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1 まえがき
一般に音波伝搬の解析には，音線法，鏡像法に代表
されるような幾何音響解析，波動方程式を有限要素法
や時間領域差分法を用いて計算機で解く手法などが
有り，周波数解析や時系列解析などに対し，用途に応
じて用いられている．これらの方法は波動現象を線
形近似したうえで解析を行なうものであり，非線形
現象や断熱系でない場を直接解析することは困難で
ある．
本研究では分子動力学法を音響シミュレーション
に応用し，気体―固体表面のミクロな相互作用から生
じる熱の移動を考慮した音場解析を行なう．

2 分子運動に着目した音場の数値解析
2.1 分子動力学法
分子動力学法（Molecular Dynamics method, MD
法）とは，分子シミュレーションに用いられる計算手
法のひとつであり，2体以上の原子間ポテンシャルの
下に，各原子に対して古典力学におけるニュートン方
程式を解いて，系の静的，動的安定構造や，動的過程
の解析を行う手法である．
粒子数がN 個の多粒子系を考える．ここでは簡略
化をねらい，各粒子はそれぞれ単原子分子とし，粒子
自体の回転運動などは考慮せず，並進運動のみを考
えるものとする．粒子の質量をmi kg，粒子の速度を
vi m/s，着目する粒子が他の粒子から受ける力を fi

Nとすると，その粒子に関する運動方程式は，

mi
dvi(t)

dt
= fi(t) =

N!

j=1( !=i)

fij(t) (1)

となる．ここで fij は，粒子 jが粒子 iに及ぼす力で
ある．N 粒子系の場合は各粒子に対して類似の運動
方程式が N 個存在する．これらを解くことにより，
シミュレーション区間内で原子や分子の挙動の解析
を行なう．

2.2 分子動力学法アルゴリズム
本研究では，シミュレーション区間を 2次元領域，
原子間に作用するポテンシャル関数を剛体円盤ポテ
ンシャルと設定した．剛体円盤ポテンシャルは，
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と表される．"i は，粒子 iの半径を表す．剛体円盤
i, jは，粒子間距離 rij が "ij になったとき衝突し，そ
れ以上の距離では等速直線運動をする．
位置座標の時間発展式は，衝突が起こらない限り
粒子は等速直線運動をするので，位置座標 ri(t)は，
ri(t) = ri(0) + vit と書ける．ri(0)は前回衝突した
時の座標で，tは前回衝突した時から現在までの時間
である．粒子が衝突した後の速度は，運動量，エネル
ギー保存の法則を使って導き出すことができ，相対位
置，相対速度を，rij = ri(0) $ rj(0)，vij = vi $ vj

とし，bij = rij・vij を定義すると，
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として導出される．各粒子の衝突ごとに計算時間ス
テップを進めていき，目的の時間ステップを得るまで
上記計算を繰り返すことにより粒子の運動を観察す
る．

2.3 気体―固体表面相互作用
一般に分子シミュレーションに使用される気体―
固体表面相互作用モデルには，鏡面反射モデルや拡散
反射モデル，Maxwellモデルなどがある．鏡面反射モ
デルは壁面に衝突した粒子が弾性衝突を起こすと仮
定し計算を行なうモデル，拡散反射モデルは壁面にあ
る温度を設定し，その温度から得られるボルツマン分
布と乱数を用い衝突後の粒子の速度を決定するモデ
ル，Maxwellモデルは先に述べた両者の両方の性質を
有するモデルである．しかし一般に，これらのモデル
では壁面から粒子へのエネルギーの移動は起こるが，
粒子から壁面に移動するエネルギーに関してはその
後の計算で考慮されない．
そこで本研究では粒子が失った運動エネルギーを
壁面に与え壁面温度を局所的に更新することで，気体
―固体表面のエネルギー交換を計算し，両者の熱交換
を考えシミュレーションを行なった．

3 解析
シミュレーション区間左右端に対し周期境界条件
または剛体壁を，上下端に熱交換を行なう壁面を設定
し，ごく細い管状の領域でシミュレーションを行い，
熱音響現象を引き起こすスタック内部の現象などの
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表―1 シミュレーション条件

初期温度（気体） 298.15 K
初期温度（壁面） 298.15 K
初期圧力 105 Pa
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図―1 平衡状態の壁面エネルギー

解析を目標とした．周期境界において粒子は連続的
な運動をし，上下端の壁面では気体分子との相互作用
を考慮したうえで，エネルギーの交換を設定した粒子
の反射モデルを使用する．また，本研究に使用したシ
ミュレーションの基本条件を表― 1に示す．この条
件を元に粒子の初期位置を，乱数と初期温度を用いて
初期速度を決定した．

3.1 系の平衡状態
まずは壁面におけるエネルギー交換が正しく行わ
れているかどうかを確認するために，音源によるエ
ネルギーの入力を考慮しない状態でシミュレーショ
ンを行なった．図― 1に領域下部の壁面が受け取っ
たエネルギーの変位を表したグラフを時間変化させ，
重ねて表示したものを示す．系が定常状態であれば，
壁面とのエネルギーのやり取りの総和は 0に近づく
はずである．図を見てもわかるとおり，気体粒子と壁
面が等しくエネルギーをやり取りしており，系が平衡
状態にあることが確認できる．

3.2 音波入力
続いて音波の入力を考慮しシミュレーションを行
なう．シミュレーション区間中央部分において気体
分子に対し，設定した振幅・周波数の正弦波に従っ
た速度を加えることでシミュレーションを行なった．
この音源壁面上では粒子とのエネルギー交換を考え
ず，シミュレーション領域上下壁面においてのみエネ
ルギー交換を考慮するものとした．また，音源の周波
数は約 200kHz，シミュレーション時間長は音源周波
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図―2 音源を与えた場合の壁面エネルギー

数の半周期以内である．
結果を図― 2に示す．グラフは先程の平衡状態の
時と同様，シミュレーション領域下部壁面のエネル
ギー変化を，時間変化させて重ねて表示してある．図
を見てもわかるとおり，シミュレーション区間中央よ
り右方向に高いエネルギーが与えられている様子がわ
かる．これは音源によって加速された気体分子の影
響によるものと思われる．音波を発生させることで，
壁面にエネルギーが伝達される様子が観測できた．

4 むすび
本研究では分子動力学法を音響シミュレーション
に応用し，壁面とのエネルギーのやり取りを考慮した
解析を行なった．その結果，音源から気体分子に対し
て入力された運動エネルギーが壁面へと伝達する様
子を観察することができた．
今後は管内に定在波を発生させるなどしてより時
間の長い現象をシミュレーションし，熱音響現象の解
析を目指す．

参考文献
[1] 原川泰紀，鴇田泰弘，及川靖広，山崎芳男，“空気
の粒子運動に着目した音波伝播の数値解析，”音
講論 (春)，pp.1457-1458，2010．

[2] 佐藤明，“HOW TO 分子シミュレーション，”共
立出版株式会社，2004．

[3] 北川浩，北村隆行，澁谷陽二，中谷彰宏，“初心者
のための分子動力学法，”養賢堂，1997．

[4] 金田行雄，笹井理生，“分子システムの計算化学
　電子と原子の織り成す多体系のシミュレーショ
ン，”共立出版，2010．

[5] 松井純，松本洋一郎，“分子動力学法による気体
―表面散乱の解析（第 3 報，エネルギー伝達お
よび衝突後の速度分布），”機論，62，598，B編，
pp.2156-2162，1996．

test


