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研究成果の概要（和文）： 熱が温度の高いところから低いところへ流れているような状態を非
平衡状態と言います。非平衡状態は、日常的に目にしますがその物理学的な理解はまだまだ不

十分です。この研究では、そのような非平衡状態における運動の様子と構造の形成、また微視

的に見たときの分布の法則の一端を、火山噴火に見られるような急減圧下での気泡生成の物理、

熱伝導状態の熱流分布から明らかにしました。この成果は非平衡現象の制御の問題に応用の可

能性があります。 
 
研究成果の概要（英文）：Phenomena	 such	 as	 heat	 transfer	 are	 called	 "nonequilibrium".	 
Physical	 understanding	 of	 nonequilibrium	 phenomena	 is	 still	 poor,	 even	 though	 the	 
phenomena	 are	 ubiquitous	 in	 nature.	 In	 this	 study,	 we	 investigate	 dynamics	 and	 structural	 
formation	 under	 nonequilibrium	 conditions	 through	 computational	 simulations	 of	 bubble	 
nucleation	 under	 rapid	 decompression	 like	 volcanic	 eruptions.	 In	 addition,	 
nonequilibrium	 distribution	 in	 a	 thermal	 conducting	 state	 is	 also	 investigated.	 The	 
results	 may	 be	 applicable	 to	 control	 nonequilibrium	 phenomena.	 
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１．研究開始当初の背景	 
	 
	 	 非平衡条件下での構造形成といえば、プリ
ゴジンに代表されるブリュッセル学派によ

る「散逸構造」の理論であろう。そこでは、
非平衡熱力学を基礎に構造形成を論ずる。ま
た、これとともに発展した反応拡散系に対す
る研究も、非平衡条件下での構造形成の記述
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に数理的な知見を数多く与えてきた。これら
の理論的枠組みをもちいて、非平衡条件下で
の構造形成は非常にうまく説明されており、
非平衡条件下での構造形成の物理の理解は
かなり進んでいるといってもよいであろう。
ただこれらの理論は、いわばマクロな記述で
あり系のミクロな状態は理論のパラメータ
ーに繰り込まれた形で表現されている。こう
いった観点から見ると、ミクロな状態が構造
形成にあたえる影響を理論の枠内で評価す
るには、少し不向きである。実際、近年の実
験および観察において、ミクロな状態が、マ
クロな構造形成に大きく影響を与えている
ような現象が発見されており、構造形成の観
点からのマクロな理論では現象を説明でき
ないようなものがある。	 
	 	 また研究代表者は、これまでに主として、
コンピューターシミュレーションによる非
平衡系のダイナミクスと構造形成に関連し
た研究を行ってきた。そこではミクロな粒子
の分子動力学シミュレーションから、マクロ
な流体現象の再現や、気液共存状態での界面
構造の形成、ミクロな化学反応ダイナミクス
などを調べてきた。これらの研究成果による
と、マクロな現象や構造を再現するためには、
理想的に必要と思われるアボガドロ数個の
粒子が必要なのではなく、現象の状況に応じ
て、高々数百から数百万、数千万の粒子で十
分であることがわかってきた。この程度の規
模だと、最近のハイエンドのパーソナルコン
ピューター上で、少しアルゴリズム上の工夫
を行えば、非平衡条件下でのミクロな立場か
らの構造形成を丸ごと計算機上に載せるこ
とが可能となる。	 
	 
２．研究の目的	 
	 
	 	 本研究ではミクロなダイナミクスが非平
衡条件下でのマクロな構造形成にどのよう
に影響を及ぼすのかを明らかにすることを
目的とする。特に、申請者の経験を生かし、
非平衡条件下での構造形成をミクロな立場
からコンピューター上で再現し、その再現か
らマクロな構造形成への影響を見る。その際、
ミクロな構造形成と連続体によるマクロ記
述との整合性、および既存のマクロ記述理論
へのミクロからの補正を明らかにすること
を一つの柱とし研究を行う。さらにそれが明
らかになったならば、ミクロな補正を取り込
んだ新たなマクロ記述理論の確立を試みる。
もちろん、その際に、ミクロ補正があるはず
であるといってただ闇雲に調べても意味が
ないので、現状でもっとも影響を受けている
可能性がある、火山噴火の素過程に見られる
極限状況下での構造形成や、岩石中の構造形
成などを対象にしたい。対象がこのような地
球科学的なものであるといっても、興味の中

心は物理であり、極限的な非平衡条件下にお
ける構造形成にかかわる一般的な理解につ
なげることを念頭に研究を行う。	 
	 
３．研究の方法	 
	 
	 	 研究方法は、主としてコンピュータシミュ
レーションの技法を用いた。非平衡条件下で
の構造形成の問題に対し、噴火現象を模擬す
るミクロモデルを構成し、それの大規模シミ
ュレーションを行った。	 
	 	 具体的には、以下の通りである。まず噴火
現象の本質のみを取り込んだ簡略化した計
算機モデルを構築した。この点のミクロな計
算機モデルの構築に関しては、予備的な研究
により、幾分知見があったのでそれを基本に
構築した。そこでは二種類のパラメーターの
組で記述される Lennard-Jones 粒子系を、噴
火ダイナミクスで主たる役割を果たすマグ
マ成分及びガス成分に見立てモデル化を行
った。このモデルの大規模シミュレーション
を様々なパラメーターに対し行った。	 
	 	 また、研究の途中で非平衡系の分布が構造
形成などの問題に重要な役割を果たしてい
ることに気づき、熱伝導系をコンピュータシ
ミュレーションで詳細に調べた。ここでも、
主としてコンピュータシミュレーションの
技法を用いて研究を行った。弾性球相互作用
や Lennard-Jones 粒子相互作用を行う粒子を
用い、実際に熱が伝導している状態をコンピ
ューター内に微視的観点から再現し、その大
規模且つ詳細なシミュレーションを行い分
布の測定を行った。	 
	 
４．研究成果	 
	 
研究で得られた主たる成果は以下のとおり
である。	 
(1)	 非平衡構造形成について	 
	 	 二成分 Lennard-Jones 粒子モデルを用い、
衝撃波管の設定を模擬したシミュレーショ
ンを行った。その結果、図 1にしめすような
構造形成のパターンの時間発展を得た。これ
は、気泡核生成から気泡流の発生、および噴
霧流への転移を同時にとらえている世界で
初めての成果である。この状態に対し、物理
量の計算を行い、それらの振る舞いが一次元
一成分の圧縮性流体の記述と矛盾がないこ
とを確認した。さらに非平衡特有の構造があ
ることも見いだした。(図 2)	 また混合比に対
する相図を得た。(図 3)	 
	 	 この成果はこれまでに知られておらず、ま
たコンピューターシミュレーションの手法
としても、どこまでできるのかを明らかにし
たことで非常に有用である。今後は、類似の
手法で様々な非平衡現象の理解に役立つこ
とであろう。	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 1：シミュレーションで得られた、気泡核
生成から気泡流、噴霧流への転移のダイナミ
クスのスナップショット。赤と緑の点が
Lennard-Jones 粒子の各成分を表す。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 2：あるスナップショットに対して計算し
た物理量の分布。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図３：二つの成分の混合比率に対する流れの
様子。横軸は流体成分密度、縦軸は気体成分
密度である。黒は一様な流体、青は気泡流、
緑はネットワーク流、赤は噴霧流、白はそれ
以外である。面積比が相の混合比を表す。	 
	 
	 
(2)	 非平衡分布について	 
	 	 ヘルツ型弾性相互作用をする三次元粒子
系において熱伝導のシミュレーションを行
った。この系が正常熱伝導を示すことは古く
から知られており、ここでは熱流分布に注目
して調べた。その結果、非平衡熱流分布は 3
次のキュムラントが零ではない歪んだ分布
をしている事が明らかになり、さらに非平衡
熱流分布の正と負のテイルは平衡分布の重
ね合わせで漸近的に表現できることがわか
った。これは今までに知られていない結果で
あり、非平衡定常状態の物理学的な理解をよ
り深くする。また新しいとは言え、これまで
に知られている分布の法則とも矛盾ない結
果なので、真に理解が進んだといえる。実際
この成果は注目され、投稿した雑誌の
Editors'	 choice に選出され、科学新聞の 1
面で紹介された。図 3と 4に、非平衡熱流分
布とそれが平衡分布に等しいことを示すデ
ータを示しておく。また、熱流分布の歪みか
ら運動量分布も平均値は零だが 3次のキュム
ラントが零でないことが明らかであり、これ
が熱泳動のミクロな起源となることが明ら
かになった。この分布の新たな描像は、今後
様々な発展性が期待できる。	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 3：非平衡熱流分布	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 4：正と負のテイルを平衡分布に従うとし
てスケーリングした結果	 
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