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新奇強相関電子系物質の開発

*上　田　　　寛*

Struggle for correlated electron materials development

*Yutaka UEDA*

 Correlated electron systems have been the playground of various novel properties such as high TC 
superconductivity, metal-insulator transition, quantum spin phenomena etc. I have struggled to develop 
correlated electron materials possessing novel properties for four years at Toyota Physical and Chemical 
Research Institute. In this report, three topics are reported. (1) Rhenium oxide: Sr7Re4O19 was successfully 
synthesized and a phase transition was found at 208 K. The magnetic susceptibility rapidly decreases below 
208 K, suggesting a spin-singlet ground state. The phase transition is also accompanied by gradual changes 
of both the structure and resistivity. The obtained results suggest a Peierls transition or CDW (charge 
density wave) transition. (2) Perovskite related oxyhydride with ordered hydride anions: The introduction 
of hydrogen to CaVO3-δ with ordered oxygen vacancies has been tried. CaVO3-δ which was shielded into 
silica tube together with H2 gas and heated at 873 K for 3 days gave the same X-ray diffraction pattern as 
that of the starting CaVO3-δ. A weak signal has been observed in 1H-NMR measurements, indicating the 
existence of hydride anions (H–). It is a possible first oxyhydride with hydride anions ordered in a chain-
like form. (3) A collaborative investigation of β-vanadium bronzes: β-Na0.33V2O5 shows a pressure induced 
superconductivity. The resistivity and ac-magnetic susceptibility were measured under high-pressure and 
high-magnetic field. The obtained superconducting properties capture a charge fluctuation mediated 
superconductivity on the verge of charge order. β-A0.33V2O5 (A = Ca and Sr) were investigated in the structure 
and electromagnetic properties under high pressure, and a novel successive phase transition, a kind of 
“devils stare case”-type phase transition in the charge ordering phase was explored.

１．は　じ　め　に
　多くの電子が存在する系では，電子間に強い相互作用
が働き，電子は自由にふるまえず，様々な制約を受け
る．このような電子系を（強）相関電子系と言い，様々
な新奇な性質，たとえば，高温超伝導，金属─絶縁体転
移，量子スピン現象等の発現の舞台となっている．そこ
で，世界中で新奇な性質を示す（強）相関電子系物質の
開発が盛んにおこなわれている．本研究は，新奇な性質
を持つ遷移金属化合物の開発を目指したもので，Reの
酸化物および水素がヒドリド陰イオン（H–）として存在
する酸水素化物の開発について報告する．前者は
Sr7Re4O19で，レニウムの価数はRe6+（5d1；S=1/2）であ
る．その構造は，ReO6八面体が頂点酸素を共有して作
るジグザグ鎖がさらに頂点酸素を共有して4本鎖を形成
し，鎖間にSrが位置する擬1次元構造を持つ．200 K近
傍で磁化率の急激な減少や電気抵抗，構造の変化を伴っ
た相転移現象を見出した．後者は，CaVO3-xHxで，ヒド

リド陰イオンが一次元鎖状に並んだ物質である．最近，
水素がヒドリド陰イオンとして存在する酸水素化物が新
規複合アニオン物質として注目を浴びているが，ヒドリ
ド陰イオンが鎖状に並んだ物質の報告例はない．共同研
究としては，β─バナジウムブロンズの高圧下の相転移現
象について報告する．電荷秩序型の金属─絶縁体転移を
示すβ-Na0.33V2O5は，加圧により電荷秩序は抑えられ，
8 GPa，8 K付近で超伝導を示すようになる．高圧・高磁
場下でこの超伝導相の超伝導特性を調べた．結果，電荷
揺らぎやサイト間電荷移動などが超伝導に重要な働きを
していることが判明した．また，同じく電荷秩序型金属
─絶縁体転移を示すβ-A0.33V2O5（A=Ca, Sr）においては，
0.9 GPa近傍で，奇数倍の電荷変調型超周期構造を持っ
た相が次々現れる “悪魔の花” 逐次相転移を見出した．

２．レニウム酸化物，Sr7Re4O19
　層状構造を持つ物質は2次元電子系物質として興味深
い．蛍石型［Bi2O2］2+層とペロフスカイト型［MO4］2–層か
らなるAurivillius物質はその候補物質である．これまで
Bi2WO6とBi2MoO6が知られているが，いずれもd電
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子ゼロの物質であり，d電子を持つ物質として以前
Bi4V2O11-δ

1，2）を開発したがペロフスカイト型［VO4-δ］層に
酸素空格子点が存在するためか伝導性は見られなかっ
た．そこで，WやMoと似た酸化物を形成するReに着
目し，Bi2Re6+O6（Re6+：5d1，S=1/2）の合成に挑戦した．
安定で純粋なものが得られるReの酸化物はReO3なの
で，それを出発物質として様々な雰囲気や温度でBi2O3

と反応させたが，得られる物質はBi3ReO8とBiRe2O6で，
Bi2ReO6は合成できなかった．その理由の一つとして
ReO3は400℃あたりでRe2O7とReO2に分解し，反応性の
高いRe2O7がBi2O3と反応してRe7+（d0）の物質Bi3ReO8

が生成し，これが安定でいったんできてしまうと他と反
応しないためであると考えられるが，熱力学的に
Bi2ReO6が安定に存在しない物質であるのかどうかは不
明である．
　次にSr-Re6+-O（Sr1-xRexO1+2x）系の合成に着手し，これ
までにSr3Re2O9（x=0.4），Sr7Re4O19（x=0.36），Sr3ReO6

（x=0.25）を得た．Sr3Re2O9
3）とSr7Re4O19

4）はそれぞれ
異なる研究グループから報告があるがそのX線回折パタ
ンはよく似ていて，また不純物相も含まれていて，違う
物質なのか同一物質なのか未解明であった．また，
Sr3ReO6は既知の物質Sr11Re4O24

5）と同じX線回折パタ
ンを示した．合成した物質はいずれも不純物相を含んで
いたので，さらにSr3Re2O9とSr7Re4O19の純物質合成に
挑み，構造，相転移，電磁気物性について検討した．
2.1. 合　　成
　粉末試料の合成は，以下の反応式に従って，SrOと
ReO3の固相反応法により合成した．

 3SrO + 2ReO3 → Sr3Re2O9

 7SrO + 4ReO3 → Sr7Re4O19

　ここで，ReO3は市販試薬を用い，SrOはSrCO3の真
空引き中1000℃での熱分解により得た．SrOは空気に
さらすとSr（OH）2に変化するので，秤量・混合・プレス
成型はArガスを充満させたグローブボックス中で行っ
た．プレス成型した混合物を金チューブに装填し，透明
石英管に真空封入して，800℃，3日間反応させた．色々
と試行錯誤の結果，ReO3が安定である酸素分圧を保持
するようにNiとNiOの混合物を同じ石英管に出発試料
混合物とは分離して封入し，いきなり800℃で加熱する
ことにより純良試料を得ることに成功した．
2.2. 実験結果と考察
　得られたSr7Re4O19の室温での粉末X線回折パタンは
報告されているX線回折パタンに似ている（報告されて
いるSr7Re4O19のX線回折パタンはCoターゲットのもの
でX線の波長が異なり直接の比較はできないが，回折パ
タンは酷似している）4）．一方，Sr3Re2O9のX線回折パ

タンはSr7Re4O19のX線回折パタンに酷似していて，わ
ずかに不純物らしき回折線が見受けられる．それゆえ
Sr3Re2O9はSr7Re4O19と結論づけた．報告によると
Sr7Re4O19の構造は単斜晶C2/mで格子定数はa=13.64 

Å，b=5.605 Å，c=10.37 Å，β =93.35°である4）．図１に
［010］軸に沿って投影した構造を示す．その構造の特色
は，ReO6八面体が頂点酸素を共有してb軸方向に沿っ
てジグザグ鎖を形成し，さらにジグザグ鎖2本は頂点酸
素を共有して連結し4本鎖を形成していることである
（ジグザグ鎖よりなる梯子鎖ともみなせる）．4本鎖は互
いに酸素では連結されていなく独立しているので，磁性
イオンReに着目すると4本鎖（ジグザグ鎖2本よりなる
梯子鎖）よりなる擬1次元構造とも言える．

　Sr7Re4O19の磁化率を図２に示す．磁化率は室温から
温度下降とともに緩やかにかつわずかに減少し，208 K

以下で急激な減少を示す．磁化率の急激な減少の因とし
ては，反強磁性磁気秩序か，あるいは，d1（Re6+）の物質
であるのでスピン・シングレットの形成が考えられる．
磁化率には極低温でキュリー的に増加する成分が見られ
るが，これはスピンギャップ系における欠陥や磁性不純
物由来のフリースピンによる典型的な振る舞いに似てい
て（スピン1/2としてキュリー則から濃度を見積ると
0.1%以下），それを除く磁化率は~0.7×10–4（emu/Re-

mol）と反強磁性体にしては非常に小さいことから基底
状態はスピン・シングレットと結論できる．一方，208 

K以上の磁化率は1.4×10–4（emu/Re-mol）程度で，こ
れも局在系としては非常に小さく，非局在型のパウリ常
磁性と考えられる．
　図３に焼結体を用いて測定した電気抵抗を示す．電気
抵抗においても208 Kに異常がみられ，何らかの電子系
における相転移が208 Kで起こることを示している．

図１． Sr7Re4O19の結晶構造（単斜晶C2/m）．
 ［010］軸に沿っての投影図．八面体はReO6，灰色球はSrを表す．
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208 K以上・以下とも半導体的であるが，208 K以上で
はバンドギャップはかなり小さく，208 K以下では約4

倍に増加する．室温付近の電気抵抗は数十Ωcm程度で
あるが，焼結体の電気抵抗であるため粒界での接触抵抗
を含んでいて，正味の電気抵抗は1桁以上小さいと考え
られる．磁化率（パウリ常磁性の可能性）とも考え合わ
せると，208 K以上では異方性の強い導体（低次元導
体），特に擬1次元導体が考えられる．このことは結晶
構造とも一致する．擬1次元導体かどうかを検証するた
めに単結晶の育成が不可欠で，現在計画中である．
　この転移に伴う構造の変化の有無を知るために低温X

線回折測定を行った．図４にX線回折パタンの温度変化

を示す．208 K以下では挿入図に示すように一部の回折
線に分裂が見られ，単斜晶（C2/m）から三斜晶（P-1）
に歪むことが判明した．この構造変化でReのサイトは2

種類（C2/m）から4種類（P-1）に増える．図５に格子
定数の温度変化を示す．相転移温度で格子定数（a, b, c, 

β）に大きな変化はないが明らかに折れ曲がりが見られ
る．これら格子定数の緩やかな変化および三斜晶構造に

図２．Sr7Re4O19の磁化率の温度変化．測定磁場は1000 Oe.

208 K

図３．Sr7Re4O19の電気抵抗の温度変化．測定には焼結体を用いた．

図４． Sr7Re4O19の粉末X線回折パタンの温度変化．
 挿入図は単斜晶C2/mの（111）ピークの温度変化を示す．200 

K以下でピークの分裂が見られ，低温相は三斜晶（P-1）構造
に歪んでいる．

図５． Sr7Re4O19の格子定数の温度変化．
 208 K以上では単斜晶C2/mで，208 K以下では三斜晶P-1構造

に変化する．格子定数の変化は2次の相転移を示唆している．
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歪む角度（α , γ）の温度変化からこの相転移は2次の相
転移であると言える．
　現在，微視的な電子状態を調べるためにReの核四重
極共鳴（NQR）測定を行っている．予備的ではあるが，
208 K以下で結晶学的サイトの増加と電荷変調を示唆す
る複雑なスペクトルを得ている．
　以上，比較的小さなバンドギャップおよび小さな磁化
率をあわせて考えると208 K以上では低次元導体の可能
性があり，結晶構造からは擬1次元導体の可能性が高
い．低次元導体における金属（半導体）─絶縁体転移，ス
ピン・シングレット基底状態，構造変化，電荷変調，な
ど考え合わせると，Sr7Re4O19における相転移はパイエ
ルス転移あるいは電荷密度波（CDW）転移の可能性が
高い．パイエルス転移は，1次元電子系の不安定性に起
因する電子の局在化現象で，2次元電子系でも起きる
CDW転移の究極版とも考えられる．どちらも，格子を
歪ませるエネルギー損を電子の局在化による電子系のエ
ネルギーの利得で補うことにより起きる相転移である．
Sr7Re4O19の結晶構造は純粋な1次元鎖構造ではなく，4

本の鎖（ジグザグ鎖2本）よりなる複雑な構造で，しか
も鎖はすべてReO6八面体の頂点酸素共有でできている
d1物質（電子は t2g軌道を占めるのでd-d結合が起きにく
い）であるので，どのようなスピン・シングレット（2

量体化）やCDWが形成されているのか非常に興味深い
が，詳しいことを知るためには単結晶による構造および
物性の精密測定が不可欠である．興味深いのは，梯子系
物質やCDW転移を起こす物質で，圧力により金属（半
導体）─絶縁体転移を抑えると超伝導が出現することで
ある．単結晶育成と単結晶による高圧物性測定が望まれ
る．

３．秩序配列したヒドリド陰イオンを含む 
３．酸水素化物，CaVO3-xHx

　水素の化合物において水素は一般にはプロトン（H+）
あるいは水酸イオン（OH–）として存在し，金属水素化物
では原子状水素として存在すると言われている．最近，
ペロフスカイト型遷移金属酸化物のCaH2を用いた低温
還元で，LaSrCoO3H0.7

6），BaTiO3-xHx
7），SrTiO2.7H0.3

8）な
どの酸水素化物（複合アニオン物質）が開発され，そこ
では水素は陰イオンすなわちヒドリド陰イオン（H–）と
して存在することが明らかになり注目されている．ヒド
リド陰イオンの電子配置は1s2で閉殻をなしていて，そ
の電子状態，金属イオンとの結合状態のみならず輸送現
象，触媒能と言った機能の面からも注目されている．こ
れらの物質においてヒドリド陰イオンは酸素サイトを無
秩序にしめていて，また，その組成を制御することも難
しい．そこで，ヒドリド陰イオンが秩序配列した酸水素
化物を合成することに挑戦した．ヒントは筆者が20年

前に開発した酸素空格子点が秩序配列した一連の物質
CaVO3-δ

9）にある．CaVO3-δは水素還元法では合成でき
ず，Zr金属箔を使ってペロフスカイト型CaVO3から無
理やり酸素を奪うことにより初めて合成できる．720℃
で2週間以上反応させることにより酸素空格子点が秩序
配列した一連の物質CaVO2.86（δ =0.14），CaVO2.8（δ = 

0.2）の合成に成功した．電子回折から決定したそれぞれ
の超格子を図６に示す10）．CaVO2.86（δ =0.14）とCaVO2.8

（δ =0.2）の超格子はそれぞれCaVO3の60個分および
40個分に相当し，その超格子の中に同じく8個の酸素空
格子点（□）が規則配列している．従って，組成は
Ca60V60O172□ 8およびCa40V40O112□ 8となる．図6に示
すように，酸素空格子点はトンネル状に配列しているの
で，そこにヒドリドイオンを導入できれば，ヒドリド陰
イオンが鎖状に並んだ初めての酸水素化物となる．
CaVO3-δは強制的に酸素を欠損させているので，室温空
気中だと1～2週間程度，150℃だと一瞬で酸化され
CaVO3に戻るほど反応性に富んでいる．従って，水素
ガスと接触させることによりヒドリド陰イオン（H–）を
導入できるかもしれないと考えた．

3.1. 合　　成
　CaVO3はCaO，V2O5，V2O3の固相反応法により合成
した．

CaO + 0.25V2O5 + 0.25V2O3 → CaVO3

　ここで，CaOはCaCO3の真空引き中1000℃での熱分
解により得た．V2O5は市販試薬を用いた．V2O3はV2O5

の水素還元により得た．CaOは空気にさらすとCa（OH）2
に変化するので，秤量・混合・プレス成型はArガスを
充満させたグローブボックス中で行った．プレス成型し
た混合物を金チューブに装填し，透明石英管に真空封入
して，1000℃，1週間反応を2回繰り返した．

図６． CaVO2.86（δ =0.14）とCaVO2.8（δ =0.2）の超格子．
 立方晶ペロフスカイト構造の［110］軸投影図．小さい黒丸は

バナジウム（V），白丸および灰色丸は酸素（O），四角は酸素空
格子点を表す．ここで，Caは除いてある．
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　CaVO3-δはZr金属箔を使って以下の反応式に従って得
た．

CaVO3 + δ /2Zr → CaVO3-δ + δ /2ZrO2

　このときCaVO3は粉末にし，金チューブに詰めて，
Zr箔とは分離して石英管中に真空封入し，720℃で2週
間加熱した．最も多く酸素空格子点を含むCaVO2.8（δ = 

0.2）を狙ってZr箔を仕込んだが，X線回折測定で同定
するとCaVO2.86（δ =0.14）とCaVO2.8（δ =0.2）の混合物
であった．
　次に，得られたCaVO3-δと水素ガスの接触による酸水
素化物の合成を試みた．以下の二つの方法を試みた．

 （1） 水素ガスを流しながら600℃に加熱．
 （2） 水素ガスとともに石英管に封じ，600℃で3日間

加熱．このとき，真空引き後水素ガスを導入す
る前に液体窒素でCaVO3-δの入った石英管を冷
やすことにより常温では1気圧以上に相当する水
素ガスを導入した．

3.2. 実験結果と考察
　図７にCaVO3，CaVO3-δ（図7（a））および（1）と（2）
の熱処理で得られたもののX線回折パタンを示す．（1）
の場合，得られたもののX線回折パタン（図7（c））は
定比組成のCaVO3と全く同じで，水素ガスフローでは
酸化されてしまうことが判明した．なぜ純水素ガスフ
ローで酸化されるのか原因は不明である．ガスフローの
場合，試料量に比べて十分なガス量があるので，水素ガ
ス中にわずかに含まれる酸素や水分でもCaVO3まで酸
化するのに十分なのかもしれない．ちなみに，CaVO3-δ

の格子像を電子顕微鏡により観察するとき，電子線照射
により試料の温度が上がり，高真空下（~10–9 Torr）にも
かかわらずCaVO3まで酸化されることを経験している．
　（2）の場合，得られたもののX線回折パタン（図7

（b））は反応前のCaVO3-δ（CaVO2.86とCaVO2.8の混合物）
と類似していた．水素が導入されているかどうかはX線

回折では判別できないが，少なくとも酸化されなかった
ことは言える．
　そこで，水素が導入されたかどうかを検証するために
水素の核磁気共鳴（1H-NMR）測定を行った．NMR測定
にはできるだけプロトンを含まない材料で作成した検出
ホルダーを使い，スピンエコー法で行った．図８に室温
（280 K）での 1H-NMRスペクトルを示す．このスペク
トルは試料を含まない状態で測定したバックグラウンド
を差し引いたものである．強度は弱いが明確なスペクト
ルが観測され，ヒドリド陰イオン（H–）の存在を示してい
る．このことより，CaVO3-δの酸素空格子点位置にヒド
リド陰イオン（H–）が導入された酸水素化物CaVO3-xHx

の合成に成功したことが示された．これはヒドリド陰イ
オン（H–）が鎖状に配列した初めての酸水素化物であ
る．現在，温度変化，スピン─格子緩和（T1）の測定を
計画中である．

４．β─バナジウムブロンズ，β -A0.33V2O5
（A=Na, Ca, Sr）

　β─バナジウムブロンズはバナジウムブロンズの一種
で，一般式β-A0.33V2O5と表され，Aカチオンとしては1

価のLi, Na, Agと2価のCa, Sr, Pbの化合物が存在する．
共通の構造（単斜晶C2/m）を図９に示す．バナジウムの
結晶学的サイトは3種類（V1, V2, V3）あり，その構造
は，V1O6八面体の稜共有のジグザグ鎖とV2O6八面体
の角共有の2本足梯子鎖およびV3O5ピラミッドの稜共
有のジグザグ鎖よりなるトンネルを持ったV2O5骨格と
トンネル内を占めるAカチオンよりなる．電子構造的に
は，2種類の2本足梯子（V1-V3梯子とV2-V2梯子）が
弱く結合した2本足梯子系であるとされている（図9）．
A=Pbの化合物以外はすべて電荷秩序型の金属─絶縁体
転移を示し11），低温電荷秩序相では梯子方向（b軸方向）
に3倍周期の電荷秩序（電荷変調）が生じている12）．こ
の電荷秩序型の金属─絶縁体転移は圧力により抑えら
れ，A =Li, Na, Agの化合物ではすべて8 GPa，8 K近傍
で超伝導が現れる13）．一方，A=Ca, Srの化合物では金属
─絶縁体転移は圧力により抑えられるが超伝導相は現れ
ない14）．そこで，β-Na0.33V2O5について，高圧・高磁場

図７． CaVO3，（a）CaVO3-δ，（b）CaVO3-δを水素ガスと一緒に石
英管に封じ600℃に加熱したもの，（c）CaVO3-δを水素気流
中で600℃に加熱したもの，のX線回折パタン．

図８． CaVO3-δを水素ガスと一緒に石英管に封じ600℃に加熱したも
のの 1H-NMRスペクトル．
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図11． β-Na0.33V2O5の電気抵抗測定（R-T）より求めた超伝導転移
温度（Ts

o
c
ff）の圧力および磁場変化．

 （b）にはac磁化率測定（χ-T）より求めたTs
o
c
ffの圧力変化も

示す．

下で電気抵抗とac磁化率を測定し，超伝導特性を調べ
た．また，A=Ca, Sr化合物については高圧下での構造
変化と電磁気物性を調べた．
4.1. 実験結果と考察
　図１０に，β-Na0.33V2O5の各結晶軸方向（a*, b, c軸方
向）に沿って磁場（H）を印加し，超伝導臨界圧近傍の
色々な圧力下で測定した電気抵抗（R）の温度（T）変化
を示す．また，図１１に色々な磁場下での電気抵抗測定
（R-T）とac磁化率測定（χ-T）より求めた超伝導転移温
度（Ts

o
c
ff）を圧力に対しプロットしたものを示す．結果

をまとめると，（i）電気抵抗測定とac磁化率測定より求
めた超伝導転移温度に差があり，バルク超伝導相はバル
クでない超伝導相によって包まれている，（ii）鎖間，梯
子間にジョセフソン結合はなく，擬1次元導体としては
中位の異方的コヒーレンス長を持つ（2種類の2本足梯
子が弱く結合した電子系），（iii）圧力─温度電子相図に
おいて超伝導相はドーム状になっていて，最高超伝導転
移温度は磁場に対しあまり敏感でない（電荷／フォノン
機構によるクーパー対形成の可能性），（iv）磁場侵入長
と超伝導転移温度の関係はBCS的である．これらの結
果は，電荷秩序近傍での電荷揺らぎ媒介の超伝導を示唆
している．
　β-A0.33V2O5（A=Ca, Sr）は，室温ですでにAカチオン
がトンネル内でジグザグに秩序していて，結晶型は単斜

図9． β-A0.33V2O5の結晶構造（単斜晶C2/m）．
 バナジウムのサイトは3種類（V1, V2, V3）．電子構造的には

2種類の2本足梯子（V1-V3とV2-V2）が弱く連結した2本
足梯子系．

b
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図10． β-Na0.33V2O5の各結晶軸方向（a*, b, c軸方向）に沿って色々
な磁場（H）を印加し，超伝導臨界圧近傍の色々な圧力下で
測定した電気抵抗（R）の温度（T）変化．
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晶P21/a（CDO1相）である．150 K近傍で梯子（b軸）方
向に3倍の超周期をもった電荷秩序相（CO1相）に転移
する．加圧すると5倍の超周期をもった電荷秩序相
（CO2相），さらに対称性要素a-glideを持たない電荷無
秩序相（CDO2相）が現れる．例としてβ-Sr0.33V2O5の圧
力─温度電子相図を図１２に示す．CO1，CO2，CDO1，
CDO2相が接する近傍で新奇な逐次相転移を見出した．
図１３に圧力0.9 GPaでの単結晶放射光X線回折パタン
の温度変化を示す．図は回折点（–5, k, 4）近傍での超
格子反射のkベクトルを示す．低温相はb軸方向に5倍
（k=1/5）の電荷変調を持つ．温度上昇とともに，k=1/5，
1/7，1/11，1/13の電荷変調を持った相が現れ，k=1/13以
上は分解能の関係で観測できないが、最終的にはk =0の
電荷無秩序相（CDO2相）に終端する．これはb軸方向
に5倍，7倍，11倍，13倍の超周期をもった電荷秩序相が
現れることを意味し，ある種の “悪魔の花” 的逐次相転
移を示している．興味深いのは奇数倍（素数倍）の超周
期しか現れない点である．このような逐次相転移の因と
しては，2本足梯子間（V1-V3･･･V2-V2）の電荷移動が
引き金になり，梯子内の電荷密度に対応する電荷変調波
が形成されるためと考えられる．なぜ奇数倍（素数倍）
の電荷変調が現れるのかは構造の対称要素と関係がある
と考えられる．その模式的機構を図１４に示す．電荷無
秩序相（CDO1相）の空間群はP21/a（b）で，対称性の要
素として単位格子の1/4（b）と3/4（b）にa-glide面を持つ．
電荷秩序相においてもこの空間群は維持され，k=1/3

（3b）のCO1相ではa-glide面が3b格子の1/4と3/4（元
の格子の3/4と9/4）のところにある超構造（空間群P21/
a（3b））となり，k=1/5（5b）相では5b格子の1/4と3/4（元
の格子の5/4と15/4）のところにある超構造（空間群
P21/a（5b））となる．一方，逐次相転移の終端相である
CDO2相（k=0=1/∞）はa-glide面を持たない（空間群

P21（b））．すなわち，逐次相転移を形成する相はa-glide

面を次々に削除することによってできる超構造を持って
いる．a-glide面はn/4（b）（n：0および偶数）位置にはな
いので，a-glide面が次々にスライドして超構造を形成す
る場合nb（n：偶数）の超構造，すなわち，k=1/n（n：偶
数）の超構造は現れない．このa-glide面という対称性要
素の保持と梯子内電荷密度との整合からk=1/n（n：奇
数）の超構造を持った相の逐次相転移が引き起こされる
ものと理解される．このような逐次相転移は初めて観測
されたもので，より高次のnを持った相の観測を計画中
である．

図12． β-Sr0.33V2O5の圧力─温度電子相図．
 CDO1：電荷無秩序相．CO1：b軸方向に3倍の超周期をもっ

た電荷秩序相．CO2：b軸方向に5倍の超周期をもった電荷
秩序相．CDO2：対称要素a-glideを持たない電荷無秩序相．

図13． β-Sr0.33V2O5単結晶の放射光X線回折パタンの温度変化（圧
力は0.9 GPa）．

 横軸は回折点（–5, k, 4）近傍での超格子反射のkベクトルを
示す．

図14． β-Sr0.33V2O5における逐次相転移の機構．
 対称要素a-glide面が次々に除かれてゆくことによりnb

（n=3, 5, 7, 11･･･∞）の超構造を持った相が現れる．ここで，
n= ∞は空間群P21（b）の終端相（CDO2）である．
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５．ま　　と　　め
　本研究は，豊田理化学研究所における4年間の新奇な性
質を示す（強）相関電子系物質の開発についてのもので
ある．一つは，Re6+（5d1，S=1/2）の酸化物であるSr7Re4O19

で，純良試料の合成に成功し，新奇な相転移を見出した．
その構造の特色は，ReO6八面体が頂点酸素を共有して
作るジグザグ鎖が頂点酸素を共有して連結し4本鎖（ジ
グザグ鎖2本よりなる梯子鎖）を形成していることで，
擬1次元構造とも言える．208 Kで磁化率の急激な減少
と電気抵抗の変化を伴った相転移を見出した．構造も単
斜晶から三斜晶に変化することを見出した．ReのNQR

測定では，208 K以下で電荷変調を示唆する複雑なスペ
クトルが観測された．構造や物性の転移点での変化は連
続的で緩やかであり，相転移は2次の相転移である．擬
1次元的構造，金属（半導体）─絶縁体転移，スピン・シン
グレット基底状態，電荷変調等を考慮するとSr7Re4O19

の相転移はパイエルス転移あるいは電荷密度波（CDW）
転移の可能性が高い．もう一つは，ヒドリド陰イオン
（H–）が1次元鎖状に並んだ物質CaVO3-xHxの開発であ
る．CaVO3からZr金属箔を用いて強制的に酸素を取り
除くことにより，酸素空格子点が規則配列した物質
CaVO3-δ（δ =0.14，0.2）を合成し，それと水素ガスを石
英管に封じて加熱することにより酸水素化物の合成に挑
んだ．1H-NMRにおいて強度は弱いが明確なシグナルを
観測し，水素がヒドリド陰イオン（H–）として存在する
可能性を示した．これはヒドリド陰イオンが鎖状に並ん
だ物質の初めての例である．
　共同研究としては，β─バナジウムブロンズの高圧下の
相転移現象について研究した．電荷秩序型の金属─絶縁
体転移を示すβ-Na0.33V2O5は，加圧により電荷秩序は抑
えられ，8 GPa，8 K付近で超伝導を示すようになる．高
圧・高磁場下でこの超伝導相の超伝導特性を調べた．得
られた結果は，電荷秩序近傍での電荷揺らぎ媒介の超伝
導を示唆している．また，同じく電荷秩序型金属─絶縁
体転移を示すβ-Sr0.33V2O5においては，0.9 GPa近傍で，
単斜晶のb軸方向に3, 5, 7, 11, 13倍の電荷変調型超周期
構造を持った相が次々現れる “悪魔の花” 逐次相転移を
見出した．この新奇な逐次相転移の機構として，2種類
の2本足梯子間の電荷移動により梯子内の電荷密度に対
応する電荷変調波が形成され，それと対称要素a-glide

面を保持するという構造（空間群）上の要請により引き
起こされるというモデルを提唱した．
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