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スーパーコンピューターで
新材料創製
Invention of new materials by supercomputer
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スーパーコンピューターによる大規模シミュレーション研究成果
Typical research results of large-scale simulations performed by the IMR supercomputing system
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毛利 哲夫
Head, Tetsuo MOHRI

「京」
の稼働により日本の計算機パワーは一挙に世界の頂点に達したかの感があります。
しかしこのようなフラッ
グマシンの性能がそのまま本邦の計算科学の実力を表すものではありませんし、
「京」
の稼働が即座に計算科学に
従事している人々の研究を進展させるものでもありません。
「京」
を活かすためには、机上のPCからPCクラスター
へ、
そして大学のスーパーコンピューターから
「京」
へと続く計算機資源のヒエラルキーの中で、
これらへのアクセス
し易い道筋とより高度な計算への動機を高める上昇気流を作り上げることが大切ではないかと考えています。
HPCIの整備もこのような計算環境の効率化によって本邦の計算科学の発展を意図しているものであり、大学の情
報基盤センターや附置研究所のスーパーコンピューターの果たすべき役割もこのような状況・情勢の中で考えてい
くべきものと思います。300TFLOPSの処理速度を誇るスーパーコンピューターを有する本センターが、
どのような
独自色を出していくのか、
「京」
と連携を保ちつつ、
なおかつ異なるミッションをどこに求めるのか、異分野との協調・
競争・交流の中で材料科学に資する研究を如何に推進していくのか、
このようなことを常に問いかけながら皆様と
共に本邦、
そして世界の材料科学・計算材料科学の発展に貢献していきたいと考えています。

燃料電池の白金電極上での酸素還元反応における表面欠陥と水分子挙動

液体金属Ceのファースト・オーダー液相 - 液相転移のモデル化

First principles molecular dynamics simulation for water dissociation on flat and defect Pt surfaces

Modeling the first-order liquid-liquid phase transition of liquid metal Ce

燃料電池自動車は、
その本格的な量産車の普及のためには、
さらなる
コストダウンが求められています。電極上での電子移動反応、特に酸素還
元反応を高効率にする必要があります。
その反応過程をより現実に近い
状況で見るために、溶媒の水と電極としての白金にESM法を用いて電場
を印加した状態に対する第一原理分子動力学シミュレーションを行いま
した。Pt(111)面に電場印加した時に、電子密度がどのように変化するか
を示したのが図A)、図B)です。
白金表面から１原子を抜いた図A)の欠陥
表面では、OHが欠陥位置に吸着してPt原子上に吸着した水分子と相互
作用がなく水分子を分極できません。
それに対し、
図B)に示した平滑なPt
(111)面の方では、吸着OHと水分子が水素結合で相互作用できるよう
に配置して水分子が分極し、活性が高いことが確認されました。赤色部分
は電子が増えているところ、
青色部分は電子が減っているところです。

従来、
液相 - 液相転移(LLPT)の本質的理解は困難でした。
我々は、
高温およ
び高圧条件下の単原子液体金属CeのLLPTの最初の観察結果を解明するため
に、実験と共に、第一原理及び古典分子動力学シミュレーションを行いました。
CeのLLPTは、
f電子の非局在化から始まって原子間距離が短縮し、
結果として
全く異なる短距離原子配置が実現することを示すことに成功しました。Ceの
LLPT発現の熱力学的条件を自由エネルギー計算によって求め、様々な圧力下
で観測された液体Ceの各相を合理的に説明することができました。右図は、異
なる電子構造を有する２つのCeの液体構造に対する第一原理シミュレーショ
ン結果を示しています。
図A）
は複雑な分布をしている場合で、
赤線はCe原子の
移動の様子を示しています。
図B）
はより単純な構造の例を示しています。

A) Pitted (111) serface

B) Flat (111) serface

First principles molecular dynamics has been used to simulate the interface between liquid water and the flat (111) or defective Pt
surfaces. The defective Pt surface contains an atom pit on the Pt (111) surface. Although water dissociation was observed on the flat
surface under the electric bias, it was not observed even under the stronger bias on the pitted surface. The adsorbed OH promotes
water dissociation on the flat surface because it makes a hydrogen bond with a water molecule adsorbed on the Pt top site, resulting in
the OH bond polarization of the water molecule (Figure B)). On the pitted surface, however, water dissociation is prohibited because of
an unfavorable configuration of a hydrogen bond between the adsorbed OH on the bridge site and the adsorbed H 2O on the top site
(Figure A)). Surface morphology and hydrogen bonding, therefore, have a significant impact.
Y. Qian, I. Hamada, M. Otani, T. Ikeshoji, Catalysis Today. 202, 163–167 (2013).

A)

B)

The understanding of the liquid-liquid phase transition (LLPT) has
been difficult. Combining experimental techniques, we conducted
ab initio molecular dynamics and atomistic computer simulations to
reveal the first observation of LLPT in a monatomic liquid metal Ce, under high-temperature and high-pressure conditions. We
demonstrate that the LLPT of Ce primarily originates from the delocalization of f-electrons, resulting in shortened atomic bond lengths
and distinct short-range atomic arrangements. The thermodynamic conditions for the existence of the LLPT of Ce are obtained
through free-energy calculations and used to rationalize the observed phase behavior of liquid Ce at various pressures. The figures
demonstrate our ab initio simulation results of the two liquid structures of Ce with different electronic configurations. Red lines in the
upper figure in Figure A) shows the obtained trajectories of Ce atoms. The tow-body distribution function in the lower figure indicates
complex distribution of atomic distances in this liquid metal. In contrast to Figure A), Figure B) shows simpler distribution of atomic
distances in another phase.
A. Cadien, Q. Y. Hu, Y. Meng, Y. Q. Cheng, M. W. Chen, J. F. Shu, H. K. Mao, and H. W. Sheng, Phys. Rev. Lett., in press (2013).

With the completion of Next Generation Super Computer “K”, the power of Japanese computer systems attained
the top in the world. However, the achievement of a single national flag machine does not fully reflect the scientific
research level of computational science community in Japan. In order to make full use of high performance
computers to bring about steady progress in our research activities, it is necessary to systematize missions played
by various computers starting from PC in the office, through PC clusters in the laboratory, to supercomputers up
to “K”, and to stimulate the intensive motive force from bottom to top. This shares the common view with HPCI
(High Performance Computational Infrastructure) in our country. I believe that the mission and role played by
supercomputer facilities in academic institutes should be addressed along with the development of computational
resource infrastructure in our country. With 300 TFLOPS machine, what should we achieve with materials science
community, where we are going with fellow communities, how we will contribute in a unique way to the progress
of materials science…with these queries in mind, we Center for Computational Materials Science at IMR, Tohoku
University, will contribute to the future of computational materials science with all of you.

材料設計専用スーパーコンピューティングシステム
Dedicated supercomputing system for materials design

「エネルギー・環境問題解決に寄与する超高速スーパーコンピューティングシステム」
を目指す本センターの計算
機システムは、総合処理速度300TFLOPSの日立スーパーテクニカルサーバSR16000モデルM1を中心に構成さ
れ、材料設計シミュレーションを行う国内外のユーザーの利用の便を図った形で提供しています。理論材料設計に
必要な各種ソフトウェアをシステムにチューニングし、利用支援にも当たっておりますので、
ぜひ、
ご活用ください。
The supercomputing system at the Center for Computational Materials Science, IMR, Tohoku University aims
to serve as "a solution for researchers on materials design to realize sustainable world by computer
simulation", which is mainly composed of the HITACHI SUPER TECHNICAL SERVER SR16000 Model M1 with
the total operation speed of 300 TFLOPS. We welcome researchers from over the world to use the system
prepared with a number of tuned softwares for theoretical materials design and sufficient technical support.

NanC60¯ (n = 1 - 12)クラスターの構造と電子状態

任意の対称性結晶に対する温度依存弾性定数：第一原理と連続体弾性理論の統合

Structural and electronic properties of NanC60¯ (n = 1 - 12) clusters

Temperature dependent elastic constants for crystals with arbitrary symmetry : Combined first principles and continuum elasticity theory

ナノメーターサイズのクラスターは、
マクロなサイズの
物質とは全く異なる性質を示します。
フラーレンに結合
したナトリウム原子1個から12個のクラスターの持つ電
気的性質を第一原理シミュレーションで検討しました。
右図は、
ナトリウム原子数nによる垂直脱離エネルギー、
移動した電荷量、
フラーレンに直接結合したナトリウム
原子数の変化を示しています。
その結果、
ナトリウム原子
が3の倍数で特に安定になることがわかりました（3倍
数振動ルール）。
この計算結果は実験で得られた情報を
支持しています。
フラーレンに直接結合したナトリウム原
子は、他のナトリウム原子とフラーレンに電荷を移動さ
せて安定化することがわかりました。
可変波長を実現できることから、
新たな発光素子への応用が考えられます。

弾性定数の温度依存性を解明するため、連
A)
B)
続体弾性理論と第一原理シミュレーションを
組み合わせた新計算法を提案します。与えられ
た温度と圧力でのひずみに対する１変数ギブ
ス自由エネルギー関数が導出され、第一原理
シミュレーションによって温度と格子定数に対
するギブス自由エネルギーの極小化が効果的
に得られます。
この新しい理論により、任意の対
称性を持つ結晶に対して、非対称熱膨張係数
と弾性定数の温度依存性が算定できるように
なりました。六方晶ベリリウム、六方晶ダイヤモ
ンド、立方晶ダイヤモンドに対して本研究方法
を適用して、
その一般性を示しました。図A)は六方晶ベリリウムに対する非対称熱膨張係数の実験値と計算値の比較を示しています。実線が
計算値で■が実験値です。図B)は六方晶ベリリウムに対する弾性定数の温度依存性の実験値と計算値の比較を示しています。実線が計算値
で や が実験値です。

We have performed a detailed density functional theory study on the structural and electronic properties of Nan C 60 ¯ (n = 1 - 12)
clusters. The calculated vertical detachment energies show good agreement with the experimental data, which confirms the 3p
(n = 3p) oscillation rule. The oscillation can be attributed to the combination of the charge depletion distribution induced by removing
electrons and the number of the sodium atoms in direct contact with the fullerene. Based on the structural and electronic properties,
the Na atoms can be categorized into two groups, one is for the metal atoms directly bonded to the fullerene surface, and the other
one is for those without bonding to the fullerene. The Na atoms in group one would donate electrons to both the fullerene and the Na
atoms in group two. As the total number of the sodium atoms increases, the number of Na atoms in group one would continue
increasing till the size n = 3p - 1 to meet a shoulder from n = 3p - 1 to n = 3p, which accounts for the maximum vertical detachment
energy at the size of n = 3p as drawn from the detailed electronic property studies.
H. B. Wang, S. J. Li, S. L. Xiu, L. Gong, G. Chen, H. Mizuseki, and Y. Kawazoe, J. Chem. Phys. 136, 174314 (2012).

To study temperature dependent elastic constants, a new computational method is proposed by combining continuum elasticity
theory and first principles calculations. A Gibbs free energy function with one variable with respect to strain at given temperature and
pressure was derived, hence the minimization of the Gibbs free energy with respect to temperature and lattice parameters can be put
into effective operation by using first principles. Therefore, with this new theory, anisotropic thermal expansion and temperature
dependent elastic constants can be obtained for crystals with arbitrary symmetry. In addition, we apply our method to hexagonal
beryllium, hexagonal diamond and cubic diamond to illustrate its general applicability. Figure A) shows the comparison of calculated
and experimental anisotropic thermal expansion coefficients for hexagonal beryllium. Solid lines are our calculated results, and solid
cubics are experimental results. Figure B) shows the comparison of calculated and experimental temperature dependent elastic
constants for hexagonal beryllium. Solid lines are our calculated results, solid hexagons and open hexagons are experimental results.
T. Shao, B. Wen, R. Melnik, S. Yao, Y. Kawazoe, and Y. Tian, J. Appl. Phys. 111, 083525 (2012).

