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研究成果の概要（和文）：私たちは密度汎関数理論(DFT)の長距離補正汎関数(LC汎関数）を開発した。LC汎関数
はDFTのさまざまな欠陥を取り除いた。分子構造や原子化エネルギーはもちろんのこと、光学応答特性、励起エ
ネルギー、van der Waals力などを高精度に記述する。またLC汎関数はKoopmans定理を満たす。本研究では軌道
エネルギーを利用した化学反応性の記述や界面現象の記述、反応機構の解明、異性化反応などに本理論を応用し
てきた。また軌道エネルギーのみで励起エネルギーを計算するきわめて簡便な理論を開発した。本研究により
DFTの適用範囲が大幅に拡張され、DFTの軌道、軌道エネルギーの物理的意義が明らかにされた。

研究成果の概要（英文）：Density functional theory (DFT) is a powerful computational tool for 
chemical systems. It is appealing because, with the one-electron Kohn-Sham (KS) DFT, all properties 
are in principle obtainable directly from an observable that is the electron density. We have 
developed the long-range corrected (LC) functionals. LC functionals generally show consistent 
desirable features, especially in the high reproducibility of weak van der Waals bonds, electronic 
spectra, optical response properties. A striking feature is that LC-DFT approximately satisfies 
Koopmans-type theorem. We have applied LC-DFT to many interesting chemical phenomena. A new simple 
and conceptual theoretical scheme is also proposed for estimating one-electron excitation energies 
using KS solutions. KS orbitals and their orbital energies are physically meaningful and they are 
practically useful. This research significantly expanded the application range of DFT.

研究分野： 理論化学

キーワード： 分子理論　密度汎関数法　長距離補正汎関数　Koopmans定理　励起状態
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研究成果の学術的意義や社会的意義
現在もっともよく使われている分子理論は密度汎関数法(DFT)法である。計算が簡単であり、定量性があるこ
と、そして計算結果の解釈が容易であることがその理由である。しかしDFT法はさまざまな問題を抱えている。
私たちはDFTの問題を解決するために長距離補正汎関数(LC)を開発した。LC汎関数はこれまでの汎関数の問題点
をすべて解決した。LC-DFTが与えたインパクトは大きく、現在では、多くの理論計算に広く使われている。また
LC-DFTはKoopmans定理を満足する。つまりLC-DFTの軌道や軌道エネルギーは明確な物理的意味を持っていること
を示唆している。本研究はDFTの応用範囲を大幅に拡張した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。
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１． 研究開始当初の背景 

 
現在、もっともよく使われている分子理論は密度汎関数法(DFT)法である。計算が比較的簡単で

あること、定量性があること、そして計算結果の解釈が容易であることがその理由である。DFT法は

Kohn-Sham (KS) 方程式とよばれている擬固有値問題から出発する。Hartree-Fock (HF) 法の

Fock演算子との違いは交換演算子が、KS演算子では交換・相関演算子に置き換わる点にある。も

し正確な交換・相関エネルギーがわかれば DFTは電子相関効果を含む正確なエネルギーを算出

する。つまりDFTはHF法と同じような計算労力で、困難な電子相関を含む計算ができるという可能

性を秘めている。しかし正確な汎関数の形は分かっていない。 

従来の LAD, GGA などの汎関数は反応障壁や Rydberg, CT 励起エネルギー、Band Gap を

過小評価し、分極率などは過大評価する。また van der Waals 力など弱い相互作用が記述できな

いなど適用性に限界があった。この問題を解決したのが、われわれが開発してきた長距離補正

（LC）汎関数である。LC は従来の DFT の問題点を一気に解決し、DFT を定量的理論に引き上

げた。LC 汎関数は Gaussian09 など標準的な量子化学計算ソフトウェアに実装されており、現在

では標準的な計算方法となっている。 

さらにわれわれは LC 汎関数が Koopmans-type 定理を満足することを証明した。これまで DFT

では Koopmans 定理は成立しないといわれてきた。事実、これまでの汎関数ではイオン化エネル

ギーを大幅に過小評価し、Koopmans 定理は成り立たない。しかし LC は Koopmans-type 定理を

満足する。LC 汎関数を使うと、分子軌道法でこれまで培われてきた言葉、概念をそのまま DＦT に

当てはめることがでる。 

DFTは有効な理論である。これまでの研究からLC汎関数は汎関数として満たすべき条件をもっと

もよく満たす汎関数である。LC汎関数の理論的改善を図ること、LC汎関数の適用範囲を拡大する

ことが求められている。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、①密度汎関数法の Kohn-Sham 方程式の解である軌道エネルギー、Kohn-

Sham 軌道の物理的意義は何か？“電子の軌道”は observable ではないが well-defined な概念で

ある。“電子の軌道”の物理的意義は何か？Kohn-Sham 方程式の解は Koopmans-type 定理を満た

し、observable であるイオン化エネルギーと結びついている。Kohn-Sham の軌道エネルギーで分子

の励起エネルギーや化学反応性が表現できるか？を明らかにすること、また②LC-DFT 法を様々

な化学事象に適用し、問題解決を図ることである。 
 
 
３．研究の方法 
 
理論研究とコンピュータを使った計算化学の手法による研究。 
 
 
４．研究成果 
 
（１）KS 方程式の軌道エネルギーを使って分子の 1 電子励起エネルギーを表現する新しい理論を
構築 

分子の励起状態の計算法には、CI 法、SCF 法、TD-DFT 法、SAC-CI 法、EOM-CC 法、

CASPT2 や本研究代表者が開発した MRMP 法などが使われる。いずれも複雑な計算法であり、

得られる結果の解析も容易ではない。本理論は計算も簡単でかつ高精度であり、結果の解析も容

易である。 



分子の電子励起は、①中性分子の被占軌道からの電子のイオン化と②イオン化したカチオンの

空軌道への電子付加という 2 つのプロセスで考えることができる。つまり励起エネルギーはイオン化

エネルギーと電子親和力の差で表すことができる 

                     

正確な Kohn-Sham 方程式は Janak の 

定理     
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Koopmans-type 定理を満たすことが 

エネルギーガ Koopmans-type 定理を満たすことがわかる       

            ( ) ( )i i a aIP M EA M       

IP i, EAa はそれぞれ 中性分子の i 番目の被占軌道のイオン化エネルギー、カチオンの a 番目

の空軌道の電子親和力である。従って励起は次のように軌道エネルギーのみで表現できる 

    ( ) ( *) ( ) ( ) ( )i a i aE i a E M E M IP EA M M            

Janak 定理はすべての SCF 法に成り立つ定理である。しかし近似汎関数は Koopmans-type 定理を

満たさない。 

 近似汎関数の欠陥の多くは長距離での電子密度の記述の悪さに起因している。研究代表者ら

は誤差関数を利用して、2 電子反発積分を短距離積分と長距離積分に分離し、短距離には DFT

の汎関数を、長距離には Hartree-Fock 法の積分を利用する hybrid 型の長距離補正（Long-range 

Corrected, LC) 汎関数を開発した 
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μ は電子間距離の長距離部分と短距離部分に分けるパラメータである。LC 汎関数は密度汎関数

法の適用範囲を大幅に拡張した。 

また LC 汎関数は Koopmans-type 定理を満たすことを明らかにした。LC 汎関数では上の図の中

性分子とカチオン間のエネルギーがほぼ直線で結ばれる。したがって Janak 定理と組み合わせると、

LC 汎関数は高い精度で Koopmans-type 定理を満足する。このため LC を利用した Kohn-Sham 方

程式の解を求めれば、軌道エネルギーのみで励起エネルギーを表すことができる。 
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 閉殻分子の被占軌道 i から空軌道 a への励起 (i → a) を考えよう。基底状態のエネルギーは

通常の制限型 KS 方程式を解いて得られる。軌道 i から電子をイオン化したカチオンは非制限型

(unrestricted) KS 方程式を解いて得られる。たとえば Triplet 励起エネルギーは 

    ( ) ( ) ( )Triplet
a iE i a M M      

で与えられる。 ( )a M  はカチオンの空軌道 a の spin  の軌道エネルギー、 ( )i M は基底

状態である中性分子の被占軌道 i の軌道エネルギーである。 

実際の計算は極めて簡単である。まず基底状態を KS-DFT で計算する。次に励起する電子を

取り除いたカチオンを unrestricted KS-DFT で計算する。得られたカチオンの空軌道の軌道エネル

ギーと SOMO とペアをなす空軌道である spin  の軌道エネルギーの差をとることで singlet, 

triplet の励起エネルギーが得られる。一旦、軌道 i から電子を除いたカチオンを計算すれば、i 

からのすべての 1 電子励起エネルギーを計算することができる。また被占軌道 i は valence でも

inner-valence でも core 軌道でもよい。HOMO からの励起だけでなく、HOMO-1、HOMO-2・・・軌道

からの励起や、内殻電子の励起エネルギーも記述できる。 

H2O, C2H4, H2CO, cyclopentadiene, pyrrole, furan, polyene などの分子の valence, Rydberg 励起

エネルギー、また C2H4-C2F4 の charge transfer 励起エネルギー、(Ar=benzene, toluene, o-xylene, 

naphthalene, anthracene and various meso substituted anthracenes) から tetracyanoethelene (TCNE)

への charge transfer 励起エネルギー、DNA bases の adenine, thymine, cytosine, uracil の valence

励起, core level excitation に応用したが、いずれも良好な結果が得られている. 

 
(2) LC-DFT の様々な化学事象への応用 

LC-DFT により初めて得られた定量的な軌道エネルギーにもとづき反応軌道論を拡張した「反応

軌道エネルギー論」の展開として、溶液反応や錯体反応を含む化学反応の網羅的解析のための

反応軌道エネルギーダイアグラムを提案した。高精度計算のため van der Waals（vdW）汎関数で補

正した LC-DFT で計算した。その結果、vdW 力は化学反応における軌道エネルギーの振る舞い

に大きく影響すること、vdW 補正を行なうと 70％以上の反応が電子移動で進行すると判定されるこ

とがわかった。結果にもとづき反応軌道エネルギーダイアグラムを作成した結果、反応性軌道は

HOMO や LUMO ではないこと、反応は占有反応性軌道を非局在化するように進行すること、非占

有反応性軌道は補助的にしか関与しないことがわかった。 

また、LC-DFT 計算例のない金属錯体反応への適用性を調べるため、鉄錯体による過酸化水素

分解反応の機構解明に LC-DFT を適用した。最近の実験により、この反応は溶液界面で進行する

こと、OH ラジカルは関与しないことが明らかになっていた。計算の結果、LC-DFT により初めて実

験と合致する反応機構を解明することができた。新たな反応機構においては、鉄イオン間の電子

移動が先駆となり、OH ラジカルを経由せずに、水素結合ネットワークを介した水素移動で反応が

進行する。 

さらに、高精度 LC-DFT 計算が難しいとされてきた金属計算への適用の第一歩として、銀ナノク

ラスタの基底・励起状態計算も行なった。その結果、この金属クラスタについても LC-DFT は定量

的に軌道エネルギーを与えることがわかった。また、LC なしの DFT と似通った励起エネルギーを

与えることから、励起エネルギーと軌道エネルギーギャップとの差である電子・正孔間のエキシトン

結合が長距離交換に由来し、金属クラスタにおいても非常に大きいことも示せた。 

そのほか、LC-DFT 法の確立に向けて様々な応用計算も実施した。以下に２つの例を示す。



Cu(111) 面への CO 分子の吸着の問題への応用 

 

 
 
LC-DFT による thiourea 化合物の異性化反応 

 
Isomerization reaction energies of methylthiourea calculated using 

several DFT functionals, MP2, CCSD and CCSD(T) 
 
 
いずれも LC-DFT 法の有用性を確かめる encouraging な結果が得られた。 
 
以上のように本研究によって LC-DFT 法の更なる発展に向けて重要なさまざまな知見が得られた。
特に LC-DFT の solution である KS 軌道、軌道エネルギーの物理的意義を明らかにし、分子の軌
道の’reality’を考える重要な示唆を得たことは有意義であった。 
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