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1．はじめに

　前回は，第一原理バンド計算の計算原理に続いて，波

のように自由な電子が，元素の個性のない一様な周期的

ポテンシャルに置かれたときに，エネルギーの波数依存

性（E-k曲線）がどのような形をとるか考察した．しか

しこの自由電子モデル（放物線バンドモデル）では，遷

移金属など複雑な電子構造の元素を含み，複雑な結晶構

造をとる物質の電子構造の表現は困難である．それらの

電子構造を単純なモデルによって説明しようと試みれ

ば，その物質の個性を消してしまうことにつながる．

　そこで今回は，第一原理計算から得られる結果を読む

ことで，物質の特徴や個性を調べる方法について解説す

る．

　計算の手順を追いながら，第一原理計算によって得る

ことのできる数々の情報のうち，比較的簡単に計算でき，

熱電材料の研究に役立つ可能性の高いものについて大ま

かに紹介する．結晶構造最適化から始まり，現在筆者

が行っている最低熱伝導率の解析について紹介しつつ，

E-k曲線や状態密度曲線，フェルミ面の基本的な読み方

について，熱電特性との関連を示しながら解説する．筆

者が使用している計算コードがWIEN2k1）であるため，

得られる情報やそれらの計算方法がWIEN2kのものに

偏っていることを予めお詫びしておく．本講座執筆に当

たり，教科書 2, 3）およびウェブサイト 4, 5）を参考にさせ

て頂いたが，筆者の理解不足による間違った解釈などが

含まれていたらお詫びしたい．

2．スピン偏極・＋ U・スピン軌道相互作用

　第一原理計算と言っても，計算すればただ一つの解を

導くわけではなく，計算者が考慮した相互作用によって，

いろいろな解が得られる．その代表的なものとして，こ

こではスピン偏極，＋U，スピン軌道相互作用について

解説する．

　最も基本的な第一原理バンド計算はスピン無偏極計算

であり，1つの電子状態に電子が 2個入る．これに対し，

スピン偏極計算を行うと，1つの電子状態に入る電子は

1個だけとなり，アップスピンとダウンスピンのバンド

が独立にふるまうようになる．結晶構造を定義する際に，

アップスピンの原子，ダウンスピンの原子をそれぞれ指

定することで，強磁性体や反強磁性体など，さまざまな

磁気構造の計算が可能となる．もし非磁性（常磁性・反

磁性）の物質であれば，スピン偏極計算を行っても，2

つのバンドは同一のバンドに収束する．

　ところで，密度汎関数法に基づく第一原理計算では，

交換相互作用の計算があまり正確ではなく，クーロン反

発などによって電子が局在している強相関電子系を，金

属とみなしてしまうことがある．そこで，これを実際

の電子状態に近づけるために，ある軌道（例：3d軌道）

のエネルギーが，計算値よりも U(eV)だけ低いと仮定

して計算を行うのが，LDA＋U，GGA＋Uなどとして知

られる手法である．通常 Uの値は計算者が任意に設定

するため，Uを入れると「第一原理計算」ではなくなっ

てしまう点に注意が必要である．

　スピン軌道相互作用とは，電子の速度が光速に近づく

ことに起因する，バンド構造の変化である．ディラック

方程式のハミルトニアンにおいて相対論項を考慮するこ

とによって，第一原理的に計算できる．

　スピン軌道相互作用は，軌道角運動量 Lとスピン角

運動量 Sの合成現象である．たとえば，軌道角運動量

Lz＝1,－1の電子状態が縮退していて，そこにスピン角

運動量 Sz=1/2 をもつ電子が収容されると，総角運動量

Jz＝Lz+Sz＝－1/2 の状態と，Jz＝3/2 の状態の 2つに分裂

する．このとき，Lと Sが反対方向を向いている Jz＝ 

－1/2 状態の方がエネルギーは低くなる．

　スピン軌道相互作用によるエネルギー分裂が現れるの

は，2つ以上のバンドが縮退している箇所である．また，

重元素になるほど電子が高速で原子核を回るため分裂幅

も大きく，5d，6p軌道では約 0.5 eVに達することもある．

なお，スピン偏極計算においてスピン軌道相互作用を計

算するには，各原子における磁化ベクトルの方向を定義

する必要がある．これはスピン無偏極計算では必要ない．

3．結晶構造の最適化

　第一原理計算を行う際には，まず，目的の物質の結晶

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 11 No. 1 (August, 2014)

― 18 ―

講　座



構造データを入手する必要がある．最低限，格子定数と

原子座標，できれば空間群もわかると良い．これらは以

下の手順によって最適化が可能であるため，必ずしも正

確なデータである必要はない．

　まず，格子定数の最適化法を紹介する．格子定数を少

しずつ（例：1％ずつ）変化させて第一原理計算を行うと，

その物質の全エネルギー Etotalが最低になる格子定数を

探すことができる．（図 1に例を示す．）そうして得られ

た格子定数の計算値が実験値とよく一致すれば，その計

算が現実の電子状態をよく反映しているとみなせる．

　もし，実際の物質では重要な相互作用が計算で無視さ

れていた場合は，格子定数が実験値から大きくずれた値

に収束する．その相互作用が，原子間に反発力を生むよ

うな相互作用であった場合（例 : 強磁性など）には，計

算は格子定数を過小評価する．反対に，原子間の結合を

強くするような相互作用が無視されていた場合（例：ファ

ンデルワールス力など）は，計算は格子定数を過大評価

する傾向がある．

　また，現実には存在しない構造や，高圧相であった場

合も，格子定数が大きくなる傾向がある．交換相関ポテ

ンシャルの種類によっても格子定数の予測値は変化し，

LDAでは過小評価，GGAでは過大評価する傾向がある

ことが知られている 6）．実験値とは多少異なる値でも，

計算で得られた格子定数を使った方が，正しい電子構造

を反映すると考えられている．

　原子座標の最適化は，すべての原子が対称位置にあれ

ば必要ないのだが，原子座標が単純な分数ではない原子

がある場合には重要となる．X線回折実験から得た結晶

構造では，軽元素の原子座標が不正確になる傾向がある

ため，最適化が有効である．各原子が周りの電子や原子

から受ける力を計算し，この力の大きさに応じて少しず

つ原子を移動させていき，原子の周りで力がつりあえば，

そこが平衡座標である．

　格子定数や原子座標の最適化には，多数の SCFサイ

クルを回す必要があるため，粗い kメッシュで計算を行

うのが効率的である．そして得られた結晶構造データを

用い，細かい kメッシュを用いて再度第一原理計算を行

うことで，精度の高い電子構造が得られる．

4．構造安定性・生成エンタルピー

　結晶構造の安定性は，Etotalを比較することで議論でき

る．すなわち，

ならば，構造 2の方が安定であると言える．この関係を

応用し，さまざまな結晶構造や磁気構造などを自分で設

定して Etotalを比較することにより，どれが最も安定な

構造なのかを議論することができる．

　これは，生成エンタルピー ΔHfの計算にも利用できる．

化合物 AmBnの ΔHfは，A，B単体の第一原理計算も行

うことにより，

と計算できる．これらの計算は，計算条件（WIEN2kな

らマフィンティン半径など）を完全に揃えて行う必要が

ある．ΔHfが正なら吸熱反応，負なら発熱反応である．

ただしこの計算からは，反応に必要な活性化エネルギー

まではわからない．固相反応においては，合成温度にお

ける kBTが活性化エネルギーを超えられるようなオー

ダーであれば，ΔHfの低い化合物が優先して生成する．

　このように計算された ΔHfは体積変化 dVを無視した

定積エンタルピーであり，内部エネルギー変化 dUしか

表していない点に注意が必要である．実際のエンタル

ピー変化は dH＝dU＋pdVで定義され，特に気相が関係

する反応において，圧力 pは大きな影響をもつ．

5．体積弾性率

　格子定数最適化の際に得られた，全エネルギーの格子

体積依存性から，体積弾性率 B（Bulk modulus）を計算

することもできる．フィッティングに用いられる式とし

ては，Murnaghanの式 7）

図 1 格子体積 Vを 1％ずつ変化させて計算した，岩塩
型構造化合物 PbTe，MgS，NaClの Etotalと，そこ
から計算された Bの値．Vはもとの格子体積に
よって規格化した．規格化すると，構成イオンの
価数が等しい PbTeとMgSはほぼ同一の曲線を
描く．
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などが知られている．V0 は平衡体積，E0 は V0 における

全エネルギーである．このフィッティングはWIEN2k

などの第一原理計算ソフトにはすでに組み込まれている

ため，Bの算出は容易である．

6．最低熱伝導率

　第一原理計算から得られた Bを用いると，最低熱伝

導率 κminの計算も可能になる．κminとは，フォノン平均

自由行程が最低になったときに，その物質が取りうる熱

伝導率の下限値である．

　フォノン熱伝導率 κ phの低い熱電材料を開発するため

に，現在広く行われているアプローチは，純粋な状態で

の κ phが低い物質に，不純物やナノ構造などのフォノン

散乱因子を導入してさらに κ phを下げるという方法であ

ろう．いわば，上限値から攻めていく方法である．

　しかし，フォノン散乱の果てに得られる κ phには，物

質によって異なる下限値が存在する．たとえ純粋物質の

κ phがそれなりに低かったとしても，κminの高い物質であ

れば，いくら頑張ったところで低い κ phは実現できない．

　気体分子運動論より，κ phは一般的に，格子比熱を

Cv
ph，音速を v，フォノン平均自由行程を lphとおくと

と表される 8）．格子比熱は Vcellを単位格子の体積，Natom

を単位格子内の原子数とおくと，高温極限で

と表される．（Dulong-Petitの法則）．ここで natomは原子

濃度，Vatomは 1原子当たりの体積を表す．

　音速 vは，x，y，z方向の音速の和である．等方的な

物質では，vlを縦波の音速，vtを横波の音速として，

と表すことができる．

　Bを第一原理計算から求めれば，結晶の密度 Dを用

いて，

　

が計算できる 8）．vtはこの式において，Bをせん断弾性

率に置き換えることで計算できるが，せん断弾性率の計

算は Bの計算よりも複雑である．

　lphの値は化合物の種類と，測定温度によって大きく

変化する．κminの計算式
9）として，

を採用し，少し乱暴に vs ＝0.87vlとおいてしまえば
10），

　

と計算できる．Mは原子の平均質量である．

　よって，低い κminの実現には，まず大きな Vatom，大き

なM，小さな Bをもつ物質を選択したうえで，大量の

フォノン散乱因子を導入する必要がある．格子振動の非

調和性が大きな物質を採用すれば，特別なフォノン散乱

因子を導入せずとも，短い lphが実現できるかもしれな

い．筆者が計算した，代表的な熱電材料の κminの値を図

2に示す．ただし，この κminは過小評価されている可能

性もある．

　過小評価につながる要素もある．vlの遅い物質や格子

定数の大きな物質ではデバイ温度も低いため，光学フォ

ノンも多数励起されている．1つ 1つの光学フォノンは

遅いため，熱伝導への寄与は小さいものの，数が多いた

めに，vの上昇も考えられる．正確な計算には，フォノ

ン分散およびフォノン寿命の解析が必要となる．

7．E-k曲線 /エネルギーバンド図

　E-k曲線とは図 3 のように，電子のエネルギー Eの

図 2 WIEN2kによって計算した Bから推定した，代
表的な熱電変換材料における vlと κmin．1・2元系
立方晶について計算した vl, κminとともに示した．
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波数ベクトル依存性を表した図であり，エネルギーバ

ンド図やバンド構造とも呼ばれる．少し複雑な物質に

なるだけで理解が困難な図になることから，“spaghetti 

diagram”とも呼ばれている．

　バンド計算では，第 1ブリルアンゾーン（B.Z.）の内

部にメッシュ状に定義した kベクトル（波数ベクトル）

の電子それぞれについて，エネルギー E(k)を計算する．

3次元の結晶構造の kベクトルは 3次元で定義される．

それらすべてのエネルギーを 1つのグラフに表そうとし

たら，4次元空間が必要になってしまう．

　このため，逆格子空間の「対称点」をつなぐように，

第 1 B.Z.から 1次元の kの集合を切り出し，これらの E

だけをプロットしたのが，論文で目にする E-k曲線であ

る．対称点の記号はわかりにくいが，表 1にそれぞれの

指数の名づけられ方を整理した．Γ-Xなど，各区間の内

部は還元ゾーン形式で書かれている．

　E-k曲線においてまず着目すべきなのは，フェルミエ

ネルギー EF（＝フェルミ準位）の位置である．図 4（a）

のように，EFが何らかのバンドを横切っていれば金属

である．（b）のように，EFがバンドギャップ Egの淵に

あれば半導体もしくは絶縁体である．

　このとき，EF直下の電子が詰まったバンドを価電子

帯（Valence Band），EF直上の空のバンドを伝導帯（Con-

duction Band）と呼ぶ．現実の半導体では EFは Eg内部

のどこかに存在するのだが，バンド計算では EFは価電

子帯の上端に定義される．

　半導体と絶縁体の明確な区別はないが，抵抗率が 1 

MΩcm以下になるようなキャリアドープが可能ならば

半導体である．室温でも十分なキャリア（～ 1019cm－3

程度）の熱励起が可能なほど Egが小さければ（真性）

半導体である．価電子帯の上端と伝導帯の下端が同じ波

数 kにあれば，hν＝Eg（h: プランク定数，ν: 周波数）の

光によってキャリアの励起が可能な「直接遷移半導体」，

違う kにあれば hν～ Egの励起にフォノン等の関与が必

要な「間接遷移半導体」となる．

　遷移様式の違いは熱電特性には直接影響しないが，バ

ンド端が原点 Γからずれている方が，高いゼーベック

係数 Sと高い電気伝導率 σ の両立が容易である．これ

は，結晶の対称性によって第 1 B.Z.内に多くのバンド端

が複製されるためである．このような電子構造はマルチ

バレー構造，またはマルチポケット構造と呼ばれる．

　半金属とは図 4（c）のように，価電子帯と伝導帯の

エネルギー領域が一部重なっており，そこに EFがある

物質である．Egは負の値で定義される．半金属では，ホー

図 3 WIEN2kによって計算した Siの E-k曲線．実験
値に近い Egを得るため， 交換相関ポテンシャル
として TB-mBJ11）を使用している．

表 1 ブラベー格子 14 種類における対称点の名称の例．Bilbao Crystallographic Server13）にお

ける，代表的な空間群のデータを元に編集した．各対称点の指数は 単位で書かれ
ており，指数“1 0 0”は波長 2aの平面波，すなわち 面の周期性に対応する．Con-
ventional cellと primitive cellの大きさが異なる結晶形については，conventional cellの
指数を表示した．底心格子は C底心とし，単斜晶は 2nd setting（γ≠90°）によって表
示した．
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ル的なキャリアと電子的なキャリアが共存しながら，自

由電子的に振る舞うという特徴がある．

　高い熱電特性を得るためには，熱励起が無視できるほ

ど広い Egが空いていることを確認できるとよい．詳細

は次回解説するが，ホールと電子が共存すると，ゼーベッ

ク係数 Sの相殺と，電子熱伝導率の増大により ZTが低

減する．これを防ぐために必要な Egは，4 ～ 10kBT12）

といわれている．1kBTは 300 Kにおいて約 0.025 eVで

ある．

　ただし，第一原理計算で求めた Egは非常に不正確で

ある点に注意が必要である．もし計算上の Egが狭かっ

たり，半金属となってしまっていたりしても，実際には

十分に広い Egが空いていて問題ないこともよくある．

　E-k曲線の形状のみを見て，それが何の元素の何軌道

に由来するバンドなのかを推測することは困難である．

通常は第一原理計算ソフト内で，着目した原子軌道への

射影を取り，その軌道の寄与（character）が大きい部分

を太く表示することによって調査する．このようなプ

ロットは band character plotと呼ばれるが，これが掲載

されている論文は多くはなく，本文中にその character

が解説されているのみである．

　ところで，周期的ポテンシャル中における自由電子の

E-k曲線は，前回紹介したように

という放物線で表される．ここで，ℏ＝h/2π，meは電

子の質量である．この式を kについて 2階微分すると，

kが消えて

が得られる．2階微分は E-k曲線の曲率に対応する．

　実は，これらのような単純な近似でバンド構造が説明

できるのは，厳密にはアルカリ金属や銅など，s電子が

伝導を担う典型金属のみである．そのほかの物質では，

この式で計算すると大きな誤差が生じてしまう．そこで，

これらの式が成り立たない物質については，この mが

違うせい，すなわち電子が有効質量

を持っているせいで誤差が生じたとして近似してしまう

のが，自由電子近似である．3次元空間では，有効質量

は

（i, j＝x, y, z）を成分とする 3行 3列のテンソルとして定

義される．

　E-k曲線の曲率が大きい（～鋭角に近い）ほど，m*

が小さくなり，電子が動きやすいことを意味する．また，

E-k曲線がほぼ平坦なときは，m*が非常に大きく，電

子が局在していると理解できる．

　半導体のバンド端の E-k曲線は，曲率さえ合わせれば

放物線バンドでよく近似できるため，自由電子近似がき

わめて有効な系である．

　続いて，熱電特性と m*の関係を論じる．結晶が一様

な電場におかれて十分な時間が経過すると，電場による

電子の加速と結晶による電子の散乱が釣り合い，定常状

態に達する．このときの電気伝導率は

（n: キャリア濃度，e: 電子の電荷，μ : 移動度，τ : 平均散

乱時間）と，m*の逆数に比例する．τ は第一原理計算

によって求めることは困難である．τ の温度依存性も電

子の散乱機構によって異なり，散乱機構にもさまざまな

ものがあるため，一概に予測することが困難である．物

質に普遍的な散乱機構として，音響的変形ポテンシャル

散乱が挙げられる．その τ は T-1 に比例するため，高温

におけるσ の低下に関与する．不純物元素による散乱の

うち，イオン化不純物散乱では，τ は に比例する．よっ

てこの散乱は，低温においてより顕著である．

　Sは自由電子近似においては，図 4 E-k曲線における（a）金属（b）半導体（c）半
金属の区別．黒丸は占有された電子状態，白丸は
空の電子状態を指す．
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と計算される．Sが m*，σ が 1/m*に比例するため，出

力因子も m*に比例する．よって，熱電変換材料として

は m*の大きい材料の方が有利であると予想できる．

　ところで，E-k曲線を他の物質の E-k曲線と目で見て

比較し，その曲率から m*の大小などを推測する際には

注意が必要である．横軸には通常，対称点の記号しか書

かれていない．このため，各対称点の指数に格子定数 a, b, 

cを自分で代入し，kの絶対値とエネルギースケールを

そろえてから比較しなければならない．

　図 5に，共通の軸に対してプロットした，Na, Siとグ

ラフェンの E-k曲線を示す．Naは自由電子モデルでよ

く近似でき，E-EF＝－3.3 ～＋0.5 eVの範囲で理想的な

放物線を示している．しかし，価電子の数がさらに多く

なると，ブラッグ反射によるバンドの折り返しにより，

放物線では近似できなくなってしまう．

　もちろん，折り返しを無視して拡張ゾーン形式で表せ

ば，B.Z.の境界近傍を除いて，放物線で表現できるエネ

ルギー範囲はぐんと広がる．その場合は放物線の底は，

すべての構成元素の s電子が形成した結合性バンドの下

端に位置することになる．ただし，準位が上がるにした

がって，π結合の形成，配位子場によるバンド構造の変

化，バンド交点における新たなギャップの形成など，さ

まざまな現象が起こる．この結果，上の準位に行くほど

ゆるやかなバンドが増えてきて，自由電子的な E-k曲線

の傾きが得られる場所はほとんどなくなってくる．

　しかし半導体のバンドギャップ近傍は，それとは別に

定義される，新しい放物線バンドによって近似できる．

Siの価電子帯の上部は，上下が逆さになった放物線バ

ンド2つが縮重したものとみなせる．逆さになる理由は，

価電子体上部における自由なキャリアが，電子ではなく

ホールであるためである．2つのバンドのうち，曲率の

大きな方が「軽い」ホールであり，その m＊はそれぞれ

自由電子の 0.18 倍，0.26 倍（100 方向）と小さい 14）．

　グラフェンでは，EFで 2つの直線が交わるような特

徴的な E-k曲線が見られる．これは実際には円錐の断面

である．一般に，E-k曲線が放物線に合わない場合は，

E＝EFにおいて E-k曲線に接する放物線が，その自由電

子近似に対応する．グラフェンの E-k曲線では，EFを

境に上下 2つのバンドに分解してみると，E→ EFで放

物線の曲率が無限大に発散する．その結果，EFにおけ

る m ＊はほとんど 0となり，これに由来した非常に高い

電気伝導率が観測される．

8．状態密度曲線

　kメッシュ内のすべての電子のエネルギー E(k)が求

まると，第 1 B.Z.内に，あるエネルギー Eをもつ電子

がいくつ存在するのか，数えることができる．この数は，

図 9のように，Eから E＋dEの範囲内に含まれる電子

が多いほど多くなる．今ここで「電子」と呼んだが，電

子に占有されていない電子状態についても，E(k)は計

算可能である．そこで，電子ではなく「状態」という語

を使い，単位エネルギー dE当たりの状態数を「状態密度」

“Density of States: DOS”と定義する．平坦なバンドが

多いエネルギー領域では状態密度は高くなり，急峻なバ

ンドが多い所では低くなる．状態密度 D(E)は，E-k曲

線を Eで微分することで求められる．E-k曲線の縦軸と

横軸を入れ替えた，k-E曲線の傾きと考えると理解しや

すい．

　あるエネルギー Eまで電子が詰まった時に占有され

る状態数 N(E)が計算できるとき，状態密度 D(E)は

で与えられる．

図 5 WIEN2kによって計算した Na（白丸），Si（黒丸）
とグラフェン（線）の E-k曲線．横軸の単位を共
通にして比較してある．kベクトルの経路は , Si

と Naでは N-Γ-N，グラフェンでは Γ-K-Γに対応
する．

図 6 1 次元と 2次元の放物線バンドにおける，状態密
度 D(E)の数え方のイメージ．
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　逆に N(E)が計算できなくとも，第一原理計算から得

られた D(E)を Eで積分すれば，その Eまでの総価電子

数 Nが求められる．よって Eの低い所から順に，状態

密度曲線の内側の面積が Nになるまで塗りつぶしてい

くことで，EFが求められる．

　EFにおける D(E)が有限なら金属，0であれば半導体

か絶縁体である．金属の場合は，図 7のように D(EF)の

勾配によって Sの符号が決定する．

　電気伝導に関与できるのは E＝EF±数 kBTのごく狭い

エネルギー範囲の電子である．nはこの領域に含まれる

電子数に対応するため，大雑把には n∝D(EF)が成り立

つ．σは n, Sは n－2に比例するため，Pは n－3に比例する．

よって，D(EF)は低い方が熱電材料として有利と考えら

れる．

　半導体のバンド端付近の電子構造についてさらに考察

するため，ここからは，3次元の自由電子モデルを仮定

して議論を進める．電子に占有されている状態数 N(E)

は，フェルミ波数 kF＝ を半径とする球の体積を，

1 状態が占める体積 (2π /L)3 で割ることで求められる．

これを Eで微分することにより，

が得られる．よって，自由電子近似がよく成り立つエネ

ルギー領域では，状態密度曲線が√Eに比例するように

見える．半導体のバンド端において D(E)がほぼ垂直に

立ち上がっているのは，この形状を反映しているためで

ある．いくつかのバンドが共存するマルチバンド構造の

場合は，すべてのバンドの和をとる必要が出る．また，

マルチバレー構造の半導体では，D(E)は第 1 B.Z.内の

ポケット数 Nvalleyで定数倍される．

　また，D(E)のエネルギー勾配は に比例するので，

バンド端付近の勾配が急峻なほど，優れた熱電特性を示

すとも解釈できる．

　ただし，単位格子の大きさが異なる物質の状態密度

曲線の勾配を比較するには，D(E)をそれぞれの格子体

積で割って規格化しなければならない．論文に書かれ

ている状態密度曲線には，単位 states/eV(Ry)の後ろに 

“/unit cell”が省略されている．格子体積は conventional 

cellの体積ではなく，primitive cell （reduced cell）の体積

であることも多く，確認が必要である．もし“/formula 

unit （F.U.）” と書かれていたら，1化学式あたりの体積

を算出すれば規格化できる．

9．フェルミ面

　3次元逆格子空間において，E(k)＝EFとなるような k

の集合をフェルミ面と呼ぶ．フェルミ面は，金属，もし

くは大量のキャリアがドープされた縮退半導体に存在す

る．図8（a）のフェルミ面は第1 B.Z.内に収まっているが，

もし高次の B.Z.まで電子がはみ出していれば，逆格子

空間の並進対称性によって，はみ出した分が第 1 B.Z.に

還元されて元のフェルミ面と重なり，2枚・3枚のフェ

ルミ面があるように見える．

　還元されたフェルミ面において，フェルミ面に囲まれ

ている部分に電子が詰まっていれば「電子のフェルミ

面」，フェルミ面の外側に電子が詰まっていれば「ホー

ルのフェルミ面」と呼ばれる．フェルミ面が囲んでいる

領域がなければ，連続的なフェルミ面と呼ばれる．

　フェルミ面が B.Z.の境界を横切る際には，B.Z.の境

界に吸い付くように，わずかに変形する．これは，B.Z.境

界ではバンドギャップの存在により，E-k曲線の傾きが

0になることに起因している．

　フェルミ面の形状からは，電気伝導の異方性を知るこ

とができる．電気伝導は，結晶に電場を与えたときに，

フェルミ面が電場の方向にわずかにずれることによって

起こる．ℏkは電子の運動量に対応するため，フェルミ

面全体がずれると，電子の総運動量も変化する．

　図 8（a）のように等方的なフェルミ面なら，x，y，z

どの方向に電場をかけても，電子の総運動量に変化が現

図 7　金属の状態密度曲線の模式図．

図 8 （a）3 次元的（b）2 次元的（c）1 次元的なフェ
ルミ面の例．z方向に電場をかけたときのフェル
ミ面の移動先を点線で示している．
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れる．よって，その物質はいずれの方向にも電気をよく

流す．

　しかし，図 8（b）のような円筒状のフェルミ面に，

円筒に平行な z方向の電場をかけても，総運動量に変化

は現れない．よってその物質は，ある 1方向には電気を

流さない，2次元的な伝導性をもつ物質だと解釈できる．

　また，図 8（c）のようにフェルミ面が平面状であっ

た場合は，平面と垂直に電場をかけた場合のみ総運動量

が変化し，平行にかけた場合には変化しない．よって，

この物質は 1次元的な電気伝導性をもつと理解できる．

　逆格子空間において 1次元的な形状が「2次元のフェ

ルミ面」，2次元的な形状が「1次元のフェルミ面」と呼

ばれるので少々紛らわしいが，この見方に慣れれば電気

特性の理解に大いに役立つ．

10．終わりに

　誌面の都合で割愛させていただいたが，第一原理計算

からはこの他にも，電荷密度分布など実にさまざまな情

報を得ることができる．それは難しい数式のイメージと

は裏腹に，物質の個性と chemistryが反映された，彩り

あふれる世界である．

　筆者はこれまで，固体電子論で取り扱われる自由電子

的な電子構造と，実際に論文に掲載される電子構造の間

に大きな隔たりがあり，それが理解を阻んでいるように

感じてきた．数式がつながったことでは理解した気持ち

になれない筆者のような方々にとって，わかりにくいと

思われる箇所を解説してみたので，少しでも理解の助け

となれば幸いである．

　次回は，第一原理計算から熱電特性を直接計算する

方法として，筆者が現在取り組んでいる，Boltzmann輸

送方程式による解析と ZTの予測方法について紹介した

い．
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