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We investigated dielectric constants of perovskite-type compounds, ABO3, over 420 structures comprising 

of 30 compositions and 14 space groups.  The results are analyzed by partial least squares (PLS) method to 
evaluate quantitatively the relationship between dielectric constants and structural parameters (descriptor), such 
as lattice parameters, electric negativities, radial distribution function (RDF), and so on.  It is found that 
increasing of dielectric constants caused by iconicity of B cation and presence of empty d band of B cation. 
Accordingly, we interpreted these statistical results as follows; (i) high ionicity of B cation leads to enhance 
ionic polarization, and (ii) presence of empty d band of B cation indicates second ordered Jahn-Teller effect. 

  

 

１．緒言 

誘電体セラミックスはコンデンサなどとして電子機器に用いられている。誘電体セラミックスは 1942年に BaTiO3が

発見され、応用上化学的に安定であることから注目が集まった[1]。また、BaTiO3は組成式 ABO3で表されるペロブスカ

イト構造を持つ一連の物質のうちのひとつであり、周期律上の類似元素置換による材料探索が行われ、高い誘電特性、

圧電特性等を示す材料が多く発見されてきた。しかし、現在に至るまで誘電体材料は BaTiO3が主流として用いられてお

り、近年の電子機器の小型化・高性能化から新規な誘電体材料の発見が求められている。 
上述したように、ペロブスカイト構造は高い誘電特性示す材料が多く発見されているため、網羅的な探索を行うこと

により BaTiO3より高性能な誘電体材料の発見が期待される。しかし、カチオンの組成と配列の組み合わせが膨大である

ため、網羅的な材料探索は時間・物質的コストが増大すると考えられる。したがって、誘電特性と組成・構造の関係を

記述する記述子を整理することは今後の材料探索の上で重要であると考えられる。そこで本研究では、誘電率について

第一原理計算と多変量解析を組み合わせた手法を用いることにより誘電率と相関が高い組成・構造に起因する記述子を

評価した。 
 

２．実験方法 

本研究の対象材料には、ABO3(A= Ba, Ca, Mg, Sr, Zr; B= Ge, Si, Sn, Ti, Zn)全 30通りの組み合わせの組成に対して、
(Pm3̅𝑚𝑚,𝑅𝑅3̅𝑟𝑟,𝑅𝑅3̅ℎ,𝑅𝑅3𝑐𝑐ℎ,𝑅𝑅3̅𝑐𝑐ℎ,𝑃𝑃4𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑃𝑃4/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, P63/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐, R3̅𝑚𝑚𝑟𝑟,𝑅𝑅3𝑚𝑚𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃,𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) 全 14種類の空間群
を想定した 420サンプルについて考慮した。まず、それぞれの組成・空間群を持つ物質の誘電率を密度汎関数摂動論
(Density functional perturbation theory, DFPT)に基づく第一原理計算によって算出した。その後、各物質に対して、組成・
構造に起因する記述子（説明変数）である Cohesive Energy、電気陰性度、イオン半径、結合長、Bulk modulus、Bader 
Charge、動径分布関数(Radial distribution function, RDF)、状態密度(Density of states, DOS)を算出し、多変量解析の一つで
ある PLS回帰分析を用いて誘電率を予測した。また、誘電率を予測するための予測式を作成する際に、誘電率と相関が
高い記述子を射影重要度（variable importance in the projection, VIP）により評価した。第一原理計算を行う計算ソフトウ
ェアには Vienna Ab-initio simulation package(VASP)を用い、k点メッシュは原子数と x,y,zに対する kメッシュの積が約
1000になるように調整した。平面波のカットオフエネルギーは 500eVとし、電子交換相互作用には GGA近似法を用い
た。PLS回帰分析を行うソフトウェアには、SAS Institute社の JMP Pro 11を用いた。 
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３．結果と考察 

図 1に第一原理計算(DFPT法)により算出した一部の組成の誘電
率について実験値と比較した結果を示す[2~7]。誘電率は式(1)で示
した誘電率テンソルの対角成分の平均値について評価を行った。

図 1より、第一原理計算により実験値を精度よく一致しているこ
とが示唆された。しかし、SrTiO3については第一原理計算では量

子常誘電性が考慮できないことから誘電率が実験値に比べて小さ

な値を示していると考えられる。 
ε = 𝜀𝜀11+𝜀𝜀22+𝜀𝜀33

3               (1) 

次に、誘電率を実験方法の項で述べた、組成・構造に起因する

記述子によって予測した。図 2に第一原理計算(DFPT法)により算
出した誘電率と PLS回帰分析によって予測した誘電率を 2変量解
析した結果を示す。相関係数 Rの 2乗が 0.80であることから PLS
回帰分析によって誘電率を精度よく予測できていることがわか

る。また、誘電率を予測する予測式を作成する際に、誘電率への

寄与が大きい組成・構造に起因する記述子を調査したところ、誘

電率と相関の高い記述子は Bカチオンの Bader Chargeと Bカチオ
ンの伝導帯の状態密度(DOS)であるとわかった。Bカチオンの
Bader Chargeはイオン性を示す。これは、イオン性が大きくなる
と、共有結合性の強いカチオン種に比べイオン分極時の双極子モ

ーメントが大きくなることにより誘電率が大きくなることを表し

ていると考えられる。また、Bカチオンの状態密度については図 3
に誘電率の大きかった SrTiO3の状態密度を示す。灰色で囲まれた

部分は誘電率と相関が高いと示された部分であり、SrTiO3の空の

dバンドを示していると考えられる。このことは、空の dバンド
の存在により誘電率が大きくなることを示唆していると考えら

れ、空の dバンドを持つ物質は 2次のヤーンテラー効果により八
面体歪みが導入され、誘電率が大きくなる可能性を示唆している

と考えられる。ただし、本研究では Bカチオンの遷移金属につい
ては空の dバンドをもつカチオンしか考慮していないため、Bカ
チオンの DOSについては他の価数状態も含めた場合についても考
慮する必要があると考えられる。 
 
４．結言 
誘電率を PLS回帰分析により DFPT計算と同程度に予測できる
ことを示した。また、VIP評価により定量的に誘電率と相関をも
つ構造因子を明らかにすることが出来た。具体的にはは Bカチオ
ンのイオン性が高く、また Bカチオンが空の dバンドを持つこと
が重要であることが示唆された。 
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図 １．第一原理計算(DFTP)と実験による誘電率の比較 

図 2．PLS回帰分析の結果 

図 3．SrTiO3の Tiの DOS 




