
グラフ理論



๏長い待ち時間、続いて急激な結晶化
๏核生成以前にも、固い領域が間欠的に出現

๏二段階の過程
๏第一段階：非晶質核の形成
๏第二段階：結晶への転換
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寿命が長い水素結合ほど明るい色で描いてある→

均一核生成のシミュレーション
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構造が違う?

結晶でない構造の違いを、どんな言葉で表現すればいいか。

動径分布関数? 構造因子?

液体の構造とは何なのか?



Water has anomalously many ice phases.

All the ice structures obey the ice rule!



核生成理論

まず、結晶の「核」ができ、それが成長して結晶になる。

結晶と液体の間の表面エネルギーが核の成長を妨げる。

オストワルドの階段則

結晶化に際しては、不安定な準安定相ほど先に現れる。
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安定だが結晶になれない局所構造
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Vinblastine

Crystal water structure 
in Vinblastine crystal



どうすればいいか
予断なしに局所構造を知りたい。

結晶構造だけを探したのでは不十分

乱れた構造はどれだけ種類があるのか見当もつかない。

人間が思いつく限りの局所構造を探すのではなく、
人間は局所構造の定義を決め、機械に探させればいい。
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局所構造の選び方
ある分子から半径 r Å以内の分子の空間配置

ある分子から、水素結合をたどってn歩以内のネットワーク
構造

水素結合のリングの個数

水素結合のリングが3つつらなった形

etc.

分類できないと、傾向が述べられない。
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フラグメントの全数抽出

๏水素結合ネットワーク中の、すべてのサブグラフ
(ノード数10～13)を抽出、分類、計数する。
๏約30,000通りの異なる構造が得られた。

๏温度や相が違えば、フラグメント数分布も変化。
๏結晶はわずかな種類のフラグメントからなる。

๏

馬鹿
計算



フラグメント数の温度依存性
๏温度に対して、各フラグメントの増減をプロット

(295Kを基準として)

๏もし核生成が抑止されれば、フラグメントの個数は温度に従い単
調に増減する。
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๏核生成がおきた軌道に沿った、主要なフラグメントの増
減。

๏第一段階の最初(核生成)から変化が見える。

๏大きな変化は第二段階以降

フラグメント数の時間変化(1)
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๏最終的には、簡単な言葉で説明できるところまで
単純化せざるをえない。
30000種類の構造で説明するわけにはいかない。

๏空間座標で構造を分類すると、さらに細かい分類に
なるが、それでよりよくわかるわけでもない。

๏ネットワークのつながりかたで、構造を分類するのは
合理的。
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ポテンシャルエネルギー地形?

6N次元空間をあえて2次元で表現すればこんな感じ?



実際にはこんな感じ?

通れない=ありえない構造がたくさんある。
構造変化でたどれる経路が、安定構造の間をつなぐ
地下鉄の地図のイメージ



6N次元の地形を完全に再現するのは不可能
地形の大部分は、ありえない構造。
安定な構造を結ぶ経路は限られている。

もっとラフでいいから、経路のつながりを
おおよそ再現する略図にできないか。





過冷却水の多面体構造

Stillinger曰く “模型を組み立てると、水素結合は歪ませあうことなく
辺と面を共有できる。その結果、歪みのある多面体と歪みのないも
のが会合するよりもすばやく、歪みのない多面体 (下図) 同士が会
合することができる。そして、歪みのない多面体が凝集する傾向が
生じる。それらの間には平均会合力が働く。”

F.H.Stillinger, Science 209, 451-457 (1980).

「多面体」を一般的に再定義し、網羅的に探そう



“フラグメント” を見付ける M. Matsumoto et al, 
J. Chem. Phys. 127, 

134504 (2007).

ネットワークを定義する。

環を組み合わせて、閉じた
コンパクトな立体を作る。

立体をデータベースに入れ、
分類・計数する。

環をさがす。



ランダムだと思われていたLDLの水素結合ネットワークは、
実は、ほぼ一意的にフラグメント(かご構造)に分割可能。

局所構造の違いを見分けることができる。 

フラグメント分割

結晶のネットワーク構造 LDLのネットワーク構造



フラストレーション
個々のフラグメント種は固有のフラストレーションを持つ。
フラストレーション=結合角の109.5度からの偏差
フラストレーションの小さいものは種類が少ない。
フラストレーションの大きいものは寿命が短かく、低温で減少する。
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これらの歪みの小さい環の組み
あわせで作れるフラグメントの
種類も限られている。

歪みの小さいフラグメント
結晶フラグメントを枠で示す

水の中で水素結合が切れていることは稀;
つまり、ネットワークは至るところ環だらけ.

・・・

四面体角 109.5 度を
好む。

歪みのない配座はごく少数

これらのフラグメン
トの表面は共通の配
座を持つ環で覆われ
ているので、たがい
によく馴染み、凝集
体を作りやすい。こ
の凝集構造は氷並み
に安定。

歪みの小さいフラグ
メントの凝集体

1
4

3

歪みの小さいフラグメント
結晶フラグメントを枠で示す

2

これらの歪みの小さい環の組み



フラグメントの凝集

๏同サイズ同配座の環をもつフラグメント同士
は「なじみやすい」
➡より遠距離の相関

➡固液界面を「濡らす」フラグメント

๏フラグメント凝集体内部は安定
➡凝集体表面や外部の水素結合が
切れる確率は、内部の2.7倍
(220 K, 1 ps間隔で計測)

➡構造的・動的な不均一性の創発
22

主要11種のフラグメント同士の
「なじみやすさ」の指標↑ 22

主要11種のフラグメント同士の
「なじみやすさ」の指標↑
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局所秩序は伝搬する

vitrite ID #169 #59 #46 #39

shape

4-ring

frustration

habitat

Adjacency

あり なし なし なし
Large Small Zero Zero

HDL/liq. LDA ice Ic ice Ih



フラグメントBの凝集体 = Polytope ‘240’

4次元超多面体の3次元写像。

環はtwisted配座。chiralityを持つ。結晶と接合しにくい。

Locally Preferred Structures

Persistent cluster of type 
B appeared before the 

crystal nucleation.
Polytope ‘240’: 

hypersurface of the 4-
dimensional regular 240-

hedron.

J.-F. Sadoc and R. Mosseri, 
“Geometrical Frustration”, 

Cambridge University Press 1999.



シリコンの局所安定構造

水色はフラグメントAとBの
凝集構造。

黄色とピンクは結晶。

紫→ワイン→黄色の順に
寿命の長いフラグメント。
黄色は200ps以上。

寿命 種類



寿命の長いフラグメント

10ps

50ps

100ps

150ps

200ps+

フラグメントの寿命赤: 結晶

青・緑: polytope ‘240’

(鏡像異性体)




