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シミュレータ概要
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誘電率等の外場応答物性シミュレーション

本シミュレータは、尾崎泰助グループ（東京大学）により開発、公開
(2003－）されている、第一原理計算プログラムパッケージ OpenMX
(http://www.openmx‐square.org/)に、電子寄与の複素誘電関数と光学

伝導率を計算する機能拡張を行ったものです。有機、無機を含む広い
物質群に適用可能です。多重並列化を実装し、1,000原子を超える系の
複素誘電関数と光学伝導率が計算できます。



主な機能
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複素誘電関数と光学伝導率の計算機能

久保・グリーンウッドの公式に基づいた第一原理計算

OpenMX と一体化する形で、拡張機能として実装

 k点、バンド、固有値ソルバーに対する多重並列化



想定用途
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有機、無機固体やナノ物質の誘電特性、光学特性

結晶やナノ物質の光吸収スペクトル



シミュレータの基礎理論等の背景（１／４）
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誘電材料、調光材料 など

誘電関数 ε (ω)

• 高分子材料、無機/有機複合材料や希薄ドーピング系等で構成さ
れる高機能誘電材料は複雑な結晶・分子構造を有している。

• 複素誘電率や光学伝導率などの外部応答機能の第一原理計算
はこれまで数百原子程度に留まっており、1,000原子を超える計算
事例はほとんどない。



シミュレータの基礎理論等の背景（２／４）
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第一原理計算（OpenMX）分子動力学計算（OCTA等）

誘電関数: （誘電正接： ⁄ ）

電子分極

配向分極 + イオン分極



シミュレータの基礎理論等の背景（３／４）
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複素誘電関数

光学伝導率

電場に対する電流密度の応答

電場に対する電束密度の応答

 = x, y, z; = x, y, z

両者の関係



シミュレータの基礎理論等の背景（４／４）
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 複素誘電関数の虚部の対角成分が光吸収スペクトル

 複素屈折率を N() = n() + i  () と書いた時



応用例
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• 密度汎関数理論に基づく第一原理電子状態計算ソフトウエア

• ノルム保存型Vanderbilt型擬ポテンシャルを使用

• 最適化数値局在基底により、Kohn-Sham軌道を展開

• LDA, GGA, LDA+UによるSCF計算
• 全エネルギー、力の計算
• バンド分散、状態密度
• 構造最適化(BFGS,RF,EF法等)
• 有効電荷解析(マリケン,ボロノイ,ESP)
• NEV,NVT分子動力学法
• 電荷ドーピング
• フェルミ面解析
• 電子密度等のCubeデータ
• 擬ポテンシャル&基底のデータベース 等

• オーダーN, 低次スケーリング法
• ノンコリニア磁性
• スピン軌道相互作用
• 非平衡グリーン関数法による電気伝導
• Berry位相による電気分極
• 最局在化Wannier関数
• 有効遮蔽体(ESM)法による電場印加
• NEB法による反応経路探索
• バンドunfolding法
• TH法によるSTM解析 等

基本機能 拡張機能

OpenMX Open source package for Material eXplorer
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応用例
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www.openmx-square.org



応用例
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使い方

% make install

% cd ../work/

% mpirun –np 4 openmx input > output



応用例
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http://www.openmx‐square.org/viewer/

OpenMX Viewer



応用例
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OpenMXの入力ファイル（例）
#
# Definition of Atomic Species
#
Species.Number       1
<Definition.of.Atomic.Species

Si   Si7.0-s2p2d1   Si_PBE13
Definition.of.Atomic.Species>

#
# Atoms
#
Atoms.Number  2 
Atoms.SpeciesAndCoordinates.Unit   Ang # Ang|AU
<Atoms.SpeciesAndCoordinates           # Unit=Ang.

1   Si   0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 2.0 2.0
2   Si   1.357500000000  1.357500000000  1.357500000000 2.0 2.0

Atoms.SpeciesAndCoordinates>



応用例
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#
# CDDF
#
CDDF.start                         1      # default = 0, 1=on , 0=off
CDDF.FWHM                          0.05   # default =  0.2 eV
CDDF.maximum_energy               10.0    # default = 10.0 eV
CDDF.minimum_energy                0.0    # default =  0.0 eV
CDDF.frequency.grid.total_number  10000   # default = 10000 grids

CDDF.project_optical_properties.on   1    # default = 0 , 1=on , 0=off
CDDF.projected_maximum_energy      4.4    # default = 10.0 eV 
CDDF.projected_minimum_energy      4.3    # default =  0.0 eV

今回の追加機能のための入力



応用例
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出力ファイル:  *.cd_re, *.cd_im, *.df_re, *.df_im

# conductivity tensor (real part) , unit = Siemens/meter = Mho/meter = 1/(Ohm*meter)
# index: energy‐grid=1, xx=2, xy=3, xz=4, yx=5, yy=6, yz=7, zx=8, zy=9, zz=10, trace=11
#energy‐grid(eV)     xx            xy            xz            yx            yy            yz            zx            zy        zz   (xx
0.00000  16840.0109973  ‐229.2157190  ‐227.4113761  ‐229.2159814  16833.8444633  ‐228.5
0.00100  16840.0214277  ‐229.2160509  ‐227.4117078  ‐229.2163134  16833.8548931  ‐228.5
0.00200  16840.0318581  ‐229.2163829  ‐227.4120395  ‐229.2166454  16833.8653228  ‐228.5
0.00300  16840.0488396  ‐229.2169333  ‐227.4125895  ‐229.2171958  16833.8823031  ‐228.5
0.00400  16840.0723724  ‐229.2177022  ‐227.4133578  ‐229.2179647  16833.9058342  ‐228.5
0.00500  16840.1024564  ‐229.2186896  ‐227.4143444  ‐229.2189521  16833.9359159  ‐228.5
0.00600  16840.1390916  ‐229.2198955  ‐227.4155494  ‐229.2201580  16833.9725484  ‐228.5
0.00700  16840.1822781  ‐229.2213199  ‐227.4169726  ‐229.2215824  16834.0157316  ‐228.5
0.00800  16840.2320160  ‐229.2229627  ‐227.4186142  ‐229.2232252  16834.0654657  ‐228.5
0.00900  16840.2883054  ‐229.2248241  ‐227.4204741  ‐229.2250866  16834.1217508  ‐228.5
0.01000  16840.3511463  ‐229.2269039  ‐227.4225523  ‐229.2271664  16834.1845869  ‐228.5
0.01100  16840.4205389  ‐229.2292023  ‐227.4248489  ‐229.2294648  16834.2539741  ‐228.5
0.01200  16840.4964831  ‐229.2317192  ‐227.4273638  ‐229.2319817  16834.3299125  ‐228.5
0.01300  16840.5789793  ‐229.2344546  ‐227.4300971  ‐229.2347171  16834.4124022  ‐228.5
0.01400  16840.6680274  ‐229.2374085  ‐227.4330487  ‐229.2376710  16834.5014435  ‐228.5
0.01500  16840.7636276  ‐229.2405809  ‐227.4362187  ‐229.2408434  16834.5970362  ‐228.5
0.01600  16840.8657800  ‐229.2439719  ‐227.4396070  ‐229.2442344  16834.6991808  ‐228.5



応用例
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図1. Si固体の光学伝導率の実部(赤)と虚部(青)。従来の報告 (PRB 
27, 985 (1983)や PRB 73, 045112 (2006)等)と良く一致している。

シリコン結晶の光学伝導率（１／２）
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図2. シリコン結晶の光学伝導率の計算結果と、ピーク構造の由来となる
電子バンドの解析。

シリコン結晶の光学伝導率（２／２）



動作環境
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動作環境や使い方は、OpenMX に準じる。

必須ライブラリ：

LAPACK (およびBLAS) (http://www.netlib.org/)
FFTW (http://www.fftw.org/)
MPICH2 や OpenMPI などの MPIライブラリ

 推奨環境：
Xeonクラスタ
Linux OS 
Intel コンパイラ (C および Fortran)
MKL ライブラリ



ライセンス・配布方式
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利用規約は GNU General Public License, version 2 に従う。

OpenMX の一部としてソースコードを配布する。

マニュアル： OpenMXマニュアルに加筆して公開。

シミュレータ配布問合わせ窓口： u2m-sim-ml@aist.go.jp
【予定】 OpenMXの公開サイト（http://www.openmx-

square.org/) で PJ 外に公開予定。



まとめ

20

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト（超超PJ） シミュレータ公開説明会
産総研臨海副都心センター 2019年4月12日

 久保・グリーンウッドの公式に基づいて、電子寄与の複素
誘電関数と光学伝導率を計算

 1,000 原子を超える大規模系に適用可能

 OpenMX (GNU‐GPLの第一原理計算プログラム）と一体化
した形で追加機能として実装

誘電率等の外場応答物性シミュレーション


