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｢固体表面及び吸着子の理論｣研究会報告

7. Si(1m)2×1再構成表面での原子配位 と電子状態密度

一 化 学 擬 ポ テ ン シ ャ ル 法 -

阪大理 星 野 敏 春

si(111)2×1再構成面について(i)Hanemanのイオン性モデル1) (ii) selloni&

Tosatti2) の共有性モデルの2つが提唱されているが,末だ正 しい微視的モデルは確立

していない3.)

我々は Anderson4)によって始められ BullettS)がダイヤモンド構造物質の "ボンド〝

の長さとエネルギーを計算するのに用いた化学擬ポテンシャル法を表面に拡張 し,上記

の2つのモデルの可能性 を調べた｡例えば,イオン性モデルとしては図 1-2に示すよ

_-:;-:/ LI: ｡｡-_ 二三
(1)unretQXed

(2)ionicmo d e l

(3)coyQIentmodel

図 1 Si(111)表面の2×1再構成｡表面原子当 り"ダングリ
ングボンド〝は 1つで,共有性モデルの歩合には,そのボ
ンド方向は uで決まる｡
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｢固体表面及び吸着子の理論｣研究会報告

うに 1屑 目の原子 の上が り(ul),下が り(u2)のみ を考慮するOそのような再構成に伴

う電荷移動 (∂Z) の効果 も,表面原子の "ダング リングボンド〝の間に限っているが,

セ/レフコンシステン トに取 り入れている｡そのとき再構成によって生 じる全エネルギー

の変化は単位胞当 り

∂E(ul･u21∂Z)- 4∂Ea,r(ul･u2)+2∂Tar(u l , u2)+4∂eaz(ul,u2)

+2∂Ta′Z( ul,u2)+2∂ea言(u l ,u2)+2∂態′(ul,u2)

+(1+∂Z)(ヂ タ(ul)+Uaz)+(1-∂Z)(eTng(u2)-U∂Z)

-2edav(oトU(∂Z)2-2α(∂Z)2+ (6+i∂Z)震ectro(ul)

･ (6- i ∂Z)ez…ectro(u 2ト 12 eele c tn(o )
(1)

と表わされる｡第 1-4項は 1層 目と2層 目の間の "ボン ドエネルギー 〝の変化,第 5

と6項は 2層 目と3層目の間の "ボン ドエネルギー 〝の変化,第 7- 9項 は表面原子の

"ダングリングボンド〝のエネルギー変化,第 10項 は原子内クー ロン相互作用 (U～

7eV)の重複算入 を補正 し,第 11項 は表面原子のイオン化によって生 じるマ-デルン

グェ̀ネルギー (｡～0.7eV),第 12-14項は表面原子 と2層 目の原子の間 の静電 エネ

ルギーの変化である｡各 "ボン ドエネルギー 〝の変化は化学擬ポテンシャル法で計算さ

れる5.)

上記のように簡単な強結合模型の場合には,電荷移動は諾 - Oよワ

玩哩l.I..(㍗ (u2 )-㍗ (ul))+i(震eciro(ul)-ea,ezectro(u2)

2(U-2a)
(2)

とな り･式(1)は wl ,u2の 2つの関数になるD

計算によるとu1-0･20d,u2-0･18d(dtまバルクでのボンド長 さ )の時 ∂Z-o･38,

βE～-2.38eVとなる｡エネルギー変化の成分 を調べると,表面原子の電荷移動 と荷電

子が殻電子 と直交することによ り生 じるエネルギーの高ま りの変化の重要なことがわか

る雪)同様の計算 を共有性モデル (図 1-3)について行なうと,表面原子が寄 り合 うこ

とによる"ダング リングボン ド〝間のエネルギーの低下よりも表面原子 と2層 目の閣の

"バ ックボンド〝のエネルギーの高ま りの方が大 きくなる｡以 上の計算はイオン性モデ
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｢固体表面及び攻着子の理論｣研究会報告

′

図 2 Si(100)表面の2×1(sy7n7netricdiner)再構成o
表面原子当り2個の､ダング リングボンド〝があり,その

ボンドは回転の自由度 (Ox)を持っているO

ルの優位 を示 している｡一九 Si(100)2×1再構成面の場合 (図 2)には表面原子の

"ダングリングボンド〝の方向性 (ox)の 自由度があるため,それ らが手 を結ぶことに

より生 じるエネルギーの利得がかな り大きくな り d̀imermodel'6)の可能性 を我々の計

算は示 している｡

又, Si(111)2×1再構成面でイオン化 を考慮 した表面の電子状態密度の予備的な (

Be仇e近似に基づいている)計算は実験結果7)を定性的に再現する｡
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｢固体表面及び吸着子の理論｣研究会報告
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8. 結晶の表面再構成と電子構造

物性研 菅 野 暁

結晶表面の.(i)原子配置,(ij)電子構造の 2つは共に,現在の所 unknownであるD今

迄になされた,或はこれからなされようとする理論研究は,鋸,働 ,船の3つに分類出

来るoWは(i)又は(ii)のどちらか 1つ を仮定 して他 を求める もので,イオン結晶の buck-

1ingの計算, bulkで求めた力の定数 を用いた Si(100)面の再構成の計算等があげら

れる｡

胸は(i)と(ij)を完全に self-consistent には しないが, うまい startingmodelをえらん

で self-consistency-の急速な convergenceが得 られるようにする理論である｡この理論

では.(ii)を仮定して出発するものと.(i)を仮定 して出発するものの2種類がある｡前者

の理論としては Harrisonの bondorbitalmodel,Chadiのparametrizedtightbinding法

の適用等があげられる｡いづれ も共有結合結晶に小さなイオン性を導入するものである｡

後者の線上にあるが convergenceは保証されていないものとして,Tossatti& Andersor)

の理論があるが,完全な後者型の理論はないように思 う｡

(Oは(Dと(iJ')を完全に self-consistentにする大型の計算で, Freemanの グルー プ,分

子研の塚田 ･里子グループ等で研究が進められているo

この講演では Si(100)面の再構成に関するChadiの理論を例にとって, ㊤型の研究

の重要性が強調された｡
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