているといえる。最終的にはダングリングボンド
をほぼ解消し、対称性のとれたケージ構造（d）が生成

されることを確認した。また、同様に炭素原子200個の
系においては、これらアルゴリズムの適用により鎖状の
構造であったクラスターを多環構造やグラファイト的な
構造を形成しつつケージ型構造へと移行する事が確認さ
れた。これらの結果と詳細についても継続して検討・考
察を行う。

４．参考文献
[1] 岩山　et al.，第 3回分子科学討論会要旨（2009）
[2] Donald w. Brenner, Phys. Rev. B, 42 (1990), 9458

[3] Y. Yamaguchi et al., Chem.Phys. Lett., 286 (1998), 336

図３．annealing過程２（MD：3000K）
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PART 3

高圧下融点極大及び相転移の分子シミュレーション
Two Species Model の融解

1志　水　　　久1　　1樋　渡　保　秋2

（信大理 1，（財）豊田理化学研究所 2）

この系では粒子 iの自由度に座標→riと運動量→piに加え基底
状態gと励起状態eを区別する内部自由度a i = g or eがあ
り、a iもシミュレーションの途中で変化する。a i = gの
とき（s i, j i）=（s g, j g），a i = eのとき（s i, j i）=（s e, j e）であり、
全粒子のa iが同じで変化しなければSoft Coreモデルに
一致する。この系に対し温度一定の分子動力学シミュ
レーションを行うが、途中500ステップごとに全粒子に
ついてMetropolis法により確率的にa iを変化させるとこ
ろがこのモデルの最大の特徴であり、この特徴により各
状態にある粒子の割合も統計力学的平均値として求ま
る。
　このような特徴を持った系について、粒子数N =256

の系でNpTアンサンブルを用いて（温度制御はGaussian

熱浴、圧力制御は束縛法）分子動力学シミュレーション
を行い、融解曲線および、基底状態の粒子の割合ng = 

＜（基底状態の平均粒子数）＞／Nや、密度などの融点近傍
での振る舞いについて調べ+た。初期状態はa iについて
は全てgの場合と全てeの場合の2種類用意し、粒子配
置については周期境界条件を課した立方体中で fcc格子
の格子点位置に配置した。また、温度については0.02 ≤ 
T* ≤ 0.15の範囲を0.01刻み、圧力については0.3 ≤ p* ≤ 
2.0の範囲を0.1刻みで分割した点でシミュレーションを
行い、式（2）で表されるLindemann則 [3]
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R = (^V & / (N / 4)) /√2 ≈（fcc格子の最隣接原子間距離） （3）

を用いて融解曲線を見積もった。長さとエネルギーの単
位にはそれぞれs g, eを用い、s e/s g = 0.95，j g = 0，j e/e = 

0.2とし、密度、温度、圧力はr * = N sg
3/V, T* = kBT/e，p* 

= ps g
3/eとした。ここで、Soft Coreモデルの融点の公式、

r * × T* = 1.19を用いた[4]。

３．シミュレーション結果
　シミュレーションの結果得られたr *とngのT*，p*依存
性を図1および図2に載せる。低圧側と高圧側はそれぞ

１．はじめに
　p-T相図において有限の長さしか持たない気 -液共存線
と異なり、固─液共存線（融解曲線）は3重点を一つの
端点とする曲線で描かれるが、その高温・高圧側の振る
舞いは、実験装置の到達可能範囲が増すにつれて徐々に
明らかになっている。様々な物質の融解曲線は古くから
実験により求められており、多くの場合傾きの符号は正 

dT
dp > 0となっているが、水のように符号が負である物質
も存在する。このことはClausius-Clapeyronの関係式に
おいて、液相のエントロピーが固相のエントロピーより
大きいとして、融点における固相の密度r sと液相の密度
rℓを用いて、r s > rℓなら 

dT
dp > 0， rs < rℓなら dT

dp < 0と解
釈されている。多くの物質で液相は固相より低密なので

dT
dp > 0であり、

dT
dp < 0となる物質は少数である。また、

融解曲線に
dT
dp > 0となる領域と

dT
dp < 0となる領域の両方

をもった物質が少なからず存在し、このような物質では
固相より低密度の液相と高密度の液相の2種類の液相が
あると考えられ、多くの研究がなされている。Csはその
ような物質の1つで、実験では~43 kbarで融解曲線に極
小があり[1]、この圧力にある固体は約11%の不連続な体
積変化を伴うCsii⇔Csiiiの isostructural転移（fcc⇔ fcc）
を示す。この転移は固体Csについての第一原理バンド
計算から、加圧によるCsの価電子の励起（6s-5d）によ
るものと考えられている。[1]

　このような、圧力による電子状態の変化を第一原理的
に取り扱った融解の研究は困難であるため、粒子状態を
区別する新たな内部自由度を取り入れたtwo Species 

Model（tSM）が考案され、融解曲線に極値が現れそう
な結果が得られている。[2]本研究ではtSMによる極値を
持つ融解曲線の再現性について調べた。

２．シミュレーション手法
　tSMのHamiltonianを以下に示す。
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れ粒子の種類がほぼ1種類であるが、p*～1付近で、系
は2種類の粒子が混ざった状態になっている。今後、2

種類の粒子が混ざったことが系の融解にどのような影響
を与えるかについて詳細に検討を行う。

参考文献
[1] D.a. Young, Phase Diagrams of the Elements (University of 

California Press, California, 1991) pp.70-73.

[2] H. Ogura et. al: Prog. Theor. Phys., 58 (1977) 419-433.

[3] J.N. Shapiro: Phys. Rev. B1 (1970) 3982.

[4] Y. Hiwatari et al：物性研究　18 (1972) D1.
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