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 We have developed tools to accurately and microscopically characterize the heat conduction in crystal 

materials. The thermal conductivity calculations of pure crystal based on first principles has been extended 
for more complex and heavier systems such as half Heusler compounds and lead telluride, and the obtained 
thermal conductivities agree with the experimentally measured values in a wide temperature range. 
Anharmonic lattice dynamics calculations reveal transport properties of each phonon mode, which may be 
useful for material design to engineer phonons. In addition, molecular dynamics methods have been 
developed to characterize phonon transport properties in alloyed crystals. 

  

１．はじめに 

近年のナノテクノロジーの発展によって，多種多様の新しいナノ材料の合成が可能となり，低次元効果や表面/界面効

果を利用した様々な機能発現が実現されている．材料探索のコンセプトが，既存の材料の組み合わせによる「材料改良」

から，分子構造の設計に基づいた「材料創造」に移るに伴って，デザインツールとしての計算科学の役割が拡大している．

これと呼応するように，近年，計算科学の技術が目覚ましく発展しており，静的物性に留まらず，輸送物性に関しても現

実系における第一原理的解析が可能になって来ている．しかし，対象とするキャリア（電子，光，熱）によって研究の進

展度合いが異なっており，その量・質ともに熱伝導に関する研究が劣っていることが，総合的なデザインツールとしての

計算科学的手法の有用性を限定的に留めている．例えば，熱と電気が密接に絡む半導体熱電変換材料の探索においては，

市販のソフトを用いて電気伝導や熱起電力を第一原理的に計算することが専門家でなくともできるようになっているが，

フォノン（格子振動）に関しては，まだ発展途上であるのが現状である．そこで，本研究では，第一原理に立脚して結晶

材料の熱伝導率を正確に計算する方法論の開発を進めた．具体的には，密度汎関数法を用いた正確な原子間非調和力定数

（又はポテンシャル）計算方法，及び非調和格子動力学法又は分子動力学法を用いた熱伝導率の計算方法に関する研究を

行った．さらに，これらの手法と連成が可能な合金結晶系の計算方法の開発も進めることで，分子スケールの非均一径構

造のフォノン輸送への影響を表現する理論的枠組みの構築への指針を示した．加えて，計算精度を検証するために，フォ

ノン物性を計測する実験装置の構築も進めた． 

  

２．第一原理に基づいた純結晶の熱伝導計算 

まず，密度汎関数法計算を用いて原子間非調和力定数を計算する手法を従来よりも複雑又は重い結晶に適応し，その有

用性を示した．対象としては，従来よりも複雑な材料としてハーフホイスラー化合物（図 1）[1]を，また重い元素から構

成される材料として鉛テルル（図 2）[2]を対象として計算を行った．以下に手法の原理を説明する．基底状態の結晶にお

いて i番目の原子に働く α方向の力は，IFC 及び平衡位置からの変位 uを用いて以下のように記述できる． 
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ここで，Ф と Ψ はそれぞれ 2 次（調和）及び 3 次の IFC である．本研究では，Esfarjani らによって開発された直接法に

習って，まずスーパーセル内の原子に変位を与え，様々な uに対して各原子に生じるヘルマン・ファインマン力の第一原

理計算を行った．ここで，第一原理計算は擬ポテンシャルを用いた密度汎関数法によって行ったが，鉛テルルの計算を行

う際は相対論効果が無視できずスピン軌道相互作用を考慮する必要があった．次に，結晶の対称性を考慮しながら得られ

たデータを式(1)によってフィッティングし，3 次までの IFC を求めた．3 次の IFC を求めることで，3-フォノン散乱過程 
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によるフォノンの緩和時間(τ)の計算が可能となる．本研究ではフェルミ黄金律に

基づきフォノンの生成及び消滅の確率を通じてフォノンの緩和時間を計算した．

加えて，格子動力学法を用いてフォノンの分散関係や群速度を求めることで，フ

ォノン気体モデルに基づき熱伝導率を計算した．フォノン気体モデルの運動論に

おいては，熱伝導率を緩和時間近似のもとで以下のように求められる． 

 ∑=
s

sssC
V k

kkk υ τκ 2

3
1                 (2) 

ここで，C はボーズアインシュタイン統計に基づくフォノンモード(波数 k，分岐

s)あたりの熱容量，υはフォノンの群速度，V は結晶の体積である．これらによっ

て得られた熱伝導率及びその温度依存性は，いずれの材料においても実験におけ

る測定値を比較的良く一致した．これによってフォノン輸送の素過程に基づいた

熱伝導の正確な評価が可能になったことで，材料設計への有用な知見がいくつか

得られた．例えば，鉛テルルは対称性が良いにも関わらず非常に小さい熱伝導率

（室温で 2 Wm-1K-1程度）を有するが，本研究によりこれが 特定のフォノンモー

ドの強い非調和性に起因することが明らかになり，今後の材料設計への応用が期

待される． 
 

３．非均一結晶系のフォノン輸送解析 

分子動力学法に基づいてシリコンゲルマニウム合金のフォノン輸送計算を行

った．まずは，分子動力学シミュレーションで得られる位相空間情報からフォノ

ン輸送特性を抽出する方法論を確立するために，シリコン純結晶（図 3）に対し

て計算を行った．なお，本研究の計算は経験ポテンシャルである Stillinger Weber
ポテンシャルを用いて行ったが，ここで用いる方法論は上述の第一原理計算から

導かれるポテンシャル関数にも容易に適用できる．まず，シリコン純結晶のフォ

ノンの緩和時間の計算を Normal Mode Projection を用いた方法で行い，フォノンの緩和時間の周波数依存性を得た．加え

て，Spectral Energy Density を用いた方法でも緩和時間を計算し，Normal Mode Projection によって得られた結果とよく一

致することを確認した．さらに，これらの緩和時間をはじめとするフォノン輸送特性から式(2)を用いて熱伝導率を計算

した結果，グリーン久保公式によって計算したものと一致し，これによってフォノン輸送計算法の妥当性を示した[3]． 
次に，シリコン純結晶で検証した手法をシリコンゲルマニウム合金結晶に適用し，フォノンの緩和時間を得た．その結

果，合金化により周波数に依存してフォノンの緩和時間が低下すること，熱伝導率の低減効果が実験値を再現することを

確認した．さらに，フォノンの平均自由行程と熱伝導率への寄与の関係を求め，ナノ構造を形成した際に界面によって生

じ得る潜在的な熱伝導低減効果を見積もった． 
 

４．フォノン輸送物性の計測に向けた実験系の構築 

上述のフォノン輸送物性の計算手法の開発を進めるとともに，その精度の検証又は予測の実証のために，時間依存サー

モリフレクタンス装置の構築にも取り組んだ．時間依存サーモリフレクタンス法は，材料の反射率の温度依存性を用いて

ポンププローブ法によって材料表面近傍での温度緩和を計測する方法である．これを，フェムト秒パルスレーザを用いて

行うことで，非常に高い時空間解像度を達成し，ナノスケール材料の熱伝導率やフォノンの平均自由行程に依存した熱伝

導物性に関する知見を得ることができる．フォノン輸送物性計算をこのような実験系で補いながら行うことで，より信頼

性及び汎用性に優れた熱伝導デザインツールへの発展が期待できる． 
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図 １．ハーフホイスラー化合物 

図 ２．鉛テルル 

図 ３．シリコン 




