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Thermo-Calc

特徴

・豊富な計算モデル。（正則溶体モデル、サブラティスモデル、イオン溶体モデル、水溶液モデル、
ポリマーモデルなどが利用可能）
・充実したデータベース。（JANAF、SGTEなどの国際標準的な熱力学データベースの他、各種金属、
セラミックス、水溶液、溶融塩、岩石、半導体などを対象とした専用データベースが利用可能）
・高速計算。（多元系状態図の作成が数分で可能）
・各種熱力学状態量が扱える。（ギブスエネルギー、ヘルムホルツエネルギー、エンタルピー化学
ポテンシャル、活量など）

Thermo-Calcは、CALPHAD法に基づく汎用的な熱力学平衡計算および状態図作成ツールです。
1976年にスウェーデン王立工科大学で開発に着手されて以来、数多くの研究者、技術者の手に
よる改良が加えられ、現在では、世界中の多数の研究機関・企業などで利用され、事実上の標準
ソフトウエアとなっております。熱力学データベースは、各国の諸機関で開発され、実験を基に厳し
く検証されており、信頼性には定評があります。

適用分野

・多元系状態図の作成（２元図、３元図、等温断面図、等成分比断面図など）。５つまでの
独立変数が設定可能。
・純物質、化合物、および溶体相の熱力学量の計算。
・化学反応の熱力学。
・熱力学量グラフの作成（相分率、ギブスエネルギー、エンタルピー、比熱など）。20成分まで
の計算が可能。
・Pourbaix図の作成、および水溶液に関する様々の熱力学量の計算
・揮発成分のガス分圧、ケミカルポテンシャルの計算（最大1,000のガス種）。
・Scheil-Guliverモデルによる凝固シミュレーション。
・多成分合金の液相面の計算。
・Driving Forceなどの熱力学示量の計算。
・準安定相の計算。パラ平衡。
・水溶液の輸送特性の計算。
・T0点、A3温度、断熱温度、過冷度、T/Xなどの
特徴量の計算。
・鋼表面の酸化膜の形成、鋼／合金の精製、耐孔
食性の計算。
・熱水の成長、岩石の変成、火山、堆積、気象現象。
・腐食の種形成、リサイクル、再融解、焼結、焼却、
燃焼の計算。
・定常反応炉の熱力学計算。
・平衡に関する各種計算。

対応OS 

・Windows 7/8/10, Linux

統合型熱力学計算ソフトウェア＆データベースシステム



計算例

Al-Fe

SKH59 steel

SKH59 steel Gas speciation Solidication Simulation (Al alloy)

計算法

Thermo-Calcでは、系のギブスエネルギーを最小化することにより平衡状態を求めます。強力
な収束計算エンジンにより、多元系のギブスエネルギーを高速に計算します。熱力学データ
ベースでは、温度依存のギブスエネルギーと、元素間の相互作用（過剰ギブスエネルギー）が
記述され、正則溶体近似等により、実在合金／固溶体のギブスエネルギーを求めます。熱力
学データは、GES (Gibbs Energy System)というモジュールにて、独自に熱力学モデルを記述
し、そのパラメータを設定／変更することが可能です。また、PARROTというモジュールを用い
ることにより、実験データなどから熱力学モデル・パラメータを最適化することが出来、独自の
データベースを作成することも可能です。別売のFortran用サブルーチン集 TQ-Interfaceを用
いることにより、専用システムに組み込むことも可能となります。同様に、TC-APIというC言語
用のライブラリ集もあります。

Al-Fe-Mn

Oxidation of Cu2S

CaO-SiO2

Al-Mg-Si



TC-PRISMA

析出成長予測ソフトウェア

TC-PRISMAは多元多相系のLanger-Schwartz理論やKampmann-Wagnerによる数値解法を用い
て同時析出や成長、溶解、粗大化などを解くための新しいソフトウェアです。TC-PRISMAは
Thermo-Calcソフトウェア社とQuesTek社により共同に開発されたソフトウェアで、現在広く用いられ
ているThermo-CalcやDICTRAの技術と融合することにより、その機能を拡張することが可能です。
またThermo-Calcのグラフィカルモードに結合され、条件設定を簡単に行うことが可能です。

データベース
TC-PRISMAはThermo-CalcやDICTRAと同じ熱力学、動力学データベースを利用します。
TC-PRISMAはその他の例えば界面エネルギーを含むような特性データベースの利用も可能です。

対応OS

・Windows 7/8/10, Linux

(注) TC-PRISMAを動作させるためにはThermo-Calcが必要となります。

入力
・合金組成
・温度
・計算時間
・熱力学データ
・特性データ

(界面エネルギー、
体積など)

・核生成サイトと関連する
ミクロ組織の情報

出力
・粒のサイズ分布
・数密度
・平均粒半径
・体積分率
・マトリックスの組成
・核生成レート
・臨界半径
・TTP線図
・CCT線図

TC-PRISMA

特徴
・平均場を用いた多種粒子の析出
・同時析出、成長、粗大化
・異なる析出サイトの考慮
・相互拡散、強い過飽和
・熱力学DBや動力学DBからの
モデルパラメータの計算
・GUI機能の強化
・Thermo-Calc/DICTRAの計算エンジン
の利用
・非球形粒（立方状、平面状、針状）の析出



平均半径と時間の関係
Al-0.18at%Sc中の種々の温度における

Al3Scの析出計算

マルチモーダル粒径分布
Ni基超合金のγからγ’の非等温析出計算

数密度と時間の関係
種々のNi基合金におけるγ’の析出計算

TTP曲線
308合金におけるM23C6炭化物生成に関する

温度-時間曲線

平均マトリックス組成と時間の関係
種々のNi基合金におけるγ’の析出計算

体積分率と時間の関係
Fe-12Cr-0.2Cの700℃における安定/準安定炭化物の

競合析出計算



特徴
・拡散方程式を解く機能
・流量保存の方程式を解く機能
・相界面の移動、グリッド調整機能
・計算結果をグラフ表示するポスト機能

モビリティデータベース
・MOB2 Alloys mobility database

・MOBFE Fe-alloys mobility database

・MOBAL Al-alloys mobility database

・MOBNI Ni-alloys mobility database

・その他 （Cu,Mg,Ti など）

適用分野
・単一相 ： 合金の均一化、オーステナイトFCC状態での鋼の浸炭、脱炭 等
・移動境界 ： γ→α変態、合金中間相の成長、鋼のオーステナイト中での炭化物溶解、

合金の凝固 等
・分散系 ： 合金に対する浸炭、高速度鋼での窒化 等
・組織成長 ： 合金鋼でのパーライト成長 等

対応OS
・Windows 7/8/10, Linux

(注) DICTRAを動作させるためにはThermo-Calcが必要となります。

DICTRA (Diffusion Control Transformations)は、多成分系における相変態シミュレートするソフトウェ
アであり、スウェーデン王立工科大学にて開発されました。易動度データベースを備え、相境界移動問
題(Stefan problem等)にも適用できます。化学ポテンシャルを駆動力とした拡散現象を扱うことができ
ます。また、Thermo-CalcとのインターフェイスによりThermo-Calcの熱力学パラメータデータベースを
利用することができます。

DICTRA

拡散律速型変態計算ソフトウェア

計算例

Ni-25wt%Cr合金の浸炭 Fe-1.8wt%Mo-0.28wt%C鋼中のM6Cの成長

Thermo-Calc、TC-PRISMA、DICTRAはThermo-Calc Software AB社の製品です。



Phase Field法による
合金組織形成シミュレーションツール

MICRESSはドイツのAachen工科大学付属研究機関ACCESSで開発されている合金組織形成
のシミュレーションツールです。マルチフェーズフィールド法を主計算エンジンとし、Thermo-Calc

の熱力学データベースを援用して、実用合金のマイクロ組織形成シミュレーションが可能です。

特徴
・一次元、二次元および三次元のマイクロスケール合金組織計算
・任意数の成分、相および粒で構成された系
・凝固、相変態、再結晶、粒粗大化、共晶/包晶反応
・多様な核生成設定機能
・異方性界面（ファセット界面にも対応）
・定比化合物相の取り扱いの精度と安定性の向上
・界面移動駆動力の自動算定
（TQ-InterfaceによるThermo-Calc熱力学データベースとのカップリング）
・拡散データベースと連携した相互拡散（Fick-Onsager Eq. ）および粒界拡散
・応力・歪連成 （歪みエネルギー → 自由エネルギー密度）
・パラレル(Open-MP)対応

対応OS

・Windows 7/8/10, Linux  (対応OSは全て 64bit となります)

鉄鋼
(e.g. 

stainless 

steel)

鋳鉄
(e.g. GJS)

超合金
(e.g. IN 718)

マグネシウム合金
(e.g. AZ 91)

アルミ合金
(e.g. KS 1295)

はんだ合金
(e.g. SAC)



MICRESSはACCESS社の製品です。

本パンフレットに記載の商品名、ロゴ等は各社の商標または、登録商標です。
このパンフレットは2013/9現在のものです。

interfaces
(length scale)

microstructure formation

+

TQ interface from TCS phase field methoddiffusion solver

+

transport / diffusion
(time scale)

thermodynamics
(energy scale)

MICRESSには2つのバージョンがあります。
1.研究用バージョン
多成分系での計算が可能。Thermo-Calcカップリングオプションは別途販売。

2.商用バージョン
多成分系での計算が可能。Thermo-Calcカップリング付属。

オプション
・Thermo-Calcカップリング
商用バージョンには付属。
・Stress / Strainモジュール
歪エネルギー連成機能。
・Flowモジュール
流体連成機能。

ハードウェアシステム要求事項
・メモリ 4GB以上を推奨
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〒141-8522 東京都品川区大崎1-2-2

TEL:03-6420-2530 FAX:03-3494-1940 e-mail : thermo-calc@ctc-g.co.jp


