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要旨 

人と環境に優しい持続的社会への貢献を目指し, 生物模倣の新機能を発現する超分子や

超蛋白質の研究が行なわれている。機能性分子材料の創生には, ナノスケールの分子構造

を制御しマクロスケールの恒常機能を設計することが課題である。このMultiscale/Multiphysics

問題における共通課題を解決するため, 本論文では, 生物の多様で階層的なナノ分子構造

を模倣した構造ベースの解析法(分子クラスタアセンブリ法)を提案する。本解析法では, 全分

子構造は構造自由度を削減したナノスケールの多様な分子クラスタを用いてボトムアップ方式

で組み立てられ, そのエネルギーが高精度そして高速に計算される。また, 低エネルギー構

造の探索では, 同一構造のエネルギー計算を一度も重複させずにエネルギー状態数が計算

される。そして, 複数の分子クラスタで構成される核構造を用いて新しい階層が形成され, 低

エネルギー状態の特異的構造が効率的に予測される。本解析法を表面保護膜に利用される

フェノール系有機分子に適用し, 自己組織的に形成される螺旋状構造が予測された。また, 

アクリル酸系有機分子では, 人工被覆膜を創生するため, 弓状オリゴマーを自己組織的に凝

集させたくびれ型チャネル構造が設計された。また, もう一つの解析アプローチとして機能ベ

ースの解析法では, 固有機能が多様に連結されたマクロな複合的機能が予測される。異なる

空間・時間スケールの階層間では, 物理量の保存則を課した物理データの意味を変換するた

め, その連結モデルが考案された。固有の解析機能をもつ複数のシミュレーションを連結した

解析により, 表示及び半導体デバイスの動作寿命を決定する無機分子膜の劣化機構が解明

された。今後は, 両解析法の実証例を増やし汎用性を拡大させることが重要となる。
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第１章 

序論 

 

１.１ 背景 

Multiscale/Multiphysics（以下, MSMP と略す）問題は, 解析対象が広い空間・時間スケー

ルに渡る現象であるため, 単一のモデリングや計算手法では解析困難である。そのため , 

MSMP 解析は, 狭い空間・時間スケールの解析対象に適合するモデリングと計算手法を組み

合わせて解析領域を拡大させるアプローチが取られる[1-3]。図1.1.1には, MSMP解析の具体

例を示した。図 1.1.1(a)は, 健康増進策の指標として人と共生状態にある腸内細菌叢を活用

する課題[4, 5]に対するMSMP解析の説明図である。この生化学的循環系を活用する課題を

解決するため, MSMP 解析では, 腸上皮細胞の表面に存在するナノスケールの蛋白質分子

構造が腸内細菌の特異的分子構造を認識し, その分子認識によりマクロスケールの体内にお

ける免疫機能が活性化され健康状態を維持する腸内細菌叢の最適分布が形成される問題を

解く必要がある。 
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Activation,
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maintenance

Function of 
human immune 
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Fig. 1.1.1 Examples of MSMP analysis associated with (a) biochemical cycle and (b) material 

and energy cycles. In case of biochemical cycle, a protein in gut cells recognizes a specific 

structure of gut microbiome and regulates human immune. The regulated immune function 

interacts with gut flora which keeps a certain microbiome composition and maintains human 

health. As for material and energy cycles, commodity with high value is produced from natural 

resources and consumed according to economic activities. Disposal after consumption is reused 

as resources by recycling, such as by using microbial degradation. 
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このMSMP解析は, 図 1.1.1(b)に示すように, 微生物を利用した資源のリサイクル及び有機

農業や発酵食品の生産, 再生可能エネルギー等[6]の物質・エネルギー循環系を活用する課

題を解析する場合に類似する。そして, 人と環境に優しい持続的社会への貢献を目指す研究

分野の共通課題である。したがって, MSMP 解析では, ナノ分子構造の制御機構を解明し, 

マクロな恒常性維持機能を設計する共通課題を解決することが期待される。 

 

１.２ MSMP解析アプローチ 

生物は如何にナノスケールの構造要素をマクロスケールに繋げて恒常機能を発現させてい

るかと観れば, 生物を取り巻く様々な環境の中で, アミノ酸分子, 螺旋状（α へリックス）や平面

状（β シート）の二次構造, ドメイン構造, 蛋白質の高次構造, 細胞, 器官, 組織, 生体のよう

に, 多様で階層的な構造を形成する[7]。生体高分子や合成高分子の有機分子の機能性材

料を創生するためには, MSMP問題の共通課題を解決する必要があり, 生物模倣の観点で自

発的または偶発的に形成される構造ベースの多様性と階層性を探求することが重要である。 

図 1.1.2は, MSMP解析アプローチの全体構成図である。本論文の第 3章では, 図 1.1.2(a)

に示した生物の多様で階層的なナノ分子構造を模倣した構造ベースのMSMP解析法を提案

する。本解析法は, 多様な構造要素を対象に, その要素を相互作用に基づいて連結し, 特

異的構造を形成する。次に, 自発的に形成された特異的構造を新たな構造要素として上位階

層を構成し, この自発的な階層化を繰り返しボトムアップ方式で大規模な特異的構造を設計

する。そして, 各階層の特異的構造が発現する固有機能を解析するアプローチである。現在, 

汎用的に利用される有機分子の解析法は, 分子軌道法(Quantum Mechanics method, 以降

QM法と略す)[8], 分子力学法(Molecular Mechanics method, 以降MM法と略す)[9, 10], 粗

視化モデル(Coarse-Gained model, 以降 CG モデルと略す)[11], 連続体モデル[12]等が挙

げられる。QM 法は電子状態を取り入れた原子構造を解析し, MM 法は電子構造を粗視化し

た原子構造を解析する。また, CG 法は複数の原子を粗視化した擬粒子の構造を解析し, 連

続体モデルは全原子を粗視化した連続的な材質を解析する。これらの電子や原子の構造を

粗視化した解析法が組み合わされ, 解析領域を拡大させるための構造ベースの MSMP 解析

法として QM/MM法[13, 14]やMM/CG法[15]が提案された。第 2章では, これらの解析法を

説明し, 計算精度, 計算速度及び計算効率の観点で利点と課題を述べる。 

また, 機能ベースの MSMP 解析アプローチが汎用的に利用される[16]。図 1.1.2(b)に示し

た機能ベースのMSMP解析法では, 多数の固有な機能要素を対象に, その要素を相互作用

に基づいて多様に連結し, マクロな多重的または複合的機能を設計する解析アプローチであ

る。健康増進策の MSMP 問題を機能ベースで解析する場合, マクロな免疫機能では, 白血

球やリンパ球の機能要素が複雑に結ばれた相互作用ネットワークを形成し, 病原体を認識し

排除することにより, 生体の健康状態を恒常的に維持する機能が解析される。また, 腸内細菌

叢では, 善玉菌の乳酸菌やビフィズス菌及び悪玉菌のウェルシュ菌等が複雑に結ばれた相
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互作用ネットワークを介して共生し, 腸内細菌叢の最適分布を恒常的に維持する機能が解析

される。これらの生体高分子に対して , 合成高分子の MSMP 解析では , OCTA(Open 

Computational Tool for Advanced Material Technology)が汎用的に利用される[17]。そこでは, 

異なる空間・時間スケールの基本方程式に基づいて, 固有の現象を解析する機能をもつシミ

ュレータが提供される。そして, ユーザ自身が複数のシミュレータ間を連結するモデルを考案

し, 解析領域を拡大させる解析アプローチが取られている。 

Interactions

(a) Spontaneous

hierarchization

Nano/Microscale

Macroscale

Specific 
structures

Feature function

Structure 
elements

Interactions

Feature function

Interactions

Expression

Interactions

Unspecified 
elements

Expression

Expression

Latent 
interactions

Feature function

Structure 
elements

Specific 
structuresSpontaneous

hierarchization

Structure 
elements

(c) Data mining, 
pattern recognition

(b) Semantic 

transformations

Semantic 

transformations

Latent 
interactions Database

Unspecified 
elements

 

Fig. 1.1.2 Schematic diagram to explain MSMP analysis composed of (a) structure-based, (b) 

functional-based, and (c) knowledge-based approaches. In case of structure-based method, 

various small structure elements are interacted with each other and specific structures are 

generated spontaneously. The specific structures are regarded as new structure elements and 

form an upper hierarchical layer, referred as to spontaneous hierarchization. In a bottom-up 

manner, macroscopic specific structures and homeostasis functions expressed on hierarchical 

layers are designed. As for functional-based approach, a large number of feature functions are 

variously linked and multiple and hybridized functions are designed. A linkage between 

different hierarchical layers needs data transformation to conserve physical quantities because 

meaning of physical data on each hierarchical layer is different according to variable scale, 

referred as to semantic transformation. As for knowledge-based approach, a large unspecified 

number of structure elements are latently linked and macroscopic functions are analyzed by 

inductive method such as data mining and pattern recognition. 
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次に, 無機分子の機能性材料に応用分野を換えれば, 執筆者は, 機能ベースの MSMP

解析アプローチを用いて, プラズマディスプレイパネルや半導体電子デバイスにおける無機

分子膜の劣化機構を解明した[18, 19]。そこでは, 固有の解析機能をもつ複数のシミュレーシ

ョンを多様に連結しマクロな複合的機能を解析した。また, 複数のシミュレーション間の多様な

連結形態は, 連結様式, 連結モデル, 及び, 連結頻度のカテゴリで分類された。図 1.1.2(b)に

示したように, 異なる空間・時間スケールの階層間の連結モデルでは, 同種の物理データで

あるが, 各シミュレーションの座標変数に由来して物理データの意味が異なりその変換が必要

になるため, この物理データの意味を変換する機能を物理的なセマンティック変換と名付けた

[20]。第5章では, この無機分子膜を対象にした機能ベースのMSMP解析を述べる。また, 先

端産業分野の製品設計では, 流体, 構造, 音響, 熱, 振動, 光, 電磁気等の MSMP シミュレ

ーションが活用され, 機能ベースの解析アプローチが取られている[21]。例えば, 高速車両や

航空機の設計は, 風圧抵抗を低減するための流体・構造の連成解析, 騒音対策のための音

と振動解析, 放熱対策のための熱伝導解析等が組み合わされる。これらのシミュレーションの

解析機能は, 個々の現象を詳細に解析するため夫々に深化する。そのシミュレーションプログ

ラムは , 計算を高速化するため , PC クラスタや超並列計算機上に Message Passing 

Interface[22]や OpenMP[23]の並列ライブラリを用いてカスタム化される。また, 多機能化のた

め, プラグイン・アウトできるようにコンポーネント化される。このようにして, 固有の解析機能を

もつシミュレーションが多様に連結され, 複合的機能が設計される。 

前記の構造及び機能ベースの解析法は, 基本原理が確定した MSMP 問題に対する計算

指向の演繹的解析法である。構造ベースの解析法は, 自発的な階層化により形成された特異

的構造が固有機能を発現するため, 新しい機能性分子構造の設計に有効である。そして, 機

能ベースの解析法は, 空間・時間的に離れた既存の階層において発現する固有機能が物理

的なセマンティック変換を用いて連結されるため, 新しいマクロな複合的機能の設計に有用で

ある。一方, 本研究の対象外であるが, 基本原理が不確定な MSMP 問題も多く存在する。再

度, 健康増進策の MSMP 問題を具体例に挙げれば, 近年のメタゲノム解析技術は, 便の採

取により腸内細菌の全遺伝子を解析可能である[24, 25]。その腸内細菌の中で, 従来知られ

ていた菌種は全体の 1%未満であり, 殆どは未知の菌種であることが明らかにされた。既知の

菌種は実験室の培地上で増殖可能な良培養菌のみに限られ, 腸内の嫌気性環境でしか生

存できない菌種や共生菌と一緒でないと生存できない菌種等, 未知の難培養菌が多数存在

するためである[26]。これらの膨大な菌種は未知の相互作用ネットワークで結ばれており, そ

の腸内細菌叢の最適分布が恒常的に維持される機能を発現する。図 1.1.2(c)に示すように, 

基本原理が不確定な MSMP 問題は, 不特定多数のミクロな構成要素が潜在的に連結されて

マクロな恒常機能を発現するため, その解析アプローチとして帰納的解析法が有効である。

帰納的解析法は, 計測や作製プロセスで蓄えられた豊富なデータを知識ベースに, データマ

イニング[5, 25, 27], パターン認識[28]及び人工知能[29-31]が活用される。仮説や推論が提

示されるため, 不特定多数の構成要素及びその構成要素を関連付ける相関関係, 規則性や
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パターンを抽出するデータ指向の解析法である。 

 

１.３ 機能性分子材料の研究潮流 

  有機分子の機能性材料では, 生物のサブミクロン構造を模倣した研究開発が進んでいる

[32, 33]。例えば, 蛾の目は, 夜間の弱い光を吸収するため, 数百 nm の突起構造がある[34, 

35]。また, その構造は, 光の反射を抑えて捕食を防ぐためにあるとも言われる。この突起構造

を模倣して, ディスプレイ用低反射フィルムが上市された[36]。また, 濡れた側壁に張り付くヤ

モリの足指の構造は, 高温多湿環境下の高接着機能の開発に利用される[37-41]。更に, 防

汚に優れた蓮の葉の構造は, ビルの外壁の超撥水機能や自己洗浄機能の開発に活用される。

このように, 生物の備えた特徴的構造を模倣して, 高機能を発現させる合成高分子の開発が

活発化している[33]。 

この生物模倣のトレンドは, 現状のミクロンスケールの特徴的構造から将来はナノスケール

の蛋白質構造に微細化が進むと考えられる。蛋白質は, アミノ酸分子, αへリックスや β シート

の二次構造, ドメイン構造を構成要素に高次構造が階層的に形成され, 高次構造に起因した

固有機能を発現する[7]。したがって, 生物のナノスケールにおける多様で階層的な分子構造

を模倣して天然蛋白質を超える高機能を発現させるため , 合成高分子を用いた超分子

[42-47], 並びに, 人工的にアミノ酸配列を変異させた超蛋白質[48-50]の高次構造の予測及

び設計が重要になる。 

(a) Channel structure of membrane protein (b) Constricted channel structure 

in artificial coating film

Amino acid α-helix 

(3.5-4 nm)
Acryl acid oligomer

(2.4 nm)

Aggregate structureDomain structures

Side view Top view Side view Top view

Solvent
Oxygen of H2O

  

Fig. 1.1.3 (a) Channel structure of a membrane protein for water transportation and (b) 

constricted channel structure in an artificial coating film for solvent capture. The structure of the 

membrane protein referred as to aquaporin is stored in the protein data bank as 3D9S. The 

channel structures are hierarchically composed of amino acids, 6 α-helixes, and 4 domains. In a 

similar way, the constricted channel is hierarchically composed of acryl acids, 6 arched 

oligomers and an aggregate structure. 
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図 1.1.3 には, 膜蛋白質アクアポリンのチャネル構造, 及び, 人工被覆膜のくびれ型チャネ

ル構造を示した。アクアポリンは, 腎臓における尿細管の細胞膜表面に存在し, 水分子を選

択的に通過させる機能がある。その蛋白質構造は, 6本のアミノ酸の αへリックスが凝集してチ

ャネル構造を形成し, そのチャネル構造が 4つ集まって複合体構造を構成する。第 4章では, 

生物模倣の観点により設計された人工被覆膜を述べる。この人工被覆膜は, アクリル酸オリゴ

マーを凝集させたくびれ型チャネル構造を形成し, 溶媒分子の捕獲機能を発現する。 

超分子や超蛋白質の機能性分子材料を創生するためには, 「観る, 真似る, 創る」の技術

連携が必要不可欠である。このシナジーにより, 蛋白質の分子構造は高度計測技術を用いて

観察され, その観察された分子構造を模倣した高次構造が MSMP 解析技術を用いて設計さ

れ, その設計された高次構造が先端的な作製技術を用いて創生されることが期待される。高

度計測技術では, ナノスケールの分子構造を観察するため, 高輝度 X 線施設 Spring-8 にお

ける X線の小角散乱や広角回折[51, 52], 陽子施設 JPARCにおける中性子非弾性散乱[53], 

または, 原子間力顕微鏡[54], 走査型トンネル顕微鏡[55], 及び, 1分子イメージング[56]を利

用した研究が進められている。従来, 細胞膜に存在する蛋白質構造は, 生体機能を維持する

重要な働きをもちながら, その観察例は極めて少なかった。しかし, 近年, 膜蛋白質の結晶化, 

精製, 及び, 増幅技術が発展し, 高輝度 X 線を用いて, 生体内に存在する 5500-7500 種類

の膜蛋白質の中で 350種類の高次構造が同定され, その構造数が増加傾向にある[57, 58]。

また, 従来のトップダウン方式の微細加工に代わって, 超分子では, ボトムアップ方式の精密

重合や自己組織化のプロセス技術が駆使され, 省エネルギー型の作製技術が発展している。

精密重合では, モノマー配列の並び順, 主鎖, 側鎖, 分岐や末端構造, 反応位置, 分子量

や組成分布, 立体規則性が厳密に制御されつつある[59]。また, 自己組織化では, 螺旋, チ

ャネル, チューブ, リボン, ヘアピンやファイバーの一次元状の構造[60-66], クラウンエーテ

ルの周期的環状やテンドリマー, レイヤーの二次元状の構造[67-72], ナノカプセルやブラシ

型の三次元状の構造[73], 2016 年度のノーベル化学賞の受賞対象であるポリロタキサンやポ

リカテナンの高次構造[74, 75]等, 階層性をもつ分子構造が作製されている。したがって, 

MSMP 解析は, 機能性分子材料の創生を先導するため, 観察された分子構造をもとに, 生

物のナノスケールにおける多様で階層的な分子構造を模倣して高精度, 高速そして効率的に

特異的構造の予測及び設計を行い, 超分子や超蛋白質の作製に繋げる重要な役割を担っ

ている。 

 

１.４ 研究目的 

本研究では, 超分子や超蛋白質の機能性分子材料を創生するため, 生物模倣の観点で

構造ベースの MSMP 解析アプローチを探求する。多様なナノ分子構造を用いて全分子構造

をボトムアップ方式で組み立て, そのエネルギーを高精度そして高速に予測する方法を開発

する。また, 階層的な構造探索により, 特異的構造及び派生させた冗長構造を効率的に予測
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する方法を構築する。そして, ナノ分子構造を制御しマクロな恒常機能を設計することを目指

し, 機能ベースの MSMP 解析法を開発する。異なる空間・時間スケールにおける固有機能を

連結し, マクロな複合的機能を予測する方法を構築する。 

 

１.５ 構成内容 

本論文は, 目次, 要旨, 第 1 ~ 6章, 参考文献, 謝辞で構成される。図 1.1.4は, 本論文の

内容を応用分野, MSMPモデリングと計算手法, 及び, MSMPフレームワークの階層で表した

構成図である。各章の内容を章番号付きの点線で囲んでおり, その構成内容と階層図の対応

関係を示した。 

 

PC clusters, High-performance computers

Linux, AIX, Windows
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polymers

Inorganic 
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MSMP

applications
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Functional molecular materials
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Fig. 1.1.4  Thesis contents in each section shown  

in layered organization of MSMP analysis. 

 

第 1章では, MSMP問題の共通課題を説明し, その課題を解決するためのMSMP解析ア

プローチとして, 構造ベースと機能ベースの演繹的解析法, 並びに, 帰納的解析法を述べた。

また, 機能性分子材料の創生に向けて, 生物模倣の研究潮流及び技術連携の重要性を述

べ, 本論文の研究目的を示した。 
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第 2 章では, 有機分子を解析対象に汎用的に利用される演繹的解析法を説明し, 構造自

由度, 計算精度, 計算速度及び計算効率の観点で利点と課題を述べる。 

第 3章では, その課題を解決するため, 生物の多様で階層的なナノ分子構造を模倣した構

造ベースのMSMP解析法として分子クラスタアセンブリ法を提案する。本解析法を構成する三

つの方法, ①分子構造自由度の削減法, ②全分子のエネルギー計算法, ③低エネルギー構

造の探索法を説明する。 

第 4章では, フェノール系及びアクリル酸系の有機分子を解析対象に分子クラスタアセンブ

リ法を適用する。本解析法を用いて予測された特異的構造と固有機能を示し, 計算科学的及

び物理化学的な観点から解析結果を検討する。 

第 5章では, 機能ベースのMSMP解析法を説明し, 複数のシミュレーション間の連結形態

を類型化する。また, 無機分子材料に適用した MSMP 解析例として, 連携シミュレーション及

び連成シミュレーションを用いた解析結果及び成果を示す。 

第 6章では, 本論文の結論を纏め, 今後の展開を示す。 
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第２章 

研究課題 

 

２.１ 汎用的な分子解析法 

本節では, 有機分子を解析対象に汎用的に利用される MSMP 解析アプローチを説明し, 

その利点と課題を述べる。その代表の QM/MM法[13, 14, 76-82]は, QM法, 及び, MM法ま

たは分子動力学法(Molecular dynamics method, 以降MD法と略す)を組み合わせた解析法

である。また, 生体高分子を解析対象に開発されたRISM/FMO法 (Reference Interaction Site 

Model/Fragment Molecular Orbital)[83], 及び, 合成高分子を対象に利用される OCTA[17]を

説明する。 

初めに, QM/MM法の構成要素である QM法とMM法及びMD法を説明する。表 2.1.1に

は, 各解析法の特徴を示した。QM 法は, 設定された原子座標をもとに, Schrödinger 方程式

及び Born Oppenheimer 近似に基づいて電子構造を計算し, 有機分子が結合や解離する化

学反応を解析する方法である[8]。ハミルトニアンは, 電子の運動エネルギー, 電子と原子間

相互作用エネルギー, 電子間相互作用エネルギー, 及び, 原子間相互作用エネルギーで構

成され, 次式で与えられる。 
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ここで, ri, rjは電子の座標変数, RI, RJは原子の座標変数, ZI, ZJは原子電荷である。次に, 

電子の基底関数を用いて一電子積分や二電子積分を計算し固有方程式が形成される。そし

て, 固有方程式を対角化し電子の固有エネルギーと固有関数が求められる。QM 法の計算精

度は, 電子の基底関数の種類, 及び, 電子間相互作用の交換相関モデルで決定される。電

子の基底関数は, ガウス関数を用いた分子軌道の線形結合が用いられる。分子軌道法の標

準的汎用ソフトウェア Gaussian の名前の由来であり, 開発代表者の Pople は功績が称えられ

1998 年度にノーベル化学賞を受賞した[84]。また, 電子交換相関モデルには, 密度汎関数

法[85]に基づいて局所密度汎関数近似を用いたB3LYP法[86], 及び, 電子間相互作用の二

次の摂動項まで取り入れたMP2法[87], 電子の励起状態を解析するCCSD法[88]や SAC-CI

法[89]が挙げられる。その計算時間は, 電子間相互作用の二電子積分の計算に時間を要す

る。B3LYP法は基底関数の数の 2.7乗に比例し, MP2法はその 4乗に比例する[8]。したがっ

て, QM法は, 電子交換相関モデルの近似レベルに応じて高精度計算が可能であるが, 基底

関数の数の累乗に比例して計算時間が長くなることが問題である。有機分子はファンデルワ
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ールス(van der Waals, 以降 vdW と略す)エネルギーが重要であることが知られ, その計算に

は電子分極により原子に誘起したダイポール間相互作用を取り入れなければならない[90]。し

たがって, MP2 以上の高次摂動法や非局所密度汎関数の導入が必要であり, その計算の高

速化が課題である。一方, 相互作用エネルギーの近似モデルを導入し高速化する方法がある。

Elongation 法[91]は, 分子構造に部分構造が連結し伸長するとき, 連結された部分構造近傍

の原子で構成される固有方程式のみを更新する高速化法である。また, FMO 法[92, 93]は, 

共有結合を切断した基底関数を用いて分子フラグメントを形成し, 分子フラグメント間の電子

間相互作用がクーロン相互作用のみで近似され, 並列化効率を向上させる高速化法である。

更に, NTChem[94]は超並列計算機用に開発され, 京コンピュータ上で高い並列化効率が実

現されている。 

また, 原子配置の安定構造を解析するため, 共役勾配法や DIIS(Direct Inversion in the 

Iterative Subspace)法の構造最適化法が利用される。しかし, これらの構造最適化法で求めら

れた最適化構造は, 最小エネルギーである保証がなく, 初期の原子配置近傍の局所領域に

おける極小エネルギー構造である。実験による計測で全分子構造が同定されている場合は初

期の原子配置を設定できるが, 全分子構造が参照構造を持たない場合は解析困難である。

したがって, 初期の原子配置に非依存の構造最適化, 並びに, 機能性分子を創生するため

全分子構造が未知な場合に低エネルギー構造を予測することが課題である。 

 

Table 2.1.1 Characteristics of QM and MM, MD methods. 

Reservoir model for solvent effect

Energy

calculation

Calculation cost

Calculation

method

Characteristics

Structure  search

QM

(Quantum Mechanics)

MM  or  MD

(Molecular Mechanics/Dynamics)

PME, BH, FMM

Multi-time step method

Bond, Angle, vdW parameters

(Fitting to experiments）

Coulomb, Torsion parameters
(Small molecules using QM calc. ) 

Basis sets

Electron exchange and correlation

STO-3G, 3-21G,

6-31Gd+, etc.

HF, B3LYP, MP2, 

CCSD, SAC-CI, etc.

Conjugate gradient method, Direct inversion in the iterative subspace, 

Extended ensemble (Replica exchange, Multi-canonical)

Fast calculation of statistical 

ensemble using interaction 
parameters between atoms

based on Newton equation

O(N～NogN)

N: Number of atoms

O(N2.7～8)

N: Number of basis function

Accurate analysis of electron 

structures and chemical reactions
according to atomic coordinates

based on Schrödinger equation 
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次に, MM法やMD法[9, 10, 95]は, 電子の構造自由度が削除され, 原子間相互作用エネ

ルギーのパラメータ化により, 全原子の最適化構造及び熱力学アンサンブルを解析する方法

である。全エネルギーは, AMBER力場モデルに基づいて次式で与えられる。 
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ここで, 第 1～3 項は, 原子間の短距離相互作用エネルギーを表し, ボンド, アングル, 及

び, 捩じれエネルギーで構成される。第 4 と 5 項は, 原子間の長距離相互作用エネルギーを

表し, クーロンエネルギーと vdW エネルギーである。ボンドとアングルエネルギーのパラメータ

係数は実験で計測された有機分子の振動スペクトルにフィッティングして求められる[9]。また, 

vdW エネルギーのパラメータ係数は, 有機溶媒の密度と気化熱の測定値を再現するよう求め

られる[10, 95]。次に, クーロンエネルギーのパラメータ係数は, 原子の部分電荷を表す[9, 96]。

生体高分子の蛋白質では, 20 種類のアミノ基の部分電荷が求められた。そこでは, 真空中に

おける単一アミノ基の分子構造を対象に, QM法のHartree Fock（以降, HFと略す)モデルで求

めた静電ポテンシャルにフィッティングして Electronic static potential電荷(以降, ESP電荷と略

す)が計算された。本来, 蛋白質は水溶液中に存在するため, QM 法を用いた ESP 電荷の計

算は水溶液中の電子分極の効果を取り入れる必要がある。一方, HF モデルは, 電子相関を

取り入れていないため過度の電子分極が生じる。この過度の電子分極が偶然にも水溶液中の

電子分極に相当すると仮定して, 真空中の HF モデルを用いた高速計算が推奨されている。

したがって, この部分電荷は, 物理的な計算精度の誤差が物理現象に由来する効果と同等

であると仮定された近似モデルである。一方, QM法で良く用いられるMulliken電荷は, 共有

結合状態の電子配置を原子に分配した部分電荷であるが, クーロンエネルギーのパラメータ

係数としてはエネルギー保存則が満たされないため相応しくない。元々, 電荷は量子力学的

な観測可能量ではないため, QM法では一意的に決められない任意性があり, 多数の部分電

荷モデルが提案されている[96]。よって, 解析対象や目的に相応しい部分電荷モデルを選択

する必要がある。そして, 合成高分子では, 解析対象の有機分子毎にQM法を用いて部分電

荷を計算する必要がある。次に, 捩じれエネルギーは, 10 meVオーダーと小さいため高精度

計算が必要である。しかし, 捩じれエネルギーのパラメータ係数は, 原子種や分子構造に依

存せず同一のパラメータ値が推奨されることがあるため[9], 任意性が極めて高く低精度である。

したがって, MM法では, 原子間相互作用エネルギーの高精度化が課題である。 

MM 法は, 前記の原子間相互作用エネルギーのパラメータ化により高速計算が可能である。

一部のパラメータ係数はQM法で計算されたパラメータ値を用いるため, MM法はQM法の解
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析領域を拡大させた MSMP 解析アプローチと捉えられる。そして, 溶媒原子や環境原子を取

り入れて, 長距離相互作用のクーロンエネルギーに対して Particle Mesh Ewald 法[97], 

Barnes–Hut法[98], 及び, Fast Multipole Method法[99]の高速化法が開発された。これらの方

法では, 近接原子間は力場モデルを直接用い, 遠隔の原子間は近似モデルを用いて計算さ

れ, 原子数Nに対してオーダーNまたはNlogNに比例して高速計算が可能である。次に, MD

法では, ニュートン運動方程式に基づいて, 時間発展的に原子配置が更新される。熱力学変

数の設定条件に対応して, カノニカル, ミクロカノニカル, 及び, グランドカノニカルの熱力学

的平衡状態における統計アンサンブルが計算される。また, MD 法の単純な計算処理を専用

計算機に搭載した高速化が進められている。D. E. Shaw[100, 101]らは, 512チップで構成さ

れた演算速度 6.5PF/sの超高速専用計算機Anton2, 及び, オーダーNの並列アルゴリズムを

開発し, 水溶液中における蛋白質の折り畳み構造を解析した。水分子を含めて原子数 10
5 の

系に対して, クーロンエネルギーのカットオフ近似を用いて, フォールディング時間 1ms の計

算時間が17日で実現された。このとき, 全原子の位置と速度は2fs毎に生成されるため, 全デ

ータ量は 2.4×10
6
 TB と膨大になる。したがって, MD法は, 生成されたビッグデータに対して, 

効率的なサンプリングによりデータ量を削減し, 物理的に有用な計算データを抽出することが

課題である[102]。更に, 原子を粗視化した CG モデルは, 複数の原子で構成される擬粒子を

仮想し, 全粒子数が削減されるため高速計算が可能である。しかし, 擬粒子間の相互作用エ

ネルギーを高精度化することは容易ではないため, 蛋白質を構成するアミノ酸に対して数多く

のCGモデルが提案されている[1, 11, 15, 103-107]。そのCGモデルでは, 擬粒子間の相互作

用エネルギーのパラメータ係数が MM 法や MD 法の全原子を用いて計算される統計平均ポ

テンシャルを再現するように決定される物理ベースのモデル, 及び, 実験で計測された蛋白

質構造をもとに原子間の動径分布を再現するように決定される知識ベースのモデルが提案さ

れた。また, CGモデルで計算された擬粒子構造を用いて原子構造が復元され, MM法やMD

法に連携させて高精度化させる研究が進められている[108]。したがって, CGモデルは, 擬粒

子を構成する原子の種類と数, 及び, 高精度な擬粒子間相互作用エネルギーのパラメータ係

数をユニバーサルに決定することが課題である。 

MM法やMD法を用いた全原子の最適化構造や熱力学アンサンブルの解析は, 初期の原

子配置近傍の局所領域に限定されやすいため, 温度を制御パラメータとしてアニーリング法

[109]やレプリカ交換法[110-114], または, マルチカノニカル法[115]等の大域的な構造探索

法が提案された。レプリカ交換法では, 複数の温度に対する熱平衡状態が計算され, 詳細平

衡原理に基づく遷移確率に従って熱平衡状態間のアンサンブルが交換される。高温では, 

多数の極小エネルギー状態が存在し, 極小エネルギー状態間の遷移確率が高い。そのため, 

アンサンブルが膨大に存在し, その構造が形成されるまでの計算時間が長い。一方, 低温で

は, 少数の極小エネルギー状態が存在し, その間の遷移確率が低いため, 少数のアンサン

ブルに局在しやすい。その結果, 熱平衡状態間の遷移では, 長時間計算された多数の高エ

ネルギー状態から少数の低エネルギー状態に遷移するため, 重複的で反復的に同一構造の
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探索が繰り返されて計算量が増大する。したがって, 低エネルギー構造の探索では, 重複的

で反復的に計算される不必要な計算量を削減し, 構造探索を効率化することが課題である。 

次に, QM/MM法[13, 14, 76-82]は, 大規模な有機分子を解析対象に, 高精度計算が可能

なQM法と高速計算が可能なMM法を組み合わせ, 局所領域の電子エネルギー構造及び全

原子の熱力学アンサンブルを解析する方法である。開発者のA. Warshel, M. Levitt とM. 

Karplusは, マルチスケールの解析法を導入した功績が称えられ, 2013年度にノーベル化学

賞を受賞した[76-78]。 

図2.1.1は, QM/MM法の説明図, 及び, 水分子の熱力学アンサンブルに囲まれたエタノー

ルの電子構造の計算例である[116]。QM/MM法では, 大規模有機分子の局所的な活性領域

はQM法を用い , その周辺領域はMM法を用いて解析する。全ハミルトニアンH
QM/MMは, 

H
QM

(X,X), H
QM/MM

(X,Y), 及び, H
MM

(Y,Y)で構成され, 次式で与えられる。 

 

Y) (Y,+ HY)(X,X) + H(X, = HH MMQM/MMQMQM/MM
                  (2.3） 

 

ここで, XとYはQM領域とMM領域おける原子と電子の座標変数である。H
QM

(X,X)はQM

領域における原子と電子間相互作用エネルギー, 電子間相互作用エネルギー, 及び, 原子

間相互作用エネルギーで構成され, H
QM/MM

(X,Y)はQM領域とMM領域間に跨る原子と電子

間相互作用エネルギーと原子間相互作用エネルギーで構成され, 及び, H
MM

(Y,Y)はMM領

域における原子間相互作用エネルギーで構成される。 

 

QM region

HQM
HQM/MM

MM region

HMM

F(Y) = FMM
Coulomb(X,Y) + FMM

vdW(X,Y)

+ FMM(Y,Y)

F(X) =  FQM(X,X)

+ FQM(X,Y) + FMM
vdW(X,Y)

 

Fig. 2.1.1 Schematic diagram to explain QM/MM method and a simulation example which 

represents electron structure of ethanol embedded in thermal equilibrium state of aqueous 

solvents. Force model used in QM region, F(X), and that used in MM region, F(Y), are shown. 

According to energy conservation law, coulomb force from MM to QM region, F
QM

(X, Y) needs 

to be equal to that from QM to MM region, F
MM

coulomb(X, Y). 
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QM 領域と MM 領域間の相互作用が強く電子分極が生じる場合は, 全エネルギーが収束

するまで自己無撞着の反復計算が必要である。一方, 両領域間の相互作用が弱く電子分極

が小さい場合は, ONIOM(Our Own N-layered Integrated Molecular Orbital and Molecular 

Mechanic)法が適用される[117, 118]。この場合の全ハミルトニアン H
QM/MMは, 各領域で計算

される QMエネルギーとMMエネルギーの和で表わされ, 次式(2.4) で与えられる。 

 

    Y )  ( Y ,+  HY)(X,X) + H(X, = HH MMMMQMQM/MM
                   （2.4） 

 

図 2.1.2には, QM法とMM法を組み合わせた QM/MM法による連成シミュレーションの計

算手順を示した。QM 計算では, QM 領域の原子座標をもとに, 電子エネルギーと原子に働く

力場が計算される。MM 計算では, MM 領域の原子座標をもとに, 原子間相互作用エネルギ

ーと原子に働く力場を計算し原子位置が更新される。両計算の連結モデルでは, QM 計算で

求めた QM 領域のエネルギー, 原子に働く力場, 及び, 静電ポテンシャルから抽出された

ESP電荷をMM計算に受け渡す。MM計算では, MM領域の原子に働く力場が計算され, 受

け渡された QM 領域の原子に働く力場と合わせて, 全原子位置が更新される。次に, MM 計

算で求めた全原子位置は, QM計算に受け渡され, 新しい原子座標をもとに電子エネルギー

と原子に働く力場が計算される。そして, 両計算は同時並行的に実行され, 全エネルギーが

計算される。 

以下では, QM/MM法の課題を述べる。QM/MM法では, MM法は原子数 Nに対してオー

ダーN-NlogNに比例した高速計算が可能であるが, QM法はQM領域における電子の基底関

数の数の2.7-4乗以上に比例し計算に長時間を要する。両計算は原子位置が更新される度に, 

原子座標, 力場, ESP電荷の物理データを交換する必要がある。したがって, 全エネルギーの

計算時間は QM 法に律速されるため, 高速化が課題である。また, 全エネルギーは, MM 法

の低精度の捩じれエネルギーを含むため, 高精度化が課題である。次に, 原子自由度を低

減する方法には , MM 領域の原子自由度を低減し計算時間を軽減する方策がある。

CPK(Charge Response Kernel)法[119]では, MM領域からの平均場に対する QM領域の分極

関数を計算する。また, RISM/FMO法[83, 120]では, MM領域における原子密度の統計平均

分布に対する QM 領域の分極電荷を計算する。また, CG モデルを用いて原子を粗視化する

場合は, 複数の原子を一つの擬粒子に仮想して原子自由度が低減される。しかし, 前述のよ

うに, CGモデルは, 擬粒子を構成する原子の種類と数, 及び, 物理ベースや知識ベースの高

精度な擬粒子間相互作用エネルギーのパラメータ係数を統一的な方法で決定することが課

題である[121]。更に, 多数の原子自由度で構成される構造空間において低エネルギー構造

を探索する課題がある。前述のレプリカ交換法を QM/MM 法に導入する場合は, 長時間計算

された多数の高エネルギー状態から少数の低エネルギー状態に遷移するため, 重複的で反

復的な構造探索が繰り返されて計算量が増大する。したがって, 不必要な計算量を削減し構
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造探索を効率化, 並びに, 実験計測による参照構造を持たない機能性分子構造を予測する

ことが課題である。 

QM MM

Energy, force, 
charge on atoms 

in QM region

Electron energy,
force, charge

on atoms
in QM region

Atom position,
energy,

force on atoms
in QM, MM regions

Atom position
in QM, MM regions

State
transition

State
transition

 

Fig. 2.1.2  Link expression of QM/MM simulation. Link specifications are described as many 

to many correspondences, two-way and iterative communication. The link models are built 

according to energy conservation law.  

 

QM/MM 法を用いた連成シミュレーションは, 電子構造自由度をもつ原子とそれを削除した

原子が構造要素を構成し, 原子や電子間相互作用に基づいて連結した構造ベースのMSMP

解析アプローチである。また, 電子エネルギー構造の解析機能をもつ QM 法と熱力学アンサ

ンブルの解析機能をもつMM法やMD法が連結した機能ベースのMSMP解析アプローチと

捉えることもできる。第 5 章では, 機能ベースの MSMP 解析アプローチの連結形態は, 連結

様式, 連結モデル及び連結頻度のカテゴリで類型化されることを示す。その類型化によれば, 

QM/MM 法を用いた連成シミュレーションは, 多対多対応の双方向反復型の連結様式である。

また, 連結モデルは, QM 法で求めた電子構造の静電ポテンシャルに一致するように ESP 電

荷が抽出されており, エネルギー保存則が満たされる。  

 次に, 図 2.1.3には, 生体高分子を解析対象に開発された RISM/FMO法を用いた連成シミ

ュレーションの計算手順を示した。また, 図 2.1.4 は, 水分子を構成する酸素原子の統計平均

分布に囲まれたリゾチウム蛋白質の電子構造の計算例である[83, 122]。溶媒原子の統計平均

分布を解析する RISM法[123]と溶質原子の電子エネルギー構造を解析する FMO法[92. 93]

が連結された機能ベースのMSMP解析アプローチである。RISM法は, RISM積分方程式に

基づいて, 等間隔メッシュを座標変数に用いて溶媒原子の統計平均密度が計算される。FMO

法は, 前述のように, 共有結合を切断した基底関数を用いて分子フラグメントが形成され, 分

子フラグメント間の電子間相互作用がクーロン相互作用で近似された電子エネルギー構造が
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計算される。そして, 連結様式は 1対 1の双方向反復型である。また, 連結モデルでは, 溶媒

原子分布と溶質原子の電子密度分布が相互作用するため, 全エネルギーが収束するまで自

己無撞着の反復計算が行なわれる。RISM 法の等間隔メッシュ点上で計算された溶媒原子の

統計平均密度は, 溶媒原子の擬粒子を取り入れるために FMO 法に導入された不等間隔メッ

シュ点上の部分電荷に変換される。したがって, この連結モデルは電荷保存則が満たされる。

溶媒原子の擬粒子の座標変数に不等間隔メッシュ点が用いられた理由は, 等間隔メッシュに

比較して不等間隔メッシュの離散点数が削減され, FMO 法における一電子積分の計算が高

速化されるためである。次に, 溶質原子のESP電荷は, FMO法で求めた電子構造の静電ポテ

ンシャルに一致するように抽出されて RISM 法に受け渡される。したがって, この連結モデル

はエネルギー保存則が満たされる。この連成シミュレーションでは , Mediator と呼ばれる

MSMP解析支援ツールが用いられた[20, 83, 122]。Mediatorでは, RISM法の溶媒原子密度

を FMO法の溶媒擬粒子の部分電荷に変換するため, 不等間隔メッシュ点の占有領域に内在

する等間隔メッシュ点が探索される。この探索計算は, RISM法とFMO法の計算と同時並行的

に計算されるため, 連成シミュレーションが高速化される。更に, RISM 法に渡される溶質原子

の ESP 電荷と FMO に渡される溶媒擬粒子の部分電荷は, 反復計算に直接用いられずに, 

部分電荷が更新される履歴解をもとに DIIS 法を用いて新部分電荷が計算され反復計算に用

いられた。この計算処理により, 自己無撞着計算の反復回数が低減され, 収束を加速させる

アクセラレータ機能が開発された。 

 

RISM FMO

Statistically averaged 
solvent density on 

uniform mesh points

Solvent charge on 
scattered quasi-atoms

Electron energy,
electron density 

on solution atoms

ESP charge on 
solution atoms

ESP charge on solution atoms,
Solvent charge on scattered points

State 
transition

State 
transition

Mediator

 

Fig. 2.1.3  Link expression of RISM/FMO coupled simulation via mediator. Link models 

consist of charge models which are built according to charge and energy conservation laws. The 

accelerator enables us to reduce iteration times of self-consistent calculation. Link specifications 

are described as one to one correspondence, two-way and iterative communication. 
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Electron structure of Lysozyme

Oxygen density of aqueous solvents

 

Fig. 2.1.4 Electron structure of Lysozyme embedded in statistically averaged oxygen 

distribution of aqueous solvents obtained by using RISM/FMO coupled simulation. 

 

以下では, RISM/FMO法の課題を述べる。RISM/FMO法では, RISM法が高速フーリエ変

換の計算に時間を要し, FMO 法が分子フラグメントを構成する電子の基底関数の数の 2.7-4

乗以上に比例し計算に時間を要する。そして, 両計算は原子の部分電荷が更新される度に, 

溶質原子の ESP 電荷と溶媒擬粒子の部分電荷を交換する必要がある。この部分電荷が更新

される時間は, FMO法の大規模な並列計算により RISM法の逐次計算と同等に高速化される

が, MM 法や MD 法の原子配置が更新される時間に比較して極めて長い。したがって, 全エ

ネルギーの計算時間は FMO 法に律速されるため , 更なる高速化が課題である。また , 

QM/MM法ではQM法は大規模有機分子の局所的な活性領域を解析するが, RISM/FMO法

ではFMO法は大規模溶質原子を解析するため, 計算量の削減が課題である。また, RISM法

を用いて溶媒領域の原子自由度が低減されたが, 溶質領域の原子自由度を低減することが

課題である。更に, レプリカ交換を導入し低エネルギー構造を探索するためには, 重複的で

反復的に探索される不必要な計算量を削減し, 構造探索を効率化することが課題である。 

最後に, 合成高分子を対象に利用される OCTA [17, 124-127 ]について述べる。OCTAは, 

ソフトマテリアルの特性を予測するために, 4 つのシミュレータで構成されたオープンな計算科

学ツールである。4 つのシミュレータは, 擬粒子モデル用いた MD 解析, レプテーション理論

に基づく粘弾性解析, 平均場近似に基づく高分子界面, ミセルの自己組織化構造や相分離

構造の解析, 及び, 多相の連続体に対する流動, 変形, 拡散, 輸送の解析で構成される。こ

れらのシミュレータは, データの構造, 名前, 単位が定義された UDF(User Definable Format)

と呼ばれるデータ形式の入出力ファイルを用いて, シミュレータのプラットフォーム上でデータ

連携が行なわれる。ユーザは UDF ファイルを用いて, 自分自身で固有の解析機能をもつシミ

ュレータ間を連結するため, 機能ベースの MSMP 解析アプローチが取られている。現在, 合
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成高分子のミクロな絡み合いに起因する粘弾性とマクロ流体の歪特性を連結するモデリング

の研究等が進められている[128, 129]。 

 

２.２ まとめ 

表 2.2.1には, 構造自由度, 全エネルギーの計算, 及び, 低エネルギー構造の探索を観点

として, QM法, MM法, MD法, CG法, QM/MM法, 及び, RISM/FMO法の比較表を示した。

QM 法は, 全エネルギーを高精度に計算可能であるが, 計算時間を要し局所的な構造探索

に限定される。MM法, MD法, 及び, CG法は, 原子自由度を低減させた高速計算が可能で

あるが, 捩じれエネルギーや擬粒子間相互作用エネルギーの高精度化が課題である。また, 

大域的な構造探索が可能であるが, 同一構造が重複的及び反復的に計算される不必要な計

算量を削減し, 構造探索を効率化させることが課題である。QM/MM法では, QM法の解析が

活性領域に限定されるため高速化されるが, MM法やMD法に比較して計算時間が長い。ま

た, MM 法の捩じれエネルギーの計算精度が低いため, 高精度そして高速計算の両立が課

題である。RISM//FMO 法は, FMO 法の大規模並列計算により高速化される。しかし, 大域的

な構造探索のためには, 更なる高速化及び効率化が課題であることが示された。次章では, 

前記の課題を解決するため, 新規の構造ベースのMSMP解析アプローチを提案する。 

 

Table 2.2.1 Comparison of QM, MM, MD, CG, QM/MM, RISM/FMO methods 

 according to three main calculation components. 
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第３章 

研究方法 

 

３.１ 構造ベースのMSMP解析アプローチ 

--- 分子クラスタアセンブリ法 --- 

 

本章では, 機能性分子材料を創生するため, 生物模倣の観点で分子クラスタアセンブリ法

(Molecular-Cluster-Assembly method, 以下MoCA法と略す)を提案する[130-141]。MoCA法

は, ①分子構造自由度の削減法, ②全分子のエネルギー計算法, ③低エネルギーの分子構

造探索法で構成される構造ベースのMSMP解析アプローチである。図3.1.1には, これらの三

つの方法を連携させた MoCA 法の全体フローを示す。初めに, 全分子構造は, 構造自由度

を削減した多様なナノ分子構造（以下分子クラスタと呼ぶ）を用いてボトムアップ方式で組み立

てられる。次に, 全分子のエネルギーは, 分子クラスタ内と分子クラスタ間のエネルギーを用

いて高精度そして高速に計算される。そして, 生物模倣の観点で, 複数の分子クラスタで構成

される核構造をブロック単位として, 階層的そして大域的に特異的構造を組み立てる構造探

索により, 低エネルギー構造が効率的に予測される。 

 

Build-up macromolecules

with various molecular clusters

in a bottom-up manner

Total energy calculation by

hybridizing intra- and inter- energy 

of molecular clusters

Hierarchically search and predict

low energy structures using nucleus 

composed of molecular clusters
 

Fig. 3.1.1 Calculation flow of a molecular-cluster-assembly method. 

 

以下では, MoCA法を構成する三つの方法の概要を述べる。 

①分子構造自由度の削減法では, 分子クラスタは小規模分子の極小エネルギー構造及びそ
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の捩じれ構造で生成される。離散的構造空間において, ボトムアップ方式で組み立てられる

全分子構造の数は[2Nλ×Nd
Nχ

]
Np に限定され大幅に削減される。ここで, Nλ は極小エネルギー

構造の数, Ndは捩じれ角の離散点数, Nχは捩じれ角の種類, Npは分子鎖長である。 

②全分子のエネルギー計算法では, 全分子エネルギーEtotは, QM法を用いた分子クラスタ内

エネルギーと MM 法を用いた遠隔の分子クラスタ間エネルギーで構成される。QM 法の計算

は, 小規模な分子クラスタ構造とその捩じれ構造に限定されるため, 計算量が削減される。

その分子構造数は(2Nλ)
2
×Nd

Nχであり, 前処理で並列計算できるため, Etotは高速に計算可能

である。また, Etotは, MM法の低精度の捩じれエネルギーを使用せずに, QM法の捩じれた分

子クラスタ内エネルギーが用いられるため, 高精度に計算可能である。 

③低エネルギーの分子構造探索法では, 離散的構造空間は分子クラスタの構造樹形図で表

現される。大域的及び階層的探索では, 同一の分子構造のエネルギー計算を重複させずに, 

全分子構造のエネルギー状態数が計算される。そこでは, 生物模倣の観点で, 分子クラスタ

数 Nhで構成される核構造をブロック単位として上位階層が構成され, 全分子構造が組み立て

られる。そして, エネルギー閾値を用いて, 鎖長（k+1）Nh の分子構造数を Nseq,kNhNfg
Nh に削

減するため, 自発的に形成される低エネルギー状態の特異的構造が効率的に予測可能であ

る。ここで, kは整数, Nfg
Nhは分子クラスタのエネルギー閾値を設定したときの核構造の候補数, 

Nseq,kNhは分子鎖長 kNhのエネルギー閾値を設定したときの特異的構造の候補数である。 

 

３.２ 分子構造自由度の削減法 

室温における全分子構造は, モノマー分子の重合反応により合成された鎖状構造が折り畳

み構造に変化し, 低エネルギー状態の安定構造を形成する。全分子の分子鎖長を Np, モノ

マーの原子数を Nm, 各自由度における原子座標の離散点数を Nd とすれば, 構造空間にお

ける分子構造数は Nd
3NmNpと膨大である。以下では, 分子クラスタを用いて分子構造の自由度

を削減し膨大な分子構造数を低減する方法を提案する。 

全分子のエネルギーEtot は, モノマー内エネルギーEm とモノマー間の相互作用エネルギー

Einterで構成され, 次式で与えられる。 

 









pp N

i

i

j

jiinter

N

i

imtot rrErEE
2

1

11

),()(                           (3.1) 

 

ここで, riはモノマーi と隣接モノマーを連結するメチレン基 CH2の原子座標である。一般に, 

全分子をモノマーに分割する場合, 隣接モノマー間の共有結合が切断されるため, その電子

状態を記述するために局在軌道が良く用いられる[81, 91-93]。ここでは, 共有結合の価電子

軌道が維持されるように分子クラスタを用いて全分子のエネルギーを表す。図 3.2.1 は MoCA
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法の説明図である。分子クラスタは二つのモノマーと二つの CH2が繋がったダイマーで構成さ

れ, 隣接する分子クラスタが一つずつのモノマーと CH2 で構成される分子連結部において空

間的に重なっている様子を示した。また, 分子フラグメントは, 分子クラスタから分子連結部を

除いた一つずつのモノマーと CH2 で構成される。このとき, 全分子のエネルギーEtot は, 分子

クラスタのエネルギーEcinから, 重複加算される分子連結部のエネルギーEcjを差し引き, 遠隔

の分子フラグメント間の相互作用エネルギーEcinterを加えることで与えられ, 次式で表される。 
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ここで, 式(3.2)の二行目において, Eｃはダイマーで構成された分子クラスタのエネルギー, Eｊ

は分子連結部のエネルギー, Einterは遠隔の分子フラグメント間の相互作用エネルギーである。 

Ec-j

Einter

 > 0  > 0

ri
,

ri-1
,

Molecular
clusters

Molecular
junction

Molecular
fragment

(a) Para-cresol oligomer

Molecular
clusters

Molecular
fragment

 > 0
 > 0

Ec-j

Einter

Einter

Molecular
junction

ri-1
,

ri
,

(b) Acrylic-acid oligomers  

Fig. 3.2.1 Schematic diagrams of MoCA method. Each molecular cluster comprises two units, 

each of which is composed of a monomer and a methylene bridge. Neighboring molecular 

clusters have a common unit referred to as molecular junction. Molecular fragment corresponds 

to the remaining unit. The molecular clusters are assembled as 3D structures of (a) a para-cresol 

oligomer and (b) acrylic-acid oligomers by superposing the common unit at the junction on the 

fragment associated with neighboring molecular clusters. The acrylic-acid oligomers are then 

hierarchically used as molecular clusters and assembled as an aggregate structure. 

 

次に, 全分子のエネルギーEtotを分子フラグメントが分子鎖に連結するときのエネルギー和

で表すため, 式(3.2)を次式に変形する。 
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ここで, riは分子フラグメント iの原子座標である。また, Ec-jは, 分子クラスタのエネルギーEc

から分子連結部のエネルギーEｊを差し引いており, 分子フラグメント i が連結したときの分子連

結部との相互作用エネルギー, 及び, 分子フラグメント i の内部エネルギーの和を表す。そし

て, Efgは, 分子フラグメント i と分子フラグメント 1から i-2 までの相互作用エネルギーと Ec-jの

和であり, 分子フラグメント iが分子鎖に連結したときの増加エネルギーである。 

次に, 分子構造の自由度を削減するため, 分子クラスタにはダイマーの極小エネルギー構

造, 及び, 変位座標に従ってその極小エネルギー構造を変化させた変位構造を用いる。その

変位座標には, 分子クラスタの構造変化は大きいがエネルギー変化が小さい原子座標として, 

分子フラグメント間の捩じれ角を選択する。そして, 分子クラスタのエネルギーEc や分子フラグ

メントが連結したときの増加エネルギーEfg の範囲を制御パラメータとして, 分子クラスタによっ

て構造自由度を削減しつつ, 多様な全分子構造を形成することができる。Etot をダイマーの極

小エネルギー構造及びその変位構造を用いて表せば, 次式で与えられる。 
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ここで, ri
λiは, ダイマーのλi状態における極小エネルギー構造から抽出した分子フラグメント

iの原子座標である。また, T(i, i)は ri
λiに作用し, 分子フラグメント iの変位座標 χiとして捩じ

れ角i, iを変化させる演算子である。そして,  ,

ir は, ri
λiに対して χi(i, i)のみを変化させ

て他の原子座標を固定した分子構造を表す。 

図 3.2.2 には, 式(3.8)の分子クラスタのエネルギーEc と分子連結部のエネルギーEj を計算
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するための化学構造の説明図を示した。(a) 一重結合の炭素系, (b) 二重結合のベンゼン系, 

(c) 三重結合系のモノマーを CH2で連結した場合, 及び, (d) 蛋白質系のアミノ酸をペプチド

結合で連結した場合の化学構造である[7]。左図に示した分子フラグメント構造  ,

ir (黄色部)

と分子連結部に繋げるためのリンカー構造(赤字と赤線)は, ダイマーの λi 状態の極小エネル

ギー構造から分子フラグメントの原子座標 ri
λi及び赤字の原子を抽出しi, iを変化させた分子

構造である。また, 分子連結部の構造  ,

1ir (青色部)は, ダイマーの λi-1 状態の極小エネルギ

ー構造から分子フラグメントの原子座標 ri-1
λi-1を抽出しi-1を変化させた分子構造である。そし

て, 分子クラスタ構造(点線枠)は,  ,

ir のリンカー構造を  ,

1ir に空間的に重なるように連結

し生成される。このとき, (a)と(d)の場合は,  ,

ir のリンカー構造が  ,

1ir の捩じれ角i-1に依存

するため, リンカー構造の捩じれ角をi-1 に合わせて連結する必要がある。一方, (b)と(c)の場

合は,  ,

ir のリンカー構造は  ,

1ir のi-1 に依存せずにベンゼン環や三重結合に重ね合わ

せられるため固定構造で連結できる。そして, Ecは,  ,

ir と  ,

1ir で構成される分子クラスタ構

造の末端をメチル基 CH3及びエチル基 CH2CH3で終端してエネルギーを計算する。Ejは, 右

図に示した分子連結部の構造  ,

1ir (青色部)の捩じれ角i-1を変化させ, その末端を終端して

エネルギーを計算する。 

分子フラグメント構造  ,

ir とリンカー構造には二種類の分子構造が考えられる。一つは, 

前述のように, λi状態の極小エネルギー構造から黄色部の分子フラグメントの原子座標 ri
λ及び

赤字と赤線のリンカー構造を一括抽出した分子構造である。この分子フラグメントの原子座標

を ri
λi
(tail)とする。もう一つは, λi状態の極小エネルギー構造から青色部の分子フラグメントの原

子座標 ri
λを抽出し, その原子座標を ri

λi
(head)とする。そして, 一括抽出した分子構造に対して, 

ri
λi
(tail)と ri

λi
(head)のモノマー構造を入れ換えた分子構造である。ここで, ダイマーの極小エネ

ルギー構造から抽出した ri
λi
(tail)と ri

λi
(head)が同一構造の場合はホモ構造, 及び, 異なる構造

の場合はヘテロ構造と呼ぶ。ホモ構造では, λi=λi-1にすれば ri
λi
(tail)と ri-1

λi-1
(tail)からなる  ,

ir

と  ,

1ir は同じ構造になるため, 分子クラスタ構造は捩じれ角i-1 を除いて極小エネルギー構

造になる。したがって, Ec は λi 状態の極小エネルギーにほぼ等しい。一方, ヘテロ構造では, 

λi=λi-1にしても ri
λi
(tail)と ri-1

λi-1
(tail)からなる分子クラスタ構造は極小エネルギー構造にならない。

その代わりに, ri
λi
(tail)と ri-1

λi-1
(head)からなる分子クラスタ構造は捩じれ角i-1を除いて極小エネ

ルギー構造になるため, その Ecは λi状態の極小エネルギーにほぼ等しくなる。 

また, Ecはダイマーの λiと λi-1状態と捩じれ角i-1, i, iに依存し, Ejは λi-1状態と捩じれ角

i-1に依存する。しかし, Ec-jはi-1に依存する  ,

1ir のエネルギーが相殺され, i-1に依存する

 ,

1ir と  ,

ir の相互作用エネルギーは小さい。したがって, Ec-jはi-1に殆ど依存しなくなる。そ

して, (a), (d)の場合に比較して, (b), (c)の場合は, 二重結合のベンゼン系や三重結合系のモ

ノマーが介在するため, i-1 に依存する  ,

1ir と  ,

ir の相互作用エネルギーは更に小さくなり, 

Ec-j はi-1 に依存しなくなる。同様に, 大きなモノマー構造をもつマクロマーでは, その構造が

介在するため, i-1に依存する相互作用エネルギーは小さくなり Ec-jはi-1に依存しない。 
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Fig. 3.2.2 Chemical structures of a molecular cluster composed of (a) single bond monomers, 

(b) double bond monomers, (c) triple bond monomers, and (d) amino acid monomers. Each of 

molecular cluster is composed of a molecular fragment and a molecular junction with variable 

coordinates of torsion angles, which is built-up by using dimer structures at local 

minimum-energy states. Link structure shown in red is used to link the molecular junction to the 

molecular fragment. 
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一般に, ダイマーの極小エネルギー構造数を Nλ とすれば, 極小エネルギー構造から抽出

される分子フラグメント構造  ,

ir の種類は 2Nλ, 
 ,

ir と  ,

1ir で構成される分子クラスタ構造

の種類は(2Nλ)
2である。極小エネルギー構造数 Nλを特徴的な分子配向構造に限定し, 分子

クラスタ構造の種類(2Nλ)
2 を分子クラスタのエネルギーが極小エネルギーに近い分子構造に

限定すれば, これらの数を削減することができる。また, 変位座標χiの離散点数をNd, 変位座

標 χiの種類を Nχとすれば, 分子フラグメント構造の数は 2Nλ×Nd
Nχ

, 分子クラスタ構造の数は

(2Nλ)
2
×Nd

Nχ 存在する。ここで, χi として分子フラグメントの捩じれ角が挙げられ, その種類は

Nχ=3 である。一方, 分子クラスタのエネルギーEc から分子連結部のエネルギーEj を差し引い

た分子フラグメントのエネルギーEc-j は, 分子連結部の捩じれ角に依存しないため Nχ=2 に低

減される。そして, 分子クラスタを用いて構造自由度を削減し, ボトムアップ方式で組み立てら

れる鎖長 Npの全分子の構造数は [2Nλ×Nd
Nχ

]
Npに限定される。この離散的構造空間における

分子構造数は, 全原子自由度を取り入れた場合の分子構造数 Nd
3NmNp に比較して大幅に削

減される。ここでは, 分子クラスタにはダイマーを用いたが, トリマーを用いることもできる。トリ

マーの場合は, 極小エネルギー構造を求める計算コストが増加し, その構造の数Nλが増加す

る。一方, エネルギーの計算精度は向上し, 分子フラグメントがダイマーで構成されるため分

子構造数は[2Nλ×Nd
Nχ

]
Np/2に削減される。 
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Fig. 3.2.3 Conceptual diagram of potential energy surfaces as a function of variable atomic 

coordinates to explain MoCA method. 

 

図 3.2.3 は, 変位座標の捩じれ角に対する全分子のポテンシャルエネルギー面(Potential 

Energy Surface, 以降 PES と略す)の概念図である。Etot(黒線)は, 全原子自由度を取り入れた

場合の真の PES を表すが, 実際は分子構造の自由度が多過ぎるため計算が困難である。そ

こで, Etot(青線)には, 分子クラスタ構造を用いて計算される PESを示した。この PESは, ダイマ

ーの最小エネルギーを基準にして, 分子フラグメント構造  ,

ir が捩じれ角 χi(i, i)で  ,

1ir に
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連結したときのエネルギー損失 Eｃ-ｊ(赤線), 及び,  ,

ir と遠隔の分子フラグメント構造との相

互作用で得られるエネルギー利得 Einter(点線)の競合で決定される。左側の PES の谷では,  

Eｃ-jが極小値になる分子フラグメント構造
 ,

ir のi, iにおいて, 大きなエネルギー利得 Einter

を得てEtotが極小値になる場合を表す。また, 右側のPESの谷では, Eｃ-jが極小値の分子フラ

グメントから捩じれた構造  ,

ir のi, iにおいて, 大きなエネルギー利得 Einterを得て Etotが極

小値になる場合を表す。そして, 構造自由度を削減した多様な分子クラスタ構造を用いて組

み立てられた全分子構造のPESは, 全原子自由度を取り入れた真のPESの極小値近傍の分

子構造とエネルギーを近似的に再現可能である。 

 

３.３ 全分子のエネルギー計算法 

前節の式(3.6)に示した全分子のエネルギーを計算するとき, 分子クラスタのエネルギーから

分子連結部のエネルギーを差し引いた分子フラグメントのエネルギーEc-j に対しては, 小規模

分子であるため高精度なQM法[8, 84]を用い, 分子フラグメント間の相互作用エネルギーEinter

に対しては, 遠隔で分子数が多いため高速なMM法[9, 10, 95]を用いることが有効である。よ

って, 全分子のエネルギーEtotは, QM/MMエネルギーを用いて次式で与えられる。 

 

     


 
pN

i

i

MMQM

fg

QM

jc

QM

j

MMQM

tot rErrErEE
3

,/,

1

,

2

,

1

/ , 　              (3.10) 

     




 
2

1

,,,

1

,,/ ,,
i

j

ji

MM

interii

QM

jci

MMQM

fg rrErrErE 
                (3.11) 

)(),(),( ,

1

,

1

,,

1

, 
  i

QM

jii

QM

cii

QM

jc rErrErrE                        (3.12) 

 

ここで, 全分子のエネルギーEtot
QM/MMは, QM 法を用いた分子クラスタのエネルギーから分

子連結部のエネルギーを差し引いた分子フラグメントの QM エネルギーEc-j
QM

, 及び, MM 法

を用いた遠隔に位置する分子フラグメント間の MM エネルギーEinter
MM で構成され, 分子フラ

グメントが分子鎖に連結したときに増加する QM/MM エネルギーEfg
QM/MM の和で表される。

QM法を用いたEc-j
QMの計算では, 図 3.2.2に示したように, 分子クラスタ構造と分子連結部の

構造の末端をCH3及びCH2CH3で終端してQMエネルギーを計算する。QM法は, 電子交換

相関モデルに依存して計算精度が異なり, 密度汎関数法[85]に基づいて局所密度汎関数近

似を用いた B3LYP 法[86], 及び, 電子間相互作用の二次の摂動項まで取り入れた MP2 法

[87]がある。その計算時間は, 全原子の基底関数の数の 2.7～4 乗に比例し計算負荷が高い

[8]。この Ec-j
QM の計算手順は, 初めにダイマーの極小エネルギー構造を Nλ種類計算する。

次に, λ 状態の極小エネルギー構造から分子フラグメントを抽出し捩じれ角, を変化させた
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分子構造で構成される分子クラスタ構造を生成する。その分子構造数は(2Nλ)
2
×Nd

Nχ に限定さ

れるため, QM法を用いた計算量が削減され, 事前に QMエネルギーを計算することができる。

また, 分子クラスタ構造は λ と, に依存する独立した構造であるため, 前処理計算はデータ

並列処理により高速に計算可能である。したがって, Ec-j
QM の計算は, 前処理で計算された

QM エネルギーを用いるため, 高精度そして QM 法の計算負荷に大きく影響されずに高速に

計算できる。 

また, Ec-j
QMの計算では, ダイマー構造を用いて隣接する分子フラグメント間の相互作用によ

る分極効果を取り入れ, 遠隔の分子フラグメント間の相互作用による分極効果を無視している。

このように分極効果が弱い場合は, ONIOM 法[117, 118]と同様に, 全分子のエネルギーは

QM エネルギーと MM エネルギーの和で表される。一方, 遠隔の分子フラグメントや分子クラ

スタの周りの環境分子による分極効果が強い場合は, 分子クラスタ構造や原子の部分電荷が

変化するため自己無撞着な計算が必要である[81]。この分極効果を近似的に取り入れるため

には, ダイマーの周りに分子フラグメントや環境分子の熱力学アンサンブルを配置し, 極小エ

ネルギー構造と原子の部分電荷を計算する。そして, その極小エネルギー構造を用いて分子

クラスタ構造を生成すれば, 強い分極効果を取り入れた Ec-j
QMを計算することができる。ここで, 

従来のQM/MM法は, 活性領域等のQM領域とその周りのMM領域は一箇所ずつであった

が, 本法では, 分子クラスタ毎にQM領域と遠隔の分子フラグメントの存在するMM領域に多

重に分割されていることに特徴がある。 

次に, MM法を用いた Einter
MMの計算では, 次式の AMBER力場モデル[9]用いる。 
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ここで, 第 1～3 項は, 原子間の短距離相互作用エネルギーを表し, ボンド, アングル, 及

び, 捩じれエネルギーで構成される。第 4 と 5 項は, 原子間の長距離相互作用エネルギーの

クーロンエネルギーとファンデルワールス(van der Waals, 以降では vdW と略す)エネルギーで

ある。ここで, 隣接する分子フラグメント間の相互作用エネルギーは QM 法を用いて計算され

るため, MM法の短距離相互作用パラメータ係数は全て不要となる。特に, 捩じれエネルギー

は 10 meVオーダーと小さいため高精度の計算を必要とするが, MM法[9]では原子種に関わ

らず同じ捩じれパラメータ係数を使用する場合が多いため低精度である。したがって, 捩じれ

エネルギーは, MM法による低精度の捩じれエネルギーを使用せずに, QM法による分子クラ

スタの捩じれ構造のエネルギーを用いるため, 高精度に計算できる。また, クーロンエネルギ

ーのパラメータ係数は, QM法でダイマー構造の静電ポテンシャルを計算しESP電荷を求めれ
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ば, 隣接する分子フラグメント間の相互作用による分極効果を取り入れることができる[9, 96]。

また, ダイマー構造の周りに統計平均的な分子配置を設定すれば, 遠隔の分子フラグメント

や環境分子による分極効果が取り入れられる。よって, 遠隔の分子フラグメント間のクーロンエ

ネルギーは, 直接QM法で計算した場合と殆ど等価である。更に, vdWエネルギーのパラメー

タ係数は, 有機溶媒の密度と気化熱の測定値を再現するように高精度に求められている[10, 

95]。このように, Einter
MM の計算では, 低精度のパラメータ係数を使用せずに, 高精度のパラメ

ータ係数のみを使用し, 高精度な計算が可能である。 

  以上より, 全分子のエネルギー計算法では, 分子クラスタの構造は, ダイマーの極小エネ

ルギー構造とその捩じれ構造を用いて生成される。その分子構造数は(2Nλ)
2
×Nd

Nχに限定され

るため, QM 法を用いて Ec-j
QMを前処理計算することができる。したがって, Etot

QM/MMは, 前処

理で計算した Ec-j
QMを用いるため, 実質的に Einter

MMを計算する MM 法と同等に高速に計算

可能である。また, Ec-j
QMには, 分子クラスタの捩じれ構造の QM エネルギーが取りこまれてい

る。そして, Einter
MMは, MM法による低精度の捩じれエネルギーを使用せずに, 高精度の長距

離相互作用エネルギーのみを使用する。したがって, Etot
QM/MMは高精度に計算可能である。 

 

３.４ 低エネルギーの分子構造探索法 

本節では, 全分子のエネルギーを用いて低エネルギー構造を効率的に予測するため, 生

物模倣の観点で階層的に多様な全分子構造を組み立てる探索法を述べる。初めに, 階層的

な構造探索のベースになる局所的及び大域的な構造探索を組み合わせた方法（以降, ハイ

ブリッド探索法と呼ぶ）を検討する。式(3.10)に示したように, 全分子のエネルギーは, 分子フ

ラグメント i が鎖長 i-1 の分子鎖に連結したときの増加エネルギーEfg
QM/MMの和で表される。分

子連結部が極小エネルギー状態 λi-1 の分子フラグメント構造  ,

1ir であるとき, 極小エネルギ

ー状態 λiの分子フラグメント構造  ,

ir が捩じれ角 χi(i, i)で連結する出現確率 Pは, 次式で

与えられる。 
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ここで, mは極小エネルギー状態 λiの指標を表し, m=1, 2, ---, 2Nλである。nは変位座標 χi

及び捩じれ角i, iの離散点の指標を表し, n=1, 2, ---, Nd
Nχである。前記と同様に, Nλは極小

エネルギー構造の数, Ndは捩じれ角の離散点数, Nχは捩じれ角の種類である。そして, 分子
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フラグメント構造 nm

ir
 , は, ダイマー構造の極小エネルギー状態 λi,m及び変位座標i,nの捩じ

れ角i,n, i,nで指定される。また, Ziは分子フラグメント iが連結したときの分配関数を表し, そ

の状態数は 2Nλ×Nd
Nχである。kBはボルツマン係数, Tは絶対温度である。 

図 3.4.1(a)には, 低エネルギー構造の探索アルゴリズムとしてハイブリッド探索法を示した。

局所的構造探索(青色部)では, 最初に鎖長 qの分子構造 rseq,qを設定する。ここで, seqは分子

フラグメント構造 nm

ir
 , の並び順を表す指標であり, 以降分子配列と呼ぶ。次に, rseq,q に分子

フラグメント構造 nm

qr
 ,

1
が連結したときの増加エネルギーEfg

QM/MM を計算し, 式(3.14)に示した

ボルツマン分布の出現確率 Pに従って, nm

qr
 ,

1
をモンテカルロ（Monte Carlo, 以降MC と略

す）法を用いて選択する。ここで, Tl は局所的構造探索で用いる絶対温度である。そして, 選

択された nm

qr
 ,

1
を連結した鎖長 q+1 の分子構造に対して構造探索を繰り返し, 鎖長が Npに

なるまで伸長させて全分子構造 rseq,Np を形成する。このとき, rseq,Np に対して, nm

ir
 , 及び

Efg
QM/MMの異なる分子フラグメントは, 鎖長毎に 2Nλ×Nd

Nχ種類計算される。そして, rseq,Npのエ

ネルギーEseq,Npが低ければ構造探索を終了し, Eseq,Npが高ければ最初に戻って rseq,qの設定を

繰り返し低エネルギー構造を探索する。ここで, 鎖長 qの分子構造 rseq,qのエネルギーEseq,qは, 

次式で与えられる。 
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一方, 局所的構造探索では, 選択される分子フラグメント構造が数 kBTl のエネルギー範囲

に限定されるため, そのエネルギー範囲を拡大する。大域的構造探索(赤色部)では, 局所的

構造探索で形成された全分子構造 rseq,Npを用いて鎖長 q の分子構造 rseq,qを設定する。次に, 

出現確率 Pに従って nm

qr
 , を選択する。ここで, Tgは大域的構造探索で用いる絶対温度であ

る。Tgが充分に高温であれば, 出現確率 P は一様分布となり, この出現確率に従って幅広い

エネルギー範囲にある nm

qr
 , を選択することができる。そして, 選択された nm

qr
 , を連結し

た rseq,qは, 局所的構造探索に引継がれる。したがって, ハイブリッド探索法は, 局所的構造探

索のみの場合に比較して, 多様な全分子構造 rseq,Npの中から低エネルギー構造を探索できる。

一方, ハイブリッド化された局所的構造探索では, 同一の低エネルギー構造を重複して計算

するため, 非効率的で計算コストが高い課題がある。 
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Fig. 3.4.1 Calculation algorithm of search method for low energy structures. 

Blue and red area represent local and global search. 

 

全分子構造 rseq,Npの出現確率Pは, ハイブリッド探索法と従来法を比較するために有用であ

るため, 式(3.14)と(3.15)を用いて次式に示す。 
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ここで, 出現確率Pは, 全分子構造 rseq,NpのエネルギーEseq,Npのボルツマン分布に比例する

ことが示される。また, 絶対温度TlとTgにおいて, 異なる分子配列の全分子構造 rseq1,Npに対し

て rseq2,Npの出現確率 Pの相対比は, 式(3.18)を用いて次式で与えられる。 
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局所的構造探索のみの場合は, 式(3.20)は次式に簡略化される。 
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ここで, rseq1,Np に対する rseq2,Np の出現確率 P の相対比は, 全分子構造のエネルギー差分

Eseq2,Np - Eseq2,Npのボルツマン分布に比例することが示される。従来法のレプリカ交換法[110]で

は, 絶対温度 Tlと Tgの熱力学アンサンブル状態において, rseq1,Npから rseq1,Npへの状態遷移確

率は, 式(3.20)のボルツマン分布項に比例する。一方, ハイブリッド探索法は分配関数にも依

存している。その理由は, 式(3.14)の分子フラグメントの出現確率に分配関数に依存する熱浴

法を用いたためである。また, 従来法のメトロポリス法では, 絶対温度 Tl において rseq1,Np から

rseq2,Np への状態遷移確率が式(3.21)で表される。したがって, 局所的構造探索は, メトロポリス

法と同様のエネルギー依存性をもつことが示された。 

次に, 図 3.4.1(b)には, 階層的に多様な全分子構造を組み立てる探索法（以降, 階層的構

造探索法と呼ぶ）を示した。本法は, 絶対温度を制御パラメータとして熱力学アンサンブルを

計算する代わりに, 分子フラグメントが連結したときの増加エネルギーを制御パラメータとして, 

離散的構造空間における全分子構造のエネルギー状態数を直接計算する方法である。局所

的構造探索に対応する青色部分では, 分子フラグメント数 Nhで構成される核構造候補 rseq,Nh

を探索する。最初に, 分子フラグメント構造 nm

h

,χλ

ikNr 
の添え字 k=0 を設定し, nm,χλ

ir が連結した

ときの増加エネルギーEfg
QM/MMを計算し, 鎖長が Nhになるまで伸長させて rseq,Nhを形成する。

このとき, 鎖長毎に2Nλ×Nd
Nχ種類の分子フラグメントが計算され, その鎖長がNhになるまで伸

長させた [2Nλ×Nd
Nχ

]
Nh種類の rseq,Nhを核構造候補として蓄積する。 

また, 大域的構造探索に対応する赤色部分では, 鎖長 kNhの分子構造 rseq,kNhを特異的構

造の候補として蓄積する。ここで, kは自然数である。次に, rseq,kNhの未選択状態の分子フラグメ
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ント構造 nm

h

,χλ

kNr を選択する。続いて, rseq,Nhを設定した後, 分子フラグメント構造 nm

h

,χλ

ikNr 
が rseq,kNh

に連結したときの増加エネルギーEfg
QM/MMを計算し, 全分子構造 rseq,(k+1)Nhを形成する。そして, 

そのエネルギーEseq,(k+1)Nh が低ければ構造探索を終了し, Eseq,(k+1)Nh が高ければ, 特異的構造

の候補を蓄積する段階に戻って低エネルギー構造を探索する。 

上記の核構造候補を削減するため, 鎖長毎の Efg
QM/MM の最小値を基準にして, エネルギ

ー閾値ΔEｆｇ,thを設定する。このΔEｆｇ,thを制御パラメータとして, 鎖長毎に連結する分子フラグメ

ント数をNfg(< 2Nλ×Nd
Nχ

)に減少させることで, 核構造候補はNfg
Nhに削減される。また, 核構造

をもとに自発的に形成される特異的構造のエネルギーは極めて低い。そこで, 特異的構造の

候補を削減するため, 分子構造 rseq,kNhのエネルギーEseq,kNhの最小値を基準にして, エネルギ

ー閾値ΔEseq,thを設定する。このエネルギー範囲に存在する分子構造数は, kが大きくなるにつ

れて減少するため, 特異的構造の候補 Nseq,kNhを削減できる。或いは, rseq,kNhの Eseq,kNhに対し

て絶対的エネルギーの閾値Eseq,thを設定し, Nseq,kNhを減少させることができる。結果的に, 全分

子構造 rseq,(k+1)Nhの構造数は Nseq,kNhNfg
Nh

 < Nfg
(k+1)Nhに削減される。したがって, 核構造を用

いて形成される分子構造数は, 極小エネルギー構造とその捩じれ構造を用いて形成される分

子構造数 [2Nλ×Nd
Nχ

]
(k+1)Nhに比較して更に削減される。このようにして, 離散的構造空間にお

いて, 探索される分子構造数が大幅に削減されるため, 自発的に形成される低エネルギー状

態の特異的構造を効率的に予測できる。また, 核構造の分子フラグメント数 Nh, 及び, 全分

子構造の鎖長 kNhを変化させて, 特異的構造を派生させた冗長構造を探索し, 低エネルギー

構造を効率的に予測可能である。 

更に, 全分子構造 rseq,(k+1)NhのエネルギーEseq,(k+1)Nhは, 既に計算された分子構造 rseq,kNhの

エネルギーEseq,kNh, 及び, 新規に計算される核構造候補 rseq,Nhの分子フラグメント構造が連結

したときの増加エネルギーEfg
QM/MM の和で求められる。したがって, 全分子のエネルギーは, 

重複せずに計算された分子構造のエネルギー和で構成され, 効率的に計算できる。そして,  

Nseq,kNh 種類の特異的構造の候補は独立した分子構造であるため, 核構造を連結する全分子

構造のエネルギー計算はデータ並列処理により高速化され, その加速化率は理論的にプロ

セッサ数に比例し最大 Nseq,kNh倍になる。 

図3.4.2は, 離散的構造空間における構造探索法を説明するための分子フラグメントの構造

樹形図である。図 3.4.2(a)に示すように, 局所的構造探索では, 鎖長毎に樹形状に分岐する

分子フラグメント構造数は 2Nλ×Nd
Nχ存在し, 低温の出現確率で選択した分子フラグメント構造

を連結して鎖長 Np まで伸長する(青線)。一方, 大域的構造探索では, 高温の出現確率で選

択した分子フラグメント構造(赤線)を連結した後, 局所的構造探索に引継いで鎖長 Np まで伸

長する。また, 図 3.4.2(b)に示した階層的構造探索では, エネルギー閾値を用いて, 核構造

候補 Nfg
Nh

, 及び, 特異的構造の候補 Nseq,kNhを減少させる。その結果, 離散的構造空間にお

いて, 探索される分子構造数がNseq,kNhNfg
Nh

 < Nfg
(k+1)Nh

 < [2Nλ×Nd
Nχ

]
(k+1)Nhに削減されるため, 

低エネルギー構造を効率的に予測可能である。 
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Fig. 3.4.2 Schematic diagrams of (a) a hybrid method between local and global search and (b) a 

hierarchical search method. Structural tree is composed of molecular fragments in reduced 

conformational space. In case of the hybrid search method, molecular structures are built-up by 

linking molecular fragments, which are selected by using emergence probability at low 

temperature (blue lines) and at high temperature (red lines). As for the hierarchical search 

method, molecular structures are hierarchically built-up by nucleus structures composed of 

molecular fragments (blue lines). Total number of molecular structures is greatly reduced by 

decreasing the number of nucleus and specific candidates according to energy thresholds. 
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３.５ まとめ 

本章では, 生物の多様で階層的なナノ分子構造を模倣した構造ベースの MSMP 解析法と

してMoCA法を提案した。図 3.5.1は, MoCA法を構成する三つの方法の概念図と比較表で

ある。第一の分子構造自由度の削減法では, ダイマーの極小エネルギー構造から生成された

分子クラスタ構造を用いて特異的構造がボトムアップ方式で組み立てられる。この構造自由度

を削減した離散的構造空間における分子構造数は, 全原子自由度を取り入れた構造空間に

おける分子構造数に比較して大幅に削減される。第二の全分子のエネルギー計算法では, 

全分子エネルギーは, QM 法を用いて前処理で計算される分子クラスタ内エネルギーと MM

法で計算される遠隔の分子フラグメント間エネルギーの和で求められる。その計算時間は, 

MM 法と同等に高速に計算される。また, MM 法による低精度の捩じれエネルギーを使用せ

ずに, 高精度の長距離相互作用エネルギーが使用されるため, 全分子エネルギーは QM 法

と同等に高精度に計算される。したがって, 全分子エネルギーは, 高精度そして高速に計算

可能である。第三の低エネルギーの分子構造探索法では, 同一の分子構造のエネルギー計

算を重複させずに, 離散的構造空間におけるエネルギー状態数を効率的に計算可能である。

階層的構造探索法では, 生物模倣の観点で, 複数の分子フラグメント数で構成される核構造

をブロック単位として新たな階層が構成され, 特異的構造が組み立てられる。階層的に探索さ

れる分子構造数は, エネルギー閾値を用いて大幅に削減され, 低エネルギー構造を効率的

に探索可能である。今後は, 実証例を増やし汎用性を高めることが課題である。 
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Fig. 3.5.1 Schematic diagram and comparison table for 

three calculation components of MoCA method. 
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以下では, MoCA法を構成する三つの方法の特徴を纏めた上で各方法の結論を述べる。 

①分子構造自由度の削減法 

・ 分子クラスタ構造は, ダイマーの極小エネルギー構造から抽出した二つの分子フラグメン

ト構造, リンカー構造, 及び, その捩じれ構造をブロック単位として生成される。 

・ ホモのダイマー構造では片側の分子フラグメント, 及び, ヘテロのダイマー構造では両側

の分子フラグメントで生成される分子クラスタ構造が極小エネルギー構造に等しくなる。 

・ 一重結合系や蛋白質系では, リンカー構造を捩じって分子連結部に空間的に重なるよう

に分子フラグメントを連結する。一方, 二重結合系や三重結合系ではリンカー構造を固定

して連結する。 

・ 全分子構造は, 分子クラスタ構造を用いてボトムアップ方式で組み立てられる。この構造

自由度を削減した離散的構造空間において, 分子構造数は[2Nλ×Nd
Nχ

]
Np である。全原子

自由度を取り入れた構造空間における分子構造数 Nd
3NmNp に比較して大幅に削減される。

ここで, Nλは極小エネルギー構造の数, Ndは捩じれ角の離散点数, Nχは捩じれ角の種類, 

Npは分子鎖長, Nmは分子フラグメントの原子数である。 

・ 離散的構造空間における分子構造数を低減するためには, Nλ 種類の極小エネルギー構

造を特徴的な分子配向構造に限定すると共に, (2Nλ)
2 種類の分子クラスタ構造を極小エ

ネルギー構造に近い分子構造に限定することが有効である。 

・ 全分子構造のエネルギーは, 分子連結部の捩じれ角には依存せず, 分子フラグメント構

造の捩じれ角のみに依存するため, Nχ=2に低減される。 

・ 全分子構造のポテンシャルエネルギー面は, ダイマーの最小エネルギーを基準にして, 

捩じれた分子フラグメント構造が連結したときのエネルギー損失, 及び, 遠隔の分子フラ

グメント構造間の相互作用で得られるエネルギー利得の競合で決定される。そして, 全原

子自由度を取り入れた真のポテンシャルエネルギー面に対して, 極小値近傍の分子構造

とエネルギーを近似的に再現可能である。 

 

②全分子のエネルギー計算法 

・ 全分子のエネルギーEtot
QM/MMは, QM法を用いた分子クラスタのエネルギーから分子連結

部のエネルギーを差し引いた分子フラグメントのエネルギーEc-j
QM

, 及び, MM法を用いた

遠隔の分子フラグメント間エネルギーEinter
MMで構成される。 

・ 小規模な分子クラスタ構造の数は(2Nλ)
2
×Nd

Nχ に限定されるため, QM 法を用いた Ec-j
QM

 

は計算量が削減され, 前処理により計算できる。また, 分子クラスタ構造は, 極小エネル

ギー状態と捩じれ角に依存する独立した構造であるため, 前処理計算はデータ並列処理

で高速に計算できる。したがって, Etot
QM/MMは, 前処理で計算された Ec-j

QM
 を用いるため, 

実質的に Einter
MMを計算するMM法と同等に高速に計算可能である。 

・ Ec-j
QMは, 捩じれた分子クラスタの QMエネルギーが取り込まれており, MM法による低精

度の捩じれパラメータ係数を使用せずに, 高精度に計算可能である。そして, Einter
MM は, 
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高精度の長距離相互作用エネルギーのみを使用する。したがって, Etot
QM/MM は高精度に

計算可能である。 

 

③低エネルギーの分子構造探索法 

・ 離散的構造空間は分子フラグメントの構造樹形図で表現されるため, 全分子構造のエネ

ルギーは重複させずに計算した分子構造のエネルギー和で構成される。したがって, 同

一構造のエネルギー計算を重複させずに, 全分子構造のエネルギー状態数を効率的に

計算可能である。 

・ 大域的構造探索では, エネルギー閾値を制御パラメータとして, 鎖長毎に連結する分子

フラグメント数が低減され, 全分子構造が組み立てられる。 

・ 分子フラグメントが分子鎖に連結したときの増加エネルギーの最小値を基準にして, エネ

ルギー閾値 ΔEｆｇ,thを設定する。この ΔEｆｇ,thを制御パラメータとして, 核構造候補を Nfg
Nh

 < 

[2Nλ×Nd
Nχ]

Nh に減少させて , 探索される鎖長(k+1)Nh の分子構造数を Nfg
(k+1)Nh

 < 

[2Nλ×Nd
Nχ

]
(k+1)Nhに削減可能である。 

・ 階層的構造探索法では, 生物模倣の観点で, 分子フラグメント数 Nhで構成される核構造

をブロック単位として新たな階層が構成され, 全分子構造が組み立てられる。 

・ 鎖長 kNhのエネルギーの最小値を基準にして, エネルギー閾値 ΔEseq,thを設定する。この

ΔEseq,thを制御パラメータとして, 特異的構造の候補Nseq,kNhを減少させて, 探索される鎖長

(k+1)Nhの分子構造数を Nseq,kNhNfg
Nh

 < Nfg
(k+1)Nhに削減可能である。 

・ 分子フラグメント構造と核構造を用いた離散的構造空間において, 分子構造数は大幅に

削減され, 自発的に形成される低エネルギー状態の特異的構造の探索が効率化される。

また, 核構造の分子フラグメント数Nhと全分子構造の鎖長kNhを変化させて, 特異的構造

を派生させた冗長構造を効率的に予測可能である。 

・ 核構造を用いた全分子構造の数は, 分子フラグメント構造を用いて形成される分子構造

数に比較して削減される。 

・ 階層的構造探索で鎖長毎に計算される分子フラグメント数は Nfgであるため, 大域的構造

探索で計算される分子フラグメント数 Nd
Nχに比較して計算量が低減される。 

・ Nseq,kNh 種類の特異的構造の候補は独立した分子構造であるため, 核構造を連結する全

分子構造のエネルギー計算はデータ並列処理により高速化され, その加速化率は理論

的にプロセッサ数に比例し最大 Nseq,kNh倍になる。 

・ 従来のレプリカ交換法[110]やメトロポリス法では, 同一の低エネルギー構造を重複して計

算するため, 本法は非効率的で計算コストの高い課題を解決する。 
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第４章 

有機分子への分子クラスタアセンブリ法の適用 

及び結果検討 

 

４.１ 適用分野 

次世代のエレクトロニクス, ディスプレイ, 自動車, エネルギー, ライフサイエンス分野では, 

ヒトと環境に優しい安心・安全な持続的社会を築くため, 新機能の発現を目指した有機分子の

機能性分子材料の研究が行なわれている。 

半導体電子デバイスやフラットディスプレイ用の表面保護膜, 多層間絶縁膜やフォトレジスト

膜としてフェノール系分子材料が研究されている[142-150]。有機溶剤の代わりに環境負荷の

少ないアルカリ溶液中において, フェノール系ポリマーは露光部と未露光部の溶解速度に差

があるため, 溶解速度の低減機能を活用した微細加工に使用される。また, フェノール系ポリ

マーは, 高温多湿の環境下で剥がれないために, 高接着機能を兼ね備えた多機能化が求め

られる。そして, ナノスケールの超微細加工では, フェノール系のポリスチレンとポリメタクリル

酸メチルで構成されるジブロックポリマーの研究が進んでいる[151]。異種ポリマー間の相互作

用と重合度に応じて, ジブロックポリマーは自己組織化による相分離構造が形成される。フォト

レジスト膜のガイドパターンの誘導により, ジブロックポリマーの分子配向が制御され, そのパ

ターンよりも更に微細な構造が形成されるため , 誘導自己組織化 (DSA: Directed 

Self-Assembly)と呼ばれる。また, フェノール系ポリマーは, ポリマー間の架橋によりネットワー

ク構造が形成され, 機械的な強靭性や耐熱性に優れた機能をもつ[142]。車体やギヤの軽量

化のため, 車載用の省エネルギー材料への適用が進みつつある。更に, フェノール系分子は, 

代表的な超分子であるカリックスアレン構造を形成することが知られる[152-164]。その王冠状

構造は, 特定のイオンや分子を捕獲する分子認識機能, 及び, 固有の大きさの分子のみを捕

獲する分子分離機能をもち, 将来の分子デバイスへの応用が期待される[165-168]。 

次に, スマートフォンや電気自動車の大容量蓄電池用に開発されている Liイオン電池では, 

充放電時にLiイオンが負極に進入と放出を繰り返すため, 負極構造の膨張と収縮による崩壊

が電池寿命を決定する要因の一つである[169, 170]。その構造崩壊を抑制し寿命向上を目指

して, アクリル酸系ポリマーの高接着機能の研究が進められている[171-175]。また, 燃料電池

用の電解質膜では, 水素イオンの高伝導機能が研究されている[176]。ライフサイエンスの医

療分野では, 細胞培養用の細胞シート[177-179]や生体内の薬物輸送(DDS: Drug Delivery 

System)[180, 181]に温度依存性ポリマーの開発が進められている。温度依存性ポリマーは, 
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室温以下では水溶液中で水和構造を形成するが, 室温以上では疎水構造に変化する。ポリ

（N-イソプロピルアクリルアミド）をベースにアクリル酸やメタクリル酸とのジブロックポリマー化に

より, 構造相転移の温度が制御される。そして, 基板から活性状態での細胞剥離やリポソーム

中の薬剤の除放等の生体適合機能が目指される。また, 第 1 章で述べたように, 生物模倣の

観点で, 光の低反射性[34-36], 高接着性[37-41], 自己洗浄の機能性分子材料[33]の研究が

行なわれている。今後は, 自己修復性[182], 生分解性等の多機能化, 光変調/導電性フィル

ム[182-183], 3Dナノプリント材料, 海水淡水化浸透膜等への適用分野の拡大が期待される。 

図 4.1.1 は, MoCA法を用いた機能性分子材料の創生イメージである。化学合成によるモノ

マー構造は多様であり, 分子骨格が堅い構造のフェノール系や分子骨格が柔らかい構造の

アクリル酸系等がある。この多様なモノマー構造を用いて分子クラスタ構造を生成し, その分

子クラスタを階層的に組み立てボトムアップ式に大規模分子を形成する。また, 自発的に形成

される低エネルギー状態の特異的構造を予測し, その特異的構造が発現する固有機能を設

計する。そして, 固有機能を組み合わせた多機能化によって, 広範な機能性分子材料を解析

対象に, ナノ分子構造を制御しマクロな恒常機能の設計を目指す。本章では, 有機分子の機

能性材料を対象に, MoCA法を適用し有効性を検証する。4.2節では, 半導体や液晶用電子

デバイスの表面保護膜に広く使用されるフェノール系分子の特異的構造を予測する[131, 132, 

134, 138-141]。また, 4.3節では, Liイオン電池の負極用人工被覆膜を創生するためアクリル酸

系分子を設計する[130, 133, 135-137]。 

 

10 1001

Molecular scale (nm)

m
u

lt
if

u
n

ct
io

n

0.1

Adhesion, 
Heat-resistance, 

Conductivity,
Self-organization,
Biocompatibility,
Biodegradable 

Dissolution/
Light modulationIon capture

Molecular capture
/recognition
/separation

Cell sheet
Drug delivery system
Self-cleaning/-healing film
Desalination membrane

Heat-resistance/toughness 
materials for 
electronics/in-vehicle

Surface protection film
Interlayer dielectric
Directed self-assembly
Molecular glasses

Battery materials
Adhesion film
Electrolyte

3D/nano print
Light modulator/
conductive film

10 10010.1

m
u

lt
if

u
n

ct
io

n

Molecular scale (nm)

(a) Specific molecular structures (b) Expressed unique functions  

Fig. 4.1.1 Schematic diagrams of MoCA method to design for (a) specific molecular structures 

built-up in a bottom-up manner using molecular clusters and (b) expressed unique functions 

applied to various functional molecular materials. 



 

- 41 - 

 

4.2 フェノール系有機分子 

4.2.１ クレゾール高分子の異性構造及び溶解速度の低減機能 

図 4.2.1 には, クレゾール高分子の説明図を示した。クレゾールは, ベンゼン環の一つの水

素原子をヒドロキシル基OHで置換したフェノール基に対して, もう一つの水素原子をメチル基

CH3に置換したモノマー構造である。図 4.2.1(a)は, クレゾールの重合反応における化学構造

式を示した。クレゾールのモノマーは, アルデヒド溶液中において付加縮合反応で重合され, 

メチレン基 CH2で連結された高分子が合成される。クレゾール高分子は, アルカリ溶液中の溶

解性に優れており, 電子デバイスの表面保護膜に使用される。図 4.2.1(b)に示すように, マス

クを用いて露光されたクレゾール高分子は, アルカリ溶液中において露光部と未露光部の溶

解速度に大きな差があるため, 残存する表面保護膜厚の相違を活用して微細加工に使用さ

れる。そして, クレゾール高分子の溶解速度には, 異性構造依存性があることが知られている。

図 4.2.1 (c)は, アルカリ溶液中における溶解速度の異性構造依存性である[143-145]。メタク

レゾールに対してパラクレゾールの混合率が増加するにつれて, 溶解速度が著しく減少し, 露

光部と未露光部の溶解速度の比率（コントラスト）が向上する。この溶解性はマクロな物理モデ

ルを用いて解析されたが, 分子構造レベルからの解析は極めて少ない[184-191]。 
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Fig. 4.2.1 Schematic diagrams to explain cresol macromolecules, (a) chemical reaction formula 

of cresol polymerization, (b) cresol film for protection layer of electron device, and (c) 

dependence of dissolution rate on the ratio of meta-cresol to para-cresol[143-145]. 
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図 4.2.1(c)には, クレゾールモノマーの異性構造を示した。異性構造では, OH 基と CH3基

及び主鎖 CH2基の連結する位置が異なる。OH 基に対して CH3基が 180 度回転した位置(パ

ラ位)の構造をパラクレゾール, 120 度回転した位置(メタ位)の構造をメタクレゾール, 及び, 60

度回転した位置(オルト位)の構造をオルトクレゾールと呼ぶ。そして, 主鎖 CH2 基の連結する

位置は, OH 基のパラ位とオルト位が優位であることが知られる。そのため, パラクレゾールで

は 1 種類のオルトーオルト連結, メタクレゾールでは 2 種類のパラーオルト連結と 1 種類のオ

ルトーオルト連結, 及び, オルトクレゾールでは 1 種類のパラーオルト連結がある。したがって, 

分子鎖長 Npのクレゾール高分子は, 5 種類の異性構造から構成される 5
Np個の多様な分子

構造が存在する。また, クレゾール高分子は, 分子鎖間が架橋されたネットワーク構造を形成

すると考えられている。このように, クレゾールの高分子構造は極めて複雑で未知であるため, 

その構造に由来する溶解速度の低減機能が発現する機構について不明な点が多い。以下で

は, MoCA法を用いてクレゾール高分子の構造と機能を解析する。 

 

４.２.２ 分子クラスタ構造の生成 

ダイマー構造には, 二つのパラクレゾールをメチレン基 CH2で連結した分子構造を用いた。

その末端は, 共有結合の価電子軌道を維持するため, メチル基CH3及びエチレン基CH2CH3

で終端した。次に, ダイマーの捩じれ角を変化させながら, QM法を用いて構造最適化を行い, 

極小エネルギー構造を探索した。基底関数には 6-31G(d)を用い, 電子交換相関相互作用に

は B3LYP 法[86]を用いた。総電荷は零, スピン多重度は 1, エネルギーの収束条件は 1meV

以下に設定した。QM法の計算ソフトウェアには Gaussian03を用いた[84]。 

図 4.2.2には, パラクレゾールダイマーの極小エネルギー構造A1, A2, 及び, その鏡面対称

の極小エネルギー構造 B1, B2で構成される 4種類の分子構造を示した。全ダイマー構造にお

いて, 両 OH 基の水素原子は左向きに配置され, HO-HO の水素結合が形成されている。A1

構造では, 主鎖 CH2 基の水素原子は紙面に対して奥を向いており, パラクレゾール間の捩じ

れ角は(φ0,ψ0)=(280º, 101º)である。右側の OH 基は, 水素結合を形成しつつ, 主鎖 CH2基の

水素原子との反発を避けるため手前に若干回転し, ベンゼン面との捩じれ角は 9.4である。

水素結合HO-HO における水素原子と酸素原子間の距離 dO-Hは, 夫々に0.097, 0.185, 0.098 

nm, 両 OH基の酸素原子間の距離 dO-Oは 0.281 nmである。dO-Oは, ダイマーの結晶構造で

計測された 0.279 nm に近い距離である[190]。A2構造では, 主鎖 CH2基の配置は A1と同様

に奥を向いているが, パラクレゾール間の捩じれ角はA1を基準に φ, ψが夫々に-30º変化して

いる。この捩れ角の変化により, 右側の OH 基は主鎖 CH2基の水素原子に近づくため, その

反発を避けるようにベンゼン面との捩じれ角は 39.5に大きくなる。水素結合の dO-H は夫々に

0.097, 0.196, 0.098 nm, dO-Oは 0.286 nmであり, 両 OH間の水素結合と酸素原子間の距離が

伸びている。 
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Fig. 4.2.2 Structures of para-cresol dimer at four local minimum-energy states. 

 

一方, B1 構造では, 主鎖 CH2 基の水素原子は紙面に対して手前を向いており, 捩じれ角

(φ0,ψ0)=(80º, 259º)である。右側の OH基は, 主鎖 CH2基の水素原子との反発を避けるため奥

に若干回転し, ベンゼン面との捩じれ角は-9.4である。水素結合における dO-H は, 夫々に

0.097, 0.185, 0.098 nm, dO-Oは 0.281 nmであり, A1の鏡面対称構造である。B2構造では, 主鎖

CH2基の配置はB1と同様に手前を向いているが, 捩じれ角はB1を基準にφ, ψ が夫々に+30º

変化している。この捩れ角の変化により, 右側の OH 基は, 主鎖 CH2基の水素原子に近づく

ため, その反発を避けるようにベンゼン面との捩じれ角は-39.5に大きくなり, A2の鏡面対称構

造である。A1と B1構造, 及び, A2と B2構造はエネルギー的に縮退しており, A1と B1構造を基

準に, A2と B2構造は 61meV高い状態である。以上より, パラクレゾールのダイマー構造は, 4

種類の特徴的な極小エネルギー構造が存在する。これらのダイマー構造では, パラクレゾー

ル間の捩じれ角が異なり, OH 基は主鎖 CH2基と相互作用しながら両 OH基間で水素結合が

形成されることを示した。 

次に, 分子構造の自由度を削減するため, ダイマーの極小エネルギー構造 A1, A2, B1, B2

を用いて分子クラスタ構造を生成した。前章の図 3.2.2 に示したように, 極小エネルギー構造

からは分子フラグメント構造とリンカー構造が抽出される。極小エネルギー構造を構成する二

つの分子フラグメント構造はホモ構造に近いため, 分子フラグメント構造には主鎖 CH2基と水

素結合を形成する右側の分子構造を用いた。そして, 分子クラスタ構造 AiBjは, 分子フラグメ

ント構造で構成される分子連結部に空間的に重なるようにリンカー構造を連結することにより

生成される。ここで, AiBjは, 極小エネルギー構造Aiから抽出した分子フラグメント構造に極小

エネルギー構造 Bj から抽出した分子フラグメント構造が連結した分子配列を表す。以下では, 

簡略して分子フラグメント構造AiにBjが連結した分子配列と記述する。また, 分子連結部のベ
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ンゼン環を含んだ捩じれ角は 180°近傍で変化しないため, リンカー構造は固定構造で連結

可能である。 

また, 分子クラスタのエネルギーEc
QMは, その末端をCH3及びCH2CH3で終端して, QM法

を用いて計算した。同様に, 分子連結部のエネルギーEj
QM は, 分子フラグメント構造の末端を

終端してQM法を用いて計算した。そして, Ec
QMからEj

QMを差し引いた分子フラグメントのエネ

ルギーEc-j
QMは, 式(3.12)を用いて計算した。このとき, QM法では, 部分構造最適化を用いて, 

終端した原子構造のみを緩和させた。電子交換相関相互作用には B3LYP 法を用いた。続い

て, 分子フラグメントの捩じれ角, に対する Ec-j
QM のポテンシャルエネルギー面(PES : 

Potential Energy Surface)を計算した。4種類の極小エネルギー構造から抽出した 4種類の分

子フラグメントを用いて, 分子クラスタ構造が 16種類(=4
2
)生成される。また, 捩じれた分子フラ

グメント構造は, 分子フラグメントの捩じれ角, のみを変化させて他の原子座標を固定した

分子構造を用いて生成される。捩じれ角, の離散幅は 30に設定し, -180～180までの離

散点数は 144 点(=12
2
)である。したがって, 分子クラスタ構造の数は 2304(=4

2
×12

2
)である。こ

れらの分子構造は独立した構造であるため, データ並列処理により高速に計算可能である。 
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Fig. 4.2.3 (a) Potential energy surface and (b) emergence probability obtained from a minimum 

energy of para-cresol dimer when rigid fragment structures with variation of torsion angles link 

to other rigid fragment structures. 

 

分子配列 AiBjにおける分子フラグメントのエネルギーEc-j
QMを計算し, 捩じれ角, に対す

る PESを求めた。そして, A1A1, A1A2, 及び, B1B1, B1B2の PESにおけるエネルギー最小値を

計算した。図 4.2.3(a)には, 極小エネルギー構造 A1の捩じれ角を基準に, 分子フラグメント構

造が捩じれ角, で連結したときの PESの最小値を示した。また, この PESにおける 144点の

エネルギー状態に対して, 式(3.15)を用いて分配関数を計算した。図 4.2.3(b)は, 式(3.14)を

用いて求めた分子フラグメント構造が捩じれ角, で連結したときの出現確率である。図
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4.2.3(a)の PESでは, (, )=(0, 0)と(-30,-30), 及び, (160,159)と(-170,-171)にポテンシ

ャルの谷が形成され, 夫々に極小エネルギー構造 A1, A2, 及び, B1, B2の捩じれ角に対応す

る。その周囲にはポテンシャルの山が存在し, 捩じれた分子フラグメント構造が連結したときの

エネルギー損失である。そして, その山の間を縫うように低エネルギー領域が広がっている。

>0, >0の第一象限と<0, <0の第三象限の高エネルギー領域は, 隣接するパラクレゾー

ルの OH基とベンゼン環の衝突により生じる。<0, >0の第四象限では, 両 OH基間の衝突

により高エネルギー領域が生じる。>0, <0 の第二象限では, 隣接するパラクレゾール間に

衝突はなく, OH基とCH3間の反発のため低いポテンシャルの山が生じる。図 4.2.3(b)では, 極

小エネルギー構造に対応する捩じれ角において高い出現確率を与え, PES の凹凸構造を凡

そ反転させた形状を示している。 

 

４.２.３ 長鎖オリゴマーの低エネルギー構造 

本節では, MoCA法を構成する低エネルギー構造の探索法としてハイブリッド探索法を用い

て, パラクレゾールの長鎖オリゴマー構造を予測した。局所的構造探索では, 分子フラグメント

構造 A1を初期構造に, 新たな分子フラグメント構造が連結したときに増加する QM/MM エネ

ルギーEfg
QM/MM を計算した。このとき, 鎖長毎に分子フラグメント構造及び Efg

QM/MM の異なる

576 (=4×12
2
)種類の分岐鎖が計算される。ここで, 極小エネルギー構造数 Nλ=4, 捩じれ角の

離散点数 Nd=12, 捩じれ角の種類 Nχ=2である。そして, ボルツマン分布の出現確率に従って

分子フラグメント構造を選択した。その絶対温度 Tlは 400K である。また, 選択された分子フラ

グメント構造を連結した分子構造に対して, 局所的構造探索を繰り返し, 鎖長Npが 32連鎖に

なるまで伸長させて全分子構造を形成した。局所的構造探索の有力候補として, 最小エネル

ギーからエネルギー幅 ΔEw=3 kcal/molの範囲の全分子構造を蓄積した。 

次に, 大域的構造探索では, その絶対温度 Tgを高温に設定し, 一様分布の出現確率を用

いた。局所的構造探索のみの場合に比較して, 広いエネルギー範囲の分子フラグメント構造

が選択可能であり, 多様な全分子構造の中から低エネルギー構造を探索できる。局所的構造

探索で蓄積された有力候補に対して, 鎖長 Np=2から 31 までを順次選択し, その鎖長におけ

る分岐鎖を選択した。そして, 局所的構造探索に引き継いで, 鎖長Npが32まで伸長させて全

分子構造を形成した。この大域的構造探索を 30回繰り返した。 

図 4.2.4(a)は, ハイブリッド探索法を用いて予測されたパラクレゾール 32 連鎖の低エネルギ

ー構造である。この長鎖オリゴマーでは, 分子配列 A1(B1B1B2)10B1の規則的螺旋状構造が自

己組織的に形成され, 全分子のエネルギーEtot
QM/MM は -5.05eV, 全構造の平均回転半径は

1.04 nmある。そこでは, 分子フラグメント構造 A1を初期構造に, (B1B1B2)の核構造が 10回繰

り返され, フラグメント構造 B1が末端を構成する。左図は A1側を上に横から見た螺旋状構造,

右図は A1 側を上から見た螺旋状構造を示しており, 右回りに回転する様子が伺える。この規

則的螺旋状構造は, (B1B1B2)2の核構造 2ユニットで 1回転しており, ピッチ長が 0.56-0.57 nm
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である。核構造を構成する分子フラグメント構造 B1, B1, B2が連結したときの捩じれ角(, )は, 

(0, 0), (210, 210), (0, 0)である。隣接する分子フラグメント構造間の水素結合の距離 dO-H

は, B2-B1間が 0.185 nm, B1-B2間が 0.194 nmであり, 極小エネルギー構造に近い水素結合が

形成される。また, B1-B1間の dO-Hは 0.212 nm と長くなっており, 弱い水素結合を形成する。 

 

Side view(a)  A1(B1B1B2)10B1

Etot
QM/MM

= -5.05 eV

Top view
 

 

Side view Top view

(b)  A1(A1A1A2)8

A1(A1A1B2)(A1A1B1)

Etot
QM/MM

= -4.99 eV

  

Fig. 4.2.4 Para-cresol oligomer with (a) regular spiral structure of 32 monomers in clockwise 

rotation of which molecular sequence is A1(B1B1B2)10B1, and (b) spiral structure of 32 

monomers in anti-clockwise rotation of which molecular sequence is A1(A1A1A2)8 

A1(A1A1B2)(A1A1B1). 
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また, 図 4.2.4(b)は, 同じく予測されたパラクレゾール 32 連鎖の低エネルギー構造である。

分子配列 A1(A1A1A2)8A1(A1A1B2)(A1A1B1)の螺旋状構造が形成され, Etot
QM/MMは-4.99eV, 全

構造の平均回転半径は 1.03 nmである。A1を初期構造に(A1A1A2)の核構造が自己組織的に

8 回繰り返され, そして A1を挟んで(A1A1B2)と(A1A1B1)のユニットで構成される。分子フラグメ

ント構造A1, A2は, 夫々に分子フラグメント構造B1, B2と鏡面対称構造であるため, 右図のA1

側を上から見た螺旋状構造は左回りに回転する様子が分かる。この螺旋状構造は, (A1A1A2)2

の核構造 2 ユニッで 1 回転しており, ピッチ長が 0.56-0.57 nm である。分子フラグメント構造

A1, A1, A2が連結したときの捩じれ角(, )は (0, 0), (150, 150), (0, 0)である。隣接する

分子フラグメント間の水素結合の距離 dO-Hは, A2-A1間が 0.185 nm, A1-A2間が 0.194 nm,であ

り, 極小エネルギー構造に近い水素結合が形成される。また, A1-A1間の dO-Hは 0.212 nm と

長いため, 弱い水素結合を形成する。 

パラクレゾール 32 連鎖の低エネルギー構造には, 前述の規則的な螺旋構造のほかに, 分

子フラグメント構造が捩じれ角(,)=(0, 0)で連結された分子構造が予測された。これは, ダ

イマーの極小エネルギー構造が連なる開環状構造である。図 4.2.5 には, 螺旋状構造に開環

状構造が連結した複合構造を示した。ここで, OH基の酸素原子と水素原子を球状に表示した。

図 4.2.5(a)及び(b)の複合構造は, (B1B1B2)8の自己組織的に形成される規則的螺旋構造, 及

び, A1(B1)3または B1(A1)3の 4 つの極小エネルギー構造が連なる開環状構造で構成される。

Etot
QM/MMは, 夫々に-5.09eV及び-5.08eVであり, 図 4.2.4(a)に示した規則的螺旋構造よりもエ

ネルギーが若干低い。その理由は, 極小エネルギー構造の連なる開環状構造では, 分子フラ

グメントのエネルギーEc-j
QM のエネルギー損失が小さい。そして, 規則的螺旋構造に比較して, 

Ec-j
QMのエネルギー損失が充分に小さければ, 遠隔の分子フラグメント間エネルギーEinter

MMで

得られるエネルギー利得が小さくても, 分子フラグメントが連結したときの増加エネルギー

Efg
QM/MMが低くなるためである。 

 

(c) A1(B1B1B2)8B1A1B2A1(B1)2B2(a) A1(B1)3A1B2 (B1B1B2)8B1A1 (b) A1(B1B1B2)8B1(A1)3B1(A1)2

Etot
QM/MM

= -4.82 eV

Etot
QM/MM

= -5.09 eV

Etot
QM/MM

= -5.08 eV

  

Fig. 4.2.5 Composite structures composed of regular spirals and open-rings in para-cresol 

oligomer with 32 monomers and those molecular sequences and total energies. 
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一方, 図 4.2.5(c)の複合構造は, (B1B1B2)8 の自己組織的に形成される規則的螺旋構造, 

及び, B1A1B２A1(B1)2B2の 7 つの極小エネルギー構造が連なる開環状構造で構成される。そ

の Etot
QM/MMは-4.82eV であり, 規則的螺旋構造よりもエネルギーが高い。その理由は, この極

小エネルギー構造が長く連なる開環状構造では, 分子構造が空間的に広がり, Einter
MMのエネ

ルギー利得が小さい。したがって, 規則的螺旋構造に比較して, Ec-j
QMのエネルギー損失が小

さくても, Efg
QM/MMが高くなるためである。 

以上より, パラクレゾールの長鎖オリゴマーでは, 核構造(B1B1B2)または(A1A1A2)が繰り返

された自己組織的に形成される規則的螺旋構造, 及び, 極小エネルギー構造の連なる開環

状構造で構成される複合構造が, 低エネルギー構造を形成することを明らかにした。 

 

４.２.４ 溶解速度低減機能の発現機構 

クレゾール高分子では, メタクレゾールに対するパラクレゾールの混合率が増加するにつれ

て, アルカリ溶液中における溶解速度が著しく減少する。この異性構造に由来する溶解速度

低減機能の発現機構を解析した。 

(a) A1(B1B1B2)10B1

Etot
QM/MM

= -5.05 eV

(b) (A1)32

Etot
QM/MM

= -3.22 eV

 

Fig. 4.2.6 (a) Regular spiral structure with low energy and (b) sphere structure with high 

energy in para-cresol oligomer with 32 monomers. 

 

メタクレゾール高分子における主鎖 CH2基の連結位置は, 2種類のパラーオルト連結と 1種

類のオルトーオルト連結がある。その隣接する分子フラグメント間は多様な連結が可能である

ため, ガウス鎖のように球状構造が形成され, 分子配向はランダムと考えられる。メタクレゾー

ルの高分子構造を直接計算する代わりに, 高エネルギー状態のパラクレゾールの高分子構

造がランダムな分子配向になるため, パラクレゾールの高エネルギー構造を計算した。ここで

は, 極小エネルギー構造 A1 のみで構成されるパラクレゾールのオリゴマー構造を計算した。
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一方, パラクレゾールの混合率が増加するにつれて, 隣接する分子フラグメントがパラクレゾ

ールになるため, パラクレゾールの短鎖及び長鎖オリゴマーの特異的構造が形成される。図

4.2.6 には, パラクレゾール 32 連鎖における規則的螺旋状の低エネルギー構造, 及び, 極小

エネルギー構造 A1のみで構成される球状の高エネルギー構造を示した。以下では, 両オリゴ

マー構造の分子配向を調べるため OH基の動径分布を解析した。 

図 4.2.7(a)は, OH 基の水素原子を中心に, その周りに存在する酸素原子の動径分布であ

る。規則的螺旋状構造では, 最大のピーク分布が 5Å 領域にあり, 距離が長くなるにつれてピ

ークが低下し, 最長距離は 30Åに及んでいる。また, 1 Å領域の酸素原子は同一フラグメント

内の OH基の酸素原子に対応し, 2Å領域の酸素原子は水素結合を形成した隣接フラグメント

間の OH基の酸素原子に対応する。3～6Å領域及び 5～12Å領域の酸素原子は, 第一周期

及び第二周期の螺旋状構造内に配置する酸素原子である。一方, 球状構造では, 最大のピ

ーク分布は 11～15Åにあり, 最長距離は 18Åである。規則的螺旋状構造に比較して, 最大ピ

ークが長距離側にシフトし, 最長距離が短くなっている。アルカリ溶液中において, OH基はア

ルカリ負イオン OH
-の影響を受けて水素原子が解離し O

-基にイオン化する。その O
-基にアル

カリ正イオンが結合するため, O
-基の負のクーロンポテンシャルが遮蔽される距離はデバイスク

リーニング長 λdで与えられる。アルカリ溶液KOHや[(CH3)4N]OHの有効アルカリ濃度 0.12 M, 

温度 300 Kにおいて, λdは 0.88 nmである。この λd内に存在する酸素原子数は, 規則的螺旋

状構造では 14 個, 球状構造では 10.5 個である。これは, 規則的螺旋状構造は, OH 基の水

素原子の周りに酸素原子が密に配向していることを表す。そして, 水素原子が周りの OH基や

O
-基から負のクーロンポテンシャルを強く受けるため, 水素解離が困難になる。 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 5 10 15 20

0 

1 

2 

3 

4 

0 5 10 15 20 25 30

Spiral
Sphere

Distance (Å) Distance (Å)

R
a
d

ia
l 
d

is
tr

ib
u

ti
o

n

R
a
d

ia
l 
d

is
tr

ib
u

ti
o

n

Sphere

d = 8.8 Å

Spiral

(a) Centered at a hydrogen atom (b) From the center of oligomer
 

Fig. 4.2.7 Radial distribution of (a) oxygen atoms centered at a hydrogen atom of hydroxyl 

groups and (b) oxygen atoms from the center of para-cresol oligomer. 
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また, 図 4.2.7(b)には, オリゴマー構造の中心を原点に, その周りに存在する酸素原子の動

径分布を示す。規則的螺旋状構造では最大のピーク分布が3Å領域にあるが, 球状構造では

最大のピーク分布が 8Å領域であり, 長距離側にシフトする。これは, 規則的螺旋状構造では

OH 基がオリゴマー構造の内側に配置し, 球状構造では OH 基がオリゴマー構造の外側に配

置することを表す。アルカリ溶液中のアルカリ負イオン OH
-は, クレゾールポリマー間の隙間を

縫って拡散すると考えられる。したがって, 規則的螺旋状構造では, オリゴマー構造の内側に

配置した OH基がアルカリ溶液中の負イオンから遠ざかるため, 水素解離が困難になる。 

水素原子の解離エネルギーを解析するため, QM法の電子交換相関相互作用にはMP2法

[87]を用いて計算した。図 4.2.5(a)のパラクレゾール 32連鎖では, 必要な計算容量が大きすぎ

るため, 後半部分の 16連鎖の末端を CH3及び CH2CH3で終端した複合構造を対象に解析し

た。図 4.2.8 には, 水素原子が解離したときのエネルギーシフト ΔEdis, 及び, 水素原子に番号

を添えたパラクレゾール 16連鎖の複合構造を示した。近接する酸素原子の少ない 1番目の水

素原子の ΔEdis は低く, 複合構造内に配置する水素原子の ΔEdis が大きく上昇することが示さ

れている。そこでは, 2-3番目の水素原子のΔEdisは約 0.16～0.26eVシフトし, 核構造(B1B1B2)

の第 2周期に配置する 4番目の水素原子の ΔEdisは 0.45eV に上昇する。そして, 4～6番目, 

及び, 7～9番目では, 規則的螺旋状構造に配置するため, ΔEdisは周期的に変化している。続

いて, B1(A1)3と末尾のB1(A1)2は, 極小エネルギー構造の連なる開環状構造であるため, 水素

結合のネットワーク構造が形成され, 水素原子の ΔEdisは最大で 1.06eVに上昇する。 
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Fig. 4.2.8 Energy shift of hydrogen dissociation in a composite structure of para-cresol oligomer 

with 16 monomers of which molecular sequence is (B1B1B2)3B1(A1)3B1(A1)2. Hydrogen 

dissociation energy is calculated by using the basis sets of MP2/6-31G(d). 

 

以上より, クレゾール高分子では, メタクレゾールに対するパラクレゾールの混合率が増加

するにつれて, メタクレゾールで構成されるガウス鎖が, パラクレゾールで構成される自己組織
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的に形成された規則的螺旋状構造及び開環状構造の複合構造に部分的に置き換わると考え

られる。そして, ガウス鎖のランダムに配向する OH 基は, 複合構造を構成する規則的螺旋状

と開環状の水素結合ネットワーク構造に置き換わる。したがって, クレゾール高分子は, パラク

レゾールの複合構造が増えるにつれて, 水素解離エネルギーが増加するため, 並びに, 水素

原子とアルカリ負イオンの距離が遠ざかるため, 水素解離が抑制されて溶解速度を著しく減少

させることができる。以上により, 異性構造に依存する OH 基の分子配向構造が制御され, 溶

解速度の低減機能が発現する機構を明らかにした。 

近年, フェノール樹脂の分子配向構造及び硬化機構の研究が NMR を用いて行われた 

[146]。フェノール系分子の重合では, 硬化剤のヘキサメチレンテトラミンを添加し, 主鎖 CH2

基の連結位置がオルト―オルト連結の割合の高いフェノール樹脂(以下ではオルト連結型フェ

ノール樹脂と記す), 及び, ランダムな連結のフェノール樹脂(以下ではランダム連結型フェノ

ール樹脂と記す)を作製した。これらのフェノール樹脂に対して, 主鎖 CH2 基を構成する炭素

原子 13
C の化学シフトが計測された。その結果は, オルト連結型フェノール樹脂における主鎖

CH2基の炭素原子の配置が拘束されているため, OH基及び水素結合が局所的に配向するこ

とが示された。また, OH 基が直接に結合したベンゼン環の炭素原子の化学シフト計測からは, 

オルト連結型フェノール樹脂はランダム連結型フェノール樹脂よりも強い水素結合を形成して

いることが示された。実験的に計測された OH 基の局所的な分子配向及び強い水素結合は, 

規則的な螺旋状構造や開環状構造におけるOH基の密な分子配向構造, 及び, 高い水素解

離エネルギーの予測結果に良く一致する。したがって, オルト連結型フェノール樹脂は, パラ

クレゾールの長鎖オリゴマーに類似した特異的構造をもつと考えられる。 

 

４.２.５ 計算科学的な結果検討 

４.２.５.１ 構造自由度の削減 

  本節では, MoCA法を構成する構造自由度の削減法を検証するため, 離散的構造空間に

ける分子構造数及び計算結果の正当性を解析した。前節の 4.2.2 に記述したパラクレゾール

ダイマーの分子クラスタ構造を用いた計算結果と比較するため, 従来の全原子自由度を取り

入れた構造空間における PES と出現確率を計算した。 

パラクレゾールのダイマー構造及びモノマー構造のエネルギーEd
QMとEm

QMは, その末端を

CH3及びCH2CH3で終端して, QM法を用いて全構造最適化を行い, QMエネルギーを計算し

た。QM法の電子交換相関相互作用にはB3LYP法[86]を用いた。次に, 分子フラグメントのエ

ネルギーEd-m
QMは Ed

QMから Em
QMを差し引いたエネルギーを計算し, そしてダイマーの捩じれ

角, に対する Ed-m
QMの PESを求めた。捩じれ角, の離散幅は 30に設定し, -180～180

までの離散点数は 144点(=12
2
)である。図 4.2.9(a)には, 分子フラグメント構造が捩じれ角, 

で連結したときの PES を示した。また, この PES における 144 点のエネルギー状態に対して, 
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分配関数を計算した。図 4.2.9(b)は, 分子フラグメント構造が捩じれ角, で連結したときの出

現確率である。図 4.2.9(a)の PES では, (, )=(0, 0)と(-30,-30), 及び, (160,160)と

(-170,-170)にポテンシャルの谷が形成され, これらの谷は, 図 4.2.2 に示したダイマーの極

小エネルギー構造A1, A2, 及び, B1, B2の捩じれ角に対応する。A2と B2構造のエネルギーは, 

A1と B1構造に比べて 61 meV高い。その周囲にはポテンシャルの山が存在し, 捩じれた分子

フラグメント構造が連結したときのエネルギー損失である。そして, その山の間を縫うように低

エネルギー領域が広がっている。図 4.2.9(b)は, 極小エネルギー構造に対応する捩じれ角に

おいて高い出現確率を与え, PESの凹凸構造を凡そ反転させた形状を示している。 
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Fig. 4.2.9 (a) Potential energy surface and (b) emergence probability of para-cresol dimer when 

a fragment structure composed of a para-cresol monomer and a methylene bridge with variation 

of torsion angles links to another fragment structure. 

 

図4.2.3の分子フラグメント構造を用いて構造自由度を削減した場合, 及び, 図4.2.9の全原

子自由度を取り入れた場合のPESと出現確率を比較した。図4.2.3(a)のPESは, 図4.2.9(a)の

PESに類似したポテンシャル形状を示す。その最小エネルギー値の誤差は3.2 meV, PESのエ

ネルギー誤差の室温における期待値<ΔE>=ΣΔE exp(-E/kBT)は8.9 meVである。したがって, 

エネルギー誤差は小さく抑えられている。また, 図4.2.9(b)の出現確率に対して, 図4.2.3(b)の

出現確率の誤差の室温における期待値は1.7%であり, 両者は良い一致を示す。図4.2.3では, 

4種類の極小エネルギー構造から抽出した分子フラグメント構造に固定しているため, 夫々の

極小エネルギー構造近傍の低エネルギー領域の誤差は小さく, 高エネルギー領域の誤差は

大きい。しかし, 室温近傍では, 高エネルギー領域の出現確率が小さいため, 高エネルギー

領域に起因する誤差が小さくなる。一方, 両図では, =60～90近傍の形状に相違がある。

図4.2.9の全原子自由度を取り入れた場合は, 主鎖CH2基の炭素原子を中心とするアングル

角, 及び, 主鎖とベンゼン環で構成されるアングル角に僅かな構造緩和が生じてエネルギー
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が低下するため, 出現確率が10
-4程度存在する。それに対して, 分子フラグメント構造を用い

た場合はアングル角に構造自由度を与えないためエネルギーが上昇し出現確率がほぼ零と

なる。以上より, 構造自由度を削減した多様な分子クラスタ構造を用いて組み立てられたダイ

マー構造のPESは, 極小エネルギー構造の近傍において, 全原子自由度を取り入れた真の

PESを近似的に再現することが示された。 

また, 第3章では, 離散的構造空間における分子構造数が[2N×Nd
N

]
Npであることを述べた。

ここでは, 図4.2.2に示したダイマーの極小エネルギー構造は, その構造を構成する二つの分

子フラグメント構造がホモ構造に近いため, 主鎖CH2基側に水素結合を形成する右側の分子

フラグメント構造を用いた。よって, 分子構造数は[N×Nd
N

]
Npに削減される。そして, 極小エネ

ルギー構造数Nλ=4, 捩じれ角の離散点数Nd=12, 捩じれ角の種類Nχ=2, 鎖長Np=2であるた

め, 離散的構造空間における分子構造数は (4×12
2
)

2≒10
5.5である。一方, 全原子自由度を

取り入れた構造空間における分子構造数はNd
3NmNpで与えられ, 10

 3×17×2
=10

102である。したが

って, 離散的構造空間にける分子構造数が大幅に削減された。 

更に, パラクレゾール32連鎖では, 従来の分子構造数10
 3×17×32

=10
1632

 に比較して, 離散的

構造空間における分子構造数は(4×12
2
)

32≒10
88と大幅に削減された。そして, 離散的構造空

間において予測された螺旋状と開環状の複合構造に対して, 全原子自由度を取り入れた構

造空間における安定性を解析した。図4.2.5(a)に示した複合構造の末端をCH3及びCH2CH3で

終端し, QM法を用いて構造最適化を行った。基底関数には6-31G(d)を用い, 電子交換相関

相互作用にはB3LYP法を用いた。総電荷は零, スピン多重度は1, エネルギーの収束条件は

1meV以下に設定した。構造最適化によるエネルギー推移は, 反復ステップ40回で10meVに

収束し, 180回で1meV以下に収束した。この早い収束性は, 離散的構造空間の複合構造近

傍において, QM/MMエネルギーのPESがQMエネルギーのPESを近似的に再現することを示

唆している。 

次に, 図4.2.10の右図には, MoCA法で予測された複合構造, 及び, その予測構造を初期

構造にして, QM法による全原子自由度を取り入れた最適化構造を示した。最適化構造では, 

螺旋状構造が維持されていることが示されている。また, 図4.2.10の左図には, OH基の水素原

子を中心に, その周りに存在する酸素原子の動径分布を比較した。MoCA法で予測された複

合構造の動径分布は, 図4.2.7(a)に示した規則的螺旋状構造の動径分布と殆ど同じ形状であ

る。ここでは, 最大のピーク分布が5Å領域にあり, 距離が長くなるにつれてピークが低下し, 

最長距離は30Åに及んでいる。また, 3～6Å領域及び5～12Å領域の酸素原子は, 第一周期

及び第二周期の螺旋状構造内に配置する酸素原子である。一方, 最適化構造では, 最大の

ピーク分布は, 5～6Å領域に若干広がるが, 距離が長くなるにつれてピークが低下し, 最長距

離の30Åに変化は少ない。また, 第2及び第3のピーク分布の位置に変化がないため, 第一周

期及び第二周期の螺旋状構造内に配置する酸素原子の構造変化が少ないことを示している。

したがって, MoCA法を用いて予測された螺旋状構造は。QM法による全原子自由度を取り

入れた構造最適化に対して安定であることが実証された。 
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以上より, 分子クラスタ構造を用いた構造自由度の削減法は, 離散的構造空間における分

子構造数を大幅に削減した。そして, 予測された螺旋状構造は, 全原子自由度を取り入れた

最適化構造と良く一致するため, 正当であることが示された。 

 

(c) Optimized structure
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(b) Composite structure
given by MoCA
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Fig. 4.2.10 (a) Comparison of radial distributions of oxygen atoms centered at a hydrogen atom 

of hydroxyl groups in para-cresol oligomers with 32 monomers. (b) Composite structure 

predicted by using MoCA method and used as an initial structure for QM calculation. (c) 

Optimized structure calculated by full QM method using the basis sets of B3LYP/6-31G(d). 

 

４.２.５.２ エネルギー計算の精度と高速性 

本節では, MoCA法を用いた全分子構造のQM/MMエネルギー及びQM法で一括計算し

た QMエネルギーを比較して, 全エネルギーの計算法の計算精度と計算時間を解析した。 

MoCA法を用いて予測されたパラクレゾール 32連鎖は, QM法で一括計算するために必要

な計算容量が大きすぎるため, 16連鎖に短縮して解析した。また, 以下の要領でサンプリング

構造を選択した。初めに, 分子フラグメント構造が捩じれ角(, )=(0, 0)で連結した連鎖数を

指標に全分子構造を分類した。この指標は, ダイマーの極小エネルギー構造が連なる数であ

り, 隣接する分子フラグメント構造間の水素結合の強さ及びネットワーク構造を表す。ここでは, 

連鎖数 2, 3, 5, 8を選択した。そして, 分類された連鎖数毎に大きく捩じれた分子フラグメント

で構成される分子構造を含めて, 合計 24種類のサンプリング構造を選択した。したがって, サ

ンプリング構造は, 多様な分子配向構造及び広範なエネルギー構造で構成される。 

全分子の QM/MM エネルギーEtot
QM/MMは, QM 法を用いた分子クラスタのエネルギーから

分子連結部のエネルギーを差し引いた分子フラグメントの QM エネルギーEc-j
QM

, 及び, MM

法を用いた遠隔に位置する分子フラグメント間の MM エネルギーEinter
MM で構成される。

Etot
QM/MMをQM成分とMM成分に分離して表記するため, 式(3.10)-(3.12)を次式に変形する。 
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 QM
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MM

inter

QM
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tot QEE　E                                     (4.1) 
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QM

jc

MM

inter q,q,r,rEQE                             (4.3) 

 

ここで, Einter
MM には部分電荷の依存性を露わに記した。Einter

MM の計算で使用されるクーロ

ンエネルギーのパラメータ係数 QM

jcQ 
は, QM 法を用いてダイマーの極小エネルギー構造を計

算したときに得られる静電ポテンシャルから抽出した部分電荷 
iq を用いた。これにより, 隣接

する分子フラグメント間の相互作用による分極効果が取り入れられる。また, 本解析では, QM

法の電子交換相関相互作用には B3LYP法を用い, MM法には Amber力場モデル[9]を用い

た。そして, Amber 力場モデルでは, 低精度の捩じれパラメータ係数を使用せずに, 高精度

の QM

jcQ 
及びvdWエネルギーのパラメータ係数を用いた。その内容を露わに記すため, 式(4.1)

の添え字を書き換え, 全分子の QM/MMエネルギーは次式で表わされる。 

 

 B3LYP

jc

vdW

inter

B3LYP

jc

B3LYP/vdW

tot QEE　E                                 (4.4) 

 

一方, QM 法を用いて一括計算された全分子の QM エネルギーEtot
QMは, 分子フラグメント

の QM エネルギーEc-j
QM

, 及び, 遠隔の分子フラグメント間エネルギーEinter
MMに分離され, 次

式で与えられる。 

 

 MP2

jc

MP2

tot

MP2

jc

MP2

inter

MP2

jc

MP2

tot EEEEE　E                          (4.5) 

 

ここで, QM法の電子交換相関相互作用にはMP2法[87]を用いた場合を示した。図 4.2.11

には, MoCA 法を用いて予測されたパラクレゾール 16 連鎖の分子構造 24種類に対して, 全

分子の QM/MMエネルギーEtot
B3LYP/vdW

, 及び, QM 法の MP2法を用いて一括計算された全

分子のQMエネルギーEtot
MP2の比較結果を示した。両エネルギーは極めて良い一致を示して

おり, 回帰直線の傾きは 1.10, 決定係数は 0.96 である。また, この相関関係は, p 値が 0.001

以下であるため有意である。 
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Fig. 4.2.11 Comparison of QM/MM energy obtained from MoCA method and full QM energy 

calculated by using the basis sets of MP2/6-31G(d), associated with 24 structures of para-cresol 

oligomer with 16 monomers. In MoCA method, QM energy of neighboring molecular 

fragments, Ec-j
QM

, is calculated by using the basis sets of B3LYP/6-31G(d). MM energy between 

remote molecular fragments, Einter
MM

, is calculated by using polarized partial charges, Qc-j
QM

, 

obtained from Ec-j
QM

 calculation and vdW coefficients given by the Amber force model. 

 

次に, パラクレゾール 16 連鎖の低エネルギー構造及び高エネルギー構造に対して, 表

4.2.1には全分子のエネルギーを構成するエネルギー成分を纏めた。初めに, MoCA法を用い

た全分子のエネルギーEtot
B3LYP/vdW

, 及び, MP2法を用いた全分子のエネルギーEtot
MP2を比較

した。低エネルギー構造の場合は, Ec-j
MP2 は Ec-j

B3LYP に比較してエネルギー損失が大きく, 

Einter
MP2 は Einter

vdW
(Qc-j

B3LYP
)に比較してエネルギー利得が大きい。そして, 両エネルギー差が

相殺され, Etot
B3LYP/vdWはEtot

MP2に近いエネルギーになる。高エネルギー構造の場合も, 同様な

エネルギー傾向が現れる。その結果, 低エネルギー構造と高エネルギー構造のエネルギー差

分 ΔEtot
B3LYP/vdWと ΔEtot

MP2はほぼ一致する。また, Einter
vdW

(Qc-j
B3LYP

)では, 遠隔の分子フラグメ

ント間の相互作用エネルギーの内の 77%が vdWエネルギーで占められる。また, Einter
MP2では, 

誘起ダイポール間の相互作用エネルギーに由来する vdWエネルギーがMP2法で取り入れら

れた二次の摂動論に基づいて高精度に計算される。そして, Einter
vdW

(Qc-j
B3LYP

)と Einter
MP2 が比

較的良い一致を示すことは, 両計算法が vdW エネルギーを高精度に計算できることを示して

いる。したがって, MoCA 法を用いた全分子のエネルギーは, MP2 法を用いた全分子のエネ

ルギーと同程度に高精度計算が可能である。 
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Table 4.2.1  Total and decomposed energies associated with low- and high-energy structures. 

Ec-j Einter Etot Ec-j Einter Etot ΔEtot

MP2/vdW 0.56 -2.60 -2.04 0.95 -1.39 -0.45 1.59

B3LYP/vdW 0.46 -2.43 -1.97 0.81 -1.24 -0.43 1.54

MP2 0.56 -2.79 -2.23 0.95 -1.64 -0.69 1.54

B3LYP 0.46 -0.79 -0.33 0.81 -0.44 0.37 0.70

Low energy structure High energy structure

QM/MM

QM

 

 

続いて, MoCA法を用いた Etot
B3LYP/vdW

, 及び, QM法で汎用的に使用される B3LYP法を用

いて一括計算されたEtot
B3LYPを比較した。パラクレゾール16連鎖の分子構造24種類に対して,

回帰直線の傾きは 0.53, 相関係数は 0.71, p値は 0.001以下であり, 両エネルギーは一致しな

い。また, 表 4.2.1 では, Etot
B3LYP/vdW と Etot

B3LYP を比較した。低エネルギー構造の場合は, 

Ec-j
B3LYPは同じであるが, Einter

B3LYPは Einter
vdW

(Qc-j
B3LYP

)に比較してエネルギー利得が非常に小

さい。これは, Einter
B3LYPは, Einter

vdW
(Qc-j

B3LYP
), 及び, Einter

MP2に比較して, vdWエネルギーを過

小評価することを示している。したがって, B3LYP 法による一括計算は, MP2 法による一括計

算に比較して計算時間は短いが, 計算精度が低いため, フェノール系の特異的構造の解析

が困難である。更に, 表 4.2.1 では, MoCA 法を用いた Etot
B3LYP/vdWと Etot

MP2/vdWを比較した。

Etot
MP2/vdW は, 分子フラグメントのエネルギーEc-j

MP2 と遠隔の分子フラグメント間エネルギー

Einter
vdW

(Qc-j
MP2

)で構成される。ここで, Ec-j
MP2はMP2法を用いて計算され, Einter

vdW
(Qc-j

MP2
)で使

用されるクーロンエネルギーのパラメータ係数 Qc-j
MP2 は, 式(4.4)に示した Qc-j

B3LYP と異なり, 

MP2 法を用いてダイマーの極小エネルギー構造を計算したときに得られる静電ポテンシャル

から抽出した部分電荷である。低エネルギー及び高エネルギーの両構造において, Ec-j
MP2 は

Ec-j
B3LYPに比較してエネルギー損失が大きく, Einter

vdW
(Qc-j

MP2
)は Einter

vdW
(Qc-j

B3LYP
)に比較してエ

ネルギー利得が大きい。その理由は, MP2法は B3LYP法に比較して分極効果が高精度に取

り入れられるためと考えられる。その結果, Ec-j
MP2では電子反発によりエネルギー損失が大きく, 

Einter
vdW

(Qc-j
MP2

)では Qc-j
MP2 の分極電荷が大きいためエネルギー利得が大きくなる。尚, 同一

構造の解析であるため, Einter
vdW

(Qc-j
MP2

)と Einter
vdW

(Qc-j
B3LYP

)を構成する vdW エネルギーは同

じである。したがって, MoCA法を用いた Etot
B3LYP/vdWと Etot

MP2/vdWはほぼ一致する。 

また, MoCA 法では, 初めにダイマーにおける 4 種類の極小エネルギー構造を計算した。

次に, 4種類の極小エネルギー構造から抽出した 4種類の分子フラグメントの捩じれ角, を

12
2点設定し, 2304 種類(=4

2
×12

2
)の分子クラスタ構造を生成した。QM 法の B3LYP 法を用い

た分子フラグメントのエネルギーEc-j
B3LYP の計算時間は, Gaussian03 を用いて超並列機

SR16000/1 ノード 32PE上では分子クラスタ構造毎に数十分程度である。これらの分子クラスタ

構造は独立した構造であるため, その計算時間はデータ並列処理によりノード数倍に加速化

できる。そして, 全分子のエネルギーEtot
B3LYP/vdWの計算時間は, 前処理で計算したEc-j

B3LYPを

用いるため, Einter
vdW

(Qc-j
B3LYP

)を計算する MM 法と同等に高速化される。そして, パラクレゾー
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ル 32連鎖の計算時間は, PC クラスタ/1PE上で 1秒未満である。一方, QM法のMP2法で一

括計算したEtot
MP2の計算時間は, 超並列機SR16000/1ノード 32PE上では約 2.5日であった。

ここで, 分子軌道の空間積分値を格納するために, メモリ容量 210GB 及びスクラッチファイル

容量 1 TBが必要であるため, そのファイルアクセスにも時間を要したと考えられる。したがって, 

MoCA法を用いた全分子エネルギーの計算時間は, MP2法の計算時間に比較して極めて短

く, MM法と同等に高速計算が可能である 

以上より,  全分子のエネルギー計算法は, 分子クラスタ構造の捩じれエネルギーをQM法

で計算するため, 計算精度がMP2法と同程度に高精度化される。また, 分子クラスタ構造は

小規模であるためQM法の計算量が削減される。そして, 分子クラスタ構造の前処理計算と並

列計算により計算時間が削減されるため, MM法と同等に高速化される。 

 

４.２.５.３ 低エネルギー構造探索の効率性 

本節では, MoCA 法を構成する低エネルギー構造の探索法を検証するため, 離散的構造

空間において, 大域的構造探索法を用いて探索される分子構造数及びエネルギー状態数を

計算し, その効率性を解析した。第 3章 4節で述べたように, 全分子のエネルギーは, 重複せ

ずに計算された分子構造のエネルギー和で構成されるため, 同一の分子構造のエネルギー

計算を重複させずにエネルギー状態数が計算された。図 4.2.12には, 大域的に探索される分

子構造数 Nmolの鎖長 Np依存性を示した。 
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Fig. 4.2.12 Dependence of number of molecular structures, Nmol, using a global search method 

on number of molecular fragments in an oligomer, Np, as a parameter of energy threshold, ΔEfg,th, 

when a molecular fragment links to an oligomer. Number of molecular fragments, Nfg, which 

links to an oligomer at each Np is extracted from a linear region of Np according to logNmol = 

NplogNfg. 
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ここで, 分子配列は A1(B1B1B2)kで構成され, kは核構造(B1B1B2)の周期回数を表す。また, 

制御パラメータには, 分子フラグメントが分子鎖に連結したときの増加エネルギーの最小値を

基準にして, エネルギー閾値 ΔEfg,th を設定した。両軸は対数で表示した。大域的に探索され

る分子構造数 Nmolは, 鎖長 Npが長くなるにつれて急激に増加し, エネルギー閾値 ΔEfg,thが

大きいほどNmolは大きくなる。構造自由度の削減法では, 離散的構造空間における分子構造

数は[2Nλ×Nd
Nχ

]
Npであり, 鎖長毎に連結する分子フラグメント数Nfgは 2Nλ×Nd

Nχで与えられる。

そして, Nfgは分子配列毎には Nd
Nχになるため, 144（=12

2）である。例えば 9連鎖オリゴマーで

は, 離散的構造空間における分子構造数は 2.7×10
19

(=144
9
)になる。これに対して, 図 4.2.12

に示した Nmolの傾きは, 短鎖側では Np及び ΔEfg,thと共に大きくなる。Npが長くなるにつれて

Nfg が大きくなるのは, 遠隔の分子フラグメント間に引力が働き, 構造自由度が上がるためであ

る。また, 長鎖側の傾きから評価された Nfgは ΔEfg,thが大きくなるにつれて 2.05 から 5.22 に増

加する。そして, 9連鎖オリゴマーでは, ΔEfg,th=0.12eVにおけるNmolは 823個であるため, 大幅

に低減された。したがって, 大域的に探索される分子構造数は, 制御パラメータのエネルギー

閾値 ΔEfg,thを用いて, 短鎖では厳しく制限され, 長鎖では構造自由度の削減法に比較して更

に削減された。 

次に, 図 4.2.13には, ΔEfg,thを制御パラメータにして, 9連鎖オリゴマー構造のエネルギー状

態数を示した。ΔEfg,th=0.09eVの場合は, -0.18eVを最小値に 0eV近傍を中心にして小さな山

型のエネルギー状態分布がある。次に, ΔEfg,th=0.12eVでは, -0.74eVに孤立した低エネルギー

状態が存在し, 螺旋状構造が形成されたことを表す。また, 0eV 近傍を中心に山型分布の状

態数とエネルギー幅が増加する。そして, ΔEfg,th=0.15eVでは, -0.74eVの孤立した低エネルギ

ー状態, 及び, その高エネルギー側に複数の孤立したエネルギー状態が現れ, 0eV近傍を中

心に山型分布の状態数とエネルギー幅が更に増大する。 
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Fig. 4.2.13 Density of energy states for oligomers with 9 monomers as a parameter of energy 

threshold when a molecular fragment links to an oligomer. 
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図 4.2.14は, 図 4.2.13に示した 9連鎖オリゴマー構造のエネルギー状態数から計算された

(a)平均エネルギーと(b)エネルギー揺らぎの温度依存性である。図 4.2.14(a)の平均エネルギ

ーでは, ΔEfg,th=0.09 eVの特性は温度と共に緩やかに増加するが, ΔEfg,th=0.12eV と 0.15eVの

特性は急激に増加する。これは, 孤立した低エネルギー状態の螺旋状構造が存在するため

である。そして, 両特性のずれは小さい。図 4.2.14(b)のエネルギー揺らぎでは, 同様の温度

依存性を示す。温度が上昇するにつれて, ΔEfg,th=0.09eV の特性は緩やかに増加する。一方, 

ΔEfg,th=0.12eVと 0.15eVの特性は急激に増加するが, 両特性のずれは小さい。したがって, こ

の温度範囲では, 制御パラメータの値として ΔEfg,th=0.12eVが妥当である。 

以上より, 大域的構造探索では, エネルギー閾値 ΔEfg,th を制御パラメータに用いて, 鎖長

毎に連結する分子フラグメント数Nfgが構造自由度の削減法の 2Nλ×Nd
Nχに比較して低減され, 

探索される分子構造数がNfg
Np以下に削減される。また, ΔEfg,th毎に独立に探索できるため, 複

数の同時計算の中から適切な制御パラメータ値を選択できる。そして, 自発的に形成される低

エネルギー状態の特異的構造を効率的に予測可能である。 

 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0 400 800 1200 1600 2000 2400 
-1.0 

-0.8 

-0.6 

-0.4 

-0.2 

0.0 

0 400 800 1200 1600 2000 2400 

ΔEfg=0.09

0.120.15

A
v
e
ra

g
e
 e

n
e
rg

y
   

(e
V

)

Temperature  (K)

0.12

0.15

S
ta

n
d
a
rd

 d
e
v
ia

ti
o
n
 o

f 
e
n
e
rg

y
  
(e

V
)

Temperature  (K)

ΔEfg=0.09

(a) Average energy (b) Standard deviation of energy
 

Fig. 4.2.14 Dependence of (a) average energy and (b) standard deviation of energy of oligomers 

with 9 monomers on temperature as a parameter of energy threshold when a molecular fragment 

links to an oligomer. 

 

次に, 離散的構造空間において, 階層的構造探索法を用いて探索される分子構造数及

びエネルギー状態数を計算し, その効率性を解析した。本法では, 生物模倣の観点で, 分

子フラグメント数 Nh で構成される核構造をブロック単位として, 階層的そして大域的に全分子

構造を組み立て, 低エネルギー構造を予測した。図 4.2.15 には, 階層的に探索される分子構

造数 Nmolの鎖長 Np依存性を両対数で示した。ここで, 分子配列はA1(B1B1B2)kで構成される。

また, 制御パラメータには, 鎖長 kNh+1 のエネルギーの最小値を基準にして, エネルギー閾
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値 Eseq,thを設定した。Nh=5以下では 2eVを設定し, Nh=6, 7及び 8ではNmolを低減させるため, 

-0.1eV 及び-0.2eV を設定した。また, 核構造を計算するとき, 大域的構造探索のエネルギー

閾値 ΔEfg,thは 0.12eVを設定した。参照データには, 図 4.2.12に示した ΔEfg,th=0.12eVにおい

て大域的に探索される分子構造数を示した。鎖長 Np に対する大域的構造探索は, Nh=Np に

設定した階層的構造探索に対応するため Nh=9 と記した。 
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Fig. 4.2.15 Dependence of number of molecular structures on number of molecular fragments in 

an oligomer as a parameter of number of fragments composing nucleus structures using a 

hierarchical search method. Energy threshold, Eseq,th, is set to (a) 2 eV for Nh = 1, 2, 3, 4, 5, and 

(b) -0.1 eV for Nh = 6, 7 and -0.2 eV for Nh = 8, respectively. ΔEfg,th is set to 0.12 eV for 

searching nucleus structures. The dependence associated with Nh=9 is given by global search 

method as ΔEfg,th = 0.12 eV in Fig. 4.2.12. 

 

階層的に探索される分子構造数Nmolは, NpがNh+1になるまでは大域的に探索される分子構

造数と同じであるが, 鎖長Npが長くなるにつれて周期的に増減を繰り返しNmolが大幅に削減さ

れる。以下にその理由を述べる。始端の分子フラグメントに核構造の候補が連結されて鎖長

Nh+1になるまでは, ΔEfg,th=0.12 eVを用いて大域的構造探索が行なわれ, 探索される核構造

の候補数はNfg
Nhである。それ以降では, 核構造の候補が連結される度に, 制御パラメータ

Eseq,thにより特異的構造の候補がNseq,kNh+1に削減される。したがって, Nmolは, 鎖長kNh+2にお

いて減少した後に増加し周期Nhの増減が繰り返される。Nmolが増加するときの傾きは, 大域的

構造探索と同様にNhと共に増加傾向にある。そして, Nhが大きくなるにつれて, Nmolは大域的

構造探索に対応するNh=9に漸近する。例えば15連鎖オリゴマーでは, 大域的構造探索法を
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用いたときのNmolは, 図4.2.12に示したNfg=2.94から6.3×10
5個と予測される。この分子構造数

に比較して, Nh=1-8 において階層的に探索されるNmolは全て1.2×10
4以下に削減された。 

図 4.2.16には, Nhを制御パラメータにして, 15連鎖オリゴマー構造のエネルギー状態数を示

した。Nh=1の場合は, -1.01eVを最小値に二つの山型分布がある。Nh=2では, 核構造の候補

が Nh=1の場合と同じであるため, 同じ山型分布になる。また, Nh=3では, -1.94eVを最小値と

する孤立した多数の低エネルギー状態が現れており, これらが螺旋状構造に対応する。そし

て, 0eV近傍を中心に山型分布の状態数とエネルギー幅が増加する。次に, Nh=4では, エネ

ルギー状態数が激減する。これは, オリゴマーが開環状構造を形成するとき, 始端と 5 番目の

分子フラグメントが近接し, 低エネルギー状態にならないためである。また, Nh=5では, 0eV近

傍を中心に山型分布がある。続いて, Nh=6では, Nh=3に類似した孤立した低エネルギー状態

が現れる。その理由は, Nh=6 における核構造の候補は, Nh=3 における核構造の候補を包括

するためである。そして, Nh=6のEseq,thは-0.1eVであり, 探索される分子構造数を低減するため

Nh=3 の 2eV に比較して高く設定したが, -1.94eV の最小値のエネルギー状態が形成される。

最後に, N=7, 8では, -1eV近傍を最小値に山型分布がある。 
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Fig. 4.2.16 Density of energy states for oligomers with 15 monomers as a parameter of number 

of molecular fragments composing nucleus structures. 

 

図 4.2.17は, Nhを制御パラメータにして, 図 4.2.16に示した 15連鎖オリゴマー構造のエネ

ルギー状態数から計算された(a)平均エネルギー及び(b)エネルギー揺らぎの温度依存性であ

る。Nh=3, 6の平均エネルギーは, 他のNhに比較して極めて低く, 高温になるにつれて僅かに

増加する。その理由は, Nh=3, 6 においてのみ, 孤立した低エネルギー状態の螺旋状構造が

存在するためである。そして, 孤立した低エネルギー状態と山型分布の連続的な高エネルギ
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ー状態のエネルギー差が大きいために温度に対するエネルギー変化が小さくなる。次に , 

Nh=3, 6 のエネルギー揺らぎは, 他の Nhに比較して, 低温では小さいが, 高温になるにつれ

て急激に増大する。その理由は, 低温では孤立した低エネルギー状態の螺旋状構造のみが

存在するが, 高温ではエネルギー差の大きい高エネルギー状態と共存するためである。 

以上より, 核構造を構成する分子フラグメント数 Nh=3, 6の場合のみ, 低エネルギー状態の

螺旋状構造が形成されることが示された。階層的構造探索では, Nhが大きくなるにつれて探索

される核構造の候補数 Nfg
Nhが増加する。また, 探索される特異的構造の候補数 Nseq,kNh+1は

Nseq,(k-1)Nh+1Nfg
Nh

 に従って増加するが, エネルギー閾値 Eseq,thを用いて削減可能である。これ

は, 大域的構造探索の分子構造数 Nfg
kNh+1 に比較して更に削減される。そして, 階層的構造

探索では, 鎖長毎に計算される分子フラグメント数は Nfgであるが, 大域的構造探索で計算さ

れる分子フラグメント数は Nd
Nχであるため計算量が低減される。更に, Nh毎に独立に計算でき

るため, 複数の同時計算の中から特異的構造が現れる核構造を見出すことができる。また, 

Nseq,(k-1)Nh+1 種類の特異的構造の候補は独立した分子構造であるため, 核構造を連結するエ

ネルギー計算は複数同時に計算ができる。このようにして, 自発的に形成される低エネルギー

状態の特異的構造を効率的に予測可能である。 
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Fig. 4.2.17 Dependence of (a) average energy and (b) standard deviation of energy of oligomers 

with 15 monomers on temperature as a parameter of number of molecular fragments composing 

nucleus structures. 

 

４.２.６ 物理化学的な結果検討 

本節では, 自己組織的構造の形成過程を検討する。図 4.2.18(a)には, パラクレゾール 32

連鎖の水素結合ネットワーク構造を示した。分子配列は A1(B1B1B2)10B1 で構成され, 規則的

螺旋状構造を形成する。また。図 4.2.18(b)には, 規則的螺旋状構造の形成過程において, 
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全分子のエネルギーEtot
QM/MMを構成するエネルギー成分の推移を示した。そのエネルギー成

分は, 分子クラスタのエネルギーから分子連結部のエネルギーを差し引いた分子フラグメント

のエネルギーEc-j
QM

, 遠隔の分子フラグメント間エネルギーEinter
MM

, 及び, 両エネルギーの和

である分子フラグメントが連結したときの増加エネルギーEfg
QM/MMで構成される。 

この規則的螺旋状構造では, 分子フラグメント A1を初期構造に, 核構造(B1B1B2)が 10 回

繰り返され, フラグメント B1 が末端を構成する。核構造の形成過程では, 分子フラグメント B1

がB1に連結, 及び, B2がB1に連結するときにエネルギー損失Ec-j
QMが生じている。また, エネ

ルギー利得 Einter
MM は, 核構造の一周期目は小さいが, 二周期目で大きくなり, 三周期目以

降では大きなエネルギーを得ている。そして, 両エネルギーの和として, Efg
QM/MM は反復的に

大きな負のエネルギーが得られ, 全分子のエネルギーEtot
QM/MM は低エネルギー化する。した

がって, 規則的螺旋状構造は核構造(B1B1B2)を繰り返すたびに大きなエネルギー利得が得ら

れるため, 自己組織的な低エネルギー構造が形成される。 
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Fig. 4.2.18 (a) Network structure of hydrogen bonding of regular spiral structure, molecular 

sequence and total energy in para-cresol oligomer with 32 monomers. Molecular sequence is 

A1(B1B1B2)10B1 in which nucleus structure, (B1B1B2), is repeated 10 times. (b) Formation 

energy composed of energy loss, Ec-j
QM

, energy gain, Einter
MM

, and sum of both energies, 

Efg
QM/MM

, as a fragment links to para-cresol oligomer. 

 

図 4.2.19には, 分子配列 A1(B1B1B2)4に 5周期目の核構造(B1B1B2)を構成する 14, 15, 及

び, 16番目の分子フラグメントが連結したときの PES及び出現確率を示した。14番目の分子フ

ラグメント B1 が連結するときは, 捩じれ角(,)=(0, 0)において最小エネルギーEfg
QM/MM = 

-0.273 eV となり, その構成成分は Ec-j
QM = -0.001 eV, Einter

MM = -0.272 eVである。図 4.2.19  

(a)に示した PES は, 捩じれ角(0, 0)を中心として非常に深いポテンシャルの谷があり, 周囲

の山が急峻である。そして, その捩じれ角の出現確率が極めて高いことが示されている。 



 

- 65 - 

 

-8-7
-6-5
-4-3
-2-1
0

-180 -120 -60 0 60 120 180
-180 

-120 

-60 

0 

60 

120 

180 

-0.3-0.2-0.10.00.10.20.30.40.50.60.70.8

-180 -120 -60 0 60 120 180
-180

-120

-60

0

60

120

180

 (deg)

 (deg)

 (deg)

 (deg)

0.8

(eV)

10-8

1

Potential
energy

Probability

-0.3

(a) at 14th fragment structure B1  

-8-7
-6-5
-4-3
-2-1
0

-180 -120 -60 0 60 120 180
-180 

-120 

-60 

0 

60 

120 

180 

-0.3-0.2-0.10.00.10.20.30.40.50.60.70.8

-180 -120 -60 0 60 120 180
-180

-120

-60

0

60

120

180

 (deg)

 (deg)

 (deg)

 (deg)

0.8

(eV)

10-8

1

Potential
energy

Probability

-0.3

(a) at 15th fragment structure B1   

-8-7
-6-5
-4-3
-2-1
0

-180 -120 -60 0 60 120 180
-180 

-120 

-60 

0 

60 

120 

180 

-0.10.00.10.20.30.40.50.60.70.8

-180 -120 -60 0 60 120 180
-180

-120

-60

0

60

120

180

 (deg)

 (deg)

 (deg)

 (deg)

0.8

(eV)

10-8

1

Potential
energy

Probability

-0.1

(a) at 16th fragment structure B2   

Fig. 4.2.19 Potential energy surface and emergence probability when each fragment structure 

associated with nucleus structure (B1B1B2) links to para-cresol oligomer with molecular 

sequence A1(B1B1B2)4. Each figure shows that (a) fragment structure B1 as 14
th
 monomer links 

to A1(B1B1B2)4, (b) fragment structure B1 as 15
th
 monomer links to A1(B1B1B2)4B1, and (c) 

fragment structure B2 as 16
th
 monomer links to A1(B1B1B2)4(B1)2. 
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次に, 図 4.2.19(b)に示した 15番目の B1の連結では, (,)=(-150, -150), (-120, -150)

において, Efg
QM/MM = -0.208eV, Ec-j

QM
 = 0.067eV, Einter

MM = -0.276 eV, 及び, Efg
QM/MM

 = 

-0.21eV, Ec-j
QM

 = 0.19eV, Einter
MM = -0.40 eVのポテンシャルの谷が形成される。両捩じれ角

における出現確率はほぼ同等に高いが, 捩じれ角(-150, -150)のときに規則的な螺旋状構

造が形成される。そして, 16番目の B2が連結するときは, 図 4.2.19(c)に示すように, 捩じれ角

(0, 0)において最小エネルギー Efg
QM/MM

 = -0.083 eVを形成し, Ec-j
QM

  = 0.060eV, Einter
MM

  

= -0.142 eVである。図 4.2.19(a)と比較して, Efg
QM/MMは高いが PES と出現確率は近い形状を

示しており, 捩じれ角(0, 0)で連結する B2の出現確率が高いことが示される。このようにして, 

核構造(B1B1B2)の出現確率が他構造に比べて極めて高いため, 自己組織的に規則的螺旋

状構造が形成される。同様にして, 核構造(A1A1A2)の PES と出現確率は, 夫々に (160, 

160), 及び, (-140, -140)の捩じれ角をシフトさせた形状を示し, その出現確率が他構造に

比べて高い。以上より, パラクレゾール 32連鎖では, 核構造(B1B1B2)及び(A1A1A2)が繰り返さ

れることで特異的構造が現れ, 自己組織的に規則的螺旋状構造が形成されることを明らかに

した。 

図 4.2.20には, 複合構造の水素結合ネットワーク構造, 及び, その複合構造の形成過程に

おけるエネルギー成分の推移を示した。図 4.2.20(a)は, 分子配列A1(B1)3で構成されたダイマ

ーの極小エネルギー構造が連なる開環状構造に, 自己組織的に形成される規則的螺旋構造

が連結した複合構造である。開環状構造の形成過程では, エネルギー損失 Ec-j
QM が小さく, 

エネルギー利得 Einter
MMが大きい。図 4.2.18に示した規則的螺旋状構造の形成過程に比較し

て, Efg
QM/MM は大きな負のエネルギーが得られる。また, 開環状構造と規則的螺旋状構造の

境目に位置した 5番目の分子フラグメントに大きなエネルギー損失が生じており, 規則的螺旋

状構造に連結する末端の B1A1 に大きなエネルギー利得が生じる。そして, 全分子のエネル

ギーEtot
QM/MM では , 複合構造が規則的螺旋状構造に比較して若干低くなる。次に , 図

4.2.20(b)は, 分子配列B1(A1)3の開環状構造及び末端のB1(A1)2が連結した複合構造である。

その形成過程では, エネルギー損失 Ec-j
QMが小さく, エネルギー利得 Einter

MMが大きい。した

がって, Efg
QM/MM は大きな負のエネルギーが得られるため, 規則的螺旋状構造に比較して, 

Etot
QM/MMが若干低くなる。一方, 図 4.2.20(c)は, 分子配列 B1A1B２A1(B1)2B2の開環状構造が

規則的螺旋構造に連結した複合構造である。この長く連なる開環状構造の形成過程では, エ

ネルギー損失 Ec-j
QM が小さいが, 分子構造は空間的に広がるため, エネルギー利得 Einter

MM

がかなり小さい。したがって, Efg
QM/MM の得られる負のエネルギーが小さいため, 規則的螺旋

状構造に比較して Etot
QM/MM が高くなる。以上より, パラクレゾールの長鎖オリゴマーでは, 自

己組織的に形成される規則的螺旋構造, 及び, ダイマーの極小エネルギー構造の連なる開

環状構造で構成された複合構造が, 低エネルギー構造を形成することを明らかにした。 
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Fig. 4.2.20 Network structures of hydrogen bonding of composite structures composed of 

spirals and open-rings, and molecular sequences, total and formation energies in para-cresol 

oligomer with 32 monomers. 
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更に, 図 4.2.21 には, 極小エネルギー構造 A1のみで構成される球状構造の水素結合ネッ

トワーク構造, 及び, その形成過程におけるエネルギー成分の推移を示した。球状構造の平

均回転半径は 1.07 nm, 全分子のエネルギーEtot
QM/MMは-3.22 eV であり, 規則的螺旋状構

造と同程度の平均回転半径をもつ高エネルギー構造である。分子配向は, 隣接する分子フラ

グメント間が多様な捩じれ角で連結されるためランダムである。球状構造の形成過程では, 大

きく捩じれた分子フラグメントが所々で連結されるため, エネルギー損失 Ec-j
QMが大きい。また, 

分子フラグメント間の距離が大きいため , エネルギー利得 Einter
MM が小さい。したがって, 

Efg
QM/MM の得られる負のエネルギーが小さいため, 規則的螺旋状構造に比較して Etot

QM/MM

が極めて高くなる。以上より, 低エネルギー構造の形成には, 分子配列が複数の極小エネル

ギー構造で構成されることが重要であることを明らかにした。 

 

-0.50 

-0.40 

-0.30 

-0.20 

-0.10 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

1 10 20 305 15 25

Number of fragments

F
o
rm

a
ti

o
n
 e

n
e
rg

y
  
(e

V
)

(A1)32

Etot
QM/MM = -3.22 eV

Ec-j
QM

Efg
QM/MM

Einter
MM

 

Fig. 4.2.21 Network structure of hydrogen bonding of spherical structure, molecular sequence, 

total and formation energies in para-cresol oligomer with 32 monomers. All fragment structures 

are built-up with fragment structure A1 with various torsion angles. 

 

４.２.７ まとめ 

本節では, 低環境負荷のアルカリ溶液中において, 半導体や液晶用電子デバイスの表面

保護膜に広く使用されるクレゾール高分子の溶解速度がパラクレゾールの混合率が高くなる

につれて減少する機能を解析した。MoCA法を用いて, パラクレゾールオリゴマーの低エネル

ギー構造を予測し, その特異的構造が発現する溶解速度の低減機能を解析した。以下では, 

(1) パラクレゾールオリゴマーの解析結果に対する物理化学的検討, 及び, (2) MoCA法に対

する計算科学的検討をまとめる。 
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(1) パラクレゾールオリゴマーの解析結果のまとめ 

初めに, パラクレゾールのダイマー構造は特徴的な水素結合を形成し, 4 種類の極小エネ

ルギー構造が存在した。次に, ダイマーの極小エネルギー構造から抽出した分子フラグメント

構造及びその捩じれ構造をブロック単位として階層が構成された。これらのブロック単位で生

成される分子クラスタ構造を用いてオリゴマー構造がボトムアップ方式で組み立てられた。そし

て, 局所的と大域的構造探索のハイブリッド探索法を用いて, 規則的螺旋状構造及び開環

状構造で構成される低エネルギー構造が予測された。規則的螺旋状構造では, 3つの分子フ

ラグメントで構成される核構造が繰り返され, 遠隔分子フラグメント間で大きなエネルギー利得

が得られるため, 自己組織的な低エネルギー構造が形成された。開環状構造では, ダイマー

の極小エネルギー構造が連なるため, 分子クラスタ構造の捩じれによるエネルギー損失が非

常に小さいため, 低エネルギー構造が形成された。 

規則的螺旋状の特異的構造で構成されたパラクレゾールの長鎖オリゴマーは, 下記の理由

で溶解速度の低減機能を発現する。この特異的構造では, OH基の水素原子の周りに酸素原

子が密に配向し, 水素原子が周りのOH基やO
-基から負のクーロンポテンシャルを強く受けて, 

水素解離エネルギーが増加するためである。また, オリゴマー構造の内側に配置された OH

基がアルカリ溶液中の負イオンから遠ざかり, 水素解離が困難になるためである。よって, 特

異的構造が水素解離を抑制し, 溶解速度の低減機能を発現することが明らかにされた。また, 

パラクレゾールの混合率の高いクレゾール高分子に対する実験結果は, OH 基の局所的な分

子配向及び強い水素結合が計測され, 予測された特異的構造に良く一致するが示された。 

 

(2) MoCA法のまとめ 

①分子構造自由度の削減法では, 離散的構造空間における分子構造数は[N×Nd
N

]
Np に

削減された。具体的には, 極小エネルギー構造数Nλ=4, 捩じれ角の離散点数Nd=12, 捩じれ

角の種類 Nχ=2 である。鎖長 Np=32 のパラクレゾールオリゴマーでは, 全原子自由度を取り入

れた構造空間における分子構造数(10
3×17

)
32

=10
1632 に比較して, 離散的構造空間における分

子構造数は(4×12
2
)

32≒10
88 と大幅に削減された。そして, 予測された低エネルギー状態の螺

旋状構造は, QM 法を用いた最適化構造と良く一致した。したがって, 全原子自由度を取り入

れた構造最適化に対して安定であることが示され, 本方法の正当性が実証された。 

②全分子のエネルギー計算法では, 全分子エネルギーが QM 法を用いた分子クラスタ内

エネルギーと MM 法を用いた遠隔の分子クラスタ間エネルギーで構成された。分子フラグメン

ト構造及びその捩じれ構造で生成される分子クラスタ構造は小規模分子であり, その数が限

定されるため, QM 法を用いた計算量が削減され, 前処理により分子クラスタ内エネルギーが

並列的に計算可能である。そして, 全分子エネルギーは, 前処理で計算された分子クラスタ

内エネルギーと MM 法で計算される遠隔の分子フラグメント間のエネルギーの和で求められ

た。その計算時間は, QM法の計算時間に比較して極めて短く, MM法と同等に高速に計算さ

れた。また, 分子クラスタ内エネルギーは, MM 法による低精度の捩じれエネルギーを使用せ
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ずに, QM 法を用いて高精度に計算された。遠隔の分子フラグメント間のエネルギーは, MM

法による高精度のクーロンエネルギーと vdW エネルギーが使用された。具体的には, 予測さ

れた 16 連鎖オリゴマーに対して, 本方法と QM(MP2)法の全分子エネルギーを比較した。両

エネルギーの回帰直線の傾きは 1.10, 決定係数は 0.96 が得られ, 両エネルギーは極めて良

い一致を示した。また, MoCA 法の計算時間は PC クラスタ 1PE 上で 1 秒未満である。一方, 

QM法は, 標準ソフトGaussianを利用し, 超並列機 SR16000の 1ノード 32PE上で約 2.5日を

要した。また, 基底関数の空間積分値を格納するメモリ容量 210GB とファイル容量 1TB が必

要であったため, ファイルアクセスに時間を要した。したがって, 本方法を用いた全分子エネ

ルギーの計算は, QM(MP2)法相当の高精度な計算, 並びに, MM 法と同等の高速な計算が

実現された。 

③低エネルギー構造の探索法では, 分子フラグメント構造をブロック単位として, Np連鎖の

オリゴマー構造が組み立てられた。そこでは, 同一の分子構造のエネルギー計算を一度も重

複させずに, 離散的構造空間におけるエネルギー状態数が求められた。 

大域的構造探索法では, エネルギー閾値を制御パラメータとして, 鎖長毎に連結する分子

フラグメント数Nfgが低減され, Np連鎖オリゴマーの分子構造数はNfg
Npとなる。この分子構造数

は, 構造自由度の削減法の場合の[N×Nd
N

]
Npに比較して大幅に削減された。具体的には, 

エネルギー閾値を0.12eVとして, 自発的に形成される規則的螺旋状の特異的構造が見出さ

れた。このとき, 長鎖オリゴマーのNfgは2.94であるため, Nd
Nχ

=144に比較して削減された。した

がって, 大域的構造探索法では, 離散的構造空間において特異的構造を見出すために探索

される分子構造数と計算量が削減されたため, 低エネルギー構造の探索が効率化された。 

また, 階層的構造探索法では, 生物模倣の観点で, 分子フラグメント数Nhで構成される核

構造をブロック単位として新たな階層が設定され, kNh+1連鎖のオリゴマー構造が組み立てら

れた。階層的に探索される分子構造数Nseq,kNh+1は, Nseq,(k-1)Nh+1Nfg
Nhに従って増加するが, エ

ネルギー閾値を用いて低減される。この分子構造数は, 大域的に探索される分子構造数

Nfg
kNh+1に比較して更に削減された。具体的には, エネルギー閾値 -0.2-2eVとして, 自発的に

形成される規則的螺旋状の特異的構造が見出された。このとき, 15連鎖オリゴマーのNfg
kNh+1

は6.3×10
5と予想されるが, Nseq,kNh+1は1.2×10

4以下に削減された。また, 階層的構造探索で鎖

長毎に計算される分子フラグメント数はNfgであるが, 大域的構造探索で計算される分子フラグ

メント数はNd
Nχであるため計算量が低減された。また, (k-1)Nh+1連鎖におけるNseq,(k-1)Nh+1種類

のオリゴマー構造は独立した分子構造であるため, 核構造を連結するエネルギー計算は複数

同時に計算可能である。したがって, 階層的構造探索法では, 離散的構造空間において特

異的構造を見出すために探索される分子構造数及び計算量が削減されたため, 低エネルギ

ー構造の探索が効率化された。 
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４.３ アクリル酸系有機分子 

４.３.１ アクリル酸分子の人工被覆膜 

本節では, Li イオン電池の負極用人工被覆膜を創生するため, MoCA 法を用いてアクリル

酸分子を設計し有効性を検証する。薄型で軽量の Li イオン電池では, 携帯端末の用途が広

がるにつれて, その市場が 1 兆円超に拡大している。今後は, 電気自動車や分散定置式の

平準化電源への市場拡大が期待される。次世代の Liイオン電池では, スマートフォンや電気

自動車の充電頻度を下げるため, その高容量化及び寿命向上が目指されている[169, 170]。 

図 4.3.1には, アクリル酸分子を用いた Li イオン電池の負極用人工被覆膜の説明図を示し

た。高容量負極材には, 従来のグラファイト負極(LiC6: 372mAh/g)に代わって Si 系合金負極

（Li4.4Si: 4200mAh/g）等の開発が進められている。しかし, Si系合金負極では, Liイオンの伝導

媒体である電解液の溶媒分子が負極端で還元分解されるため, 可逆容量が減少する。よって, 

溶媒分子の負極端への拡散を低減することが課題である。また, Liイオンは充放電時に Si系

合金負極に進入と放出を繰り返すため, その膨張と収縮による構造崩壊により電池寿命が劣

化する。よって, 高容量負極材の構造崩壊を抑制し, 寿命を向上させることが課題である。本

研究では, これらの課題を解決するため, 高容量負極材の表面をアクリル酸ポリマーで被覆

する方策を検討する。即ち, 溶媒分子の低拡散化, 及び, 高容量負極材の構造崩壊を防止

するため, 分子捕獲機能と高接着機能を併せもつ機能性分子材料の設計を目指す。 
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for molecular capture 
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Electrons
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Li+

Li4.4Si etc.
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acid polymers

Reductive decomposition 
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Fig. 4.3.1 Schematic diagram to explain an artificial coating film composed of acrylic acid 

oligomers and polymers for anode materials of Li ion battery with high capacity. 
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Si 系合金負極用の高分子接着剤に使用するために, アクリル酸ポリマーの研究が進められ

ている[171-175]。一般に, Si系合金の表面は酸化されて SiO2層に覆われる。その表面の水酸

基とアクリル酸基は, ドライ処理プロセスを用いた脱水縮合反応により共有結合が形成される。

従来用いられた PVDF(Polyvinylidene fluoride)は物理吸着による接着機能を与えるが, それ

に比較してアクリル酸ポリマーは化学吸着による強い接着機能を与えることができる。また, 側

鎖のカルボキシル基間は, 脱水縮合反応により共有結合で架橋される。アクリル酸ポリマーは, 

ランダムマトリックス構造を形成し, 均一な被覆による強い接着機能を与える。一方, アクリル

酸ポリマーは高い吸水性をもつことが知られているが, 分子レベルの捕獲機能を解析した報

告例は少ない。そこで, 本研究では, アクリル酸オリゴマーを用いた特異的構造を設計し, そ

の分子捕獲機能を予測する。本解析に基づいて, アクリル酸オリゴマーとポリマーの混合系で

は, 特異的構造とランダムマトリックス構造を併せもつ理想的な被膜構造が形成され, 分子捕

獲機能と高接着機能を兼ね備えた機能性分子材料に利用されることが期待される。 

 

４.３.２ 分子クラスタ構造の生成 

ダイマー構造には, 二つのアクリル酸をメチレン基 CH2で連結した分子構造を用いた。その

末端は, 共有結合の価電子軌道を維持するため, メチル基CH3及びエチレン基CH2CH3で終

端した。次に, アクリル酸ダイマーの極小エネルギー構造については, ダイマーの捩じれ角を

変化させた初期構造を基に QM 法を用いて構造最適化を行い計算した。基底関数には

6-31G(d)を用い, 電子交換相関相互作用には B3LYP 法[86]を用いた。総電荷は零, スピン

多重度は 1, エネルギーの収束条件は 1meV以下に設定した。QM法の計算ソフトウェアには

Gaussian09を用いた[84]。 

図 4.3.2は, アクリル酸ダイマーにおける 4種類の極小エネルギー構造 A1, A2, A3, A4であ

る。これらの構造に対する鏡面対称構造 B1, B2, B3, B4があるため, 全部で 8つの特徴的な極

小エネルギー構造が存在する。主鎖の形状は, A1構造では直鎖状を示し, アクリル酸間の捩

じれ角(0,0)は(183º,183º)である。側鎖のカルボキシル基は, 主鎖に対して左右に配置され

ており, その回転角(1,2)は(283º,45º)である。水素結合を構成する酸素原子と水素原子間の

距離 dOHは, カルボキシル基内の OH基では 0.098 nm, カルボキシル基間におけるカルボニ

ル酸素原子と OH基の水素原子では 0.559 nm である。A2構造では主鎖は湾曲状を示し, A1

を基準に(,)は(110º,110º)捩じれている。両カルボキシル基は, 主鎖に対して同じ側に配置

され, その間のdOHは0.655 nmと長い。また, A3構造では主鎖は屈曲状を示し, A1を基準に(3º, 

-130º)捩じれている。両カルボキシル基は, 主鎖に対して同じ側に配置され, その回転角を変

えて形成された弱い水素結合の dOHは 0.335及び 0.347 nm である。A4構造は, A3における

とを入れ替えた縮退構造である。 

以上より, アクリル酸ダイマー構造は, 8 種類の特徴的な極小エネルギー構造が存在する。

その主鎖は, 直鎖状, 湾曲状, 及び, 屈曲状である。側鎖のカルボキシル基の分子配置は, 
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主鎖に対して直鎖状では左右に配置され, 湾曲状と屈曲状では同じ側に配置される。また, 

屈曲状では, 両カルボキシル基間で弱い水素結合が形成されることを示した。 
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10=283 20=45

0.559 nm0.098 nm

330

293

94

293
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53

186
338

52

0.347 nm
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A1 0 meV A2 74 meV

A3 A444 meV 44 meV
 

Fig.4.3.2 Structures of acrylic acid dimer at four local minimum-energy states. 

 

次に, 分子構造の自由度を削減するため, 分子クラスタ構造にはダイマーの極小エネルギ

ー構造 A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4を用いた。第 3章の図 3.2.2に示したように, 極小エネル

ギー構造からは分子フラグメント構造とリンカー構造が抽出される。これらの極小エネルギー構

造は, ホモ構造に近いため, 分子フラグメント構造には主鎖 CH2 基と右側の分子構造を用い

た。次に, リンカー構造を分子フラグメント構造で構成された分子連結部に空間的に重なるよ

うに連結し, 分子クラスタ構造が生成される。このとき, リンカー構造は, その捩じれ角を分子

連結部の主鎖の捩じれ角に合わせて連結する必要がある。 

また, 分子クラスタのエネルギーEc
QM と分子連結部のエネルギーEj

QM については, その末

端を CH3及び CH2CH3で終端して, QM法を用いて計算した。ここで, QM法では, 部分構造

最適化を用いて, 終端した原子構造のみを緩和させた。電子交換相関相互作用には B3LYP

法を用いた。そして, Ec
QM から Ej

QM を差し引いた分子フラグメントのエネルギーEc-j
QM は, 式

(3.12)を用いて計算した。続いて, 分子フラグメントの捩じれ角, に対する Ec-j
QM のポテンシ

ャルエネルギー面(PES : Potential Energy Surface)を計算した。8種類の極小エネルギー構造

から抽出した 8種類の分子フラグメントを用いて, 分子クラスタ構造は 64種類(=8
2
)生成される。

また, 捩じれた分子フラグメント構造は, 分子フラグメントの捩じれ角, のみを変化させて他

の原子座標を固定した分子構造を用いて生成される。捩じれ角, の離散幅は 30に設定し, 

-180～180までの離散点数は 144 点(=12
2
)である。したがって, 分子クラスタ構造の数は

9216(=8
2
×12

2
)であり, データ並列処理により高速に計算可能である。 
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分子配列 BiAj(i, j = 1, 2, 3, 4)における分子フラグメントのエネルギーEc-j
QMを計算し, 捩じ

れ角, に対するPESを求め, これらのPESのエネルギー最小値を計算した。図 4.3.3(a)には, 

極小エネルギー構造 A1の捩じれ角を基準に, 分子フラグメント構造が捩じれ角, で連結し

たときのPESの最小値を示した。また, 図 4.3.3(b)は, 式(3.14)を用いて求めた分子フラグメント

構造が捩じれ角, で連結したときの出現確率である。図 4.3.3(a)の PESでは, (,)=(0,0), 

(110,110), (3,-130), 及び, (-130,3)にポテンシャルの谷が形成され, 夫々に極小エネル

ギー構造A1, A2, A3, 及び, A4の捩じれ角に対応する。その周囲にはポテンシャルの山が存在

し, 捩じれた分子フラグメント構造が連結したときのエネルギー損失を表している。図 4.3.3(b)

では, 極小エネルギー構造に対応する捩じれ角において高い出現確率を与え, PES の凹凸

構造を凡そ反転させた形状を示している。 
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Fig. 4.3.3 (a) Potential energy surface and (b) emergence probability obtained from a minimum 

energy of acryl acid dimer when rigid fragment structures with variation of torsion angles link 

to other rigid fragment structures. 

 

４.３.３ オリゴマーの低エネルギー構造 

本節では, MoCA法を用いて, アクリル酸オリゴマーの低エネルギー構造を予測した。初め

に, 分子フラグメント構造 A1 を初期構造として, 新たな分子フラグメント構造が連結したときに

増加する QM/MM エネルギーEfg
QM/MM を計算した。このとき, 鎖長毎に分子フラグメント構造

及び Efg
QM/MM の異なる 1152(=8×12

2
)種類の分岐鎖が計算される。極小エネルギー構造数

Nλ=8, 捩じれ角の離散点数 Nd=12, 捩じれ角の種類 Nχ=2 とした。また, 分子フラグメントの

QM エネルギーEc-j
QM

 の計算では, QM 法の MP2 法[87]を用いた。そして, 遠隔に位置する

分子フラグメント間の MM エネルギーEinter
MMの計算では, クーロンエネルギーのパラメータ係

数には MP2 法で Ec-j
QM

 を計算したときに得られる静電ポテンシャルから抽出した部分電荷を
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用い, 及び, vdWエネルギーのパラメータ係数には Amber力場モデル[9]を補正して用いた。

表 4.3.1 には, MM 法で用いたクーロンエネルギー及び vdW エネルギーのパラメータ係数を

示した。第 3.6.3節で後述するように, これらのパラメータ係数を用いたオリゴマー間の MM エ

ネルギーは, MP2法を用いた QMエネルギーに良く一致する。更に, 局所的構造探索法を用

いて, 分岐鎖の中から Efg
QM/MM が最小の分子フラグメント構造を選択した。そして, 選択され

た分子フラグメントを連結した分子構造に対して, 局所的構造探索を繰り返し, 鎖長 Np の全

分子構造を形成した。 

 

Table 4.3.1 Partial charge and van der waals (vdW) parameters used in MM method. The vdW 

parameters of Amber force-field model, R and ε, are corrected by ΔR and Δε for high accuracy 

calculation. One atom type of hydrogen, HO, changes to finite vdW radius and well depth to 

take into account of the interaction with those of oxygen, O and OH. Another atom type of 

hydrogen, HC, reduces the vdW radius for the interaction with O and OH.  

12
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1819
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No. Atom
Partial

charge

Atom

type

R

(Å)

ε

(kcal/mol)

ΔR

(Å)

Δε

(kcal/mol)

1 C -0.3365 CT 1.9080 0.1094

2 H 0.1228 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

3 H 0.1120 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

4 H 0.1017 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

5 C -0.7552 CT 1.9080 0.1094

6 H 0.2748 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

7 H 0.2732 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

8 C 0.2938 CT 1.9080 0.1094

9 H 0.0357 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

10 C 0.6955 C 1.9080 0.0860

11 O -0.5926 O 1.6612 0.2100

12 O -0.7024 OH 1.7210 0.2104

13 H 0.4773 HO 0.0000 0.0000 0.6000 0.0157

14 C 0.0637 CT 1.9080 0.1094

15 H 0.0142 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

16 H 0.0200 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

17 C -0.3467 CT 1.9080 0.1094

18 H 0.0732 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

19 H 0.0853 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000

20 H 0.0902 HC 1.4870 0.0157 -0.2000 0.0000
 

 

図 4.3.4には, アクリル酸の短鎖オリゴマーにおける低エネルギー構造を示した。図 4.3.4(a)

は, 分子配列が(A1B1)4で構成される 8 連鎖オリゴマーの最小エネルギー構造である。この分

子構造は, 極小エネルギー構造 A1とその鏡面対称構造 B1の分子フラグメント構造が交互に

繰り返され, 主鎖に対して側鎖のカルボキシル基が左右に配置されたシンジオタクチック構造

である。その部分構造B1A1は, 図 4.3.2に示した極小エネルギー構造A1に類似した構造であ

る。また, 主鎖 CH2基の炭素原子を中心とするアングル角は 115.27, 及び, カルボキシル基

の繋がったCH基の炭素原子を中心とするアングル角は 110.66である。これらの角度に 4.61

の差があるため, 弓状オリゴマーの特異的構造が形成される。一方, 主鎖に対してカルボキシ
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ル基が同じ側に配置されたイソタクチック構造は, シンジオタクチック構造に比較して高エネル

ギーである。次に, 図 4.3.4(b)-(e)は, 捩じれ状, 湾曲状, 及び, 屈曲状の極小エネルギー構

造 A2, A3, A4を構成する分子フラグメント構造をブロック単位として, 弓状オリゴマーが部分的

に置き換えられた構造である。(b), (c) は青字 B1の捩じれ角 (,)が(30,0)で構成される捩

じれ状オリゴマー, (d) は青字 A1 の捩じれ角が (120,120)で構成される湾曲状オリゴマー, 

(e)は青字A1の捩じれ角が(240,0)で構成される屈曲状オリゴマーである。これらのオリゴマー

構造は, 弓状オリゴマーの中央部分が捩じれた分子フラグメント構造に置き換えられたため, 

特異的構造を派生させた冗長的構造である。そして, エネルギーが 0.3 eV以下の低エネルギ

ー構造である。 

 

(e)  Flexible oligomer0.16 eV
(A1B1A1B1A1B1A1B1)

(d) Curved oligomer 0.16 eV

(a)  Arched oligomer 0 eV 0.28 eV

(A1B1A1B1A1B1A1B1)

(c)  Distorted oligomer(b)  Distorted oligomer 0.09 eV
(A1B1A1B1A1B1A1B1) (A1B1A1B1A1B1A1B1)

0.30 eV

(A1B1A1B1A1B1A1B1)  

Fig. 4.3.4 Typical structures of acrylic acid oligomer with eight monomers and low energy. The 

molecular sequences shown in blue have different torsion angles from those of arched oligomer. 

 

次に, アクリル酸オリゴマーの長鎖構造を予測し, そのオリゴマー構造が凝集するときに優

位な鎖長と凝集度の基本設計を行った。ここで, 凝集度は凝集体を構成するオリゴマー数で

ある。仮に, 長鎖では, 弓状オリゴマーの構成する(A1B1)構造が繰り返されるとすれば, 鎖長

79(≒360/4.61+1)において環状オリゴマー構造が形成される。図 4.3.5 の左図には, 仮想し

たアクリル酸オリゴマーの環状構造及び環状構造が凝集した多量体構造を示した。環状オリ

ゴマー構造の内径は 6.38 nm, 外径は 6.55 nmである。また, 多量体構造では, 環状オリゴマ

ー間の水素結合分布が密になるように, 環状オリゴマーを中心軸から直径 dの円周状に等角

度で配置した。そして, この円周の直径 d を変化させて, 多量体構造の最小凝集エネルギー

を求めた。 
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図 4.3.5の右図には, 凝集度をパラメータとして最小凝集エネルギーの鎖長依存性を示した。

凝集エネルギーは鎖長が伸びるにつれて減少し, 鎖長8-12において飽和傾向を示す。このと

き, 弓状オリゴマー長は 2.4-3.6 nm である。鎖長が伸びるにつれて飽和傾向が強くなるのは, 

弓状オリゴマー端間の距離が離れて相互作用が弱くなるためである。一方, 鎖長が長くなると, 

弓状オリゴマーが捩じれてその間の相互作用を強め, ランダムなマトリックス構造が形成される

と考えられる。したがって, 鎖長 8-12の弓状オリゴマーで構成される凝集体が低エネルギー構

造の形成には優位である。また, 凝集エネルギーは凝集度が上がるにつれて減少するが, 凝

集度 6以上では増加傾向に転ずる。これは, 凝集度が上がるにつれて, 最小凝集エネルギー

を与える円周の直径 d が大きくなり, 弓状オリゴマー間の相互作用エネルギーが弱まるためで

ある。したがって, 凝集度6程度の弓状オリゴマーで構成される凝集体が低エネルギー構造の

形成に優位である。 

生物模倣の観点からすれば, 生物ではアミノ酸の分子配列が αへリックスや βシートの二次

構造を形成し, その二次構造が凝集することでチャネル構造が形成され, 更にチャネル構造

の凝集したマルチチャネル構造等の特異的構造を形成する[7]。ここで, α へリックスは, 細胞

膜を貫通する長さが必要であるが, 同時に特異的構造が形成されるようにするため, 3 nm 程

度である。したがって, 鎖長 8-10 の弓状オリゴマーは, αへリックスの長さと同程度であるため, 

特異的構造の形成に相応しいブロック単位と予想される。また, α へリックスの凝集体は, 2-10

量体のドメイン構造で構成された特異的構造が形成される。そこで, 次節では, 8連鎖のアクリ

ル酸オリゴマーの低エネルギー構造をブロック単位として, 2-10量体で構成される凝集体構造

を予測する。 
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Fig. 4.3.5 Hypothetical multimer structures composed of ring oligomers and aggregation energy 

for designing degree of polymerization and aggregation of arched oligomers. 
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４.３.４ 弓状オリゴマーの凝集体構造 

本節では, MoCA 法を用いて, アクリル酸オリゴマーの凝集体構造を予測した。初めに, 8

連鎖の弓状オリゴマーをブロック単位として, 中心軸に対して円周状に等角度で配置した。以

降, 円周の半径を凝集半径と呼ぶ。次に, 局所的構造探索法を用いて, 凝集半径を変化さ

せたとき, 並びに, 弓状オリゴマーを回転させたとき, 弓状オリゴマー間の相互作用エネルギ

ーを計算し, 凝集度 Nag=2, 4, 6, 8, 10の低エネルギー構造を探索した。ここで, 凝集半径 Rs

及び回転座標のオイラー角, θ, を離散化し, 夫々の離散点数を Ndr, Ndrotとする。局所的構

造探索法のステップ数を Nlsとすれば, 探索される全分子構造数は NlsNagNdrNdrotである。

8連鎖の弓状オリゴマーで構成される 10量体 Nag=10の原子数は 830個であり, 局所的構造

探索法のステップ数 Nls=4, 凝集半径 Rsを 0.2Å 刻みで変化させた離散点数 Ndr=70, 回転座

標のオイラー角, θ, の離散幅を 30として離散点数 Ndrot=1008(=12712)とすれば, 探索さ

れる全分子構造数 2.810
6個となる。 

図 4.3.6 は, 弓状オリゴマーの凝集半径に対するオリゴマー単鎖当たりの凝集エネルギー

依存性である。各凝集度において, 凝集半径 Rsが小さいときは弓状オリゴマー間が接触する

ため, 凝集エネルギーは極めて高くなる。その凝集エネルギーは, Rs が大きくなるにつれて低

下し, 最小値を与えた後, 多数の極小値を与えながら増加傾向を示す。一方, 凝集度が高く

なるにつれて, 最小の凝集エネルギーを与える凝集半径が大きくなり, 凝集エネルギーの谷

の幅が広がっている。そして, 弓状オリゴマーの凝集体では, 6量体が最小の凝集エネルギー

を与えることが示された。 
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Fig. 4.3.6 Dependence of aggregate energy per oligomer on aggregate radius of arched 

oligomers as a parameter of aggregation degree. 
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図 4.3.7 には, 凝集度に依存した弓状オリゴマー凝集体の低エネルギー構造を示した。2

量体では, α及びβと記した2種類の凝集体構造がある。2量体αでは, 凝集半径Rs=0.30 nm

において, 側鎖のカルボキシル基と主鎖の CH2基間で水素結合が形成され, 弓状オリゴマー

の主鎖がほぼ平行に配向する。2量体 βは, Rs=0.36 nmにおいて, 側鎖のカルボキシル基間

で水素結合が形成され, 弓状オリゴマーの主鎖がモノマー分ずれて平行に配向する。凝集エ

ネルギーは, 夫々に-0.66 eV, 及び, -0.63 eV となり, ほぼ同じ値である。4, 6, 8, 10量体では, 

弓状オリゴマーの主鎖が中心軸に沿って配向する。その構造には中空が存在し, 弓状のため

中央部が狭まったくびれ型のチャネル構造が形成される。 

(b)  Dimer β,  Rs = 0.36 nm

z

z

2.4 nm

(a)  Dimer α,  Rs = 0.30 nm

Rs

 

(c)  Tetramer,  Rs = 0.51 nm (d)  Hexamer,  Rs = 0.66 nm   

 

(f)  Decamer,  Rs = 1.04 nm(e)  Octamer,  Rs = 0.86 nm   

Fig. 4.3.7 Aggregate structures with low energy composed of arched oligomers. Each structure 

forms a constricted channel according to aggregation degree. 

 

 

 



 

- 80 - 

 

4 量体では, 3 本の弓状オリゴマーが中心軸に対して OH 基を内向きに配向する。隣接オリ

ゴマーでは, 3つのペアが 2量体 βに類似してカルボキシル基間で水素結合を形成し, 残りの

1つのペアが 2量体 αに類似してカルボキシル基と主鎖のCH2基の間で水素結合を形成する。

6, 8, 10量体では, 全ての弓状オリゴマーが中心軸に対して OH基を内向きに配向する。隣接

オリゴマーでは, カルボキシル基間で水素結合が形成される。2量体 βに類似して OH基をほ

ぼ同じ向きに配向するペア, 及び, OH基をほぼ 90°の向きに配向するペアが存在する。 

図 4.3.8 は, 弓状オリゴマー凝集体の低エネルギー構造における原子間距離分布である。

異なる弓状オリゴマーを構成する原子において, (a)は主鎖の炭素原子間分布(C-C), (b)は側

鎖のカルボキシル基の水素原子とカルボニル基の酸素原子間分布(HO-O), 及び, (c)は側鎖

のカルボキシル基の水素原子と酸素原子間分布(HO-OH)である。図 4.3.8(a)の C-C原子間分

布では, ピーク分布が 2量体 αでは 6.2Å, 2量体 βでは 7.2Åに存在する。このピーク分布は, 

弓状オリゴマーの主鎖がほぼ平行に配向するため, 凝集半径の 2 倍の距離近傍に多数の炭

素原子が存在することを示す。次に, 4量体の幅広い分布は, 隣接オリゴマー間の距離7.2Åと

凝集半径の 2 倍の距離 10.2Å の近傍に位置した弓状オリゴマー間に由来する。6 量体では, 

隣接オリゴマー間及び残りの 3つのオリゴマー間に由来するピーク分布が露わに現れている。

8, 10量体では, 3つのピーク分布に更に分離している。 
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Fig. 4.3.8 Radial distributions between (a) carbon atoms (C-C), (b) a hydrogen atom of 

hydroxyl groups and an oxygen atom of carbonyl groups (HO-O), and (c) a hydrogen atom and 

an oxygen atom of carboxyl groups (HO-OH) belonging to different ached oligomers in 

aggregate structures. 
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一方, 図 4.3.8(b)の HO-O 分布では, 孤立したピーク分布が 2 量体 αでは 2.8Å, 2 量体 β

では 1.8Å に存在し, 水素結合を表わす。4 量体以上では, 短距離側に裾野を引いた幅広い

分布が存在し, 隣接オリゴマー間で弱い水素結合が形成される。また, HO-O 分布の全体形

状は, 主鎖の炭素原子の周りに側鎖の水素原子や酸素原子が存在するため, C-C 分布がブ

ロード化した形状になる。更に, 図 4.3.8(c)の HO-OH 分布では, 2 量体 βに水素結合が僅か

に現れている。一方, 4量体以上では, 隣接オリゴマー間の水素結合に対応して, 短距離側に

裾野を引いた幅広い分布が現れている。 

表 4.3.2 には, 弓状オリゴマー凝集体の低エネルギー構造における特徴量を纏めた。凝集

度が高くなるにつれて, 最小の凝集エネルギーを与える凝集半径は大きくなり, 6 量体が最小

の凝集エネルギーを与える。また, 異なる弓状オリゴマーを構成するカルボキシル基において, 

3.4 Å 内に存在する水素原子と酸素原子間(HO-O, HO-OH)の水素結合数を纏めた。この距

離は vdW 半径 1.7Å の酸素原子が最接近可能な距離である。2 量体に比較して 4 量体以上

では, 短距離側に裾野を引いた幅広い HO-O分布と HO-OH分布が存在するため, 隣接オリ

ゴマー間に由来する水素結合数が多いことが示された。 

 

Table 4.3.2 Characteristic properties of aggregate structures with low energy composed of 

arched oligomers as a parameter of aggregation degree. 

 
4 6 8 10

0.30 0.36 0.51 0.66 0.86 1.04

-0.66 -0.63 -0.84 -1.00 -0.92 -0.92

HO-O 2.0 2.0 4.0 5.5 5.0 5.8

HO-OH 0.0 1.0 5.5 7.0 6.0 5.4

OH-OH 0.0 0.0 4.0 4.0 6.0 3.2

2Degree of aggregation

Radius Rs (nm)

Minimum of

aggregate energy

(eV per oligomer)

Number of

bonds

per oligomer

( < 3.4 Å )

 

 

４.３.５ くびれ型チャネル構造の分子捕獲機能 

本節では, 弓状オリゴマー凝集体の 6量体構造を用いて, 溶媒分子のエチレンカーボネー

ト(Ethylene Carbonate, 以降 EC と略す)に対する分子捕獲構造を解析した。初めに, 弓状オリ

ゴマー凝集体の周りに EC 分子数 Nsolv個を配置した後, 両分子間の相互作用エネルギーを

計算し, 局所的構造探索法を用いて低エネルギー状態の分子捕獲構造を探索した。ここで, 

EC 分子の探索経路ステップ数を Npath, 探索経路ステップ毎における並進・回転の試行回数
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をNs, EC分子の重心を基点とした並進座標の離散点数をNdg, 回転座標のオイラー角の離散

点数を Ndrotとすれば, 探索される全構造探索数は NpathNsolvNsNdgNdrotで与えられる。並

進・回転の試行回数 Ns=64, 並進座標の離散幅を 1Å として基点と最近接 6 点を合わせた離

散点数 Ndg=7, 回転座標のオイラー角の離散幅を 60として離散点数 Ndrot=144(=646)とす

れば, 探索経路ステップ毎に探索される分子構造数は 6.45×10
4個である。そして, EC分子数

Nsolv=2, 探索経路のステップ数 Npath=200 とすれば, 探索される全分子構造数は 2.6×10
7個と

なる。 

図 4.3.9は, 弓状オリゴマー6量体及び EC 2分子で構成される全分子のエネルギーEtotが

最小となる分子捕獲構造である。EC 2分子は, くびれ型チャネル構造の両チャネル端の近傍

に初期配置された後, 拡散してチャネル内の中央部に捕獲される。そして, 弓状オリゴマー6

量体のチャネル幅が EC 分子によって埋められる。チャネル内の中央を原点に取れば, EC分

子の重心座標は (-1, 0, -3), (-1, 0, 3)である。ここで, 単位は Åである。 

 

Ethylene

carbonate

Hexamer

z

z

Top view Side views 
 

Fig. 4.3.9 Complex structure with the minimum of total energy when hexamer composed of 

arched oligomers captures two ethylene carbonates inside in middle of constricted channel. 

 

表 4.3.3には, 弓状オリゴマー凝集体が EC 分子を捕獲したときの全分子のエネルギーEtot, 

EC 分子の捕獲エネルギーEcap
ave

, 弓状オリゴマー凝集体と EC 分子間の結合エネルギー

Ebind
ave

, 及び, EC 分子間の相互作用である溶媒分子間エネルギーEitsolv
ave を示した。ここで, 

添え字の aveは, EC分子に対する平均を表わす。また, Ecap
aveは Ebind

aveと Eitsolv
aveの和で構成

される。EC 単分子がチャネル内に捕獲されたときの Ecap
aveは-0.97 eV であり, 結合エネルギ

ーEbind
aveのみで構成される。次に, 新たな EC 分子が捕獲されたとき, Ecap

aveは-1.23 eVに低

下し, Etotは-2.20 eVになる。そして, Ecap
aveは, Ebind

ave
=-0.97 eV, 及び, Eitsolv

ave
=-0.26 eVで構成

される。このとき, Ebind
ave

 は, EC 単分子でチャネル内に捕獲されたときの結合エネルギーと同
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じである。また, Eitsolv
aveは負であるため, EC分子間には引力が生じていることを示す。以上より, 

弓状オリゴマー6量体は, EC単分子の結合エネルギーと変わらずにEC 2分子をチャネル内に

捕獲することが可能であり, 溶媒分子間エネルギーの利得が得られるように EC分子の溶媒和

構造をチャネル内に形成できることを明らかにした。 

 

Table 4.3.3 Total energy, Etot, capture energy, Ecap
ave

, binding energy, Ebind
ave

, and solvent 

interaction energy, Eitsolv
ave

 when hexamer captures ethylene carbonates inside a channel with 

variations of initial configurations of ethylene carbonates. 

 

Number

of EC

Number of

EC captured

inside channel

Total energy

Etot

(eV)

Capture energy

Ecap
ave

 (eV)

Binding energy

Ebind
ave

 (eV)

Inter-solvent energy

Eitsolv
ave

(eV)

1 1 -0.97 -0.97 -0.97 0.00

2 2 -2.20 -1.23 -0.97 -0.26

2 2 -2.19 -1.22 -0.98 -0.24

Initial configuration

of EC

Edges

of channel

Outside wall

of channel
 

 

図 4.3.10は, EC 2分子がくびれ型チャネル構造の両チャネル端の近傍に初期配置された

場合において, 探索経路ステップに対する(a)全分子のエネルギーEtot, 及び, (b) EC 分子の

捕獲エネルギーEcapの推移である。探索経路の 2 ステップ目において, Etotは最小エネルギー

の-2.20 eVになる。このとき, 両EC分子のEcapは同時に最小エネルギーの-1.23 eVを与える。 
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Fig. 4.3.10 (a) Total energy and (b) capture energy with respect to search steps after two 

ethylene carbonates are initially configurated near two edges of constricted channel in hexamer. 
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図 4.3.11には, EC分子 A, Bが両チャネル端からチャネル内の中央部に捕獲される拡散過

程を示した。初めに, EC分子 Aの CH2基は下向きに配向しているが, チャネル内に進入する

につれて上向きに反転する。また, EC 分子 B の CH2基は, 初めは下向きに配向しているが, 

チャネル端の近傍で直ぐさま上向きに反転する。これらは, 側鎖のカルボキシル基が, 弓状オ

リゴマーの主鎖に対する垂直面から若干下向きに配向しているためである。したがって, EC 2

分子はカルボキシル基と水素結合を形成するためCH2基を下向きから上向きに分子配向を変

化させる。結果的に, チャネル内に捕獲された EC 分子の CH2基とカルボニル基の間に水素

結合が形成され, その EC分子間には引力が生じる。 

 

EC(A)

EC(B)

 

Fig. 4.3.11 Diffusion and capture processes of two ethylene carbonates from two edges to 

middle of constricted channel. Ethylene carbonates EC(A) and EC(B) are initially configurated 

near bottom and upper edges of constricted channel, respectively. 

 

次に, 図 4.3.12 は, EC 2分子がくびれ型チャネル構造のチャネル外側面の近傍に初期配

置された場合において, 探索経路ステップに対するエネルギー推移である。図 4.3.12(a)では,

探索経路の 58ステップ目において Etotが最小となる。このとき, EC分子の重心座標は(1, 1, 4), 

(1, 0, -2)である。また, 表 4.3.3に示すように, Etotは-2.19 eV, Ecap
aveは-1.22 eV, その構成成分

は, Ebind
ave

 = -0.98 eV, Eitsolv
ave

 =-0.24 eVである。これらのエネルギー成分は, EC 2 分子が弓

状オリゴマー6 量体の両チャネル端の近傍に初期配置された場合とほぼ同じである。図

4.3.12(b)では, 探索経路の 44-49ステップにおいて, EC分子Aがチャネル内に捕獲され, Ecap

が低下する。続いて, 54-58ステップにおいて, EC分子Bがチャネル内に捕獲され, Ecapが低下

する。このようにして, 両 EC分子は同時に最小の捕獲エネルギーを与える。 
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Fig. 4.3.12 (a) Total energy and (b) capture energy with respect to search steps after two 

ethylene carbonates are initially configurated outside wall of constricted channel in hexamer. 

 

図 4.3.13(a)には, 44-49 ステップにおける EC 分子の拡散・捕獲過程を示した。ここで, EC

分子の拡散経路を黄色の球で表示した。EC分子Aは, チャネル外側面を広域に拡散した後, 

チャネル下端に移動する。そして, チャネル下端を乗り越えて, チャネル内に進入する。チャ

ネル下端側から見たとき, EC分子Aの拡散経路は狭く, チャネル下端を局所的に拡散した後, 

チャネル内の中央部に捕獲される。この過程では, EC分子 Bはチャネル外側面に捕獲されて

ほぼ局在する。次に, 図 4.3.13(b)は, 54-48ステップにおけるEC分子の拡散・捕獲過程である。

EC 分子 B は, チャネル外側面を拡散した後, チャネル下端に移動する。そして, その下端を

局所的に拡散した後に乗り越えて, チャネル中央部に捕獲されることを明らかにした。 
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Fig. 4.3.13 (a) Diffusion and capture processes from 44th to 49th search step. EC(A) diffuses 

broadly around outside wall and penetrates into a constricted channel in hexamer. Meanwhile, 

EC(B) is captured at outside wall. (b) Diffusion and capture processes from 54th to 58th search 

step. EC(B) diffuses around outside wall and penetrates into a constricted channel in hexamer. 

Meanwhile, EC(A) is captured inside a constricted channel.  

 

４.３.６ 計算科学的な結果検討 

４.３.６.１ 構造自由度の削減 

本節では, MoCA 法を構成する構造自由度の削減法を検証するため, 離散的構造空間に

おける計算結果の正当性を解析した。前節 3.2 で述べたアクリル酸ダイマーの分子クラスタ構

造を用いた計算結果と比較するため, 従来の全原子自由度を取り入れた構造空間における

PES と出現確率を計算した。 

アクリル酸のダイマー構造及びモノマー構造のエネルギーEd
QMと Em

QMは, その末端をCH3

及び CH2CH3で終端して, QM法を用いて全構造最適化を行い, QMエネルギーを計算した。

QM 法の電子交換相関相互作用には MP2 法[87]を用いた。次に, 分子フラグメントのエネル

ギーEd-m
QMは Ed

QMから Em
QMを差し引いたエネルギーを計算し, そしてダイマーの捩じれ角, 

に対する Ed-m
QMの PESを求めた。捩じれ角, の離散幅は 30に設定し, -180～180まで

の離散点数は144点(=12
2
)である。図4.3.14(a), (b)には, 分子フラグメント構造が捩じれ角, 

で連結したときのPESと出現確率を示した。図4.3.14(a)のPESでは, (,)=(0,0), (110,110), 

(3,-130), (-130,3)にポテンシャルの谷が形成され, 夫々に極小エネルギー構造 A1, A2, A3, 

A4の捩じれ角に対応する。A2, A3, A4構造は, A1構造を基準に 74, 44, 44 meV高いエネルギ

ー状態にある。また, ポテンシャルの谷の周りには複数の山がある。そして, A1構造と A2, A3, 
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及び, A4構造を結んだ直線上にはポテンシャルの鞍点があり, A1構造を基準に 252, 246, 246 

meV 高いエネルギー状態である。図 4.1.14(b)は, 極小エネルギー構造に対応する捩じれ角

において高い出現確率を与え, PESの凹凸構造を凡そ反転させた形状を示している。 
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Fig. 4.3.14 (a) Potential energy surface and (b) emergence probability of acryl acid dimer when 

a fragment structure composed of an acryl acid monomer and a methylene bridge with variation 

of torsion angles links to another fragment structure. 

 

図4.3.3の分子フラグメント構造を用いて構造自由度を削減した場合, 及び, 図4.3.14の全

原子自由度を取り入れた場合のPESと出現確率を比較した。図4.3.3(a)のPESは, 図4.3.14 

(a)のPESに類似したポテンシャル形状を示す。PESのエネルギー誤差の室温における期待値

<ΔE>=ΣΔE exp(-E/kBT)は6.8meVである。よって, エネルギー誤差は小さく抑えられている。ま

た, 図4.3.14(b)の出現確率に対して, 図4.3.3(b)の出現確率の誤差の室温における期待値は

0.625%と極めて小さく, 両者は良い一致を示す。図4.3.3では, 極小エネルギー構造から抽出

した分子フラグメント構造に固定しているため, 極小エネルギー構造近傍の低エネルギー領

域の誤差は小さく, 高エネルギー領域の誤差は大きい。しかし, 室温近傍では, 高エネルギ

ー領域の出現確率が小さいため, 高エネルギー領域に起因する誤差が小さくなる。以上より, 

構造自由度を削減した多様な分子クラスタ構造を用いて組み立てられたダイマー構造のPES

は, 極小エネルギー構造の近傍において, 全原子自由度を取り入れた真のPESを近似的に

再現することが示された。 

次に, 図4.3.7に示した離散的構造空間において予測されたアクリル酸オリゴマーの凝集体

構造, 及び, 全原子自由度を取り入れた構造空間における最適化構造を比較した。図4.3.15

には, その予測構造を初期構造としてQM法を用いて構造最適化された凝集体構造を示した。

基底関数には6-31G(d)を用い, 電子交換相関相互作用にはB3LYP法[86]を用いた。総電荷
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は零, スピン多重度は1, エネルギーの収束条件は1meV以下に設定した。2量体では, 側鎖

のカルボキシル基の分子配向が若干変化し, より安定な水素結合が形成される。4量体では, 

凝集半径が横方向に狭まって縦方向に広がり, カルボキシル基の分子配向が若干変化する。

6量体では, 弓状オリゴマーが二本ずつで三つのペアを構成し, ペア内のカルボキシル基の

分子配向は変らずに, ペア間で主鎖の傾きが異なる構造になる。8, 10量体では, 水素結合の

形成によりカルボキシル基の分子配向が若干変化するが, 全体構造は殆ど変化しない。 

 

2.4 nm
z

z

Rs

(b)  Dimer β,  Rs = 0.36 nm(a)  Dimer α,  Rs = 0.30 nm

 

(d)  Hexamer

(c)  Tetramer,  Rs = 0.51 nm (d)  Hexamer,  Rs = 0.66 nm  

 

(f)  Decamer,  Rs = 1.04 nm(e)  Octamer,  Rs = 0.86 nm  

Fig. 4.3.15 Aggregate structures optimized by using QM method in which predicted structures by 

using MoCA method in figure 4.3.7 are used as initial structures. 

 

この凝集体構造における若干の相違は, 下記の要因が挙げられる。MoCA法では, 弓状オ

リゴマー間のMMエネルギーはMP2法で求めた部分電荷によるクーロンエネルギー及び

Amber力場モデル[9]を補正したvdWエネルギーで構成されるため高精度であるが, 側鎖の
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カルボキシル基の回転自由度がないため水素結合が弱く形成されることが挙げられる。一方, 

QM法では, 全原子自由度を取り入れた構造最適化により, 側鎖のカルボキシル基の分子配

向が若干変化し安定な水素結合が形成されるが, 凝集半径, 主鎖や側鎖の構造変化の要因

であるクーロンエネルギーとvdWエネルギーはB3LYP法を用いて求められており, 過小評価さ

れていることが挙げられる。結果的に, 弓状オリゴマーが中心軸を取り囲んで形成した中空は

維持されているため, くびれ型チャネル構造は安定な凝集体構造であることが実証された。 

図 4.3.16には, MoCA法を用いて求められた予測構造, 及び, 全原子自由度を取り入れた

QM 法を用いて求められた最適化構造に対して原子間距離分布を比較した。異なる弓状オリ

ゴマーを構成する (a)主鎖の炭素原子間分布(C-C), (b)側鎖のカルボキシル基の水素原子と

カルボニル基の酸素原子間分布(HO-O), (c)側鎖のカルボキシル基の水素原子と酸素原子間

分布(HO-OH)を解析した。 
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Fig. 4.3.16 Comparison of radial distributions between optimized aggregate structures by using 

QM method (red lines) and predicted aggregate structures by using MoCA method (black lines). 

Radial distributions are associated with (a) carbon atoms (C-C), (b) a hydrogen atom of 

hydroxyl groups and an oxygen atom of carbonyl groups (HO-O), and (c) a hydrogen atom and 

an oxygen atom of carboxyl groups (HO-OH) belonging to different ached oligomers in 

aggregate structures. 

 

2 量体では, MoCA 法と QM 法における両分布に若干の相違はあるが, その分布形状は

類似する。C-C分布では 6-7Å近傍にピーク分布がある。HO-O分布では, 1.6Åに水素結合に

由来する第一ピーク分布, 及び, 6-7Å 近傍に C-C 分布に由来する第二ピーク分布が存在す

る。4量体のC-C分布では, 8Å近傍に左端のピーク分布がある。HO-O分布では, 1.6-2.0Å近
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傍に水素結合に由来するピーク分布があり, 2.8 Å近傍に小さなピーク分布がある。HO-OH分

布では, 1.8Åに水素結合に由来する小さなピーク分布があり, 2.8 Å近傍に大きなピーク分布

がある。MoCA法の予測構造に対して, QM法の最適化構造のピーク分布が明瞭である。これ

は, 側鎖のカルボキシル基がより安定な水素結合を形成したためである。6量体ではC-C分布

に二つのピーク, 8, 10量体では三つのピークが存在する。両方法の分布形状は類似しており, 

弓状オリゴマーの主鎖の配向構造が維持されていることを示す。また, HO-O分布とHO-OH分

布では, 中央部に高い部分が存在し, 両方法の分布形状は類似する。したがって, MoCA 法

と QM 法を用いて得られた原子間分布では, 水素結合に由来する分布形状は若干異なるが, 

弓状オリゴマーの主鎖の配向構造を表す分布形状は変わらないことが示された。 

以上より, 分子クラスタ構造で構成される離散的構造空間において予測されたくびれ型チ

ャネル構造は, 全原子自由度を取り入れた最適化構造と良く一致するため, 構造自由度の削

減法は正当であることが示された。 

 

４.３.６.２ エネルギー計算の精度と高速性 

本節では, MoCA法を用いた全分子構造のQM/MMエネルギー及びQM法で一括計算し

た QMエネルギーを比較して, 全エネルギーの計算法の計算精度と計算時間を解析した。 

アクリル酸オリゴマー凝集体は, QM 法で一括計算するために必要な計算容量が大きいた

め, 弓状オリゴマー単量体の捩じれエネルギー, 及び, 弓状オリゴマーの 2 量体及び 4 量体

を解析した。単量体では, 図 4.3.4に示した弓状オリゴマーの捩じれ構造, 及び, 分子フラグメ

ントの捩じれ角を変化させた構造を解析した。また, 2量体及び 4量体では, 凝集半径を変化

させたとき, 並びに, 弓状オリゴマーを回転させたとき, 弓状オリゴマー間の相互作用エネル

ギーが最小になる構造を解析した。QM 法の電子交換相関相互作用には MP2 法を用いた。

また, MM法では, 表 4.3.1には, MM法で用いたクーロンエネルギー及び vdWエネルギーの

パラメータ係数を用いた。 

図 4.3.17には, 全分子の QM/MMエネルギーEtot
MP2/vdW

, 及び, QM法のMP2法を用いて

一括計算された全分子のQMエネルギーEtot
MP2の比較結果を示した。図 4.3.17(a)は, 弓状オ

リゴマー単量体の捩じれエネルギーに関する比較結果である。回帰直線の傾きは 1.04, 決定

係数は 1.00であり, 両エネルギーは極めて良い一致を示す。また, 図 4.3.17(b)の 2量体に対

しては, 回帰直線の傾きは 1.06, 決定係数は 0.94が得られた。更に, 図 4.3.17(c)の 4量体で

は, 回帰直線の傾きは 1.04, 決定係数は 0.94 が得られ, 多量体における Etot
MP2/vdWと Etot

MP2

の両エネルギーは良い一致を示す。これらの相関関係は, p値が全て 0.001以下であるため有

意である。したがって, MoCA法を用いた全分子のエネルギーは, MP2法を用いた全分子のエ

ネルギーと同程度に高精度計算が可能である。 
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Fig. 4.3.17 Comparison between QM/MM energy obtained from MoCA method and full QM 

energy calculated by using the basis sets of MP2/6-31G(d), which are associated with (a) single 

oligomers with distorted fragments and (b) dimers and (c) tetramers with variation of 

aggregation radius. In MoCA method, QM energy of neighboring molecular fragments, Ec-j
QM

, 

is calculated by using the basis sets of MP2/6-31G(d). MM energy between remote molecular 

fragments, Einter
MM

, is calculated by using polarized partial charges, Qc-j
QM

, obtained from Ec-j
QM

 

calculation and vdW coefficients given by the corrected Amber force model. 

 

また, MoCA 法では, 初めにダイマーにおける 8 種類の極小エネルギー構造を計算した。

次に, 8種類の極小エネルギー構造から抽出した 8種類の分子フラグメントの捩じれ角, を

12
2点設定し, 9216 種類(=8

2
×12

2
)の分子クラスタ構造を生成した。QM 法の MP2 法を用いた

分子フラグメントのエネルギーEc-j
MP2の計算時間は, Gaussian09を用いて超並列機 SR16000/1

ノード 32PE上で分子クラスタ構造毎に数十分程度である。これらの分子クラスタ構造は独立し
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た構造であるため, その計算時間はデータ並列処理によりノード数倍に加速化できる。そして, 

全分子のエネルギーEtot
MP2/vdW の計算時間は, 前処理で計算した Ec-j

MP2 を用いるため, 

Einter
vdW

(Qc-j
MP2

)を計算するMM法と同等に高速化される。そして, MoCA法を用いたEtot
MP2/vdW

の計算時間は, PC クラスタ/1PE上で 1秒未満である。一方, QM法のMP2法で一括計算した

Etot
MP2の計算時間は, 超並列機 SR16000/1 ノード 32PE上において, 2量体では約 12時間, 4

量体では約 5.8 日であった。ここで, 基底関数の空間積分値を格納するために, メモリ容量

210GB及びスクラッチファイル容量 1 TBが必要であるため, そのファイルアクセスに時間を要

したと考えられる。したがって, MoCA法を用いた全分子エネルギーの計算時間は, MP2法の

計算時間に比較して極めて短く, MM法と同等に高速計算が可能である。 

以上より,  全分子のエネルギー計算法では, 分子クラスタ構造の捩じれエネルギーをQM

法で計算するため, 計算精度がMP2法と同程度に高精度化される。また, 分子クラスタ構造は

小規模であるためQM法の計算量が削減される。そして, 分子クラスタ構造の前処理計算と並

列計算により計算時間が削減されるため, MM法と同等に高速化される。 

 

４.３.６.３ 低エネルギー構造探索の効率性 

本節では, MoCA 法を構成する階層的構造探索法の効率性を検討する。階層的構造探索

では, アクリル酸の分子フラグメント構造, オリゴマー構造, 凝集体構造, 及び, エチレンカー

ボネート(EC)分子との複合体構造がボトムアップ方式で組み立てられており, その流れに沿っ

て効率性を検討する。 

初めに, 3.2 節では, アクリル酸ダイマーの極小エネルギー構造から分子フラグメント構造が

抽出された。従来, 全原子自由度を取り入れた構造空間において, モノマー構造数 Nd
3Nm は

10
27

(=10
3×9

)である。この膨大な分子構造数に対して, 極小エネルギー構造から抽出した分子

フラグメント構造を特異的構造, 及び, その捩じれ構造を冗長的構造とする分子フラグメント構

造数 N×(Nd)
Nは 1152 である。ここで, 極小エネルギー構造数 Nλ=8, 捩じれ角の離散点数

Nd=12, 捩じれ角の種類 Nχ=2である。したがって, 離散的構造空間における分子構造数が大

幅に削減された。 

次に, 3.3節では, 分子フラグメント構造をブロック単位として階層が構成された。この階層に

おける局所的構造探索により, 最小エネルギーである弓状オリゴマーの特異的構造が形成さ

れた。また, 低エネルギー状態の捩じれ状, 湾曲状, 屈曲状オリゴマーで構成される冗長的

構造が見出された。この階層の離散的構造空間における Np 連鎖のオリゴマー構造数は

[N×(Nd)
N

]
Npである。アクリル酸の場合は Nλ=8 であるが, これは 2.2 節で述べたパラクレゾー

ルの場合の Nλ=4 に比較して大きい。また, ポテンシャルエネルギー面と出現確率の状態数

(Nd)
Nにおいて, 図 4.3.3 に示したアクリル酸の場合は, 図 4.2.3 に示したパラクレゾールの場

合に比較して低いエネルギーと高い出現確率の状態数が多く存在する。このように, アクリル

酸オリゴマーの構造自由度は極めて高いため, 鎖長 Np の最適設計が行なわれた。そこでは, 
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鎖長が長過ぎると分子構造が多様になるため特異的構造が形成されにくい。また, 鎖長が短

過ぎるとオリゴマー間の相互作用エネルギーが小さいため特異的構造が形成されにくくなる。

その結果, 8-10連鎖オリゴマーが特異的構造の形成に優位であることが明らかにされた。また, 

生物模倣の観点では, 8-10連鎖オリゴマーは生体内のチャネル構造を構成する αへリックスの

長さと同程度であるため, 特異的構造のブロック単位に相応しいと予想された。この分子フラ

グメント構造を用いた階層化により, 離散的構造空間における 8 連鎖のオリゴマー構造数は, 

全原子自由度を取り入れた場合の 10
216

(=10
27×8

)に比較して 1152
8≒10

24.5と大幅に削減された。

そして, この離散的構造空間において, 低エネルギー状態のオリゴマー構造を見出すために

探索される分子構造数が削減されたため, 構造探索が効率化された。 

続いて, 3.4 節では, 自発的に形成された 8 連鎖オリゴマーの低エネルギー構造をブロック

単位として上位階層が構成された。この階層における局所的構造探索により, くびれ型チャネ

ル構造が形成された。最小エネルギーである 6量体の特異的構造, 及び, 低エネルギー状態

の 2, 4, 8, 10量体で構成された冗長的構造が見出された。このオリゴマー構造を用いた階層

化により, 8 連鎖のオリゴマー構造数 10
24.5は Noli=5 と減少し, 離散的構造空間における凝集

体構造の数がNoli×Ndr×Ndrot
Nagに削減された。ここで, Noliは 8連鎖オリゴマーの特異的及び冗

長的構造の数, Ndrは凝集半径の離散点数, Ndrotは回転座標のオイラー角の離散点数, Nagは

オリゴマーの凝集度である。したがって, この離散的構造空間において, 低エネルギー状態

の凝集体構造を見出すために探索される凝集体構造の数が削減されたため, 構造探索が効

率化された。 

更に, 3.5節では, 自発的に形成された低エネルギーの凝集体構造, 及び, EC分子構造を

ブロック単位として上位階層が構成され, 局所的構造探索により EC分子を捕獲した複合体構

造が形成された。そして, くびれ型チャネル構造の内側にEC分子が縦列または複数列で強く

捕獲された特異的構造, 及び, くびれ型チャネル構造の外側及びその端に EC 分子が弱く捕

獲された冗長的構造が見出された。この階層化により, 凝集体構造数 Noli×Ndr×Ndrot
Nag は

Nmul=5 と減少し , 離散的構造空間における EC 分子を捕獲した複合体構造の数が

Nmul×(Ndg×Ndrot)
Nsolvに削減された。ここで, Nmulは凝集体の特異的及び冗長的構造の数, Ndg

は EC分子の重心を基点とした並進座標の離散点数, Ndrotは回転座標のオイラー角の離散点

数, Nsolvは EC分子数である。したがって, この離散的構造空間において, 低エネルギー状態

の複合体構造を見出すために探索される複合体構造の数が削減されたため, 構造探索が効

率化された。 

以上より, 階層的構造探索では, 多様な構造要素をブロック単位として, ボトムアップ方式

で組み立てられた膨大な分子構造の中から低エネルギー構造が探索される。この自発的に形

成された特異的構造及びその構造から派生した冗長的構造を新しいブロック単位として, 上

位階層が構成され, 低エネルギー構造の探索が繰り返される。この自発的な階層化により, 離

散的構造空間において低エネルギー構造を見出すために探索される分子構造数が削減され

るため, 構造探索が効率化されることが示された。 
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４.３.７ 物理化学的な結果検討 

４.３.７.１ オリゴマー凝集体の形成過程 

室温においてアクリル酸オリゴマーが凝集するとき, 弓状オリゴマーは図 4.3.4に示した低エ

ネルギー構造に励起される。そこで, MoCA 法を用いて, 励起されたオリゴマーが凝集すると

きに形成される低エネルギー構造を予測し, オリゴマー凝集体の形成過程を解析した。初め

に, 8 連鎖の励起されたオリゴマー構造をブロック単位として, 中心軸に対して円周状に等角

度で配置した。次に, 局所的構造探索法を用いて, 凝集半径を変化させたとき, 並びに, 励

起されたオリゴマーを回転させたとき, オリゴマー間の相互作用エネルギーを計算し, 凝集度

Nag=2, 4, 6, 8, 10の低エネルギー構造を探索した。 

図 4.3.18は, オリゴマーの凝集半径に対する 6量体の凝集エネルギー依存性である。また, 

弓状オリゴマーの凝集エネルギーと比較するため, 同図には図 4.3.6 の 6 量体の計算結果を

青線で示した。励起されたオリゴマーの凝集エネルギーは, 弓状オリゴマーと同様に, Rs が大

きくなるにつれて低下し, 最小値を与えた後, 多数の極小値を与えながら増加傾向を示す。

一方, 励起されたオリゴマーの凝集エネルギーは, 弓状オリゴマーに比較して, 凝集エネルギ

ーの谷が浅く, 最小の凝集エネルギーは高くなっている。したがって, 励起されたオリゴマー

の 6量体構造は, 弓状オリゴマーの 6量体構造に比較して不安定である。 
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Fig. 4.3.18 Dependence of aggregate energy per oligomer on aggregate radius for forming 

hexamer. Aggregate energy of distorted oligomers (red solid line and pink dotted line), curved 

oligomer (green solid line) and flexible oligomer (violet dotted line) are compared with that of 

arched oligomer (blue solid line). Inserted figures represent zoom out views. 
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図 4.3.19 には, 6 量体の形成過程として各凝集半径における凝集構造を示した。図

4.3.19(a)は, 弓状オリゴマーの凝集構造である。Rs = 2.0 nm では, 弓状オリゴマーの主鎖は

相互作用エネルギーを低下させるため, 水平方向に配向する。凝集半径が小さくなるにつれ

て, 部分的に凝集が起こり, やがて主鎖は中心軸に沿って配向して集団的に凝集する。そし

て, Rs = 0.66 nmにおいて最小エネルギーの凝集構造を形成する。次に, 図 4.3.19(b)には捩

じれ状オリゴマーの形成過程を示し, 図 4.3.19(a)と比較した。Rs = 2.0 nmの凝集構造は類似

しており, Rs = 1.4 nmではその主鎖は水平方向に配向した状態である。Rs = 1.0 nmでは部分

的に凝集が起こり, 主鎖が中心軸に沿って配向し始める。そして, Rs = 0.66 nm において最

小エネルギーの凝集構造が形成され, その凝集エネルギーは弓状オリゴマーの場合に比較

して 0.23 eV高い。主鎖の配向は中心軸方向から若干ずれており, 隣接オリゴマーのカルボキ

シル基間で形成される水素結合は複雑になっている。 

実際に, 励起されたオリゴマーが凝集するとき, 捩じれたオリゴマーは自発的に弓状オリゴ

マーに脱励起し, 凝集エネルギーの利得が 1.38(=0.23×6) eV大きい弓状オリゴマーの 6量体

構造を形成すると考えられる。したがって, 弓状オリゴマーの 6 量体構造が形成される割合は

高く, 捩じれたオリゴマーの 6 量体構造の割合は低い。この形成過程は, 蛋白質が基質と結

合するとき , 蛋白質は基質との酵素反応に優位な構造に自発的に変化する誘導適合

(Induced fit)過程に類似する[7]。即ち, 低対称性のオリゴマー構造が凝集するとき, 安定な凝

集体の形成に優位な高対称性のオリゴマー構造に自発的に変化する過程である。 
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Fig. 4.3.19 Formation processes of aggregate structures associated with hexamer composed of 

(a) arched oligomers and (b) distorted oligomers at each aggregation radius. 
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次に, 弓状オリゴマー凝集体の形成過程を制御する方法を検討した。3.4節の表 4.3.2には, 

異なる弓状オリゴマーを構成するカルボキシル基に対して, 3.4 Å 内に存在する酸素原子間

(OH-OH)の結合数を示した。2量体には存在せず, 4量体以上に多数存在する。図 4.3.20は, 

OH-OH結合の様式を球で表示した。OH-OH結合は, 4量体では 3つの弓状オリゴマー間に

存在する。また, 6, 8, 10 量体では, 隣接オリゴマー間に存在し, 弓状オリゴマーのペア数は

夫々に3, 4, 4個である。したがって, OH-OH結合の様式は凝集度に依存することが示された。 

これらの OH-OH 結合がドライ処理を用いた脱水縮合反応により共有結合化されたとき, 弓

状オリゴマー間に架橋構造が形成される。したがって, 弓状オリゴマーが架橋された 2 量体を

新たなブロック単位として凝集させたとき, 図 4.3.20(a)の 4 量体構造は形成されずに, 図

4.3.20 (b), (c)の 6量体や 8量体構造が形成される割合が高くなる。一方, 弓状オリゴマーが架

橋された 3 量体と単量体をブロック単位として凝集させたとき, 図 4.3.20(a)の 4 量体構造が形

成される割合が高くなる。したがって, 脱水縮合反応によって架橋された弓状オリゴマーをブ

ロック単位に用いて, 形成される多量体の凝集構造の割合を変化させることが可能である。 

 

z
z

2.4nm

(a)  Tetramer,  Rs = 0.51 nm (b)  Hexamer,  Rs = 0.66 nm

(d)  Decamer,  Rs = 1.04 nm(c)  Octamer,  Rs = 0.86 nm  
Fig. 4.3.20 Bonding structures in which distance between oxygen atoms of hydroxyl groups is 

within 3.4 Å according to aggregation degree. Each aggregate structure consists of (a) one 

trimer, (b) three dimers, (c) four dimers, and (d) four dimers composed of arched oligomers, of 

which dimer and trimer are shown at right hand side of the aggregate structures. 

  

４.３.７.２ オリゴマー凝集体の分子捕獲機能 

凝集度 2-10の弓状オリゴマー凝集体に対する予測構造が多数の EC分子を捕獲する機能

を解析した。初めに, 弓状オリゴマー凝集体の周りに EC 分子数 Nsolv個を配置した後, 両分
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子間の相互作用エネルギーを計算し, 局所的構造探索法を用いて低エネルギー状態の分子

捕獲構造を探索した。ここで, EC 分子の探索経路ステップ数 Npath=10, EC 分子数 Nsolv=16, 

探索経路ステップ毎における並進・回転の試行回数 Ns=32である。また, EC分子の重心を基

点とした並進座標の離散幅を 0.1Å として, 基点, 最近接 6点及び第一近接 12点を合わせた

離散点数 Ndg=19, 及び , 回転座標のオイラー角の離散幅を 60として離散点数

Ndrot=144(=646)である。よって, 探索される全構造探索数は 1.4×10
7個となる。 

図 4.3.21(a)は, 弓状オリゴマー凝集体が EC 6 分子を捕獲したときの最小エネルギー構造

における全エネルギーEtot の凝集度依存性である。同図には, EC 分子の捕獲エネルギー

Ecap
ave

, 弓状オリゴマー凝集体と EC 分子間の結合エネルギーEbind
ave

, 及び, 溶媒分子間エ

ネルギーEitsolv
aveの凝集度依存性を示した。Etotでは, 多量体のエネルギーが単量体に比較し

て低いため, 弓状オリゴマー凝集体が EC 6分子を捕獲した構造が安定である。特に, 6量体

が EC 6分子を捕獲した構造が最も安定である。また, 8量体の EC 6分子の捕獲構造も同程

度に安定である。したがって, 6量体及び 8量体が EC 6分子を捕獲した構造の割合が高い。

また, Ecap
aveでは, 多量体のエネルギーが単量体に比較して低い。この Ecap

aveの凝集度依存性

は, Ebind
ave

 とEitsolv
aveの凝集度依存性に由来する。6量体のEbind

aveが最も低く, 4量体のEitsolv
ave

が最も高い。結果的に, 6量体及び 8量体の Ecap
aveが低く, EC 6分子を最も強く捕獲する機能

がある。それに比較して, 4量体が EC 6分子を捕獲する機能は弱い。図 4.3.21(b)については, 

弓状オリゴマー凝集体の分子捕獲構造を示した後に説明する。 
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Fig. 4.3.21 (a) Dependence of total energy, Etot, capture energy, Ecap
ave

, binding energy, Ebind
ave

, 

and interaction energy between solvents, Eitsolv
ave

, on aggregation degree for complex structures 

with the minimum of total energy. Each aggregate structure composed of arched oligomers 

captures six ethylene carbonates. (b) Capture, binding, and inter-solvent energies for six 

ethylene carbonates captured by hexamer and octamer with the minimum of total energy. 
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図 4.3.22 は, 全エネルギーが最小となる弓状オリゴマー凝集体の分子捕獲構造である。単

量体や 2量体は, その側面に EC 6分子を捕獲する。4量体は, チャネル幅が EC分子よりも

狭いため, チャネル外側面に捕獲する。一方, 6 量体は, チャネル内に EC 4 分子を捕獲し, 

チャネル外側面に残りの EC 2分子を捕獲する。チャネル内に捕獲された EC 4分子は縦列に

並んでおり, EC 4分子の CH2基が上向きに配向する。そして, 8量体や 10量体は, チャネル

幅が広いため, チャネル内に全 EC 6分子を複数列にして捕獲する。 

 

Monomer

Hexamer Decamer

TetramerDimer α

Octamer

Dimer β

 

Fig. 4.3.22 Complex structures with the minimum of total energy when each aggregate structure 

composed of arched oligomers captures six ethylene carbonates. 

 

これらの分子捕獲構造を基に, Ebind
aveと Eitsolv

aveの凝集度依存性を説明する。Ebind
aveに関し

て, 6量体では, チャネル構造が EC分子に適合するため, チャネル内に捕獲した EC 分子と

の相互作用が強くなり, Ebind
aveは低い。一方, 8量体では, チャネル幅が広がり EC分子との相

互作用が弱まるため, Ebind
aveは高くなる。また, 4量体では, チャネル外側面に EC分子を捕獲

するため, Ebind
aveは高くなる。したがって, 6量体のEbind

aveが最も低い。次に, Eitsolv
aveに関して, 4

量体の外側面は, 単量体の外側面に比較して大きいため, その外側面にEC分子を分散させ

て捕獲する。よって, 4量体のEitsolv
aveは高くなる。一方, 6量体では, チャネル内に捕獲したEC

分子の CH2基とカルボニル基の間に水素結合が形成されるため, Eitsolv
aveは低くなる。また, 8

量体では, チャネル幅が広がるため, 溶媒分子間エネルギーの利得が大きくなるように EC 分

子の溶媒和構造が形成されるため, Eitsolv
aveは低くなる。したがって, 4量体の Eitsolv

aveが最も高
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い。図 4.3.21(b)は, 6量体と 8量体に捕獲された EC 6 分子のエネルギー成分である。6量体

では, チャネル構造と縦列に並んだEC 4分子が適合しEbind
aveが低くなるため, Ecap

aveは低下し

て強い捕獲機能をもつ。また, 8 量体では, チャネル幅が広がるため Ebind
aveは高いが, チャネ

ル内に溶媒和構造が形成され Eitsolv
aveが低くなるため, Ecap

aveは低下し強い捕獲機能をもつ。 

表 4.3.4には, 6量体と 8量体が EC 6分子をチャネル内外に捕獲したときのエネルギー成

分を示した。6量体では, チャネル内に EC 4分子, 及び, チャネル外側面に EC 2分子を捕

獲したときに Etotは最小となる。以下ではその理由を述べる。6 量体では, チャネル内に EC 6

分子を捕獲したとき, EC 2分子はチャネル端領域に捕獲される。このとき, EC分子間の相互作

用は強く, Eitsolv
aveが低くなるため Ecap

aveは低い。しかし, チャネル端と EC 分子間の相互作用

は弱いため, Ebind
aveが高くなり Etotは高くなる。また, チャネル内に捕獲された EC 分子が 4 分

子未満のとき, Ebind
aveと Eitsolv

aveが高いため, Ecap
ave及び Etotは高くなる。次に, 8量体では, チャ

ネル幅が広がるため, チャネル内に全 EC 分子を捕獲したときに Etotは最小となる。その理由

は, EC分子がチャネル外側面に捕獲されたとき, Eitsolv
aveは高くなり Etotが高くなるためである。 

 

Table 4.3.4 Total, capture, binding, and inter-solvent energies when hexamer and octamer 

composed of arched oligomers capture six ethylene carbonates inside and outside of channel. 

 

Degree of

aggregation

Aggregate

radius Rs

(nm)

Number of

captured EC

Number of

EC captured

inside channel

Total energy

Etot

(eV)

Capture energy

Ecap
ave

 (eV)

Binding energy

Ebind
ave

 (eV)

Inter-solvate energy

Eitsolv
ave

(eV)

6 -5.31 -1.08 -0.69 -0.38

4 -5.54 -1.05 -0.80 -0.25

2 -4.95 -0.88 -0.77 -0.10

0 -4.26 -0.75 -0.67 -0.08

6 -5.44 -1.10 -0.71 -0.39

4 -4.87 -0.93 -0.70 -0.23
8 0.86 6

6 0.66 6

 

 

次に, EC分子が 16分子の場合を解析した。結論としては, 8量体の分子捕獲構造が最も

安定であり, 8量体及び 10量体が強い分子捕獲機能をもつ。これは, EC 6分子に対する 6量

体及び 8量体の分子捕獲機能が, EC 16分子では 8量体及び 10量体にスケールアップした

ことを示す。図 4.3.23(a)は, 弓状オリゴマー凝集体が EC 16分子を捕獲したときの最小エネル

ギー構造におけるエネルギーの凝集度依存性である。Etotでは, 8量体が EC 16分子を捕獲し

た構造が最安定であり, その分子捕獲構造の割合が高くなる。また, Ecap
aveでは, 4量体を除い

て, 多量体のエネルギーが単量体に比較して低い。この Ecap
aveの凝集度依存性は, 8 量体の

Ebind
aveが最も低く, 4, 6, 8量体のEitsolv

aveが高いことに由来する。結果的に, 8, 10量体において

Ecap
aveが低く, EC 16分子を強く捕獲する機能がある。図 4.3.23(b)については, 弓状オリゴマー

凝集体の分子捕獲構造を示した後に説明する。 
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Fig. 4.3.23 (a) Dependence of total energy, Etot, capture energy, Ecap

ave
, binding energy, Ebind

ave
, 

and interaction energy between solvents, Eitsolv
ave

, on aggregation degree for complex structures 

with the minimum of total energy. Each aggregate structure composed of arched oligomers 

captures 16 ethylene carbonates. (b) Capture, binding, and inter-solvent energies for 16 ethylene 

carbonates captured by octamer and decamer with the minimum of total energy. 

 

図 4.3.24 は, 全エネルギーが最小となる弓状オリゴマー凝集体の分子捕獲構造である。単

量体や 2量体は, その側面が EC16分子で覆い隠される。4量体は, チャネル幅が EC分子よ

りも狭いため, チャネル外側面に EC16 分子を分散的に捕獲する。一方, 6 量体は, チャネル

内に EC 4分子を縦列に捕獲し, 残りの EC 12分子をチャネル外側面に捕獲する。8量体は, 

チャネル内に EC 10分子を複数列にして捕獲し, 残りの EC 6分子をチャネル外側面に捕獲

する。そして, 10量体は, チャネル幅が広いため, 全 EC 16分子をチャネル内に捕獲する。 

これらの分子捕獲構造を基に, Ebind
aveと Eitsolv

aveの凝集度依存性を説明する。Ebind
aveに関し

て, 8 量体では, チャネル内に捕獲した EC 分子の溶媒和構造との相互作用が強いため, 

Ebind
aveは低い。一方, 6 量体では, チャネル外側面に捕獲した EC 分子との相互作用が弱い

ため, Ebind
aveは高くなる。また, 10量体では, チャネル幅が広がり, EC分子との相互作用が弱く

なるため, Ebind
aveは高くなる。したがって, 8量体のEbind

aveが最も低い。次に, Eitsolv
aveに関して, 4, 

6, 8量体では, チャネル外側面に EC分子を分散して捕獲するため, Eitsolv
aveは高い。一方, 10

量体では, チャネル幅が広がるため, 溶媒分子間エネルギーの利得が大きくなるように溶媒

和構造が形成される。したがって, 10 量体の Eitsolv
aveが最も低い。図 4.3.23(b)は, 8 量体と 10

量体に捕獲された EC 16 分子のエネルギー成分である。8量体では, チャネル構造と EC 10

分子で構成された溶媒和構造が適合し Ebind
aveが低くなるため, Ecap

aveは低下し強い捕獲機能

をもつ。また, 10 量体では, 幅広いチャネル内の溶媒和構造により Eitsolv
ave が低くなるため, 

Ecap
aveは低下し強い捕獲機能をもつ。 
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Fig. 4.3.24 Complex structures with the minimum of total energy when each aggregate structure 

composed of arched oligomers captures 16 ethylene carbonates. 

 

Table 4.3.5 Total, capture, binding, and inter-solvent energies when octamer and decamer 

composed of arched oligomers capture 16 ethylene carbonates inside and outside of channel. 

 

Degree of

aggregation

Aggregate

radius Rs

(nm)

Number of

captured EC

Number of

EC captured

inside channel

Total energy

Etot

(eV)

Capture energy

Ecap
ave

 (eV)

Binding energy

Ebind
ave

 (eV)

Inter-solvate energy

Eitsolv
ave

(eV)

16 -13.20 -1.12 -0.53 -0.59

14 -13.47 -1.08 -0.60 -0.48

12 -13.47 -1.01 -0.67 -0.34

10 -13.54 -1.00 -0.69 -0.31

8 -13.07 -0.97 -0.66 -0.31

6 -12.99 -0.94 -0.68 -0.26

16 -12.59 -1.08 -0.49 -0.59

14 -11.22 -0.93 -0.47 -0.46

8 0.86 16

10 1.04 16

 

 

表 4.3.5は, 8量体と 10量体が EC 16分子をチャネル内外に捕獲したときのエネルギー成

分である。8量体では, チャネル内にEC 10分子を捕獲したときに Etotは最小となる。以下では

その理由を述べる。8量体では, チャネル内の EC 分子が 10分子を越えるとき, EC分子はチ
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ャネル端領域に捕獲される。このとき, EC分子間の相互作用は強く, Eitsolv
ave及びEcap

aveは低い。

しかし, チャネル端と EC 分子間の相互作用が弱いため, Ebind
ave及び Etotは高くなる。また, チ

ャネル内の EC分子が 10分子未満のとき, Ebind
aveと Eitsolv

aveが高くなるため, Ecap
ave及び Etotは

高い。次に, 10量体では, チャネル幅が広がるため, チャネル内に全 EC 16分子を捕獲したと

きに Etotは最小となる。その理由は, EC分子がチャネル外側面に捕獲されたとき, Eitsolv
aveは高

くなり Etotが高くなるためである。 

前述の解析結果に基づいて, 弓状オリゴマー凝集体が低密度で拡散する EC 分子を捕獲

する機能を纏める。弓状オリゴマー凝集体は, EC分子との結合エネルギーが低く, そして捕獲

した EC分子間に引力が働くため, 多数の EC分子をチャネル内に捕獲する機能を有する。ホ

スト分子の弓状オリゴマー凝集体がゲスト分子の溶媒分子を安定に捕獲できる最適分子捕獲

数は, 6量体では EC 4分子, 8量体では EC 10分子である。6量体は, チャネル外側面に EC

分子を捕獲した後, チャネル内にEC 4分子を縦列に, そしてCH2基を上向きに配向させて捕

獲する。EC 分子が増えると, 6 量体は, チャネルの端領域や外側面に EC 分子を捕獲するた

め, 結合エネルギーが高くなる。一方, 8 量体は, チャネル幅が広いため, チャネル内に EC 

10分子を複数列に, そして溶媒和構造を適合させて捕獲する。更に EC分子が増えると, 8量

体はチャネルの端領域や外側面に EC 分子を捕獲するため, 結合エネルギーが高くなる。一

方, 10量体は, 幅広いチャネル内に EC分子の溶媒和構造を形成することができる。 

一般に, ホスト分子が制限空間内にゲスト分子を捕獲する機能は, ホスト-ゲスト分子間の結

合エネルギーに支配される。このとき, ゲスト分子は配向自由度が制限されるため, ゲスト分子

間では反発エネルギーが生じやすい。したがって, ホスト分子には, 制限空間内にゲスト分子

を安定に捕獲できる最適分子捕獲数が存在する。この最適数は, 制限空間内に存在するゲ

スト分子間の反発エネルギーが結合エネルギーを上回るときに決定される。一方, ホスト分子

が制限空間内に捕獲したゲスト分子間に引力エネルギーが生じる場合は, ホスト分子が制限

空間内にゲスト分子を安定に捕獲できる最適分子捕獲数は増加する。この最適数は, 非制限

空間におけるホスト-ゲスト分子の結合エネルギー及びエントロピーエネルギーが, 制限空間

内に存在するゲスト分子間の引力エネルギーを上回るときに決定される。 

 

４.３.８ まとめ 

本節では, 高容量Liイオン電池の寿命向上を目指し, エチレンカーボネート(EC)分子の拡

散を低減するため, 負極用人工被覆膜を設計した。MoCA法を用いて, アクリル酸を用いたオ

リゴマー凝集体の低エネルギー構造を予測し, その特異的構造が発現する分子捕獲機能を

解析した。以下では, (1) アクリル酸を用いたオリゴマー凝集体の解析結果に対する物理化学

的検討, 及び, (2) MoCA法に対する計算科学的検討をまとめる。 
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(1) アクリル酸を用いたオリゴマー凝集体の解析結果のまとめ 

初めに, アクリル酸のダイマー構造は特徴的な主鎖構造及び側鎖の配置構造を形成し, 8

種類の極小エネルギー構造が存在した。次に, ダイマーの極小エネルギー構造から抽出した

分子フラグメント構造及びその捩じれ構造をブロック単位として階層が構成された。これらの分

子構造で生成された分子クラスタ構造を用いて, オリゴマー構造がボトムアップ方式で組み立

てられた。そして, 局所的構造探索法を用いて, 最小エネルギーである弓状オリゴマーの特

異的構造, 及び, 低エネルギー状態の捩じれ状, 湾曲状, 屈曲状オリゴマーが予測された。

弓状オリゴマーは, 主鎖に対して側鎖のカルボキシル基が左右に配置されたシンジオタクチッ

ク構造である。捩じれ状, 湾曲状, 屈曲状オリゴマーは, 弓状オリゴマーが部分的に異なる分

子フラグメント構造に置き換えられおり, 特異的構造を派生させた冗長的構造である。 

次に, 弓状オリゴマー構造は, 鎖長が長過ぎると多様な分子構造になるため, 及び, 鎖長

が短過ぎるとオリゴマー間の相互作用エネルギーが小さいため, 8-10連鎖オリゴマーが凝集体

構造の形成に優位であることが明らかにされた。また, 生物模倣の観点では, 8-10 連鎖オリゴ

マーは生体内のチャネル構造を構成する αへリックスの長さと同程度であるため, 凝集体構造

のブロック単位に相応しいと予想された。そこで, 8連鎖の弓状, 及び, 捩じれ状, 湾曲状, 屈

曲状オリゴマーをブロック単位として上位階層が構成された。この階層における局所的構造探

索により, 弓状オリゴマーで構成されたくびれ型チャネル構造が自発的に形成された。最小エ

ネルギーである 6量体の特異的構造, 及び, 2, 4, 8, 10量体で構成された低エネルギー状態

の冗長的構造が予測された。更に, これらの凝集体構造, 及び, EC 分子構造をブロック単位

として上位階層が構成され, 局所的構造探索により EC 分子を捕獲した複合体構造が形成さ

れた。そして, くびれ型チャネル構造の内側に EC分子が縦列または複数列に強く捕獲された

特異的構造, 及び, くびれ型チャネル構造の外側及びその端に EC 分子が弱く捕獲された冗

長的構造が予測された。以上より, アクリル酸を用いたオリゴマー凝集体の特異的構造が発現

する分子捕獲機能を有する人工被覆膜が設計された。 

オリゴマー凝集体の形成過程に関しては, 励起されたオリゴマーが凝集するとき, 捩じれた

オリゴマーは自発的に弓状オリゴマーに脱励起し, エネルギー利得の大きい弓状オリゴマー

の凝集体構造が形成された。この形成過程は, 蛋白質と基質の誘導適合過程に類似しており, 

低対称性のオリゴマー構造が凝集するとき, 安定な凝集体の形成に優位な高対称性のオリゴ

マー構造に自発的に変化することが示された。また, 脱水縮合反応によって架橋された弓状

オリゴマーをブロック単位として, 形成される多量体の凝集構造の割合を変えられることが示さ

れた。また, オリゴマー凝集体の分子捕獲機能に関しては, EC 6分子に対して 6量体の分子

捕獲構造が最も安定であり, 6量体及び 8量体が強い分子捕獲機能がある。EC 16分子では, 

複合体構造がスケールアップして, 8量体の分子捕獲構造が最も安定であり, 8量体及び 10量

体が強い分子捕獲機能をもつ。弓状オリゴマー凝集体は, EC分子との結合エネルギーが低く, 

そして捕獲したEC分子間に引力が働くため, 多数のEC分子をチャネル内に捕獲する機能を

有する。ホスト分子の弓状オリゴマー凝集体がゲスト分子の EC 分子をチャネル内に安定に捕
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獲できる最適分子捕獲数は, 6量体では EC 4分子, 及び, 8量体では EC 10分子である。こ

の最適分子捕獲数は, 非制限空間におけるホスト-ゲスト分子の結合エネルギー及びエントロ

ピーエネルギーが, 制限空間内に存在するゲスト分子間の引力エネルギーを上回るときに決

定される。 

 

 (2) MoCA法のまとめ 

①分子構造自由度の削減法では, 離散的構造空間における分子構造数は[N×(Nd)
N

]
Np

に削減された。具体的には, 極小エネルギー構造数Nλ=8, 捩じれ角の離散点数Nd=12, 捩じ

れ角の種類 Nχ=2 である。鎖長 Np=8 のアクリル酸オリゴマーでは, 離散的構造空間における

分子構造数は(8×12
2
)

8≒10
24.5 であり, 全原子自由度を取り入れた構造空間における分子構

造数 10
3×9×8

=10
216 に比較して, 大幅に削減された。そして, 予測された低エネルギー状態の

弓状オリゴマーの凝集体構造は, くびれ型チャネル構造を形成し, QM 法を用いた最適化構

造と良く一致した。したがって, 全原子自由度を取り入れた構造最適化に対して安定であるこ

とが示され, 本方法の正当性が実証された。 

②全分子のエネルギー計算法では, 全分子エネルギーはQM法を用いて前処理で計算さ

れる分子クラスタ内エネルギーと MM 法で高精度に計算される遠隔の分子フラグメント間のエ

ネルギーの和で求められた。具体的には, 弓状オリゴマー単量体の捩じれ構造, 及び, 弓状

オリゴマーの 2 量体及び 4 量体構造に対して, 本方法と QM(MP2)法の全分子エネルギーを

比較した。両エネルギーの回帰直線の傾きは 1.04-1.06, 決定係数は 0.94-1.00 が得られ, 両

エネルギーは極めて良い一致を示した。また, 本方法の計算時間は PC クラスタ 1PE 上で 1

秒未満である。一方, QM 法は, 標準ソフト Gaussian を利用し超並列機 SR16000 の 1 ノード

32PE上において, 2量体では約 12時間, 4量体では約 5.8日を要した。ここで, 基底関数の

空間積分値を格納するために, メモリ容量210GB及びファイル容量1 TBが必要であったため, 

そのファイルアクセスに時間を要した。したがって, 本方法を用いた全分子エネルギーの計算

は, QM(MP2)法相当の高精度な計算, 並びに, MM法と同等の高速な計算が実現された。 

③低エネルギーの分子構造探索法では, 階層的構造探索により, 分子フラグメント構造, 

オリゴマー構造, 凝集体構造, 及び, 複合体構造がボトムアップ方式で組み立てられた。初め

に, 離散的構造空間における分子フラグメント構造数N×(Nd)
Nは1152であり, 全原子自由度

を取り入れた構造空間におけるモノマー構造数10
27に比較して, 分子構造数が大幅に削減さ

れた。次に, 分子フラグメント構造をブロック単位として階層が構成された。この階層化により, 

8連鎖のオリゴマー構造数[N×(Nd)
N

]
Npは10

24.5になり, 全原子自由度を取り入れた場合の

10
216に比較して大幅に削減された。続いて, 8連鎖オリゴマーの低エネルギー構造をブロック

単位として上位階層が構成された。この自発的な階層化により, 8連鎖のオリゴマー構造数

10
24.5はNoli=5と減少し, 離散的構造空間における凝集体構造の数がNoli×Ndr×Ndrot

Nagに削減

された。ここで, Noliは8連鎖オリゴマーの低エネルギー構造の数, Ndrは凝集半径の離散点数, 

Ndrotは回転座標のオイラー角の離散点数, Nagはオリゴマーの凝集度である。更に, 低エネル
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ギーの凝集体構造, 及び, EC分子構造をブロック単位として上位階層が構成され, EC分子を

捕獲した複合体構造が形成された。この自発的な階層化により , 凝集体構造数

Noli×Ndr×Ndrot
NagはNmul=5と減少し, 離散的構造空間におけるEC分子を捕獲した複合体構造

の数がNmul×(Ndg×Ndrot)
Nsolvに削減された。ここで, Nmulは凝集体の低エネルギー構造の数, Ndg

はEC分子の重心を基点とした並進座標の離散点数, Ndrotは回転座標のオイラー角の離散点

数, NsolvはEC分子数である。 

以上より, 階層的構造探索法を用いて, 多様な構造要素をブロック単位として, ボトムアッ

プ方式で組み立てられた膨大な分子構造の中から低エネルギー構造が探索された。自発的

に形成された低エネルギー構造を新しいブロック単位として, 上位階層が構成され, 低エネル

ギー構造の探索が繰り返された。自発的な階層化により, 各階層で低エネルギー構造を見出

すために探索される分子構造数が削減されるため, 構造探索が効率化されることが示された。 
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第５章 

無機分子における研究内容及び解析結果 

 

５.１ 機能ベースのMSMP解析アプローチ 

前章では有機分子の機能性材料を対象に解析を行ったが, 本章では無機分子を対象に

機能ベースの MSMP 解析アプローチを適用しその解析結果を述べる[18-20]。機能ベースで

は, 多数の固有な機能要素を対象に, その要素間を相互作用に基づいて多様に連結し, マ

クロな多重的または複合的機能を設計する。先端産業分野の製品設計においては, 固有の

解析機能をもつ複数のシミュレーションが多様に連結され, 計算規模の拡大と物理精度の向

上が目指される[21]。各シミュレーションは, 狭い空間・時間スケールの解析対象に適合する

物理モデルや計算手法が用いられ, 固有の解析機能が深化する。一方, 深化させた複数の

シミュレーションを連結する場合, その間には空間・時間スケールのギャップが存在するため, 

そのギャップを繋げる連結モデルが必要不可欠である。 

図5.1.1は, 固有の解析機能をもつ二つのシミュレーションAとBが連結モデル1, 2を用いて

繋げられたMSMP連携シミュレーションの表現モデルである。 

 

)( xpF

)( xq pT
y

x, y: Spatial and temporal coordinate variables

px, qy: Variables  and parameters of physical quantities

)( yqG

)( yp qT
x

)( yqG

)( xpF

: Flow of physical data 

F, G: Functions or Equations

Tqy(px): Transformation functions from px to qy

Tpx(qy): Transformation functions from qy to px

: Calculation components

Simulation A Simulation B

(a) Link model 1 (b) Link model 2

Simulation ASimulation B

Link model 1 Link model 2

 

Fig. 5.1.1  Link expression associated with loosly-coupled simulation. Simulation A and B are 

weakly coupled by using (a) link model 1 and (b) link model 2 respectively and each physical 

data flows in one-way direction. Link specification is one to one correspondence and one-way 

noninterative communication. 

 



 

- 108 - 

シミュレーションAは, 関数または方程式Fで構成され, 物理モデルや計算手法（以下では

計算モデルと記す）に基づいて空間・時間の座標変数 x 上の物理変数や物理パラメータ(以

下では物理データと記す) px が計算される。同様に, シミュレーション B は, 関数または方程

式 G で構成され, 計算モデルに基づいて座標変数 y 上の物理データ qy が計算される。異

なるシミュレーション間で物理データを受け渡すため, 連結モデル 1, 2 は, 異なる空間・時間

スケールの px と qy を関連付ける変換関数Tqy(px)及びTpx(qy)で構成される。ここで, 青枠や

緑枠は, シミュレーションや連結モデルの計算コンポーネントを表わし, 矢印は物理データの

流れを表わす。よって, 図 5.1.1(a)では, シミュレーションAの計算モデル Fを用いて計算され

る物理データ px は, 連結モデル 1の Tqy(px)を通して物理データ qy に変換され, シミュレー

ション B の計算モデル G を用いて計算される物理データ qy に受け渡される。同様に, 図

5.1.1 (b)では, シミュレーション B の計算モデル G を用いて計算される物理データ qy は, 連

結モデル 2 の Tpx(qy) を通して物理データ px に変換され, シミュレーション A の計算モデル

Fを用いて計算される物理データ px に受け渡される。ここで, px と qy は, 多数の物理データ

で構成されるため, 連結モデルを通して変換され受け渡される物理データはその一部である。

また, 物理データの流れは一方向であるため, シミュレーション間の連結様式は 1対 1対応の

一方向型と表現される。他の連結様式には, 物理データの種類に対応して, 1対多, 多対 1や

多対多の対応関係がある。このように, 複数のシミュレーションが一方向の非反復型で疎に繋

げられた連結形態を連携シミュレーションと呼ぶ。 

また, 図5.1.2には, 1対1対応の双方向で反復型の連結形態を示した。 
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Fig. 5.1.2  Link expression associated with tightly-coupled simulation. Simulation A and B are 

strongly coupled by using link model 1 and 2. Physical data flow in two-way direction 

interatively while convergence or temporal states change. Link specification is one to one 

correspondence and two-way iterative communication. The abbreviation M, V and E means that 

link models are built according to mass, momentum and energy conservation laws, respectively. 

 

物理データの流れは, シミュレーションAから連結モデル1を通してシミュレーションB, 及び, 

シミュレーションBから連結モデル2を通してシミュレーションAに流れる。また, 自己無撞着な

計算, 反復的な収束計算, 及び, 時間発展型のシミュレーションでは, 物理データ px, qy が
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ある状態から新しい状態に遷移する。そして, 始状態から終状態に至るまでに, 連結頻度に

従って反復的に物理データが受け渡される。ここで, 関数Fと変換関数Tpx(qy)は, 物理データ 

px を計算する関数であるため, シミュレーションA側に連結モデル2を記した。同様に, 物理デ

ータ qy を計算するシミュレーションB側に連結モデル1を記した。このように, 複数のシミュレ

ーション間が双方向の反復型で密に繋げられた連結形態を連成シミュレーションと呼ぶ。 

次に, 連結モデルは, 異なる空間・時間スケールの座標変数 x, y 上の物理データ px, qy

を関連付けるため, その変換関数は必ずしも一意的ではなく, 多様であるため任意性や不確

定性が生じることがある。連結モデルの多様性を制限し物理的な因果関係を明確にするため

には, 質量(粒子数, 電荷量)保存, 運動量保存, エネルギー保存等の物理量の保存則を課

すモデリングが重要である。例えば, シミュレーション Aがメッシュ座標用いて粒子密度分布を

解析し, 及び, シミュレーション B が粒子座標を用いて粒子数分布を解析するとき, 解析対象

の重なる空間領域では, 各シミュレーションで計算された粒子の全質量を一致させる必要があ

る。同一粒子であれば, その粒子数または電荷量が一致しなければならない。また, 解析対

象が界面を介して接続される場合は, その界面領域において, 各シミュレーションで計算され

た質量やエネルギー, または, 界面を流れる運動量を保存させるモデリングが必要である。こ

のように, 同種の物理データであるが, 各シミュレーションの座標変数に由来して物理データ

の意味が異なるため, 物理量の保存則を課したデータ変換が必要である。この物理データの

意味を変換する機能を物理的なセマンティック変換と名付けた[20]。図 5.1.2 に示した連結モ

デルの添え字には, 物理的なセマンティック変換に課した物理量の保存則を表現するため, 

質量保存, 運動量保存, エネルギー保存に対応してM, V, Eを記した。以上より, 複数のシミ

ュレーションの多様な連結形態は, 連結様式, 連結モデル及び連結頻度のカテゴリで類型化

されることを示した。 

前述の機能ベースのMSMP解析アプローチを共通基盤化させたミドルウェアについて説明

する[20, 83, 122, 192, 193]。図 5.1.3には, 複数のシミュレーションを連結する仲介役の機能を

果たすため, Mediatorと名付けたMSMP解析支援ツールを示した。この解析支援ツールでは, 

連結様式, 連結モデル及び連結頻度に対応して, 物理データの送受信及び物理的なセマン

ティック変換の機能がライブラリ化され, その計算処理が Mediator の計算コンポーネントに纏

められる。シミュレーション A と B にはライブラリが組み込まれ, レガシープログラムを活用した

複数シミュレーション間の効率的な連結が可能である。また, シミュレーションと Mediator の計

算コンポーネントは, 同時並列的に計算できるため高速化される。そして, Mediator を用いた

アプローチは, 特定分野の MSMP 解析アプローチに対して, 蓄積された連結モデルの知見

を異分野に展開するために有効である。 

以下では, ミドルウェアを用いた MSMP 解析アプローチの課題を述べる。各シミュレーショ

ンの解析機能は, 個々の物理現象を詳細に解析するため, 狭い空間・時間スケールの解析

対象に適合するように深化する。その結果, シミュレーションのプログラムは重厚長大でブラッ

クボックス化することが多いため, 異なるシミュレーションの連結が難しくなる。また, 深化を遂
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げたレガシープログラムや特定の計算機上にカスタム化されたプログラムは, 論理的に複雑に

絡み合ったプログラミング形態になる場合がある。その洗練化にはプログラムのコンポーネント

化が必要であるが, その開発工数が新しい解析結果にすぐさま結び付くとは限らないため, 

開発負荷とリスクが高い。更に, 各シミュレーションの入出力データフォーマットは固有形態で

あるため, XML(Extensible Markup Language)を用いて統一化し, 複数のシミュレーション間の

連結を効率化する試みが行なわれた[116]。また, グローバルなグリッド環境下では, 異分野

の研究者や技術者が MSMP シミュレーションを共同開発する機会が増えるため, その解析支

援ツールが有効であることが期待される[20, 83, 120, 122]。一方, 異分野の研究を深く理解し

新規な連結モデルのプログラムを開発するためには, 多大な時間と労力が必要である。した

がって, 専門分野の既成プログラムを深化させる低負荷で低リスクの方策に傾倒することは否

めない。現在, 第三次の AI 時代を迎えている[29-31]。そこでは, 各分野のエキスパートから

自動的に重要情報を収集する能動学習[194], 及び, 収集した重要情報から得た知見を異分

野に展開する転移学習[195]の研究が進められている。ミドルウェアを用いた MSMP 解析アプ

ローチにおいて, 自律的な情報収集, 自動的なプログラミング, そして自発的なプログラムの

連結が実行され, MSMP 解析機能の多重化や複合化が期待される。次節では, 機能ベース

の MSMP 解析アプローチを用いて, プラズマディスプレイパネル及び半導体電子デバイスの

無機分子膜を解析する。 
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Fig. 5.1.3  Link expression associated with tightly-coupled simulation via mediator. Simulation 

A and B are strongly coupled and physical data are interatively transferred and transformed by 

using the mediator composed of link model 1 and 2. The abbreviation M, V and E means that 

link models are built according to mass, momentum and energy conservation laws, respectively. 
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５.２ プラズマディスプレイパネルにおけMgO表面保護膜の 

イオンスパッタ機構解析 

５.２.１ 背景と目的 

次世代ディスプレイは, 複合メディア・双方向通信時代における多様で大量な情報コンテン

ツを高精度・高画質に受信し配信するためのフロントエンドの役割を担っている。将来的に, 

臨場感溢れる 3D 立体放送に対応するディスプレイが期待される中で, 省エネルギー対応を

目指した高効率化の研究開発が進められている。 

プラズマディスプレイパネル(Plasma display panel, 以降 PDP と略す) [196-201, 243, 244]で

は, RGBの表示画素は Neガスと Xeガスを封入したセル構造及び放電制御用の透明電極で

構成され, その電極に駆動電圧を印加するとプラズマ放電が生じてNeイオンとXeイオンが発

生する。そして, 放電時に励起された Xe 原子から紫外線が発生し, その紫外線が放電セル

の側壁に塗布された蛍光体に当たると RGB の可視光に変換される。ここで, 放電によって発

生した Neイオンと Xeイオンが透明電極に衝突し劣化させることを防ぐため, 電極表面には保

護用のMgO膜が備えられている[202-215]。このMgO膜は, 表面保護膜の機能と共に, Neイ

オンとXeイオンが衝突したときに二次電子を放出する機能がある[216-221]。二次電子は放電

電圧を下げるため, 省エネルギー化に効果がある。更に, 放電にはトリガーになる最初の一つ

の電子が必要[222-226, 245-247]であるが, MgO膜には電子を蓄積してイオン衝突がなくても

熱励起により電子を自発的に放出する機能がある[227-231, 248-251]。したがって, MgO膜は

複合的な機能を備えた無機材料である。 

PDPの高効率化には, 紫外線を発生する Xeガスの分圧を高めることが有効である。しかし, 

Xeガスの放電開始電圧は高いため, Xe分圧が Ne分圧に比べて相対的に高くなるにつれて

駆動電圧が上昇する。高駆動電圧は, エネルギー消費を高めるデメリットが生じる。また, 高

駆動電圧により高速に加速された Ne イオンや Xe イオンがMgO膜に衝突し, MgO膜表面の

Mg 原子や O 原子が弾き飛ばされるスパッタ現象[232-242]が発生する。このイオンスパッタ現

象により, MgO 膜は次第に薄くなり劣化するため, PDP の動作寿命を決定する要因の一つで

ある。しかしながら, イオンスパッタ現象による劣化要因が Ne イオンまたは Xe イオンの何れに

起因するかは未だ不明な点が多い。本研究では, MgO表面保護膜のイオンスパッタ機構を明

らかにし, 高効率化及び長寿命化を両立させる協調設計を目的とする[18]。 

 

５.２.２ 研究方法 

図 5.2.1 は, MgO 膜に対する正味のイオンスパッタ分布を解析するための構成図である。

PDPでは, 駆動電圧を印加したときの放電により発生する希ガスイオン i (=Ne
+
, Xe

+
)が加速
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され, 透明電極の保護用に備えたMgO膜に衝突する。MgO膜の面方向を xy面, 垂直方向

を z 軸とする。y 方向の電極構造が均一であれば, 電界は y 方向に一定であるため, 二次元

xz面が解析対象になる。Ni
μ
(x’, Ei


)はMgO膜に入射するイオン数分布, x’はイオンの入射位

置, Ei
はイオンの入射エネルギーである。また, Ei

hは, MgO膜に入射するイオンにおいて, エ

ネルギーが緩和せずに, 電界により高速に加速されたホットイオンの入射エネルギーを表す。 

次に, ホットイオンが MgO 膜に衝突するとき, Ei
hがスパッタ閾値エネルギーEth,kiよりも高け

れば, スパッタ原子 k (=Mg, O)がMgO膜から放電空間に放出される。また, イールド係数Yki

は, 入射する一つのイオンに対して放出されるスパッタ原子の割合である。Ed,kは, Mg原子や

O原子がMgO膜の表面から解離するために必要なエネルギーを表す。続いて, スパッタ原子

は, 放出エネルギーEs で放電空間に飛び出した後, 中性であるため電界により加速を受けず

に, 放電空間に存在する約 500Torrの高濃度の Ne原子や Xe原子に衝突してエネルギーが

緩和する。そして, スパッタ原子は, 放電空間をランダムに熱拡散しながら, 確率的拡散分布

Dk(x-x’, Es)に従ってMgO膜上の位置 xに再堆積する。 
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Fig. 5.2.1 Schematic picture of a MSMP method to analyze net sputtering rate due to hot ions in 

a Ne-Xe discharge gas bombarding an MgO layer. 

 

以上より, MgO 膜のイオンスパッタ分布は, イオン衝突とスパッタ原子の放出で構成された

一次イオンスパッタ分布 Ap(x), 及び, 放出されたスパッタ原子の熱拡散と再堆積で構成され

た再堆積分布 Ar(x)の差で決定される。したがって, 正味のイオンスパッタ分布 An(x)は, 次式

で与えられる。 
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式(5.1)を以下に説明する。加速されたNe とXeのホットイオンがMgO膜の x’位置にイオン

数分布Ni

(x’, Ei


)及び入射エネルギーEi

hで入射する。Ei
hがスパッタ閾値エネルギーEth,kiより

高いときは, イールド係数 Ykiの割合で Mg 原子及び O 原子が放電空間に放出され, 一次イ

オンスパッタ分布が YkiNi

(x’,Ei


)exp(-Eth,ki/Ei

h
)で与えられる。また , 放出エネルギー

Es(=Ei

/βki)のスパッタ原子は確率的拡散分布Dk(x-x’, Es)に従ってMgO膜の x位置に舞い戻

り, 再堆積分布が与えられる。そして, 正味のイオンスパッタ分布は, 一次イオンスパッタ分布

と再堆積分布の差分で求められる。次節では, 本式を用いた MSMP シミュレーションの連結

仕様, 及び, ホットイオン係数 αi
hとエネルギー交換係数 βkiを用いた連結モデルを説明する。 

 

５.２.３ MSMP連携シミュレーション 

図 5.2.2は, 機能ベースのMSMP解析アプローチを用いて, MgO膜に対する正味のイオン

スパッタ分布を予測するため, 放電シミュレーション[243, 244], 分子軌道法[248, 249], 及び, 

拡散シミュレーションを組み合わせた連携シミュレーションである。連結様式は多対１対応の一

方向型である。 
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Fig. 5.2.2  Loosely-coupled simulation composed of discharge simulation, molecular orbital 

method and diffusion simulation to analyze net-sputtering distribution of MgO layer in plasma 

display panels. Link specification is many to one and one-way non-iterative communication. 

Hot ion model without energy relaxation is built according to mass and energy conservation 

laws. Energy exchange model is built by using elastic scattering with energy conservation. 

Hybrid model of thermal diffusion is built according to mass conservation laws. 

 

放電シミュレーションでは, 流体のドリフト・拡散モデルに基づいて, 等間隔メッシュの座標

変数を用いて, 放電空間に発生した Ne と Xeイオンの密度分布とエネルギー分布を計算する。
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空間スケールは μm-mmオーダー, 及び, 時間スケールは ns-μsオーダーである。次に, 分子

軌道法を用いたシミュレーションでは, Mg及び Oの単原子がMgO膜の表面から解離するた

めに必要なエネルギーEd,kを計算する。空間スケールは 0.1-1nmの原子スケールである。更に, 

拡散シミュレーションでは, スパッタされた Mg 及び O の単原子が MgO 膜の表面から放出エ

ネルギーEsで飛び出した後, 熱拡散をしながらMgO膜の表面に再堆積する確率的拡散分布

Dk(x-x’,Es)を計算する。空間スケールは μm-mmオーダー, 及び, 時間スケール μs-msオーダ

ーである。これら 1種類のナノスケールのシミュレーションと 2種類のミクロンスケールのシミュレ

ーションを連携した。 

連結モデルでは, 放電シミュレーションを用いて um オーダーの等間隔メッシュ点上で計算

された時間依存のNeとXeイオンの密度分布とエネルギー分布が, MgとO原子で構成される

ユニットセルに入射するときの時間平均化されたイオン数分布とエネルギー分布 Ni
μ
(x’, Ei


)に

変換される。また, Ne と Xe イオンの入射エネルギーEi
がエネルギー緩和せずに, 電界により

入射エネルギーEi
hに加速されたホットイオンのモデルを考案し, 連結モデル Ei

h
=αi

h
Ei

を導出

した。ここで, αi
hは両エネルギーEi

hと Ei
を関連付けるホットイオン係数である。これら連結モデ

ルでは, 放電空間と MgO 膜の界面領域においてイオン粒子数保存則及びエネルギー保存

則が満たされる。次に, MgO膜に入射したエネルギーEi
hの Ne と Xeイオンは, Mg と O原子と

衝突し一部のエネルギーを伝達する。伝達されたエネルギーが解離エネルギーEd,k を越えれ

ば, スパッタ原子は MgO 膜の表面から飛び出すことができる。このスパッタ閾値エネルギー

Eth,kiは, 弾性散乱モデルを用いて, エネルギー保存則を満たす連結モデル Eth,ki=βkiEd,kで与

えられる。ここで, βkiは両エネルギーEth,kiとEd,kを関連付けるエネルギー交換係数である。更に, 

スパッタ原子は放電空間を熱拡散しながらMgO膜の表面に再堆積するまでにms以上掛るた

め, 長時間の計算が必要である。そこで, スパッタ原子の拡散過程を時間発展的に計算せず

に, 粒子数保存を満たすように熱拡散の解析式と確率論を組み合わせた確率的拡散分布モ

デルを導出し, 再堆積分布を解析した。 

 

５.２.４ 解析結果及び成果 

図 5.2.3 は, PDP の MgO 表面保護膜に対する正味イオンスパッタ分布の計算例である。

PDP のセル構造はフロント画面のガラス越しに透明電極が配置され, 放電セル内には Ne と

Xeガスが封入される。放電シミュレーションでは, 放電により発生した等間隔メッシュ上のNeと

Xeイオンの密度分布とエネルギー分布を示した。また, 分子軌道法では結晶状のMgOクラス

タ構造から Mg 及び O 原子が解離するために必要なエネルギーを計算した。これらを用いて, 

一次イオンスパッタ分布が求められた。次に, 拡散シミュレーションでは, スパッタ原子の放出

エネルギーEsをパラメータに, Mg及び O 原子が MgO 膜の表面に確率的に再堆積する分布

が計算され, 再堆積分布が求められた。そして, 正味イオンスパッタ分布は, 一次イオンスパ

ッタ分布と再堆積分布の差分を用いて解析された。 
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Fig. 5.2.3 Numerical analysis of net-sputtering distribution of MgO layer in plasma display 

panels by using loosely-coupled simulation composed of discharge, molecular orbital and 

diffusion simulations. 

 

図 5.2.4には, 42XGAセル構造, ガス組成 Ne96%Xe4%, 450Torr, 駆動電圧 Vs=165 Vを

印加したときの一次イオンスパッタ分布 Ap, 再堆積分布 Ar, 及び, その差分の正味イオンス

パッタ分布 Anの解析結果を示した。Apと Arは上下対称的な形状を示すが, 両者の僅かな差

異からAnが形成される。Anは, 電極領域内の右端近傍を中心にすり鉢状の窪みがあり, 電極

領域外では山状に盛り上がる。図 5.2.4(a)に示した Ne イオンの場合に比較して, 図 5.2.4(b)

に示した Xe イオンの Ap が幅広いため, An も幅広い形状になる。PDP を長時間動作させた

MgO 膜では, すり鉢形状のスパッタ痕が観察され, その最深部の深さから評価された最大ス

パッタレートは 0.01Å/kHz/hr である[252]。そこで, 最大スパッタレートの実験結果を再現する

ため, Neのイールド係数 YNeは 6.4×10
-2

, Xeのイールド係数 YXeは 3.3×10
-3が設定された。 

また, 図 5.2.5は, Ne80%Xe20%, Vs=230 Vにおける正味イオンスパッタ分布の解析結果で

ある。図 5.2.5 (a)に示したNeイオンによる Ap, Ar, Anの形状は, 図 5.2.4(a)に示した低電圧・低

Xe分圧の場合に比べて若干急峻である。また, 最大スパッタレートは 0.047 Å /kHz/hrであり, 

低電圧・低 Xe分圧における最大スパッタレートの 4.7倍に増加した。一方, 図 5.2.5 (b)に示し

たXeイオンによるAp, Ar, Anの形状は, 低電圧・低Xe分圧の場合に比べて幅狭く, 急峻な形

状に変化した。Xe分圧が高くなると, Xe イオンは Xe中性原子との衝突により, 入射エネルギ

ーEXe
とホットイオン係数 αXe

h が減少し, ホットイオンの入射エネルギーαXe
h
EXe

が低下するた

めである。最大スパッタレートは, 低電圧・低Xe分圧における最大イオンスパッタレートの 0.11

倍に減少した。 
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Fig. 5.2.4 Spatial distribution of primary sputtering rate, re-deposition rate and net sputtering 

rate of (a) neon and (b) xenon at partial pressure of 4% xenon and at applied voltage of 165 V. 

Doted vertical lines represent an electrode region. Yield coefficients due to neon and xenon are 

set to 6.4×10
-2

 and 3.3×10
-3

, respectively. 
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Fig. 5.2.5 Spatial distribution of primary sputtering rate, re-deposition rate and net sputtering 

rate of (a) neon and (b) xenon at partial pressure of 20% xenon and at applied voltage of 230 V. 

Doted vertical lines represent an electrode region. Yield coefficients due to neon and xenon are 

set to 6.4×10
-2

 and 3.3×10
-3

, respectively. 
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次に, 最大スパッタレートの印加電圧 Vs 及び Xe 分圧依存性を解析した。図 5.2.6 には, 

Ne96%Xe4%, Vs=160V における最大スパッタレートを基準にした相対比率 ηs を示した。図

5.2.6(a)に示したNeイオンの ηsでは, Vsが高くなるにつれて, ホットイオン数NNe
と入射エネル

ギーαNe
h
ENe

は増加するため, ηsが増加する。また, Xe分圧が高くなるにつれて, ηsは一旦増加

した後に減少傾向を示した。Xe分圧が高くなると, NeイオンはNe中性原子との電荷交換散乱

によるエネルギー緩和が起りにくいため, αNe
h が大きくなる。そして, ホットイオンの入射エネル

ギーαNe
h
ENe

が増加するため, ηsは一旦増加する。一方, 高 Xe分圧では, Neガス成分が減り

NNe
が低下するため, ηsは減少傾向を示す。次に, 図 5.2.6(b)に示したXeイオンの ηsのVs依

存性は, Ne イオンと同様に Vsが高くなるにつれて ηsが増加する。一方, Xe分圧が高くなるに

つれて, ηsは著しく減少することが示された。Xe分圧が高くなると, XeイオンはXe中性原子と

の散乱により αXe
h及び EXe

が小さくなるため, ホットイオンの入射エネルギーαXe
h
EXe

が低下す

る。また, 高 Xe分圧では, 放電開始電圧が上昇するため, Xe イオン数 NXe
は大きく減少する。

したがって, ηsは著しく減少する。 
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Fig. 5.2.6 Ratio of maximum net-sputtering rate to that at partial pressure of 4% xenon and at 

applied voltage 160 V associated with (a) hot neon ions and (b) hot xenon ions, respectively. 

 

表 5.2.1では, 最大スパッタレートの相対比率 ηsに対して, 駆動電圧 Vsと Xe分圧を変化さ

せたときの計算結果 ηs,calと実験結果 ηs,expを比較した。Ne イオンの ηs,calは, Xe イオンの ηs,cal

に比較して, 実験結果 ηs,expに良く一致する。特にケース 5では, Xe分圧が 5から 18%に高く

なると, ηs,expは 2.5倍に増加しNeイオンの ηs,cal=2.45倍に良い一致を示すが, Xeイオンの ηs,cal

は 0.09倍に減少し ηs,expに背反する。したがって, Xe分圧 4-20%では, MgO膜に対するイオン

スパッタ機構は Ne イオンに支配されることを明らかにした。 
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Table 5.2.1 Dependence of ratio of maximum net sputtering rate ηs on xenon partial pressure 

and applied voltage. ηs,exp denotes measured ηs from deepest sputtering in MgO layer. ηs,cal 

represents calculated ηs for a perfect MgO crystal structure and ηs,cal(δ=0.86) represents 

calculated ηs for MgO of which density is 86% of that of the perfect crystal structure. 

ηs,cal

(=0.86)

Ne Xe Ne

1 S1 8 168→178 1.59 170→180 1.46 1.12 1.44

2 S2 18 172→182 2.10 170→180 1.97 1.17 1.92

3 S1 5→8 159→168 1.45 160→170 1.43 0.63 1.40

4 S1 8→12 168→175 1.00 170→175 1.07 0.50 1.05

5 S2 5→18 165→200 2.50 165→200 2.45 0.09 2.26

6 S1 8→12 178→175 0.63 180→175 0.74 0.44 0.73

Cell

structure

ηs,cal

Case

Partial

pressure

of xenon

(%)

Applied voltage

in experiment

(V)

ηs,exp

Applied voltage

in calculation

(V)

 

 

PDP の高効率化には, 高 Xe 分圧は有効であるが駆動電圧が上昇する。高駆動電圧は, 

Ne イオンのスパッタ機構を高めるため, MgO 膜の劣化を早め動作寿命が短縮する。そこで, 

高効率化及び長寿命化を協調的に設計するため, 図 5.2.7の二山型の電圧波形を提案した。

解析対象には, ガス組成 Ne80%Xe20%を用いた。図 5.2.7 (a)では, 第一の山型の制御電圧

Vconは 119Vの低電圧に印加され, 放電電流のピークが印加電圧の第二の山に位置するため, 

弱い放電電流が長時間持続する。一方, 図 5.2.7 (b)では, Vconは 125Vの高電圧に印加され, 

放電電流のピークが印加電圧の第一の山に位置するため, 強い放電電流が短時間生じる。 

図 5.2.8には, 制御電圧Vcomを変化したときの最大イオンスパッタレートの相対比率 ηs, 及

び, 輝度と紫外線発光効率の相対比率を示した。Vcomが低電圧から 119V を越えて高電圧に

なるにつれて, 電流ピークの位置が印加電圧の第二の山から谷に移動する。このとき, 弱い

放電が生じるため, ηsと輝度は低下する。また, 長時間の弱い放電は, エネルギー消費を減少

させて, Xe のイオン化状態よりも励起状態にエネルギー散逸が生じるため, 紫外線発光効率

が増加する。一方, Vcomが 125V の高電圧になるにつれて, 電流ピークの位置が印加電圧の

第一に移動し強い放電が生じるため, ηsと輝度は増加する。したがって, 図 5.2.8 の薄墨領域

に制御電圧を設定すれば, 紫外線発光効率と輝度は上がり, 最大イオンスパッタレートが低

下するため, 高効率化と長寿命化の協調設計が可能である。 
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Fig. 5.2.7 Dependence of discharge current on control voltage (a) Vcon=119 V and (b) Vcon=125 

V with double-peak waveform. The voltage is applied to one sustain electrode and negative 

voltage with the same double-peak waveform is applied to another sustain electrode. 
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Fig. 5.2.8 Ratio of maximum net sputtering rate, brightness, and UV-emission efficiency for 

applied voltage with double-peak waveform to those with conventional rectangle waveform as a 

function of control voltage. These characteristic properties are calculated at partial pressure of 

20% xenon. 
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５.３ Si電子デバイスにおける SiO2絶縁膜の 

ホットエレクトロン劣化機構解析 

５.３.１ 背景と目的 

移動情報端末や超高速プロセッサへの応用に向けて, 半導体電子デバイス Si-MOSFET 

(Metal oxide semiconductor field effect transistor)では, 超高速, 高容量及び低消費電力を目

指した研究開発が行なわれている。Si-MOS デバイスでは, 高速動作を実現するため, 電子

の伝導を制御するゲート電極が短縮され, 駆動電流や移動度を高める設計が行なわれる。ま

た, ゲート電極下の絶縁膜では, 高容量化のため, 薄膜化及び高誘電率材料の研究が進め

られている[253]。 

Si-MOS デバイスの高性能化に立ちはだかる大きな壁の一つは, 印加電圧により加速され

たホットエレクトロンが SiO2 絶縁膜に衝突し大きなダメージを与えるため, 閾値電圧のシフト, 

ドレイン電流や相互クンダクタンスのデバイス特性が劣化する点にある[254-270]。Si-MOS デ

バイスに電圧が印加されると, SiO2絶縁膜下の Si 基板内に存在する電子の伝導領域に局所

電界が掛かるため, 高速に加速されたホットエレクトロンが生じる。また, SiO2絶縁膜と Si 基板

の界面には, Si原子と水素原子が共有結合状態にあるダングリングボンドが存在する。その水

素原子はホットエレクトロンの衝突を受けて解離するため, SiO2絶縁膜に欠陥が生成される。し

たがって, ホットエレクトロンによる SiO2絶縁膜の欠陥生成は, デバイス特性を劣化させるため, 

Si-MOSデバイスの動作寿命を決定する要因の一つである。 

従来の水素解離モデルでは, 閾値エネルギー3.7eV 以上の高エネルギーに加速されたホ

ットエレクトロンのみが水素原子と Si原子の共有結合 Si-Hを切断し欠陥を生成する[254, 255, 

258]。しかし, 通常の水素アニール及び重水素アニ－ルで作製されたデバイス特性を実験的

に比較したところ, 同位元素効果が見出された[259, 260]。そこでは, デバイス特性の経時劣

化は , 水素アニ－ルに比べて重水素アニ－ルの場合に抑制される効果が確認された

[261-270]。したがって, デバイス特性の劣化要因である SiO2 絶縁膜の欠陥生成は, 水素原

子と Si 原子の共有結合のみで決定せずに, 水素原子の質量に依存するためフォノン機構が

介在することが示唆される。そこで, 本研究では, ホットエレクトロンによる SiO2 絶縁膜の劣化

機構を明らかにすることを目的とする[19, 274, 275]。 

 

５.３.２ 研究方法 

図 5.3.1(a)には, Si 基板上にソース電極, ドレイン電極, 及び, ゲート電極が作製された

Si-MOS デバイス構造を示した。ここで, ゲート電極下の Si 基板表面には SiO2絶縁膜が存在

する。そして, SiO2絶縁膜下の Si 基板内には, ゲート電圧で制御される電子の伝導チャネル
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が形成され, ドレイン電圧が印加されたときにソース電極からドレイン電極に向かって電子電

流が流れる。デバイスシミュレーションは, ゲート電圧やドレイン電圧で制御されるドレイン電流

特性を解析する[271-273]。図 5.3.1(b)には, デバイスモンテカルロシミュレーション(Device 

Monte Carlo simulation, 以降 DMC と略す)を用いて計算されたゲート電極下を伝導する電子

エネルギーを示した。ソース電極からドレイン電極に向って, 高エネルギーに加速されたホット

エレクトロンが存在する。一方, 従来のDMCでは, SiO2絶縁膜は高誘電率の連続体モデルで

近似される。したがって, SiO2絶縁膜と Si 基板の界面に存在する水素原子が解離し, 欠陥が

生成される原子スケールの解析が困難である。また, 電子がサブ 100nm のゲート電極下を伝

導するために要する時間は ps オーダーである。一方, 水素原子が解離し欠陥が生成される

ために要する時間は, デバイス特性の経時劣化から見積もられミリ秒以上である。したがって, 

従来の DMC を用いて, 水素解離に起因するデバイス特性の経時劣化を解析するためには, 

極めて長い計算時間を要する。 

本研究では, ホットエレクトロンによる SiO2絶縁膜の劣化機構を解析するため, DMC と格子

モンテカルロシミュレーション(Lattice Monte Carlo simulation, 以降 LMCと略す)を連結した連

成シミュレーションを構成する。LMC は, 図 5.3.1(b)に示すように, SiO2絶縁膜と Si 基板の界

面に存在する水素原子の解離及び欠陥生成を解析する。次節では, この連成シミュレーショ

ンの連結様式及び連結モデルを説明する。 
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Fig. 5.3.1 Numerical analysis of degradation mechanism of SiO2 insulator due to hot electrons 

in Si-MOS device by using tightly-coupled simulation composed of Device Monte Carlo 

simulation and Lattice Monte Carlo simulation. 

 

５.３.３ MSMP連成シミュレーション 

図 5.3.2 は, 格子モンテカルロシミュレーション(LMC)とデバイスモンテカルロシミュレーショ

ン(DMC)を連結した連成シミュレーションの構成図である。多対多対応の双方向反復型の連

結様式である。また, LMC と DMCの連結には解析支援ツールのMediatorが用いられた。 
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Fig. 5.3.2 Tightly-coupled simulation composed of Lattice Monte Carlo and Device Monte 

Carlo simulations to analyze degradation mechanisms of SiO2 layer due to hot electrons in 

Si-MOS device. Link specification is many to many correspondences and two-way iterative 

communication. Charge defect model is built by particle and mesh transformation according to 

charge conservation law. According to mass and energy conservations, multi-phonon model 

describes hydrogen atoms on SiO2 layer are excited and de-excited by hot electrons and 

hydrogen desorption takes place when number of excited phonon reaches threshold number. 

 

LMCは, 水素解離のレート方程式に基づいて, 格子点の座標変数を用いてSiO2絶縁膜の

表面に存在する水素原子が解離し帯電した欠陥数分布を計算する。空間スケールは

0.1-100nm オーダー, 時間スケールは ms 以上のオーダーである。DMC は, Boltzmann 方程

式に基づいて, フォノン散乱, 不純物散乱, 及び, 帯電欠陥や水素原子の散乱が導入され, 

粒子モデルを用いて伝導チャネルを形成する電子の空間分布とエネルギー分布を計算する。

また, ポアソン方程式に基づいて, 不等間隔メッシュの座標変数を用いて, 電子と帯電欠陥の

電荷密度によって形成されるポテンシャルエネルギーを計算する。空間スケールは nm-μm オ

ーダー, 時間スケールは fs-10psオーダーである。 

連結モデルでは, LMCを用いて格子点上で計算された帯電欠陥の数分布が, DMCで用い

られる不等間隔メッシュ点上の帯電欠陥の面密度に変換される。このとき, 格子点上の点電荷

は, その格子点を占有領域に内在する不等間隔メッシュ点上の電荷密度に変換され, 電荷

保存則が満される。次に, DMC で計算されたホットエレクトロンの密度分布とエネルギー分布

を用いて, 定常電流に至る10ps間にLMCで用いられた格子点上の水素原子に衝突するホッ

トエレクトロンの統計平均的な数分布とエネルギー分布が計算され, 粒子数保存則が満たさ

れる。ここで, 統計平均量の計算を高速化するため, バーチャネルな水素原子を導入した。通

常, 水素原子密度は 10
15～10

16
m

-2であるが, 高密度 10
17

m
-2を仮定した。また, ホットエレクト

ロンが水素原子に衝突する散乱半径 rsと散乱レート R
r
sを仮想的に大きくした。統計平均量の
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計算時間は, 水素原子数及び rs
3
R

r
s に比例する。例えば, 実際の水素原子の散乱半径

r
r
s=2.5Å と散乱レート R

r
s=3.410

11
s

-1
 に対して, 仮想的な散乱半径 r

v
s=10Å と散乱レート 

R
v
s=10

14
s

-1を用いれば, 統計平均量の計算時間が 10
4倍以上に加速される。 

更に, ホットエレクトロンの衝突によるマルチフォノン機構に基づいて, 新規に水素解離モ

デルを考案した。この水素解離モデルでは, ホットエレクトロンが SiO2絶縁膜の表面に存在す

る水素原子に衝突する度に, 水素原子が励起や脱励起されてフォノンの生成と消滅を繰り返

す。そして, 励起された水素原子のフォノン数がある閾値レベルを越えたときに水素解離が起

こるモデルである。この水素解離モデルに基づく水素解離の確率 Pdesは, 次式で与えられる。 

 

),(),(),()( 22
d

r

d

nm

d

nm

u

r

u

nm

udes ENPENPnmfnP







                            (5.2) 

 

ここで, mは水素原子がホットエレクトロンの衝突を受ける回数, nは水素原子が励起された

フォノン数である。また, f(m,n)は, 水素原子がホットエレクトロンの衝突をm回受けたときにフォ

ノン数が nに至る励起及び脱励起過程の総数, 及び, Pu, Pdはホットエレクトロンによる水素原

子の励起確率と脱励起確率である。励起確率と脱励起確率は, 励起過程に寄与するホットエ

レクトロン数 Nu
rと電子エネルギーEu, 及び, 脱励起過程に寄与するホットエレクトロン数 Nd

rと

電子エネルギーEdの関数である。これらホットエレクトロン数と電子エネルギーは, 格子点上の

水素原子に衝突するホットエレクトロンの統計平均的な数分布とエネルギー分布で与えられる。

また, 水素原子が解離する閾値エネルギーを 3.7eV, 及び, 共有結合Si-Hにおける水素原子

のフォノンエネルギーを 0.29eV とすれば, 水素解離の生じるフォノン数の閾値レベルは

13(=3.7/0.29), 重水素の解離が生じるフォノン数の閾値レベルは 18(=3.7/0.29×√2)になる。

例えば, 解離確率 Pdesが最大になる Pu=Pd=1/2 では, 重水素の場合(m=n=18)は水素の場合

(m=n=13)に比較して(1/2)
18-13

=1/32 程度に抑制され, 同位元素効果が示された。このように, 

マルチフォノン機構における水素原子の励起及び脱励起過程は, 時間発展的に計算せずに, 

統計平均量と確率論を用いて水素原子の解離レートが計算される。 

MSMP 連成シミュレーションでは, 上記の連結モデルを介して, 帯電欠陥分布がポテンシ

ャルエネルギーを変化させて, ホットエレクトロンの密度分布とエネルギー分布が変わる。その

分布の変化により, 水素原子に衝突するホットエレクトロンの数分布とエネルギー分布が変化

するため, 水素原子の解離レートが変わる。その水素解離レートに従って新しい帯電欠陥が

生成される。そして, 両シミュレーション間では, ps オーダーのホットエレクトロンの数分布とエ

ネルギー分布, 及び, msオーダー以上の頻度で生成される帯電欠陥の数分布が反復的に送

受信及び変換され, 欠陥面密度の時間推移が計算される。 
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５.３.４ 解析結果及び成果 

LMC と DMC の連成シミュレーションを用いて, ホットエレクトロンによる SiO2絶縁膜の表面

の水素原子が解離し生成される帯電欠陥の数分布を解析した。図 5.3.3(a)には, ゲート長

Lg=0.24μm, ゲート絶縁膜厚 Tox=5nm, ドレイン電圧 Vd=3.0Vの Si-MOSデバイスにおける欠

陥面密度の時間依存性を示した。計算結果は, 10-1000sの長期間において欠陥面密度 Nに

対する時間 tの累乗則 N∝t
0.5を初めて再現し, 実験結果[269]と良い一致が示された。したが

って, ホットエレクトロンによるSiO2絶縁膜の劣化機構は, マルチフォノン機構に基づいた水素

解離に起因することが明らかにされた。 
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Fig. 5.3.3 Dependence of defect density on current stress time in Si-MOS device. (a) 

Calculation results associated with gate length Lg=240nm, oxide layer width Tox=5nm, and drain 

voltage Vd=3.0V is compared to experimental results[269]. (b) Calculation results associated 

with long gate length Lg=240nm Tox=5nm and Vd=2.5V is compared to those associated with 

short gate length Lg=13nm Tox=1nm and Vd=0.5V. 

 

図 5.3.4 には, ホットエレクトロンによる SiO2絶縁膜の表面に生成された帯電欠陥分布を示

した。ホットエレクトロン分布は, ソース電極側では 0.3eV 以下の低エネルギー状態であるが, 

ゲート電極下でエネルギーが上昇し, ドレイン電極側では高電界により0.7eV以上の高エネル

ギー状態に加速される。初期状態 0sでは欠陥は殆ど存在しないが, 10sでは欠陥が 0.3-0.7eV

の中程度に加速されたホットエレクトロン領域に現れる。そして, 長時間後には, 欠陥領域は

低エネルギー状態の電子が多数存在するソース側, 及び, 高エネルギー状態のホットエレクト

ロンが存在するドレイン側に拡大する。その理由は, マルチフォノン機構では, フォノンを励起
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可能な 0.3-0.7eV のホットエレクトロンが多数存在する領域において水素原子が解離し始める

ためである。一方, 従来の水素解離モデルでは, 3.7eV 以上のホットエレクトロンが Si-H の共

有結合を切断するため, 水素解離がドレイン側のゲート端のみで生じる点が大きく異なる。 
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Fig. 5.3.4 Dependence of hot electron and defect distributions on current stress time in Si-MOS 

device at 0s, 10s, 100s, and 10000s. Electron energy, E < 0.3 eV, 0.3eV < E < 0.7eV, and 0.7eV 

< E, are represented as blue, green and red, respectively. Hydrogen atoms and charged defects 

on SiO2 layer are shown in white and pink, respectively. 

 

図 5.3.3(b)には, 極短ゲート Lg=13nm, Vd=0.5V における欠陥面密度の時間依存性を示し

た。また, その比較のため, 長ゲート Lg=0.24μm, Vd=2.5V における時間依存性を示した。極

短ゲートの Si-MOS デバイスにおける欠陥の生成は, 低ドレイン電圧においても生じるが, 長

時間後には飽和傾向を示した。そして, 10-100sの短期間において累乗則N∝t
0.49の時間依存

性を示した。その理由は, マルチフォノン機構では, 加速されたホットエレクトロンのエネルギ

ーがフォノンエネルギー0.29eV 以上であれば水素原子の解離が生じる。一方, 低ドレイン電

圧では, フォノンを脱励起させる電子が増加し, 水素原子の解離がゲート電極全体に広がら

ないためである。したがって, 極短ゲートでは, 長ゲートに比較して低ドレイン電圧で動作する

ため, 欠陥面密度が低減されることが予測された。 

 

 



 

- 126 - 

５.４ まとめ 

本章では, 無機分子材料を解析対象に機能ベースのMSMP解析法を適用した。本解析法

を用いて, 固有の解析機能をもつ複数のシミュレーションを多様に連結し, マクロな複合的機

能を解析した。その連結形態は, 連結様式, 連結モデル及び連結頻度のカテゴリで類型化さ

れた。特徴的な連結形態として, 連携シミュレーションは, 複数のシミュレーションが一方向の

非反復型で疎に連結された形態であり, 連成シミュレーションは複数のシミュレーション間が双

方向の反復型で密に連結された形態である。また, 複数のシミュレーション間では, 空間・時

間スケールのギャップが存在し, その座標変数に由来して物理データの意味が異なる。連結

モデルでは, 物理量の保存則を課した物理データの意味の変換が必要であり, 物理的なセ

マンティック変換と名付けた。そして, 複数のシミュレーションを連結する仲介役の機能を果た

すため, MSMP解析支援ツールのMediatorが開発された。この解析支援ツールでは, 連結形

態に対応して, 物理データの送受信及び物理的なセマンティック変換の機能がライブラリ化さ

れ, 複数シミュレーション間の効率的な連結が可能である。以下では, 連携シミュレーション及

び連成シミュレーションの解析例をまとめる。 

 

(1) MSMP連携シミュレーション 

本解析では, プラズマディスプレイパネルにおけるMgO表面保護膜のイオンスパッタ機構を

解明し, 高効率化及び長寿命化の協調設計が実現された。MgO膜に対する正味のイオンス

パッタ分布は, 一次イオンスパッタ分布と再堆積分布の差分で求められた。一次イオンスパッ

タ分布は, MgO膜に入射するNeとXeのホットイオンの入射エネルギーがスパッタ閾値エネルギ

ーより高いときは, スパッタされたMg原子及びO原子が放電空間に放出されるために形成され

る。また, 再堆積分布は, 放出されたスパッタ原子が放電空間を熱拡散しながら確率的拡散

分布に従ってMgO膜に再堆積するために形成される。 

連携シミュレーションでは, 三種類のシミュレーションが一方向の非反復型で疎に連結され

た。初めに, 放電シミュレーションでは, 放電空間におけるNeとXeイオンの密度分布とエネル

ギー分布が計算され, 空間スケールはμm-mmオーダー, 時間スケールはns-μsオーダーであ

る。次に, 分子軌道法では, Mg及びOの単原子がMgO膜の表面から解離するために必要な

エネルギーが計算され, 空間スケールは0.1-1nmである。そして, 拡散シミュレーションでは, 

スパッタされたMg及びOの単原子が放電空間を拡散しMgO膜の表面に再堆積する分布が計

算され, 空間スケールはμm-mmオーダー, 時間スケールはμs-msオーダーである。連結モデ

ルでは, 放電空間とMgO膜の界面領域において, NeとXeイオンの粒子数保存則及びエネル

ギー保存則を課したモデリングが示された。また, NeとXeイオン及びMgとOの単原子の衝突過

程では, エネルギー保存則を満たす弾性散乱モデルが用いられた。確率的拡散分布モデル

では, 熱拡散の解析式と確率論を組み合わせたモデリングが考案された。 

この連携シミュレーションを用いて正味のイオンスパッタ分布が解析され, MgO膜表面にお
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ける電極領域内ではすり鉢状に窪みがあり, 電極領域外では山状に盛り上がるスパッタ形状

が求められた。低電圧・低Xe分圧の最大スパッタレートを基準にして, 高電圧・高Xe分圧にお

ける最大スパッタレートの相対比率ηsが解析された。NeとXeイオンのηsは, 高電圧になるにつ

れてホットイオン数と入射エネルギーが増加するため, 増加傾向が示された。また, Neイオン

のηsは, Xe分圧が高くなるにつれて入射エネルギーが増加するため一旦増加する。しかし, Xe

分圧が更に高くなるとNeガス成分が減少しNeのホットイオン数が低下するため, 減少傾向が

示された。一方,  Xeイオンのηsは, Xe分圧が高くなるにつれてηsは著しく減少することが示さ

れた。ηsの実験結果は, Neイオンのηsに良く一致するため, MgO膜に対するイオンスパッタ機

構はNeイオンに支配されることが明らかにされた。次に, 高効率化及び長寿命化を協調的に

設計するため, 二山型の電圧波形が提案された。第一の山型電圧を制御し, 放電電流のピ

ークを印加電圧の第二の山に位置させることができるため, 弱い放電電流が長時間持続可能

である。したがって, 紫外線発光効率は増加し, 最大イオンスパッタレートが低下するため, 

高効率化と長寿命化の協調設計が実現された。 

 

(2) MSMP連成シミュレーション 

本解析では, Si-MOSデバイスにおけるホットエレクトロンによるSiO2絶縁膜の劣化機構が解

明された。連成シミュレーションでは, 格子モンテカルロシミュレーション(LMC)とデバイスモン

テカルロシミュレーション(DMC)が双方向の反復型で密に連結された。LMC では, SiO2 絶縁

膜と Si基板の界面に存在する水素原子の解離及び帯電欠陥の数分布が計算され, 空間スケ

ールは 0.1-100nmオーダー, 時間スケールは ms 以上のオーダーである。また, DMC は, ゲ

ート電圧で制御された電流特性が計算され, 空間スケールは nm-μm オーダー, 時間スケー

ルは fs-10ps オーダーである。そして, 両シミュレーションは MSMP 解析支援ツールの

Mediatorを用いて連結された。 

連結モデルでは, LMCを用いて格子点上で計算された帯電欠陥の数分布が, DMCで用い

られる不等間隔メッシュ点上の帯電欠陥の面密度に変換され, 電荷保存則を課したモデリン

グが考案された。また, DMCで計算されたホットエレクトロンの密度分布とエネルギー分布を用

いて, 定常電流に至る間にLMCで用いられた格子点上の水素原子に衝突するホットエレクト

ロンの統計平均的な数分布とエネルギー分布が計算され, その間には粒子数保存則が課さ

れた。更に, マルチフォノン機構に基づいて, ホットエレクトロンの衝突による新規の水素解離

モデルが考案された。この水素解離モデルでは, ホットエレクトロンが水素原子に衝突する度

に, 水素原子が励起や脱励起されてフォノンの生成と消滅を繰り返す。そして, 励起された水

素原子のフォノン数がある閾値レベルを越えたときに, 水素解離が生じる。そして, 水素に比

較して重水素の場合に, 水素解離が抑制される同位元素効果が示された。 

この連成シミュレーションを用いて SiO2 絶縁膜に生成される帯電欠陥の面密度が解析され

た。10-1000sの長期間において帯電欠陥の面密度Nに対する時間 tの累乗則N∝t
0.5が初め

て再現され, 実験結果と良い一致が示された。したがって, ホットエレクトロンによる SiO2 絶縁
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膜の劣化機構は, マルチフォノン機構に基づいた水素解離に起因することが明らかにされた。

そして, マルチフォノン機構では, フォノンを励起可能な 0.3-0.7eV のホットエレクトロンが多数

存在するゲート領域において, SiO2絶縁膜の水素が解離し始め, やがてゲート領域全体に欠

陥領域が拡大することが示された。また, 極短ゲートでは, 長ゲートに比較して低ドレイン電圧

で動作するため, 欠陥面密度が低減されることが予測された。 
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第６章 

結論 

 

本章では, 各章の結論を纏め, 今後の展開を示す。 

第 1 章では, 人と環境に優しい持続的社会への貢献を目指し, 機能性分子材料を創生す

るためには, ナノ分子構造を制御しマクロな恒常機能を設計することが重要であることを述べ

た。これは, 生化学的循環系や物質・エネルギー循環系を活用する MSMP 問題の共通課題

である。この共通課題を解決するため, MSMP 解析法は, 構造ベースと機能ベースの演繹的

解析法, 並びに, 基本原理が不確定な問題に対する帰納的解析法で構成された。また, 機

能性分子材料の研究トレンドは, 生物のナノ分子構造を模倣して微細化が進んでいる。この

研究潮流の中で, MSMP解析は, 高度計測技術及び先端的作製技術を繋げる重要な役割を

担うことが示された。そこで, 本研究の目的は, 超分子や超蛋白質の機能性分子材料を創生

するため, 生物模倣の観点で構造ベースのMSMP解析法を開発し, 特異的構造及びそのエ

ネルギーを高精度, 高速, そして, 効率的に予測する方法を構築することにある。また, 機能

ベースのMSMP解析法として, 異なる空間・時間スケールにおける固有機能を連結し, マクロ

な複合的機能を予測する方法を構築することが述べられた。 

 

第 2 章では, 有機分子を解析対象に汎用的に利用される演繹的解析法を説明し, 構造自

由度, 全エネルギーの計算, 及び, 低エネルギー構造の探索の観点により, その利点と課題

を述べた。Quantum Mechanics(QM)法は, 全エネルギーを高精度に計算可能であるが, 計算

時間を要し局所的な構造探索に限定される。Molecular Mechanics(MM)法 , Molecular 

Dynamics(MD)法, 及び, Coarse-gained法は, 原子自由度を低減させた高速計算が可能であ

るが, 捩じれエネルギーや擬粒子間相互作用エネルギーの高精度化が課題である。また, 大

域的な構造探索が可能であるが, 同一構造が重複的及び反復的に計算される不必要な計算

量を削減し, 構造探索を効率化させることが課題である。QM/MM法では, QM法の解析が活

性領域に限定されるため高速化されるが, MM法やMD法に比較して計算時間が長い。また, 

MM 法の捩じれエネルギーの計算精度が低いため, 高精度そして高速計算の両立が課題で

ある。Reference Interaction Site Model/Fragment Molecular Orbital(RISM/FMO)法は, FMO法

の大規模並列計算により高速化される。しかし, 大域的な構造探索のためには, 更なる高速

化及び効率化が課題であることが示された。 

 

第3章では, 第2章で述べた課題を解決するため, 生物の多様で階層的なナノ分子構造を

模倣した構造ベースの MSMP 解析法として, 分子クラスタアセンブリ(MoCA)法を提案した。
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MoCA法では, 多様な構造要素をブロック単位に相互作用エネルギーに基づいて連結し, 低

エネルギー状態の特異的構造を探索する。この自発的に形成された特異的構造を新たなブ

ロック単位として上位階層を構成し, ボトムアップ方式で全分子構造を設計する。MoCA 法を

構成する三つの方法, ①分子構造自由度の削減法, ②全分子のエネルギー計算法, ③低エ

ネルギーの分子構造探索法を説明し, 以下の特徴及び結論を纏めた。 

第一の分子構造自由度の削減法では, ダイマーの極小エネルギー構造から抽出した分子

フラグメント構造及びその捩じれ構造をブロック単位として階層が構成される。これらのブロック

単位で生成される分子クラスタ構造を用いて特異的構造がボトムアップ方式で組み立てられる。

この構造自由度を削減した離散的構造空間における分子構造数は, 全原子自由度を取り入

れた構造空間における分子構造数に比較して大幅に削減された。 

第二の全分子のエネルギー計算法では, 全分子エネルギーが QM 法を用いた分子クラス

タ内エネルギーと MM 法を用いた遠隔の分子クラスタ間エネルギーで構成される。小規模分

子である分子クラスタ構造の数は限定されるため, QM 法を用いた計算量が削減され, 分子ク

ラスタ内エネルギーは前処理により並列的に計算される。そして, 全分子エネルギーは, 前処

理で計算された分子クラスタ内エネルギーと MM 法で計算される遠隔の分子フラグメント間エ

ネルギーの和で求められる。その計算時間は, QM法の計算時間に比較して極めて短く, MM

法と同等に高速に計算された。また, 分子クラスタ内エネルギーは, MM 法による低精度の捩

じれエネルギーを使用せずに, QM 法を用いて高精度に計算される。遠隔の分子フラグメント

間のエネルギーは, MM法による高精度の長距離相互作用エネルギーが使用されるため, 全

分子エネルギーは高精度に計算された。したがって 全分子のエネルギーは, 高精度そして

高速に計算可能である。 

第三の低エネルギーの分子構造探索法では, 分子フラグメントの構造樹形図を用いて, 同

一の分子構造のエネルギー計算を一度も重複させずに, 離散的構造空間におけるエネルギ

ー状態数が求められた。大域的構造探索法では, エネルギー閾値を制御パラメータとして, 

鎖長毎に連結する分子フラグメント数が低減され, その分子構造数は分子構造自由度の削減

法の場合に比較して大幅に削減された。また, 階層的構造探索法では, 生物模倣の観点で, 

複数の分子フラグメントで構成される核構造をブロック単位として新たな階層が構成され, 特

異的構造が組み立てられる。階層的に探索される分子構造数は, エネルギー閾値を用いて

低減され, その分子構造数は大域的に探索される分子構造数に比較して更に削減された。し

たがって, 離散的構造空間において特異的構造を見出すために探索される分子構造数が削

減されたため, 低エネルギー構造の探索が効率化された。 

 

第4章では, 低環境負荷のアルカリ溶液中において, 半導体や液晶用電子デバイスの表

面保護膜に広く使用されるクレゾール高分子を解析対象とした。MoCA法を用いて, パラクレ

ゾールオリゴマーの低エネルギー構造を予測し, その特異的構造が発現する溶解速度の低

減機能を解析した。本解析では, パラクレゾールダイマーにおける4種類の極小エネルギー構



 

- 131 - 

造から抽出した分子フラグメント構造及びその捩じれ構造をブロック単位として, 長鎖のオリゴ

マー構造がボトムアップ方式で組み立てられた。そして, 低エネルギー状態の特異的構造とし

て, 3つの分子フラグメントで構成される核構造が繰り返された自己組織的な規則的螺旋状構

造, 及び, 極小エネルギー構造の連なる開環状構造が予測された。この規則的螺旋状の長

鎖オリゴマーにおいて, OH基の水素原子は, その周りに酸素原子が密に配向し, オリゴマー

構造の内側に配置されるため, 水素解離が困難になる。よって, この特異的構造が水素解離

を抑制し, 溶解速度の低減機能を発現することが明らかにされた。また, パラクレゾールの混

合率の高いクレゾール高分子では, OH基の局所的な分子配向及び強い水素結合が実験的

に計測され, 予測された特異的構造に良く一致することが示された。 

次に, MoCA法を構成する各方法について以下の有効性が示された。 

①32 連鎖オリゴマーにおいて, 分子構造自由度の削減法を用いた離散的構造空間にお

ける分子構造数は(4×12
2
)

32≒10
88 であり, 全原子自由度を取り入れた構造空間における分子

構造数(10
3×17

)
32

=10
1632 に比較して大幅に削減された。そして, 予測された規則的螺旋状構造

は, QM 法を用いた最適化構造と良く一致した。したがって, 全原子自由度を取り入れた構造

最適化に対して安定であることが示され, 本方法の正当性が実証された。 

②予測された 16連鎖オリゴマーに対して, 本方法と QM(MP2)法の全分子エネルギーを比

較した。両エネルギーの回帰直線の傾きは 1.10, 決定係数は 0.96が得られ, 両エネルギーは

極めて良い一致を示した。また, 本方法の計算時間は, 前処理で計算された QM エネルギー

を用いたため, PC クラスタ 1PE上で 1秒未満である。一方, QM法は, 標準ソフト Gaussianを

利用し, 超並列機 SR16000の 1 ノード 32PE上で約 2.5日を要した。そこでは, 基底関数の空

間積分値を格納するメモリ容量 210GB とファイル容量 1TBが必要であったため, ファイルアク

セスに時間を要した。したがって, 本方法を用いた全分子エネルギーの計算は, QM(MP2)法

相当の高精度な計算, 並びに, MM法と同等の高速な計算が実現された。 

③大域的構造探索法では, エネルギー閾値を0.12eVとして, 規則的螺旋状の特異的構造

が見出された。このとき, 長鎖オリゴマーの鎖長毎に連結する分子フラグメント数は2.94である

ため, 分子構造自由度の削減法を用いた場合の144に比較して更に削減された。また, 階層

的構造探索では, エネルギー閾値-0.2-2eVとして, 同様に規則的螺旋状の特異的構造が見

出された。このとき, 15連鎖オリゴマーの大域的に探索される分子構造数は6.3×10
5と予想され

たが, 階層的に探索される分子構造数は1.2×10
4以下に削減された。したがって, 階層的及

び大域的構造探索法では, 離散的構造空間において特異的構造を見出すために探索され

る分子構造数及び計算量が削減されたため, 低エネルギー構造の探索が効率化された。 

 

続いて, 高容量Liイオン電池の寿命向上を目指し, 溶媒分子のエチレンカーボネート(EC)

の拡散を低減するため, 負極用人工被覆膜を設計した。MoCA法を用いて, アクリル酸を用

いたオリゴマー凝集体の特異的構造が発現する分子捕獲機能を解析した。階層的構造探索

では, 多様な構造要素をブロック単位として, ボトムアップ方式で組み立てられた膨大な分子
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構造の中から低エネルギー構造が探索された。この自発的に形成された低エネルギー構造を

新しいブロック単位として, 上位階層が構成され, 低エネルギー構造の探索が繰り返された。

初めに, アクリル酸ダイマーにおける8種類の極小エネルギー構造から抽出した分子フラグメ

ント構造及びその捩じれ構造をブロック単位として階層が構成され, 最小エネルギーである弓

状オリゴマーの特異的構造, 及び, 捩じれ状, 湾曲状, 屈曲状オリゴマーで構成された低エ

ネルギー状態の冗長構造が予測された。次に, 8連鎖の弓状, 及び, 捩じれ状, 湾曲状, 屈

曲状オリゴマーをブロック単位として上位階層が構成され, 弓状オリゴマーで構成されたくび

れ型チャネル構造が形成された。最小エネルギーである6量体の特異的構造, 及び, 2, 4, 8, 

10量体で構成された低エネルギー状態の冗長的構造が予測された。更に, これらの凝集体

構造, 及び, EC分子構造をブロック単位として上位階層が構成され, くびれ型チャネル構造の

内側にEC分子が強く捕獲された特異的構造, 及び, その外側及びその端にEC分子が弱く捕

獲された冗長的構造が予測された。 

オリゴマー凝集体の形成過程に関しては, 励起されたオリゴマーが凝集するとき, 捩じれた

オリゴマーは自発的に弓状オリゴマーに脱励起し, エネルギー利得の大きい弓状オリゴマー

の凝集体構造が形成されることが予測された。この形成過程は, 蛋白質と基質の誘導適合過

程に類似しており, 低対称性のオリゴマー構造が凝集するとき, 安定な凝集体の形成に優位

な高対称性のオリゴマー構造に自発的に変化することが示された。また, オリゴマー凝集体の

分子捕獲機能に関しては, ホスト分子の弓状オリゴマー凝集体がゲスト分子の EC分子をチャ

ネル内に安定に捕獲できる最適分子捕獲数は, 6量体では EC 4分子, 8量体では EC 10分

子である。この最適分子捕獲数は, 非制限空間におけるホスト-ゲスト分子の結合エネルギー

及びエントロピーエネルギーが, 制限空間内に存在するゲスト分子間の引力エネルギーを上

回るときに決定されることが明らかにされた。 

次に, MoCA法を構成する各方法について以下の有効性が示された。 

①8 連鎖オリゴマーにおいて, 分子構造自由度の削減法を用いた離散的構造空間におけ

る分子構造数は(8×12
2
)

8≒10
24.5 であり , 全原子自由度を取り入れた場合の分子構造数

(10
3×9

)
8
=10

216 に比較して大幅に削減された。そして, 低エネルギー状態の弓状オリゴマー凝

集体の予測構造は, QM法を用いた最適化構造と良く一致した。したがって, 全原子自由度を

取り入れた構造最適化に対して安定であることが示され, 本方法の正当性が実証された。 

②予測された弓状オリゴマー単量体の捩じれ構造, 及び, 弓状オリゴマーの 2 量体及び 4

量体構造に対して, 本方法と QM(MP2)法の全分子エネルギーを比較した。両エネルギーの

回帰直線の傾きは 1.04-1.06, 決定係数は 0.94-1.00が得られ, 両エネルギーは極めて良い一

致を示した。また, 本方法の計算時間は, 前処理で計算された QMエネルギーを用いたため, 

PCクラスタ 1PE上で 1秒未満である。一方, QM法は, 標準ソフトGaussianを利用し超並列機

SR16000の 1 ノード 32PE上において, 2量体では約 12時間, 4量体では約 5.8日を要した。

したがって, 本方法を用いた全分子エネルギーの計算は, QM(MP2)法相当の高精度な計算, 

及び, MM法と同等の高速な計算が実現された。 



 

- 133 - 

③低エネルギーの分子構造探索法では, 階層的構造探索により, 分子フラグメント構造, 

オリゴマー構造, 凝集体構造, 及び, 複合体構造がボトムアップ方式で組み立てられた。初め

に, 分子フラグメント構造をブロック単位として階層が構成された。この階層化によって分子フ

ラグメント構造数は8×12
2
=1152になり, 全原子自由度を取り入れた場合の10

3×9
=10

27に比較し

て大幅に削減された。また, 8連鎖オリゴマー構造数1152
8≒10

24.5になり, 全原子自由度を取り

入れた場合の10
27×8

=10
216に比較して大幅に削減された。次に, 8連鎖オリゴマーの低エネルギ

ー構造をブロック単位として上位階層が構成され, この自発的な階層化によって8連鎖のオリ

ゴマー構造数は5種類になり, 分子フラグメントを用いた場合に比較して更に削減された。続

いて, 低エネルギーの凝集体構造, 及び, EC分子構造をブロック単位として上位階層が構成

され, この自発的な階層化によって凝集体構造数は5種類になり, 8連鎖のオリゴマー構造を

用いた場合に比較して更に削減された。したがって, 自発的な階層化により, 夫々の階層の

離散的構造空間において, 低エネルギー構造を見出すために探索される分子構造数が削減

されたため, 構造探索が効率化された。 

 

第 5章では, 無機分子材料を解析対象に機能ベースのMSMP解析法を適用した。本解析

法を用いて, 固有の解析機能をもつ複数のシミュレーションを多様に連結し, マクロな複合的

機能を解析した。その連結形態は, 連結様式, 連結モデル及び連結頻度のカテゴリで類型化

された。連結モデルでは, 各シミュレーションの座標変数に由来して物理データの意味が異

なるため, 物理量の保存則を課したデータ変換が必要であり, その変換を物理的なセマンテ

ィック変換と名付けた。また, 複数のシミュレーションを連結する仲介役の機能を果たすため, 

MSMP解析支援ツールのMediatorが開発された。 

第一の解析例では, プラズマディスプレイパネルにおけるMgO表面保護膜のイオンスパッ

タ機構を解明し, 高効率化及び長寿命化の協調設計が実現された。本解析は, ミクロスケー

ルの放電シミュレーションと拡散シミュレーション, 及び, 原子スケールの分子軌道法が一方

向の非反復型で疎に連結された連携シミュレーションである。放電シミュレーションは放電空

間におけるNeとXeイオンの密度分布とエネルギー分布を計算し, 分子軌道法はMg及びOの

単原子がMgO膜の表面から解離するために必要なエネルギーを計算し, 拡散シミュレーショ

ンはスパッタされたMg及びOの単原子が放電空間を拡散しMgO膜の表面に再堆積する分布

を計算した。これらの連結モデルとして, 放電空間とMgO膜の界面領域において, NeとXeイ

オンの粒子数保存則及びエネルギー保存則を課したモデリング等が考案された。この連携シ

ミュレーションを用いて正味のイオンスパッタ分布が解析され, MgO膜表面においてすり鉢状

に窪んだスパッタ形状が求められた。Neイオンによる最大スパッタレートは, Xe分圧が高くなる

につれてNeイオンの入射エネルギーが増加するため一旦増加するが, Xe分圧が更に高くなる

とNeガス成分が減るため減少傾向が示された。この計算結果は実験結果に良く一致するため, 

MgO膜のイオンスパッタ機構はNeイオンに支配されることが明らかにされた。そして, 二山型

の駆動電圧波形を提案し, 高効率化と長寿命化の協調設計が実現された。 
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第二の解析例では, Si-MOSデバイスにおけるホットエレクトロンによるSiO2絶縁膜の劣化機

構が解明された。本解析は, 格子モンテカルロシミュレーション(LMC)とデバイスモンテカルロ

シミュレーション(DMC)が双方向の反復型で密に連結された連成シミュレーションである。

LMCでは, SiO2絶縁膜とSi基板の界面に存在する水素原子の解離と帯電欠陥の数分布が原

子スケール及びミリ秒以上のオーダーで計算された。また, DMCでは, ゲート電圧で制御され

た電流特性がサブミクロンスケール及び十ピコ秒オーダーで計算された。そして, 両シミュレ

ーションはMSMP解析支援ツールのMediatorを用いて連結された。これらの連結モデルとして, 

SiO2絶縁膜とSi基板の界面領域において, 帯電欠陥やホットエレクトロンの粒子数保存則及

びエネルギー保存則を課したモデリングが考案された。また, マルチフォノン機構に基づいて, 

ホットエレクトロンの衝突による水素解離モデルが考案された。このモデルでは, ホットエレクト

ロンが水素原子に衝突する度に, 水素原子がフォノンの生成と消滅を繰り返し, そのフォノン

数がある閾値レベルを越えたときに水素解離が生じる。そして, 水素に対して重水素では, 水

素解離が抑制される同位元素効果が示された。この連成シミュレーションを用いてSiO2絶縁膜

に生成される帯電欠陥の面密度が解析された。10-1000sの長期間において帯電欠陥の面密

度Nに対する時間tの累乗則N∝t
0.5が初めて再現された。この計算結果は実験結果に良く一

致するため, ホットエレクトロンによるSiO2絶縁膜の劣化機構は, マルチフォノン機構に基づい

た水素解離に起因することが明らかにされた。 

 

本論文では, 機能性分子材料の創生を目指し, ナノ分子構造を制御しマクロな恒常機能を

設計する課題を解決するため, 構造ベースと機能ベースの MSMP 解析法を構築した。構造

ベースのMoCA法では, 極小エネルギー構造から抽出した分子フラグメントとその捩じれ構造

が多様な構造要素と構造揺らぎとして階層を構成する。これらの分子フラグメントで生成された

分子クラスタを用いて構造自由度が削減され, 多様な分子構造がボトムアップ方式で組み立

てられる。次に, 多様な分子構造のエネルギーが高精度そして高速に計算される。そして, 大

域的構造探索によりエネルギー状態数が効率的に計算され, 低エネルギー状態の特異的構

造及び冗長的構造が予測される。階層的構造探索では, 自発的に形成された低エネルギー

構造が新たな構造要素と構造揺らぎとして上位階層を構成し, 低エネルギー構造の探索が繰

り返される。この自発的な階層化は, 探索すべき構造空間を狭め, 多峰性から単峰性のエネ

ルギー状態に近づけて, 探索される分子構造数を削減するため, 構造探索を効率化する働

きがある。各階層における特異的構造と冗長的構造は, 固有機能と機能揺らぎを発現し, 機

能ベースの解析法に繋がる。機能ベースの解析法では, 異なる空間・時間スケールの階層で

発現した固有機能と機能揺らぎが物理的なセマンティック変換を用いて連結され, マクロな複

合的機能が予測される。自発的な階層化は物理量保存則が厳密に満たされるが, 物理的な

セマンティック変換は解析対象に対応して保存すべき物理量が選択され, 物理データの意味

の変換が行なわれる。したがって, 物理的なセマンティック変換は, モデリングの自由度が高く, 

空間・時間的に大きく隔たる階層間を連結できるが, その代わりに任意性や不確定性がある。
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今後は, ナノスケールの分子クラスタ構造を用いて組み立てられた特異的構造を予測し, そ

の発現する固有機能を連結したマクロ機能を設計するため, 構造ベースと機能ベースの解析

法を連携する統合フレームワークの構築を目指す。 

また, MoCA法を適用した実証例を増やしその汎用性を高めることが課題である。その解析

対象には, 先端的作製技術により自己組織的に形成される超分子構造が挙げられる。現状, 

モノマー分子や遷移金属原子の構造要素に依存して, 螺旋状やチューブ状等の多様な特異

的構造が形成される[43]。MoCA法では, これらの特異的構造は, 分子クラスタ内の捩じれエ

ネルギーと分子クラスタ間のエネルギーの競合状態で類型化されると予想される。その類型化

を基に, 新たな機能を発現する特異的構造を高効率に形成するための構造要素や環境条件

の設計指針を提示可能にすることが目標となる。そのためには, 平進・回転座標で構成される

離散的構造空間において構造探索を効率化する必要があり, 大域的及び階層的探索法を拡

張予定である。もう一つには, 超蛋白質構造への適用が挙げられる。蛋白質の典型的なアミノ

酸配列数を300とすれば, アミノ酸20種類で形成される蛋白質構造の数は10
400

(≒20
300

)種類

存在すると考えられる[49]。この構造空間において, 天然に存在する蛋白質構造の数は極め

て少数であると予想されており, 実際に計測された蛋白質構造の数は現時点でProtein Data 

Bankに蓄積された約12.4万である。したがって, 新機能を発現する未知の超蛋白質構造が多

数存在する可能性がある。MoCA法では, 蛋白質構造は, アミノ酸ダイマー400種類の極小エ

ネルギー構造及びその捩じれ構造で生成される分子クラスタで組み立てられる。そこでは, 自

発的な階層化が繰り返され, 複数の分子クラスタで構成される核構造や特異的構造が上位階

層を構成し, 天然蛋白質構造の一群が形成される。自発的な階層化では, 探索される構造空

間が狭められるため, 天然蛋白質は構造空間における局所領域に限定される。また, その局

所領域は, 環境条件や設計戦略に依存して限定される。一方, 多様な分子クラスタを用いて

派生させた核構造や冗長的構造からは超蛋白質構造の新たな一群が形成されることが予想

され, 構造空間における未開拓領域を探索可能にすることが目標である。 
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ンピュータの開発利用プロジェクト NAREGI プログラムに参画させて頂き, ご指導を賜りました。

グリッド環境におけるマルチスケール・マルチフィジックス解析支援ツール Mediator の共同開

発を推進させて頂き, その成果としてソフトウェアが一般公開されました。そして, 同学府情報

学専攻に編入学後には, 共著論文の執筆の際に貴重な時間を割いて数多くのご指導を賜り

ましたことに謹んで感謝の意を表します。また, 元同学府情報学専攻の藤野清次教授には, 

論文執筆の要領について詳細にご指導を賜りましたことにお礼申し上げます。一方, 本論文

の纏めには長期間を要したため, ご指導を賜りました教授の皆様方にはご心配をお掛けして

しまいましたことをお詫び申し上げます。 

また, 本論文の一部は, 株式会社日立製作所基礎研究所及び中央研究所に在勤中にお

ける研究成果であり, ご指導を賜りました企業研究者の皆様方, 並びに, 国家プロジェクトの

共同研究を通してご指導を賜りました教授の皆様方には, 広範な応用分野の計算科学研究

に従事させて頂きましたことに深く感謝の意を表します。元早稲田大学大学院理工学研究科

半導体工学専攻の鈴木克夫教授, 並びに, 元日立製作所松村宏善博士には, 計算科学研

究に携わる発端に導いて頂き, ご指導を賜わりました。元日立製作所, 現東京大学先端科学

技術研究センタ井原茂男特任教授には, 上司と共同研究者の立場でご指導並びにご鞭撻を

賜わりました。経済産業省のリアルワールドコンピューテングプロジェクトにおけるヘテロジニア

スコンピューティング共通インターフェースソフトの研究は, Supercomputing’98で論文発表され, 

NAREGIプロジェクトでの研究と本論文のマルチスケール・マルチフィジックスの研究に繋がり, 

並びに, 生体高分子分野への研究展開の発端となりました。同プロジェクトを通して, 元弘前

大学大学院理工学研究科斎藤稔教授には, 分子動力学法の連携解析に関してご指導を賜

わりました。また, 大阪大学蛋白質研究所所長の中村春木教授には, 文部科学省のスーパー
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コンピュータネットワークの構築のITプログラムにおいて, 分子軌道法と分子動力学法/の連成

解析プログラムの共同開発に参画させて頂き, ご指導を賜りました。また, 元日立製作所, 現

東京都市大学副学長の丸泉琢也教授には, 戦略的創造研究推進事業におけるナノスケール

デバイス設計に向けたデジタルファクトリの構築の中で, 半導体電子デバイスと材料分野の研

究を導いて頂きました。半導体シミュレーション学会誌に本論文に関わる招待論文が掲載され, 

上司と共同研究者の立場でご指導を賜わりました。元日立製作所の鈴木敬三博士には, プラ

ズマディスプレイパネル分野の研究を導いて頂きました。国際ディスプレイ学会の発表ではベ

ストペパーアワードを受賞させて頂き, 理論と実験を融合させた俯瞰した視点からのご指導を

賜わりました。元日立化成株式会社の金文錫博士, 上野巧博士, 並びに, 日立化成の日高

敬浩氏には, 合成高分子分野の研究に携わらせて頂き, ご指導を賜りました。また, 元日立

製作所の我妻雅子博士, 並びに, 第一三共株式会社の片倉晋一博士, 長谷川淳博士, 杉

森正道博士には, 低分子化合物と生体高分子に関わる創薬分野の研究に携わらせて頂き, 

ご指導を賜わりました。これらの高分子に関わる研究課題をご教示頂けましたことが, 本論文

のMoCA法を研究する発端となりました。また, 株式会社日立超LSIシステムズの久保昭一氏

と上原稔氏には, 解析プログラムの開発にご協力を賜りました。更に, 日立製作所の山田真

治博士, 松岡秀行博士, 高橋宏昌博士, 並びに, 安藤正彦博士には, 本論文の執筆に専念

するため退社するに際して, 邁進するようにと暖かいご支援を賜りました。皆様方に謹んで感

謝申し上げます。  

最後に，長い間いつも支え続けてくれた妻武山純子と両親の何可炎と薛小英に心より感謝

の意を表します。 

 

何 希倫 

 

 


