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従来技術とその問題点
原子レベルからの材料物性予測の必要性・有効性（提案）

新規材料の開拓

材料試験

選定（スクリーニング）＝数値シミュレーション

開発・製品化

従来：これまでのシミュレーション解析
（入力値やモデルが不明）

試作・設計

新規：原子レベルの理論解析

（詳細な挙動の理解。物性値や力学モ
デルの検討、把握。）

メリット①

メリット②
原子レベルの挙動に基づく、より
合理的なメカニズムの説明が可能
（開発関係者、ユーザなどへ）
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新技術の特徴・従来技術との比較
• 従来は連続体解析（有限要素法など）だったため、材料性質や

構造の平均的な取り扱いに限られていた。しかし、コンピュータ
性能向上のため、原子（ナノ）のスケールで解析
（数値シミュレーション）することが可能となった。

• 原子レベルでの理論解析（シミュレーション）

「物質の究極の構成要素＝原子・分子を直接扱う」

原子
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計算シミュレーションの技術

分子動力学法（MD）

モンテカルロ法（MC)

第一原理計算

分子力学法（MM)

・・・"メゾスケール"解析・・・

有限要素法（FEM）

ミクロ（微視）
スケール m-10~
高精度

マクロ（巨視）
スケール～m1

粗い

コンピュータ（計算機）
次世代スパコン
スーパーコンピュータ
汎用コンピュータ
ワークステーション
パーソナルコンピュータ
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分子動力学法（ＭＤ）／第一原理計算

物質をその基本構成要素で
ある原子・分子の集合として
捉え、それらの間の相互作
用を逐次計算し時間発展を
得ることで、物性予測や物理
メカニズムの理解をする方法 原子間

ポテン
シャル
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基礎方程式：質点に対する
ニュートンの運動方程式（のみ）

量子力学計算（第一
原理計算）により非
経験的に作成可能

原子クラスターの
押込み（ナノ試験）

SAM（高分子）の
摩擦・摺動過程

！

原子、分子
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原子間ポテンシャルとは…

引力（いんりょく）

斥力（せきりょく）

お互いに影響無し

ちょうどよい
距離→結晶構造

レナードージョーンズ型と呼ばれるポ
テンシャル関数形
σやεはポテンシャルパラメータ（実験
的に／第一原理計算で、決定できる）

原
子
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原子間の距離 r

斥力項 引力項

２体間ポテンシャルの例

力の向き

近すぎる

ちょっと離れる

離れすぎ
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想定される用途
「原子レベルでの理論解析による新規機能材料の発掘」

• 新素材・物質の適用可能性の調査：これまでデータ
がほとんど無いが、良好な性能を持ち得る新素材な
どへの代替を予め検討できる。

• 界面現象にかかわる問題：表面や接着面では材料
特性（強度やヤング率など）が大きく変わる。この新
手法ではより精密な評価値の取得が可能である。

• 現象の源となるメカニズム解明：既知の特徴的な材
料特性が「どうして」発現するのかを説明できる。
（ユーザ、開発関係者へのより合理的な説明が可能）



8

新技術の適用事例

• 新素材の発掘／最適化

リチウムイオン電池用電解液の分子組成および
最適化に関する解析

セルロースナノファイバー(CNF)の機械的性質
の評価

• 加工法の開拓／最適化

伸線加工における高強度化のためのミクロ組織
シミュレーション

紹介
１

紹介
２
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適用事例・１

セルロースナノファイバー(CNF)の
機械的性質の評価
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セルロース分子は重合して分子鎖を作り、それが数十本絡み合いセルロースミクロフィブリル
(CMF) の基本構造を形成し、さらにCMFが複数本絡み合うことにより多層の階層構造を形成。
（木材の各組織はその階層構造的材料の実現である）

従来の繊維強化複合材の強化材：炭素繊維、ガ
ラス繊維は、製造に多大なエネルギーを消費、
廃棄やリサイクルのシステム確立も不十分

     セルロースナノファイバー (CNF)
     出典：科学技術振興機構 (JST)

https://shingi.jst.go.jp/past_abst/abst/p/09/921/kyoto10.pdf

●研究背景
機能材料 用途 効果

包装材 フィルム シート ガスバリア性

光学材 ディスプレイ 透明性 柔軟性

電子材 基盤 耐熱性 寸法安定性

構造材 内外装材 強化複合材 軽量化 高強度化

増粘材 化粧品 食品 粘弾性制御

担持材 フィルター 紙 細孔制御

セルロースナノファイバー
Cellulose NanoFiber (CNF)

• ＣＮＦの利用、用途例
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●原子間ポテンシャル（高分子の一般的な形）

共有結合
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●セルロースの繰返し単位（モノマー）のモデル

All-Atom（ＡＡ）モデル

長所：すべての原子を表現 精度 良

短所：原子数 多 計算コスト 大

文献: 咲本大輔, 齋藤賢一, 宅間正則, 高橋可昌,  “Hybridモデルを用いた分子動力学法によるセルロースナノファイバーの構造解析”, 
日本材料学会 第19回 分子動力学シンポジウム 講演論文集 (2014), P21.

Hybridモデル

・水素結合を残す

・計算の精度確保とコスト低減の両立

United-Atom（ＵＡ）モデル

長所：原子数 少 計算コスト 小

短所：水素結合が反映できない 精度 悪
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●CMF（セルロースミクロフィブリル）の計算モデル

CMFモデルの形状パラメータ

The number of layers 5
The number of fibers 41
The number of atoms 11480

L [nm] 9.70
Dx, Dz [nm] 4.15, 3.32
α, β [nm] 0.7784, 0.8201
γ [°] 83.5

結晶の
単位格子
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●シミュレーション条件

yz平面に平行な両表面にある5本の
分子鎖に同一の逆向き速度vを与える

引張試験の条件

温度 [K] 10, 100, 200, 
300,400,500

速度 [m/s] ±15
時間 [ps] 100
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●引張シミュレーション時の応力ーひずみ線図

Stress-strain diagram

• 先行研究のモデルは周期境界条件を適用しているが、本計算モデルは
変形が不均一となるため、強度はやや低くなっている。

• 引張強さは、ほぼ一致する 実際の水素結合の限界値を評価

ヤング率：11.3 [GPa]
引張強さ：0.68 [GPa]

＊先行研究
ヤング率：21.6～24.4 [GPa]
引張強さ：0.40～0.90 [GPa]

〇300 [K]の場合の物性値
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セルロースナノファイバーの機械的性質の評価（まとめ）

共有結合

)()()()()( rΦrΦφΦθΦrΦΦ coulbucktorijkbendijstretotal

非共有結合

長さ 角度 ねじれ ファンデルワールス 静電

 = = − (i=1, 2, ・・・, N)

• 分子動力学シミュレーション

• 原子間ポテンシャル

• 【結果】引張試験（繊維軸に垂直な例）

• 【結果】応力－ひずみ関係

• セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）の計算モデル化

• 【結果】ねじりシミュレーション（ねじり剛性）

引張

→マクロ物性値の取得、
変形メカニズムの解明

原子レベル
の構造と解
析
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適用事例・２

伸線加工における高強度化のための
ミクロ組織シミュレーション
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引抜き加工（drawing, wiredrawing)
引抜き（伸線、抽伸：wire-drawing, pipe(tube)-drawing）：棒または管の

断面を縮小させ、必要ならば断面形状も変化させる作業。主要工具はダイ
ス（孔ダイス）であり、管の場合には心金も用いる。ダイレス引抜きの場合
もある。引抜かれる材料は強い塑性変形を生じる。

引抜き速度： 数百m/min（～2000m/min）
線径：φ数十mm～数μm
1パスの減面率：鋼線：10~35%、軽質合金：15~50%
ダイス：超硬合金(WC+Co)、ダイヤモンド（極細線）
潤滑：乾式（鋼線）、湿式（光沢）、油性（グリース）

熱処理：焼鈍、前後および加工工程中、パテンティン
グ(層状パーライト組織化）、オイルテンパー etc.
ベンチ長：最長50m

加工のパラメータ
断面減少率（減面率） r
ダイス半角 α
パススケジュール
潤滑、摩擦係数

etc.

伸線機
(Drawing 
machine)

軟化機
（Annealer）

巻取機
(Spooler)

伸線・伸管の加工工程

線の進行方向

D D'<D

ダイス（金型）

αA0 A1

[%]100
0

0

A
AAr n
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伸線加工での技術追求と開発課題

• 加工中・加工後の線材破損の防止

• 線材の高強度・高じん性化

• 矯正の方法

• ダイスへの新素材の適用、摩擦、温度上昇

• 超微細線・管の伸線加工

• 数値解析による予測 FEM（有限要素法）による数値解析例

ナノワイヤー（原子）Φ～nm

伸線ワイヤー Φ～mm

ナノ伸線加工の可能性

超極細線伸線ワイ
ヤーΦ 9μmCNT

棒線の引抜きの力学（概要と特徴）
（齋藤, ぷらすとす,  (2018年2月))
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（未踏研究としての）分子動力学法を用いた
伸線加工における転位メカニズムの解明

・ナノワイヤは基礎的な力学的特性の研究が多く、作製原理の研究が少ない
・実験では転位の静的な観察に限定される問題点

今後、伸線技術の向上によりダウンサイジング化
マイクロスケール→ナノスケール

転位の運動をコントロールし
・・・材料の機械的性質を決定

数値シミュレーションによる解析が有効
分子動力学解析

・結晶構造を忠実にモデル化
・動的な転位挙動の観察が可能

研究背景と研究目的

有限要素法 FEM 分子動力学法 MD

手法のブリッジ 原子拡散
個々の転位の生成、運動
原子間相互作用

引抜き力
引抜き速度
応力分布
潤滑・摩擦
金型（ダイス）

欠陥、破壊
加工硬化
粒界、転位
相変態

製造・応用へ 加工原理の深化
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DXA解析(2)

（Dislocation Extraction Algorithm）

ＭＤ（分子動力学）計算による転位の解析方法

CNA解析(1)

（Common Neighbor Analysis）

BCC

OtherFCC

HCP

近傍の原子と特定の配列を持つ結晶原子を特定
↓

原子結合状態から結晶構造を解析する手法

1/2<111> <100> <110>

結晶モデル構造に含まれた転位線を抽出する手法

転位の判別

転位のすべり方向

転位線の長さ

原子消去

線材内部の
転位挙動解析に有効

(1) J. D. Honeycutt and H. C. Andersen, “Molecular dynamics study of melting and freezing of small Lennard-Jones clusters”，
Journal of Physical Chemistry，Vol. 91，No. 19，(1987)，pp.4950-4963．
(2) A. Stukowski and K. Albe, “Extracting dislocations and non-dislocation crystal defects from atomistic simulation data”，
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering，Vol. 18，No. 8，(2010)，pp.1-13
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<100> model <110> model <111> model
Number of atom [-] 211757 214285 209745

Die semi-angle α [deg] 7.0
Cell size x, y, z [nm] 19.7, 19.7, 13.8

Lattice constant a0 [nm] 0.28665
Diameter Din, Dout [nm] 13.8, 12.8
Velocity Vin, Vout [m/s] 25.8, 30.0
Length of die [nm] 4.12

Cross-section reduction Rr [%] 14.1
Temperature T [K] 5, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800

Time increment× Steps [fs] 2.0×20000

伸線加工ＭＤシミュレーションの計算モデル・条件

Wire

Die

Chuck

伸線加工の一般的条件

3種類の結晶方位を設定

9種類の温度を設定
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<110>model<100>model

Wire

Die

<111>model

5K

800K

DXA解析結果

伸線加工ＭＤシミュレーションでの転位挙動（温度で比較）
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転位密度 [m−2] ≡ 転位の全長 [m] 

線材全体の体積 [m3]

5K

温度依存性が発現

・温度と転位密度の関係

GN転位

温度増加に伴うSS転位の増加

伸線加工のＭＤシミュレーションでの転位（温度と転位密度）

・GN転位→「幾何学的に必要な転位」

・SS転位→「統計的に蓄積する転位」

領域分が転位として発生

介在物や結晶粒界，他のすべり面により堆積

温度 [K]

転
位

密
度

[1
016

m
-2

]

→単結晶、ナノサイズ材料における伸線による加工硬化メカニズムの理解が可能
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伸線加工における高強度化のためのミクロ組織
シミュレーション（まとめ）

図．FEM（有限要素法）による
数値解析の例

ナノワイヤー（原子）Φ～nm

伸線ワイヤーΦ～mm

ナノ伸線加工の可能性

超極細線伸
線ワイヤー
Φ 9μm

CNT

• 棒線材の冷間伸線（金属材料）

• 有限要素（ＦＥＭ）解析

• マイクロ／ナノの伸線へ（未踏分野）

• 分子動力学（ＭＤ）モデルによる結晶塑性解析

連携

連携

D D'<D

線の進行方向

ダイス（ダイヤ、超硬）

線、管

→伸線加工における加工硬化メカニズムの理解

ポイント：
原子・分子のミクロ
情報に基づいた物
性値評価に基づく
高精度計算＆マル
チスケールモデル

→新世代の伸線加工へ
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実用化に向けて

「各問題に適した様々なソフトウェアが用意できます。」

⇒汎用プログラムだけでなく、独自開発プログラムを
カスタマイズしたものも利用可能

「効果的な解析が得られるまで、技術相談や指導を続
けていきます。」

⇒計算モデルや計算方法の工夫を重ねる

「実験方法も含めた解析方法を提案します。」

⇒実験・シミュレーションと間で、定性的比較をはじめ
として、定量的比較まで行ない相互に検討
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企業への期待

とにかく開発中の未知の材料特性を得たいとお考え
の企業研究開発者には、本技術の導入で全く新しい
知見が得られることがあり、有効と思われる。

材料における様々な問題を理論的に解析する
「きっかけ」（研究開発シーズの発掘）を提供。

ソフトウェア開発、可視化（ビジュアリゼーション）の
技術を持つ、企業との共同研究も希望。
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産学連携の経歴

2010年-2019年（継続中） 製鉄会社と伸線加工

パーライト鋼極細線のＭＤモデルについて共同研究
実施。

2011年-2013年 ㈱栗本鐵工所と鉛フリー銅合金の
摺動特性について共同研究（NEDO 事業に採択）を
実施。ＭＤ解析を担当。
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お問い合わせ先

関西大学 社会連携部 産学官連携センター

ＴＥＬ ０６－６３６８ － １２４５

ＦＡＸ ０６－６３６８ － １２４７

e-mail syakairenkei@ml.kandai.jp
http://www2.memm.mec.kansai-u.ac.jp/saitoh/nano

[担当]

先端科学技術推進機構

コーディネーター 白井 宏政


