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１．はじめに

水の分子シミュレーション計算のためのH O分子モ

デルは数多くある．その多くは分子内の原子配置を固定

した剛体分子モデルであり，あるいはそれに内部自由度

を加えたものである．われわれは，酸化物等の種々の無

機化合物と組み合わせが可能かつ容易であり，パラメー

タ固定で，個々の原子の運動に関しては全自由度を有す

る分子モデルで，吸着などによるO-H伸縮振動の波数

の変化を表わせられようなモデルを開発してきた ．化

学結合の様式を表わしていることも，モデルの汎用性を

確保するために重要である．そのモデルは種々の系に応

用されながら改良が積み重ねられてきた．適用限界はあ

るが，現在のモデルでは構造や物性について定量的な議

論，予測の可能なモデルとなっている．ここでは，モデ

ルの詳細を記述し，構造や物性の再現性と，本モデルの

限界を示す．なお比較のための実験データは主として文

献 によった．

分子シミュレーション法について簡単に説明しておこ

う．分子シミュレーション法には主として分子動力学法

（Molecular dynamics method，MD）とメトロポリス・

モンテ・カルロ法（Metropolis Monte Calro method，

MC）がある．いずれも有限温度における物質の原子・分

子の配置を生み出し，マクロの物性を計算する手法であ

る．共通していることは，一般に多数の原子・分子から

構成される系を対象とし，原子・分子間の相互作用ポテ

ンシャル・力を用い，多数の原子・分子の配置のアンサ

ンブル平均からナノ構造・物性とともにマクロ量を求め

ることである．すなわち，マクロ量 は，局所量 (Γ)

についてのアンサンブル平均である．

＝
Γexp － Γ/ Γ

exp － Γ/ Γ

この式において，原子・分子配置（と速度，位相空間で

の座標Γで表す）を作り出し，それに対応するエネル

ギー（ (Γ））等を導くための積分を行う手法が分子シ

ミュレーション法である．この積分は，系を構成する原

子・分子数Ｎに関し，３N次元あるいは６N次元の超多

重積分である．分子動力学法では，系を構成する個々の

原子・分子の運動方程式を解くことにより，原子・分子

の配置を生み出すので，決定論的手法である．一方，メ

トロポリス・モンテ・カルロ法は，乱数を用いて系の原

子・分子配置を生成するので，確率論的手法である．前

者（MD）は平衡系と非平衡系の両方が扱え，動的性質を

導くことができることが特徴である．後者（MC）は平衡

系のみをあつかい，グランドカノニカルアンサンブルで

の計算が可能であることが特徴である．ここでは，分子

動力学法のみを用いている．また，原子・分子間相互作

用モデルの取り扱いについても数通りのやり方がある．

すなわち，実験値や電子状態計算結果に合致させるよう

に構築されたもの（経験的ないし準経験的），量子化学を

計算のその場で部分的に取り入れたもの（半経験的），あ

るいは相互作用に量子力学計算を全面的に取り入れたも

の（第一原理的）などである．ここでは経験的古典分子

動力学法を用い，計算は河村の開発した汎用分子動力学

法計算のためのMXDORTO/MXDTRICLシステムを

用いた．これらの詳細は文献 を参照されたい．

２．完全自由度をもつH2O 分子モデルの構築

原子・分子間相互作用モデルを用いる分子シミュレー

ションでは，その相互作用モデルに依存して結果が大き

く左右され，シミュレーション計算の成否が決まる．し

たがって古典分子シミュレーションにおいては相互作用

モデルの精度と適用範囲を十分に吟味しておかなければ

ならない．

現実的で最も簡単な相互作用モデルとして希ガスに用

いられるレナード・ジョーンズ（Lenard-Jones）モデル

（L-Jモデル）がある．
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１章 コンピュータシミュレーションが拓く水系物質研究のフロンティア

H2O の全自由度分子モデルと，
水・氷等の分子シミュレーション

水分子を含む系の分子シミュレーション計算を行うため，有効原子間相互作用モデルを構築した．モ

デルは原子の運動に関して全自由度を有するもので，かつ，水や氷などの凝集体の構造や物性を定量

的に再現できるように最適化された．構造や平衡物性以外に，分子振動スペクトルや誘電率での定量

的再現性が示された．さらに，水和物結晶への応用の有効性が示されている．
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＝ 4ε
σ

－
σ

についての－6乗の項は双極子－誘起双極子の項で，

電子雲の変化が十分早いとして理論的に構成できるもの

である．全ての系に用いられるべきものであるが，分極

率の小さい原子・イオンの場合には省略できる．一方，

－12乗の項は近接する原子の電子雲が重なることによ

るPauliの排他律に起因する反発項である．経験的に最

も短距離で減衰するものである．逆ベキ関数の表現は理

論的なものではなく便宜的なものである．

NaClなどのハロゲン化アルカリなどのイオン結合性

化合物に用いられる原子間相互作用はL-Jモデルに静電

相互作用項を加えたものである．完全イオンモデル

（rigid ion modelもほぼ同じ意味である）と呼ぶ．

＝
4πε

＋ －

右辺第２項の近接反発項は指数関数を用いているが，逆

べき関数と本質的な差はなく，便宜的なものである．こ

のようなモデルで， に整数電荷数を与えられるものは，

ハロゲン化アルカリに限られ，アルカリ土類酸化物では，

陽イオンに２価，酸素原子に－2価を設定すると圧縮率

などの物性を再現することが困難である（静電相互作用

が強すぎて，圧縮率が小さくなってしまう）．なお静電相

互作用項の力とエネルギーの計算は距離に対して収束し

ないので，EWALD法を用いる． の－6乗項は中距離

力で，1nm程度の打ち切り距離では，エネルギーや圧力

について補正が必要である．

SiO 結晶中のSi-O結合は主としておよそ50％づつ

のイオン結合と共有結合からなっていると考えられる．

多くの酸化物における化学結合は割合が異なるものの，

そのようなものである．イオン結合，共有結合，および

分子間力を含むそれらの中間的な結合様式のものも含め

ることができ，より実際的なものがここで示すモデルで

ある．このモデルでは，H O分子などを含む全ての原

子・分子間相互作用は，原子－原子間相互作用で表す．

これらは２体中心力項 と３体力項 θ ， ，

よりなる．

２体中心力項は，次式の項の順番で，静電相互作用，

分子間力，近接反発項，および共有結合の動径部分を含

み，次のような関数を用いる．

＝
4πε

－

＋ ＋ exp
＋ －
＋

＋ exp－β ＋ exp－β

＋ exp－β －

ここで近接反発項のパラメータ，aと bが原子について

のパラメータの足し合わせとなっているが，これは簡単

のための仮定である．

３体力項は共有結合の角度部分をあらわすためのもの

であり，次の形式を用いている．

θ ， ， ＝－ cos 2θ －θ －1

＝
1

exp － ＋1

このモデルはすべての原子間相互作用を記述するもの

で，分子内，分子間の区別はない．H O系の場合，これ

らの式のパラメータ（ ， ， ， ， ， ， ，β，β，

β， ， ，θ， ）は酸化物結晶・液体や水・氷などの

構造と物性を再現するように，化学結合の知見に基づい

てMD計算を用いて経験的に決めたものである．ここ

で，z，a，b，およびcは原子についてのものであり，Ｄ

とβは原子対についてのパラメータである．パラメータ

の値をSI単位系のものとMXDORTO/MXDTRICL

システムの入力値としてのものを表１に示す．ここで，

電荷ｚについては，孤立H O分子の双極子モーメント

は1.94Dで，各原子に電荷があるとすると，水素原子上

の電荷は0.34となる．しかし，本モデルは水や氷など凝

縮系に応用することを目的としているため，それらの物

質中における双極子モーメントを再現するように，ｚ＝

0.46となっている．また，O，N などの分子とそれらの

四重極相互作用をあらわすために３点電荷などを用いる

場合には，分子内と分子間を分離した表現を用いる（分

子内の電荷間距離が小さくなりすぎて，相互作用が強す

ぎるので）．

これらのパラメータについては，さらに最近では，非

経験分子軌道法や固体電子状態などの計算を用い，分子

あるいは原子団（クラスター），もしくは結晶構造の構造

の変化に対する全エネルギーの変化を求めて，それらに

よるエネルギー）に対してモデルポテンシャル関数のパ

ラメータを最適化するように決定することが容易になっ

てきた．この方法は実験観察データによるものに比べて

飛躍的に観測量をふやすことができることが大きな利点

であるが，反面，用いられる分子・クラスターの構成や

変形，分子軌道法計算の手法などに十分な注意を払う必

要がある．また，現状ではこのような非経験電子状態計
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算のみで試行錯誤無しに精密なモデルが得られるとは限

らない．十分な精度と適用性を持ったモデル関数を構築

するためには，電荷変動型や，シェルモデルなどへの多

体形式のモデルへの転換も必要になろう．このようなモ

デルを用いることにより様々な複雑な系，特に大規模系

の分子シミュレーション計算が容易に実現できる．

３．水と氷の基本的性質

水の－20℃から100℃までの密度と自己拡散係数，氷

の－20℃から０℃までの密度，および氷と水のエンタル

ピーと０℃における融解潜熱を分子動力学計算から求

め，実験と比較して，図２に示す．水は基本セル内に1200

分子と2000分子の系，氷は同864分子の系を用いた．

水の密度は，20℃に極大があり，それより高温では実

験とよく一致している．20℃以下では，温度の低下とと

もに急激に密度が下がる．氷の密度は実験とよく一致し

ている．

自己拡散係数はEinsteinの式，

＝
1
6 τ

－ ＋τ

を用いて，0.4fsの時刻みで，10万から50万ステップ＝

200psの平均２乗変位のアンサンブル平均として求め

た．室温付近では実験値の60％から70％程度に小さく

なっているが100℃付近は実験地の90％以上の値を示し

ている．

エンタルピーは

図１ 全自由度H OモデルのO-O，O-H，H-Hポテンシャ
ルモデルと３体相互作用のｋ関数

表１ H O分子の原子間相互作用パラメータ

Atom  w/10 kg.mol z/e  a/nm  b/nm  c/(kJ/mol) nm

O 16.00 －0.92 0.1728 0.01275 0.05606

H 1.01 0.46 0.0035 0.00440 0.0

Atom-atom D /kJ.mol β/nm D /kJ.mol β/nm D /kJ.mol β/nm r/nm
 

O-H 57394.9 74.0 －2189.3 31.3 34.74 128.0 1.283

Atom-atom-atom  fk/10 J θ０/° rm/nm  gr/nm

H-O-H 1.15 99.5 0.143 92.0

Mxdorto/Mxdtriclの入力パラメータ

Atom  w/10 kg.mol z/e  a/Å b/Å c/(kcalmol) Å

O 16.00 －0.92 1.728 0.1275 27.40

H 1.01 0.46 0.035 0.0440 0.0

Atom-atom D /kcal.mol β/Å D /kcal.mol β/Å D /kcal.mol β/Å r/Å

O-H 13711.0 7.40 －523.0 3.13 8.3 12.80 1.283

Atom-atom-atom  f/10 J θ/° rm/Å g /Å

H－O－H 0.000115 99.5 1.43 9.2

図２ 分子動力学計算による，温度に対する水と氷の密度，自
己拡散係数，エンタルピーの実験データとの比較．
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から計算され，これから計算した０℃における氷の融解

潜熱は7.31kJ/molとなり，観測値の6.01kJ/molより

20％あまり大きい．

このモデルの20℃における水の定圧比熱容量，

＝
－
－

は7.244JK g であり，実験値4.1816JK g に比べ

て70％あまり大きい．

水の温度－圧力－モル体積関係を図３に示す．比較は

125℃，500℃，および1000℃で行った．125℃ではP－V

関係は３GPaまでの全領域でよく再現されている（これ

以上の圧力では固化する）．500℃では，低圧ではわずか

に体積が大きいが，５GPa程度まではよく再現している

といえる．1000℃では，低圧での体積のずれはやや大き

く，３GPaから10GPaまでの圧力－体積関係がよく再

現されている．

水の密度－温度関係から，このモデルを用いて過冷却

水の構造や物性の詳細を定量的に議論するのは無理があ

る．拡散係数についても室温以下では小さく見積もられ

ている．高圧についても10GPa程度以上の高圧では圧

縮率・弾性率の不一致は大きい．示してはいないが，電

荷を固定していることから，高温で密度の小さな液体や

気体の性質についても再現性はよくない．臨界点も実験

より高温・高圧側にずれているものと思われる．このモ

デルによる基本物性の再現性については，さらに大きな

系での検証を必要とするが，改善の余地もあろう．

４．氷の結晶構造

結晶構造（空間群対称性，格子定数，原子座標）は，

原子間相互作用モデルの妥当性を吟味するためのもっと

も敏感な性質の１つである．10余りある氷の多形のなか

で，I 相，II相，および IX相の結晶構造について，本研

究のH Oモデルを用いた分子動力学計算により，格子

定数と原子座標の再現性を調べた．

文献の結晶構造データ（結晶系，空間群，格子定数，

非対称単位内の原子座標）を用い，一辺が20Å程度以上

となるような基本セルに原子座標を展開した．すなわち

結晶単位格子の数倍ないし数10倍のものを用いる．ただ

しこの時点では水素原子位置は特定されず，各水素結合

のO-O間に１個割り当てられていることになる．O-O

間のダブルミニマムのどちらかに１個しか入れないが，

どちらにはいっているかを決めてやらなければならな

い．従って，H O分子の完全性と各O-O間にＨ原子を１

個のみを割り当て，系全体の分子双極子モーメントの和

をゼロとするように，水素原子位置を，乱数を用いて割

り当てた．その結果を初期座標として，初期緩和のため

のMD計算を数万ステップ行い，それに引き続いてデー

タ取得のためのMD計算を行った．

(NPT）アンサンブルMD計算による格子定数と密度

の再現値を実験値と比較して表２に示す．Ice IXの a軸

と b軸がやや小さくなっている．Ice-IIと IXの密度は実

験値に比べ少し大きく，高圧における原子間の反発がや

や少なく見積もられていることを示している．

各相の構造において，原子の運動の軌跡を表示させた

ものが図４である．結晶構造データの原子位置は十字で

示している．Ice-I では十字印がまったく隠れてしまって

おり，構造がよく再現されていることを示している．そ

の他の２相でも，原子の運動は，それらのエネルギー極

小点の付近で局所的熱運動している様子がわかる．

図３ 高温高圧における水の圧力－モル体積関係のMD計
算と実験値の比較

表２ 氷の多形，I ，II，および IXの格子定数の実験値とMD
計算結果の比較．

ice-I ice-II  ice-IX

空間群 P6/mmc  R-3 P422

温度 273K 213K 110K
 

expt. MD  expt. MD  expt. MD
 

a/Å 4.5227 4.5219 12.8939 12.8939 6.73 6.6158

b/Å 4.5227 4.5164 12.8939 12.8910 6.73 6.6222

c/Å 7.3671 7.3633 6.2229 6.2229 6.83 6.8225

d/g/cm 0.9175 0.9191 1.1802 1.2026 1.1607 1.2013
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５．振動スペクトル

分子振動スペクトルは速度自己相関関数＜v t v

0 ＞のフーリェ変換により求められる．

ω ＝
2
π

ω

ω ＝
1
3

0 cosω

ここで， ωは振動数 ω依存の拡散係数と呼ばれる．こ

れは原子核の運動のスペクトルであるので，中性子非弾

性散乱と比較できるものである．ただしバンド周波数は

赤外吸収スペクトルやラマン散乱スペクトルと比較でき

る．この解析を応用して，赤外吸収スペクトルやラマン

分光，あるいは中性子非弾性散乱のバンドの帰属ができ

る．すなわち，速度のx，y，z成分を用いて偏光スペク

トルが計算でき，異方性のある結晶でのバンド帰属を容

易にする．さらに，結合長，結合角などの自己相関関数

のフーリェ変換を行うことにより，構造を特定した分子

振動スペクトルを得ることができ，さらにバンド帰属を

確かなものにできる．

１気圧で，０℃の氷と，20℃の水について，振動スペ

クトルを計算した（図５）．いずれの相においても，O－H

伸 縮 振 動（3200－3500cm ），H-O-H 変 角 振 動

（1500－1800cm ，librational mode），分子揺動モード

（500－1000cm ），および400cm 以下のエネルギー領

域の格子振動のそれぞれに明確に分けることができる．

水素の同位体について，H Oに加えて，HDO，D O，

およびT Oの振動スペクトルを計算した．実験による気

体の振動波数を表３に示す．H Oの分子振動が再現され

ていれば，重水素やトリチチウムは質量数の違いだけで

あるので，それらによる置換体の振動スペク

トルのバンド波数も再現されるはずである．

図６に示すように，H Oに比べて，そのほか

のものは赤方変位しており，波数も，気体と

液体の違いを考えるとおよそ合理的なものと

なっている．

Ice-I と同じ構造で，水素位置が秩序的な相

である ice-XI相では400から1000cm に

ある分子揺動モードが４つのバンドになって

いることが示されている．このバンドの帰属

について，分子動力学計算を用いて偏光スペ

クトルなどを用いて決めることができる ．

H O分子について分子形状の変化しない揺

動モードはその分子対称性から３種類となる

（wag，twist，および rock）．それらの運動は分子双極子

ベクトルと分子面に垂直なベクトルで表すことができ

る，すなわち twistでは双極子ベクトルは変化しないが，

分子面に垂直なベクトルは変化する．完全な帰属の決定

はまだ行われていないが，ice XIでは４本ある揺動モー

図４ ３種の氷の多形（I ，II，および IX）結晶における原子の運動の軌跡．

図５ 分子動力学計算による氷（０℃，１気圧，上）と水（20℃，
１気圧，下）の速度自己相関関数のフーリェ変換により求めた
全振動スペクトル
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ドは，本モデルによる同相のMD計算でも４本として現

れている．

６．分子双極子モーメントと誘電率

水の誘電率の再現は，溶液系，水和結晶，固体表面へ

の吸着などのシミュレーション計算の成否に決定的であ

る．最近になって我々の旧モデルを使って誘電率の計算

を行ったところ40という値になり，それまで行ってきた

溶液や水和の計算を全て破棄せざるを得なくなったと同

時に，誘電率を再現できるモデルに改良する必要があっ

た．その結果，実験の誘電率，室温で80程度を再現でき

るようになったものが今回のモデルである．

誘電率は子双極子モーメントμから計算できる．すな

わち，系を構成している分子の分子双極子モーメントの

和，

＝ ∑μ

を用いて，その揺らぎから，静的誘電率が求められる．

ε＝
4π
3

M － M
＋ε

水の構造緩和の程度から，この計算には室温で数ナノ秒

（数100万ステップ）のMD計算が必要である．

MD計算における誘電率の計算結果（図７）を見ると，

誘電率の収束には，20℃において1.7ns程度の計算が必

要であることを示している．100℃でも１nsないし1.5

nsの計算が必要である．また大きな系と小さな系では，

収束までの過程は異なるが，収束値は同じになることが

わかった．今回のモデルによるMD計算による誘電率は

室温ではわずかに下回っているが，100℃では実験値とほ

ぼ同じ値になっている．

誘電率の40と80の違いが構造に与える顕著な例を２

例示す．スメクタイトは極めて強く水和し，厚さ１nmの

アルミニウムアルミノけい酸層を単位層として，その層

間に１ないし３分子層の層間水を形成する．アルミニウ

表３ 気体H O分子の振動バンドの中心波数の実験値

H O  D O  HDO
 

H-O-H変角振動 ν 1594.59 1178.33 1402.20

O-H伸縮振動 ν 3656.65 2671.46 2726.73

ν 3755.79 2788.05 3707.47

図６ 分子動力学計算による，H O，HDO，D O，およびT O
の振動スペクトル

図７ 基本セルにH O分子数600と1200の水のMD計算
による誘電率の収束の様子．室温（20℃，上）と100℃（下）．
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ムアルミノけい酸層は負の電荷を帯びており，層間には

電荷を中和する陽イオンが存在している．Na Al

(OH)［Si Al O ］の無水和の化学式に対して，4.5

H Oを層間に挿入した系のMD計算を行った．今回の

モデル（誘電率80）ではNa イオンが２分子層水和して

いる層間水の内部に位置して，5.4個程度のH O分子に

囲まれて水和している．一方，旧モデル（誘電率40）で

は，Na イオンはアルミニウムアルミノけい酸層と層間

水の間に位置し，Na イオンは十分には水和イオンと

なっていない．すなわちNa イオンは水中に溶け込んで

いない．

Kanemite(HNa［SiO］･3H O，NaHSiO (OH)･2

H O）という鉱物結晶では層状けい酸塩構造とNa 水和

層が互層して結晶構造を構成している．図９に示すよう

に，本モデルではそのような構造が保持できているが，

旧モデルでは，Na の水和構造がつぶれて，上のスメク

タイトの場合と同様に，けい酸塩層と水層の間に位置し

ている．

７．おわりに

ここで示した分子シミュレーション用のH O分子モ

デルは，パラメータが定数の古典モデルであり，その適

用には明らかに限界がある．しかしながら室温付近から

高温・高圧の水，氷，ハイドレート，固体－水系などに

広く適用されてきており，その有効性が示されてきた．

氷については ice I の自己格子間分子の挙動 ，ice I

中のH O分子の拡散 とN 分子の拡散 な ice Xにお

ける分子揺動スペクトル などである．クラスレートハ

イドレートでは，ハイドレート II中の２原子分子の挙

動 ，Arハイドレートにおけるケージの２重占有 ，低周

波数振動モードの中性子非弾性散乱実験との比較 な

Present model  Old model

図８ スメクタイトの水和の分子動力学計算の構造のスナップショット．系の化学式はNa Al(OH)［Si Al O ］－4.5H O
である．

Old model Present model

図９ Kanemite（HNa［SiO］･3H O，NaHSiO (OH)･2H O）の結晶構造の分子動力学シミュレーションにおける，平衡化後
の構造のスナップショット．
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どが取り扱われてきた．

粘土・粘土鉱物等の水和，固体－水系などでは，スメ

クタイトの水和・膨潤挙動 とそれに加えて粘土間𨻶水

の挙動 ，スメクタイト層間のCs イオンの水和挙動の

EXAFS測定との比較 ，ブルーサイト（brucite，Mg

(OH)）にはさまれたnm厚さの𨻶間水の動的挙動 ，な

どが扱われた．これらからさらに局所物性，粘土分子表

面からの距離の関数としての水，水溶液の拡散係数や粘

性係数などを取得して，nmからμmの組織構造を用い

て，ミクロ－マクロ解析（均質化解析） を行っている．

H Oに続いて，同様な手法で，N ，O，CO，NH ，

CH など原子数個からなる分子の原子間相互作用モデ

ルを開発してきた．N ，O などの等核２原子分子では，

双極子は持たないが，四極子相互作用は存在するので，

Ｎ等の原子核の電荷を置き，さらに分子の中心に電荷の

みを置くことにより精密で実用的なモデルを構築した．

ただしこの場合には分子内u と分子間u を次の

ように分けて，

＝
4πε

－ ＋ ＋ exp
＋ －
＋

＝ exp－β ＋ exp－β

＋ exp－β －

分子内には静電相互作用を用いないこととした．電荷が

小さくても，0.5Åの距離で存在すると，相互作用は強く

なりすぎて，四極子相互作用とのバランスがとれないか

らである．NH やCH はH Oと同様なモデルである．

これらのモデルもハイドレートを始めさまざまな系で使

われている．

ここで紹介したH Oなどの分子モデルについて，形

式をそのままにさらに精密化することは，まだ余地があ

るものと考える．しかしその労力に比して得るものは多

くはないと予想できる．すなわち，飛躍的な精密化と適

用範囲の拡大には，相互作用の式とパラメータが固定さ

れていることが重大な制約となっている．これを打開す

るためには電荷変動モデル のような，パラメータが結

合や原子の置かれている環境の変化に従って変動するよ

うなモデルが考えられる．そのようなモデルにより一定

の成果は得られているようであるが，大きな問題を残し

ている．すなわち，原子の電荷が変動すれば，それに伴っ

て，近接反発相互作用も変動しなければならない．しか

し，そのような取り扱いはさらに困難であり，パラメー

タの増大を招くものである．

古典分子シミュレーションは，第一原理的手法に対し

て，飛躍的に大きな系を取り扱かうことができることが

利点である．現在では，パソコンを並列して用いること

により，研究室内で原子数10万個レベルの系のナノ秒を

超える長時間計算が日常的に可能になってきた．そのよ

うな系について，有効な計算が行えるためにも，精密で

適用範囲が合理的な相互作用として育てていかなければ

ならない．
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Molecular H O model with total freedom of
 

motion applied to molecular simulations of
 

water, ice, etc.

Katsuyuki Kawamura
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abstract:

An effective interatomic potential model of a H O mole-

cule was developed to perform molecular simulations of
 

systems that include H O molecules. The model has total
 

freedom of motion,with parameters optimized to repro-

duce structures and physical properties of condensed
 

phases such as water and ice. We demonstrated the
 

efficiency of the model not only for equilibrium properties,

but also for molecular vibrational spectra of water and
 

ice-I and the dielectric properties of water. Efficient
 

applications to hydrate crystals were also demonstrated.
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