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１．は　じ　め　に
　1970年代に始まった現象論的な状態図計算法の著し
い発展によって，平衡状態図に関する研究と熱力学デー
タベース構築は大きな躍進を遂げた．このような手法で
は実測値をもとに熱力学的解析を行うので，実用材料の
相平衡がきわめて良く再現され，多元系への拡張性も高
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 In order to respond quickly to strong demands for materials science, such as the reduction and 
substitution of rare elements, it is indispensable to establish theoretical phase diagram for the material 
of interest and a technique on its synthesis method. Therefore, in this study, the construction of the first-
principles calculation based theoretical phase diagram using convex-hull was carried out, and it was 
intended to attempt the establishment of a technique to calculate the relative stability which the 
objective phase has for other phases and a methodology to overcome the metastability. By the research 
in this fiscal year, this study established the technique of the search of stable phases and metastable 
phases in the ground state by the genetic algorithm, and the evaluation of free energies of stoichiometric 
compounds, solid solutions and liquid phases, and carried out the application to actual alloy systems. As 
a result, it was found that there is still a slight energy deviation of several kJ between theoretically 
calculated phase diagrams and experimental phase diagrams. For this problem, it is necessary to 
examine from the viewpoint of consideration of the third or higher order terms in the expansion by the 
distance of the potential energy, consideration of ferromagnetism, anti-ferromagnetism, etc. in the 
magnetic elements, selection of the optimum cluster types and sizes in the cluster expansion and 
variational method.

　希少元素の削減や代替など，材料科学への強い要請に迅速に応えるためには，目的の材料に対する理
論状態図とその合成法に関する手法の確立が不可欠である．そこで本研究ではconvex-hullを用いた第一
原理計算ベースの理論状態図の構築を行い，目的の相が他の相に対して有する相対的安定性を計算する
手法と準安定性を克服する方法論の確立に取り組むことを目的とした．本年度の研究により遺伝的アル
ゴリズムによる基底状態での安定相および準安定相の探索，化学量論化合物，固溶体，液相の自由エネ
ルギーの評価の手法を確立し，実際の合金系への適用を行った．その結果，理論的に計算した状態図と
実験状態図の間にはまだ数kJ程度のわずかなエネルギーの乖離が見られる場合があることがわかった．
この問題に対しては，ポテンシャルエネルギーの距離による展開における3次以上の項の考慮，磁性元
素における強磁性，反強磁性などの考慮，クラスター展開・変分法における最適なクラスターの種類と
大きさの選択の観点から検討を加える必要があると考察した．

いパラメータが得られる．しかし実験で明らかにできな
い準安定領域や非平衡相についての情報は，この手法で
はほとんど得られない．そこで本研究では，第一原理計
算を基盤とした理論状態図の構築手法の確立とその課題
の抽出，目的の相が他の相に対して有する相対的安定性
を評価する手法，さらに準安定性を克服する方法論の検
討に取り組んでいる．本報告ではこのような新しい状態
図計算法の現状と課題，今後の展望について本年度の研
究成果1）を中心にまとめる．
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iΩφ
AB = ai + biT + ciT ln T + ･･･ （3b）

ここで，（3a）式は二元系における過剰ギブスエネル
ギーを表わす近似式として広く採用されている表現であ
る．（3b）式中の定数ai, bi, ciなどは熱力学的解析によっ
て評価されたパラメータとして熱力学データベースに格
納される定数である．
　熱力学パラメータ（（3b）式中のai, bi, ciなど）は，合
金の混合熱，活量，比熱や相境界などの実験データに基
づいて決定される．いま，相互作用パラメータΩφ

ABが組
成に依存せず，さらに温度の一次関数であるとすると
（Ωφ

AB = a0 + b0T），混合熱ΔHmixおよび成分Aの活量aAは，
それぞれ以下のように表わされる．

ΔHmix = xA xB a0 （4）

aA = xA exp［（°G φA – GA
REF + xB

2
 （a0 + b0T）／RT］ （5）

ここで，GA
REFは活量測定の基準状態における成分Aのギ

ブスエネルギーである．通常は，Lattice Stabilityパラ
メータの差を示す °G φA – GA

REFの値は既知であるので，混
合熱や活量の実測値からΩφ

ABの値を評価することができ
る．相互作用パラメータに組成依存性を考慮する場合
は，パラメータの決定はもう少し複雑になるが，様々な
タイプの実測データを同時に用いてパラメータ評価が可
能なプログラムも開発されている．
　これまでは，正則溶体近似により二元系溶体のギブス
エネルギーの記述をみてきたが，多元系の場合について
も次式のように簡潔に表すことができる．

G φ =  xi  °G φi  + RT  xi ln xi +   xi xj Ω
φ
ij 

 i i i j (>i)

 +      xi xj xk Ω
φ
i jk + ･･･ （6）

  i j (>i) k(>j>i)

Ωφ
i jkは元素 i, j, kの間の相互作用パラメータであり，次式
が提案されている6）．

Ωφ
ijk = vi · 

iΩφ
ijk + vj · 

jΩφ
ijk + vk · 

kΩφ
ijk （7a）

vn = xn + （1 – xi – xj – xk）／3,（n = i, j,k ） （7b）

（6）式を見ればわかるように，高次の相互作用パラメー
タには多くの濃度x（≤ 1） が掛かるので，これらの項のギ
ブスエネルギーへの寄与はそれほど大きくない．した
がって多くの場合，三元系相互作用パラメータまでを考
慮すれば十分である．つまり，二元系や三元系といった
低次のパラメータが分かれば，それらで構成される多元
系のギブスエネルギーが計算できることを（6）式は示
しており，この点はCALPHAD法の利点の一つである
といえる．
　正則溶体近似モデルを用いれば，原子の位置を互いに
置換するような溶体のギブスエネルギーを記述すること

２．CALPHAD法による状態図計算2）

2.1.	 CALPHAD法の背景
　様々な材料の機能を最大限に引き出すための組織制御
において，状態図が果たしてきた役割はたいへん大き
い．金属の組織を最初に系統的に調べたのは英国のソー
ビーであるといわれる．その後，ギブスによる相律の概
念，ル・シャトリエによる熱電対の発明があり，20世
紀初頭には鋼の状態図がほぼ確立された．これらを含め
た二元系実験状態図集は1936年にハンゼンにより出版
されている．この頃までが状態図が実験によって作成さ
れていた時代である．第2次大戦後の産業の復興ととも
に身近な金属材料も多成分化したために，このような時
間のかかる実験状態図の作成は，労力的にも迅速性の面
でも現実の材料設計に対応できなくなった．そこで提
唱された新しい状態図の作成方法が，熱力学に基づい
て相平衡を計算するCALPHAD（Calculation  of  Phase 

Diagrams）と呼ばれる方法である．この頃から合金状
態図は実験と計算の両面から構成されるようになってい
く．このCALPHAD法の提唱に合わせて，1986年に合
金状態図国際協力機構APDIC（Alloy Phase Diagram 

International Commission）が設立され，同じ年に日本
においても合金状態図共同研究会が発足した．
2.2.	 CALPHAD法で用いられる計算手法
　CALPHAD法で最もよく用いられる正則溶体近似モ
デルによれば，A–B二元系におけるφ相1モルあたりの
ギブスの自由エネルギーは（1）式で表わされる．

G φ = xA °G φA + xB °G φB + RT （xA ln xA + xB ln xB） 
 + xAxB Ω

φ
AB 

（1）

この式で，°G φiは元素 iがφ相の結晶構造をもつときの1

モルあたりのギブスエネルギーで，Lattice Stabilityパラ
メータと呼ばれるものである．Lattice Stabilityパラメー
タは，通常はSGTE（Scientific Group Thermodata Europe）
によって評価された推奨値3）が利用されており，温度T

の関数として次式のように表わされている．

°Gi
φ – °Hi

SER = A + BT + CT lnT + DT 2 + ET 3

 + FT 7 + IT –1 + JT –9 （2）

°Hi
SERは標準状態（通常は1気圧，298.15 Kにおける元

素 iの安定状態）におけるエンタルピーの値である．R

は気体定数，xiは元素 iのモル分率である．Ωφ
ABはφ相に

おける元素AとBとの相互作用パラメータである．厳密
な意味での正則溶体近似ではΩφ

ABの値は温度および組成
に依存しない定数であるが，実用合金においてはΩφ

ABを
以下で示すような温度および組成の関数として適用す
る．これを準正則溶体近似と称することがある．

 n

Ωφ
AB = iΩφ

AB（xA – xB）
i 

 
i = 0 

（3a）
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ができるが，侵入型固溶体や化合物のように原子がある
サイトを優先的に占有する場合には正則溶体近似を適用
できない．その場合には，原子が占有する結晶格子を複
数の副格子に分けて，各副格子に対して正則溶体近似を
適用し，それを各副格子の大きさに応じて合成すること
によってギブスエネルギーを記述する副格子モデル4）を
用いることもある．
2.3.	 CALPHAD法の課題と本研究の目的
　このような新しい状態図の計算法であるCALPHAD

法の確立によって，それまで実験的手法に頼らざるをえ
なかった状態図研究の分野に大きな変革がもたらされ
た．実際，計算された平衡状態図は物質探索や材料設計
において「物質の地図」の役割を十分に果たしてきた．
この手法の発展に伴って熱力学データベースも徐々に整
備され，鉄鋼材料を中心に材料組織をよく説明する多元
系状態図が計算できる環境が整備されている．
　さて，実際の材料では多かれ少なかれ何らかの準安定
相が特性に影響を与えている場合がある．たとえば，鉄
鋼材料のマルテンサイトやベイナイト変態をはじめとす
る変態強化，Al-Cu系やCu-Be系などにおけるGPゾー
ンや準安定析出物を利用した時効硬化はその典型的な事
例であり，近年では金属ガラスや薄膜，周期的積層構造
材料など多くの材料で準安定状態を利用した材料設計が
行われている．しかし，そのような工業的重要性にもか
かわらず，準安定相の生成要因や動的形成過程について
はいまだに不明な点が多い．これは，準安定状態の熱力
学的物性値を実験によって決定することが困難であるこ
とが原因であり，そのために新材料開発は今でも試行錯
誤を繰り返しながら遂行されているのが現状である．こ
のような状況に対して，現在のCALPHAD法は原理的
な理由から十分に対応することができない．すなわち
CALPHAD法では実験値に基づいて経験的パラメータ
が決定されるため，実験的情報のない準安定状態につい
てはパラメータの評価がきわめて難しいのである．この
点がCALPHAD法における最大の課題といえよう．一
方，準安定状態における熱力学的物性については，第一
原理計算法が広く用いられ始めている．このような背景
から，第一原理計算をはじめとする電子論計算によって
合金の熱力学的性質を計算し，理論的に状態図を計算す
る方法の構築を本研究の目的としている．

３．第一原理計算に基づく理論状態図の構築
　ここでは一切のフィッティングパラメータを用いず
に，原子番号だけを指定して有限温度の理論状態図を計
算する手法について述べる．まず目的の合金系に出現す
る安定，準安定相の予測が必要なので，遺伝的アルゴリ
ズムによって基底状態で生成する相を特定し，その生成
エネルギーを計算する．これにより基底状態での相平衡

を計算できる．次にこれらの規則構造（化合物），金属
系状態図に関与する固溶体や液体の有限温度での自由エ
ネルギーを計算する．化合物の自由エネルギーへの温度
効果は，熱容量に対する熱振動と格子膨張を計算し，固
溶体の自由エネルギーはクラスター展開によって評価す
る．さらに液体は第一原理分子動力学法によってその熱
力学量を計算する．このようにして有限温度での自由エ
ネルギーが計算されれば，エネルギーが最低となる凸包
（Convex-hull）を求めることで相平衡を計算することが
できる．次にそれぞれの手法の概要をまとめる．
3.1.	 第一原理計算法の概要
　第一原理計算法は，原子核の形成するポテンシャルエ
ネルギー，電子の運動エネルギー，電子間静電相互作用
エネルギーなどから構成される多電子系の波動方程式を
解くことにより，周期性のある結晶の電子構造やエネル
ギー計算を行う手法である5，6）．原子番号と結晶構造だ
けから物質の凝集エネルギーや平衡体積，弾性定数，バ
ンド構造，X線吸収微細構造や光学的性質など，多彩な
情報が得られることがこの手法の特徴である．具体的に
は，原子核の運動は電子のそれに比べて十分に小さいと
仮定する断熱近似のもとで，密度汎関数理論により電子
系の全エネルギーを電荷密度ρの汎関数として次式のよ
うに表現する．

Etot（ρ） = V（r） ρ（r） d3r + T ［ρ］ 

  e2  ρ（r）ρ（r’）
  + —    ————— d 3 rd 3 r’ + EXC ［ρ］ 

（8）
  2  |r – r’|

この式で第一項は原子核の形成するポテンシャルV（r）に
起因するエネルギー，第二項は電荷密度ρを与える一電
子系の運動エネルギー，第三項は電子間静電相互作用エ
ネルギー，第四項が交換相関相互作用エネルギーであ
る．本研究では，第一原理計算法として擬ポテンシャル
法を用いて規則構造のエネルギーを評価した．
3.2.	 遺伝的アルゴリズムを用いた基底構造探索
　ある系の状態図を作成するにあたって，その状態図を
構成する相を特定することは最も基本的で重要な情報と
いえる．しかしながら，計算材料科学では物質の組成が
決まっただけでは，それがたとえ単純な組成であって
も，その安定構造を予測できないことが古くから問題点
として認識されてきた．これは主に二つの要因に起因す
る．一つは構造を記述する次元の数が3N+3（N：単位
胞に含まれる原子数）であるため大きな自由度を取り扱
う必要があり，すべての構造のエネルギーを網羅的に計
算することが不可能であるためである．もう一つは，原
子イオンにかかる力を計算しながら構造緩和を行う場合
でも，局所的安定状態が無数に存在しエネルギー障壁に
阻まれて最安定状態に到達できないことである．



70 第一原理計算に基づく理論状態図の構築と準安定物質創成に関する研究

　近年，この問題に対して遺伝的アルゴリズムを用いる
ことで，第一原理計算からの最安定構造の予測を行う取
り組みが行われている7–9）．遺伝的アルゴリズムはダー
ウィンの進化論を模倣し，自然淘汰と遺伝と突然変異を
採用した計算手法である．計算の流れを簡単に記述する
と次のようになる．すなわち（1）ランダムに作成した
複数の構造のエネルギー計算を行い，その中でエネル
ギーの低いものを優先的に選択する，（2）それらの構造
の構成要素（原子間距離や構造ブロック）を遺伝子とし
て，遺伝・突然変異させた次世代の構造群を作成してエ
ネルギー計算を行い，エネルギーの低いものを再選択す
る．それらの構造をもとに次世代の構造を作成し，低エ
ネルギー構造の再選択を逐次繰り返し行っていくことで
最安定構造を探索する．このように，遺伝や突然変異を
取り入れることでエネルギー障壁の問題を越えて，安定
構造の探索を効率的に行うことができる．
　図１は遺伝的アルゴリズムを用いて計算したTi-C-S三
元系での樹形図で，横軸に世代を示した．親世代と子世
代の関係は各世代を結ぶ枝で表され，二つの親を持つ構
造は交配によって作られた構造を意味する．また，一つ
の親のみを持つ構造のうち傾きのある枝で親と結ばれた
構造は変異が起こったもの，傾きを持たない枝は，エネ
ルギー的安定構造として，そのまま親世代から子世代に
引き継がれた構造であることを意味している．計算では
組成と単位胞中の元素数を指定しただけであるが，この
組成での実験による安定構造P63/mmcが自動的に導出さ
れていることは注目に値する．更にこの手法では，最安
定構造だけではなくそれよりもわずかにエネルギーが高
い準安定構造や不安定構造さえも同時に多数抽出できる．
3.3.	 有限温度における熱力学物性値の計算
　第一原理計算によって評価した熱力学的性質は絶対零
度における値であるため，有限温度における状態図を構

成するためには自由エネルギー計算が必要である．有限
温度でエネルギーに大きな寄与を持つ成分は，フォノン
により生じるもの，もう一つは固溶による原子サイトの
ランダムネスによるものの二種類に大別される．前者に
ついては，第一原理計算を用いてフォノンの状態密度を
計算し，さらに体積膨張の影響を取り入れることで温度
による生成エネルギーの変化を考慮することができる．
後者については，多数の規則構造について計算された凝
集エネルギーをクラスターで展開し，クラスター変分法
で有限温度の固溶体の自由エネルギーを決定する方法を
適用した．次にこれらの手法について述べる．
　3.3.1.	 準調和近似による自由エネルギー計算10）

　有限温度の自由エネルギーに大きな寄与を持つ成分の
一つに，格子振動に起因するものがある．近年この寄与
を算出する試みが酸化物を中心に行われている．この方
法を使えば，相転移温度の定量的な議論が可能になる．
格子振動に起因する有限温度の自由エネルギーを計算す
るには，第一原理計算を使って絶対零度におけるフォノ
ンの状態密度を計算し，次に有限温度の状態量をボーズ
─アインシュタインの分布関数を用いて導出する．絶対
零度のエネルギー E（V），ボルツマン定数kB，温度Tと
し，波数ベクトルq，分枝 jで指定されるフォノンのエネ
ルギーをω j（q）と表すと，その自由エネルギーは（9）式
として表現される．

   
   ℏω j（q）　
F ph（T） = E（V）+ kBT  q  j ln {2 sinh ［ ———— ］} （9）   2kBT

ところが，より精度よく自由エネルギーを計算するには
これだけではまだ不十分であり，格子振動の非調和性が
原因で起こる熱膨張の影響を適切に取り入れる必要があ
る．これを取り入れない場合，1000 Kを超える温度域
では無視できない差異が生ずる．この非調和性を完全な
かたちで計算に取り入れることは困難なため，通常は
“準調和近似” と呼ばれる近似を用いることが多い．こ
の近似では，格子振動を調和振動として取り扱い，フォ
ノンのエネルギーに体積依存性を導入する．つまり（9）
式のω j（q）をω j（q, V）で置き換えることに相当する．
　図２に示すのは，B1構造の炭化物について得られた
自由エネルギーの体積依存性の例である．計算値の黒丸
をみると，エネルギーの極小値は最低温度で約24 Å3付
近にあるが，最高温度の3000 Kでは約27 Å3付近まで増
加しており，顕著な熱膨張が観測される．この各温度点
についての極小値が平衡状態における自由エネルギー値
である．より詳細には，得られた自由エネルギー─体積
曲線を（10）式で表されるバーチ・マーナハンの状態方
程式11）を用いてフィッティングする．

Generation num.

P63/mmc 
(Max phase)

R3m
I41/amd

Pnmm

図１ 遺伝的アルゴリズムを用いて計算したTi4C2S2の樹形図．
 最終安定構造は実験で確認されているP63/mmcに一致する．



 第一原理計算に基づく理論状態図の構築と準安定物質創成に関する研究 71

  9V0B0  V0 
E（V） = E0 + ——— {［（ — ）�– 1］

3

B0̓  
  16  V 

  V0  V0
 + ［（ — ）�– 1］

2

［6 – 4 （— ）�］} （10）	 	
V  V

ここでE0は平衡体積V0におけるエネルギー値，B0は体
積弾性率，B0̓ は体積弾性率の圧力に対する一階微分であ
る．これを用いて各温度での平衡体積を求めれば，その
極小値から体積に依存した自由エネルギーが得られる．
　3.3.2.	 クラスター展開法による自由エネルギー計算
　フォノンによる自由エネルギーの計算は特定の規則構
造を対象に行うが，固溶体のような連続的な組成範囲を
もつ相に対しては，構造モデルの記述の困難さ，計算量
の増大などの理由からクラスター展開・変分法という近
似法を用いた．ここではこの手法の概要をA–B二元系
の表記を例に説明する．bccや fccなどの基本構造が決
まっている物質の構造のエネルギーは各々のサイトに配
置する元素種によって一意に決定され，

E（Z1, Z2, Z3, ･･･ ）; Zi = A, B （11）

のように系のエネルギーを元素種の配列の関数として記
述することができる．この表記はZi = Aの場合をσ  = 1，
Zi = Bの場合をσ  = –1としたスピン演算子σ  = ±1を導入
することで，以下のようにより簡便に表記することがで
きる．

E（σ）; σ  = （σ 1, σ 2, σ 3, σ 4, ･･･） （12）

クラスター展開法ではこのエネルギーのスピン演算子表
記を用いて，点，対，三角，四面体などのクラスターの
濃度の指標となる相関関数を導入することで（13）式の
ようにエネルギーを記述する．

 m 

E（σ） =  ν j · ξ j
φ （13）

  j = 0

ここで jはクラスターの種類で，定義されたm種のクラ
スターについて和を取る．またVjはクラスター jに割当
てられている多体の有効相互作用エネルギーである．ξ j

φ

が相関関数でありσによって一意に決定される．配列
（σ）の異なるn個の構造のエネルギー計算をすることで，
（13）式からn×m行列計算式を作成することができる．

n > mの構造のエネルギー値が求まっていれば，逆行列
計算を行うことによってvを評価できる．しかし実際は，
クラスターの個数やサイズを有限に打ち切るため（13）
式のエネルギー表現には誤差が含まれる．そこで両辺の
差が最小となるように有効相互作用エネルギーを決定す
る．いったんこのクラスターの有効相互作用エネルギー
が評価できれば，自由エネルギーを構成する内部エネル
ギーの部分はこの相互作用からすべての組成において計
算できる．一方，結晶構造を構成するクラスターの配置
エントロピーから温度効果が評価できるので，有限温度
における自由エネルギーが組成の関数として得られる．
　クラスター展開・変分法を用いて計算したAl-Cu二元
系 fcc相の自由エネルギー・組成図を図３に示した12）．
この図にはMeijering13）が活量の実験値を用いて計算に
より求めた293 Kにおける fcc相の自由エネルギー曲線
も点線で示した．本研究の結果と比較すると，自由エネ
ルギーの絶対値やピークの位置，さらに二相分離の生成
範囲などの点で良く一致している．よく知られているよ
うにこの二元系では fcc-Al中でGPゾーンが形成される
が，AlへのCuの固溶度がきわめて小さいため，GP

ゾーンの生成と固溶体の熱力学的性質との関連は長い間
不明であった．そこで本研究では，この手法で評価され
たクラスターのエネルギーを直接使用したモンテカル
ロ・シミュレーションによりこの合金系での微細構造の
時間変化について調べた．この結果については４章にお
いてもう一度触れる．

図３ クラスター展開・変分法を用いて計算したAl-Cu二元系 fcc相
の自由エネルギー．

図２　自由エネルギーの体積依存性．
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　3.3.3.	 液体の自由エネルギーの計算
　物質の三態におけるさまざまな熱力学量のうちで，理
論計算によるアプローチが最も困難な対象は液体であろ
う．周期的な結晶構造をもつ固体とは異なり，液体金属
の構造は基本的に剛体球による稠密ランダム充填配列で
記述できることが知られている14，15）．X線構造解析によ
り調べられた合金液体では，特定の元素を中心に形成さ
れた多面体構造が観察され，これらが辺や面を共有しな
がら局所的な連結構造を構成することが報告されてい
る16）．この多面体構造は常に離合・集散を繰り返してい
るが，最近接距離付近の領域でみると，時間平均・空間
平均すれば平均10～12個程度の集合体であるといわれ
る．したがって3.1節で述べた第一原理に基づく理論計
算法は適用しにくく，活量などの実験結果から原子間ポ
テンシャルを評価する古典分子動力学法やCALPHAD

などの熱力学的計算法が適用されてきた．一方で合金液
体の熱力学物性を第一原理分子動力学法によって理論的
に明らかにする研究も行われているが，この方法で原子
振動を調和振動により記述しようとすると，そのエント
ロピーの積分が発散する問題があった．最近この問題に
対して，液体状態が気体成分と固体成分から構成される
と近似して発散を抑えるtwo-phase model17）が提案され
た．そこでこの手法を用いてFe-Al二元系合金液体の自
由エネルギーを，原子数200の系でNosé-Hoover法で温
度制御を行いながら，第一原理分子動力学法により計算
した．図４は30%Fe液体における原子振動の状態密度
分布を気体成分と固体成分に分離した様子を示してい
る．この結果から振動エントロピーを計算し，磁性，電
子系のエントロピーも考慮しながら合金のエントロピー
項を評価する．一方エンタルピーは全エネルギーのス
テップ依存性を解析して得られたエネルギー分布から計
算する．本研究でFe-B-C系液相に対して計算した結果
は，熱量分析などの実験的手段で決定された熱力学量と

もよく対応しており，計算による状態図作成の可能性を
大きく広げる手法として注目している．

４．理論状態図の計算結果
　本年度はこの計算手法を用いて有限温度におけるFe-

Mo-B三元系の相平衡を計算し，実験結果と比較するこ
とで計算精度や今後の検討課題を考察した．有限温度の
相平衡計算は，Qhullコード18）によるconvex-hullを計算
する方法を採用した．準調和近似計算およびクラスター
展開・変分法により得られた有限温度のエネルギーと
組成の三次元座標をQhullに入力することによって，
convex-hullを計算した．BCC Fe-Mo系におけるクラス
ター展開・変分法の計算結果についてはMo濃度を0.01

間隔で変えた組成─エネルギー点をconvex-hullの計算
に導入した．準安定構造については，安定構造から5 

kJ/mol不安定な構造までを計算対象とした．計算時間は
CPUが2200個の並列計算機で約3週間かかっている．
この大きな計算負荷の軽減は，今後の課題として検討し
ていく必要がある．計算結果の一例として図5（a）およ
び図5（b）において，実験により相平衡が調べられてい
るT = 1323 Kにおける理論状態図と著者らがCALPHAD

法を用いて解析した計算状態図19）を比較した．理論状態
図は熱力学的解析による計算状態図と実験的知見をよく
再現することから，本研究で提案する電子論ベースの新
しい状態図計算手法の有効性が確認できる．
　しかし詳細に構造を観察すると両者にはわずかな相違
が観察された．例えばMoB4は実験状態図では観察され
るものの理論状態図では準安定であり，FeB2はその逆
のパターンである．これは主として安定構造と準安定構
造のエネルギーのわずかな差に起因する．計算で得られ
ている構造のエネルギーを微小量変化させれば実験状態
図に近づくが，そのエネルギー差は数kJ/mol前後の小
さな値である．従ってこの差の原因を追求し，差を極力
縮めることが今後の検討課題となる．例えばこの研究で
は原子の熱振動をポテンシャルエネルギーの距離による
展開において3次以上の項を無視した準調和近似によっ
て表しているが，これを考慮することでこのわずかなエ
ネルギーの違いを説明できるかもしれない．実際，純
Agの定圧熱容量と自由エネルギーの温度依存性を準調
和近似と非調和近似の間で比較すると，高温では非調和
近似により計算した定圧熱容量は準調和近似によるそれ
に比べて低下する．これに伴って両者の自由エネルギー
に差が現れるが，その差は例えば1000 Kでは5 kJ/mol

程度であり，ここで議論しているエネルギー差に相当す
る違いが観察される．これ以外にも，磁性状態，異種原
子の固溶などもこの僅かのエネルギーの違いに関係する
可能性がある．

図４　液体における原子振動の状態密度分布．
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５．理論状態図計算の展望
　この研究の今後の展望と課題について述べておく．本
研究の遂行により，電子論計算を用いた理論状態図は実
験結果を概ね良く再現することがわかった．このような
計算では，可視領域ばかりでなく，平衡に隠された不可
視領域についても潤沢な情報が提供されるため，研究の
対象となる物質空間が飛躍的に広がることが重要な特徴
と言えよう．すなわち不可視領域の可視化がキーワード
である．このような利点を活用すると，例えば最新の分
析技術により明らかにされるミクロ現象の解析や有用な
性質を持つ準安定構造の探索とその作製，また最近の
データ科学的手法との融合として深層学習による大規模
計算用ポテンシャルの構築などへの応用が可能となる．
5.1.	 モンテカルロ法を用いた微細組織の解析
　第一原理計算により評価された物質の生成エネルギー
からクラスター展開法や格子振動計算によって自由エネ
ルギーが評価されるが，これをモンテカルロ法や古典分
子動力学計算でも用いることができれば，これまで不明
であった個々の物質が示すさまざまな現象の理解が加速
度的に進むことが期待できる．
　図３でクラスター展開・変分法を用いて計算したAl-

Cu二元系 fcc相の自由エネルギーの計算結果を示した
が，これはクラスター展開法により計算された多体クラ
スターの有効相互作用エネルギーν jから評価されたもの
である．そこで元になっているν jを直接モンテカルロ・
シミュレーションに導入して，組織の時間発展を検討し
た例を図６に示した．この計算では fcc型の単位格子を
各軸に対し10個ずつ並べたスーパーセル中にAl-10% 

Cuの組成比になるように4000個の原子をランダムに配
置した初期構造を用意した．そして無作為に選んだAl

とCuの原子位置が入れ替わった時のエネルギー変化量
を多体原子間相互作用ν jから評価し、ミクロカノニカル
分布が達成されるように原子位置の交換確率を求めた．
この交換確率に基づいてAl，Cu原子位置の交換を繰り返
していくことで、ランダム状態からミクロカノニカル集
団状態へと進行していく時間変化を追跡した．図６では

溶質元素であるCu原子だけを抽出して示してあるが，
この図からわかるように，エネルギーの高い初期の状態
では原子は互いに無秩序に固溶しているが，エネルギー
が低下すると次第に原子間相互作用の影響が現れ，母相
の（100）面上にある間隔を置きながらディスク状のCu原
子の集合体（クラスター）が出現している．これはこの
合金系に特有のGPゾーンの形成に対応した組織変化で
あり，静的な熱力学量と動的な組織変化が密接に結びつ
いていることの証である．

5.2.	 深層学習による大規模分子動力学ポテンシャル
の構築

　データ科学と状態図計算の融合による不可視領域の可
視化にも期待がもたれる．例えば，先に示した液相の自
由エネルギー計算に用いられる第一原理分子動力学法で
は，計算資源と時間の関係で対象となる原子数はせいぜ
い数100個程度の規模である．このようなスケールでの
計算では，周期的境界条件によって計算される統計量の
精度が制限される場合がある．そこで深層学習を用い
て，第一原理分子動力学法の原子位置の座標データ（原
子間距離や三体の角度）を記述子，第一原理計算のエネ

図５　1323 KにおけるFe-Mo-B三元系の（a）理論状態図と（b）CALPHAD法による計算状態図 19）．

図６ Al-Cu二元系合金の時効に伴うCu原子の配置の時間変化．
ディスク状のCu原子のクラスターの生成が確認できる．
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ルギーを学習データとして，それらを再現する古典分子
動力学計算用のポテンシャルを構築する研究も開始し
た．これによって，第一原理分子動力学法計算では不十
分な統計精度の向上や第一原理計算では不可能な構造の
網羅的計算への応用が期待できる．
　図7（a）はFe-B二元系液相において，原子数を200個
にした場合の第一原理分子動力学法による二体分布関数
を計算した結果を示したものである．得られた二体分布
関数は散逸しており，統計的に有意な情報とは言えない
結果となっている．そこで深層学習によって第一原理分
子動力学の結果を古典分子動力学のポテンシャルとして
評価し直し，原子数を10000個に増加させた結果が図7
（b）である．二体分布関数の散逸はほぼ解消し，スムー
ズな曲線が得られていることから，この手法がより正確
な熱力学関数の評価が可能になり，本研究の最大の問題
点である計算負荷の軽減に寄与しうる見通しがあるため
現在検討を加えている．

６．ま　　と　　め
　本報告では状態図作成手法としての熱力学的計算法
（CALPHAD法）に関する現状と課題，その克服のため
に本研究で遂行している理論状態図の計算手法とその応
用について述べた．CALPHAD法は現実の相平衡を良
く再現するが，相平衡の実験的決定や熱力学的解析に多
大な労力と時間が必要であり，確立された熱力学データ
ベースが決定的に少ない．また，安定相に隠された準安
定領域のパラメータの評価は原理的に難しい．一方，第
一原理計算を基礎においた理論状態図は実験結果を概ね
良く再現するが，1 kJ/molオーダーのエネルギーのわず
かな変動が相平衡を左右する場合があることが明らかに
なった．このような状況を非調和格子振動，磁性（特に
磁性元素の強磁性，常磁性など），高温における元素固
溶の効果，液相での短範囲規則構造の影響を注意深く考

慮したエントロピーの精密な計算が必要であることがわ
かった．このような理論状態図は，不可視領域を可視化
する上で今後重要な役割を果たすことが期待されるが，
現状では計算コストがきわめて高いので，データ科学の
援用による計算負荷の軽減を来年度以降の課題とした
い．
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