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1.Hume-Rothery 則と準結晶 

図 1 には貴金属に周期律表でその右側に存在する Zn, Cd, Al 等の多価金属を

合金にして得られる相図を添加元素の濃度の代わりに１原子あたりの電子濃度

e/aをパラメータにして示す1．貴金属 Cu, Ag, Au は e/a=1.0 で fcc であり，Zn 等

を添加してもしばらくは fcc 構造が続く．単位胞に４個の原子を含む fcc の領域

は添加元素の種類によらず 1<e/a<1.4 である．次に e/a=1.5 を中心に bcc 相が現

れる．その単位胞には 2 個の原子が含まれる．ここまでは単純構造であるが，

さらに e/a が増すと，ガンマ相と呼ばれ単位胞に 52 個の原子を含む複雑構造相

が出現する．図 1 に示すように，26 個の原子からなるクラスターが bcc 格子を

組む相であり，1.58<e/a<1.68 に現れる．ついで，e/a=7/4=1.75 を中心に hcp 相が

現れる．組成比が異なる CuZn, Cu3Al, Cu5Sn がいずれも bcc 相であり e/aで整理

すると常に 1.5 で安定相として現われることを最初に指摘したのはイギリスの

冶金学者 Hume-Rothery であり，1926 年のことである [1]．彼の業績に因んで

Hume-Rothery の電子濃度則と呼ばれている．後に述べるように，この経験則は

1936 年に Mott and Jones により自由電子模型を使った理論で解釈された [2]．し

かし， Mott and Jones 理論で大枠はつかめたが，それから 75 年を経た今日に至

るまで Hume-Rothery 則の本質的な理解は得られていない．我々はこの長期間に

わたって未解決のまま残った難問について研究を行なってきたのでここでその

成果の一端を紹介する [3, 4]． 

C.Kittel の Introduction to Solid State Physics は物性物理学を勉強する学生や研

                                            
1 e/aは自由原子の最外殻電子数に等しく，Na, K, Cu 等の１価金属は e/a=1, Mg, Zn などの２価金

属は e/a=2, Al, In など３価金属は e/a=3 である．合金の場合，例えば，Cu5Zn8 ガンマ相合金では，

e/a=(5*1+8*2)/13=21/13=1.615 と計算される．遷移金属の場合，その e/a値は自明ではない．第一

原理計算で全ての元素の e/a値を論理的に計算出来る Hume-Rothery plot 法をこの論文で紹介す

る． 
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究者にとってバイブルである [5]．その最初の章に結晶の定義がある．An ideal 

crystal is defined as a body composed of atoms arranged in a lattice such that there exist 

three fundamental translational vectors a, b, c, with the property that atomic 

arrangement looks the same in every respect when viewed from any point r. For a 

lattice, only one-, two-, three-, four-, and six-fold rotations about any lattice point are 

compatible with the translational symmetry requirement. 結晶は 360o/n (n=2, 3, 4, 6)

だけ回転すると同じ構造に戻る性質を持つ．並進対称性を持つ系は n=2, 3, 4 及

び 6 回の回転対称のみが許されるのである．結晶の特徴は逆格子空間でも指摘

出来る．結晶に対する X 線回折スペクトルは Bragg 条件を満たす回折角におい

て鋭い回折ピークを呈し，デルタ関数的なピークからなるスペクトルとなる．

そして電子回折パターンはシャープなスポットを呈し，その分布から結晶の回

転対称性が同定出来る． 

1984 年にその電子線回折写真がデルタ関数的な鋭いスポットを呈するにも

かかわらず，n=2, 3 の回転対称性に加えて結晶に許されない５回の回転対称性を

示す物質が Al-Mn 合金系で発見された [6]．常識に反するこの不思議な物質の構

造は高次元射影法で理解されるようになった．6 次元空間に作った単純立方格子

を補空間の窓を通して３次元空間に黄金比( t = 1+ 5
2

»1.618....)を持つ射影角

(q = tan-1 1/t( ))で投影すると 6 本の基本ベクトルが上記の回転対称性を満たす

よう張られ並進対称性が欠如した構造が作られる．さらに，逆格子空間でも６

次元空間の単純立方格子を３次元空間に射影することで n=2, 3, 5 回の回転対称

性を満たす鋭いスポット状の電子線回折パターンが再現出来る．準結晶はこの

高次元射影法で記述される結晶と位置づけられ，現在では結晶学の体系自体が

書き換えられるに至っている． 

その後の研究で，状態図に平衡相として存在する熱的に安定な準結晶が沢山

の合金系で発見されるに及んで自然界における準結晶の存在は揺るぎない地位

を確立した．特に，1980 年代後半，蔡らにより Al-Cu-TM (TM=Fe, Ru, Os), 

Al-Pd-TM (TM=Mn, Tc, Re)系において準結晶が続々と発見された．彼らは準結晶

の生成範囲を Hume-Rothery の電子濃度則で議論した [7]．これがきっかけとな

り複雑構造の金属間化合物に対する Hume-Rothery電子濃度則に一層の注目が集

まるようになった． 
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2. 近似結晶の概念 

高次元射影法を使えば，準結晶に近い構造を持つ結晶相を数学的に生成出来

る．準結晶の格子を作るために不可欠な黄金比に直結した射影角をそれに近い

有理数に置き換えることで３次元空間に局所構造は準結晶に近いが，有限な大

きさの単位胞を持つ“結晶”が作られる．もう少し，説明を加えよう．黄金比

に限りなく近づく数列として Fibonacci 数列が知られている．２種類の長さ L と

S を考え 0 世代 L から出発し，L は LS に，S は L に変換するルールで世代を追

うと，0, 1, 2, 3, 4…代目は L, LS, LSL, LSLLS, LSLLSLSL, …と変化する．L/S は

1/0, 1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5…となり，その値は∞，1, 2, 1.5, 1.666, 1.6, …と徐々に黄

金比τ=1.6180...に漸近する．ここで，第一世代で打ち切り，射影角q = tan-1 1/1( )
で 6 次元空間の単純立方格子を 3 次元空間に射影すると，２種類の要素 LS を単

位胞とする結晶が生まれる．第２世代で打ち切り，射影角q = tan-1 1/2( )を選ぶ

と，LSL を単位胞に持つ結晶が得られる2．その要素 L と S は準結晶に見出され

るものと同じである．こうして任意の Fibonacci 比を持つ結晶が得られる．打ち

切りの次数を上げる程，単位胞の大きさは増大し，準結晶のそれに漸近する．

こうして得られる結晶を準結晶に対する近似結晶と呼ぶ． 

高次元射影法で得られる近似結晶は Fibonacci 数列を反映した数学の世界の

結晶に過ぎない．しかし，1/1-1/1-1/1，2/1-2/1-2/1，3/2-2/1-2/1 等の射影角で決ま

る近似結晶が準結晶とともに自然界に存在することが明らかになってきた．興

味深いことは準結晶，近似結晶の概念がない 1980 年代以前に見出されていた巨

大単位胞を持つ結晶のいくつかが近似結晶であることも判明した．その代表例

として単位胞に 160 個の原子を含む Al-Mg-Zn 合金はこの系で発見された準結晶

の 1/1-1/1-1/1 近似結晶であることが確認されている．現在では，準結晶の組成

近傍に 1/1-1/1-1/1，2/1-2/1-2/1 近似結晶が生成している例が沢山報告されている．

数学の世界で作られた結晶が実際の合金系で発見されてきた事実に自然の不思

議を感じる． 

周期律表にある元素の大部分は図１で述べた面心立方格子(fcc), 体心立方格

子(bcc), そして六方稠密格子(hcp)格子を持つ結晶である．例えば，Al は格子定

数 4Å の fcc 結晶であり，その単位胞には 4 個の原子が含まれる．これに対して，

例えば，Al-Mg-Zn 系の 1/1-1/1-1/1 近似結晶は格子定数が 15Å の立方体の単位胞

                                            
2 ３次元空間では，x-, y-, z-方向それぞれで射影角を指定するので，1/1-/1/1-1/1, 2/1-2/1-2/1, 
3/2-3/2-3/2．．．近似結晶が作られる． 
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に 160 個，2/1-2/1/2/1 近似結晶では格子定数が 22Å の単位胞に 670-690 個の原子

を含んでいる [4]．100 を越える原子をその単位胞に詰め込みそれを単位にして

周期構造を作る機構は何であろうか．明らかに長距離秩序を支配する因子が存

在すると考えられる．我々は単位胞が無限に大きい準結晶はひとまず棚上げに

して Bloch の定理が使える近似結晶の安定化機構を探る一方で Hume-Rothery の

電子濃度則に関する洞察を深める研究を行なってきた3． 

 

3. Mott and Jones による Hume-Rothery 電子濃度則の解釈の限界 

ガンマ相合金に対するHume-Rothery則の物理的解釈は 1936年に出版された

Mott and Jones の The Theory of the Properties of Metals and Alloys と題する本で紹

介された[2]．自由電子模型に基づいた簡単で明快な理論である．彼らはガンマ

相合金のX線回折スペクトルに観察される最強線が{330}, {411}であることに注

目した．これは逆格子ベクトルの２乗和 G 2
が 18 の格子面群が Bragg 条件を満

たして強い回折線を生じていることを意味する4．12 枚の等価な{330}結晶面群

に対して，それと垂直な方向に 12 本の逆格子ベクトルが逆格子空間に張られる．

また，24 枚の等価な{411}結晶面群に対して，それと垂直な方向に，24 本の逆

格子ベクトルが張られる．こうして得られる３６本の逆格子ベクトルが逆格子

空間でのガンマ相合金の構造を特徴づける．これらの逆格子ベクトルに対して

垂直２等分面を結んで出来る 36 枚の平面で囲まれた多面体がガンマ相合金の

Brillouin zone である．この Brillouin zone の特徴は 36 枚の面が全て中心から

18 /2の等距離に存在することである．Mott and Jones は直径2kF のフェルミ球

が36枚のzoneにほぼ同時に近接する状況こそガンマ相を安定化させる要因と考

え，その安定化条件を 2kF( )2 = G 2
で記述した5．この条件は以降，Hume-Rothery

型相安定化条件として引用することにする． 

ガンマ相合金を使ってこの相安定化条件をもう少し定量的に議論してみよ

う．直径2kF のフェルミ球はその中に次式で与えられるだけの電子を収容する． 

 

                                            
3 Bloch の定理は絶対零度で完全結晶の電気抵抗がゼロとなることを保証するだけでなく，第一

原理電子構造計算を可能にする物性物理学における最も基本的な定理である [4,8]. 
4 格子定数 a の立方晶においてミラー指数が(h k l)の結晶面群の逆格子ベクトルの２乗和 G 2は
(2p/a)2 の単位で h2+k2+l2 で与えられる． 
5 Brillouin zone は逆格子空間でその原点Gに関して中心対称を持つ多面体である． G 2

は対面の

中心を結ぶ逆格子ベクトルの２乗でフェルミ球が内接すれば 2kF( )2 = G 2
を得る． 
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 e /a = 8pkF
3 /3N = p 2kF( )2{ }3/ 2

/3N     (1) 

 
ここに2kF は2p /aの単位である．Mott and Jones は相安定化条件を仮定し，式(1)

の 2kF( )2を critical な G 2
で置き換えた6．ガンマ相合金の場合には G 2=18 を代入

し，e/a=1.538 を得た． 

Mott and Jones の理論は逆格子ベクトルとフェルミ球という逆格子空間の物

理量を理論の根幹に据えているので，結晶全体に及ぶ長距離の構造秩序効果を

巧みに取り込める点で優れている．しかし，以下のような問題が残っている． 

1. Hume-Rothery 型相安定化条件 2kF( )2 = G 2
は直径 2kF を持つ Fermi 球が

G 2
で指定される Brillouin zone 面に接する条件を表す．自由電子模型を仮

定して無条件にこの条件を受け入れてよいのだろうか．Mott and Jones の

直感を実証するために，左辺と右辺の物理量を独立に評価し，この関係が

どこまで成り立っているかを系毎に調べる必要がある． 

2. この条件が成り立つと電子系のエネルギーが低下して相を安定化させる

はずである．Mott and Jones はこの問題を掘り下げては議論していない．

自由電子模型では何も言えないからである．当時，第一原理の電子構造計

算法は開発されていなかったからやむおえないことであった．フェルミ準

位に生成する擬ギャップ構造の研究は第一原理計算法が開発された今，十

分に可能な時代となった．我々はその役割を明らかにする必要がある． 

3. Mott and Jones は X 線回折スペクトルに現れる最強の回折線に対応する

G 2
を critical であると仮定した．しかし，その理論的な根拠はない． 

4. Hume-Rothery 型相安定化条件は普遍的に成り立つのか．そうでなければ，

どのような系で成り立つのか． 

5. 遷移金属の e/a 値は依然として不明である．遷移金属を含む合金の

Hume-Rothery 型相安定化条件とは？ 

筆者は幾人かの共同研究者と上記の 1〜5 の課題について研究を続けてきた．本

稿では 1-3 の話題に絞った議論を次節以降で進めたい． 

 

4. 自由電子模型の限界と擬ギャップ 

最初に Hume-Rothery 型相安定化条件が満たされると電子系のエネルギーが

                                            
6 Hume-Rothery 型安定化条件を満たす G 2を critical な逆格子ベクトルと呼ぶことにする． 
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低下する機構を論じたい．ある相が安定相であるかどうかを判定するには，含

まれる元素とその濃度を指定した場合，そこで競合する相全ての全エネルギー

(total-energy)を比較して最低の値を持つ相を求めることであろう．全エネルギー

とは物質を構成している電子とイオンからなる系のそれぞれの運動エネルギー

とポテンシャルエネルギーの和である．その中で電子系の運動エネルギーこそ

がその組成で最も安定な相，すなわち，その結晶構造を決めると言われている． 

電子は量子力学の要請で 2 個以上の電子が同じ量子状態を占有できないと

いう Pauli の原理に従う．価電子帯にある Bloch 電子の波数ベクトル

k º kx , ky , kz( )は量子化され，最も小さい値 kx = ky = kz = 0の状態には上向きス

ピンの電子と下向きスピンの電子が占有する．３番目の電子はそれより一つ高

いエネルギーを持つ量子状態を占有する．例えば，モルあたりの金属にはアボ

ガドロ数相当の電子が存在するので大きな波数ベクトルの状態まで電子が詰ま

った球が波数空間（逆格子空間あるいは運動量空間とも呼ばれる）に出来る．

これがフェルミ球である．その表面の電子はフェルミ半径 kF に等しい波数を持

つので，その運動エネルギーは

EF =

2kF
2

2m
となる．ここにmは電子の質量，は

プランク定数の1/2pであり， EF はフェルミエネルギーである．Al の場合，そ

のエネルギーは 11 eV であるが，式 EF º kBTF（ kB : ボルツマン定数）を使って

温度に換算すると 10 万度を越える極めて大きなエネルギーである． 

自然は，この運動エネルギーを下げるような構造を選択して相を安定化させ

る場合がある．最も効率的なのは運動エネルギーが最も高いフェルミ準位近傍

の電子を削り，その電子をよりエネルギーの低い価電子帯に再分配することで

ある．その結果，電子の状態密度(DOS)にはフェルミ準位近傍にエネルギーギャ

ップあるいはギャップの底が有限に残る擬ギャップが生成する．Hume-Rothery

型相安定化条件が満たされるとフェルミ準位に（擬）ギャップが生成し電子系

の運動エネルギーが低下してその相が安定化することが考えられるが，自由電

子模型に立つ限りこのエネルギーギャップを作り出せない． 

フェルミ準位に擬ギャップが出来る機構には２つある．周期ポテンシャル場

を運動する電子は Bloch 波として結晶内を伝播する．Bloch 波の波長が格子ポテ

ンシャルの周期と合致する時，干渉が起こり cosine あるいは sine 型の定在波が

生じる．その結果，固有値は結合準位と反結合準位に分裂し，その間にギャッ

プが開く．これが Fermi surface-Brillouin zone 相互作用(以降，FsBz 相互作用と略
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す)による擬ギャップ形成機構であり，Hume-Rothery 型相安定化条件を導く．も

う一つの機構は，価電子帯の電子を各原子により強く束縛されているとして扱

うとわかりやすい．隣接原子の周りに広がる電子はその軌道を混成し，結合，

反結合のバンドに分裂する．その谷間にフェルミ準位が入り，電子がもっぱら

結合バンドを埋めると前者と同じような擬ギャップ構造が実現する．後者は軌

道混成効果による擬ギャップ生成機構と呼ばれている．どちらの機構が擬ギャ

ップ形成により大きな貢献をするかは系毎に異なることを指摘しておく[4]． 

FsBz 相互作用による擬ギャップ形成機構が支配的な場合，critical な逆格子

ベクトル G 2
は X 線回折の最強線に頼らず求められるだろうか．そして，それと

は独立にフェルミ直径の２乗 2kF( )2 は計算出来るだろうか．その結果，

Hume-Rothery 型相安定化条件が成立しているかどうかを判定することは可能だ

ろうか．さらに， 2kF( )2値より１原子あたりの電子濃度 e/aが信頼高く求められ

るだろうか．もしこれらの課題が解決すれば，この e/aこそ擬ギャップを引き起

こしその相を安定化させる電子濃度ということになる．また，軌道混成効果に

よる擬ギャップ形成機構が共存すると，電子の局在性が増すので，critical な逆

格子ベクトルは有限な範囲により拡がることが予想される．こうして複雑構造

系の安定化機構を総合的に論じることが可能となろう． 

 

5. 第一原理電子構造計算の必要性と FLAPW-Fourier 法の開発 

3 節で指摘した課題を解決するために，経験的なパラメータを使わない第一

原理の電子構造計算が不可欠である．幸い，今日では結晶構造 (空間群)，構成

元素の種類，格子定数，単位胞内の全ての元素について占有率１でその座標を

入力すれば電子構造が正確に計算出来る手法が確立している．critical な G 2
値の

抽出とフェルミ直径の 2 乗 2kF( )2を第一原理電子構造計算法の延長上で求めた

い．これに最適な計算法として我々は FLAPW (Full-potential Augmented Plane 

Wave の略)法に着目してきた．この計算法の詳細は文献に譲る [3,4,8]が，各イ

オンの原子核を中心として半径 RMT の範囲ではポテンシャルの変化が大きいの

で局在的波動関数で記述し，その外側では平面波で記述する．このようにどち

らの領域でも厳密解が得られる波動関数を境界の球面で滑らかに接続している．

半径 RMTの球は以降 MT 球(muffin-tin の略)として引用する7． 

                                            
7 Full-potential とは MT 球の内側でポテンシャルが球対称性を持つという仮定を放棄して電荷密

度分布の異方性を考慮したポテンシャルを使うことを意味する．MT 球の内側では，波動関数は

動径波動関数と方位量子数 l と磁気量子数 m に依存した球調和関数の積で与えられ，後者を通
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r<RMTの範囲では局在性の強い d-電子等を精度よく扱える．一方，r>RMTで

は電子の波動関数は逆格子ベクトルを変数とする平面波の重ね合わせで記述す

る．これは Nearly Free Electron 近似で使われる手法である．我々は FLAPW 法が

MT 球の外側で波動関数を逆格子ベクトルを変数に平面波展開していることに

着目して critical な逆格子ベクトル G 2
を抽出出来る FLAPW-Fourier 法を開発し

た．また RMT の外に広がる領域は電子の遍歴性が強く反映する領域であること

に着目して有効なフェルミ直径の２乗 2kF( )2 を求めることが出来る

Hume-Rothery plot 法を開発し e/a値の計算を可能にした [3,4, 9]． 

最近，personal computer の性能が著しく向上し，近似結晶のように巨大単位

胞を持つ結晶に対してもFLAPW電子構造計算が可能となってきた．我々はWien

工科大学で開発され市販されている WIEN2k [10]を使って FLAPW 計算を行い，

各固有値における波数ベクトルkでの MT 球の外側の波動関数の Fourier 係数を

出力させている．このファイルは case.output1 と呼ばれ，このデータから以下に

述べるような方法で Hume-Rothery plot と FLAPW-Fourier 法を実行する Fortran

プログラムを作成している [9]． 

Hume-Rothery plot 法は WIEN2k の Self-Consistency Cycle (SCF と呼ばれる)を

実行し，一つ前のサイクルと比較して全エネルギー差が 0.0001Ry 以下になるま

で収束させた後，DOS を計算する program を走らせ case.output1 ファイルを出力

させる．このファイルには MT 球の外側の波動関数の Fourier 係数の大きさが固

有値毎に，そして指定された波数ベクトルk毎に可能な逆格子ベクトルに対して

表の形で整理されている．当然，注目する波数ベクトルkにおけるエネルギー固

有値はその系に許される逆格子ベクトルに依存して無数にある．我々は注目し

たエネルギー固有値 E において波数ベクトルkの波動関数の Fourier 係数の複素

共役の 2 乗値が最大となる電子状態 2k +G{ }2
を拾い出すことでエネルギー固有

値 E との組を作る．この作業を Brillouin zone 内で選ばれた全てのk点について

実行した後，エネルギーが E と E+DE の間に入る 2k +G{ }2
を拾い出し，その平

                                                                                                                                
して電荷密度分布の異方性が取り込まれる．MT 球の外側でも平面波を球面調和関数で展開し直

し，電荷密度分布の異方性が出現する．結果として，この MT 球の内外での異方性はポテンシ

ャルに反映される． 
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均値 2k +G{ }av
2
を計算する8．こうして E と 2k +G{ }av

2
の組を価電子帯の底から

フェルミ準位より上+30eV までの範囲で 0.05eV きざみで求める． 

自由電子模型では E と E+DE に入る 2k +G{ }2
は選ばれた全てのkに対して

同じ値となるが，異方性が強い d-band 内等では色々な値が選ばれるためその標

準偏差は大きい．我々は標準偏差が小さい領域にのみ注目する．そこでは，MT

球の外側における遍歴電子の運動をよく記述する．この領域のデータを直線で

結び，フェルミ準位における 2kF( )2を読み取る．そしてその値より e/aを決定す

る．これが Hume-Rothery plot 法である．こうして擬ギャップ構造や d-band など

が存在し，自由電子模型からはずれている現実の系に対しても第一原理電子構

造計算で e/aが評価出来る方法を確立した． 

FLAPW-Fourier 法は WIEN2k で SCF を全エネルギー差が 0.0001Ry 以下にな

る条件まで収束させた後，DOS に続いて Band Structure を計算する．この場合の

case.output1にはBrillouin zone面の中心の対称点(principal symmetry points)でのエ

ネルギー固有値とその場所での波数ベクトルkにおいて，MT 球の外側の波動関

数の Fourier 係数が許される逆格子ベクトルG毎にリストされている．例えば，

bcc 格子の場合，Brillouin zone の対称点 N, G, H 点の座標はそれぞれk=(1/2 1/2 0), 

k=(0 0 0) and k=(1 0 0) である．これらの対称点ではそれぞれに許される

2 k +G( ){ }2 º G 2
の平面波成分が無数に存在する9．そこで，エネルギー固有値毎

に波動関数の各平面波成分の Fourier 係数の２乗値を等価なゾーン面の数だけ足

し合わせた量 Ck+Gå 2
を計算する．このエネルギースペクトルを許される G 2

毎

にプロットすることでフェルミ準位を支配する critical な逆格子ベクトルが抽出

出来る．これが FLAPW-Fourier 法である． 

Hume-Rothery plot からフェルミ直径2kF と e/a，そして FLAPW-Fourier エネ

ルギースペクトルから critical な逆格子ベクトルを抽出する具体例を次の節で紹

介する． 
                                            
8 Brillouin zone 内に 1000 点とれば十分である． 
9 bcc 格子の Brillouin zone の N 点，すなわち，k=(1/2 1/2 0)では，2 k +G( )º 1+ 2Gx ,1+ 2Gy , 2Gz( )
となるので，成分が(奇数，奇数，偶数)からなる逆格子ベクトルのみが N 点に現れる．この逆格

子ベクトルは NGN の長さを持つので，これを改めて G 2と表記した．N 点ではエネルギーの低

い方から， G 2=2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62…の平面波成分が現れる． 
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6. Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 近似結晶の安定化機構 

巨大単位胞を持つ代表的な金属間化合物としてここでは Al-Li-Cu 系に存在す

る 1/1-1/1-1/1 近似結晶を取り上げる．すでに述べたように，この金属間化合物

の構造の骨格は 6 次元空間に作った周期的な単純立方格子を 3 次元空間に

qx =qy =qz = tan-1 1/1( )で射影することで得られる．その結果，図 2 に示すよう

に，80 個の原子クラスターが bcc 格子を組み，格子定数 13.9Åの単位胞に 160

個の原子を収容する巨大単位胞の結晶となる．80 個の原子クラスターは記号

A~H で区別されたシェル構造を形成しており，準結晶に特有な正 20 面体や正

12 面体のクラスターが存在する． 

160 個の原子位置は構造解析の実験により求まっている [11]．各サイト A~H

には chemical disorder が存在するが，それらを取り除いて各サイト毎に特定な元

素が占有率１で占める構造を作り FLAPW 電子構造計算を行なった [9]．図 3 は

WIEN2k で計算して求めた Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 近似結晶の電子状態密度

(DOS)を示す．フェルミ準位 EFより-3eV に位置する鋭いピークは Cu-3d band で

ある．EFをはさんで-1 から+2eV にわたって DOS は鋭く落ち込んでいる．これ

が擬ギャップである．その深さ H/Hoは 0.28 である．これは準結晶において観測

される擬ギャップと匹敵する深さである．この擬ギャップの成因機構を

Hume-Rothery plot と FLAPW-Fourier 法で調べよう． 

図 4 はこの近似結晶に対する Hume-Rothery plot である．縦軸は E, E+DE に入

るエネルギー固有値において最大の Fourier 係数を持つ電子状態 2k +G{ }2
を

Brillouin zone 内で選んだ 1000 個のk点で求めそれを平均した値を表わす．灰色

のグラフはそのバラつきの目安となる分散(variance)である．Cu-3d band と擬ギ

ャップが存在するエネルギー範囲では分散が大きく E - 2k +G{ }2
avは直線から

はずれる．これらの領域を避けて赤線で示すような直線を引く．赤線がフェル

ミ準位を切る時に得る縦軸の値はフェルミ直径の２乗 2kF( )2を与える．図 4 に

示すように，その値として 47.1+0.4 を得た． 

図 5 は Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 近似結晶の Brillouin zone の N 点における

FLAPW-Fourier スペクトルを DOS と合わせて示す．擬ギャップが生成している

範囲は赤の矢印で示す．フェルミ準位における電子状態を支配する平面波成分
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は G 2
が 42 から 54 にまで及んでいる．G 2=42 は分布の右側の裾野，G 2=54 は

左側の裾野がフェルミ準位にかかっているのでその寄与も無視は出来ないが，

G 2=46 と 50 が最大の寄与をしていることは明白である．従って，この近似結

晶ではこれら二つの逆格子ベクトルが critical であると結論した．こうして我々

は 2kF( )2の決定とそれとは独立に critical な逆格子ベクトルを抽出することが出

来た．ここで，G 2=46 は等価な面が 48 枚ある{631}面が作る Brillouin zone 面の

中心点 N で生成している平面波成分を意味する．その電子の波長は{631}格子面

群の面間隔にほぼ等しくこの格子面群と干渉を起し，フェルミ準位における擬

ギャップ生成に預かる．また， G 2=50 は等価な面が 12 枚ある{550}面と 24 枚

の{710}面，さらに 48 枚の{543}面が作る 84 面体の Brillouin zone の中心点 N で

生成している平面波成分を意味し，同様にフェルミ準位における擬ギャップ生

成に貢献する． 

図 4 と 5 を比較するとわかるように，G 2=46 と 50 は Hume-Rothery plot で得

られた 2kF( )2=47.1+0.4 に最も近く，Hume-Rothery 型安定化条件を満たしている

ことがわかる．Mott and Jones は自由電子模型に基づいて相安定化条件を設定し

X 線回折の最強線に相当する逆格子ベクトル G 2
を critical であると仮定したが，

我々は第一原理電子構造計算を使って彼らの直感的な扱いの正当性を調査した

のである．Al-Li-Cu 1/1-1/1-1/1 近似結晶の X 線回折スペクトルを調べると，最

強線は G 2=46 や 50 ではなく，もっと低角の回折線である [11]．このことから

も Mott and Jones の安定化条件の仮定は的を得た先駆的な業績であったが，X 線

回折の最強線を critical とした仮定はいつも正しいわけではないことが判明した
10．実験研究者が X 線回折の最強線を critical としてみなして安定化条件を使う

ことが危険であることをこの結果は教えている． 

Hume-Rothery 型相安定化条件が満たされている状況を逆格子空間で見れば，

直径 2kF = 47.1のフェルミ球が{631}面が作る 48 面体の Brillouin zone と

{550}+{710}+{543}面が作る 84 面体の Brillouin zone に近接して相互作用してい

ることを意味する．図 6 には，後者の Brillouin zone を示す．実際，我々は NFE

近似を使ってこれらのゾーン面に発生しているエネルギーギャップを強制的に

ゼロにすると擬ギャップが消滅することを確かめている [4,9]．以上の解析から

G 2=46 と 50 が作る Brillouin zone と Fermi 球の相互作用がこの系の擬ギャップ

                                            
10 ガンマ相合金の場合， FLAPW-Fourier 法で G 2 =18 が critical であることが示されており，こ

の場合には Mott and Jones の仮定が正しいことがわかっている [3, 4]． 
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形成をもっぱら担っていると結論出来る．我々は FLAPW 電子構造計算で定量的

に擬ギャップ構造の存在を示し，その擬ギャップの成因機構が Mott and Jones が

最初に指摘した FsBz 相互作用であることを初めて実証したのである． 

フェルミ直径が与えられると式(1)より e/a が計算出来る．式(1)に N=160 と

2kF = 47.1を代入すると，e/a=2.1 を得る．Al, Li, Cu の最外殻電子数はそれぞ

れ 3, 1, 1 であるから，Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 近似結晶では平均の e/a 値は

84 * 3+ 52*1+ 24 *1( )/160 = 328 /160 = 2.05となり，Hume-Rothery plot から求めた

値とよく一致する．Hume-Rothery plot 法を遷移金属元素を含む系で行なえば，

遷移金属の e/a 値を評価する道が拓ける [4]. この線に沿った研究を近い将来さ

らに進展させる計画である． 

図 5 に示す FLAPW-Fourierスペクトルはどの平面波成分も 3~4 eV の幅で分布

している．そのため，複数の G 2
を持った平面波成分が擬ギャップ形成に預かる

ことになる．これは近似結晶のように巨大単位胞を持つ金属間化合物に特有な

現象である．我々はこれを multi-zone effect と呼んでいる [4, 9]．この特徴的な

振る舞いが何に起因するかを考察してみたい．図７は Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 近

似結晶の E-k 関係を fcc-Al と比較して示す．fcc-Al のエネルギー分散は自由電子

模型で得られる放物線に近く，その分布は疎である．一方，近似結晶ではエネ

ルギー分散が密となり，しかも flat になっている．この差は近似結晶が巨大単位

胞を持ちその格子定数が fcc-Al のそれより 3.5 倍も大きい事実を反映している．

逆格子空間ではG点から Brillouin zone の中心の N 点(bcc)や L 点(fcc)までの距離

は
2p
a
を単位に持つので近似結晶では 3.5 倍短くなっている．そのため，近似結

晶のエネルギー分散は fcc-Al の場合よりも 3.5 倍折り返しが頻繁となり，ゾーン

上だけでなく分散曲線は多くの場所で交差する．そしてこれら全ての交点は格

子ポテンシャルの影響を受けて結合と反結合準位に分裂するので，いたるとこ

ろで平らな分散を作り出す．例えば，G 2
＝46 と 50 で作られる Brillouin zone 面

のエネルギーギャップは N 点だけでなくフェルミ準位をはさむ+1~+2 eV のエネ

ルギー範囲にある分散関係の交点を全て分裂させる．こうして蜜で flat な分散関

係が生み出される．これが巨大単位胞を持つ近似結晶の電子構造を特徴づける．  

Al84Li52Cu24 近似結晶の場合， G 2
＝46 と 50 で作られる Brillouin zone 面が深

い擬ギャップ形成に寄与していることを示した．フェルミ準位近傍の電子は，

前者の格子面群からは 48 の方向，後者の格子面群からは 84 の方向で干渉を起
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し，定在波を生みギャップ形成に貢献する．フェルミ準位近傍の電子の波長は

これらの面群の格子間隔とほぼ等しくなり干渉効果を起すことになる．この様

子を図 8 に模式的に示す．実空間でこの干渉効果が沢山の方向において起こる

ことが単位胞に 160 個の原子を含む巨大単位胞を繰り返し並べて周期構造を作

ることが出来る秘密である．これを一般化して言えば，単位胞に含まれる原子

数が多ければ多い程，その方向で干渉を起す方位が増して定在波が形成し，よ

り深い擬ギャップが生成することになる．その極限に準結晶が位置づけられる．  
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図の説明 

図1. Schematic phase diagram as a function of electron concentration e/a in noble metal 

alloys showing the Hume-Rothery electron concentration rule [4]. 

 

図 2. Successive shell structures of atoms in the atomic cluster of the rhombic 

triacontahedral (RT)-type quasicrystals and their approximants [4]. solid circles: largest 

atom Li in Al-Li-Cu. The assembly consisting of the first and second shells is called the 

RT-cluster. The 80-atom cluster shown at right-hand corner forms a truncated 

octahedron or the Wigner-Seitz cell of the bcc lattice, allowing to fill the space without 

voids or overlaps. Atoms on the sites F, G, H are shared by two neighboring 

Wigner-Seitz cells. 

 

図3. DOS calculated from the WIEN2k with RMTKmax=6.0 and Nk=1000 for the 

Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 approximant. H0 is the height of the DOS at the Fermi level, 

when the pseudogap were absent, and H is the height of the DOS near the bottom of the 

pseudogap. The pseudogap depth ratio H/H0 is 0.28 [9]. 

 

図4. Hume-Rothery plot calculated from the WIEN2k with RMTKmax=6.0 and Nk=1000 

for the Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 approximant. A straight line passing the data points, 

where the variance s2(E) is small, is drawn as a guide. The variance s2(E) is normalized 

to 100 % at the maximum value. The value of 2kF( )2  can be directly read off from the 
intercept at the Fermi level. 

 

図5. The FLAPW-Fourier energy spectra at symmetry points N calculated from the 

WIEN2k with RMTKmax=6.0 and Nk=1000 for the Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 approximant. 

Only Fourier components appearing near the Fermi level are shown. The DOS is shown 

at the uppermost location to envisage the pseudogap structure marked with red arrow. 

 

図6. Brillouin zone bounded by {543}+{710}+{550} zone planes for 1/1-1/1-1/1 

approximant [4]. Many arcs drawn onto the Brillouin zone planes illustrate contours 

caused by the contact of free electron Fermi sphere. 
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図7. Energy dispersion relations calculated from the WIEN2k with RMTKmax=6.0 and 

Nk=1000 for (a) the Al84Li52Cu24 1/1-1/1-1/1 approximant in comparison with those for 

(b) fcc-Al. 

 

図8. Illustration for the formation of a standing electron wave having the Fermi 

wavelength lF of approximately 4 Å by interfering with a periodic potential due to the 
set of lattice planes {550} with the interplanar distance of 2d=4 Å in a typical 

1/1-1/1-1/1 approximant. 
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