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物質の核生成に新たな理論を発見 

～形状や体積が変化する現象の解明に貢献～ 

平成２３年２月２２日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

  

概要： 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝）理論計算科学ユニットの西

野 正理主任研究員らは、物質の状態が変化するきっかけとなる現象（核生成現象）に

ついて、これまで知られていない新たな過程があることと、それを説明する理論を発見

した。 

 

２．核生成 1)は、エレクトロニクス技術から気象学におよぶ広範囲な研究分野において重

要なテーマである。伝統的に、たかだかナノメートル程の微視的なスケールで起こる一

連の過程だと考えられており、実際に微視的な核生成のみが知られている。しかし、今

回の研究では、弾性ひずみにより遠く離れた分子にまで分子間相互作用がおよぶ系にお

いては、臨界核の大きさが全系の大きさに比例する為に、巨視的な過程になり得ること

を明らかにした。 

 

３．核生成理論においては、その表面（界面）と内部の（自由）エネルギーのバランスで

決まるある特定の大きさを持つ微視的な臨界核 1)が考慮される。しかし、今回我々は、

結晶を構成する分子が大きさの異なる双安定状態 2)を持つことで弾性ひずみ 3)が生じる

スピンクロスオーバー系 4)のモデルを解析し、弾性ひずみにより遠く離れた分子にまで

分子間相互作用がおよぶ系においては、核の臨界的な大きさはある特定の値を持つので

はなく、全系の大きさに相対的なものであることを明らかにした。ここでは、核生成は

巨視的な過程になることができ、「巨視的核生成」という新しい概念が得られる。 

 

４．本研究での成果は、これまでの核生成理論に新たな展開を与える。物質設計において

は、系の大きさを調整することで準安定状態 5)の強さやヒステリシスループ 6)の幅を制

御する（著しく変える）原理が与えられる。さらに、マルテンサイト変態 7)、磁歪 8)、

ヤーン・テラー歪み 9)による構造相転移などの未解明な機構にたいしても有用な知見を

与えると考えられる。 

 

５．本研究成果は、ネイチャー・パブリッシング・グループのオープンアクセスジャーナ

ルScientific Reportsオンライン版にて平成23年11月22日に公開された。そのアブスト

ラクトの和訳が、日本語ウェブサイトに「注目の論文」として平成24年1月23日に掲載

された。 

同時発表： 
筑波研究学園都市記者会（資料配布） 
文部科学記者会（資料配布） 
科学記者会（資料配布） 
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研究の背景： 

 核生成は、気体や液体の凝縮や凝固において、あるいは磁気転移 10)や強誘電転移 11)等のヒ

ステリシス現象 6)などにおいて起る現象であり、（一次）相転移 12)を起こす系での安定状態（平

衡状態）と準安定状態の間で起る普遍的に見られる現象である。核生成研究は、エレクトロ

ニクス技術から気象学におよぶ広範囲な研究分野において重要なテーマである。 

 核生成は、伝統的にミクロな現象と考えられている。準安定相中に現れる安定相の核を構

成する粒子集合体（ドロップレット）の表面は（自由）エネルギーの増加をもたらすのに対

して内部は減尐をもたらす（図１参照）。空間次元が 3 次元（2 次元）ならば表面のエネルギ

ーはドロップレットの半径の 2 乗（1 乗）で増加し、内部のエネルギーは 3 乗（2 乗）で減

尐する。この表面と内部のエネルギーの競合によりエネルギーバリア（活性化エネルギー）

が生じる。バリアの頂点に対応する核を臨界核と呼び、安定相の粒子集合体が熱揺らぎなど

により臨界核より大きくなると、自発的に核が成長し、相変化が起る。物質の種類が決まれ

ば、臨界核の大きさはある特定の値を持つと考えられている。例えば、様々な金属の凝固に

おける核（臨界核）の半径は 1 ナノメートル程度と見積もられている。 

 上記の考察は、厳密には分子（要素）間に働く相互作用が遠くの分子に及ばない場合（短

距離相互作用）に正しい。この場合、表面と内部のエネルギーの寄与が分離でき、臨界核の

大きさは特定の微視的な値になる。核生成理論は、この仮定を基礎としているが、相互作用

が遠くにおよぶ場合（長距離相互作用）は、その仮定が成り立たない可能性があり、既知の

核生成とは本質的に異なった性質やメカニズムが存在し得る可能性があった。 
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図１ 準安定相における安定相ドロップレットの（自由）エネルギー（実線部分）。横

軸はドロップレットの半径。系の空間次元を d とすると、表面のエネルギー（半径の d

－1 乗で増加）と内部（バルク）のエネルギー（半径の d 乗で減尐）の競合により、エ

ネルギーバリアが生じる。バリアにおけるドロップレットが臨界核である。その半径

（rc)は物質の種類で決まる特定の値を持つ。 
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今回の研究成果： 

 スピンクロスオーバー化合物などの分子性結晶においては、温度や圧力、あるいは光照射

などの環境の変化によって非磁性状態と磁性状態の間で相転移 12)することが知られている。

相が変化する時、系の大きな体積変化を伴う。結晶を構成する分子（錯体分子）は、電子状

態と分子サイズに関して双安定性を持つ。高温では高スピン（HS）状態をとり大きな分子サ

イズであるが、低温では低スピン（LS）状態をとり小さな分子となる。この系においては、

分子の大きさが変化する事でおこる格子ひずみが原因となって分子間に弾性相互作用が働く。

この弾性相互作用が協力的相互作用 13)となって相変化をもたらす。 

 今回、この相互作用について考察し、分子の体積（大きさ）変化を扱った弾性相互作用の

モデル化を行い、核生成の特徴を理論的に研究した。我々のこれまでの研究から、この弾性

相互作用は長距離に影響する事が分かっており、相互作用の長距離的性質が核生成過程に及

ぼす影響に注目した。 

 ２次元の円盤型結晶を考え、低温で準安定状態である HS 相（赤色部分）から安定相の LS

相（青色部分）への緩和で起こる核生成過程を分子動力学法を用いて調べた（図２、図３参

照）。その結果、臨界核の大きさには絶対的な値は存在せず、臨界核は全系の大きさに比例し

て大きくなり、系の大きさに対して相対的なものである事が明らかになった。これは、この

格子ひずみによる長距離的相互作用がもたらす効果であり、短距離相互作用の場合と異なり、

もはや表面のエネルギーとバルクのエネルギーは分けることができないという事実を反映し

ている。この現象は、これまで知られている核生成の概念とは異なり、核生成は様々なスケ

ールで実現し得ることから、巨視的な過程にもなり得るため、ここに「巨視的核生成」とい

う新しい核生成の概念が提案できる。 

 

図２ 準安定相（赤色）から安定相（青色）への緩和過程におけるスナップショット。 

a の系（2R=200 分子）と b の系（2R=100 分子）では、全系（円盤）の直径(2R)は２倍

異なる。a と b の系において、同じ番号(1～6)のスナップショットは、青色部の割合が

同じ。 a1 と b1 の青色部分は臨界核に相当し（図３参照）、核生成と成長のスナップシ

ョットはシステムサイズの異なる系において、相似形を示す。   
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図３ (a) 準安定相（赤色）において角度 で特徴づけられる安定相ドロップレット（青色）。 

図２の緩和過程のドロップレット（青色部分）は、ここで定義する をパラメーターにと

ると、良く近似できる。青色部分は半径 dr の円の一部。(b) 角度 で特徴づけられるドロ

ップレットが存在する場合の全系のエネルギー密度。エネルギー密度は粒子あたりのエネ

ルギーで、完全な準安定相( 0 の時) を基準にとる。 )0()()(   。 NE / ( E

は全系のエネルギー、N は全粒子数。 2RN  ) グラフの横軸は  / 。異なる大きさの

系( R2 =100, 200, 300) において、エネルギーバリアを与える )10/3.2(/  は不変であ

ることに注意。ここでは臨界核の臨界半径( cr )は存在せず、臨界角( c )が存在する。この

時、青色部文は全体の 5％を占める。すなわち、臨界核の大きさは、全系の大きさに相対

的なものになる。 

 

社会への波及効果と今後の展開：  

 本研究での成果は、これまでの核生成理論の枠内では捉えられない現象を解析したことで、

核生成の未解明な問題に対して有用な知見を与えると考えられる。格子歪みによって伝えら

れる弾性相互作用が長距離におよぶ系の核生成機構の進展が期待できる。例えば、マルテン

サイト変態、磁歪、ヤーン・テラー歪みによる構造相転移などの未解明なメカニズムに対し

て有用な知見を与えると考えられる。 

 今回の知見は、結晶を構成する分子の大きさが双安定性を持ち、温度、圧力などの環境の

変化で分子の大きさや形状が変わる系においては、広く適用することができる。図３におい

て、エネルギー密度が系の大きさを変えても殆ど変わらないので、全系の大きさ（２次元系

の場合は系の面積、３次元系の場合は系の体積）に比例してエネルギーバリアが増加する。

すなわち、準安定性の強さは、系を大きくすると著しく増加するので、例えば、光メモリな

どのスイッチングデバイス設計において、準安定状態の強さ（記録保持時間）を制御したり、

ヒステリシスループの幅を拡げたりする事が、物質の種類を変えずに系の大きさのみを調整

することで実現する原理が与えられる。 
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（問い合わせ先） 

    独立行政法人 物質・材料研究機構 

企画部門 広報室 

   TEL 029-859-2026 FAX 029-859-2017 

 

（研究内容に関すること） 

独立行政法人 物質・材料研究機構 

理論計算科学ユニット材料特性理論グループ 主任研究員 西野 正理 

TEL 029-859-2472 

E-mail  NISHINO.Masamichi@nims.go.jp 

 

用語解説 

1) 臨界核と核生成 

準安定相から安定相への移行過程で、安定相の粒子集合体がそれ以上成長するか消滅するか

を分ける臨界的な大きさが存在する。その臨界的な大きさをもつ粒子集合体を臨界核という。

臨界核の発生により安定相へ変化する過程を核生成という。  

 

2) 双安定性 

２つの安定な状態をもつこと。 本研究では、系を構成する分子の大きさが小さな状態と大

きな状態はともに安定である。系（結晶）の大きさ（２次元系の場合は面積、３次元系の場

合は体積）は、前者の場合小さく、後者の場合大きい。 

 

3) 弾性ひずみ 

物体が外力を受けた時に生ずる形や体積の変化をひずみと言うが、それを戻そうとする性質

が弾性である。弾性がある系でのひずみのこと。 

 

4) スピンクロスオーバー化合物 

大きなスピンを持つ状態（高スピン状態）と小さなスピンを持つ状態（低スピン状態）が競

合するため、温度や圧力の変化、光照射、磁場印加などで異なるスピン状態に転移する物質

系。鉄系錯体の結晶などに多数報告されている。 

 

5) 準安定状態 

安定に準ずる状態。準安定状態と安定状態の間には、乗り越えるべきエネルギー障壁が存在

する。ここでは、特に熱力学的平衡状態（最安定状態）を考えたとき、それに準じる安定な

状態をさす。 

 

6) ヒステリシス現象 

ある量の大きさ（Y)が他の量（X)の変化に伴って変化するとき、X の変化の経路によって同
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じ X に対する Y の値が異なる現象。X の関数として Y のグラフを表したときにグラフが閉

曲線になる場合、ヒステリシスループ（下図）と呼ぶ。例えば強磁性体の場合、Y は磁化で

X は外部磁場に相当する。スピンクロスオーバー化合物では X は温度や圧力、Y は HS(LS)

相の割合、磁化、体積など。 

 

図：ヒステリシスループの例 

7) マルテンサイト変態 

原子の拡散を伴わず、（擬）せん断変形的に起こる固相中における構造相転移の一種。形状記

憶効果に密接に関係する。 

 

8) 磁歪（じわい） 

磁性体を磁化するとそれが変形する現象。磁気ひずみともいう。 

 

9) ヤーン・テラーひずみ 

ある状況下で分子の対称性が下がり、電子のエネルギー準位の縮退が解けて安定化された状

態が実現されるが、このとき分子の構造が変形して歪む現象。 

 

10) 磁気転移 

ある磁気的な状態から別の磁気的な状態へ転移する現象。強磁性体の場合、転移温度である

キュリー温度以上では自発磁化が無くなる。この場合、秩序変数は磁化である。 

 

11) 強誘電転移 

秩序変数が電気分極。転移温度以上では自発分極が無くなる。 

 

12) 相転移 

一つの相から別の相へ変化する現象。例えば、凝縮や蒸発は液相と気相の間の相転移。固相

間の相転移には、磁気転移、超伝導転移、構造相転移などがある。 

 

13) 協力的相互作用 

物質を構成する個々の要素（たとえば分子や磁性体のスピンなど）の間の相互作用が協力的

に働くことにより、個々の要素単独では見られない、質的に新しい現象を示すことを協力現

象という。その典型が相転移である。この協力現象において個々の要素の間に働く相互作用

のことをいう。 


