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1 ．はじめに

ゆかり（東京大学）

2 ．密度汎関数理論

第一原理（first-principles）バンド計算とは，結晶構造

Schrödinger 方程式は，量子力学を司る基本方程式で

以外の経験的パラメータや任意パラメータを使わず，基

ある．定常状態において電子 i の状態を定義する波動

本的な物理方程式のみを用いて行う電子状態計算であ

関数を Ψi (r) としたとき，そのエネルギー固有値 εi は，

る．熱電特性は電子構造に密接に関係しているため，第

エネルギー演算子行列 H（ハミルトニアン）を用いて

一原理計算を利用すると，幅広いキャリア濃度の熱電特

HΨi(r)＝εiΨi(r) と表され，Ψi(r) はその固有ベクトルとな

性を予測することが可能となる．

る．Hartree-Fock 法は Schrödinger 方程式を解くことに

残念ながら，現在の第一原理計算は実験結果を完全に

より電子状態を求める方法である．
密度汎関数理論（Density Functional Theory: DFT）の

予測できるほど正確ではない．しかし，多数の相互作用
を織り込んで得られた予測は，単純なモデルを適用した

基礎となる Kohn-Sham 方程式

予測よりも，正確な情報に近いと期待できる．
近年のコンピュータの性能向上と計算コードの発達に
より，筆者のような実験系の研究者にも第一原理計算が

は，Schrödinger 方程式とは似て非なる方程式である．

手に届くようになった．そして第一原理計算を使うと，

V(r) は結晶格子のポテンシャルであり，原子核と電子が

結晶構造内の化学結合と，それらの物性への影響を目で

作るクーロンポテンシャルと電子の交換相関ポテンシャ

見ることができる．ここには，無機化学が物性物理につ

ルを含む．

ながっていく面白さを感じることができる．

Hohenberg-Kohn の 定 理 は，V(r) が 電 荷 密 度 ρ(r)＝

そこで本基礎講座では，学部で固体電子論の基礎を学

|ψi(r)|2 の汎関数として一意的に定まることを証明して

ばれた方々を対象に，第一原理バンド計算の基礎と，そ

いる．これにより，個々の電子の波動関数やその複素成

の熱電研究への応用方法について解説を行う．教科書で

分を考慮する必要がなくなり，計算コストが大幅に低減

はわかりにくい，逆格子空間と実空間，平面波と分子軌

される．ψi(r) は波動関数の基底と呼ばれる試行的な波

道の対応関係などに注意を払いながら，なるべく数式を

動関数で，最終的に電子全ての状態が表現できるなら，

使わずに，直感的に解説することを試みる．

いくつ使用しても構わない．各基底のエネルギー εi は，

本基礎講座では，3 回に渡って連載を行う．第 1 回で

この方程式を解いて得られる固有値に対応している．

は密度汎関数法による第一原理バンド計算の概要を解説
する．第 2 回ではバンド構造や状態密度曲線など，第一
原理計算から得られる情報の読み方と，その熱電研究へ
の活かし方について解説する．第 3 回では筆者が研究を
行っている，第一原理計算と Boltzmann 輸送理論を利用

図 1.

した熱電特性予測について解説する．

Kohn-Sham 方程式のイメージ．

Kohn-Sham 方程式（およびその類縁方程式）を解く

筆者は計算の専門家ではなくただのエンドユーザー
であるため，文献 1-4 を参考に執筆したものの，理解

には，物質固有の V(r) を調べて，H を求める必要がある．

不足や厳密さに欠ける点が多くあることを予めお詫び

ところが，V(r) の計算に必要な ρ(r) は，Kohn-Sham 方

して おく． また， 筆 者が 使 用 し てい る 計 算 コード が

程式を解くことでしか得ることができない．そこで，ま

5）

WIEN2k であるため，計算の知識が APW 法の一種で

ず仮の ρ(r) を用意して，そこから H を計算して方程式

ある FLAPW（Full- Potential Linearized Augmented Plane

を解く．仮の ρ(r) としては，孤立原子の電荷密度分布

Wave）法に偏っていることもお断りしておく．

などが用いられる．こうして得られた ρ(r) は実際の電
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荷密度分布に近づいていると考えられるため，このサイ

道角運動量が 1, 2, 3 (p, d, f) と増加すると，角度方向に

クルを何回，何十回と繰り返すと，全エネルギー Σεi と

も放射状のノードが出現する．

ρ(r) は収束する．この計算サイクルを自己無撞着場（SelfConsistent Field: SCF）サイクルという．こうして得られ
た H は自己無撞着な H といい，この H を用いて計算し
た物理量を解として利用する．

図 4. WIEN2k によって計算した PbTe の（100）面にお
ける電子の電荷密度分布．計算に使用したマフィ
ンティン球を点線で示す．1 bohr は約 0.53 Å で
ある．
図 2.

自己無撞着（SCF）サイクル．

原子軌道類似基底は，1s, 2s, 2px 軌道などのように，
動径波動関数と球面調和関数の積で表される基底で，内

3 ．波動関数の基底
Kohn-Sham 方程式の波動関数の基底 ψi(r) として，実

殻電子や局在電子の状態を表すのに優れている． LCAO

際の電子の波動関数に近い関数を選ぶほど，少ない基底

（Linear combination of Atomic Orbitals）法や Tight-Bind-

ですべての電子状態を記述することができる．一方，数

ing 法では，原子軌道類似基底が波動関数の基底として

学的に単純な基底を使用すれば，基底の数は多くなるも

用いられる．
平面波基底 ψ(x)＝e ＝cos(kx)＋isin(kx) は，結晶ポテ

のの，1 基底あたりの計算時間が短くなるので，結果的

ikx

ンシャルが存在しない場合の周期的境界条件における

に計算時間が短くなることもある．
2

波動関数の自乗 |Ψi(r)| は，電子の電荷密度に対応す

Schrödinger 方程式の解であり，自由電子の状態を表す

る．図 3 のように，電荷密度の波長は波動関数の波長の

のに優れた基底である．平面波基底は，1 基底あたりの

半分となる．

計算時間が短いのがメリットである．後述する擬ポテン
シャル法は平面波基底のみを用いる方法であり，内殻付
近のポテンシャルを簡略化すると，高速な計算が可能と
なる．
APW
（Augmented Plane Wave）
法は，
原子核周囲
（マフィ
ンティン半径 RMT 内）では原子軌道類似基底を使用し，
それ以外の領域では平面波基底を使用するという方法で
ある．価電子以外にも，局在電子や内殻電子に起因する

図 3. 実空間における波動関数 Ψ(x) と電子の電荷密度

事象まで計算可能であり，高い信頼性が期待されている．

ρ(x)＝|Ψ(x)|2．
図 4 に PbTe の電子の電荷密度分布を示す．Pb 2 個，

4 ．ハミルトニアンの計算

Te 2 個で 268 個の電子が存在するはずであるが，大半は

Kohn-Sham 方程式のハミルトニアンにおいて定義さ

内殻電子として原子核周囲に束縛されている．そして価

れる電子のエネルギーは，電子の運動エネルギー，結晶

電子と呼ばれる外殻電子だけが，結晶格子全体に広がっ

のクーロンポテンシャルエネルギーと，電子の交換相関

て化学結合や金属結合を形成する．原子核の周りに見え

エネルギーである．

る黒いリング状の構造は波動関数の動径方向のノード

電子の運動エネルギーは，波動関数の基底 ψi(x) の 2

（節）であり，重元素になるほど多くなる．価電子の軌

階の位置微分から計算される．相対論効果による電子質
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量 me の増加を考慮すれば，スピン−軌道相互作用を第

なしに実験値に近いバンドギャップを得られる計算法

一原理的に導入することも可能である．

としては，Green 関数を用いて準粒子の状態を計算する

結晶のクーロンポテンシャルは，原子核の正電荷がつ

GW 法7）のほか，GGA と Hartree-Fock の Exc を混合する

くるポテンシャルと電子の負電荷がつくるポテンシャル

Hybrid functional 8），運動エネルギー密度を利用する TB-

に分けられる．電子のポテンシャルは，電荷密度分布

mBJ 9）などが注目されている．
擬ポテンシャル（Pseudopotential）法では，各元素の

ρ(r) から計算することができる．球対称近似を適用しな

実効的なポテンシャルが「擬ポテンシャル」として定義

いポテンシャルはフルポテンシャルと呼ばれる．
電子の交換相関エネルギー Exc は，隣り合う電子間の

されており，それらを結晶構造に合わせて配置すること

スピンを Hund の規則に基づいて平行に揃えようとする

で V(r) を得る．内殻の電荷密度分布の忠実さ，交換相

交換相互作用エネルギーと，運動エネルギー計算にお

関の近似法や相対論効果の有無などが異なる多様な擬ポ

ける誤差の補正項から成り，電子が密集している場所

テンシャルがデザインされており，計算速度と精度の兼

ほど大きいと予想される．Kohn-Sham 方程式では Exc は

ね合いから最適なものを選択する．

ρ(r) の汎関数として計算するが，厳密な計算は困難であ
り，さまざまな近似が用いられる．LDA（Local Density

5 ．逆格子空間とエネルギーバンド図

Approximation）は，Exc(r) を同じ電荷密度の均質な自由

逆格子空間は，単位長さ中に含まれる波の数を波数

電子ガスの Exc で近似する．GGA（Generalized Gradient

k＝2π/λ で表した空間である．図 6 に示すように，波数

Approximation）では，ρ(r) と電荷密度勾配 dρ/dr を含む

ベクトル [k1,k2,k3] は，(k1k2k3) 面の平面波に対応する周

複雑な式で Exc を計算しており，任意パラメータを含ま

期性と考えると理解しやすい．原点 Γ は波のない状態

6）

ない Perdew らの式 が広く使われている．

を表し，原点から遠ざかるほど細かい波を表す．ベクト

ところで，LDA, GGA による計算は半導体のバンド

ルの方向は，実空間での波の伝搬方向（波面に垂直な方

ギャップを過小評価する傾向があることに注意が必要で

向）となっていることがわかる．結晶の周期性を満たす

ある．これは，変分法を用いる第一原理計算が励起状態

ことのできる波数ベクトルを逆格子ベクトルという．

の計算を不得意としており，バンドギャップで起こる
Exc の不連続的な変化を再現できないことに起因すると
言われている．
LDA（GGA）＋U は，LDA（GGA）から得られる Exc
を任意パラメータ U によって補正する方法であり，電
子が局在しやすい強相関電子系においても実験に合う
バンドギャップを得ることができる．任意パラメータ

図 6. 逆格子ベクトル（黒丸）と，各逆格子点に対応す
る実空間内の平面波．
電子波のブラッグ反射とは，電荷密度 |Ψ(r)|2 の周期
性と結晶の面間隔が合致したとき，すなわち波動関数
Ψ(r) の波長が面間隔の 2 倍になったときに起こる反射で
ある．ブラッグ反射が起こると，進行波と反射波の干渉
が起こり，図 7 に示したような 2 つの定在波が形成する．
これらの定在波は波数が等しいため運動エネルギーは等
図 5.

Kohn-Sham 方程式のハミルトニアン．

しいが，左の定在波の電子は原子核付近に分布している
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ため，位相が 90°ずれた右の定在波よりもエネルギーが
低くなる．これら 2 つの定在波間のエネルギー差はエネ
ルギーギャップと呼ばれる．

図 7. ブラッグ反射によって生じる 2 つの定在波．左の
定在波の方がエネルギーが低い．
ブラッグ反射が起こる波数は，1 次元逆格子では原点
と各逆格子点の中点であるが，2 次元逆格子では原点と
各逆格子点の垂直二等分線上となり，3 次元逆格子では
原点と各逆格子点の垂直二等分面上の波数ベクトルとな
る．原点から最初の反射までの波数空間を第 1 ブリルア
ンゾーン（Brillouin zone: B.Z.）
，最初の反射から 2 回目
の反射までの波数空間を第 2 B.Z. などと呼ぶ．たとえば
図 8 のような正方格子では，点線で示した波数でブラッ
グ反射が起こるため，第 1 B.Z. に対応するのは濃い灰色

図 9. （a）拡張ゾーン形式（実線）および周期的ゾーン
形式（点線）
（b）還元ゾーン形式によるエネルギー

の正方形の範囲となる．

バンド図．
実線のように，途切れ途切れの放物線となる．
ところで逆格子空間には，第 1 B.Z. を単位格子とする
並進対称性が存在する．これは Bloch の定理と呼ばれ，
エネルギーバンドやフェルミ面など，逆格子空間内のあ
らゆる事象に適用される．この結果，エネルギーバンド
図は点線のように周期的となる．このうち，第 1 B.Z. の
部分を切り取った形式は，還元ゾーン形式と呼ばれる．
他の対称性の高い方向の平面波についても同様の計算を
行い，還元ゾーン形式で並べたものが，論文でよく見ら
れるエネルギーバンド図である．
第一原理計算からエネルギー状態を調べるには，第
1 B.Z. 内を 3 次元的に分割した「k 点メッシュ」が用い
られる．第 1 B.Z. を n 分割するという動作は，図 10 に

図 8. 2 次元正方格子における第 1，第 2 ブリルアンゾー
ン（B.Z.）
．

示すように，波動関数の単位格子を結晶の単位格子の n
倍にとるという動作に相当する．金属では波動関数の広

続いて，電子のエネルギーの波数依存性を考察する．
−ikx

x 軸方向に進む平面波電子 ψ(x)＝e

（規格化係数を省

略）の運動エネルギー E は，

がりが大きいため，より長波長の電子波まで考慮する必
要があり，細かい k 点メッシュが必要となる．このた
め多数の k に関する計算が必要となるが，結晶の対称
性を利用すると，黒丸で示したような一部の k の計算
のみで第 1 B.Z. 内の電子状態を得ることができる．

と計算され，E-k 曲線は放物線となる．だが，B.Z. の境

各波数ベクトル（k 点）には 1 バンドあたり 2 個の電

界では，ブラッグ反射により同じ波数の 2 つの電子にエ

子が入ることができる．エネルギーの低い k から順に，

ネルギーギャップが生じるため，E-k 曲線は図 9（a）の

波動関数の単位格子内に含まれる価電子数に相当する電
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相当する．すなわち，高次の B.Z. のバンドが逆格子ベ
クトルによって第 1 B.Z. に還元可能であるという Bloch
の定理は，波動関数の周期性の一部を原子軌道に帰属さ
せることにより，第 1 B.Z. の波として取り扱うことがで
きるということを意味している．

図 11. Γ(0,0,0), X(1/2,0,0) 点における s バンドと p σ バン
ドの分子軌道表示．
原子軌道の 2 次元性，3 次元性を考慮に入れると，py,
図 10. 第 1 B.Z. を a*, b* 方向にそれぞれ 8 分割した場合
の k 点メッシュと，それらの波動関数の実空間表
示．

pz 軌道が x 方向に結合した π バンドも出現する．また今
回のような単純な結晶構造ではなく，複数の元素から成
る複雑な構造の化合物では，元素によって原子軌道のエ
ネルギー準位が異なることや，局所構造（配位子場）に

子が充填される．

よって，安定化される原子軌道の組み合わせが異なるこ

ところで，原子軌道基底を用いても，平面波の場合と

とにより，電子構造をモデル化することが難しくなる．

同じエネルギーバンドを得ることができる．まず，s 軌

このような状況で，第一原理バンド計算はその真価を発

道が x 方向につくるバンドを s バンド，px 軌道が x 方向

揮すると言えよう．

に形成するバンドを p σ バンドと仮定する．

次回は，バンド計算から得られる情報の種類と，計算

原子軌道基底を用いる場合，図 11 のように，Γ 点は
原子軌道の位相が全て同じである状態を示し，X 点は原

結果を読む際のポイントについて，熱電特性との関連を
中心に解説を行う予定である．

子軌道の位相が x 方向に 1 格子ごとに逆転している状態
を示す．原子軌道は同じ符号（白と白，灰色と灰色）の
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