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弊社では，材料・分子などの材料設計を必要とするお客さまに向け，原子・分子スケールシミュレーショ
ンを用いた解析サービスを提供しており，本サービスの利用動向として，利用の現状や解析事例を紹介す
る．解析事例については，企業からの解析依頼について類型化して示すとともに，研究機関からの依頼に
基づく先進的な事例を紹介する．
(キーワード): 原子スケール，分子スケール，第一原理計算，分子動力学，材料設計，解析事例

1 はじめに

企業として実施したい解析内容は，アカデミアにと
っては既に確立されたと目される内容であったり，

弊社では，エネルギー，防災インフラ，ものづく

解析対象が複雑で理想的な状態から外れており結果

り，材料，創薬・医療など科学技術全般にわたる分

を出すには挑戦的過ぎたりすることが良くある．そ

野でシミュレーションに係る業務を行っている．業

のため，アカデミアにとって研究テーマとして魅力

務形態としては，解析サービス，ソフトウェア開発，

的でないことも多く，企業も相談先に困ったり，ア

システムインテグレーション，科学技術戦略策定支

カデミアも相談されて困ったりすることも多いと聞

援のための調査を行っており，お客さまのニーズに

いている．

即したサービスを提供している．

企業からの解析依頼では製品性能の鍵になると思

材料設計にかかわる材料・化学などの分野では，

われるような材料・分子などを解析対象とすること

原子・分子スケールのシミュレーションをコア技術

も多く，企業にとっての重要性が感じられる．一方

として，サービスを実施している．上記の業務形態

で，材料・分子の利用形態は最終製品からは遠く，

の中では，解析サービスが徐々に増え始めていると

シミュレーションを用いた解析に対する費用対効果

感じており，本稿ではその動向について紹介する．

を計りかねているという様子も見受けられることが
多々ある．原子・分子スケールは最終製品から遠い

2 解析利用の現状

といえども，製品スケールのシミュレーションに対
して少なくとも同等かそれ以上の計算資源が必要で

原子・分子スケールのシミュレーションを用いた

あるという点も一因と見られる．

解析として依頼される内容は，企業のなかでも研究

原子・分子レベルのシミュレーション手法には，

開発の現場での課題に対応したものが中心である．

原子間に働く力を模した力場による分子力学・分子

アカデミアでの研究で行われているような解析と内

動力学法や，量子力学にもとづく第一原理電子状態

容的に重なる場合もあるが，必ずしも同じではない．

計算である密度汎関数法，量子化学計算（非経験的
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分子軌道法）などがある．このような手法を実装し

が絶縁体でグラファイトが導体であるように，導電

たソフトウェアとして，アカデミアで研究開発され

性は材料の組成だけでなく構造にも基づくものであ

たオープンソース・ソフトウェアや，ソフトウェア

る．そのため，未知の材料に対しては，類似物質の

ベンダーにより提供される商用ソフトウェアなどの

構造からの類推や密度汎関数法による構造の推定が

数多くのソフトウェアが利用可能になってきている

必要になる．企業の関心は，物質の組成・構造によ

．一般的に，アカデミアのソフトウェアは精緻な

って導電性が変わりうるかを検討することであり，

計算が可能であるが使用者に知識やスキルを要求す

機械的特性と同様に，複数の計算対象に対して同時

るものになっており，ベンダーの商用ソフトウェア

にまたは順次に受託し解析を行っている．

1)

は使いやすく豊富な機能を持っているが高価である．
大手企業では，専門の技術者を配し，このような

3.3 材料の電気伝導特性

ソフトウェアを取りそろえて利用していることも多

バルク材料の電気伝導率は測定が容易な物性値で

い．一方で，導入はしているが人材不足，スキル不

あるが，物質中の電子の平均自由行程などの情報な

足のため有効な利用がなされていない，費用対効果

しに，密度汎関数法などの第一原理計算のみから推

の点から導入に積極的でないというような企業も多

定することは難しい．一方で，ナノ構造や分子を利

くある．後者のような企業でも製品の差別化のひと

用した微細な（平均自由行程以下）構造では，電子

つとして材料開発が必要であり，また，他社が手を

状態に起因するコンダクタンスの量子化

出せないところこそ差別化の源泉であると考える企

ており，それらを予測することは可能である．この

業も多く，弊社ではこのような企業で生じるニーズ

ような微細構造は，半導体の微細化に伴いますます

に応えているものと考えている．

重要になってくると考えられる．
代表的な例として，グラフェン

3 企業による利用事例

が知られ

3)

（図 1）につい

4)

て解析を行った事例を示す．図 2 は電子のエネルギ
ーに依存したチャネルの透過能（透過関数）の解析

企業からの委託による原子・分子スケールのシミ

結果を示している．透過関数はコンダクタンスの算

ュレーションの利用事例について述べる．様々な材

出に用いられるものであり，エピタキシャル成長に

料・分子に対して，種々の目的で解析を行っている

よる基板の影響，図 1 左右方向のバイアスの影響，

が，それらを材料の特性・性質で類型化して示すこ

さらに垂直方向の電場の影響について評価を行った

ととする．

5)

．また，基板に用いる材料の違いが透過関数に与

える影響にも関心が持たれており，評価を行ってい
3.1 材料の機械的特性

る．

結晶材料の機械的特性に係る物性である格子定数
や弾性係数は，密度汎関数法による予測精度の高い
物性値である

3.4 材料の電子状態の時間発展

．また，破壊靭性についても評価が

物質中の電子状態（電荷密度，バンド構造など）

可能である．同一組成の材料の相の違い，元素組成

は，材料物性を特徴付けるものであるが，ナノ構造

の違い，原子の置換位置による違いにより，どのよ

や分子を利用した微細構造を持つデバイスでは，電

うに機械的特性が変化するか，所望の機械的特性に

子状態の動的変化に興味が持たれる場合がある．例

2)

近い構造・組成はどのようなものかについて，企業
の関心があり，複数の計算対象に対して同時にまた
は順次に受託し解析を行っている．
3.2 材料の導電性
材料物質が導体・半導体・絶縁体のいずれである
かについては，既知の材料に対してよく調べられて
いる性質である．未知の材料に対しては，密度汎関
数法によりバンドギャップを算出して予測すること
ができる．いずれも炭素の単体であるダイヤモンド

図 1

2

基板上に製膜した 2 層グラフェン

(a) 2層グラフェン

(b) 基板上2層グラフェン

フェルミ準位

(c) 基板上2層グラフェン
垂直電場印加

フェルミ準位

フェルミ準位

ギャップ
バイアス

図 2

バイアス

バイアス

2 層グラフェンの透過関数（基板，バイアス，垂直電場の影響評価）

えば，外部から印加された電場や電子の注入に対す

る場合には，分子力学・分子動力学・量子化学計算

る電子状態の応答などである．このような場合には，

などを活用することができる．単結合による鎖状構

時間依存シュレーディンガー方程式に対応する時間

造を持つような分子はそれ自体が多くの配座をとり，

依存密度汎関数理論を用い，電子波束の時間発展を

また，特定の配座を持った分子同士でもその会合状

追いかけることで応答を把握することができる

態（位置，向き）には無数の候補が考えられる．計

6,7)

（図 3）．材料組成や分子・ナノ構造の違いによる

算によりこのような無数の候補を作成するとともに，

電子状態の時間発展の違いを把握することで，デバ

可能性の高い候補を絞り込むことが可能である．さ

イスの検討が行われている．

らに実験による構造情報を踏まえて，実験に合致し
た立体配座の推定を行っている．

3.5 分子の立体配座・複合体の立体配座
電解液中の有機分子の安定性や溶液中での有機分

3.6 高分子の立体配座と特性

子合成での反応促進などでは，分子の溶媒和状態，

分子量が 1 万を超える高分子で基本となる分子単

反応開始複合体の形成が重要になることが多い．こ

位からなるポリマーの性質は，構造単位となるモノ

れら安定性・反応性をコントロールするひとつの鍵

マー分子，重合度，立体規則性，試料の分子量分布

は，有機分子自身の配座や溶媒分子・反応分子を含

や，分岐・架橋の状況等によってかなり異なるもの

めた複合体の配座である．安定性・反応性の裏づけ

となる．そのため，任意のポリマーに対してその性

や，置換基によるパフォーマンスの向上のためには，

質を予測することは難しいが，ポリエチレンやポリ

実際にどのような配座をとっているかを把握する必

プロピレンの誘導体など，主鎖が同じで側鎖が異な

要がある．

るものであれば，側鎖の違いによる性質の違いを説

実験により得られる配座の構造情報が部分的であ

図 3

明することが可能である．

分子チャネルへの電子注入による電子波束の時間発展計算（スナップショット）
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ある事例では，ポリエチレンと同じ骨格を持つプ

源を必要とする事例もあるが，同様な内容・規模の

ラスチック群に特定の物理化学的処理を施した際の

解析は，既に企業でも実施され始めている．

空間的ばらつきは，この側鎖の違いにより生じてい
ることが実験的に示されており，何らかの説明が必

4.1 アパタイトへのペプチド吸着

要とされていた．これに対する解析として，分子力

ナノ・バイオ境界領域では材料表面と生体分子間

学・モンテカルロ法により側鎖種毎にポリマーのア

の相互作用解明が課題の一つとして挙げられるが，

ンサンブルを作成したうえで，ポリマー分子の空間

実験を中心とした研究が主流であり，シミュレーシ

的広がりの分布を算出し，側鎖種と空間的ばらつき

ョンを用いた解析は未だ多くは行われてはいない．

との相関関係を示すことができている．

これは主として計算対象となる系が巨大である事に
起因しているが，弊社ではフラグメント分子軌道法

3.7 界面への有機分子の吸着構造

（以下 FMO 法と呼ぶ）を適用することで，巨大な

8)

化学気相成長や分子線エピタキシーなどの固体表

系に対する電子状態レベルの解析をクラスタレベル

面での結晶成長プロセスや，電池，触媒などでの固

の計算機を用いて実施している 9)．FMO 法は，タン

液界面反応，自己組織化単分子膜（SAM）による表

パク質の様な巨大分子を効率的に計算する事が可能

面改質・微細構造形成など，界面で有機分子やその

な量子化学計算の一種であり，創薬分野での利活用

活性種・イオンが係る現象が数多くある．これらの

10)

現象では，界面での有機分子の配座や吸着構造に興

骨の主成分として知られるハイドロキシアパタイト

味が持たれており，さらに，吸着構造の安定性・反

（HA）に対する FMO 解析事例 11)を紹介する．

が検討され始めている手法である．ここでは歯や

応性，吸着分子間の相互作用，界面や有機分子の電

この解析では HA とタンパク質との親和性の検討

荷分布，SAM 表面と溶媒分子の相互作用などの解析

のため，HA とタンパク質の一部を切り出したペプ

を行っている．

チドのとの相互作用解析を行った．HA に吸着させ

前述のように有機分子の立体配座にはかなり多く

た生体分子は ESQES なるアミノ酸 5 残基からなる

の構造候補が存在する場合があり，また複合体構造

ペプチドである．古典分子動力学法を用いた構造サ

と同様に吸着構造にも位置・向きの無数の候補があ

ンプリングによって複数の吸着配位を生成し，FMO

る．分子力学・分子動力学を用いてこのような候補

計算を実施することで，ペプチド末端の S5（セリン）

を作成し，可能性の高いものを絞り込んだ後，量子

が吸着に大きく寄与している事が分かった．図 4(a)

化学計算を行って精緻化を図っている．

には S5 と HA や周辺水分子の間に働く相互作用を可
視化したが，S5 が HA を構成するリン酸イオン(PO43-)

4 研究機関による利用事例

と強く相互作用している事が見て取れる．この強い
引力相互作用には図 4(b)に示す通り HA と ESQES

研究機関からの委託による解析として，3 事例に

の吸着による電荷移動が重要な役割を果たしている

ついて詳細に踏み込んで説明する．大規模な計算資

事が分かっている．この電荷移動による強い相互作

(a)

S5

PO43-と
相互作用

(b)
ペプチド

Q3

S2

電子の流れ
E1

図 4

E4

S5

HA へのペプチド吸着の FMO 計算結果．(a) S5 との相互作用の強さを濃淡で表示．(b) 電子の流出入の多さを
濃淡で表示（水分子は非表示）
．

4

(a)

(b)

天然ゴム
天然ゴム

合成ゴム
合成ゴム

図 5 ゴム高分子（周辺：スティック表示）とシリカナノ粒子（中央：ボール&スティック表示）の FMO 計算結果．
シリカナノ粒子との相互作用の強さを濃淡で表示．(a) 天然ゴム（ポリイソプレン）(b)合成ゴム（スチレン‐ブタ
ジエンゴム）

用は，量子力学に立脚した FMO 計算を行う事で新

(a)の天然ゴムよりも(b)の合成ゴムの方が濃い部分

たに得られた知見である．

が広く分布している事が見て取れる．これは，合成
ゴムに含まれるスチレンのπ電子とシリカ表面シラ

4.2 ゴム高分子とシリカ

ノール基との OH/π相互作用が広く引力的に作用し

上述の FMO 計算は，創薬，ナノ・バイオ以外に

ている事に由来していると考えられる．

も一般の材料工学の課題にも適用可能である．ここ
では，その様な材料工学系の事例として FMO 法を

4.3 欠陥グラフェンへの窒素・金属・酸素吸着

用いたゴム高分子とシリカ界面における原子・分子

燃料電池は家庭用や車載用などで実用化が進めら

スケールの相互作用解析を紹介する．

れているが，更なる普及に向けて低コスト化が課題

近年，高性能タイヤ開発においてゴム中にフィラ

となっている．燃料電池のコストで大きな比重を占

ーとしてシリカを添加した製品が多く開発されてい

めているのが白金触媒であり，白金使用量の低減に

るが，ゴム高分子とシリカ界面の特性については詳

向けてカーボンアロイ・CNT・グラフェンを燃料電

細な解析が多くは行われていない．そこで，天然ゴ

池触媒として用いる研究 12-15)が行われている．これ

ム（ポリイソプレン）と合成ゴム（スチレン‐ブタ

らの研究においては，欠陥導入や窒素ドープ，さら

ジエンゴム）の場合に，シリカとの相互作用がどの

には金属不純物などの影響も議論されている．

様に変化するかについて解析を行ったところ，合成

そこで弊社では，欠陥導入グラフェンに対する窒

ゴムの方が天然ゴムよりもシリカとの引力的相互作

素ドープ・金属原子吸着の第一原理計算を行うこと

用が強く働く事が分かった．図 5 はシリカとゴム高

で，欠陥構造の安定性や欠陥部位における金属不純

分子の相互作用解析結果を可視化したものであるが， 物の存在可能性の評価を実施した．さらに，金属不

(f) 金属不純物への
O2吸着
(b) 単欠陥

(a) グラフェン
図 6

(d) 二重欠陥

(c) 単欠陥＋窒素ドープ

(e) 二重欠陥＋窒素ドープ

グラフェンへの欠陥・ドープ・不純物吸着の安定性評価モデル構造

5

O2

金属不純物

純物に対する酸素分子の吸着計算も行い，酸素還元

そのためには，弊社として，お客さまの課題，解

反応の初期過程が生じ得るのかの比較を行った．

析対象とする材料・分子と物理化学的状況，解析内

計算に用いたモデル構造を図 6 に示す．第一原理

容を的確に理解する力が必要である．また，お客さ

計算からは，欠陥構造の生成エネルギーより窒素ド

まがお持ちの知見・実験データを可能な限り活用さ

ープした欠陥構造が安定に存在し得ること，Fe, Mn,

せていただくことも重要になってくる．さらに，理

Pt のいずれも欠陥構造に吸着し不純物として存在し

論的背景・計算手法に対する知識と，利用可能な計

得ることが分かった．さらに，O2 吸着エネルギーの

算プログラムの選択・実際の使用法などの計算技

評価から，単欠陥の場合には窒素ドープをした方が，

術・ノウハウも求められる．弊社のこれまでの解析

二重欠陥の場合には窒素ドープをしない方が酸化還

業務の経験や物理・化学・生物分野などの科学に基

元反応の初期過程が起こりやすいことが分かった．

づく知識背景により，これらの要求に応えることが
できていると自負しているが，慢心することなく，

5 解析利用の今後

お寄せいただいている多様なご要望に対応できるよ
うサービス向上に努めて行きたい．

近年では，物質材料科学/工学分野で Materials
Informatics16) という研究領域が立ち上がってきてい
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