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ABSTRACT

 Raman spectroscopy is a powerful tool to analyze the electronic state of organic conductors which 
show ferroelectric behavior. In this report, we present brief introduction of organic conductors, 
ferroelectrics, the relationship between molecular valence and frequency shift of charge-sensitive 
modes, and electron-molecular-vibration (EMV) coupling. The Raman spectrum of the C=C stretching 
modes in the charge-ordered state of BEDT-TTF salts is well interpreted by the EMV coupling in a 
disproportionated dimer. The metal-insulator transition of b-(meso-DMBEDT-TTF)2AsF6 was identified 
as a charge-ordering phase transition. The continuous decrease of electrical resistivity from high-
resistivity state to low-resistivity state in metallic b"-(BEDT-TTF)(TCQ) was interpreted as a 
continuous change of electronic state from a charge-order metal to a Fermi liquid. The electronic 
ferroelectricity is created from the electronic polarization which is produced by the localization of 
valence electrons breaking inversion symmetry. The ferroelectric phase transition of (TMTTF)2AsF6 was 
originated from the charge-ordering phase transition. This compound is considered to be electronic 
ferroelectrics, since the spontaneous polarization comes from the electric dipole moment generated by 
the charge order. The infrared and Raman spectroscopy revealed that the ferroelectric phase transition of 

a-(BEDT-TTF)2I3 was originated from the charge-ordering phase transition. This compound is also 
identified as electronic ferroelectrics.

はじめに
　ダイマーモット絶縁体とよばれる導電性電荷移動塩
（以降，分子導体とよぶ）の絶縁相で誘電率の異常が報告
されており，これらの物質を電子強誘電体と考える説が
ある．従来，モット絶縁体にはスピンの自由度はあるが，
電荷に自由度はないと考えられていたので，誘電異常の
起源に注目が注がれている．この年次報告では，これら
の物質を念頭に置きながら，すでに電子強誘電体と考え
られている分子導体とその相転移について主にラマン分
光法で調べた結果について報告する．本題に入る前に，
分子導体も強誘電体もそれぞれ長い研究の歴史をもって
いるので，その背景についてごく簡単に紹介する．ラマ
ン分光法を用いて物質の電子状態を知るためには，分子
の価数（分子のもつ電荷）と分子振動数の関係や分子振
動と電子励起状態との振電相互作用を理解する必要があ
るので，それらについても簡単に説明を加える．
1.1　分子導体における電荷秩序状態
　高い電気伝導度をもつ分子性固体（分子導体）の研究

の歴史は赤松，井口，松永のペリレン -沃素錯体の論文
に始まる．1）これは当時としては驚異的に高い電気伝導度
持つ物質の発見であったが，物質が不安定であったこと
もあり，その後の突破口を開くことになったTTF-

TCNQの発見 2）まで，20年近くの歳月を要することに
なった．その後の物質発見の速度は早く，1979年に有
機超伝導の発見，1985年に10 K級の超伝導体の発見へ
と続く．その後の進展も著しく，現在では数多くの分子
導体が開発されている．3），4）

　分子導体は比較的高いキャリア濃度をもつにもかかわ
らず，特に室温付近の電気抵抗は極めて高く，半金属と
よばれるグラファイトやビスマスと同程度の値をもって
いる．この様に高い電気抵抗を示す分子導体でも低温で
は典型的な金属である銅に匹敵するような低い電気抵抗
をもつ状態へと変遷して行く物質が数多く知られてお
り，それらの物質ではシュブニコフ・ドハース効果のよ
うな金属特有の磁気振動が観測されている．5）一方，金属
性を有する物質と同型の構造をとりながらも，低温で絶
縁化してゆく物質もまた数多く知られており，さらに，
低温で絶縁化する物質に静水圧や一軸圧を加えてゆくと
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金属性が復活することも知られている．3）これらの事実は
多くの分子導体は絶縁体と金属の境界領域に分布してい
て，温度や圧力を変化させることにより，二つの相の間
を行き来していることを物語っている．さらに，絶縁化
する多くの分子導体の電子状態はバンド模型で記述され
るバンド絶縁体ではなく，電子が局在化することによっ
て生じる絶縁体である．この電子の局在化をもたらして
いるのは電子間に働くクーロン相互作用である．一方，
金属的な非局在（遍歴）状態を安定化させるのは分子間
の移動積分による運動エネルギー利得である．分子導体
では，分子間の原子間距離が長いので，移動積分の値は
分子内の共鳴成分に比べて一桁から二桁小さい値をと
る．このため，多くの分子導体では運動エネルギー項と
クーロンエネルギー項が拮抗した状態にある．固体にお
いては伝導電子の密度が高いために，遮蔽効果が働い
て，本来長距離的なクーロン力が短い範囲でしか作用し
ない．分子導体でも遮蔽距離は短く，隣接分子まで届か
ないと考えられていた．しかし，分子導体においては隣
接分子間のクーロン力が有効に遮蔽されておらず，これ
が運動エネルギー利得に勝るとき，電子間のクーロン力
を最小にするために，互いにできるだけ離れて規則正し
く局在する状態（ウィグナー結晶化）をとることが分
かってきた．このように分子に閉じ込められて局在化し
た電子が規則正しく配列する絶縁性の電子状態を電荷秩
序状態とよんでいる．
1.2　強誘電体
　強誘電体は磁石（強磁性体）のN極とS極を正の電荷
と負の電荷に置き換えたものと考える事ができる．つま
り，電場をかけなくても物質が全体として正と負に分極
している．これを自発分極とよんでいる．強誘電体では
高い電場を印加することによってこの自発分極の向きを
反転させることができる．このとき，強磁性体と同様に
自発分極が履歴曲線（ヒステリシス）を描く．
　強誘電体デバイスとしては，6），7）高い誘電率を利用した
小型高容量の積層セラミックキャパシタ（BaTiO3），圧
電効果を利用した圧電フィルター（LiTaO3），圧電トラ
ンス（Pb（Zr,Ti）O3（PZT）），角速度ンサー（PZT），超
音波モーター，焦電効果を利用した赤外線センサー（硫
酸トリグリシン（TGS））などの電子素子が知られてい
る．このほか，強誘電体の電気分極の履歴特性を利用し
たデバイスとして，強誘電性不揮発メモリが開発されて
いる．さらに，高い電気光学効果を利用した高速の光変
調器（LiNbO3），ポッケルスセル（KH2PO4（KDP）），
強い光非線形光学効果を利用する高次高調波発生素子
（b-BaB2O4（BBO））が知られている．
　強誘電性有機物は高分子系，液晶系，有機結晶系があ
る．高分子としては，-（CH2CF2）n-で表されるポリフッ
カビニリデン（PVDF）やフッカビニリデン（VDF）と

三フッ化エチレン（TrFE）の共重合体–（CH2CF2）n-

（CHFCF2）m-（P（VDF/TrFE））がもっともよく研究されて
いる．強誘電性液晶は電気分極を電場で反転させるとき
の応答が数10μsと高速であるため，液晶ディスプレイ
に採用された．強誘電性有機結晶では硫酸トリグリシン
（TGS）やクロコン酸など水素結合しているプロトンの
変位が自発分極を担っている．8）

　従来の強誘電体はその発現機構から変位型と秩序無秩
序型に分けることができる．前者の代表がBaTiO3であ
り，OやBaイオンが対称中心の位置から変位すること
によって，単位格子に電気双極子が発生する．この電気
双極子が結晶全体で同じ向きに揃うことによって自発分
極が発生する．後者の代表がNaNO2であり，無秩序に
配向していたNO2イオンが相転移温度で同じ向きに配向
する．NO2イオンによってできた電気双極子が結晶全体
で同じ向きに揃うことによって自発分極が発生する．い
ずれの場合も自発分極を担っているのは主としてイオン
分極である．このイオンに代わって電子分極が単位格子
に電気双極子を作り，それが結晶全体で揃って自発分極
を発現するのが電子強誘電体である．これまでに紹介し
た様々な物質の位置づけを図1に示す．

２．価数変化と振動数のシフト
　分子導体は電子供与性の分子と電子受容性の分子で構
成 さ れ て い る． 例 え ば， 最 初 の 有 機 超 伝 導 体
（TMTSF）2PF6ではTMTSFが電子供与体，PF6が電子受
容体であり，分子の価数はTMTSFが+0.5であり，PF6

が–1である．電気伝導を担うキャリア（電流担体）は
分子の価数から決まるが，この例のように，分子の価数
が非整数であるために，TMTSFのエネルギーバンドの
充填率が不完全になり，結果として金属性が発現するこ
とになる．
2.1　分子の価数と振動数シフト
　この分子の価数を決定するうえで，振動分光法は有力
な方法である．分子の酸化や還元に伴って大きく結合距
離が変化する分子では，この結合に関与した振動モード
が大きく振動数をシフトする．分子導体に用いられる代
表的な分子であるBEDT-TTFは中性分子（r=0）と陽イ
オンラジカル（r=1+）の分子構造を比較すると，後者

図１　電子強誘電体の周辺物質
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のC=C結合が大きく伸びている．この事は陽イオンラ
ジカルではC=C伸縮振動の力の定数が小さくなること
を意味しているので，C=C伸縮振動の振動数が低周波数
側へ大きくシフトする．BEDT-TTF分子には三つの
C=C結合があるので，二つのラマン活性モード（n2と
n3）と一つの赤外活性モード（n27）を利用することがで
きる．n2モードとn27モードは一電子酸化に伴ってそれ
ぞれ120 cm–1，140 cm–1と低波数側にシフトし，分子の
価数（r）と振動数（nj）との間にはn2（r）=1447+120

（1-r）およびn27（r）=1398+140（1-r）のような直線関係が
ある．9）この性質を用いると，固体の構成分子の電荷に敏
感な振動モードを分子の価数を検出するための探針とし
て使用できる．固体では分子の価電子はバンドを形成す
るので，隣の分子へも広がっている．このような場合，
単位格子内の j番目の分子の価数は次の式で定義される．

 ρ εj j
m

n

ka kb

km n km f
M

= ∑∑ ( )
,

 （1）

ただし， km はm番目のバンドのブロッホ関数，nMは
単位格子が包含する分子の数，njは単位格子内の j番目
の分子の占有演算子，f(e)は正孔のフェルミ分布関数で
ある．
2.2　振電相互作用（EMV相互作用）
　ラマン活性なC=C伸縮振動モードの内，n3モードは分
子の価数に対して異常なふるまいをする．このモードは
3つのC=C結合が同位相で伸び縮みする振動で，赤外領
域の電子励起状態と強く相互作用（振電相互作用）し
て，いわゆるバイブロニックモードを形成する．分子導
体では赤外領域に電子励起状態があり，（BEDT-TTF）2X

（XはPF6のような陰イオン）のような分子導体では，n3

モードが強い振電相互作用を受けているために，この
モードの振動数は分子の価数に対して線形の関係から大
きくずれる．振電相互作用を理解するためには図2に示
す2量体を考えればよい．

楕円で示す分子が反位相で振動しているとする．これら
の分子の最高被占準位（HOMO）を電子あるいは正孔

が占有しているが，図2のようにHOMOが分子振動で
変調（D（t））を受けると，左右の分子軌道が非等価にな
るので，分子間に電荷移動が起こり，左右の分子の電子
（正孔）数のバランスが破れ，分子間に電気双極子モー
メントが発生する．この電気双極子モーメントは分子振
動とほゞ同じ周波数で振動するので，分子間方向に偏光
した光を吸収することになる．この相互作用の大きさは
分子振動により分子軌道がいかに大きな変調を受けるか
に依存しているので，以下に説明するように，軌道エネ
ルギーを分子振動の基準座標で微分した量で表される．
この振電相互作用はEMV（electron-molecular vibra-

tion）機構とよばれ，赤外スペクトルに現れることは以
前から知られていた．10），11）

　一方，同位相で振動するモードでは左右の分子が常に
等価であるので，このような相互作用は期待できない．
したがって，ラマンスペクトルにはEMV相互作用は表
れない．しかし，不均化した非対称2量体における振電
相互作用について考察すると，EMV相互作用がラマン
スペクトルにも表れることが明らかになる．12）2分子が１
つの正孔をもち（分子の平均価数r=0.5），この正孔が2

分子の間を行き来していて，各々の分子が二つの基準振
動（n2とn3） を も つ 系 を 考 え る． こ の2量 体 に，
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のような振電相互作用を導

入する．ここで，Qaiは i番目の分子のa番目の振動の基
準振動座標であり，waiは振電相互作用を受ける前の基
準振動の振動数，niは i番目の分子の占有演算子である．
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義され，エネルギーの単位をもつ．ただし，eiは i番目
の分子で正孔が占有している分子軌道である．この2量
体の分子の価数にMr–M1-rの様な偏りを導入したとき
に，振電相互作用を取り入れることによってn2とn3の振
動数がどのように変化するかを摂動法で計算した結果を
図3に示す．12）

　各分子が二つの基準振動を有しているので，二量体の
振動モードの数は4つである．図3の破線は振電相互作
用がない場合（gai=0）の振動数と価数の関係で，ここ
では線形の関係を仮定している．また，この図でPは
r<0.5の分子，Rはr>0.5の分子を意味している．振電
相互作用がない場合，r>0.5の分子の価数（rR）を増加
させると，r<0.5の分子の方の価数（rP=1-rR）は減少す
るので，破線に従って，n2Pは増加し，n2Rは減少する．
n3の場合も同様にふるまう．ここで，振電相互作用を導
入すると，最終的に得られる基準振動は，n21, n22, n31, 

n32の線形結合で表される．図の説明文に記したように，
n2モード（a=2）の相互作用定数は小さいので，ほゞ破
線に従って変化する．この様に元の分子の性格を保持し

図２ 二量体における振電相互作用の模型．楕円は分子を表し，細
い矢印は分子振動の位相関係を表す．下の図は分子軌道であ
るが，実線で示す分子軌道は分子振動によってD(t)のように
振動に同期して破線を中心に上下する．tは分子間の移動積分
（共鳴積分）である．これに伴って，分子の価数が0.5を中心
にd(t)だけ変動する．そのために分子間に太い矢印で示す時
間に依存する電気双極子が誘起される．
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ているので，図3ではn2P, n2R　のような表記を用いてい
る．一方，n3モード（a=3）の相互作用定数は大きいの
で，破線から大きく外れている．これは，n3Aとn3Bでは
分子1と分子2の振動モードが大きく混ざり合っている
ことを意味している．興味深いのはn3Aが水平であり，
rRに依存しなくなることである．このほか，rR≈0.8の
付近で，n2Rとn3Aとが交差している．そのため，この付
近ではn2Rは直線から外れている．

 

　このように，BEDT-TTF塩のラマンスペクトルの解
釈には振電相互作用の影響を常に考慮しなければならな
い．n2モードは分子の価数を見積もるのに利用できる
が，rR≈0.8の付近では直線からずれることを考慮する
必要がある．一方，n3モードを用いて分子の価数を見積
もると誤った結果に導かれることになる．BEDT-TTF

ではn2とn3モードは比較的近い振動数を持つので，帰属
が困難なことがある．n3は中央のC=C伸縮振動の寄与
が大きいのに対して，n2は5員環のC=C伸縮振動の寄与
が大きい．したがって，BEDT-TTF中央のC=Cを 13Cで
置換すると，n3の同位体シフトがn2の同位体シフトに比
べてはるかに大きくなる．このような性質を利用すると
ラマンスペクトルの帰属を確実に行うことができる．一
方，赤外活性なn27は反射分光法によって得られた反射
率をクラマース・クローニヒ変換することによって観測
することができる．また，ラマンスペクトルと異なり，
C=C伸縮振動は一本しかないので，帰属が容易である．
しかし，n27モードを効率よく測定するには板状の広い
結晶面ではなく，狭い側面の反射率を測定しなければな
らない．12）

３．電荷秩序相転移とラマン分光法
　電荷秩序相転移に伴うラマンスペクトルの変化は図3

で，rR=0.5からrR>0.5の状態へ変化することに対応す
る．（BEDT-TTF）2

+X–のような組成の電荷移動塩では正
の電荷が二分子によって共有されている．分子間の移動
積分が小さくてクーロン力により電子が局在化すると
き，電子はどちらかに偏ることになり，正の大きな価数
をもつ分子（BEDT-TTFr+）と小さな価数をもつ分子
（BEDT-TTF(1-r)+）とに分かれる（不均化）．このときは
図3に示すように，n2モードがそれぞれの電荷に対応し
た振動数に二本（n2Pとn2R）観測される．同様にn3モー
ドも二本（n3Aとn3B）に分裂して観測される．分子間の
移動積分が大きくて電子が二分子間に非局在していると
きは二つの分子は等価になり，r＝0.5であるから，図3

より，二つのn2モードは縮退して，両者の中間の位置に
一本のバンドが観測される．一方，n3モードは大きく分
裂しているが，交互禁制則に従って，n3Aがラマンスペ
クトルに現れ，n3Bが赤外スペクトルに現れる．
3.1　b-（meso-DMBEDT-TTF）2AsF6の相転移
　b-（meso-DMBEDT-TTF）2PF6は室温付近では金属的
で温度降下と共に抵抗を減ずるが（dr/dT>0），電気抵
抗は100 K付近から上昇に転じて，70 K付近で相転移
を起こして絶縁化する．13），14）図4はこの物質と同型の構
造をもち，同じ温度で相転移するb-（meso-DMBEDT-

TTF）2AsF6のラマンスペクトルと結晶構造である．15）こ
の物質の金属相は図4dの楕円で示す二量体で構成され
ていて，二量体に一個の正孔がある．この正孔は周りの
二量体に広がっていて，70 K以上では金属である．正
孔の波動関数は周りに広がっているが，周りからも注目
する2量体へ浸み込んでいる．この金属状態における分
子の価数は式（1）で定義され，分子の価数はr=0.5+で
ある．このようにすべての分子はr=0.5+の価数を持っ
ているので，1500 cm–1付近にn13（n2に対応する）が，
1470 cm–1付近にn15（n3に対応する）が一本ずつ観測さ
れる．一方，絶縁相である60 Kのスペクトルは金属相
の70 Kのスペクトルと大きく異なり，n13は破線で示す
ようにn13Rとn13Pとに大きく分裂している．一方，n15は
図4に示すように，ほとんどその位置を変えない．次の
例で示すように，n15Bは幅広いラマンバンドとして観測
されることが多いが，この波長の励起光で測定したラマ
ンスペクトルではn15Bは観測されていない．この図に示
すように絶縁化に伴ってn13モードが二本に分裂するが，
分裂した二つのバンド（n13Rとn13P）から，不均化の振
幅をDr=1-2r=0.5と見積もることができる．
　この結果を結晶構造と比較してみよう．金属相では二
量体の中心に対称心があるため，二つの分子は等価で，
分子の価数はいずれも0.5+であるのに対し，絶縁相で
は単位格子が2倍に拡大して，この対称心が破れること

図３ EMV模型における振動数の価数依存性．横軸は0.5より大き
な価数をもつ分子の価数（rR）であり，0.5より小さな価数は
rP=1-rRである．移動積分を0.2 eV，n2の振電相互作用定数を
g2=0.02 eV，n3の振電相互作用定数をg3=0.1 eVとして計算
してある．破線はg2=g3=0のときの関係である．
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が分かっている．二本に分裂したラマンスペクトルと対
応させると，2量体中の分子が不均化を起こし，図4cに
示すように，分子の価数がM0.25+M0.75+のように不均化
すると結論付けることができる．このように二量体を形
成している分子で不均化がおこるのはクーロン反発力を
避けるために「価数の高い分子は分子間距離が最も短い
分子間では隣り合わせにならない」ように配列するから
でる．16）この結果はこの物質の絶縁状態が電荷秩序状態
であることを明瞭に示している．この物質では2量体内
の対称心が破れても，単位格子が2倍になるために，二
量体間の対称心が残って，結晶の反転対称性は保たれて
いる．そのため，次節で述べる強誘電体にはならない．

3.2　b"-（BEDT-TTF）（TCNQ）のラマンスペクトル
　b"-（BEDT-TTF）（TCNQ）の単位格子には一分子ずつ
が包含されていて，分離積層型の構造をとっている．こ
の物質の電気抵抗は全温度領域でdr/dT>0であり，金属
的である．室温付近の電気抵抗は比較的高いのである
が，温度降下とともに抵抗は減少し，特に50 K以下で
急速に低下し，2 Kでは室温の抵抗の千分の一程度に減
少する．TCNQのC=C伸縮振動から見積もったBEDT-

TTFおよびTCNQの価数は0.5+と0.5–である．この分
子の価数も，式（1）で定義される．図5に633 nmと
780 nmを励起光としたラマンスペクトルを示した．17）　

共鳴効果が相補的に働いており，一つの励起光だけでは
見えないラマン線が現われ，二つ合わせることによって
スペクトルの温度変化の全貌を理解することができる．
また，この図ではBEDT-TTF分子のn2モードを淡い灰
色で，n3モードを濃い灰色で塗りつぶしてある．この物

質は最低温度では金属らしい小さな電気抵抗をもつ（良
い金属とよばれる）．低温の金属相では1500 cm–1にn2

が，1470 cm–1にn3が一本ずつ観測されていて，価数
0.5+に対応する．ところが電気抵抗の大きな室温付近
（金属らしくないので不良金属とよばれる）では淡い灰
色で示したn2モードが二本（n2Rとn2P）に分裂する．
633 nm励起のスペクトルでは濃い灰色のn3モードは一
本で，温度を変えても僅かしかシフトしない．図3との
対応から，1470 nm付近のバンドはn3Aである．一方，
780 nm励起のスペクトルでは，n3Aのほかに中央に窪み
をもつ幅広いバンドが現れている．幅広いバンドはバイ
ブロニックバンドの特徴で，くぼみはFano効果とよば
れる他の振動モードとの相互作用である．この幅広いバ
ンドは大きく低波数にシフトしているので，n3Bである．
このスペクトル変化は図3に示す等価な二量体
（rR=0.5）と非等価な二量体（rR>0.5）で期待されるn2

およびn3モードの振動数の価数依存性の結果とよく対応
している．高温領域の電子状態は不良金属であるが，分
光学的には分子の価数が不均化しているように見える．
この不均化した価数が動かなければ電荷秩序状態という
絶縁体にならなければならない．実際には電気は流れて
いるので，不均化した価数が動的にゆらいでいると考え
らており，電荷秩序金属と呼ばれている．18）不均化が観
測されるということは，この価数のゆらぎの速さが
Dn=n2P-n2R（=60 cm–1）に比べて十分遅いということを
意味している．この速さは通常の電子のダイナミクスに
比べて相当に遅いが，電子同士がクーロン力を避けなが
ら動くという強い電子相関をもつ系の特徴である．

 

5．電子強誘電性と価数変化
　電子強誘電体はイオン分極に代わって電子分極が大き
く自発分極に寄与している従来の強誘電体と異なる型の
強誘電体である．イオンに比べて電子の動きは格段に速

図４ b-（meso-DMBEDT-TTF）2AsF6の（a）電荷に敏感な振動モー
ドと（b）ラマンスペクトル．金属絶縁体相転移温度以下で
n13モードが二つに分裂している．（c）相転移温度以下の絶縁
相の価数分布．（d）相転移温度以上の金属相の価数分布．金
属相では正孔が非局在化し，すべての分子が等価であるので，
0.5+の価数をもつのに対し，絶縁相では正孔が0.75+の分子
に局在している．

ν ν

ν

ν
ν

ν
ν

図５ 633 nmと780 nmの励起光を用いた b-(BEDT-TTF)(TCNQ)
のラマンスペクトル．n2モードは不均化によって分裂し，n3

モードはEMV相互作用によって大きく分裂している．
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いので，高速光応答性が期待されている．電子分極の発
現には電子が反転対称性を破るように局在化して電荷秩
序状態をとる事が多い．19）LuFe2O4は500 K以上でFeの
平均価数が2.5+の均一な構造をもつ金属である．500-

350 KでFeの3d電子の2次元的な電荷配列が発生し，
それ以下の温度では3次元的に整列すると考えられてい
る．このように，絶縁相ではFeの3d電子が局在し，
Fe2+とFe3+が反転対称性を破るように整列することに
よって電気分極が発生する．Feの価数は共鳴X線散乱
によって決定された．20），21）

5.1　（TMTTF）2AsF6
　電荷移動塩で最初に強誘電性が指摘されたのは
（TMTTF）2X（X=PF6, AsF6, SbF6）である．この物質は有
機超伝導体を開発する過程で1970年代後半に合成され
た物質である．（TMTTF）2AsF6は図6aの楕円で示す2

量体で構成されており，二量体に一個の正孔が包含され
ている．この正孔は両隣の二量体に広がっていて金属的
であるが，（TMTTF）2AsF6は約100 Kで絶縁化する．22）

この相転移は構造変化を伴わない相転移（structureless 

transition）とよばれ，その機構は長い間謎であった．電
荷秩序状態への相転移であることが分かったのは2000

年に入ってからで，NMRによって明らかにされた．23）　

その後，この物質の誘電率が約100 Kで発散的な挙動を
示すことから，強誘電体転移であることが分かった．24）

つまり，電荷秩序状態への相転移が強誘電性を引き起こ
すのである．ラマン分光の実験は新しく，2012年に
Dresselらによって報告された．25）彼らの結果を図6cに示
す．
　TMTTF分子ではBEDT-TTF分子のn2とn3に相当す
る分子振動がn3とn4であるが，BEDT-TTFのn2とn3が
30 cm–1程度しか離れていないのに対して，TMTTFのn3

とn4は100 cm–1以上離れている．TMTTFのC=C伸縮
振動モードもこれまでに記述したBEDT-TTFのラマン
活性なC=C伸縮振動モードと全く同様なふるまいをす
る．つまり，1600 cm–1付近のn3モードは室温から100 

Kまでは一本であるが，95 K以下で二本に分裂するのに
対し，1480 cm–1付近のn4モードの振動数は全く変化し
ない．したがって，1480 cm–1付近のバンドがn4Aであ
り，n4Bはこの励起光では見えていないということにな
る．図中の破線はTMTTF0（r=0）とTMTTF+（r=1）
のn3モードの振動数である．これらの振動数と分裂幅か
ら，不均化の振幅はDr=0.18と推定でき，したがって，
図6bに示すように二量体を構成している分子が
M0.5+M0.5+からM0.41+M0.59+へと不均化していると結論づ
けることができる．
　この物質でも二量体の中心にあった対称心が失われて
いる．対称性を保存しようとすると，分子間距離が近い
二つの分子上に高い電荷密度が集まらざるを得ない．こ

の不利な状態を避けるために対称心を壊すような電荷配
列をとる．この物質では対称性が破れても，単位格子が
そのまま保持されているために，結晶全体としての反転
対称性も失われている．このため，図6bに示すように，
不均化した分子間に発生する電気双極子が打ち消しあう
ことなく結晶全体に揃って，大きな自発分極を発生する
と考えることができる．この物質では大きな構造変化は
起こらず，価数の不均化（電子分極）が強誘電性発現の
起源となっている．つまり，電子強誘電体である．
5.2　a-（BEDT-TTF）2I3
　a-（BEDT-TTF）2I3は1980年代半ばに有機超伝導体の
開発過程で合成された物質であり，b軸方向に一軸圧を
かけると超伝導を示すことが報告されている．26）常圧で
は135 Kで金属絶縁体転移を示す．27）相転移に伴って単
位格子が変化しないため，a-（BEDT-TTF）2I3の金属絶
縁体転移の機構も長い間解明されないでいたが，1995

年に電荷秩序状態への転移であるとの理論模型が提唱さ
れ，2003年にラマン分光法によって反転対称性が破れ
る電荷秩序状態への相転移であることが明らかになっ
た．28）この物質の単位格子には4つのBEDT-TTF分子が
含まれており，そのうち二分子（BとC）が対称心上に
あり，他の二分子（AとAʼ）が対称心で関係づけられて
いて等価である．
　図7aにこの物質のラマンスペクトルを，7bに反射ス
ペクトルをクラマース・クローニヒ変換して求めた光学
伝導度スペクトル（吸収スペクトル）を示す．17）この物
質の結晶学的に独立な分子は3分子（A=Aʼ , B, C）で
あるので，図7aに示すラマンスペクトルは複雑で帰属

図６ （TMTTF）2AsF6における分子の価数分布．（a）T>100 Kの金
属相では正孔が非局在化しているため，すべての分子は0.5+
の価数をもつ．（b）T<100 Kの絶縁相では正孔が0.59+の分
子に局在している．結晶の反転対称性が失われるために，赤
い矢印で示す電気双極子が打ち消されない．（c）価数に敏感
なTMTTFの振動モード．（d）（TMTTF)2AsF6のラマンスペ
クトル．相転移温度以下の絶縁相で n3モードが二つに分裂し
ている．文献25より転載．破線はTMTTF中性分子と陽イオ
ンラジカルのn3モードの振動数である．
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が容易ではない．しかし，第二節で説明したように
BEDT-TTF分子の中央のC=Cを 13Cで置換した物質の
ラマンスペクトルと比較することによって，図7aのよ
うな帰属を行うことができた．BEDT-TTFのn2とn3

モードは30 cm–1程度しか離れていない．この物質の金
属相ではn2モードが3本に分裂している（n2

2は観測され
ていない）ために，さらにn3モードと接近している．相
転移温度以下の絶縁相ではn2モードがさらに大きく分裂
するために，n3モードと混ざり合う．このため，図7a

の20 Kのスペクトルのn2R
1，n3

1，n2R
2の帰属は便宜的な

ものであって厳密ではない．したがって，この物質のラ
マンスペクトルの振動数から分子の価数を推定すること
は困難である．
　図7bに反射スペクトルをクラマース・クローニヒ変
換して求めた光学伝導度（吸収スペクトル）を示す．ラ
マン活性モードに比べて，赤外活性モードn27の帰属は
容易である．図7bの吸収スペクトルにはn27モードが現
れるが，相転移温度以上の金属相では1440-1480 cm–1

の領域に3本（n27
1, n27

2, n27
3）に分裂して観測されてい

る．X線回折の結果と比較することによって，29）高波数
側から，C，A=Aʼ，B分子のn27モードと帰属すること
ができる．また分子の価数はrA～0.6, rB=0.68, rC=0.44

と推定することができる．17）この物質の高温相は金属で
あるので，価電子は隣の分子に広がっていて非局在化し
ているが，分子の価数は式（1）で定義され，結晶学的
に非等価な分子は異なる価数をもつ．相転移温度以下の
絶縁相ではn27モードは大きく二つのグループ（n27P

1, 

n27P
2 h n27R

1, n27R
2）に分裂する．この結果は，正孔が局

在して，価数の大きな分子と価数の小さな分子の二つの
グループに分かれた電荷秩序状態を形成していることを

明瞭に示している．これもX線回折の結果と比較するこ
とによって，各分子の価数をrA=0.8，rB=0.7，rAʼ =0.3，
rC=0.2のように推定することができる．その結果，図8

に示すような電荷配列をもつ正孔の局在状態（電荷秩序
状態）が誘起されると結論付けることができる．

　価数の変化を金属状態と比較すると，rA＝rAʼ ～0.6

と等価であったA=Aʼ 分子の価数がrA=0.8，rAʼ =0.3の
ように大きく不均化して，電荷秩序状態では反転対称性
が破れている．この不均化もAとAʼ 分子の距離が最も
短いからである．この結果，図8bに矢印で示す電気双
極子が誘起される．この物質も相転移で単位格子が2倍
になるなどの大きな構造変化を伴わない．勿論，分子の
配向などに多少の変化はあるが，29）最も大きな変化は分
子の価数の変化である．
　この物質が常圧で反転対称性を失うことは第二高調波
発生（SHG）の実験で確かめられた．30）2次の非線形電
気感受率はBBOの40倍程度と非常に大きい．このよう
な強い第二高調波の発生は対称心を失って発生した電気
双極子が少なくとも波長程度の領域（ドメイン）に渡っ
て同じ方向に揃っていることを意味している．つまり，
巨視的なサイズの自発分極が形成されていることを意味
している．このことを裏付ける実験として，SHG干渉
顕微鏡を用いた強誘電ドメインの観察が行われており，
この電気分極のドメインサイズがサブミリメーター程度
の大きな分域であると結論付けられている．31）強誘電性
を証明するためにはこの分極が電場によって反転するこ
とを示さなければならないが，電荷秩序状態は絶縁体と
はいえ通常の強誘電体に比べると電気抵抗が小さいため
に，高電場をかけることが極めて困難である．また，こ
の物質は低い電圧で絶縁破壊を起こすことが知られてい
るため，分極反転の実験は非常に困難である．この物質
の強誘電性も電子が反転対称性を破って局在化すること
による電子分極を起源としている．（TMTTF）2AsF6と
同様に電子強誘電体である．

図７　a-（BEDT-TTF）2I3の（a）ラマンスペクトルと（b）反射ス
ペクトルより求めた光学伝導度スペクトル．ラマンスペクト
ルにはn2とn3モードが，光学伝導度スペクトルにはn27モー
ドが観測される． 

図８  a-（BEDT-TTF）2I3の相転移温度上下における分子の価数分布
の変化．（a）金属相（T>135 K）では正孔が非局在化してい
るため，すべての分子は0.5+近傍の価数（rA～0.6, rB=0.68, 
rC=0.44）をもつのに対し，（b）絶縁相（T<135 K）の価数は 
rA=0.8，rB=0.7，rAʼ =0.3，rC=0.2であり，正孔はAとBの分
子に局在している．結晶の反転対称性が失われるために，赤
い矢印で示す電気双極子が打ち消されない．
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　この物質の高速光応答性はフェムト秒レーザーパルス
による第二高調波の減衰によって確かめられた．30）山本
等は強誘電状態のこの物質に100フェムト秒のレーザー
を照射すると，100フェムト秒以内で第二高調波の強度
が50 %ほど減少した後，数10ピコ秒後に強度を回復す
ることを見出した．この現象は光誘起相転移によって理
解することができる．岩井等は中赤外領域の反射率の変
化をポンププローブ法によって調べ，電荷秩序状態から
金属状態への光誘起相転移が発生していることを報告し
た．32）彼らの実験によると，光で励起された金属状態の
減衰過程は光強度に依存する．光強度が弱い時は一光子
で100分子程度のミクロな金属ドメインが作られるが，
この金属相は非常に早く減衰して電荷秩序状態へ戻る．
一方，光強度が強い時は，これらのミクロな金属ドメイ
ンが凝集して，メゾスコピックサイズの金属ドメインが
形成されるため，電荷秩序状態への減衰が遅くなる．山
本等の実験で観測された第二高調波の減少は光で金属相
が発生したことに対応し，第二高調波の回復過程は強い
光強度における金属相の減衰過程に対応している．この
ようにa-（BEDT-TTF）2I3では光によって強誘電性を高速
で制御できることが確かめられている．
5.3　k-（BEDT-TTF）2Cu2（CN）3
　k-（BEDT-TTF）2Cu2（CN）3は絶縁性の物質で，BEDT-

TTF二量体が井桁状に配列するk型とよばれる一群の電
荷移動塩（k-（BEDT-TTF）2X）に属する．このグループ
には超伝導転移を示す金属性のX=Cu[N（CN）2]Brや
X=Cu（NCS）2が知られていると同時に絶縁性の
X=Cu[N（CN）2]Clもこのグループに属する．このグ
ループの物質ではBEDT-TTF二量体に一個の正孔が包
含されていて，金属性の物質ではこの正孔が結晶全体に
広がっているが，絶縁性の物質では二量体内に閉じ込め
られて局在化している．後者をダイマーモット絶縁体と
呼んでいる．X=Cu[N（CN）2]ClもX=Cu2（CN）3もダイ
マーモット絶縁体であり，二量体に閉じ込められた正孔
はスピンの自由度を持っている．前者が低温で反強磁性
状態へ相転移するのに対して，後者ではmKオーダーの
極低温に至るまでスピンが秩序化しない．33）後者では二
量体の配列が正三角形に近い構造を持つため，幾何学的
フラストレーションによって，スピン液体状態になって
いるという説があり，その方面からの研究が精力的に行
われている．一方，X=Cu2（CN）3では60 K以下の温度
で誘電異常が報告されており，リラクサー強誘電体への
相転移が提唱されている．34）この誘電異常（強誘電
性？）の起源を説明するために，二量体に電荷の偏り
（不均化）が発生するという微視的な理論が発表されて
いる．35），36）つまり，ダイマーモット絶縁体に電荷の自由
度も存在するという考え方である．従来，ダイマーモッ
ト絶縁体にはスピンの自由度のみが存在すると考えられ

ていたので，もし電荷の自由度があるとすれば大きな変
更になる．ダイマーモット絶縁体に不均化があるのか，
またあるとすればどの程度の振幅を持っているのかをラ
マン分光法によって検討している．

　X=Cu2（CN）3の単位格子にはBEDT-TTFが4分子含ま
れている．したがって，例えば分子振動n2に相互作用が
なければ，4重に縮退している．空間群はP21/cであるか
ら，これらは，対称性から，n2（Ag）,n2（Bg）,n2（Au）,n2

（Bu）のように分類することができる．このうち，ラマン
活性なモードはn2（Ag）とn2（Bg）である．図9はこの物質
の偏光ラマンスペクトルである．上の図は入射光の偏光
がb軸に平行で，散乱光の偏光がb軸に平行，下の図は
入射光の偏光がb軸に平行で，散乱光の偏光がc軸に平
行という条件で測定されたことを意味している．この物
質の空間群はP21/cであり，2回軸はb軸に平行であるか
ら，図に示すような帰属がなされる．この結果わかるこ
とは，n2モードが縮退しているのに対し，n3モードが大
きく分裂していることである．後者の分裂は電子励起状
態とのEMV相互作用に基づくものである．10）誘電異常の
観測されている温度領域において，n2モードは先のa-

（BEDT-TTF）2I3などとは異なり分裂していない．つま
り，不均化していないようである．ただし，線幅が広く
小さな不均化が発生しているかもしれない．あるいはゆ
らぎとして存在しているかもしれない．これらの問題に
ついてはさらに実験を積み重ねるとともに現在検討中で
ある．

4．おわりに
　分子導体では原子に代わって分子が伝導電子を提供
し，電子あるいは正孔が分子から分子へと遍歴してい

図９ k-（BEDT-TTF）2Cu2（CN）3のラマンスペクトル．（b,b）， （b,c）
は入射光の偏光方向がb軸に平行であり，散乱光の偏光方向
が前者ではb軸，後者ではc軸に平行であることを意味してい
る．
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る．分子は分子内振動という内部自由度をもっているた
めに，分子の価数に敏感な分子内振動を分子の価数を検
出するための探針として使用することができる．した
がって，ラマン分光法や反射分光法は振動モードの帰属
とその分裂の挙動を理解できれば，電子状態を知るため
の有力な道具になりうる．4つの物質について，絶縁相
の電子状態を知るうえでラマン分光法が有用であること
を例示した．冒頭に述べたダイマーモット絶縁体k-

（BEDT-TTF）2X（X=Cu2CN3, Cu[N（CN）2]Cl）の強誘電
性とラマン分光の研究は現在進行形である．次年度の報
告に詳しく掲載する予定である．共同研究に参加してい
ただいた方々に感謝の意を表する．最後に，k型BEDT-

TTF塩の実験については，豊田理研の石黒陸雄，川合祐
三両氏のご支援をいただいた．本研究はJSPS科研費
22550134の助成を受けたものです．
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