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北海道大学工学部研究報告

第140至3’　（日工手063年〉

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　　1｛okl〈aido　Universiy．　No．　140　〈1988）

非晶質アルミニウムの構造模型

前田　正雄＊　小栗　　章＊＊

藤田　勝康＊＊＊谷脇　雅文

　　　（昭和62年12月26日受理）

Compu窺e聖Simulatio臓of　Amo叩hous　Structure　o£Alu照in圭um

　　　　　　Masao　MAEDA，　Akira　OGURI

aRd　Katsuyasu　FUJITA，　Masafumi　TANIWAKI

　　　　　　　（Recieved　December　26，　1987）

Abstraet　’

　　　The　structure　of　amorphous　alurr｝inium　was　simulated　in　a　computer　using　lchil〈awa’s

method．　The　splitting　of　the　second　peak　in　the　radia｝　distribution　func£ion　of　the　amor－

phous　aluminium　structure　disappeared　by　increasing　the　hard　spheres　used　in　the　sirr｝ulation．

From　this　fact　it　is　considered　that　the　structure　of　amorphous　alurninium　is　not　aR　ideal

dense　raRdom　packing　of　hard　spheres．　The　relaxation　of　the　amorphous　aluminium　made

by　lchikawa’s　method　was　performed　by　rnolecular　dynamics　usiRg　Morse　poteRtial．　By　this

relaxation，　the　amorphous　structure　with　the　splitt－ing　of　the　second　peak　in　its　radial

distributioR　function　was　obtained．　The　present　result　was　compared　with　the　amorphous

structure　models　simulated　by　other　researchers　and　it　was　concluded　tha£　the　amorphous

str鷲cture　co登sisti登g　of　an　eler簸ent　does慧ot　depe難d　o設its　kind．

序

　非晶質は結晶とは異なった多くの性質を持っている。これらの性質を説明するためには，実際

とよく一一致する構造模型が必要とされる。Bernall）は液体構造を説明するために多くのボールベア

リングをつかってDRP（dease　random　packi鷺9）構造をつくり，その中に含まれる多面体につい

て調べた。asli12）は計算機によってDRP構造をつくり，その二体分布関数をFe蒸着非贔質薄膜

の実験データと比較して二体分布関数が実験値とかなり良く一致する構造模型を作った。山本ら3｝

は市絹のDRP構造を緩和させることによって二体分布関数，密度ともに非晶質Feの実測値と良

く一致する構造模型を作った。本研究ではモースポテンシャルをつかって非晶質アルミニウムの

構造模型をつくって他のモデルおよびFeの実験値と比べた。

　　電子エ学科　固体電子工学講座

　＊現　金沢工業大学電子工学科
＊＊ ｻ　名古屋大学理学部

＊” k海道工業大学経営工学科
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方 法

1．市川の方法による剛体球集団の作製

作製手順

　市川の方法1）は，初期条件として4つの剛体球をぴったりくっつけて，各球の中心を線で結ぶと

正四面体になるように配置した集団に，閉体球を1個ずつつけて増やして非晶質構造模型をつく

る方法である。以後この正四面体の重心を原点と呼び，剛体球の直径をσとする。

　まず，パラメーターK（1≦K：≦2）を定め，互いの中心距離がそれぞれKσより小さい3個の嗣体

球からなるグループをすべて選び出し，それぞれのグループにおいて，その3つの岡体面すべて

に接し，かつ集団内の他の剛体球と璽ならないように，第4の剛体球が付け加えられる場所があ

るかどうかを調べる。この条件が満たされる場所をポケットと呼ぶ。すべてのポケットの中で一

番原点に近い位置に剛体球を1個付け加える。この手順をくりかえすことによって任意の数の剛

体球集団を作製することができる。

ポケット座標の求め方

　今，与えられた1つのグループの3つの剛体球中心の座標をそれぞれ（xl　Yl　zl），（x2　Y2　z2），（x3

y3　z3）とする。ポケット座標を（xyz）とするとポケットにおいた關体球はこのグループの3つの岡1

体球全てに接するので，次の式が成り立つ。

　　　　（x－x，）　2十　（y－y，）　2十　（z－z，）　2＝．　d2

　　　　（x－x，）2十（y－y，）2十（z－z，）2＝cr2　（cr＞O）　（1．1）
　　　　（x－x3）　2十　（y－y，）2十　（z－z，）2，．　if2

この連立方程式の実際解がポケット座標であり，実数解がない場合にはこのグループはポケット

を持たない。

　（1．1）式は半径σの3つの球の球面の交点を求める式と考えることができる。問題を解きやすく

するために，図1のように球1が原点，球2がξ軸上にあり，球3がξ一ξ平面のξ＞0の範囲に

ある座標系を選ぶ。そうするとこの座標系での各球の中心の座標は次のようになる。

球1　　（0　　0　0），　球2　　（0　　0　c），　球3　　（a　　O　b）

LX　I

図1

⊆

球2
η

C

球3

0

ここでrl，　r2，　r3をもとの集団の原点を始点とした

各球の中心の位置ベクトルとし，r12＝r2－rl，　r13＝

r3－rl，　r、2＝lri21，　ri3　＝　lri3「とおくと，これらのベ

クトルの成分は各面の中心の座標より計算できる。

そこでこれらを用いてa，b，　cを表すと

。＝r12

b＝　r12“r13／r12

atuVit’＝52－b2

（1．2）

ξ。の座縣では，（Ll）は次のような騨な形になる．

球1が原点，球2がζ軸上，球3がζ一
ξ軸上になるように選んだξ一η一ζ座標

系

42＋　i」2＋　42＝　cr2

42十　ty　2十　（e－c）　2＝　cr2　（cr＞O）　（1．3）
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（4－a）　2＋　i」2＋　（4－b）　2＝＝　cr2

これから

　　　　4　＝c／2　（c　＃O）

　　　　ξ2十ij2　・ρ2ただし　ρ＝σ2一（c／2）2

となる。これは図2・aのような円であり，解が存在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g
するためにはこの円が球3の球面と共有点を持たな

ければならない。それは以下のように判断する。図

2・bのようにζ一ξ平面を考え，球3においてop・＝＝

0，ζ羅。／2を満たす点が存在し，それらのなかでζ軸

に近い方のξ座標を晶とすると一ρ≦ξ6≦ρであれ　球1と球2

ば3つの球面が交点を持つ，すなわち（1．1）の実数解　　　の交線

が存在する。藁は（1．3）の第3式にη＝O，ζ＝c／2を

代入すると求まる。

　　　　40　＝＝a±V　62一（c／2－b）2　（1．6）

ここで

　　　　D＝　cr2’一　（c／2－b）2　（1．7）

とおくと，ξが実数であるためにはD≧0でなければ

ならない。もしD≧0なら

　　　　40　＝＝　a一　v／15一一　（1．8）

となる。解の存在条件をまとめると次のようになる。

　　　　DIO

　　　　Ieelsp　（1．9）
この2つの条件が満たされる時，解が存在する。そ

こで（1．3）の第3式に9・＝c／2を代入し，それから第

1式をひくと

g＝＝　（a2＋b2－bc）／2a

これでζとξが求まったので，ηは

　　　　op　＝＝　de　V　62一　e2一　e2

となる。η≠0の時は2つの解がある。

（1．IO）

（1．4）

（1．5）

球1と球2

　の交線

（a）

⊆

2

線

球3
1 I　I

1

娼　9

ρ Oξ。ρ

　　　　　　（b）

図2　（a）球1と球2の交線と球3

　　（b）ξ一ζ平颪の図

g

g

（1．ll）

これでξ一η一ζの座標系で解（（1．4），（1。10），（1．11））が求められたので，あとは座標変換をし

てもとの座標系で解を下せばよい。

2．緩　　和

　市川の方法で作製した剛体球の集団を実際の非晶質構造に近づけるために緩和を行う。これは
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実際の非晶質金属の内部で考えられる原子間の相互作用ポテンシャルを剛体球間でも考慮し，集

団全体のポテンシャルが小さくなるように，剛体球を始めの位置から少しずつ動かして行くもの

である。緩和には大きく分けて動力学的な方法と静力学的な方法があるが，ここでは動力学的な

方法をとる。

　工原子問の相互作用として，原子間の距離rのみに依存するポテンシャルφ（r）を考えると集団

の中のi番目の三体球の感じる全ポテンシャルu，は

9
郵

di

g
ド

　g
．一v　di

2S

D
8
di

8

8

1

U・「・斧・φ（「ll）ただし　「・j＝「j一「i　　　　　　　（・・1）

　　　　　　　　　　　　となる。2体相互作用ポテンシャルとして，ここではモース

　　　　　　　　　　　ポテンシャルを用いた。アルミニウムのモース・ポテンシャ

　　　　　　　　　　　ルは4）

　　　　　　　　I　　　　I
o．eo　2．oe　A．．ao
　　　　　　R　　　　〔ス）

図3　Alのモースポテンシャル

¢　（r）　＝　O．119306　Cexp（一　2　×　2．353643　（r一　2．864944）　）

　　　一2exp（一2．353643（r－2．864944））］　（2．2）

となる。ここでrはオンダストw一ム単位で表す。図3にこの

ポテンシャルの形を示す。

　一節で配置した軍体球集団で相互作用ポテンシャルを考え

ると，集団の表面付近の球は内側の球とポテンシャルのかか

り方が異なってくる。そこで，この影響を除くために周期的

境界条件を用いた。ここでしをφ（L）が無視できる程度の大き

さに取り，一辺しの立方体を単位として，周期性をもたせる。

ちょうどルーピック・キューブのように並べた27個の立方体

を考え，その一番真中にある立方体内の球にかかるポテンシ

ャルを考えることによって，表面の影響を取り除いた。

球1に働く力は

　　　　Fi：，，i，．，一di21（illx－2－lil）・eli　（2．3）

　　　　　　　i
（2．3）で各球に働く力を求めて運動方程式を差分方程式で解く。

加速度をaとすると

ai（o）＝F（t）／m　（mは岡体一つまり原子の質量）

vi　（t十1／2・At）　＝　v，　（t－1／2・At）　一i一　ai（t）　・At　（2．5）

ri　（t十At）　＝：ri　（t）　一Y　vi　（t÷　1／2・At）　・At

（2．4）

（2．5）

（2．6）

初期条件としてVi（t－1／2・△t）＝0とおくと（2．1）一（2。4）より，加速度が求まり，それによって（2。4）一

（2．6）から時間的経過を追うことができる。さらに剛体球同志が衝突する場合も考慮して，集団内

である衝突から次における衝突までの時關△tを求め各球をVi・△tだけ進めそこで衝突をおこした

2つの球だけ速度を変えてまた次の衝突を求めるという手続きをくりかえせばよい。ここで，各

部について衝突を調べ，その中から集団内で最初に起きる衝突をさがし，△tと衝突後の各球の速

度を求めなければならない。
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　いま注起している球の静止系においてその球が原点にあるとする。そしてまわりにある球のそ

の座標系での位置と速度を求め，それらの球が原点に向かってきているのか遠ざかっているのか

を調べる。これは図4を見るとわかるように，この座標系での剛体球の位置ベクトルと速度ベク

トルのなす角が90℃以上で

あるか以下であるかで判断

できる。この角が90℃以上

であれば，換言すればr・vが

負であれば剛体球は原点の

剛体球に近づいているとい

える。このような球として

は原点から2σ以内にあるも

のを調べれば十分置あろう。

　衝突が起きるか起きない

かは，図5のように原点を

中心とする直径2σの球面

と原点に向かって飛んでく

る岡体球の中心の軌跡が交

わるか交わらないかによっ

て決まる。原点に向かって

図4 原点に注目さている岡体

球がある。座標系はその

球に関する静止系でとら

れている。rはそのまわり

にある球の位置ベクトリ，

vはその速度（相対速度）

である。

／

／

／

μ

／

／

球1
／

／

図5

／

／

球2が球1に衝突するのは，

球2の軌道（点線でしめされて

いる）が原点を中心とする直径

2σの球と交わる場合

いる剛体球の初期座標をr。・（x。，y。，　z。）初速度をv＝（v。，　vy，　v、）とすると交点は次の4つ

の式を満たす（x，y，　z）で与えられる。

　x2十y2十z2，．，　（2ff）2

’　x＝xo十vxt

　y＝＝yo十Vyt

　z　：zo－1－vzt

（2．7）

この方程式を解いてtの小さいほうを求めると

t＝：

一ro．v一　N／7（1　lol：一1　5Ml’i＝（il一　（roS’1　J431’5　v2

V2
（2．8）

ここで

v2＝：vx2＋vy2＋vz2

ro2＝：xo2十yo2十zo2

（2．9）

（2．IO）

衝突が起きるためには

D＝：　（re．v）　2一　（ro2－462）　v210 （2ユ1）

　衝突による速度の変化は重心系を用いて求める。まず，もとの座標系における2つの剛体球の

位置と速度をそれぞれr1，　r2，　Vl，　v2とすると質量が等しいので重心Rの重心の速度Vは

R＝＝　（ri十r2）　／2

V＝＝　（y，十v，）　／2

（2．12）

（2．13）
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となる。衝突の前後で運動量が保存されるためVは一定である。重心系での位置と速度をそれぞ

れrlo，　r20，　Vlo，　V20とおくと

球1の

rio　＝＝　ri－R＝　（ri－r2）　／2

r20＝　r2－R＝　一　（ri－r2）　／2　＝＝　一rio

v，，　＝＝　v，一V＝　（v，一v，）　／2

v20＝＝v2－V＝一（vl－v2）／2　：一vle

η

　　／
G　　r《

球1 O

しくe迅9←一
球2の

@蓬動方向

方かる塚
．球2 拷

e〆！

図6　二つの球がξ一η面内でおきる。点線は球の運動方

　　向を示す。

（2．14）

（2．15）

（2．16）

（2．17）

したがって，衝突後も2つの剛体球は同じ

速さで逆向きに進む。ここ衝突が完全に弾

性的であるとすると，それぞれの關体球の

速さは衝突前後で等しくなる。速度の変化

については，さらに座標軸を回転して図6

に示すような座標系で考える。すなわち，

衝突はξ一η平面の第3象限で起きるよう

に（ξ　η　ζ）軸を選ぶのである。座標系（ξ

η　ζ）軸の決め方は次の通りである。まずξ

軸は球1の衝突前の速度の方向で決まる。

すなわち

　　　　eg　＝　（vlox　ex＋vloy　ey＋vloz　e，）／

VIO

　　　　　　　　　　　　　　　　（2．18）

球1が正面衝突するときはこの軸を決める

だけでよいが，そうでない三つまりVlo×（一ri。）≠0と時は

　　　　eg　：：vio×　（一rio）　／1　vio×　（一rio）　i

　　　　eny　＝＝ec×eq

（2．19）

（2．20）

座標系（ξ　η　ζ）によって衝突後の速度を表すと

v三〇ξ1＝一ViOξcos2θ

VIOn〆＝：一Vlon　sin2θ

　　ノ　　　　　　　　　　　　　ゾ

V20ξ　＝一Vloξ

　　ノ　　　　　　　　　　　　ノ

V20A　＝一Vlon

（2．21）

（2．22）

（2．23）

（2．24）

またここで

cosO　＝＝　2r2e．en　／6 （2．25）

球1のもとの座標系での衝突後の速度をv1！は

　　　　vl’　：Vlog’eg　＋Vlon’en＋V

これによってもとの座標系での衝突後の速度を求めることができる。

（2．26）
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3．動径分布関数

動径分布関数はここでは次のようにして求めた。位置rに原子を見いだし，かつ位置r’に原子

を見いだす確率，二体分布関数は

p（2）　（r，　rO　＝＝p　（r）　．p　（r）　・　g（r，　r） （3．1）

で表される。ここでρ（r）は粒子の数密度，9（r，rりは相関関数である。　g（r，　r）をR＝｝r－r’1の

関数としてあらわしたとき，9（R）の動径分布関数とする。

粒子の分布が一様で等方的であれば

ρ（r）＝・・一定（ρ。） （3．2）

となるので（3．1）式は次式のようになる。

p（2｝（R）　＝po2．　g（R） （3．3）

　剛体球集國の鼠径分布関数を数値的に求めるため，次の2つのことを仮定する。すなわち剛体

球の分布を剛体球の中心，すなわち点の分布として考え，動気成分の差分△Rを適当な大きさに

決めたとき，RとR＋△Rの問で9（R）は一定であるとする。この時，集団内で数個の剛体球の中

心をかわるがわる原点とみて，RとR＋△Rの間の球殻内にある点の数を数え平均したものをN（R）

とおくと

g（R）　＝＝　N　（R）　／　（4nR2AR・　pe） （3．4）

となる。

結果と考察

1．市川の方法

　市川の方法によってK：＝2，0の1000個の剛体球からなる集団を作った。その結果充墳率は63．4％

となった。動径分布関数は何通りか求めてみた。ee　7に結果を示す。それによると平均を取る球

の数が少なければ少ないほど第2ピークの分裂が大きくなっている。平均をとる球の数を少なく

a・

出8
ff　；

e
s・

：t

E・

g・

RANSE＝4．00

O曾餅O　　　　LOO　　　　2．OO　　　　9．00　　　　4』0　　　　5．1薯O

　　　　　R／DIAMETER
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　　　　　　（c）　（d）図7　市川の方法によって求めたAlのDRP構造の動径分布関数。表面の影響を除くため

　　に剛体球の集団の表面からRANG£以上内側にある原子についてのみ求めた。

すると，これらの球は初期集団である正四面体付近の球に限られて行くことを考えると，これは

第2ピーク分裂と正四面体構造の間に何らかの関連性があることを意味している。この方法によ

れば平均をとる原子数を多くすればするほど第2ピークの分裂がみられなくなるわけであり，実

際の非晶質構造を説明できなくなることになる。これは明らかにおかしい。この欠点はあとで行

った緩和によって除かれた。尚，このことは実際の非晶質構造が理想的なDRP構造ではなく短範

囲の規則性を持っていることを意味している。

2．緩　　和

　緩和は，市川の方法によってK＝2．0の条件で配置された1000個の三体球の集団から，35個の

剛体球を含む立方体状の集団を切り出し，これを単位として作製した周期的境界条件に従う27個

の立方体集団からなる集団を用いて行った。運動方程式を差分近似で解くときの△tについては，

一〇，2320
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ご一〇．2350
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　reeaxtion　time
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×1σ肇5sec

図8　緩和時間と系全体のポテンシャル

　　エネルギーの関係。運動エネルギ

　　一はこの10”4以下である

1．0×10”5（秒），5．0×10－i5（秒），10．0×10”5（秒）の場合

について計算した。また計算はどの△tに関してもstep数×

△tが5．0×10－13秒間以上になるまで行った。緩和蒋問

（step数×△t）と系のポテンシャルエネルギーの関係を図

8に，求めた動径分布関数を図9一図11に示す。△t瓢1．

O　×　10m’5の時は547　stepの計算を行ったが，衝突はあま

り起きていない。434　step　9に系として初めて衝突が起こ

りその後もlstep当りの衝突回数はたかだか7～15回程

度である。また他の2つの△tの場合に比べて，緩和時間

（step数×△t）に対する系のポテンシャルエネルギーの減

少は小さく，547step緩和後の動径分布関数（RDF）の第

2ピーク分裂も小さい。△t・・：5×10　15の場合は100　stepの

計算を行った。衝突の頻度はstepを追うごとに大きくな

り，後半は1step当り70～120回程度起こっている。系

のポテンシャルエネルギーの減少は△t＝1．0×10－15の場

合に比べるとかなり大きい。RDFの第2ピークに関して
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図9　時間きざみ△tを1．O×10”i5　secとして緩和して得られた動径分布関数。　a，　b，　c，　d

　　はそれぞれOstep，300　step，500　step，543　stepの計算結果

は48step緩和したものと100　step緩和したものにほとんど差はない。△t＝10．0×10｝’5に関して

は50step緩和したが，　At＝5．0×10－i5の時に現れた特徴がいっそうはっきりとでてくる。衝突は

1step当り80～150回程度起こり，系のポテンシャルエネルギーの減少は△t＝5。0×10”15の時より

さらに急激になっている。

　結局3つの△tを用いて緩和時間5　・・　io　i3秒に相当する緩和をしたが，系のポテンシャルエネル

ビーは△tが大きいほど緩和時間に対して急速に小さくなっている。このことは差分方程式に用い

た△tが運動方程式を解く上で十分良い近似ではないことを示している。しかしながらこのことは，

良い雰晶質構造模型を得るためには運動方程式を良い近似で解くことが絶対に必要であることを

示しているわけではない。RDFの形と系のポテンシャルエネルギーとを見比べてみると，ポテン

シャルエネルギーがある程度以下になればにの集団では一〇．2350×10－lo　erg程度）それ以後RDF

はほとんど変化していない。しかしたとえば△t＝LO×1e－15，547　stepの場合などはただこの値よ

りポテンシャルエネルギーが大きくそして第2ピ・一一一クの分裂はあまい。△t＝1．0×1e－15で500　step
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図10時間きざみ△tを5．0×10｝15secとして緩和して得られた動径分布関数。　a，　b，　c，

　　　dはそれぞれOstep，20　step，48　step，10e　stepの計算結果

緩和したものと，△t　・＝　5．0×le－15で20　step緩和したものの系のポテンシャルエネルギーは，緩和

による系のポテンシャルエネルギーの変化量を基準としてみるとほとんど等しく，RDFのグラフ

がぴったりと重なる。つまり△tをどのように選んでも，系のポテンシャルエネルギーが岡じにな

れば同じRDFが得られる。市川の方法によって作ったDRP構造は実際の非晶質の構造つまり第

2ピークの分裂を十分に表せなかったが，緩和すること，すなわち系のポテンシャルエネルギー

を小さくすることによって，RDFの第2ピークの分裂が得られた。つまりより実際に近いと考え

られる構造模型を作ることができた。

　最後に，実験値及び何人かの研究者たちによって求められた非晶質構造モデルと本研究結果と

を比較しておく（表1）。本研究の結果は蒸着非晶質Feの実験値とほぼ同一のr2／rl，　r3／rl，　r4／r1

を与えている。おそらくどのようなポテンシャルを使おうとも，あるいはまたどのような金属で

あろうとも，単一金属元素からなる非晶質の構造はほぼ同じようになるものと考えられる。
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　　　　（c）　（d）
時間きざみ△tを10．O×　le“”5　secとして緩和して得られた動径分布関数。　a，　b，　c，

dはそれぞれ0　step，11　step，20　step，50　stepの計算結果

　　表1　非晶質構造のモデルの比較

r，／r且 r，／r1 充填率

Fe蒸着非贔質膜㈲ 1．67 1．96

非贔質構造モデル
Finney（1970）⑥ L73 2．00 0，637

Sadoc（1973）（η 1．65 2．00 0．52

市川（2） 1．66 1．99 0．50

山本ら（3） 1．66 1．97 0．66

本硫究

緩和前 1．66 2．00 0，634

緩和後 1．68 1．99 　 rl，　r2，　r3は第一、第二，第三ピークに

対応する原子間距離
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