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different orientation. We further clarified that the orientation of zigzag chain patterns changes
fluctuating lattice state.
1. 緒言
2008 年に発見された鉄系超伝導体の超伝導発現メカニズムが盛んに研究されている。超伝導母系の一

つである FeSe では、温度を下げていくと正方晶から斜方晶への構造相転移が生じ、さらに低温で超伝導
が発現する。この正方晶-斜方晶転移の直上において、電子構造が平均構造の持つ C4 回転対称性よりも低
い C2 回転対称性を有している(電子ネマティック相)ことが各種実験により確認され、高温超伝導発現メ
カニズム解明に向けた有力な手がかりと目されている。この電子系の低対称化について、軌道縮退の破れ
た電子状態が液体的に揺らいで現れている可能性が提案されており、近年、これらの軌道縮退の破れと相
関した局所的な構造歪が生じていることが、放射光を用いた二体相関分布解析で報告された[1]。
局所的に対称性の破れた状態は鉄系超伝導体以外でも現れる。近年では、低温で量体化転移を示す系で
同様の局所的な構造歪が見出されつつある。量体化とは、軌道に自由度を持つ金属イオンが d 軌道を介し
て結合し、分子クラスターを形成する現象である。たとえば、Ir がパイロクロア格子を持つ CuIr2S4 は、
低温で Ir が Ir3+と Ir4+に電荷分離し、スピン S = 1/2 を持つ Ir4+が八量体と呼ばれる複雑な量体化パ
ターンを形成する。高温相では量体化が消失し、レギュラーなパイロクロア格子が実現するとされていた
が、近年の二体相関分布解析による構造研究により、このパイロクロア格子上に Ir-Ir の二量体が短距離
秩序として現れることが報告された[2]。二量体の組み方は複数存在し、実際の物質では幾つかのパターン
が揺らいで現れる液体的な状態を形成していると思われる。しかしながら、鉄系においても、量体化の系
においても、構造歪のダイナミクスは実際には観測されていない。このような構造歪は量体化の系で普遍
的に現れるのか？また、本当にダイナミクスを示すのか？これらを明らかにすることを目的とした。
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研究のターゲットとして、二次元三角格子系層状 LiVS2 を選んだ。層状 LiVS2 は低温でバナジウムが三
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量体を形成することが申請者による先行研究から明らかにされており、高温ではバナジウム三量体が消失
してレギュラーな二次元三角格子が復活する。本研究では、固相合成法と液体反応法を組み合わせた手法
により、LiVS2 の純良試料を育成することに成功した。得られた試料を粉末化し、あいちシンクロトロン
の BL5S2 において放射光 X 線回折実験を行ったところ、三量体相転移温度である 314 K 以上において、こ
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2. 実験
研究のターゲットとして、二次元三角格子系層状 LiVS2 を選んだ。層状 LiVS2 は低温でバナジウムが三
量体を形成することが申請者による先行研究から明らかにされており、高温ではバナジウム三量体が消失
してレギュラーな二次元三角格子が復活する。本研究では、固相合成法と液体反応法を組み合わせた手法
により、LiVS2 の純良試料を育成することに成功した。得られた試料を粉末化し、あいちシンクロトロン
の BL5S2 において放射光 X 線回折実験を行ったところ、三量体相転移温度である 314 K 以上において、こ
れまでに報告のない単斜晶歪が現れることが明らかになった。この単斜晶歪は、転移直上においてバナジ
ウムの三角格子が歪んでおり、ジグザグ鎖の短距離秩序が形成されていることを示している。さらに温度
を上げていくと、この単斜晶歪は抑制され、345 K 以上ではレギュラーな二次元三角格子が現れた。次い
で、SPring-8 BL04B2 ビームラインにおいて高エネルギーX 線回折実験を行い、得られた PDF パターンの
解析を行ったところ、高温相の全温度領域にわたって、図１のようなジ
グザグ鎖構造が短距離秩序として現れていることが明らかになった。こ
れらの構造解析結果は以下の様に理解できる。まず、高温ではジグザグ
鎖秩序が短距離秩序として出現している。このジグザグ鎖秩序は温度上
昇に対して非常に強固であり、470 K 程度に上げても生き残る。高温常
磁性相の内部において、温度を低下させるとジグザグ鎖秩序の相関長が
伸びていき、やがて平均構造として観測される。放射光Ｘ線回折実験か
ら得られた、単斜晶歪に由来して現れる超格子ピークの半値幅から見
積もられたジグザグ鎖の相関長は 130 nm 以上と異常に長い。

図１ LiVS2 における三種類の
ジグザグ鎖パターン.

このジグザグ鎖構造のダイナミクスを調べるため、STEM 測定を行っ
た。ジグザグ鎖に由来した超格子ピークの出現を確認し、100×100nm 程度の領域を 1 秒露光で調べると
いう実験を繰り返し行ったところ、領域内に現れているジグザグ鎖パターンが時間依存して明確に変化す
る様子が観測された。これは、短距離秩序がダイナミクスを示していることを示す初めての実験例となっ
た。

3. まとめ
以上のように、LiVS2 において動的に揺らいだジグザグ鎖状の短距離秩序を見出した。局所歪が現れる
という点では、緒言で述べた FeSe や CuIr2S4 などと共通である。しかし、① 高温で現れるジグザグ鎖短
距離秩序が低温相の三量体とは明確に異なっていること、② 130 nm 以上という相関長は既存の系におけ
る相関長をはるかに凌ぐ異常に長いものであること、などは従来の系とは明確に異なる性質である。
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