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論文概要 

 

グラフェン（graphene）は炭素から成り，高い導電性，低ノイズ電子特

性，分子吸着に対する電子感受性などにより，分子検出器の基盤材料とし

て有望な物質である．Banno 等はグラフェンが積層した Carbon Nano-Wall 

(CNW)の電気伝導度の雰囲気依存性を調べ，CNW の電気伝導度は大気中，

真空中，酸素中といった雰囲気の相違に依存してほぼ可逆的に変化するこ

とを見出した．時間をかけて成長させた CNW では酸素中における電気伝

導度が，大気中，あるいは真空中における電気伝導度よりも低い．一方，

Yang と Murali は単層グラフェン（single layer graphene：SLG)シートが酸素

分子を物理吸着すると，SLG にホール（hole）がドープされると報告した．

常温で SLG を酸素雰囲気に晒すと，グラフェンの電気伝導度は可逆的に増

加する．このように，グラフェンが積層しているか一層であるかに依存し

て，酸素雰囲気での電気伝導度は相反する実験結果を示している．そこで

本研究では，グラフェンの電気伝導度の雰囲気依存性を理論的立場から検

証する． 

 欠陥の無いグラフェンに対する酸素分子の吸着は密度汎関数理論による

計算がいくつか報告されている．また，グラフェンに欠陥を導入した後の

構造や形成エネルギーなどを調べた研究もいくつか報告されている．しか

しながら，欠陥のあるグラフェンに対して，酸素分子が物理吸着されたと

きの電気伝導度の変化などについてはまだ議論されていない．本研究では，

密度汎関数理論に基づく第一原理計算の手法を用いて，欠陥の無いグラフ

ェンと欠陥のあるグラフェンに対する酸素の吸着を比較・検討する． 

 第一原理計算は計算機の能力や計算時間を考慮し，炭素原子を 50 個含む
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スーパーセルに酸素分子が１個吸着するという系を対象に行った．  

 はじめに，研究の対象となるグラフェンの基本構造とバンド構造を計算

した．格子定数の 適化を行うと，格子定数は 2.465 Å となり，これまで

に報告されている値に一致した。また，酸素分子ならびに欠陥の無いグラ

フェンの炭素原子が独立に，かつ安定に存在している際の酸素-酸素間距離，

炭素-炭素間距離はそれぞれ 1.23 Å，1.42 Å であった． 

 次に，欠陥の無いグラフェン上への酸素の吸着を考えた。酸素分子をグ

ラフェンに物理吸着させると，酸素分子がグラフェン六員環の一辺を構成

する炭素原子二個の真上にくる配置(on-top サイトという)が も安定であ

るという結果が得られた．しかしながら，物理吸着では，酸素-酸素間距離，

炭素-炭素間距離のいずれもほとんど変化しないため，完全に酸素分子が炭

素原子二個の真上にくる(「理想的な」on-top サイト)とはならない．完全に

真上にくるためには，炭素-炭素間距離を短くしなければならない．一方，

バンド構造の変化から，O2 の pz 軌道の反結合状態(πz*状態)(spin-down)とグ

ラフェンの π バンドとが mixing していることがわかった．この mixing に

より，元は空状態であった O2 の πz*状態は電子に占有される．このことか

ら，O2 の物理吸着により，ホールがドープされることを説明できた． 

 次に，グラフェンに欠陥を導入した．これまでに報告されてきた代表的

な 3 つの欠陥に関して，それらの構造と形成エネルギーを求めると，

Stone-Thrower-Wales(STW)欠陥が も形成され易いと結論された．それ故，

以下では STW 欠陥について計算を行った．この STW 欠陥では，グラフェ

ンの 4 つの六員環から炭素の再配置によって 2 つの五員環と 2 つの七員環

が作られるが，このとき２つの七員環が共有する炭素原子間距離は 1.31 Å

となった．この位置に酸素分子を物理吸着させると，より理想的な on-top

サイトの配置に近づくことが確かめられた．また，バンド構造の計算から
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は，STW 欠陥の存在は Dirac 点(DP)を K 点からわずかに引き離すように動

かすことがわかった．これは欠陥のないグラフェンにおける酸素分子の物

理吸着の場合と異なる点である．このことから，ブリルアンゾーンの特定

の対称線上や通常の分割数の k 点メッシュでのバンド構造計算だけから精

密なホールドーピングの議論をすることはできないことは明らかとなった．

O2 の吸着や欠陥により，グラフェンの電子構造が本来もつ対称性が破られ

てしまうためである． 

 そこで，第 1 ブリルアンゾーンの K 点を中心とする広い領域を設定し，

改めて欠陥の無いグラフェンと STW 欠陥を持つグラフェンに酸素分子が

物理吸着する際のスピン依存バンド構造のエネルギー曲面の詳細な三次元

（3D）プロットを行った．得られたバンド構造からは STW 欠陥を持つグ

ラフェンの場合，酸素分子の πz*軌道（spin-down）と STW 欠陥のπバンド

がより強い mixing を起こすことが明らかにされた．したがって，元は空状

態であった酸素分子の πz*状態により多く電子が占有していくことになる．

そして，それにより更に多くのホールがドープされる．つまり欠陥の無い

グラフェンに対して，SW 欠陥をもつグラフェンでは，1 個の O2分子によ

ってドープされるホールの数はより多くなると考えられる．すなわち，導

電性が良くなる．この結果は Yang と Murali の報告を支持するものと言え

る．1 個の O2 分子によって誘起されるホールの数は，欠陥のないグラフェ

ンの場合で 0.0087 個，STW 欠陥の場合では 0.0241 個と推定された． 
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第１章 序論 

1.1 研究背景 

 グラフェンは炭素の六員環のみから成る 2 次元結晶であり，2004 年に

Novoselov 等によりグラファイト単結晶から初めて分離された[1]．この単

離により，グラフェンそのものに対する研究の道が拓かれ，非常に高いキ

ャリヤ移動度，1 m に近い平均自由行程，異常な量子ホール効果，両極性

の電界効果など，他の物質にはみられない物性を示すことが明らかにされ

てきた．また，グラフェンの特性である分子吸着に対する電子感受性，高

い導電性，低ノイズ電子特性などは，グラフェンが分子検出器の基盤材料

として有望な物質であることを示している[2]． 

 グラフェンへの酸素分子の吸着と電気伝導性の変化に関して，興味深い

実験結果がいくつか報告されている．Banno 等は，ホットワイヤーCVD 法

により合成したカーボン・ナノウォール (Carbon Nano-Wall；以下，CNW)

の電気伝導度の雰囲気依存性を調べた[3]．成長した CNW の壁は構造欠陥

を含むグラフェンの多層構造からなると考えられている．この実験による

と CNW の電気伝導度は大気中，真空中，酸素中といった測定雰囲気に依

存してほぼ可逆的に変化する．時間をかけて成長させた CNW では酸素中

あるいは大気中における電気伝導度が，真空中における電気伝導度よりも

低下している．（真空中での値 44.85 S/cm に対し，酸素中では 1.6%，大気

中では 1.3%ほど低下する．）この実験結果から，一つの可能性として CNW 
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薄膜における電気伝導度の変化は CNW の壁面が関係しており，電子が壁

面に物理吸着した酸素にトラップされることで，電気伝導度が減少したと

推測されている． 

 Yang と Murali は，常温において，単層グラフェン(Single-layer Graphene；

以下 SLG)への酸素分子の物理吸着と脱離が，試料のエッジではなくグラフ

ェン上で行われ，酸素分子の吸着によって，SLG に hole がドープされるこ

とを報告した[4]．その結果，SLG を酸素雰囲気に晒すと，グラフェンの電

気伝導度は可逆的な増加を示す． 

有機半導体への酸素物理吸着とホールドーピング（hole-doping） の仕組

みに関して，Lu と Meng は簡単なモデルを提案している[5]．このモデルで

は，有機半導体の価電子帯と Spin-triplet 状態にある酸素分子の非占有反結

合π分子軌道(π*軌道)との混成が生じ，有機半導体のフェルミレベル近傍

の価電子帯から酸素分子の π*軌道への電荷移動が起こることで，ホールド

ーピングを生じる．しかし，グラフェンへの酸素分子吸着でバンド構造に

どのような変化が生じるのか，実際の試料に存在すると考えられる格子欠

陥が存在した場合に，その欠陥が酸素分子吸着とそれによる電子特性にど

のような影響を与えるのかは未解明である． 

欠陥の無いグラフェンに対する酸素分子の物理吸着について，密度汎関

数理論による計算がいくつか報告されている[6,7]．また，グラフェンに欠

陥を導入した後の構造や形成エネルギーなどを調べた研究も報告されてい

る[8]．しかしながら，欠陥のあるグラフェンに対して，酸素分子が物理吸

着されたときの電気伝導度の変化などについてはまだ議論されていない． 

密度汎関数理論による計算において，物質の全エネルギーや原子間力の

ような状態密度の積分量は，フェルミレベルのごく近傍の詳細な電子構造

にあまり影響されないが，電気伝導度はこれに非常に敏感である．したが
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って，酸素分子吸着による電気伝導度の変化を予測するには，価電子帯端

近傍の詳細な電子構造を知る必要がある．このような，原子・分子スケー

ルで構造が未解明な物質に対して，詳細な構造と電子状態を理論的に予測

し，電気的，磁気的，光学的物性を検討する手法として，第一原理計算法

がある．近年は，計算アルゴリズムや高精度化・高効率化が発展し，物性

計算の基本ツールとして，その適用範囲が飛躍的に広がっている．本研究

では，この第一原理計算法を用いて，欠陥の無いグラフェンと欠陥のある

グラフェンに対する酸素の物理吸着を比較・検討する． 
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1.2 目的 

 1.1 に述べた背景から，本研究では，グラフェンの電気伝導度の酸素雰囲

気への依存性について，理論的立場からの理解を試みる．次章以降におい

て，本論文は次のように構成されている． 

まず第 2 章で，研究のために用いた第一原理計算の詳細について述べる．

計算は全て，密度汎関数理論に基づいて行う．第 3 章では，研究の対象と

なるグラフェンの基本構造とバンド構造を計算する． 

第 4 章では，欠陥のないグラフェン上で酸素分子や酸素原子がどのサイ

トに吸着しやすいのかを調べる．ここで吸着エネルギーの議論をする．こ

の議論から実際に起こる吸着がどのようなものであるのを明らかにする．

また，実際に起こる吸着に伴うバンド構造の変化を調べる． 

第 5 章で，グラフェンに欠陥を導入する．これまでに報告されてきた代

表的な 3 つの欠陥に関して，その構造と形成エネルギーに関して議論を行

う．ここでの議論から，以下の章では，欠陥として Stone-Thrower-Wales 欠

陥(STW 欠陥)をとりあげる． 

第 6 章では，グラフェン上の STW 欠陥と酸素分子を吸着しやすいサイ

トとの関係を調べ，実際に起こり得る吸着を考察する．欠陥の無いグラフ

ェンに対して行ったのと同様に，ここでも酸素の吸着による構造の変化と

吸着エネルギーを調べる．また，酸素分子の吸着に伴うバンド構造の変化

を計算で求める．ところが，この計算だけではホールドーピングの精密な

評価には不十分であることが明らかとなる．O2 の吸着や欠陥により，グラ

フェンの電子構造が本来もつ対称性が破られてしまう為である．そこで第

7 章では，第 1 ブリルアンゾーンの K 点を中心とする広い領域を設定し，

スピン依存バンド構造のエネルギー曲面の詳細な三次元（3D）プロットを
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行う．欠陥の無いグラフェンと欠陥のあるグラフェンに対して，酸素分子

が吸着することに伴うバンド構造の三次元プロットを行うことにより，グ

ラフェンに欠陥を導入することにより，バンド構造がどのように変化する

のかを考察する． 後に精密なバンド構造の三次元プロットから状態密度

を計算し，ホールドーピングの量を求める． 
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第２章 第一原理計算 

 

2.1 バンド計算とその基礎理論 

 第一原理計算とは，量子力学の原理のみに基づき，物質材料中の電子や

原子の挙動を高精度に再現しようとする計算である．結晶や固体材料では，

固体物理学で発展したバンド計算法が用いられる． 

 

2.1.1 結晶のバンド計算 

結晶とは，全体が１つの構造単位の繰り返しからなる格子構造をもつ固

体の形態である．結晶の構造単位１個分の領域を単位胞またはユニットセ

ルという．バンド計算法は，結晶のように周期性のある系の電子構造の計

算法である．単一の原子や分子における電子構造は，原子や分子中の有効

ポテンシャルを受けて運動する電子がとり得る離散的なエネルギー準位で

よく理解される．しかし，原子が 1 次元，2 次元あるいは 3 次元的に結合

し，巨視的な大きさの結晶をつくると，電子のエネルギー準位の集合は稠

密になり，連続的なエネルギー帯（エネルギーバンド）構造を形成する． 

バンド計算では，結晶中の有効ポテンシャルを受けて運動する電子のエ

ネルギーと波動関数を計算する．また，これを用いて全エネルギー，原子

間力，安定原子配列，スピンを考慮すれば磁化など，様々な物理量を計算



 

- 8 - 
 

で求めることが可能である． 

格子欠陥，表面，界面が存在する場合，結晶の周期性が失われるため，

そのままではバンド計算が適用できない．しかし，格子欠陥，表面，界面

の構造が繰り返される仮想的な長周期構造を導入することにより，これら

の欠陥構造をもつ系も近似的に結晶として取り扱うことが出来る．このと

き導入される大きなセルをスーパーセルと呼ぶ．結晶の単位胞（ユニット

セル）は通常 1～数原子を含む．スーパーセルは，数十から数百以上の原

子を含む．複雑な表面や界面を扱う場合，原子数が多い方がより現実に近

い状態を求め得るが，一方で計算時間は原子数の 2~3 乗で増加する．した

がって，目的に応じてスーパーセルの大きさを適切に決め，計算を実行す

る必要がある． 

本研究では第一原理計算プログラム VASP(Vienna Ab-initio Simulation 

Package) Version 5.2 を用いた[9]． 

 

2.1.2 密度汎関数理論 

 分子や固体などの多電子系の電子状態を計算する方法として，Hohenberg

と Kohn [10]は波動関数ではなく電子密度関数 )(r を用いた1．この理論は

２つの定理からなる： 

• 定理１（外部ポテンシャルが電子密度の汎関数であること）：縮退

のない N 電子系の基底状態のエネルギー totE は，電子密度関数 )(r

で一意的に決まる．すなわち， totE は )(r の汎関数 ][totE である．

（これは「外部ポテンシャル )(rV は電子密度 )(r で決まる」とい

う主張と等価である．） 

                                                 
1 電子密度分布関数 )(r は，場所 r に電子が存在する確率，したがって電

子雲の確率密度分布を表す． 
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• 定理２（変分原理）：与えられた外部ポテンシャルのもとで， ][totE

は真の基底状態の電子密度関数に対して 小となる． 

ここで外部ポテンシャルとは，電子が原子核やイオンの電場から受けるポ

テンシャルエネルギーである．  

 ][totE は，換算プランク定数( 2/h )，電子の静止質量，電気素量，

およびクーロン力の定数 04/1  をすべて 1 とする「原子 Hartree 単位系」を

用いて，次のように表される． 

 

 (2.1) 

 

式(2.1)の右辺第一項は電子系の運動エネルギー，第二項は核(イオン)-電子

間のポテンシャルエネルギー，第三項は電子間静電エネルギー（Hartree エ

ネルギー），第四項は多電子間クーロンエネルギーのうち第三項を除く全て

を含む項で，交換相関エネルギーと呼ばれる2． xcE もまた  の汎関数であ

る． 

 

2.1.3 交換相関エネルギーの局所密度近似 

 交換相関エネルギーとは，パウリの原理により同種スピンをもつ電子間

に生じる交換効果と電子間クーロン斥力による相関効果によるエネルギー

利得である．交換相関エネルギー ][xcE には Hartree エネルギーに含まれて

いない電子系の多体効果が押し込まれているが，現実問題としては多体効

                                                 
2 式(2.1)は，例えば炭素原子の場合，+12 e ( eは電気素量)による原子核電

場のもとで，全 12 個の電子の基底状態の密度分布関数 )(r を， totE の 小

から求めることになる．結晶固体の価電子について適用する場合，ポテン

シャル )(rV と価電子密度分布 )(r はイオン配列がつくる格子の周期性（並

進対称性）をもつことになる． 

][
)()(

2

1
)()(][][ '

'
 XCtot EdddVTE 


   r

rr
r

rr
rrr
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果を厳密に取り扱うことは不可能で，その具体的な形は不明である．そこ

で，交換相関エネルギーの近似の一つの方法として局所密度近似(Local 

density approximation: LDA)がある．LDA では，電子密度 ))(( r の空間変動

が小さく，それぞれの場所 r において電子密度が局所的に一様であるとみ

なし，交換相関エネルギーを次のように表す： 

(2.2) 

ここで )( xc は一定の電子密度  をもつ電子気体における 1 電子当たりの

交換相関エネルギーである．LDA を用いた計算では，実験値に比べ，結晶

や分子の結合エネルギーの大きさが高めに，格子定数やボンド長が小さめ

に計算される欠点がある．この LDA の欠点を，密度勾配 )(r を考慮す

ることによって改善した方法として一般化密度勾配近似 (Generalized 

gradient approximation: GGA)がある．本研究では， の空間変動が小さくな

いため，GGA の一つである Perdew と Wang が提案した PW91[11]を使用

した．GGA は電子密度が大きい空間変動をもつ系を扱えるという利点をも

つ反面，小さな van der Waals（vdW）相互作用を再現できないという欠点

をもつ．この欠点を補う方法として二体力的な vdW ポテンシャルによる補

正が有効である[7,12]．本研究では，VASP 5.2 に実装されている Grimme に

よる vdW ポテンシャル補正（DFT-D2 vdW 関数[12]）を使用する． 

 

2.1.4 Kohn-Sham 方程式とセルフコンシステンシー 

 Kohn と Sham は N 電子系問題と並行して，1 電子シュレーディンガー方

程式にしたがう相互作用のない N 粒子系にも Hohenberg と Kohn の密度汎

関数理論が成立することを利用し，多電子系の基底状態のエネルギーを求

める問題をセルコンシステントに解く問題に帰着させた[13]．相互作用の

ない N 粒子系の電子密度は， 

.))(()(][  rrr dE xcXC 



 

- 11 - 
 

        
.

2
)(2)(

occ

k
k rr       (2.3) 

で与えられる．ここで，総和記号の上の occ.は固有エネルギーの低い順に

占有された 1 電子状態kにわたる和を意味する3． r は実空間の点である．

さらに，式(2.1)の電子系の運動エネルギー ][T の代わりにこの系の運動エ

ネルギーを 

   rrr dT k

occ

k
ks )()

2

1
)((2][ 2

.

       (2.4) 

で代用し，交換相関エネルギーには 2.1.2 で述べた近似を用いた． 

 こうして，電子密度 )(r が，相互作用のない粒子系の波動関数を使って

式(2.3)によって表され，式(2.1) ，(2.2)， (2.4)によって汎関数 ][totE の形

を明示的に表すことができた．以上の準備を行った上で，Hohenberg と

Kohn の第 2 定理にしたがい，粒子数 

rrr dN k

occ

k
k )()(2][

.

      (2.5) 

が一定である条件の下で， ][E が 小になるように波動関数(固有関数) k

について変分をとると，次の式が導かれる． 

    kkkeffV   )](
2

1
[ 2 r     (2.6) 

     )()()()( rrrr xcHeff VVVV     (2.7) 

式(2.6)は Kohn-Sham 方程式，式(2.7)は Kohn-Sham の有効ポテンシャルと

呼ばれる．ここで， )(rV は原子核からのクーロン引力ポテンシャルおよび

その他の外部ポテンシャル， )(rHV は電子密度による Hartree ポテンシャル，

r(xcV )は交換相関ポテンシャルであり，それぞれ式(2.8)～式(2.10)のように

                                                 
3 ここでの k は，波数ベクトル k とバンド n の両方を表す記号である． 
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表わされる． 

      )(
|

)( r
Rr

r ext
i i

i V
Z

V 


      (2.8) 

            r
rr

r
r 




  dVH |

)(
)(


     (2.9) 

            
)(1

1

1

)]([
)(
][

)(
r

r
r










d

dE
V xcxc
xc    (2.10) 

ここで， iZ ， iR はそれぞれ原子番号，原子核の位置を表し， )(rextV は式(2.1)

の )(rV から，核の寄与を除いたものである． 

Kohn-Sham 方程式解いて )(r を求めるためには，まず式(2.7)の有効ポテ

ンシャルが与えられなければならない．しかし，式(2.9)，(2.10)には )(r が

含まれる．そこで，何らかの方法で試行的な入力電子密度 )(rin を作り，

有効ポテンシャルを作れば，Kohn-Sham 方程式の計算から出力電子密度

)(rout が得られる．入力電子密度が Kohn-Sham 方程式の正しい解であるな

らば，出力の電子密度は入力電子密度と一致する．したがって，計算はセ

ルフコンシステントに行う必要がある4．実際にセルフコンシステントな解

に到達する方法として，通常，次に示すようなセルフコンシステンシー・

ループ（self-consistency loop）の手続きを繰り返す． 

     

    セルフコンシステンシー・ループ 

① 自由原子の電子密度の重ね合わせ等で適当な初期

の入力電子密度を作る． 

                                                 
4  セルフコンシステント(self-consistent)な解とは，固有関数式(2.3)を用い

て作った電子密度が， )(rextV を計算するのに用いた電子密度と一致するよ

うな自己矛盾がない解である． 
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② その入力電子密度を使って，式(2.7)により )(reffV を

計算する． 

③ 固有値問題(式(2.6))を解く． 

④ 式(2.3)によって出力電子密度を計算する． 

⑤ 入力電子密度と出力電子密度を比較し，セルフコンシ

ステント判定条件（設定した許容値内で両者が一致す

ること．実際には， totE が許容値内で一定値に収束し

ていること．）を満たしていれば終了する．そうでな

い場合，入力電子密度と出力電子密度を一定割合だけ

混合(charge-mixing)し，これを次の step の新たな入力

電子密度とし，② からやり直す． 

 

 実際の計算ではブリルアンゾーン内の k 点ごとに Kohn-Sham 方程式を

解いて電子密度を計算する．ここで用いる k 点は適切な k 点サンプリング

を行うことにより決定する． 

 

2.1.5 平面波展開法 

 格子周期性をもつポテンシャルの中で運動する粒子の波動関数はブロッ

ホ（Bloch）の定理を満足する．すなわち，波動関数は次の形を持たなけれ

ばならない． 

      )()exp()( rrkr kk ui  ．    (2.11) 

ここで， )(rku は格子周期関数で，格子ベクトルT に対して次式を満たす． 

      )()( rTr kk uu  ．    (2.12) 

任意の格子周期関数は逆格子ベクトルG を波数とする平面波基底で展開

できる．したがって， )(rku は次のように展開できる． 
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      )exp()(   
G

Gkk rGr iCu ．    (2.13) 

式(2.11)に式(2.13)を代入すると，  

        
G

Gkk rGkr ])(exp[)( iC     (2.14) 

を得る．このような平面波展開を用いて結晶中の 1 電子状態を求める方法

を平面波展開法という．波動関数が平面波展開で与えられれば，電子密度

（式(2.3)）や，Kohn-Sham の有効ポテンシャルなど，すべての量が平面波

展開で表される．また，各平面波， ])(exp[ rGk i ，は運動エネルギー演

算子に対する固有値 2
2
1 )( Gk  の固有関数でもある．式(2.14)の平面波展開

に，どれだけ高い運動エネルギーまでの平面波基底を取り入れるかは，計

算精度と計算量に大きな影響を与える． 波動関数の空間変動に含まれる

短波長を min とすれば，厳密な平面波基底を得るためには，少なくとも

minmax
/ 2Gk までの基底を取り入れることが必要といえる．実際の

計算では，平面波基底の数には限界があるため，その上限を与えるカット

オフ・エネルギー 

2

2
1

max
Gk cutE     (2.15) 

を計算対象と計算方法に応じて定め，有限個の平面波基底による展開が行

われる． 

 

2.1.6 擬ポテンシャル法 

 固体や分子を構成する原子同士の結合，電気伝導やバンド構造などの予

測には，それらに大きく関与する価電子の状態を正確に表す必要がある．

価電子の波動関数が比較的少ない数の平面波で表すことができるのに対し，

原子核付近の内殻電子の波動関数を表すには莫大な数の平面波が必要であ
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り，計算量が大きくなってしまう．この問題を解決するために擬ポテンシ

ャル法が用いられる．擬ポテンシャルとは，内殻電子領域において真のポ

テンシャルに修正を施し，価電子のエネルギーは正確に再現しながら，内

殻電子領域で波動関数に振動（ノード）を生じないように作られた仮想的

なポテンシャルである．この方法により，平面波の数を与える平面波の運

動エネルギーの上限を定めるカットオフエネルギー( cutE )を小さくするこ

とができ，計算量を大幅に減らすことが出来る． 

 擬ポテンシャル法ではいくつかの異なった方法が提案されている．その

うち，ノルム保存型擬ポテンシャルは，構造 適化と同時に電子状態を計

算でき，分子動力学との相性が良いという特徴を持っている．その一方で，

電子軌道の局在性の強い 3d 遷移金属，アルカリ金属，アルカリ土類金属等

を取り扱う場合，多くの平面波が必要となり計算が困難になるという短所

も持つ．この短所を取り除くためにノルム保存の条件を課さないことによ

り平面波基底の数を減らすことのできるウルトラソフト擬ポテンシャル

[14]も考案されている．しかし，結果として得られるのは価電子のみを再

現した波動関数であることから，それを用いて物理量を計算する場合，精

度が問題となる． 

 擬ポテンシャル法とは異なり，全電子を考慮した方法の 1 つである

LAPW(linear augmented plane wave)法[15]は得られる波動関数が全電子を考

慮したものである長所を持つが，分子動力学との相性が悪く，取り扱える

原子数も擬ポテンシャル法に比べ少ない． 

そこで，本研究ではウルトラソフト擬ポテンシャル法と LAPW 法の 2 種

類の計算手法の長所を生かし，短所を補う，PAW(projector augmented wave)

法[16,17]を用いて計算を行うことにする．この方法では，原子近傍で振動

のない擬波動関数を扱いながら，全エネルギーやハミトニアンの表式では，
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原子近傍の部分だけをノードを持つ正しい波動関数での展開に置き換えた

形で計算する．そのため，平面波基底での変分計算は擬ポテンシャル法と

同様に少ない基底で効率的に行いながら，結果的に原子近傍で振動を持つ

正しい波動関数とそのエネルギーを求めることができる．この方法を用い

ることにより，全電子波動関数が得られることによる高精度な計算，大規

模への適用，構造 適化と同時並行の電子状態計算が可能となる． 
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2.2 精度と収束性 

2.2.1 計算精度を決めるパラメータ 

 第一原理計算では，計算に用いるパラメータに関する収束性のチェック

が必要である．擬ポテンシャル・平面波展開法において も重要なパラメ

ータはカットオフエネルギー cutE （式(2.15)）である． 

また，エネルギー，原子間力，状態密度などを計算する際に必要となる

第 1 ブリルアン・ゾーン内での積分を，k 点に関する有限和で近似する際

に取られるサンプリング k 点数（k 点メッシュ数）も精度に影響する． 

Kohn-Sham 方程式のセルフコンシステントな解を繰り返しループによっ

て求める際に，電子密度の収束判定は，しばしば全エネルギー totE の収束

判定によって行われる．セルフコンシステンシ・ループを一周したときに

見られる全エネルギーの差 totdiff EE  の許容値は，考察の対象となるエネ

ルギーの大きさより十分小さい必要がある．本研究を通して， 410diffE eV

を用いた． 

イオンの位置を 適化する構造緩和計算では，共役勾配法を用い，イオ

ン座標の関数としての全エネルギーを勾配（に 1 をかけたもの）である力

の大きさが許容値（許容残留力 resF ）以下になったところで 適化を終了

する．本研究を通して，この許容値は 020.resF eV/Å とした． 

 

2.2.2 カットオフエネルギー 

 本研究では，単層グラフェンにおいて，カットオフエネルギーの収束性

を調べる必要がある．2.1.6 で述べた擬ポテンシャル法において用いる平面

波の数は平面波の運動エネルギーの上限 cutE で決まる．この上限をカット

オフエネルギーと呼ぶ．カットオフエネルギーは全エネルギーが収束する
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まで大きく取る必要があるが，必要な計算精度と計算コストを考慮して

低限にとどめる． 

ここで，カットオフエネルギーと全エネルギーの関係を調べた．結果は

図 1 に示す．図 1 のように，カットオフエネルギーを増していくと，全エ

ネルギーが収束していくことがわかる．本研究では，計算速度を考え，全

エネルギーが収束していく値に近い値 400 eV を用いた． 

 

 

図 1.  カットオフエネルギーの収束性 

Cut-off energy (eV) 
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第３章 グラフェンのバンド構造 

 

3.1 結晶構造 

 グラフェンは炭素原子のみから成り，炭素原子が正六角形の頂点に配置

されて蜂の巣のような構造を持つ(図 2)．赤線と点線で囲んだ部分が結晶の

単位胞であり，この中には 2 個の炭素原子が含まれている．正六角形の一

辺を成す 2 つの炭素原子は 近接距離にあり，炭素-炭素原子間距離の実験

値は約 1.42 Å である[18]．この単位胞の基本並進ベクトル 1a , 2a (図 2 に赤

図 2.  グラフェンの結晶構造 
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線で示した)は 

                   )0,1(1 aa                        (3.1) 

                   )3,1(
2

1
2 aa                    (3.2) 

と表される．ここで a は格子定数である．グラフェンの場合， 近接原子

間距離は格子定数 a を用いて 3a で与えられる．本研究ではまず，欠陥

のないグラフェンに対して計算により格子定数と全エネルギーとの関係を

求め，全エネルギーを 小とする 適の格子定数を決定した．その結果を

図 3 に示す．図 3 を 2 次曲線で近似し，内挿から 適化された格子定数と

して a 2.465 Å が得られた．また，この格子定数に対応する 近接炭素原

子間距離は 1.423 Å となる．この値は上の実験値[18]をよく再現している．   

図 3.  グラフェンの格子定数の 適化 
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グラフェンの格子欠陥（第 5 章）はこの 小の単位胞では記述できない

ため，スーパーセルを導入する必要がある．本研究では，基本並進ベクト

ル 1a , 2a をそれぞれ 5 倍した新しいベクトルから作られる，(5×5)スーパ

ーセルを採用する． 

実空間における格子ベクトル ia に対応して，逆格子ベクトル jb が， 

ijji δ2ba     (3.3) 

によって定義される．ここで ij はクロネッカーのデルタである．逆格子ベ

クトル jb は逆格子空間（波数空間または k 空間ともいう）におけるベクト

ルであり，格子ベクトル ia の逆数の次元をもつ． 

欠陥のない（ 小単位胞をもつ）グラフェンの逆格子ベクトルは式(3.1)，

(3.2)を式(3.3)に代入して，  

          )
3

1
,1(

2
1 

a


b     (3.4) 

)
3

1
,0(

4
2 a


b      (3.5) 

となる．式(3.4), (3.5)で求められた逆格子ベクトルの垂直二等分線によって

囲まれた頜域を第一ブリルアンゾーン(first Brillouin zone)と呼び，図 4 のよ

うになる．ただし，，M，K（K’）と記された高対称点は，       

      0)0 ,(k        (3.6) 
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の波数ベクトルを表す．これらと逆格子ベクトルだけの違いをもつ点も同

じ名称の高対称点である． 

図４および式(3.9)に示すように， K 点と K’点は互いに符号を反転した

波数ベクトルとなっており，これらの波数ベクトルをもつ電子状態は互い

に時間反転の関係で結ばれる．外部磁場がなければ，系の運動は時間反転

対称性をもつため，波数ベクトル k および k に属する 1 電子固有エネルギ

ーは常に同一の値をとる[19]．また，グラフェン結晶がもつ対称性（点群

対称性）から，，K，M を３頂点とする三角形の領域が独立な状態を与え

る既約領域であることが導かれる．その他の領域の電子状態はこの領域の

電子状態から適切な変換によって知ることができる．すなわち，この既約

領域のバンド計算を行うことで，逆格子空間全体について知ることができ

る． 

 本研究で使用する(5×5)スーパーセルの格子ベクトルは 

図 4. グラフェンの第 1ブリルアンゾーンと高対称点 
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である．これらに対応する逆格子ベクトルは 
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であり，大きさが元の 1/5 になっている．したがって，元の（(1×1) 小単

位胞の）第一ブリルアンゾーンは，1/25 の面積に縮小された(5×5)スーパ

ーセルの第一ブリルアンゾーンに折り畳まれることになる． 

ここで，例として，元の第一ブリルアンゾーンでの高対称点 M（式(3.7)）

と K（式(3.8)）が，(5×5)スーパーセルの第一ブリルアンゾーンのどの点に

折り畳まれるか確認しておく． 

  21M21M 225
2

1
5

2

1
bbkbbk ~~~)~)~(  ( ．  (3.14) 

  21K'21K 245
3

1
5

3

2
bbkbbk ~~~)~()~(  ．  (3.15) 

したがって，(1×1)単位胞から (5×5)スーパーセルに移行すると M 点は M

点に，K 点は K'点に，それぞれ折り畳まれることが分かる． 

本研究では時間反転対称な場合のみ扱う．その場合，グラフェンの K 点

と K'点は同等となり区別の必要がないので，簡単のためプライム印を省略

して両者とも K 点と表記する． 
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3.2 バンド構造 

 図 5 に示すように，各炭素原子には価電子（ 外殻電子）が 4 個あり，

2s, 2px, 2py, 2pz の軌道を占める．グラフェンにおいては，そのうちの 3 個

の電子が 2s，2px , 2py 軌道からなる 3 個の sp2 混成軌道に入って炭素原子

間に３配位の強い共有結合を形成する．これら sp2 共有結合を形成する 3

個の電子は σ電子と呼ばれる．残りの１個の価電子は 2pz軌道を占め，π電

子と呼ばれる．各サイトの 2pz 軌道どうしは結合的な価電子バンドと反結

合的な伝導バンドを形成する．前者はバンド，後者はバンドと呼ばれる．

バンドも含めてバンドと呼ぶこともある．グラフェンの基底状態では結

合的なバンド全体が電子によって占められる． 

図 6 に示すように，グラフェンのバンドにおいて，K 点近傍のキャリヤ

のエネルギーは波数ベクトル k（K 点からの距離）について線形である．

フェルミレベル近傍でのバンドとバンドのエネルギー固有値曲面は，互

図 5.  炭素の(a) 原子軌道と(b) sp
2
混成軌道． 
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いに頂点を共有する２個の円すい面（Dirac cone）の形状をしており，グラ

フェンの基本的なキャリヤ特性を決めている．伝導バンドと価電子バンド

は K 点で交わる．この交点はデイラックポイント(DP)と呼ばれる．ここで

フェルミエネルギー(EF)をゼロとしている．このバンド構造（エネルギー-

波数分散関係）は，K 点近傍で 

 kk FvE )(        (3.16) 

と表される．ここで Fv はフェルミ速度である．相対論的自由粒子のエネル

ギー分散関係は 

 222 )()()( kk cmcE        (3.17) 

である．式(3.16)は，(3.17)において光速度 cを Fv で置き換え，静止質量m を

ゼロと置いたものに相当する．そのため，グラフェンのディラック点近傍

の電子は，有効質量ゼロの擬相対論的フェルミオンとも呼ばれる．グラフ

ェンは半金属的な性質を示し，この電子は非常に高い移動度を示す．以上

の性質により，グラフェンは近年，非常に注目されている． 
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図 6. (a)グラフェンの K 点近傍のバンド構造（5×5 スーパー

セルを採用し，フェルミ準位を 0 とした）．(b) K 点近傍の

低エネルギー部分．伝導帯と価電子帯が Dirac 点（DP）で接

触する． 

(a) 

(b) 
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第４章 欠陥のないグラフェン上

への酸素吸着 

 

4.1 酸素の吸着  

 欠陥のないグラフェン上への酸素分子の吸着（O2＋G → O2/G）を考え

る場合，その吸着エネルギー adsE は， 

 )(
2OG EEEE totads          (4.1) 

となる．一方，酸素原子の吸着（O＋G → O/G）を考える場合は， 

 )( OG EEEE totads          (4.2) 

で与えられる．ここで totE は吸着系全体の全エネルギー， GE はグラフェ

ンの全エネルギー，
2OE ， OE はそれぞれ酸素１分子，酸素１原子の全エ

ネルギーである．酸素分子が原子に解離した後に個々の酸素原子が吸着す

る解離的な吸着（O2＋G → 2O + G → 2O/G）の場合は，酸素分子の解離

（O2 → 2O）に要するエネルギーと， 2 個の酸素原子の吸着エネルギー（式

(4.2)の 2 倍で与えられる）との和が吸着エネルギーとなる． 

図 7 は，酸素分子もしくは酸素原子をグラフェン上の代表的なサイトに

物理吸着(図7(a), (d))，化学吸着(図7(b), (e))，或いは解離的な吸着(図7(c), (f))

をさせた場合の 終的な原子配置である．物理吸着とは，吸着分子や吸着
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表面の化学結合の変化を伴わない弱い吸着である．吸着可能性があるその

他のサイトとして bridge に（C-C 結合の中点直上）と六員環の中心が考え

られる．しかし，これらのサイトの近傍に様々な配向の O2 を置いた初期構

造からの構造緩和計算では物理吸着を見出すことはできなかった． 

 on-top サイトへの物理吸着では，酸素分子がグラフェン面の上方，3.10Å

位置に留まり(図 7(a), (d))，その吸着エネルギーは-0.15eV となった．他方，

グラフェンに吸着していない酸素分子の酸素-酸素原子間の距離は1.23Åと

図 7. 欠陥の無いグラフェンシート上に吸着される O
2
分子の安定な配

置．上からみた配置(a)-(c)及び横からみた配置(d)-(f)をそれぞれ，物理

吸着(a)と(d)，化学吸着(b)と(e)，解離的な化学吸着(c)と(f)に対して示し

た．赤丸と青丸はそれぞれ，酸素原子と炭素原子を表す． 
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計算された(図 8)が，酸素分子はグラフェン上に物理吸着されても，酸素原

子間の距離は変化しないことを示している．また，グラフェンにおける炭

素-炭素原子間距離も変化はなかった． 

 過去の報告では，化学吸着の場合，酸素分子が“on-top”の位置で安定[15]，

解離吸着では酸素原子が“bridge”の位置で安定[20]とされているため，本

研究においても，それぞれ“on-top”あるいは，“bridge”の位置での化学吸着

及び解離吸着を考えた．化学吸着では，酸素分子はグラフェンの上方，1.51Å

にとどまった．そして，酸素分子の酸素-酸素原子間距離および酸素が吸着

した炭素-炭素原子間距離は少し伸長し，それぞれ 1.50Å，1.54Å となった．

酸素が化学吸着している炭素原子は，酸素に向かってグラフェン面からわ

ずかに変位している(図 7(e))．吸着エネルギーは，+1.78eV と計算された(図

9)． 

図 8.  酸素分子の結合距離の 適化． 
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 解離吸着では酸素分子が 2 個の酸素原子に解離し各酸素原子がグラフェ

ンに吸着する．解離吸着のエネルギーはまず，酸素分子を 2 個の酸素原子

に解離させ，さらにその酸素原子をグラフェンに吸着させることにより得

られた．酸素分子の解離エネルギーは 6.66eV，2 個の酸素原子の吸着エネ

ルギーは-5.07eV と計算されたので，結局，解離吸着のエネルギーとしては，

+1.59eV という値が得られた(図 9)．１個の酸素原子がグラフェンに吸着す

るとき，酸素原子が炭素原子 2 個と bridge を形成し，炭素-酸素原子間距離

図 9. 欠陥の無いグラフェン上への酸素吸着におけるエネルギー

図．代表的な物理吸着，化学吸着，解離的な化学吸着を示した． 
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は 1.47Å となった．bridge を形成した 2 個の炭素原子間距離は化学吸着と

同様に少し伸長し，1.51Å であった(図 7(f))．このため，吸着に関わる bridge

を形成した 2 個の炭素原子は酸素に向かってわずかに変位し，グラフェン

面は歪んでいる． 

 以上の3種類の吸着エネルギーをまとめると図9のようにあらわされる．

物理吸着のみが負のエネルギーを持ち，実際に起こりえるものと考えられ

る．また，吸着エネルギーも-0.15eV と小さく，雰囲気により吸着，脱離を

起こしやすいものと考えられる．他方，化学吸着，解離吸着の吸着エネル

ギーはそれぞれ，1.78，1.59eV と非常に高く，これらの吸着は容易には起

こらない．なお，解離吸着の方が化学吸着よりもエネルギーは低くなって

いるが，実際には，酸素分子を解離するのに 6.66eV ものエネルギーが必要

で，このエネルギー障壁を乗り越えるだけのエネルギーを与えない限り，

吸着は実現しない． 

 Carlsson 等[21]は，グラフェンが酸化して行くメカニズムを密度汎関数

理論に基づいて調べ，欠陥のない領域では，酸素原子は”bridge site”に入り，

epoxy 基を形成することを確認している．これは図 7(e)の解離吸着における

C-O-C 結合に対応する．Carlsson 等はまた，酸素分子の解離は強い吸熱反

応で臨界温度以下では反応が起こらないと述べている．物理吸着に関して

は触れていない． 
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4.2 酸素分子が物理吸着した場合のバンド構造 

以上の議論から，欠陥のないグラフェンにおける酸素分子の吸着は物理

吸着である可能が も高いといえるので，次に物理吸着の際のバンド構造

を求めた． 

図 10 はフェルミレベル(0 とした)近傍のスピン依存バンド構造を表す．

図 10 では，酸素分子が存在するために，2π/3 回転と鏡映に関わる点群の対

称性が失われている点に注意を要する．すなわち，図 10 (挿入図)に描かれ

ている M0 点におけるエネルギー固有値は M1 点並びに M2点におけるエネ

図 10.  -K-M 高対称線(K 点近傍)のバンド図. 
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ルギー固有値の値とは縮退していない(図 10)．また，図 10 に示される赤線

で描かれている down-spinのバンド構造から，O2の pz軌道の反結合状態（πz*

状態）(spin-down)とグラフェンの πバンドとが mixing していることがわか

る．この mixing により，元は空状態であった O2 の πz*状態は電子に占有さ

れる．このことから，O2 の物理吸着により，hole がドープされることが確

認された． 

Yang と Murali は単層グラフェン (SLG)が酸素分子を物理吸着するこ

とで，ホールがドープされるという実験結果を得ている[4]．この報告では，

酸素雰囲気（常温・常圧）によりグラフェンの電気伝導度が可逆的に増加

する．この結果は本計算結果とよく対応している． 

一方，Banno 等の CNW での実験結果では成長度の大きい CNW は酸素

中で導電性が可逆的に減少している．この結果は，本研究で計算されたグ

ラフェン表面への酸素分子の物理吸着では説明できない．CNW(積層した

グラフェン)に対しては，酸素雰囲気で導電性を下げる別のメカニズムが存

在する可能性があるが，積層グラフェンを対象とした酸素吸着の計算は今

後の課題となる． 
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第５章 グラフェンの代表的な 

3 種類の欠陥 

 次に，グラフェンの欠陥について考察を行う．欠陥としては，文献[8]に

示されている代表的な3種類の格子欠陥STW， ISTW， DVを考えた（図 11）．

図 11.  3 種類の格子欠陥の 適化構造 

STW 

ISTW 

DV 
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STW欠陥では4つの六員環から炭素の再配置によって，2つの五員環と2つ

の七員環が作られる(図 11 (a), (b))．ISTW欠陥では炭素原子を2つ加えて3

つの六員環から，2つの五員環と2つの七員環が作られる(図 11 (c), (d))．こ

のとき，五員環と七員環の配置は，ちょうどSTW欠陥の五員環と七員環の

配置と入れ替えた形になっている．DV欠陥は六員環の一辺を共有する炭素

原子2個を引き抜くことにより導かれる(図 11 (e), (f))． 初に，それぞれの

格子欠陥に関して，形成エネルギーを調べた．その結果を表1に示す．表1

から形成エネルギーが も低いものはSTW欠陥であった．STW欠陥では原

子を加えたり，取り除いたりする操作なしに，六員環を七員環や五員環に

変換するだけであるので形成エネルギーも低いものと考えられる．STW欠

陥の形成エネルギーが も低いことはAppelhansらも報告している[8]． 

次に，この三種類の欠陥の中で一番容易に形成される STW 欠陥に注目す

る．まず，STW 欠陥について構造を 適化した．その結果，2 つの七員環

を共有する C-C 距離は 1.31Å[図 11(d)]であった．この距離は五員環や六員

環の 近接関係をもつ 2 個の C-C 距離と比較して，一番短いことがわかっ

た．図 11 で，グラフェンに吸着させる前の酸素分子の O-O 距離は 1.23Å

であった．したがって，この酸素分子を STW 欠陥のあるグラフェン上で

表 1.  グラフェン上の格子欠陥の形成エネルギー. 

欠陥の種別 Stone-Wales 

欠陥(STW) 

逆 Stone-Wales 

欠陥 (ISTW) 
2 原子空孔(DV) 

原子数 50 52 48 

形成エネルギー

( eV) 
5.50 6.67 7.96 
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酸素分子が炭素原子二個の真上にくる(「理想的な」on-top サイト)ように物

理吸着させるようにするのが， も「理想的」である．したがって，以下   

ではこの STW 欠陥のあるグラフェンへの吸着を考察する． 
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第６章 欠陥のあるグラフェン上

への酸素吸着 

 

6.1 酸素の吸着 

 STW 欠陥を持つグラフェンに酸素を吸着させた場合の構造変化を調べ

た．図 12 にその結果をまとめた．図 12(a)と(d)，図 12 (b)と(e)，図 12 (c)

と(f)はそれぞれ，物理吸着，化学吸着，解離吸着の top view ((a)-(c))と side 

view ((d)-(f))に対応する．欠陥の無いグラフェンに酸素を吸着させた場合

(図 9)と比較すると，化学吸着および解離吸着でグラフェン面が横から見

て modulation を持つことが特徴的である．物理吸着では，吸着前(図 11(d))

の炭素原子間距離も酸素原子間距離も保存され，酸素分子はグラフェン面

から 3.01Å 離れた位置で安定化する．化学吸着，解離吸着でも，酸素分子

或いは酸素原子がグラフェン面上で吸着している炭素原子からの距離は欠

陥の無いグラフェンに酸素を吸着させた場合(図 9)とそれほど変わらない． 

大きく異なるのは，グラフェン面そのものが modulation を持つ点である．

Kaxiras と Pandey[22]によると，STW 欠陥は欠陥のないグラフェンにおけ

る六員環の一辺をその辺の中心に対して回転させることにより得られる構

造の一つである．したがって，六員環の一辺を 90 度回転させたものが STW
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欠陥に対応する．回転角に対しての系の全エネルギープロットから，回転

角が 90 度になったとき，そのエネルギーは極小値を持つと言え(STW 欠陥

に対応)，それ以外の途中の回転角では，炭素原子間結合に圧縮の力が働き，

これを緩和するためにグラフェン面が modultion を持ちうることが報告さ

れている． 

しかし，STW 欠陥に相当する角度では，炭素原子間結合に引っ張りの力

図 12.  STW 欠陥を持つグラフェンシート上に吸着される O
2
分子の安

定な配置．上からみた配置(a)-(c)及び横からみた配置(d)-(f)をそれぞれ，

物理吸着(a)と(d)，化学吸着(b)と(e)，解離的な化学吸着(c)と(f)に対して

示した．赤丸と青丸はそれぞれ，酸素原子と炭素原子を表す． 



 

- 41 - 
 

が働き，グラフェン面は平面を保つとしている．Ma 等はグラフェン面の

modulation の問題を掘り下げ，STW 欠陥において modulation の無いグラフ

ェン面はエネルギー的には鞍点に相当し，実際には面を sine- like に歪ませ

たもの，或いは cosine-like に歪ませたものがより低いエネルギーを持つと

論じている[23]．この歪みの大きさは炭素原子の z 座標の差で表すと

sine-like の場合 大約 1.4Å であり，cosine-like では 大約 1.7 Å であるとし

ている．本研究においても平面，sine-like，cosine-like のそれぞれについて

の系のエネルギーを調べてみた．その結果，平面のグラフェンのエネルギ

ーを 0 とすると，sine-like は-0.259eV，cosine-like は-0.116eV のエネルギー

を取り，より安定な構造であることが確かめられた．  

これらの吸着における吸着エネルギーをまとめると，図 13 のようになる．

物理吸着の吸着エネルギーは-0.17eV で欠陥の無いグラフェンの場合(図 9)

と比較してもそれほど大きくは異ならず，容易に吸着・脱離しうるものと

考えられる．一方，解離吸着で負の吸着エネルギーが得られた点は大きく

異なっている．また，吸着エネルギーの値も大きく，強い吸着であること

が示される． 

これより，エネルギーから考えれば，解離吸着も実現可能といえるが，

実際には欠陥の無いグラフェンの場合と同様，酸素分子の解離にエネルギ

ーを要するので，室温下では起こりえない．結局，物理吸着が も可能性

のある吸着であると考えられる． 
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図 13.  STW 欠陥を持つグラフェン上への酸素吸着のエネルギー図． 
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6.2 酸素分子が物理吸着した場合のバンド構造 

第 4 章に述べたように欠陥のないグラフェンでは，回転・鏡映等の点群

対称性により，Γ，K，M 点で囲まれた領域(図 6)についてのエネルギー固

有値の計算を行えば，ブリルアンゾーンのすべての高対称線について計算

を行なったのと等価である． 

しかし，図 12 に示される O2 分子と STW 欠陥が存在すると，その配置

から分かるように，2π/3 回転と鏡映の対称性が失われる．したがって，ブ

リルアンゾーン内に非等価な点が現れる．そのため実際にブリルアンゾー

ン領域内の全ての非等価な高対称点を結ぶ線に沿ってバンド構造を調べる

必要がある．しかしながら，このような大面積の計算は時間がかかる．我々

の興味は，K 点のまわりであるため，しかし，それに必要な計算量の限界

を考え，図 14(挿入図)に示している三つの線(M0-K-1, M1-K- 0, M2-K- 2)

上で計算を行なった．この三つの線上での点 M0， M1， M2 は非等価な点

である．この三つの線上でのバンドを調べることにより，ブリルアンゾー

ン領域内の全ての高対称性をもつ点でのバンド構造の情報が得られる． 

これらの線上でのバンド構造を調べた結果を図 14 に示す．図 14 に描か

れているように，M1 点におけるエネルギー固有値は M0 点並びに M2 点に

おけるエネルギー固有値の値と縮退していない．また図 14 から，STW 欠

陥の存在は Dirac 点(DP)を K 点から2 点に向かって引き離すように動かす

ことがわかった．これは欠陥のないグラフェンにおける酸素分子の物理吸

着の場合と異なる点であった．欠陥のないグラフェンの場合と共通の点は，

up スピンのバンドでギャップが開かないことである． 
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さらに，図 14 で注目される点は，O2 の πz*軌道とグラフェンの πバンド

との間でより強い mixing が形成されることである．その結果として，元は

空であった O2 の πz*状態がより多くの電子に占有され，グラフェン内によ

り強いホールドーピングが生じる．図 14 において，上記のより強い Mixing 

は O2 の πz*レベルとグラフェンの価電子バンド上部の大きな反発に表れて

いる．また，O2 の πz*状態を占める電子数の増加は，O2 の πz*軌道のレベル

が O2 の pz 軌道と直交するπ軌道である )p3p( yx2
1  軌道の反結合状態

（πx,y*軌道）のレベルとより大きく分裂していることに表れている．πz*軌

図 14.  STW 欠陥を持つグラフェンに O
2
が吸着した場合の-K-M 高

対称線(K 点近傍)のバンド図． 
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道の電子密度が増加したことによる交換エネルギーの利得の増加によるも

のである． 

こうして，STW 欠陥が存在することにより，その 7 員環が共有する 2 個

の炭素原子への O2 のより理想的な on-top 吸着が実現し，ホールドーピン

グがより強まっていると推測できる． 
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第７章 酸素の物理吸着による 

ホールドーピング 

 

7.1 はじめに 

前章までの計算結果から，O2 の吸着や欠陥は，グラフェンの電子構造が

本来もつ対称性を破り，バンド構造に変化をもたらすことが分かった．こ

の変化はバンド全体からみればわずかな変化であるが，電気伝導で重要と

なるK点近傍でフェルミ準位近傍の微細なバンド構造にかなり大きな変化

と言えるものである．したがって，O2 の物理吸着及び STW 欠陥の影響を

把握するためには，O2 バンド構造のエネルギー表面の三次元（3D）プロッ

トを用いて注意深く電子構造を調べることが望ましい． 

酸素によって誘導される伝導度への STW の欠陥の影響を評価するため

に，O2 物理吸着により誘導されたホール数（Nh）を O2 物理吸着系の状態

密度（DOS）から計算した．欠陥のない，あるいは STW 欠陥のあるグラ

フェン上の O2物理吸着の通常の電子構造解析に関する予備的説明は[24]に

与えられているが，バンド構造の 3D プロットを使用した詳細な分析とホ

ール数の評価をここに初めて示す． 
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7.2 方法 

前章までと同様に計算には 5×5 スーパーセルを用いる．図 15 にその基本

並進ベクトル a
i
とその逆格子ベクトル b

j
およびブリルアンゾーンを示す．

欠陥の無いグラフェンでは，第 3章に述べた通り，構造の対称性により (A)

の緑色で示された領域を調べれば，バンド構造を明らかにするのに必要十

分である．しかし，O2 の吸着や STW 欠陥の存在は，グラフェンの電子構

造の元の対称性を破る．そのため，図 15 に示すように第 1 ブリルアンゾー

ンの既約な部分として少なくとも Γ0-Γ1-Γ2 に囲まれた三角領域を調べる必

要があるが，大面積の計算は時間がかかる．しかし，ここでの興味の対象

は K 点のまわりに限られているため，図 15 に青色で示された領域（B）の

バンド構造を計算すれば，精密なホールドーピングの評価をすることがで

きる． 

 

図 15. バンド構造の3次元プロットおよび詳細な状態密度の計算に用い

た，ブリルアンゾーンおける K 点近傍の領域．(a) 全体図，(b)は詳細な

位置関係を示す． 
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7.3 欠陥のない場合のバンド構造の 3D プロット 

図 16 は，O2 を物理吸着した欠陥のないグラフェンに対する，フェルミ

準位近傍のスピン依存バンド構造のエネルギー曲面の三次元（3D）プロッ

トを示す．従来の二次元のバンド構造図(図 10)は，図から垂直断面として

抽出することができる．このような抽出されたエネルギー分散曲線は，

Giannozzi 等の計算[7]と一致している． 

O2 分子が物理吸着すると，2π/3 回転といくつかの鏡映面に関連した点群

対称性が失われるため，図 15(b)に示す M1 点でのエネルギー固有値は M0

および M2 点でのそれらと縮退しなくなる．したがって，上下両方の円錐

形バンドは K 点を通る z 軸に平行な軸の周りに正確な回転対称性を持たな

い． 

多数スピンの低エネルギーバンド構造（図 16(a)）に関して，Dirac 点（DP：

互いに逆向きの円錐形バンドの接点．完全なグラフェンの Dirac コーンと

呼ばれる）から下向きに 0.11 eV だけフェルミ準位がシフトすることを除

けば，O2 分子の影響は見られない．これは多数のスピンの Dirac コーンに

対するホールドーピングとなっている． 

一方，少数スピンに対しては，図 16 (b)に示すように，平面的な πz*およ

び πx*状態のエネルギー位置で分割されたDiracコーンのセグメント間に擬

似ギャップを導入されており，O2 の局在した πz*状態とグラフェンの線形 π

バンドとの混合が認められる．図 16 (b)において，πz*状態と πx*状態の間の

エネルギー差は，これら２つのバンドが重なって見えるほど小さい． 

この軌道混合により，もともと空であった O2 分子の πz*および πx*状態

は，グラフェンの πバンドから提供された電子によってわずかに占有され，

グラフェンは逆にホールをドープされることになる． 
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このホールドーピングのメカニズムは，有機半導体上の O2 吸着に関する

スピン３重項 O2 の占有されていない πz*状態とホストのフェルミ準位付近

の価電子の間の混成によってホールドーピングが起こることを示た Lu と

Meng の結果[5]と一致している． 

 

 

 

図 16. 欠陥の無いグラフェン上の O
2
物理吸着に対するスピン依存

バンド構造の 3D プロット． (a) up-spin 及び (b) down-spin 状態の

固有値エネルギーを図. 13.に示される kx-ky 平面に対してプロッ

トした．フェルミ準位を 0 に取ってプロットした． 
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7.4  STW 欠陥がある場合のバンド構造の 3D プロ

ット 

図 17 はグラフェン中の STW 欠陥への O2 を物理吸着した系における，

フェルミ準位近傍のスピン依存バンド構造のエネルギーの曲面の 3D プロ

ットを示す． 

欠陥のないグラフェン（図 16(a)）の場合と同様に，多数スピンの低エネ

ルギーバンド構造に対する O2 分子の物理吸着の効果はフェルミ準位シフ

トに表れている．Dirac 点からフェルミ準位のエネルギーシフトの値は 0.17 

eVであり，欠陥のないグラフェン中のO2の物理吸着に対する値である 0.11 

eV よりも 55％大きい．また，Dirac 点が kx- ky面において K 点から Γ2 点に

向かってシフトしていることが認められる．欠陥のないグラフェン（図

16(a））の場合と同様にバンドギャップは Dirac コーンで開かない．これら

の結果は，本 3 次元プロットによる分析の重要性を強調している．もし，

K 点を含むいくつかの特定の垂直断面だけで Dirac コーンを調べたならば，

見かけのギャップを実際のバンドギャップと誤認する可能性がある． 

 欠陥のないグラフェンの場合に比べて，少数スピンのバンド（図 17(b)）

において，O2 の局在した πz*状態とグラフェンの線形 π バンドとのより強

力な混合が見られる． 

この軌道混合により，もともと空であった O2 の πz*状態はグラフェンの

π バンドから移動してきた電子によってより多く充填され，引き換えにグ

ラフェンにより多くのホールがドープされる． 

O2 の πz*バンドとグラフェンの 上部の価電子バンドとの間の反発は，上

記の強い混合を反映している． 

O2 の別の π*状態（πx,y*と表す）は，酸素原子の原子軌道 )3(2
1

yx pp  か
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ら構成される反結合分子軌道である．πz*状態と πx,y*状態の間の分裂は，欠

陥のない場合（図 16(b)）のそれよりも目立っている．これは，グラフェン

の πz軌道と on-top位置の酸素の πz*状態との間の結合が強められたために，

グラフェンの占有された π バンド中への O2-πz*軌道の成分の混合がより促

進し，O2-πz*軌道の占有度が増加することと，このような O2-πz*軌道にお

ける少数スピン密度の増加がこの軌道の同じスピンに対する交換ポテンシ

ャルをさらに引き下げることにより理解できる． 

 

 

 

図 17.  STW 欠陥を持つグラフェン上の O
2
物理吸着に対するスピン依

存 3D プロットバンド構造．(a) up-spin 及び (b) down-spin 状態の固有値

エネルギーを図. 13.に示される kx-ky 平面に対してプロットした．フェ

ルミ準位を 0 に取ってプロットした． 
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7.5 状態密度とホールドーピングの計算 

 図 18 は，欠陥のないグラフェン上と STW 欠陥上に O2 が物理吸着した

場合のフェルミ準位付近の DOS の比較を示す．少数スピンの DOS は赤色

の線で描かれている．πz*と πx*バンドの間の分裂はほとんど無視できる程

度である（図 18(a)）．しかし，STW 欠陥のあるグラフェンでは πz*と πx,y*

の間の分裂は顕著であり，この現象は軌道の強い混合を証明している． 

 青色の線で描かれた多数スピンの DOS から，ホール数 Nh を推定するこ

とができる．ハッチングした領域（A）および（B）の積分は，各系内のホ

ールの数に比例する． 

清浄なグラフェンでは，2×0.00435 holes/cell であると計算され，STW 欠

陥の場合には，2×0.01205 holes/cell であると計算される．ただし，前因子

の 2 は第 1 ブリルアンゾーンが 2 個の K 点を含むことを考慮しており，計

算されたの Nh の値が 1 の 1 個の O2 分子によって生成されるホール数を意

味することに注意する．これは，O2 の物理吸着により STW 欠陥が清浄な

グラフェンよりも約 3 倍の大きさでホール伝導性を増強することを意味す

る．単一分子検出器としてグラフェンシートを使用する場合，感度を高め

るためにこの増強効果を適用できる可能性がある． 
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図 18 (a)欠陥の無いグラフェン及び(b)STW 欠陥を持つグラフェン上の

O2 物理吸着における K 点近傍の状態密度．青線と赤線はそれぞれ，多

数スピンと少数スピンの状態密度を表す．ホール数はフェルミ準位から

Dirac 点までの多数スピンの状態密度曲線の下の領域(A)及び(B)の面積

から見積もられる． 
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第８章 結論 

 

 DFT 計算を用いて，欠陥のない場合と STW 欠陥がある場合のグラフェ

ン上の O2 の分子の吸着を検討した．まず，エネルギー論により両方のグラ

フェンで O2 の物理吸着が可能であることを明らかにした． 

スピン依存バンド構造のエネルギーの曲面について詳細な 3 次元プロッ

ト解析を行い，次のような特徴を明らかにした： 欠陥のない場合，STW

欠陥がある場合の両方において，O2 の物理吸着によりバンドギャップを生

じることはないが，もともと空の O2 の πz*のバンドとグラフェンの π バン

ドとの軌道混成により，多数スピン π バンドにホールドーピングが誘起さ

れる．この軌道混成は STW 欠陥上への物理吸着によって増強される．1 個

の O2 分子によって誘起されるホールの数は，欠陥のないグラフェンの場合

で 0.0087 個，STW 欠陥の場合では 0.0241 個と推定され，ホール伝導性を

増加するという STW 欠陥の影響を示す． 
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