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1	 はじめに	 

核融合，高効率ガスタービン，宇宙・航空などの

分野での超高温材料の開発が緊急の課題となってい

る。5B族や6B族のbcc金属は融点が高く，新規耐熱材

料の可能性を大いに含んでいるが，bcc金属の多くは

低温で粒界が脆化するなど，構造材料として使用す

るための課題が多い。粒界に不純物元素や合金元素

などの溶質元素が偏析すると材料の強度が低下する

ことが知られている。一方で，強度が著しく上昇す

ることもあるが，その詳細なメカニズムは未知な部

分が多い。粒界において，結合状態などが性質に大

きく関わるので，電子構造の観点からbcc金属材料の

粒界について正確な知見が必要である。しかし，粒

界の前に,結晶における遷移金属固溶について詳

しく知る必要があるので，本研究では密度汎関数

理論に基づく第一原理計算を用いて，bcc-Wの結晶

において遷移金属を置換型固溶し，電子状態，特にd

電子に着目して,固溶エネルギーの元素依存性の起

源を明らかにすることを目的とする。	 	 

2	 計算に使用するコード	 

本研究では平面波基底PAW法に基づく第一原理計

算(Frist-principles	 calculations)コードである

VASP[1,2]を使用する。平面波基底の重ね合わせで波

動関数を表現し，密度汎関数理論に基づいた電子状

態の計算を行う。また，PAW 法は擬ポテンシャルの

一種で，内殻電子を擬ポテンシャルに置き換えるこ

とにより，展開する平面波基底の数を減らし，計算

に大きく負担のかかる行列の対角化を高速的に計算

できる。VASPには豊富なポテンシャルが付属してい

て，現在では殆どの元素に関する完全結晶や表面・

界面等の様々な問題に適用出来る汎用的なコードの

一つである。	 

3	 計算条件と予備計算	 

予備計算として，まずは完全結晶：W及び3d，4d

の遷移金属のk点サンプリングとcutoff-energyを

選 定 し ， 	 W 結 晶 の 格 子 定 数 は

3.174[Å](Exp	 :3.16[Å])と良い計算結果が得られた。

さらに凝集エネルギー𝐸cohを計算した結果，実験値
を良く再現できた。	 

次にWの3x3x3スーパーセル(54原子)：スーパー

セルのk点サンプリングを選定し，空孔の形成エネ

ルギー	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E
form (Wvacancy ) = E(53W)− 53Ebulk (W)	 	 	 	 (1)	 

を計算した(表 1)。完全結晶とスーパーセルでは実

験値や他の計算値を再現でき，計算は妥当と言える。	 

表1：Wの空孔形成エネルギー	 

E form
[eV]	 原子数	 	 

3.142	 54	 This	 work	 

3.14	 54	 Yue-Lin	 Liu	 et	 al.(2009)[3]	 

3.11	 128	 Becquart	 et	 al.(2007)[4]	 

3.6	 Exp.	 Ehrhart	 et	 al.(1991)[5]	 

	 

4	 W における固溶シミュレーションの結果	 

bcc-Wのスーパーセルにおける3d，4dの遷移金属の

固溶エネルギーの計算を行った(図2)。計算では	 

	 	 	 E sol (TM) = E[(N−1)W+TM]	 
	 	 	 	 	 	 	 	 −(N−1)Ebulk (W)−Ebulk (TM) 	 	 	 	 	 	 (2)	 

を用いた。3d，4dの遷移金属

の固溶エネルギーはd電子

数に依存し，3dのTi，Vと

4dのNbが固溶しやすいこ

とが判明した。さらに，固

溶により，遷移金属のdバ

ンド電子状態はbcc構造特

有な谷構造を得る(図1)。	 

固溶エネルギーの d電子

数依存性を説明するために

d バンドの電子状態に注

目し，d バンドの変化の

みで議論できるのかにつ

いて検討を行った。	 
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図	 1：Zrの固溶による電子

状態変化	 
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図	 2：W中の遷移金属の固溶エネルギー(3d，4d)	 

	 

d バンドエネルギーは	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ed = ∫
E f (ε −Ef )D(E)dE 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 

を用いて求めた。電子状態を𝐸!までの積分を行うこ
とによって，dバンドのエネルギーを求めることがで

きる。Δ 𝐸! = 𝐸! 固溶後 − 𝐸! 結晶 でdバンドの
エネルギーの変化を評価したところ，d電子数に依存

したエネルギー変化が得られた(図3)。
	 

 
図	 3：遷移金属とWの dバンドエネルギーの変化	 

 
Zr，Nb，Agは固溶によりエネルギーは大きく下が
ることが判明し，WのdバンドエネルギーはTcにお

いて変化が一番小さい，さらにRh，Pd，AgはWに
遠距離的な影響を与えていることが判明した。しか

し，∆𝐸! 遷移金属 + ∆𝐸!(W)では固溶エネルギー
を再現出来なかった。これは固溶により，結合にか

かわらない内殻軌道がクーロン反発を受けて，エネ

ルギー準位がシフトしたことを考慮していないため

だと考えられる。 
5	 まとめ	 

本研究では，bcc-W	 中へ遷移金属	 (3d,4d)	 の固溶

についてシミュレーションを行った。遷移金属によ

るbcc金属への固溶の違いを，従来の原子体積からの

解釈ではなく，d電子を中心とした電子論の立場から

初めてアプローチをした。結果として，原子当たり

のdバンドエネルギーの変化を定量的に計算できた

が，現段階では全エネルギー計算から得られる固溶

エネルギーの傾向を完全には説明出来ていない。今

後のbcc金属の粒界の研究において，電子状態は完全

結晶と大きく異なるが，同様のアプローチは可能で

あると予想される。理論研究によりbcc金属の粒界脆

性を克服し，超高温材料の材料設計についての指針

を提案することができる。 
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