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1．は　じ　め　に
　電子は電荷・軌道・スピンの内部自由度を持つが，電
子間相互作用が上回るようになる低温ではこれら自由度
を失い秩序化した状態に入る．典型的なのは磁気秩序
で，高温では常磁性であったものが，低温では磁気相関
により強磁性や反強磁性などの磁気秩序を示すようにな
る．電荷自由度を持つ混合原子価物質では，低温で電荷
自由度を失い電荷秩序を示すものがある．ここで混合原
子価物質とは主成分である遷移金属イオンが一様な非整
数の原子価をもつ物質のことを言い，電子相関により電
子が特定の原子に局在し電荷秩序を引き起こす．また，
異なる原子価をもつ同種陽イオンが異なる結晶学的サイ
トではなく同じ結晶学的サイトを占める物質のことを言
い，従って，電荷秩序化した後も同じ配位形態を持つ．
筆者は，これまで色々な電荷秩序を示す物質を開発して
きたが，今回，このような一般的な電荷秩序とは異な
り，他の陽イオンの秩序化により引き起こされる電荷秩
序や酸素イオンの秩序化を伴った電荷秩序など新奇な電
荷秩序を見出したので報告する．前者の舞台はバナジウ
ムブロンズδ-Ag2/3V2O5で，後者はAurivillius相バナジ
ウム酸化物Bi4-xV2O11-δである．
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ABSTRACT
 Charge order is one of fascinating phenomena in correlated electron systems with mixed valences. 
Various kinds of charge order transitions have been discovered to date. In this report, I present novel 
charge order transitions in two layered vanadium oxides. One compound is vanadium bronze, δ-Ag2/3V2O5, 
in which the phase transition accompanied by jumps of magnetic susceptibility and resistivity is caused by 
Ag ions order and Ag ions order triggers V4+/V5+ charge order. A model of Ag ion order and V4+/V5+ charge 
order is proposed from x-ray diffraction and electron diffraction analyses and the spin-gapped ground state 
is discussed on the basis of the charge ordered model. The other compound is Aurivillius vanadium oxide 
Bi3.6V2O10. Its structure consists of Bi-O and V-O layers. For the first time, the Bi-O layer is found to 
tolerate a large number of Bi vacancies without breaking the high-temperature prototype I4/mmm structure 
(γ-phase). On cooling, the γ-phase undergoes an orthorhombic distortion giving rise to an intermediate 
phase (B-phase) with defective perovskite V-O layer. In the low-temperature allotropic form (A-phase) the 
oxygen vacancies are ordered while the vanadium ions with oxidation states of either +5 or +4 are 
differently coordinated leading to a charge ordering between the parallel V5+ and V4+ chains. Namely, this 
is the first observation of charge order transition accompanied by the change of oxygen coordination.

２．バナジウムブロンズ，δ -Ag2/3V2O51）

　バナジウムブロンズδ-AgxV2O5は層状物質で，その構
造は，図1に示すように，歪んだVO6八面体が稜と角を
共有して作る層状2重トレリス格子とその層間のサイト
を占めるAg+イオンよりなる．典型的な不定比化合物で
あるが，特異組成x=2/3において，220Kで電気抵抗と
磁化率に飛びを示す何らかの相転移が報告されてい 

る2）．本研究はこの相転移の本性や起源を明らかにする
ことを目的に行った．

図１．	δ-AgxV2O5の結晶構造．
 濃い青と薄い青のVO6八面体は結晶学的サイトの違いを表

す．赤丸はAg+の占めうるサイトを表す．

a

c 



50 層状バナジウム酸化物における新奇な電荷秩序転移

2.1.	 合成とキャラクタリゼーション
　合成はAg2O, V2O3, V2O5を所定比で秤量し，よく混合
した後プレス成型した混合物を石英管に真空封入し，
500℃で一日反応させた．生成物を粉砕混合し，真空封
入して再度500℃で一日反応させた．得られた試料は，
粉末X線回折測定により，単相のδ-Ag2/3V2O5であるこ
とを確認した．
2.2.	 実験結果
　図2に，徐冷および急冷をした後昇温下で測定した
δ-Ag2/3V2O5の磁化率の温度変化を示す．徐冷試料の磁
化率は，温度降下とともにキュリー・ワイス的変化を示
し，220Kで飛びを示したあとは110Kで極大を示しな
がら基底状態がスピン・ギャップを持つ低次元磁性体の
挙動を示す．低温でのキュリー的上昇を不純物によるも
のとして生データから除いた磁化率を，スピン・ギャッ
プを持つ1次元磁性体の式

	 χ spin（T）= aT–1/2exp（–Δ/T）

にあてはめ，ギャップ・エネルギーを見積もるとΔ～
150Kを得る．一方，挿入図に示すように，220Kでの飛
びは1次の相転移を示唆する大きな熱履歴を示し，液体
ヘリウム温度に急冷した試料の昇温下での磁化率は
160Kまでキュリー・ワイス的変化を示すが，それ以上
の温度では徐冷試料の磁化率曲線をなぞる．これは，急
冷により相転移が抑えられたことを意味し，低温での
キュリー・ワイス的挙動は高温相に固有のものであるこ
とを示している．従って，高温相と低温相では磁性が全
く異なることを意味している．
　電気抵抗もまた220Kで飛びを示すが，その温度変化
は，220K以上でも以下でも半導体的で，220K以上では
熱活性型，220K以下では可変領域ホッピング型である．

　磁化率および電気抵抗測定から220Kでの相転移は1

次の相転移であり，構造が変化している可能性があるた
め，低温粉末X線回折測定を行った．図3にX線回折パ
タンの温度変化を示す．

　室温でのX線回折パタンはδ-AgxV2O5固有のもの（空
間群C2/mの単斜晶）で，Ag+イオンは層間のサイトの
2/3を無秩序に占めていることを示している．一方，
220K以下ではこれら基本回折線以外に余分な回折線が
現れ（挿入図参照），これら余分な回折線は比較的強い
強度を持つため，重原子（この場合Ag+イオン）が規則
配列した超構造を示唆している．
　そこで，超構造を解明するため，有力な手段である電
子顕微鏡による電子線回折測定を行った．結晶は層状構
造を反映して非常に薄い薄片状で，層に垂直な方向
（［001］ゾーン）の回折パタンしか観測できなかったが，
それを図4に示す．転移温度以下の110Kでは，明確な
超格子スポットが観測され，回折パタンは［110］方向に
3倍周期を持った構造の双晶のものとして解析できる．
すなわち，c軸方向には超周期構造がないとすると，高
温相（a*, b*, c*）と低温相（a’*, b’*, c’*）の逆格子単
位ベクトルの関係は

	 a’* = 2a*,   b’* =（b* ± c*）/3,   c’* = c*

と表される．従って，低温相の構造は三斜晶で，高温相
（a, b,	c）と低温相（a’, b’, c’）の単位格子ベクトルの関
係は

図３．δ-Ag2/3V2O5のX線回折パタンの温度変化．

図２．	δ-Ag2/3V2O5の磁化率曲線．
 青丸，赤丸はそれぞれ徐冷後および急冷後昇温下での磁化率曲

線を表す．挿入図は220Kでの磁化率の飛びの熱履歴を表す．
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	 a’ = 1/2・（b	± a）,   b’ = 3b,   c’ = c

と表される．この単位格子をもとに低温でのX線回折パ
タンはすべて指数付でき，［001］方向（c軸方向）には超
周期構造はないことが明らかとなった．

2.3.	 考　　察
　2.3.1.	 低温相の結晶構造
　低温相は三斜晶であるが，高温相の空間群C2/mから
導かれる三斜晶の空間群としてはPīのみである．図5

（a）にc軸方向から投影した構造を示す．そこで，V2O5

層はVO6八面体で，Agサイトは赤丸で，それぞれ描か
れている．高温相ではAgサイトの2/3がAg+によって無
秩序に占められている（各Agサイトの占有率が2/3）
が，低温相ではAg+が秩序配列する．低温相の単位格子
は6個のAgサイトを含むので，そのうち2/3すなわち4

個のAgサイトがAg+で占められる様式は 6C2 =15通り
ある．しかしながらPī空間群を満たす（対称中心を持
つ）ものは図5（b）に示す3通りしかない．この3通りの
配列に対しての計算から求めたX線回折パタンと実測の
X線回折パタンを比べたのが図6である．実測の回折パ
タンは薄片試料を反映してc軸配向が強いパタンとなっ
ているため，配列様式を特定するのが容易ではないが，
2θ～17degree付近のピークが欠如している点が計算と
実測の回折パタンで一致しているということから，図5

（b）でモデルAgIO-3として示された配列様式を持つと
結論できる．
　2.3.2.	 電荷秩序と磁性
　δ-Ag2/3V2O5はV4+/V5+ =1/2の混合原子価物質である．
高温相の磁性は単純なキュリー・ワイス型であり，磁性
イオンV4+（d1：S=1/2）が無秩序に分布していることを示
している．一方，低温相の磁性はスピン・ギャップ基底
状態を持つ低次元磁性体に特徴的なもので，このことは

磁性イオンV4+がスピン・ギャップ基底状態を持つよう
な幾何学的配列をしていることを示している．すなわち
V4+とV5+の電荷秩序が起きている．静電的相互作用を
考慮するとV4+の方がAg+近傍にあると考えられるの
で，モデルAgIO-3の配列を持ったAg+の近傍にV4+を
配したのが図7である．これは，V4+/V5+ =1/2の電荷秩

図４．	δ-Ag2/3V2O5の［001］ゾーン電子線回折パタン．
 （a）300K,（b）110K．110Kの回折パタンは［110］方向に3

倍周期を持った超構造の双晶を表している．

図６．	δ-Ag2/3V2O5の図5（b）の三つのモデルに基づいて計算より求
めたX線回折パタン（赤）と実測のX線回折パタン（黒）．
灰色は高温相（300K）の実測X線回折パタンで青色は計算
より求めたもの．試料の配向を反映して高温相においてすで
に強度の一致が良くない．

図５．	（a） δ-Ag2/3V2O5のc軸方向から投影した構造図．空色の八面
体はVO6を，赤丸はAgサイトを表す．実線は高温相の
単位格子を，点線は低温相の単位格子を表す．

 （b） 空間群Pīを満たすAg+（赤丸）の秩序配列様式．桃色の
丸はAgの空格子点を，+印は対称中心を表す．

(a) 

(b) 
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序配列と空間群Pīを満足している．残る問題はこの配
列でスピン・ギャップ基底状態を持つことが可能かとい
うことである．2重トレリス格子の1層に注目すると，aʼ
方向にV4+-V4+ダイマーがV5+で架橋された1次元鎖
（従って1次元交替鎖）が形成されている．V4+のダイ
マーおよび1次元交替鎖はスピン・ギャップ基底状態を
持つことはよく知られている．しかしながら，観測され
た磁化率の挙動は，孤立ダイマーや1次元交替鎖の挙動
と一致しない．一方，2重トレリス格子に着目すると，
4つのV4+O6がクラスターを形成し，それがV5+O6で架
橋され1次元鎖を形成している．4つのV4+よりなるク
ラスターは偶数個の電子を持つのでV4+間の磁気相関が
反強磁性的だとスピン・ギャップ基底状態を持つことが
可能である．現時点でスピン・ギャップ基底状態の起源
を特定することはできず，単結晶による中性子散乱や核
磁気共鳴による研究が俟たれる．

３．Aurivillius相バナジウム酸化物，Bi4-xV2O11-δ
　一般式Bi2An-1BnO3n+3で表されるAurivillius相物質は
［Bi2O2］2+シートにペロフスカイトブロック［An-1BnO3n+1］2–

が挟まれた構造を持つ層状物質である．最も単純なn=1

の物質としてはBi2MoO6，Bi2WO6とBi2VO5.5が知られ
ている．いずれも最高原子価物質でd電子を持たないバ
ンド絶縁体である．バナジウムの場合，最高原子価が5

価であるため定比組成の物質Bi2VO6は存在せず，不定
比化合物Bi2VO5.5（こののちBi4V2O11と表記する）とし
て存在する．Bi4V2O11の高温γ  ─相の構造を図8に示す．
　その構造は，［Bi2O2］2+シート（Bi-O層）とペロフス
カイトブロック層（V-O層）の交互積層よりなる．V-O

層の酸素サイトに空格子点があり組成はVO3.5で，酸素
空格子点は無秩序に分布している．そのため，高速酸素
イオン導体として注目されている 3）．低温では酸素空格
子点が秩序配列し，β─相，α─相と逐次転移することが知
られている3）．

　図8にみられるようにV-O層は2次元正方格子をなし
ていて，ここにキャリアーをドープすることができれ
ば，面白い物性が期待できる．そこで，さらに酸素空格
子点を導入することによってバナジウムの原子価を5価
から4価にかえることを目的にBi4V2O11-δを合成し，相
関係を調べた結果を相図として図9に示す4）．

　δ =0では常に少量のBiVO4を含んでいて，δ =0.1で初
めて単相のα─相が得られる．δ =0.4で新相であるA─相
が現れ，0.1<δ <0.4はα─相とA─相の2相共存である．
0.4≤δ ≤1.0ではA─相であるが，酸素量の減少とともに
Bi金属が析出し，還元がV-O層からBi-O層に切り替わ
るという珍しい現象を示す．酸素欠損量（δ）とBi析出量
（x）の関係はx=2δ /3 – 4/15と表され，0.4≤δ ≤1.0ではV

の平均原子価V4.6+（V4+/V5+ =2/3）が保たれる．このこ

図７．	δ-Ag2/3V2O5のAg+（赤丸）およびV4+/V5+の秩序配列構造．
濃い青と薄い青の八面体はV4+O6で結晶学的サイトの違いを
表す．空色の八面体はV5+O6を表す．

図９．	Bi4V2O11-δの相図．
 0.4≤δでは新相であるA─相が現れ，酸素欠損とともにBiが

析出する．A─相は昇温とともにB─相，γ─相と逐次相転移す
る．

図８．	Bi4V2O11の高温相（γ─相）の構造．
 赤丸は酸素を，青丸はBiを，緑の八面体はVO6を表す．構

造はBi2O2層とVO4層よりなり，VO4層では0.5の酸素空格
子点が無秩序に分布している．
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とは，Vの還元は4.6+以上には進まず，代わりにBi3+が
還元され金属Biが析出することを示している．実際，
Bi4-xV2O10を合成し調べたところ，x=0.4で単相となっ
た．以上は室温での相関係であるが，高温での相関係を
調べる目的で，試料を透明石英キャピラリーや透明石英
容器に真空封入し，高温X線回折測定と示差熱測定を
行ったところ，A─相はB─相およびγ─相と逐次相転移を
し，高温域では全域（0<δ ≤1）でγ─相が存在することが
判明した．これら高温のγ─相，B─相は高速酸素イオン導
体を反映してクエンチできず，多量の酸素およびBiの
欠損を持つBi3.6V2O10で初めてクエンチ可能となった．
そこで，本研究は，Bi3.6V2O10を合成し，室温下でγ─相，
B─相，A─相を得て，その精密構造と物性を明らかにす
ることを目的に行った．
3.1.	 合　　成
　合成はBi2O3, V2O3, V2O5を所定比で秤量し，よく混
合した後プレス成型した混合物を石英管に真空封入し，
600℃で1日，800℃で2日反応させた．γ─相は，石英管
を800℃から炉外に取り出し室温に急冷することにより
得た．B─相は800℃から室温まで2.5時間で冷却するこ
とにより得た．A─相は300℃で30日間焼鈍することに
より得た．
3.2.	 実験結果
　室温に急冷することにより得た物質の室温でのX線回
折パタンはBi4V2O11の高温相（γ─相）と同じX線回折パ
タンを示し，c軸方向に4倍周期を持ったペロフスカイ
ト構造由来の構造（空間群 I4/mmmの正方晶）を持つ．
このことは，Bi-O層においてBiと酸素の空格子点は無
秩序に分布し，V-O層の酸素の空格子点も無秩序に分布
していることを示している．B─相のX線回折パタンは正
方晶γ─相が斜方晶に歪み，γ─相に比して√–

2×√–
2×1の単

位格子を持つとして指数付できる．従って，B─相におい
ても，Bi-O層のBiと酸素の空格子点およびV-O層の酸
素の空格子点は無秩序に分布している．一方，低温で長
期間焼鈍することにより得たA─相の回折パタンはさら
にb軸方向に3倍の超周期を持ち，√–

2×3√–
2×1の単位

格子を持つ斜方晶として指数付できる．精密構造解析に
より，V-O層の酸素空格子点は規則配列し，VO6八面体
をVO4四面体が両側から架橋してつくる1本のVO6八面
体鎖と2本のVO4四面体鎖よりなるa軸方向に延びる1

次元鎖を形成していることが判明した．バナジウムの場
合，VO4四面体配位を好むのはV5+でVO6八面体配位を
好むのはV4+であるため，A─相では電荷秩序が起きてい
ることを示している．電荷秩序は磁化率測定からも検証
された．γ─相およびB─相の磁化率の温度変化は単純な
キュリー・ワイス型の変化を示すのに対し，A─相のそれ
はスピン1/2の反強磁性ハイゼンベルグ1次元鎖の理論
式（Bonner-Fisher equation）によく従う．このことは，

磁性イオンであるV4+はγ─相およびB─相においては無秩
序に分布しA─相では1次元鎖状に配列していることを示
していて，構造から求められた結果と一致する．
　高温γ─相（B─相）のV-O層では，酸素空格子点を含む
がVの酸素配位は基本的には6配位で，VO6八面体が酸
素を共有して2次元ネットワークを形成している．一
方，低温A─相では，6配位のV4+と4配位のV5+が秩序
配列し，V5+O4四面体の酸素のうちVO6八面体と共有し
ていない酸素の位置は元のペロフスカイト関連構造の酸
素位置とは異なる．すなわち，従来のような元々の酸素
サイトでの酸素空格子点の規則配列ではなく，元の酸素
サイト以外のサイトを占め配位形態をがらりと変える規
則配列である．従って，γ（B）─相←→A─相転移は他に例を
見ない規則─不規則転移であり，酸素配位形態の変化を
伴った電荷秩序転移である．

４．ま　　と　　め
　V4+/V5+の混合原子価をもつ2つの層状バナジウム酸
化物，バナジウムブロンズδ-Ag2/3V2O5とAurivillius相
バナジウム酸化物Bi4-xV2O11-δについて，相転移，構造，
物性を研究した．結果，δ-Ag2/3V2O5における磁化率や
電気抵抗の飛びを伴った220K近傍での相転移はAg+イ
オンの秩序配列によるもので，それに伴いV4+とV5+の
電荷秩序が起こることを明らかにした．これは陽イオン
（Ag+）の秩序配列により誘起された電荷秩序転移である．
一方，γ ─相→B─相→A─相と逐次相転移を示すAuri villius

相Bi3.6V2O10について各相の精密構造解析と磁性を調べ
たところ，高温相（γ─相とB─相）で無秩序に分布してい
た酸素空格子点が低温相（A─相）では秩序配列し，その
時V4+とV5+の電荷秩序が酸素配位形態の変化を伴っ
て起こることを明らかにした．これらは，陽イオン秩 

序配列誘起および酸素配位形態の変化という従来の電 

荷秩序と異なる側面を持ち，新奇な電荷秩序転移であ
る．
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