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研究成果の概要（和文）：研究計画書に従い、3カ年計画で高精度励起状態計算手法の開発を行ってきた。まず
は既存の手法の問題点の洗い出しを行うために、大小様々な系の計算を行い実験のUV-vis吸収スペクトルと比較
を行った。その結果、本手法は電子状態が広がった大規模系に対しては非常によく実験のスペクトルを再現する
ことができることがわかった。一方、二原子系などの極めて小さな系に対しては実験の光学ギャップを過小評価
することがわかった。いくつかの改善方法を試みたがいずれも目立った改善には至らなかった。これらの結果を
踏まえて我々は極めて小さな系を取り扱うためにはより本質的な改善方法が必要であると結論づけた。

研究成果の概要（英文）：Based on research proposal, we have developed first-principles GW+
Bethe-Salpeter method based on many-body perturbation theory beyond the framework of density 
functional theory (DFT) to simulate the optical properties. We applied the present method to various
 sized molecules and compared with the available experimental UV-vis absorption spectra and the 
optical gap. The present method is accurate for the large sized systems having delocalized 
electronic states and inaccurate for the quite small sized systems like diatomic molecules. Although
 we tried some possible improvements for small sized molecules, they did not work well. Therefore we
 concluded that more intrinsic development beyond the current framework is essential.

研究分野： 計算物理

キーワード： 第一原理　励起子
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１．研究開始当初の背景 
	 多体の摂動論に基づいて Bethe-Salpeter
方程式（BSE）を GW 近似(GWA)の範囲で解
くいわゆる GW+BSE 法は孤立系、周期系を
問わず様々な現実物質の光学特性を高精度
に求めることのできる第一原理計算手法で
ある。しかし 1995 年 Onida らによって初め
て第一原理 GW+BSE 計算が報告されて以来、
この手法を超えるさらなる高精度計算手法
の確立には至っていない。また未だに計算例
が少ないこともあり、現在の枠組みでの適応
限界なども議論されていないのが現状であ
る。このような観点から、手法開発の面では
停滞が続いていると考えている。 
 
２．研究の目的 
	 「研究開始当初の背景」で述べた点を踏ま
え、本研究課題ではさらなる高精度計算手法
の開発を目指して、既存 GW+BSE 法の問題
点の洗い出しを行うことにした。本研究を通
じて適応限界を明確にすることにより、将来
の手法開発に役立つ知見が得られるものと
考えている。 
 
３．研究の方法 
	 申請者はこれまで独自に第一原理 GW+BSE
プログラムの開発を続けてきた。最近では大
規模並列計算向けにプログラムを修正し、ス
ーパーコンピュータを用いて２００原子系
程度の系までを扱うことが可能になってき
た。このプログラムの特性を生かし、本課題
では、次の 2 点（1）系サイズ依存性、（2）
励起子の特性、に注目をして計算精度の確認
を行うこととした。（1）では２原子分子など
の極めて小さな系から本プログラムが取り
扱うことのできる最大の２００原子系まで
の光学特性を計算し、実験などと比較を行っ
た。（2）ではまず励起子の種類を分類できる
手法が必要になる。そこで申請者は励起子の
波動関数を用いた新たな励起子解析方法を
開発することから始めた。この手法を用いる
ことで励起子を局所型、Rydberg 型、電荷移
動型に分類し、それぞれに対して計算の正当
性を議論した。	
	
４．研究成果	
	 （1）分子サイズ依存性：申請者は CO や N2

や H2O 分子などの極めて小さなサイズの光学
特性を GW+BSE 法を用いて計算を行い、実験
の光学ギャップと比較を行った。その結果本
手法は実験の光学ギャップを約 1eV 程度過小
評価することがわかった。いくつか可能な改
善方法を試みたがいずれも本質的な改善に
はならなかった。以上のことから、このよう
な極めて小さな分子に対してはより本質的
な手法開発が必要であると結論づけた。この
結果はすでに国内外の学会で発表をすると
ともに、Phys.	Rev.	B 誌へ掲載済みである。
同様の計算を３０原子から２００原子から
なる炭化水素化合物に対しても行い、計算結

果を実験の UV-vis 吸収スペクトルと比較を
行った。BSE スペクトルは実験のスペクトル
をほぼ完璧に再現することができているこ
とを確認した。本手法はこのサイズの系に対
しては極めて高精度な手法である。この課題
で行った（特に２００原子系の）GW+BSE 計算
は世界第 2位の規模となる大規模計算である。
本プログラムは計算精度と大規模計算を両
立することのできる優れたプログラムであ
ることを示すことができた。本結果はすでに
国内外の学会で発表を行った。また一部の結
果はすでに J.	Chem.	Phys.誌などへ掲載済み
であるが、残りの結果は現在論文を執筆中で
ある。	
	 （2）励起子の種類依存性：励起子の種類
を議論するにはその種類を分類することの
できる手法が必要である。そこで申請者は励
起子の波動関数を用いた新たな解析方法を
開発した。従来は一電子波動関数などを表示
するなどして目で見て判断するしかなかっ
たものの、本解析方法を用いることにより数
値により判断することができるようになっ
た。本手法により励起子を局在型、Rydberg
型、電荷移動型に分類し、それぞれに対して
GW+BSE 法の精度の確認を行った。GW+BSE 法
はいずれの励起子も精度よく記述すること
ができることを確認した。本結果はすでに J.	
Chem.	Phys.誌へ掲載済みである。	
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