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超大規模電子構造計算と 10nm スケール系の物理
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(日本物理学会誌、依頼原稿。2005 年 10 月執筆。第 61 巻第 4 号 (2006 年 4 月号) 掲載, pp.256-259)
我々が開発した超大規模計算法により、10nm スケール
系の電子構造計算が可能となってきた。そこでは、一電
子固有状態の代わりに、一体密度行列やグリーン関数が
用いられる。手法の数理的基礎を述べたのち、107 原子系
までのテスト計算や、シリコン系での表面生成プロセス
の一例をとりあげる。最後に、10nm スケール系での電子
論的過程の果たす役割を一般的に論ずる。
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はじめに
電子構造理論の究極目標は、多体波動関数理論を出発

点として、凝縮系の諸物性を記述できる定量的理論を、演
繹的 (非経験的) に構成することにある。[1] しかし計算機
資源は常に限られているため、現実的系の計算は、シス

図 1: 超大規模電子構造計算の例; [5, 7, 9] 金属系（バル

テムサイズ（原子数）が１桁大きくなるたびに、盤石な

ク Cu, 液体 C）、半導体系（バルク Si）に対する計算時

数理的基礎を持ったブレークスルーが必要となる。

間。固有状態を計算する従来手法（EIG）の他、以下の手
法で密度行列を計算している (第 4 章を参照)；クリロフ

今日の標準的な電子構造計算では、一電子 (コーン・シ

部分空間法 (KR-SD) 、一般化ワニア状態に対する変分解

ャーム) ハミルトニアン H に対して固有状態を数値的に

法 (WS-VR) および摂動解法 (WS-PT)。

計算する。しかし標準的な行列固有値問題アルゴリズム
3

を用いると、基底数 M に対し計算コストは M に比例し
て増大し、系が大きくなると実行できなくなる。量子力

を用いて密度汎関数（第一原理）理論を構成することを

学の数理構造の枠内で、計算量を劇的に縮小させる必要

提案した。[3] 一体密度行列 ρ̂ は、占有された一電子固有

がある。1985 年に登場したカーパリネロ法 [2] は、固有

状態 {φk } の重ねあわせで形式的に定義される;

値計算を回避し、かつ平面波基底計算における高速フー

ρ̂ ≡

リエ変換 (FFT) の効能を最大限に活用することで、計算
量の劇的縮小をなしとげ、ブレークスルーを切り開いた。

90 年代に入り、上記カーパリネロ法などが 101 -102 原

occ.
X
k

|φk ihφk |.

物理量 hX̂i は密度行列 ρ̂ を用いて
Z Z
hX̂i = Tr[ρ̂X̂] =
drdr 0 ρ(r, r 0 )X(r 0 , r)

3

子系に対して確立されると、大規模系 (10 原子系) での
電子構造計算および分子動力学計算を目指して、種々の理
論が提案されるようになった。[3, 4] 本記事ではこれら理

(1)

(2)

と書ける。つまり、一電子固有状態 {φk } の一つ一つを計

論の基礎を述べたのち、超大規模系 (104 -107 原子系) 計

算しなくても、密度行列 ρ̂ が与えられれば、物理量 hX̂i

算 (図 1) を可能にした、我々の最近の研究 [5, 6, 7, 8, 9]

は得られる。密度行列の対角要素（ρ(r, r)) は電子密度で

を紹介する。

あるので、非対角要素が量子力学的自由度である。
ここで、演算子 X(r 0 , r) が短距離演算子であるなら、密
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一電子固有状態から一体密度行列・

度行列 ρ(r, r 0 ) の長距離成分は（たとえ存在しても）物理

グリーン関数 へ

量 hX̂i に全く寄与せず、計算する必要はない。この事実
が、上記理論 [3] の本質となっている。

1996 年コーン (W. Kohn) は、数千原子系以上の電子構

例として、金属系である、自由電子ガスを考える。密度行

造計算にあるべき基礎原理として、一電子固有状態（コー

列は、２点間の距離だけで書かれる (ρ(r1 , r2 ) = ρdist (|r1 −

r2 |))。平面波解を波数空間で積分することで計算でき、

ン・シャーム軌道）の代わりに一体密度行列の短距離成分

1

Fermi 波数 kF と適当な定数 C をもちいて
Ω
æ
kF
1
ρdist (r) = C − 2 cos kF r + 3 sin kF r
r
r

ハミルトニアンを用いた計算が広く行われている（文献

[4, 7] の文献リストなどを参照せよ）。このようなハミル
(3)

トニアンは、固体・液体・欠陥・表面など幅広く適用でき
ることから、しばしば ‘汎用型 (transferable)’ ハミルトニ

で与えられる。第１項は長距離成分 (フリーデル振動) で

アンと呼ばれる。こうした汎用性は、エネルギーと長さ

ある。[11] 一方、ハミルトニアンは二階微分 (ラプラシア

をスケールすると、電子構造が普遍であることに起因す

ン) を含むため、エネルギー E = Tr[ρH] は、２次のテ

る。この普遍性が、
「周期律表を縦に見たり横に見たりす

イラー展開で与えられる短距離の振る舞いだけで決まる。

ると、物性に系統的な傾向がある」という物性物理の基

すなわち、密度行列（式 (3)) は非対角長距離成分をもっ

礎を与えている。図 2 に、IV 族元素の表面構造における

ているにも関わらず、エネルギー E はその短距離成分だ

例をあげる。[7] C の (001) 面では対称ダイマーが形成さ

けで決まっている。

れるが、Si と Ge では非常によく似た非対称ダイマー (図

一方、大規模系の電子構造計算におけるグリーン関数

2(a)) が形成される。一方、これら元素においては、金属
度 (metallicity) と呼ばれる無次元量 αm が汎用型ハミルト

の利用は、上記の密度行列の議論とは別に、古くから議
論されてきた（例えば、連分数展開法 [10]）。グリーン関

ニアンから一意に決められ、αm を連続的に変化させてい

数は逆行列 G = (z − H)−1 で定義されるが、通常の逆行

くことにより、上記結果が定量的に再現される (図 2(b))。

列計算は、固有値問題と同様に、計算コストのため大行
列では実行できない。しかし、線形方程式

(z − H)|xj i = |ji

(4)

を基礎におくことで、最新の線形計算アルゴリズムが適
用できる (Gij = hi|xj i)。ここで、z は複素エネルギーで

あり、(z − H) は非エルミート行列になっている。密度行
列は占有分布 f (ε) を用い、以下で与えられる
Z
1 1
ρij = −
Im Gij (ε + i0) f (ε) dε.
π −1

(5)

図 2: (a) Si,Ge の (001) 面における非対称ダイマー。上

(真空) 側の原子を球で強調してある。(b) 金属度 αm を用
いた C,Si,Ge(001) 表面構造における１パラメーター理論

グリーン関数においても、目的によっては、非対角要素を
すべて計算する必要はない。例えば局所状態密度は、実

[7]。

空間表示における対角要素 (Gii (z)) だけから計算できる。
このように、密度行列にせよ、グリーン関数にせよ、必
要な非対角要素だけ計算できれば良いことが重要である。
後で述べる手法は、このような性質をもつ。
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具体的計算法：シミュレーター・デ
ザインに必要な条件

3

実空間表示のハミルトニアンと電子

密度行列・グリーン関数の計算に関して、我々は以下の

構造の普遍性

４種の方法を開発した; 一般化ワニア状態を用いた摂動解
法 (WS-PT)・変分解法 (WS-VR)[13, 5]、クリロフ部分

超大規模計算では、実空間基底を用いたハミルトニア

空間 [14] を用いた反復型線形計算解法 (部分空間対角化

ン（行列）が用いられる。本記事の計算では、密度汎関

法 (KR-SD) とシフト型 Conjugate-Orthogonal 共役勾配

数（コーンシャーム）ハミルトニアンを直接用いる代わ

法 (KR-sCOCG)) [6, 8]。図 1 には、C, Si,Cu について、

りに、スレーターコスター形式にマップしたハミルトニ

最大 107 原子までの計算例を示した。それぞれの系のハミ

アンを用いている。問題の本質は、短距離成分のみをも

ルトニアンについては、文献 [7](C, Si)、文献 [9](Cu) を

つハミルトニアンを構成できるか、という点にある。半

参照せよ。固有状態をもちいた従来法の他、我々の開発

経験的な試みは古くからあるが、今日では、金属か半導

した３手法 (WS-PT 法、WS-VR 法、KR-SD 法) を示し

体かに関わらず、こうしたハミルトニアンの存在が第一

てある。従来法以外の手法はみな、計算量がシステムサ

原理から導かれる。[12] その根源は、凝縮系における多

イズ (原子数)N に比例している。こうした性質をもつ手

重原子散乱により、散乱波が遮蔽されることにある。散

法を、
「オーダー N 法」と総称する。もし密度行列 ρij の

乱波解はダイソン型方程式の厳密解として与えられ、短

非対角要素を全て求めると、このような性質は決して得

距離型ハミルトニアンが導かれる。ここで、長距離成分

られず、短距離成分だけの計算で済むことが本質である。

を無視しているのではなく、短距離成分しか持たない厳

一方、グリーン関数の計算において、特に微細なスペ

密解が導出されている点に注意したい。

クトル構造を議論する場合は、KR-sCOCG 法が有用であ

一般に電子構造計算は断熱近似のもとで分子動力学計

る。[8, 15] 本手法は、クリロフ部分空間の数理的研究 [16]

算を実現するが、上述のようなスレーターコスター形式

2

に基づいた、汎用な線形計算アルゴリズムである。その

験が存在する (文献 [7] の文献リストを参照せよ) が、明

ため、応用は電子構造計算に限らない。実際文献 [16] で

確な原子構造の特定には至っていない。我々の結果は理

は、量子色問題 (QCD) への適用例が論じられている。

論からの予測であり、実験に対する示唆を行っている。

いずれの手法でも、厳密な基礎方程式が精度の確保に

10nm スケール系の物理として見ると、現象の本質は、

利用されている。例えば式 (4) は、クリロフ部分空間法

(i) 弾性論的プロセス（亀裂形状変化による特異性応力場

[6, 8] での基礎方程式として利用されている。[8] 実際の
超大規模計算では式 (4) は厳密には成立せず、有限の残差

の変化）および (ii) 電子論的プロセス（バルク状態から

ベクトルが存在する (|δxj i ≡ (z − H)|xj i − |ji 6= 0)。こ

形性の共存・競合である。[7] これらを正しく再現するに

表面状態への電子構造の変化）からくる、２種類の非線

の残差ベクトル |δxj i から計算されるエネルギー平均化残
差ノルム（定義の詳細は原論文 [8] を参照）R
ることで、精度が確保される。残差量 R

(j)

(j)

は、超大規模系での電子構造計算が必要となる。

を制御す

は微視的に (基

底 j について独立に) 与えられる量であり、系全体で一様
とは限らない。例えばシリコン表面系を扱った図 3 では、
表面部分の残差がバルク部分より大きく、同程度の精度
を確保するには、バルク部分より多くの計算コスト (反復
回数) を必要とする。動的シミュレーションにおいては、
上記の作業を動的に（時間ステップごとに）かつ自動的
に行う。動的かつ微視的な精度保証は、従来 [4] は必ずし
も強調されてこなかったが、手法確立の上では不可欠で
ある。

図 3: クリロフ部分空間法における微視的精度評価。[8]

まとめると、計算手法は以下の３点からなる；(i) ハミ

グリーン関数の残差量 Rn (本文参照) を反復回数 n の関

ルトニアン (行列) を構成する、(ii) 与えられたハミルト

数としてプロットした。系は Si(001) 面を含む 1024 原子

ニアンに対して一体密度行列やグリーン関数を (必要な要

のスラブ系。ここでの残差量 Rn は各原子ごとに定義さ

素だけ) 計算する、(iii) 厳密な基礎方程式を用いて残差を

れ、表面非対称ダイマー (図 2(a)) における上側表面原

計算し、動的かつ微視的に精度を保証する。これらは、量

子 (U) と下側表面原子 (L) を、バルク原子 (Bulk) と比較

子力学の数理構造に基づいているため、特定の物質や現

した。表面構造を再現するための典型的な収束判定値は

象によらない。一方、個別の応用研究では多種多様の要

Rn /R2 ≤ 10−3 。

求があり、手法開発においても様々なアプローチが試みら
れている。[4, 17] 重要な点は、上記 3 点を条件としなが
ら、目的にあわせてシミュレーターをデザインすること

6

であろう。我々が複数の手法を開発・併用しているのも、
そうした理由からである。

おわりに：10nm スケール系での電
子論的プロセスの役割
「ナノテク」という言葉は新聞にも毎日のように現れ、

5

例：へき開における表面生成プロセ

1nm から数百 nm までの系がとりあげられている。中でも
半導体産業の微細加工スケールは 100nm を下回り、10nm

ス

スケール系の重要性が指摘されている。

応用課題として、シリコン劈 (へき) 開における、表面生

一般に 10nm スケール系では、バルク部分と非バルク

成プロセスを取り上げる。[5, 7, 9] 10nm スケール（また

(表面・界面) 部分の原子数は競合できる程度であり、両
者が（前章で例示したように）共存・競合することで、多

は 104 − 105 原子）系に対する、10ps オーダーの動的プロ

セスに相当する。図 4(a)-(c) では、実験で得られる (111)

彩な構造や物性が現れる。産業への応用には、(a) 動的プ

面または (110) 面へのへき開面の折れ曲がりが、他の面

ロセス、(b) 電子物性、(c) 元素を取り替えた系統的研究

（この例では (001) 面）からへき開を (人工的に) 開始して

（ケミカルコントロール）、が必須であり、電子構造とそ

も、得られている。一方、図 4(d)-(e) は、ステップ形成を

の動的変化が本質的である。本記事で述べた理論により

含んだへき開プロセスを表す。表面で形成される７員環と

(a)(b)(c) を同時に（同じ理論基盤で）扱うことが可能と

5 員環の対が、実験的にも観測されている (111)-(2 × 1) 構

なった。ただし、本研究により電子物性の全てが大規模系

造（Pandey 構造）の基本構造である。得られたステップ

で扱えるというわけではない。特に、電子相関や電子励

は、ステップ端 (図 4(e) 中央やや右下) に６員環をもつ。

起の取り扱いにおける基礎理論は、本研究の目指す大規

また、電子物性として、グリーン関数を用いて局所状態

模系とは別の基軸として発展している。[18] こうした様々

密度を計算した。[9, 15] 特に、図 4(d)-(e) のステップ構

な理論を総合的・階層的に用いることが、10nm スケール

造に対する計算は、バイアス依存の STM 像に対応する結

系への理論展開として重要であろう。

果となった。へき開面におけるステップ構造は、STM 実

3

図 4: 10nm スケール系の計算例；シリコンへき開における表面生成プロセス。[7] (a)-(c) へき開面のベンディング（折れ
曲がり）。(d)-(e) ステップ形成を含んだへき開プロセス; A-E は初期（結晶）構造における結合。(d) から (e) への過程

(0.6 ps 程度) で、結合 E が破断している。関連動画ファイルは公開されている (http://fujimac.t.u-tokyo.ac.jp/lses/)。
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