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氷および銀表面上での水素分子吸着シミュレーション

國貞 雄治1)＊

2019 年 11 月 7 日受付，2019 年 11 月 19 日受理

固体表面は吸着や拡散，化学反応などの様々な物理現象が起きる場である．天文学などの分野にお
いても，宇宙空間に存在する星間塵表面が分子進化に果たす役割が注目を集めている．本論文では宇
宙空間での化学反応を理解するための第一歩として，氷表面上での水素分子の吸着状態に関する理論
的研究の成果を紹介する．氷表面上での水素分子の吸着において，水分子が持つ電場が非常に重要な
寄与を果たし，ポテンシャル異方性が数十meVに達することを見出した．一方，分子性固体である
氷表面との比較のため，銀表面上での水素分子の吸着状態を調査したところ，分散力が支配的であり，
ポテンシャル異方性は 5 meV程度であることを明らかにした．

A density functional study of hydrogen molecule adsorption on ice and
Ag surfaces

Yuji Kunisada1

Hydrogen is the most abundant element in space. Therefore, the adsorption states of hydrogen molecules play
important roles in chemical reactions in the interstellar medium, which generally consists of ice. In the case of
molecular clouds, chemical reactions occur in extreme environments, at extremely low temperatures and extremely
high vacuum conditions. In this paper, we theoretically investigated physisorption on ice Ih and ice XI surfaces. We
focused on the molecular adsorption states on various surfaces as a first step in revealing the chemical reaction. We
also treated an Ag(111) surface to discuss the contribution of the surfaceʼs electric field to the hydrogen adsorption
states. The ice Ih and ice XI surfaces had a large potential anisotropy of about 30 meV because of the electric field of
water molecules. On the other hand, Ag(111) surfaces had a potential anisotropy of only 5 meV, this being because the
dispersion interaction plays a dominant role in the H2/Ag(111) system.

キーワード：水素，氷表面，密度汎関数理論，第一原理電子状態計算，吸着
hydrogen, ice surface, density functional theory, first-principles calculation, adsorption

1. はじめに

1.1．固体表面で起きる身近な物理現象
固体表面は吸着や拡散，化学反応などの様々な物理現
象が起きる場であり，様々な分野で応用例が存在する．
例えば，水分子と結合を作りやすい親水性の表面を作る

ことで，吸着した水が水滴にならず膜状になり，鏡が曇
りにくくなる．一方，水が吸着しづらい疎水性の表面を
作ることで，傘などに付着した水がすぐに流れ落ちるよ
うにすることができる．また，活性炭などで空気中の水
や悪臭の原因となる物質吸着することにより，除湿や消
臭を行うことができる．水中の有害物質を吸着材へ吸着
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することにより，水の浄化を行うこともある．望ましく
ない物質の除去や回収だけでなく，目的とする物質を吸
着させた後に取り出すことにより，特定の物質を濃縮す
ることも可能である．例えば，酸素を吸着しやすい物質
を用いて，酸素濃縮や純酸素の生成などが行われている．
これらは吸着材として用いた材料表面への吸着しやすさ
が物質ごとに異なることを利用している．
吸着した物質は固体表面と化学反応を引き起こすな
ど，固体表面を変化させることもある．身近な例として，
大気中や水中で利用されている金属材料における錆や腐
食の発生による劣化がある．これらの材料の劣化は，吸
着した酸素や水などが金属材料と化学反応を引き起こ
し，金属酸化物や金属水酸化物などの腐食生成物が形成
されるために起こる．また，火力発電所やごみ処理場な
どで発生する硫黄酸化物や塩化水素も腐食の原因物質で
ある．
吸着した物質の化学反応を促進する物質は触媒と呼ば
れる．図 1に化学反応過程におけるエネルギー変化の概
念図を示す．化学反応を特徴付ける物理量のひとつに活
性化障壁がある．活性化障壁とは反応物が生成物へ変化
するときに乗り越えないといけないエネルギー障壁であ
る．この活性化障壁は，反応物中の安定な化学結合を切
る必要がある場合に大きくなるため，窒素分子などの安
定な分子ほど反応の活性化障壁が高い傾向がある．この
活性化障壁を乗り越えるエネルギーを持つ反応物が化学
反応プロセスを進行することができる．触媒は活性化障
壁を減少させることで化学反応を促進する作用を持つ物
質である．実際には触媒への吸着により反応物や生成物
のエネルギーも変化するが，簡単のため図 1ではその効
果は無視している．触媒には単一の液相中に触媒と化学
反応を起こす物質（反応物）が存在する均一触媒と固体
の触媒と気体や液体の反応物の組み合わせの不均一系触
媒に大きく分けられる．本論文では固体表面上への分子

の吸着に着目しているため，不均一系触媒の例を紹介す
る．現代社会において最も重要な触媒反応のひとつが
Fritz Haber と Carl Bosch により開発された Haber-
Bosch 法である．Haber-Bosch 法は，窒素と水素からア
ンモニアを合成する反応である．農作物の大量生産のた
めには窒素肥料が必要不可欠だが，窒素分子と水素から
アンモニアを合成することは容易ではない．これはアン
モニア合成反応を起こすためには高温が必要であるこ
と，発熱反応であるため高温では生成物であるアンモニ
アではなく反応物である窒素と水素側に化学平衡が傾い
てしまうためである．鉄系触媒を用いて低温で反応を起
こすことを可能とし，さらに反応物ガスを高圧化するこ
とにより化学平衡を生成物側にシフトさせる Haber-
Bosch 法の開発により，アンモニアの大量生産が可能と
なった．窒素肥料の大量生産が実現したことにより，人
口の爆発的増加にともなう食料需要の爆発的増加にも対
応することが可能となった．Fritz Haber は 1918 年に本
手法の開発で，Carl Bosch は 1931 年に高圧化学法の開
発でそれぞれノーベル化学賞を受賞している．また，近
年注目を集めている燃料電池においても，水素と酸素か
ら水を生成する化学反応を促進するため白金が触媒とし
て用いられている．その他に生活に密着した触媒として
は，排ガスに含まれる有害な一酸化窒素や一酸化炭素，
炭化水素を無害な物質へ変換する排ガス浄化触媒が自動
車に搭載されている．
このように，固体表面への原子・分子の吸着やそれに
ともなう化学反応は私たちの生活に密着した存在であ
り，その理解は豊かな生活の実現に必要不可欠なものと
なっている．

1.2．宇宙分子進化における固体表面の重要性
近年では，工業的な側面だけでなく，天文学や地球惑
星科学などの分野においても固体表面が果たす役割が注
目を集めている．例えば，宇宙空間に存在する星間塵な
どの物質が分子進化を促進するのではないかと考えられ
ている．惑星形成過程や太陽系進化を原子・分子レベル
から理解するためには，宇宙空間における化学反応を理
解する必要がある．このとき，宇宙空間に存在する原子
や分子が化学反応を起こし，生命に欠くことができない
水分子や有機分子へと進化する過程において，固体表面
上への吸着やその触媒作用が本質的な寄与を果たすと考
えられている．宇宙空間には原子や分子が非常に希薄に
しか存在していない．そのなかでも比較的原子・分子の
密度が高い分子雲と呼ばれる領域も存在するが，その数
密度は 1 気圧の地球上の大気と比較して 10－15倍程度で
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図 1：化学反応過程におけるエネルギー変化の概念図．



あり，極高真空と呼ばれる状態である．このような条件
では，原子や分子が接近して衝突する可能性が非常に低
いため，化学反応が起きる頻度は非常に低い．一方，星
間塵表面が反応物を安定に吸着する場合，表面上に存在
する反応物の濃度は気相よりも高くなる．また，反応物
は星間塵表面に沿ってのみ拡散する．そのため，星間塵
表面への吸着による反応物の濃度の上昇と拡散経路の制
限による衝突頻度の上昇により，化学反応が促進される
と期待されている．
また，星間塵は熱の供給源となる外部からの光を遮断
するため，分子雲は 10 K 程度の極低温状態にある．一
般に物質の温度が高いほど原子核や電子が高いエネル
ギーを持っている．そのため，分子雲のような極低温環
境の場合には反応物がエネルギーをほとんど持っていな
い．これは活性化障壁が存在する反応は起こりづらいこ
とを意味している．このとき，星間塵表面が触媒作用を
発現し活性化障壁を減少させれば，極低温環境でも化学
反応が進行することが可能となる．また，発熱反応が起
きる場合，生成熱を外部に放出する必要がある．熱の授
受においても，原子や分子同士の衝突や輻射を介する場
合よりも，固体表面へ熱を散逸する方が効率的である．
そのため，反応熱の放出という意味でも固体表面への吸
着が反応を促進すると期待されている．
このように，気相では生成困難な分子でも星間塵表面
では効率よく生成されるため，星間塵表面上での化学反
応の理解が宇宙における分子進化を解明するために不可
欠である．実際に気相の原子や分子を考慮するだけで
は，分子雲の 9割を占める水素分子や水分子，有機分子
などの存在量を説明できないことが報告されている．
（Hama andWatanabe, 2013）星間塵表面上での化学反応
の研究において，表面科学分野で培われた技術が非常に
有用である．

1.3．固体表面上への原子・分子吸着シミュレーション
原子や分子が固体表面へ飛来し吸着や化学反応を起こ
すとき，個々の原子や分子の動きを追跡することは困難
である．そのため，固体表面上での物理現象のメカニズ
ムやその起源を実験のみで理解することは容易ではな
い．また，反応物が生成物へ変化する間の反応中間体に
は寿命が短いものも多く，特に活性化障壁が小さく速や
かに進行する反応の中間体，吸着力が弱くすぐに脱離す
る中間体，および拡散障壁が小さく容易に拡散する中間
体を実験的に観察することは非常に困難である．そこで
固体表面への原子や分子の吸着過程などを理解するため
には，原子スケールでのシミュレーションが重要となっ

ている．気相中の原子や分子は，固体表面との相互作用
によりエネルギー的に安定化することで吸着する．固体
表面と原子や分子の相互作用にはさまざまな様式が存在
する．例えば，固体表面-吸着物質間で電子を共有する
ことによる化学結合や，固体表面-吸着物質間の電子の
授受により正負に帯電した原子間に発生する静電相互作
用，電子の揺らぎに起因する分散力と呼ばれる相互作用
などがある．固体表面と原子や分子間に働く相互作用は
元素や組成に依存して変化する．そのため，様々な特性
を有する物質を統一的に扱う電子論的なシミュレーショ
ン手法が必要となる．
近年，固体表面上への原子や分子の吸着および化学反
応のシミュレーションにおいて，第一原理電子状態計算
が広く用いられている．“第一原理”とは実験や経験則に
基づくパラメータを用いず，原子番号のみをパラメータ
とすることを意味している．物質中の電子の振る舞いを
正確に理解するためには，量子力学に基づいて電子を波
として取り扱う必要がある．量子力学において，電子の
振る舞いは Schrödinger 方程式で記述できる．しかし，
物質中に含まれる多数の電子を Schrödinger 方程式で取
り扱うことは，現代のスーパーコンピュータを用いたと
しても計算コストの観点から不可能である．そのような
中，1960 年代に開発された密度汎関数理論（Density
Functional Theory：DFT）（Hohenberg and Kohn, 1964;
Kohn and Sham, 1965）により，シミュレーションが大き
く進歩した．ここでは密度汎関数理論の詳細な解説は参
考文献（常田，2012）へ譲るが，空間の各位置における
電子の密度のみで物理量を計算することが可能となり，
計算コストの大幅な削減が実現した．このように，密度
汎関数理論の発展とともに，スーパーコンピュータを用
いることなく数百原子を取り扱う固体表面上への原子や
分子の吸着および化学反応のシミュレーションが実現
し，原子スケールのシミュレーションに基づくメカニズ
ムの解明が可能となった．密度汎関数理論の開発と量子
化学の計算科学的手法の開発により，Walter Kohn と
John A. Pople が 1998 年にノーベル化学賞を受賞してい
る．

1.4．本論文の目的
本研究では宇宙空間における分子進化プロセスの解明
に向け，星間塵表面上での分子吸着に関する第一原理電
子状態計算を用いたシミュレーションの研究成果を紹介
する．具体的には宇宙空間に豊富に存在し，生命にとっ
て重要な物質である水分子と水素分子に着目し，氷表面
上での水素分子の吸着状態を取り扱う．（國貞，2017）ま
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た，分極を有する水分子で構成される分子性固体である
氷表面との比較のため，金属材料である銀表面上での水
素分子の吸着状態に関する研究成果も紹介する．
（Kunisada and Kasai, 2015）

2．計算手法

本研究では，オーストリア・ウィーン大学で開発され
た DFT に基づく第一原理電子状態計算コード Vienna
Ab-initio Simulation Package（VASP）（Kresse and
Hafner, 1993, 1994; Blochl, 1994; Kresse and
Furthmüller, 1996a, b; Kresse and Joubert, 1999）を用い
た．本コードは構築した原子構造モデル（スーパーセル
と呼ばれる）が周期的に繰り返す周期境界条件を採用し
ている．そのため，周期的な結晶構造を有するバルクの
計算を得意としている．一方，固体表面は表面垂直方向
に対して周期性が失われている．そのため，周期境界条
件を用いて固体表面をモデル化するため，図 2に示すス
ラブモデルと呼ばれる構造モデルを用いた．スラブモデ
ルでは表面垂直方向の周期性を無視するため，真空層と
呼ばれる十分な厚みの真空領域を導入する．真空層によ
り表面垂直方向の相互作用を無視できるほど小さくする
ことができ，表面を模擬することができる．
氷表面上での水素分子の吸着において，スピン持たな
い水分子と水素分子しか取り扱わないためスピンを考慮
しなかった．電子間の相互作用を記述する交換・相関汎
関数として，局所密度近似（Local Density Approxima-
tion, LDA），Perdew，Burke，Ernzerhof により提案され
た一般化勾配近似（Generalized Gradient Approximation:
GGA-PBE(Perdew et al., 1996, 1997）を取り扱った．ま

た，GGA では分散力を正確に取り扱うことができない
ため，半経験的な分散力補正を加えるDFT-D 法（PBE-
D2（Grimme, 2006），PBE-D3（Grimme et al., 2010））も
取り扱った．さらに，半経験的な補正を用いずに分散力
を正確に取り扱うことができる vdW汎関数を用いた計
算も行った．本研究では交換汎関数と非局所相関汎関数
の組み合わせが結果にどのような影響を与えるか明らか
にするため，revPBE＋vdW-DF（Dion et al., 2004），
optPBE＋vdW-DF（Klimeš et al., 2010），optB88＋vdW-
DF（Klimeš et al., 2010），optB86b＋vdW-DF（Klimeš et
al., 2011），rPW86＋vdW-DF2（Lee et al., 2010），rev-
vdW-DF2（Hamada, 2014）を取り扱った．
また，実際の計算には電子の密度分布を表すための関
数が必要となる．VASP では平面波と呼ばれる正弦関
数や余弦関数を組み合わせた関数を上手く足し引きする
ことで，任意の関数を表現できるということを利用して
いる．（長沼，2011）このとき，より高い振動数，すなわ
ち高いエネルギーを持つ平面波まで取り扱うことで計算
精度を向上することができる．しかし，取り扱う平面波
を増やせば計算コストも増大する．そのため，本研究で
の議論に十分な精度を得ることができる 700 eV までの
平面波を取り扱った．このとき，平面波基底のカットオ
フエネルギーが 700 eV と表現する．
氷の結晶構造には様々な種類が存在するが，本研究で
は通常の氷 Ih と強誘電性の氷 XI を取り扱った．水分
子は 2 個の水素原子と 1 個の酸素原子で構成されてい
る．電子の引き付けやすさである電子親和力に着目する
と，水素原子よりも酸素原子の方が大きい．そのため，
図 3に示すように水分子中の電子は酸素原子に引き寄せ
られ，酸素原子近傍の電子密度が高くなっている．その
結果，電子を失い正に帯電した水素原子と電子を受け取
り負に帯電した酸素原子が存在（分極）し，電場を生み
出す．氷 Ih（数字の 1を意味する Iと六方晶を意味する
hexagonal の h）は水素原子の配置が無秩序であり，全
体として電場を打ち消しあっている．一方，氷XI（数字
の 11 を意味するXI）は特定の方向に水素原子が秩序を
持って配向しており，全体として電場を有する強誘電体
である．氷表面として氷 Ih（0001）表面と氷XI（001）
表面に着目し，図 4 に示す 2 層のバイレイヤーと 20 

の真空層から構成されるスラブモデルで氷表面を取り
扱った．いずれの表面構造モデルも 16 個の水分子から
構成される．本論文中で示す原子構造モデルは周期境界
条件のため，境界近傍の原子が重複して描画されている
ものが存在する点に注意が必要である．図 4からわかる
ように氷 Ih（0001）表面は表面垂直方向には水分子の電
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図 2：表面系の計算で用いられるスラブモデル．黒線で囲ま
れた部分がスーパーセルと呼ばれる繰り返しの単位である．
黄球は原子を示す．



場がお互いに打ち消しあっているが，氷XI（001）表面
では表面垂直方向に電場が存在する配向となっている極
性表面である．k 点サンプリングはMonkhorst-Pack 法
（Monkhorst and Pack, 1976）を用いた 3×3×1とした．
スメアリングはGaussian 法を用い，＝0.05 とした．表
面側のバイレイヤーの各原子にかかるヘルマン-ファイ
ンマン力が 0.02 eV/以下になるまで原子を変位させ
る構造緩和計算を行い，最安定な表面構造を求めた．氷

表面上での水素分子の最安定な吸着位置は，氷表面上に
水素分子を 1個吸着させる系を用いて調査した．氷表面
を 12×12 のグリッドで分割し，各格子点を水素分子の
初期吸着位置とした．水素分子と表面側のバイレイヤー
中の各原子にかかるヘルマン-ファインマン力が 0.02
eV/以下になるまで構造緩和計算を行い，得られた吸
着構造のうち最も安定なものを採用した．水素分子軸の
初期配向として，表面垂直方向と平行方向の 2種類を考
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図 3：第一原理電子状態計算により得られた水分子の電子密度分布．赤色
に近いほど電子密度が高いことを意味する．

図 4：本研究で用いた（a）氷 Ih（0001）表面および（b）氷XI（001）表面の原子モデ
ル．黒線，白球，および赤球はそれぞれスーパーセル，水素原子，酸素原子を示す．



慮した．水素分子のポテンシャルエネルギー は以下
のように定義した．

 (1)

ここで ，，はそれぞれ，氷表面上に水素
分子が吸着している系全体のエネルギー，氷表面のエネ
ルギーおよび水素分子の化学ポテンシャルである．本研
究では水素分子の化学ポテンシャルは孤立水素分子のエ
ネルギーとした．本論文の定義では，ポテンシャルエネ
ルギーは表面と水素分子が無限遠に離れた状態をエネル
ギー原点に取っていることに相当する．ポテンシャルエ
ネルギーが負に大きいほど水素分子が安定化することを
意味しており，正の場合には不安定化していることを意
味している．
銀表面上での水素分子の吸着においては，電子のスピ
ンを考慮した密度汎関数理論を用いた．交換・相関汎関

数としてGGA-PBE，PBE-D2，rev-vdW-DF2 を用いた．
平面波基底のカットオフエネルギーは 600 eV に設定し
た．k 点サンプリングは Monkhorst-Pack 法を用いた
7×7×1 とした．スメアリングは Gaussian 法を用い，
＝0.05 とした．銀表面は最も安定な表面である Ag
（111）表面を取り扱った．スラブモデルは 2×2 の Ag
（111）レイヤーを 4 層と 15.5 の真空層で構成した．
表面側の 2 層の各原子にかかるヘルマン-ファインマン
力が 0.02 eV/以下になるまで構造緩和計算を行い，
最安定な表面構造を求めた．水素分子の最安定な吸着位
置は，図 5 に示すように表面を 12×12 のグリッドで分
割し，各格子点を水素分子の吸着位置とし，水素分子と
表面間の距離を 0.2 ずつ変化させ探索した．水素分
子軸の初期配向として，表面垂直方向と平行方向の 2種
類を考慮した．
さらに，スラブ間の双極子相互作用を除去するため，
真空層に補正用双極子層を挿入した．（Neugebauer and
Scheffler, 1992）本論文中の原子モデルの可視化には
Visualization for Electronic and Structural Analysis
（VESTA）を用いた．（Momma and Izumi 2011）

3．計算結果

3.1．氷表面上での水素分子の吸着状態
まず，氷表面上での水素分子のポテンシャルエネル
ギーにおける汎関数依存性を調査し，分散力の重要性に
ついて議論する．表 1 に氷 Ih（0001）表面上と氷 XI
（001）表面上での水素分子のポテンシャルエネルギーを
示す．LDA は分子のような電子密度が局所的に大きく
変化する系はやや不得意であり，他の汎関数と大きく異
なるポテンシャルエネルギーを与えている．また，PBE
は LDAよりも汎用性が高い汎関数であるが分散力の影
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表 1：氷表面上での水素分子のポテンシャルエネルギーとポテンシャル異方性．國貞（2017）を引用．

Potential Energy (meV) Potential Anisotropy (meV)
Ice Ih Ice XI Ice Ih Ice XI

LDA －153 －153 －40 －45
PBE －48 －37 －29 －31
PBE-D2 －97 －83 －34 －42
PBE-D3 －106 －95 －32 －41

revPBE＋vdW-DF －97 －85 －22 －31
optPBE＋vdW-DF －113 －104 －27 －25
optB88＋vdW-DF －87 －87 －28 －39
optB86b＋vdW-DF －90 －77 －29 －32
rPW86＋vdW-DF2 －90 －76 －26 －34
rev-vdW-DF2 －74 －58 －31 －34

図 5：本研究で用いたAg（111）表面のイメージ図．黒線丸
が銀原子を示す．黒線がスーパーセルおよび水素の初期吸着
サイトを示す．Kunisada and Kasai（2015）を引用．



響を取り込めない．そのため，分散力を取り扱うことが
できる汎関数により求めたポテンシャルエネルギーは
－58 から－113meV 程度であり，PBE の結果よりも負
に大きなポテンシャルエネルギーを与えている．比較的
結晶氷と近い構造を持つと考えられる無孔質低密度アモ
ルファス氷表面上で実験的に測定された D2の吸着エネ
ルギー（Fillion et al., 2009）と比較した場合，分散力を取
り込んでいる rev-vdW-DF2 が最も実験値と一致した結
果を与えていることがわかる．これは，分散力が水素分
子の吸着に寄与していることを示唆している．
次に，水素分子の吸着構造に着目する．図 6（a），（b）
に氷 Ih（0001）表面上での水素分子の最安定吸着構造を
示す．いずれの交換・相関汎関数においても水素分子は
水分子の直上ではなく，水素分子の直下に水分子が存在
しないホローサイトに吸着する．また，水素分子軸を表
面に露出している酸素原子方向にする場合が最も安定で
ある．このとき，水素原子-氷 Ih 表面酸素原子間は 3 

程度離れている．電子密度分布を解析した結果，氷表面
と水素分子間で電子の授受を行っておらず，水素分子と
表面酸素原子間に共有結合も形成されていないことが分
かった．これらの点から，氷 Ih（0001）表面上で水素分
子は強固な化学結合を形成しておらず，物理吸着状態で
あることが分かった．水素分子軸が表面酸素原子方向に
配向しているのは，氷 Ih（0001）表面に存在する局所電
場のためである．氷 Ih（0001）表面は全体としては電場
を有していないが，表面を構成する水分子の近傍では局

所的に電場が存在している．最安定吸着構造において，
水素分子の中心位置における水素分子軸平行方向の電場
の大きさは 2.8×109 V/m，水素分子の誘起双極子モー
メントは 0.11 D，水素分子中の水素原子核位置におけ
る電場勾配はおよそ 3.2×1021 V/m2である．水素分子
は分子軸方向に分極しやすいため，局所的な電場の方向
に水素分子軸を傾け分極を起こすことで安定化してい
る．また，表 1 には最安定吸着構造と水素分子軸を 90°
傾けた構造間のエネルギー差から求めたポテンシャルエ
ネルギーの異方性も示している．ポテンシャルエネル
ギーの異方性は最安定な水素分子の配向から向きを変え
るために必要なエネルギーであり，水素分子の回転状態
を決定するパラメータである．得られたポテンシャル異
方性はおよそ－22 から－34 meV であり，水素分子の回
転が抑制されることを示唆している．さらに，ポテン
シャル異方性の大きさは分散力を取り込めているかどう
かに依存していない．これらの点から，ポテンシャル異
方性の起源は分散力ではなく，表面局所電場と水素分子
に誘起された分極間の相互作用と考えられる．
図 6（c），（d）に氷XI（001）表面上での水素分子の最
安定吸着構造を示す．図 6（c）中の孤立水素原子は，周
期境界条件により重複して描画された水分子中の水素原
子である．水素分子は氷 Ih（0001）表面上と同様にホ
ローサイトに吸着する．しかし，氷 Ih（0001）表面上と
異なり水素分子軸を表面垂直方向に配向する場合が最も
安定である．これは氷XI（001）表面が極性表面であり，
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図 6：（a），（b）氷 Ih（0001）表面および（c），（d）氷XI（001）表面上での水素分子の最
安定吸着構造．（b）と（d）はそれぞれ上面図を示す．黒線，白球，および赤球はそれぞれ
スーパーセル，水素原子，酸素原子を示す．國貞（2017）を引用．



表面垂直方向の電場が存在するためである．水素分子の
中心位置における水素分子軸平行方向の電場の大きさは
1.1×1010 V/m，水素分子の誘起双極子モーメントは
0.12 D，水素分子中の水素原子核位置における電場勾配
はおよそ 3.2×1021 V/m2である．氷 Ih（0001）表面上と
同様に水素分子-表面間に共有結合は形成されておらず，
水素分子と表面間の電子移動も存在しない．これらの点
から，氷XI（001）表面上においても水素分子は物理吸
着状態であることが分かった．また，ポテンシャル異方
性はおよそ－25 から－42 meVであり，氷 Ih（0001）表
面上と同程度の大きさとなっている．このポテンシャル
異方性の起源は強誘電性の氷XI の極性面である（001）
面が持つ表面電場と水素分子に誘起された分極間の相互
作用である．
これらの結果より，氷表面上での水素分子の吸着には
分散力が重要な役割を果たし，加えて氷 Ih（0001）表面
上では最表面水分子の局所電場とそれに誘起された水素
分子の分極間の相互作用，氷XI（001）表面上では表面
電場とそれに誘起された水素分子の分極間の相互作用が
働き，物理吸着していることが分かった．

3.2．Ag（111）表面上での水素分子の吸着状態
表 2にAg（111）表面上での水素分子のポテンシャル
エネルギーを示す．ここでは対称性の高い 4つの安定吸
着サイトの結果を示している．それぞれ，最表面Ag原
子直上を top サイト，2 つの最表面 Ag 原子の中点を
bridge サイト，3 つの最表面Ag 原子が作る三角形の重
心で真下に表面 2 層目の Ag 原子が位置するサイトを
hcp-hollow サイト，真下に表面 2層目のAg原子が位置
しない場合を fcc-hollow サイトと呼ぶ．⊥と││はそれぞ
れ水素分子軸が表面に対して垂直な場合と平行な場合を
意味している．いずれの汎関数を用いた場合でも，すべ
ての吸着サイトで水素分子軸が表面垂直方向に配向する
場合が最も安定である．PBE を用いた場合のポテン

シャルエネルギーはおよそ－10 meV ほどである．一
方，分散力補正を考慮した汎関数の結果はおよそ－37～
－40 meVほどである．これは，Ag（111）表面上の水素
分子の吸着において分散力が重要な寄与を果たしている
ことを示している．Ag（111）表面は最も密に原子が詰
まっている表面である．また，Ag 原子は 4 d 電子と呼
ばれる電子軌道がすべて占有されており，価電子は 5 s
軌道に一つのみである．そのため，Ag（111）表面は水
素分子が結合を形成しづらい表面であり，分散力による
弱い吸着状態となる．ポテンシャル異方性はいずれの場
合においても 10 meV 以下であり，氷表面の場合と比較
して非常に小さく，分散力の有無にあまり影響されてい
ない．これは水素分子の分極を介した相互作用と比較し
て分散力の異方性が小さいためである．また，Ag（111）
表面と水素分子間には電子の授受は起こっていないが，
仮想的な電子遷移を介した共鳴相互作用と呼ばれる相互
作用が働いており，分散力と合わせて異方性の起源の一
つとなっている．（Wilzén et al., 1991）本研究で分散力
を考慮して得られた Ag（111）表面上の水素のポテン
シャルエネルギーとポテンシャル異方性は，実験により
測定された値と 5 meV 程度の差という高い精度で一致
している．（Yu et al., 1983; Sugimoto and Fukutani,
2011）

4．おわりに

本論文では，宇宙空間における分子進化を理解する第
一歩として，DFT に基づく第一原理電子状態計算を用
いた氷表面上での水素分子の吸着状態に関する研究例を
紹介した．また，分子性固体である氷表面上の結果と比
較するため，金属であるAg（111）表面上での水素分子
の吸着状態に関する研究例も紹介した．氷表面上の水素
分子吸着において，交換汎関数と非局所相関汎関数の組
み合わせによりポテンシャルエネルギーの大きさが 3割
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表 2：Ag（111）表面上での水素分子のポテンシャルエネルギーと水素分子
配向依存性．Kunisada and Kasai（2015）を引用．

Potential Energy (meV)
top bridge fcc-hollow hcp-hollow

DFT-D2
⊥ －36.8 －37.7 －38.1 －38.1
││ －30.9 －30.1 －30.3 －30.3

rev-vdW-DF2
⊥ －39.8 －39.7 －39.7 －39.7
││ －35.3 －33.8 －33.4 －33.3

PBE
⊥ －10.1 －10.7 －10.8 －10.8
││ －5.9 －4.9 －5.1 －5.0



程度変化するものの，定性的には同様の吸着状態の結果
を与えることが分かった．本論文で着目した 10 meV
オーダーの精度は一般的に高いものである．しかし，天
文学などの極低温環境においてはこのエネルギー領域が
大きな影響を及ぼすため，精緻な定量的結果を得たい場
合は実験値などとの比較から用いる汎関数を選択する必
要があるのが現状である．一方，様々な化学反応につい
て定性的に比較したい場合，一つの交換・相関汎関数の
組み合わせを用いた比較研究により，有用な知見を与え
ると期待できる．一方，Ag（111）表面上の結果におい
ては今回取り扱った 2つの分散力を考慮した汎関数の場
合ほぼ同様の結果を与えている．今後はこのような手法
を用いて氷表面上での様々な化学反応過程の計算による
活性化障壁の解明などにより，宇宙空間での化学反応の
解明が可能となる．このように表面を簡単な近似で取り
扱うことなく，DFT に基づく第一原理電子状態から吸
着分子-表面間の相互作用を解明することにより，天文
学において重要な知見を得ることができると期待でき
る．本論文で紹介した理論的研究手法は天文学・地球惑
星科学のみならず，表面科学，物理学，化学など幅広い
分野に適用可能な普遍的なものであり，今後様々な分野
で重要性を増していくと期待している．このような表面
科学的な研究をさらに深く知りたい読者は，優れた入門
書や参考書が多くあるため，そちらを当たっていただき
たい．（例えば，Nilsson et al., 2007; Groß, 2009; 松本,
2015; 日本表面科学会, 2015）
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