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研究概要 
当研究室は、純粋な有機物から遷移金属錯体まで多岐にわたる「分子」を構成成分とする、機能性物

質、特に超伝導体を含む電気伝導体の開発を行っている。分子性導体は、みかけの複雑さに反して、明

快で見通しの良い電子構造を持つ。その多様な物性は、低次元性、強い電子相関、格子の柔らかさなど

に由来している。分子性導体では、多様な分子修飾が可能であり、分子修飾による物性の精緻な制御が

可能である。我々は、分子集合体の物性を合成化学的手法で制御することによって新しい物質を創造し、

分子の特性を反映した新しい機能や現象を見いだすことを目指している。 
 
１. 金属錯体系分子性導体の開発 
金属－ジチオレン錯体は、伝導性や磁性の観点から非常に興味深い物質群である。その特徴の一つは、

HOMOとLUMOのエネルギーが小さい点にある。単一成分分子性金属の実現もこの性質に由来する。
また、Pd(dmit)2 （図１：Scheme）のアニオンラジカル塩では、この性質と強い２量体形成とが相まっ
て、HOMOとLUMOの準位交叉が起こり、軌道の自由度が物性に反映される。 
 
（１）分子性導体β’-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2のスピン液体状態（加藤、田嶋（陽）、田嶋（尚）、山本、

崔、山下；石井、福永、久保） 
Pd(dmit)2のアニオンラジカル塩の多くは、伝導性アニオン層と絶縁性カチオン層とが交互に繰り返

される層状構造を有し、アニオン層では２量体ユニット[Pd(dmit)2]2-が準三角格子を形成している。常

圧では、ほとんどがモット絶縁体であり、フラストレートした量子スピン系を形成している。この系で

は、三角格子の異方性、つまりフラストレーションの度合いを、対カチオンの選択という化学的手法で

制御できる。その中で、正三角形に近い格子を持つβ’-型EtMe3Sb塩は、約19mK （磁気相互作用Jの
0.01%以下）まで磁気秩序やスピングラス化を示さず、スピン一重項対が組み変わりながら揺らぐ
Resonating Valence Bond (RVB)型の量子スピン液体状態（QSL）が実現している可能性が大きい。現
在、選択的13C-置換試料を用いたNMR、μSR、熱伝導率の測定、極低温熱容量測定などを継続して行
っている。また、今年度は、β’-型塩の混晶系では対カチオンの混合率によって三角格子の異方性を精密
に変化させることができると考え、EtMe3Sb塩（QSL）とEt2Me2Sb塩（電荷秩序：2[Pd(dmit)2]2- → 
[Pd(dmit)2]20 + [Pd(dmit)2]22-）およびMe4Sb塩（反強磁性秩序）との混晶系を合成した。NMRの結果
は、1K以下で何らかのギャップが形成されていることを示している。一方、熱伝導率測定および熱容量
の温度依存性には温度に比例する項が存在し、スピン励起にギャップレスな成分が存在することを示し

ており、各々の実験結果を統一的に説明する描像は未だ得られていない。電荷分離を示すEt2Me2Sb塩
のカチオン部位にEtMe3Sb+を加えた混晶系では急速に電荷分離転移が消失し、EtMe3Sb+を20%異常加
えた系ではスピン液体様の振る舞いが見られている。混晶系でのスピン液体は、EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2

やκ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3などの純粋物質と熱容量の値およびWilson比が非常に近しく、ギャップの
兆候も観測されていない。よって、スピン液体の振る舞いには電荷分離の影響は現れていないと理解で

きる。また、Wilson比の値は１に近く、本物質系のスピン液体はFermi液体的な振る舞いを示す。 
( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
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図 2：β’-Et2Me2P[Pd(dmit)2]2の温度－圧力相図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ダイアモンドアンビルセルを用いた超高圧下での分子性導体β’-Et2Me2P[Pd(dmit)2]2の電気的性

質  (崔、 加藤) 
 最近、金属錯体Pd(dmit)2のアニオンラジカル塩においてスピン液体状態やValence bond solid状態な
どの新しい物性が数多く発見されてきた。この系の錯体は常圧ではモット絶縁体であるが、少し圧力を

かけることにより、金属性や超伝導を示す。最も高い反強磁性転移温度を示すMe4P塩に比べ、比較的
小さいバンド幅と低い反強磁性転移温度を有するEt2Me2P塩は1GPa下で一旦超伝導体になるが、さら
に高い圧力をかけると低温領域において非金属の領域が現れる。キュービックアンビルを用いた測定で

は8万気圧まで完全な金属化を実現できなかった。今回、ダイアモンドアンビルセルを用いた新しいサ
ンプリング方法を利用し、15.8 GPaまでの電気抵抗を測定し、13.6 GPa下でHOMO-LUMOの重なりに
由来する新しい金属状態を示すことを明らかにした。 
( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）α-Me4N[Pd(dmit)2]2の低温構造および高圧下での電気的性質(崔、田嶋(陽)、大島、加藤) 
  準三角格子を持つ、金属錯体 Pd(dmit)2のアニオンラジカル塩において、最近、カチオンの嵩高さな

どを制御することによりスピン液体状態や Valence bond solid状態などの新しい電子相が数多く発見さ
れて来た。この系の多くは常圧でモット絶縁体であるが、比較的低い圧力をかけることにより、金属性、

さらには超伝導を示す。その中で、α-Me4N[Pd(dmit)2]2 は、温度降下にともない、110 K 付近で構造
相転移をともなう半導体−半導体転移を示し、30 K 付近から一旦金属的に振る舞った後、10 K 以下で
さらに絶縁化するという不思議な性質を持っている。低温構造解析を行った結果、この結晶は 110 K以

図1：Pd(dmit)2  
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下では空間群はP1を保ったまま、単位格子が a＝a0+b0、b＝-a0+b0 となり、各伝導層が二つの結晶学
的に独立な Pd(dmit)2分子を含む。Layer Bでは、Pd(dmit)2２量体内の面間距離に顕著な差が見られ、

Et2Me2Sb 塩と同様の電荷分離が起こっていると考えられる。これが、電気抵抗率の急激な立ち上がり
に対応していると言える。しかし、この電荷分離は 30 K 付近では消失し始めていくため、電気伝導性
が良くなり金属的に振る舞う。さらに、10 K 付近では電荷分離が再び現れるため、絶縁化が起こるこ
とが判明した。一方、Layer Aでは、温度変化にともなう２量体内の面間距離の変化は殆ど見られない。
ダイアモンドアンビルセルを利用した超高圧下での電気抵抗測定では 9.3 GPa で電荷分離が完全に抑
えられることによって金属になることを観測した。 
 ( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（４）フッ素化されたアンモニウムを有する金属 dmit錯体塩の電気伝導性（野村、田嶋（陽）、崔、
大島、山本、加藤） 
従来から知られているジチオレン錯体系-超伝導体塩(R4E)[M(dmit)2]2 (E = N、P、As、Sb; Ni、Pd、

Pt、Au)の分子修飾を試みた。この錯体塩の修飾可能な部位は多く、①対カチオン R4E+の修飾、②中心

遷移金属の選択、③dmit (C3S52–)配位子内の硫黄原子を他のカルコゲン原子（主にセレン）に置換する
手法などが挙げられ、膨大な種類の分子性（超）導体の設計が可能である。対カチオン R4E+部位の分

子サイズを大きくすると結晶構造が変化し、超伝導体特有の分子配列（βあるいはβ’型）を得られなくな
る。そこで、アルキル基 Rにサイズの小さなフッ素原子を導入する「微細なサイズ変化」を与えること
で、新たな分子性導体塩の開発を試みた（図 4）。フッ素化されたアンモニウムを有するβ 
-[Me3(CH2F)N][Pd(dmit)2]2の結晶構造は、フッ素化されていない塩（β -Me4N塩）と同形であった（図
5）。これは、両者の分子サイズが似ていることから、フッ素の「ミミック効果」により同形の結晶が得
られたと推測している。しかし、これらの結晶学的な類似性に反し、両者の電子物性には大きな違いが

見られた。[Me3(CH2F)N]塩の電気伝導度および（圧力下での）超伝導転移温度は、対応する Me4N 塩
のそれらよりも向上した（図 6）。また、一連のβ-あるいはβ’-(R4E)[Pd(dmit)2]2 塩が常圧下においてモ

ット絶縁体であるのに対し、β-[Me3(CH2F)N][Pd(dmit)2]2 塩では常圧下において金属的な振る舞いを

示す（図 6）。同様に[Me3(CH2F)N]カチオンを含む[Pt(dmit)2]2錯体塩、セレン類似体[Pd(dsit)2]2塩（図

4）においても同形の結晶（β型）が得られ、常圧下において金属的な挙動を示すことがわかった。すな
わち、対カチオンへのフッ素原子の導入は、優れた電子物性を有する新規な[M(dmit)2]電気伝導体開発
の有用な手法と期待される。 

RT                4K

図 3：α-Me4N[Pd(dmit)2]2の室温構造と低温構造の比較 
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（５）2,5-ジハロピリジニウムカチオンを有するNi(dmit)2 アニオンラジカル塩の創成（草本、山本、
田嶋（尚）、大島、加藤） 
 我々は近年の研究において、アルキルジハロピリジニウムを対カチオンとする一部の[Ni(dmit)2]2- ア
ニオンラジカル塩が、単一の結晶内に二種類の異なったアニオン層を有するという「Bi-layer system」
を形成することを明らかにした。例えばメチル-3,5-ジヨードピリジニウムからなる塩は、二次元遍歴電
子系を形成する層と、モット絶縁化による局在スピン系を形成する層が同一結晶内に共存する、「デュ

アル機能π電子系」を構築している。この塩では、カチオンのヨウ素原子とアニオンの硫黄原子間に働
くハロゲン結合が、Bi-layer systemの構造形成に重要な役割を担っていると考えられる。そこで本研究
ではBi-layer systemをより発展させることを目的として、非対称カチオンであるエチル-2,5-ジブロモピ
リジニウム（Et-2,5-DBP）からなる[Ni(dmit)2]2-アニオンラジカル塩を新規に合成した（図7：Scheme）。
単結晶構造解析の結果、(Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2では、単位格子中に結晶学的に独立な二つのNi(dmit)2

アニオン（AおよびB）がそれぞれ独立した層を形成しており、この塩がBi-layer systemを形成してい
ることが明らかとなった（図8）。またカチオンの２位の臭素原子―アニオンの硫黄原子間に有効なハ
ロゲン結合が見られた。バンド計算、伝導度測定、および磁化率測定の結果、この塩では独立な二つの

アニオン層がともにMott絶縁化状態にあり、今までにない電子状態を有するBi-layer systemであるこ
とが示唆された。この塩を基本として、カチオンの臭素原子を他のハロゲン原子に置換した[Ni(dmit)2]2-

塩について調べることで、ハロゲン結合が構造および物性におよぼす効果を検討した。その結果、２位

をヨウ素原子に置換したEt-2I-5BrP塩は、Et-2,5-DBP塩と同様の結晶構造を形成するにもかかわらず、
両塩の磁気特性は大きく異なっていることが明らかとなった。一方、5位をヨウ素原子に置換した
Et-2Br-5IP塩では、２位、５位の両ハロゲン原子がアニオンの硫黄原子とハロゲン結合を形成し、
Et-2,5-DBP塩とは異なった結晶構造、すなわち一種類のアニオン層からなるMono-layer systemを形成
していた。 
 
 
 
 
 

図 5：β-[Me3(CH2F)][Pd(dmit)2]2塩の結

晶構造 

図 6：β-[Me3(CH2F)][Pd(dmit)2]2塩の抵

抗率の温度依存性および圧力依存性 

図 4：β-[Me3(CH2F)][M(dmit)2]2塩およびセレン

類似体 
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図 7：(Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2 

図 8： (Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2の結晶構造 

 
 
 
 
 
 
 
２．分子性導体の基板上電界効果測定と有機モット・トランジスタの実現（山本、上野、須田、木村、

田嶋（尚）、加藤；川椙） 
強相関分子性導体（モット絶縁体）の薄膜単結晶を用いて FET を作製し、その特性解明と動作原理
の検証を行った。これまでの研究で、κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Brの薄膜単結晶を SiO2/Si基板に張
り付けると低温でモット絶縁状態が実現しｎ型のトランジスタ動作が可能となることが明らかとなっ

ている。今年度は、フェルミ面の異方性に起因するキャリア特性を検出することを目的とし、ゼーベッ

ク係数を測定した。その結果、トランジスタが OFFの状態では a軸方向、c軸方向ともに正のゼーベッ
ク係数を示すのに対して、トランジスタが ONになると a軸方向では正、c軸方向では負のゼーベック
係数が観測されることが明らかとなった。これはゲート電界により静電キャリアが注入された結果、モ

ット絶縁体界面でモット転移が誘起され、ハバードバンドが壊れると同時に元の金属的バンドが復活し

たためと解釈できる（図 9）。一方、類縁物質であるκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Clを用いた FETも作
製し、その動作を解析した。このトランジスタでは常に両極性動作が確認されたため、最も伝導率の低

いゲート電圧を正確に電荷中性ゲート電圧として定義できる。この点を利用してモット絶縁体近傍での

伝導率変化の解析を行い、モット絶縁条件（ちょうどバンド充填率が 1/2）から外れたところではクー
ロンギャップを仮定することにより温度依存性やゲート電圧依存性が説明可能であることが明らかと

なった。 
( BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene, FET = Field Effect Transistor ) 
 
 
 

図 10： κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Clを用いた
FET の各温度における、伝導率のゲート電圧依
存性。実線はクーロンギャップを仮定したシミ

ュレーション結果。 

図 9：κ型 BEDT-TTF塩のフィリング－電子
相関相図。OFF状態で FET界面は緑色のモ
ット絶縁状態にあるが、ゲート電圧を印加す

ることにより、図の横方向に系をシフトさせ

ることができる。 
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３．有機導体におけるMassless Dirac Fermions（田嶋（尚）、 加藤） 
我々は高圧下にあるα-(BEDT-TTF)2I3 で質量ゼロの Dirac 電子系を見いだしてきた。質量ゼロの

Dirac電子系は最近 grapheneで大変話題になっているが、これは graphiteを一層だけにした特殊物質
である。それに対し、α-(BEDT-TTF)2I3は最初のバルク Dirac 電子系である。また小林ら(名大)のバン
ド計算によると、α-(BEDT-TTF)2I3の Dirac電子系は grapheneとは異なり、Dirac coneが大きく傾い
ている。したがって、新しいタイプの Dirac電子系が期待できる。本研究では分子性導体における Dirac
電子系の特徴を見いだし、その背景にある物理探索を目指している。 

 
（１）ゼロモード効果 
面垂直に磁場が加わると Dirac coneは Landau 準位に量子化されるが、contact pointを周回する軌
道がBerry位相πを持つため、必ず contact pointの位置にゼロモードと呼ばれている n=0の Landau 準
位が常に現れる。特殊な Landau準位構造をしているために、低温では低磁場からゼロモードが支配的
となる。この状態を量子極限と言う。例えば、4.2 Kでは 0.2T程度の磁場で量子極限となる。 
本研究では、ゼロモード担体の特徴的な電気伝導性を明らかにした。①面内低効率ρxx とρxyは等しい

(ρxx ~ ρxy)。②ホール角は温度にも磁場にもよらず常に 45°である(θH~45°)。③易動度は磁場に逆比例
する(μ∝1/B)。④平均自由行程 lと磁気的長さ lcは同程度である(l ~lc)。以上の関係式はボルツマン方程
式から導くことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）低温・高磁場 

70 mKの極低温、14Tまでの磁場中で電気伝導性を測定し、ゼロモードのスピン分裂を観測した。最
も大きな成果は、低温・高磁場下では試料端は特異な電子状態（2つの縮退したバレーが分裂した状態）
となり、電流は試料端だけを流れるといういわゆる量子ホール状態を示唆する結果を得たことである。 
 
 
４．BEDT-TTF塩における光誘起絶縁体-金属転移（田久保、田嶋（尚）、加藤） 
 我々は、電荷秩序状態を示す様々なBEDT-TTF塩に着目し、光励起による電荷秩序の融解という観点
から光誘起相転移の研究を行っている。これまでに、α-(BEDT-TTF)2I3、 (BEDT-TTF)3(ClO4)2、

(BEDT-TTF)5Te2I6、θ-(BEDT-TTF)2RbZn(CNS)4（fast cooling）の電荷秩序状態において光照射時の伝
導度変化を測定し、光誘起絶縁体-金属転移を観測した。本年度は、伝導度変化と透過率変化の同時測定
を行い、電荷秩序状態を示すBEDT-TTF塩における光誘起絶縁体-金属転移のメカニズムの解明を目指
した。図13は、我々が開発した伝導度・透過率同時測定システムの概念図である。励起光照射時の伝導

図 11（左）：ρxx, ρxy, θH , μ (挿入図)の磁場依存性 
図 12（右）：θHと抵抗(挿入図)の温度依存性 
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度と透過率のナノ秒からマイクロ秒領域の変化を同時に測定することにより、光誘起絶縁体-金属転移に
おける伝導度の変化と系全体の電子状態の変化の情報を得ることができる。図14は、α-(BEDT-TTF)2I3

薄膜の電荷秩序状態（4 K）において電場下でパルスレーザーを照射した時の伝導度・透過率同時測定
の結果である。光照射により、伝導度は高温金属相に匹敵する、数桁におよぶ増大を示す。また、透過

率も高温金属相に匹敵する増大を示す。これらの結果は、巨視的な光誘起金属相の生成を示すものであ

る。現在、この光誘起相転移における詳細なメカニズムの考察を行っている。 
( BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．動的外場を用いた分子性導体の相制御（大島、崔、加藤） 
 本研究ではFe3+などの局在3d電子や局在π電子を持つ分子性導体に注目し、磁場中で、外部から高周
波電磁波を加える事で、局在3d電子などのスピンを反転させ（電子スピン共鳴）、π電子が感じる内部磁
場を変動させ、π-d相互作用を起源とする物性（磁場誘起超伝導や巨大磁気抵抗など）を制御する事に
挑戦している。そこで我々は磁場誘起超伝導を示す分子性導体λ-(BETS)2FexGa1-xCl4(x=0.6)において
ESRおよび抵抗の同時測定を行い、磁場誘起超伝導相で電子スピン共鳴を観測し、それにともなう抵抗
の変化も観測した。また、詳細な温度依存性をとり、ESRが磁場誘起超伝導相においても観測されるこ
とを発見した。これは磁場誘起超伝導状態が不均一な状態である事の証拠である。また、ESRにともな
う抵抗の異常は低温や高温では観測されず、常磁性相と超伝導相の境界でのみ観測されることもわかっ

た。この結果は、ミリ波発振の強度が弱く、磁場誘起超伝導相を局所的にしか破壊していないためと考

えられる。相制御という観点から、さらに研究を発展させるために、ミリ波光源の増強を今後予定して

いる。 
（BETS = bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13：光照射時の伝導度・透過率変
化同時測定システム 

図 14：α-(BEDT-TTF)2I3薄膜における光照射

時の伝導度と透過率変化（4 K）：  
励起光 : YAG-OPO pulsed laser  (450 nm, 
12 mJ/cm2, E//b)  
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6．強相関分子性導体における歪み誘起モット転移（須田、山本（浩）、加藤） 
 強相関分子性導体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Clは、低温においてモット絶縁相に位置し、圧力の印
加により超伝導相へとバンド幅制御型のモット転移を起こす。本研究では、新たに結晶への歪みの印加

に よ る モ ッ ト 転 移 の 可 能 性 を 着 想 し 、 実 際 に 歪 み 誘 起 モ ッ ト 転 移 を 観 測 し た 。

κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Clの薄膜単結晶をプラスチック基板上に貼り付け、背面からナノポジショ
ナーによって基板を湾曲させることにより歪みを印加した。基板上の結晶は、基板からの加圧効果によ

り、約11 Kでパーコレート超伝導へと転移した。各温度における歪み掃引による抵抗値測定の結果を図
16に示す。40 K以上において抵抗値が歪みの印加にともないなだらかに増加した一方で、37.5 K以下で
は、急激な抵抗値の変化とともに金属（超伝導）から絶縁体へと転移した。このことは、37.5~40 Kの
間に歪み誘起金属（超伝導）－絶縁体転移の臨界終点が存在することを意味しており、観測された歪み

誘起相転移が歪みの印加によるバンド幅制御型モット転移であることを示している。この結果により、

基板上分子性導体に対するバンド幅とバンドフィリングの同時制御が可能となり、新たな相転移型デバ

イスの実現が期待される。 
 
    

 
 
 

図15： λ-(BETS)2FexGa1-xCl4(x=0.6)におけるESRと電気抵抗の同時測定の温度依存性。
ESR転移に連動して抵抗変化が相境界で起こっている。 

図 16：κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Clの歪み誘起モット転移(左)と歪み－温度相図(右) 
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７．ダイマーモット絶縁体の誘電異常（Abdel Jawad、田嶋（尚）, 加藤） 
 分子が２量体を形成し、２量体１個あたり１個の電子を有するダイマーモット絶縁体の誘電率を調べ、

特殊な誘電応答を見いだした。この誘電異常の周波数および温度依存性は、リラクサー誘電体に見られ

る誘電分散とよく似ており、また、異常の始まる温度は電荷ギャップにスケールされる（図17、18）。
このような誘電特性は、分子２量体構造を有する分子性導体に広範に見られ、結晶中に電気双極子モー

メントが生じていることを示唆している。この起源については未だ明確ではないが、誘電率の磁場依存

性がないことからも、スピン由来ではなく電荷由来であることが示唆される。今後、さらに詳細な実験

を行い、この誘電異常の起源を明らかにする予定である。 
 

 
 

 
------------------- 
Key Sentence :  
1. Synthesize new supramolecular assemblies and explore their electronic properties 
2. Clarify the interrelation between crystal structures and electronic properties in molecular solids 
3. Control electronic states by means of chemical and physical methods 
 
Key Word :  
molecular solids, molecular conductors, molecular devices, supramolecules, crystal structures, 
electronic structures, electrical and magnetic properties, photo-induced phase transitions, dielectric 
property, superconductivity, strongly correlated electron systems 
 
Outline 
Synthesis, characterization, and design of molecular materials, especially molecular conductors 
(including superconductors), have been undertaken. Molecular conductors exhibit a variety of 
physical properties which can be systematically understood on the basis of "simple" and "clear" 
electronic structures. From a chemical point of view, the most fascinating character of the molecular 
conductor is its "designability", that is, we can finely control solid state properties with chemical 
modifications of the molecule. The newly synthesized materials are characterized by the X-ray 
diffraction method and physical measurements (electrical conductivity...etc.). The electronic 
structure is investigated by the simple band structure calculation. All these results are devoted to 
the design of new molecular materials.  
 

図 18：40 K におけるMe4P[Pd(dmit)2]2 の交
流抵抗の実部および虚部（面間方向）の周波数

依存性 
図 17：Me4P[Pd(dmit)2]2 の誘電率（面間方向）
の実部の温度・周波数依存性 
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1. Development of molecular conductors based on novel metal dithiolene complexes  
Metal dithiolene complexes have provided a variety of molecular conductors. Among them, most of 
Pd(dmit)2 salts belong to a strongly correlated two-dimensional system with a quasi triangular 
lattice of [Pd(dmit)2]2− dimers. The conduction band originates from HOMO, which is associated 
with the srong dimerization and a small HOMO-LUMO energy splitting. Their electronic state is 
associated with various degrees of freedom (including charge, spin, orbital, and lattice) and can be 
tuned by pressure and counter cations.  
 
(1) Quantum spin liquid state in a molecular conductor β’-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2 (Kato, A. Tajima, N. 
Tajima, H. M. Yamamoto, Cui, Yamashita; Ishii, Fukunaga, Kubo) 
At ambient pressure, most of all Pd(dmit)2 salts are in the Mott insulating state and are the 
spin-1/2 Heisenberg antiferromagnets where the spin frustration operates and exhibit variour 
ground states. Among them, EtMe3Sb salt with a nearly regular-triangular lattice is a candidate of 
quantum spin liquid. We are continuing 13C-NMR, μSR, thermal conductivity, and specific heat 
measurements. We also tried preparation of mixed crystals of EtMe3Sb salt with Me4Sb 
(Antiferromagnetic order) or Et2Me2Sb (Charge order: 2[Pd(dmit)2]2- → [Pd(dmit)2]20 + 
[Pd(dmit)2]22-) salt, in order to tune the anisotropy of the triangular lattice and thus magnetic 
properties.  
The 13C nuclear spin-lattice relaxation rate clearly indicates a kink around 1 K. This suggests that 
the low temperature phase has a nodal spin gap. On the other hand, low temperature heat capacity 
shows a T-linear term, as if this is a typical metal. There is no magnetic field dependence in heat 
capacity. These results suggest the realization of gapless spin liquid state. The low temperature 
heat capacities of EtMe3Sb salt and mixed salts of EtMe3Sb and Et2Me2Sb show the Wilson ratio 
close to 1. This fact suggests that the spin liquid state in the Pd(dmit)2 system is a Fermi-liquid like 
state.  
All these results indicate possibility of a new kind of quantum liquid state, but we do not have a 
unified picture for this system yet. 
( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) High pressure electrical properties of molecular conductor β’-Et2Me4P[Pd(dmit)2]2 by using a 
diamond anvil cell  (Cui, Kato) 
Recently, attractive physical properties such as quantum spin liquid and valence bond solid states 
were discovered in the quantum spin system Pd(dmit)2 salts. Most Pd(dmit)2 salts are Mott 
insulators at ambient pressure, and easily exhibit metallic or superconducting behavior under high 
pressure. Compared with Me4P salt with the highest antiferromagnetic transition temperature (TN), 
Et2Me2P salt has a narrower conduction band and lower TN. Under high pressure, Et2Me2P salt 
turns superconducting around 1 GPa and shows a non-metallic state again in the higher pressure 
region. In the previous high pressure experiments for Et2Me2P salt by using a cubic anvil cell, the 
non-metallic state could not be suppressed up to 8 GPa. Here we measured resistivity up to 15.8 
GPa by using our new four-probe diamond anvil cell technique. We successfully found that Et2Me2P 
salt turned to a complete metal under 13.6 GPa. We suggest that this new metallic phase is 
associated with HOMO-LUMO band overlapping.  
( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
 

Figure 1:  Pd(dmit)2
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(3) The low temperature structure and high pressure electrical property of α-Me4N[Pd(dmit)2]2 (Cui, 
A. Tajima, Oshima, Kato) 
Recently, interesting physical properties were discovered in a Mott-insulator system Pd(dmit)2 salts, 
such as quantum spin liquid and valence bond solid states. Under high pressure, most Pd salts 
show metallic and/or superconducting transitions. Among them, α-Me4N[Pd(dmit)2]2 exhibits a 
semiconductor-to-semiconductor transition at 110 K, and metal like behavior around 30 K. 
Surprisingly, it shows insulating behavior again below 10 K. We have studied low temperature 
structure that is shown in Figure 3. Below 110 K, the unit cell changes from (a0, b0) to (a＝a0+b0, b
＝-a0+b0). The unit cell contains two crystallographically independent conducting layers A and B, 
and each layer is formed by two independent Pd(dmit)2 molecules. In Layer B, two different 
interdimer distances were observed at low temperature. This phenomenon is also observed in 
Et2Me2Sb salt where the charge order (2[Pd(dmit)2]2- → [Pd(dmit)2]20 + [Pd(dmit)2]22-) occurs. The 
charge order disappeared around 30 K, and appeared again below 10 K. On the other hand, there 
was no significant change of interdimer distance in Layer A. We also measured resistivity of 
α-Me4N salt up to 17.1 GPa by using a diamond anvil cell. We found that the charge order was 
suppressed under 9.3 GPa and the system turned complete metal. 
( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2: The Tc -P phase diagram of β’-Et2Me2P[Pd(dmit)2]2 
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(4) Electrical conductivity of metal-dmit complexes with fluorinated ammonium (Nomura, A. 
Tajima, Cui, Oshima, H. M. Yamamoto, Kato) 
We attempted molecular modifications for (R4E)[M(dmit)2]2 (E = N, P, As or Sb; M = Ni, Pd, Pt, Au) 
salts, which had been previously reported. There are many possibilities to modify these metal 
complex salts: (1) Modification of the counter cation R4E+, (2) Substitution of the central transition 
metal and (3) Replacement of some sulfur atoms in the dmit ligand. Name  ly, one may develop 
numerous molecular (super)conductors on the basis of these molecular modifications. The larger 
counter cations do not tend to provide β- or β’-type crystals that frequently show the 
superconductivity. Accordingly, we carried out ‘slight modification’ of the counter cation by 
fluorination of the R group, and then the fluorinated ammonium was used to develop new 
conducting salts (Figure 4). The crystal structure of β-[Me3(CH2F)N][Pd(dmit)2]2 is isostructural 
with that of the non-fluorinated β-(Me4N)[Pd(dmit)2]2 (Figure 5). This partially originates from 
similar molecular size in both [Me3(CH2F)N]+ and (Me4N)+ cations, because the ‘fluorine mimic 
effect’ can be considered. In contrast to the structural similarity, we observed different physical 
properties. This β-Me3(CH2F)N salt showed higher conductivity and higher superconducting 
transition temperature (TSC) under pressure, than those of β-Me4N salt (Figure 6). In addition, 
temperature dependence of the resistivity for β-Me3(CH2F)N salt exhibited metallic behavior at 
ambient pressure (Figure 6), while most β- or β’-(R4E)[Pd(dmit)2]2 salts are Mott insulators at 
ambient pressure. Similarly, we also obtained β-type crystals of [Pt(dmit)2]2 and selenated 
[Pd(dsit)2]2 salts with Me3(CH2F)N cation (Figure4 ), and their resistivity indicated metallic 
behavior as well at ambient pressure. In conclusion, the introduction of fluorine atom to the counter 
cation would be promising for the development of excellent molecular conductors based on the 
‘slight size modification’.  
( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate ) 
 
 
 
 
 

   RT               4K 

  Figure 3: The low temperature structure of α-Me4N[Pd(dmit)2]2 
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(5) Development of novel Ni(dmit)2 anion radical salts with 2,5-dihalopyridinium cations 
(Kusamoto, H. M. Yamamoto, N. Tajima, Ohshima, Kato） 
We recently discovered that some Ni(dmit)2 anion radical salts have two different kinds of anion 
layers in the unit cell, which we named ‘‘Bi-layer system’’. For instance, 
(methyl-3,5-diiodopyridinium) [Ni(dmit)2]2 have two-dimensional metallic layer and Mott insulating 
layer, realizing ‘Dual-functional π-electron system’. I···S halogen bonds between the cations and the 
anions play a crucial role to construct the bi-layer system in this salt. In this study, we prepared 
new [Ni(dmit)2]2- anion radical salt with asymmetric cation, ethyl-2,5-dibromopyridinium 
(Et-2,5-DBP), to expand the bi-layer system (Figure 7: Scheme). Single crystal X-ray diffraction 
measurement for (Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2 revealed that two crystallographically independent 
Ni(dmit)2 anions (anions A and B) form crystallographically independent layers in the unit cell, 
indicating a bi-layer nature of this salt (Figure 8). Effective halogen bonding between Br (at 
2-position on the cation)···S (on Ni(dmit)2 anion) atoms is observed. Band calculations, as well as 
conducting and magnetic measurements suggested that both Ni(dmit)2 anion layers are in the Mott 
insulating state, which is a novel electronic structure in the bi-layer system. We next prepared new 
Ni(dmit)2 anion radical salts with 2,5-dihalopyridinium cations, in which Br atom at 2- or 5-position 
was replaced by other halogen atoms, to investigate how the halogen bond affects the structural and 
physical properties. It was found that (Et-2I-5BrP)[Ni(dmit)2]2, in which the Br atom at 2-position is 
replaced by an I atom, shows identical crystal structure with that of (Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2. Their 
magnetic properties, however, were quite different. On the other hand, (Et-2Br-5IP)[Ni(dmit)2]2, in 
which the Br atom at 5-position is replaced by an I atom, has different crystal structure from that of 
(Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2, which is so-called mono-layer system, as a result of halogen bonding 
between both Br···S and I···S atoms. 
 
 
 
 
 

Figure 5: Crystal structure of 
β-[Me3(CH2F)][Pd(dmit)2]2 

Figure 6: Temperature- and 
pressure-dependences of electrical 
resistivity of β-[Me3(CH2F)][Pd(dmit)2]2 

Figure 4: β-[Me3(CH2F)][M(dmit)2]2 and its 
selenium analogue 
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2. Field effect measurement of molecular conductors on silicon substrate and organic Mott-FET (H. 
M Yamamoto, Ueno, Suda, Kimura, N. Tajima, Kato; Kawasugi ) 
Molecular conductors (organic charge transfer salts) provide various Mott-type semiconductors 
whose insulating phase is directly connected to a superconducting phase in their phase diagrams 
(Figure 9). We have fabricated FET structure with a thin-layer single crystal of 
κ-(BEDT-TTF)Cu[N(CN)2]X (X = Br or Cl) laminated on a SiO2/Si substrate in order to realize a 
Mott-transition FET as well as a superconducting FET with organic materials. We have measured 
Seebeck coefficient for X = Br device and found that the polarity of the conduction carrier at high 
gate voltage depends on the crystal axes, reflecting the anisotropy of the original Fermi surface 
(without correlation). This result suggests the absence of Hubbard gap at high doping region. 
Although X = Br FETs showed only n-type behavior, X = Cl FETs always exhibited ambipolar field 
effect (Figure 10). The device mobility of the best sample measured by four-probe method reached 
87 cm2/Vs. The ambipolar behavior allowed us a numerical analysis of the Mott transition. 
According to our analysis, a Coulomb gap seems to exist after Mott-transition takes place at the 
interface.   
(BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene, FET = Field Effect Transistor) 

Figure 9: Filling-correlation phase diagram of 
κ−BEDT-TTF salts. At the OFF state, the 
surface of the FET stays on the green line (= 
Mott-insulator), while at the ON state it can be 
shifted in horizontal directions due to an 
electro-static doping. 

Figure10: Characteristics of Mott-FET 
based on κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl at 
various temperatures. The black lines 
indicate simulation results with 
Coulomb-gap scenario. 
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Figure 7: (Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2       Figure 8 : Crystal structure of (Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2.
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3. Massless Dirac fermions in organic conductors (N. Tajima, Kato) 
In this work, we investigated the magnetotransport of massless Dirac Fermions system 
α-(BEDT-TTF)2I3. The purpose is to clarify the nature of Dirac particles in this system. This system 
exhibits various types of electronic states when the magnetic field is applied along in-plane or 
out-of-plane.  
 
(1) Effects of zero-mode 
One of the characteristic feature of the Dirac fermion system is the n=0 Landau level called 
zero-mode that always appears at the Dirac point in the magnetic field. When the energy gap 
between n=1 and 0 is sufficiently large compared with the thermal energy at low temperature 
and/or high magnetic field, carriers on the zero-mode Landau level dominate the conduction. This 
situation is called quantum limit. In this work, in-plane resistivity ρxx and Hall resistivity ρxy in the 
quantum limit state were investigated. We succeeded in finding the characteristic transport of the 
zero-mode Landau carriers;  
1.  ρxx ~ ρxy.  
2. Hall angle is always 45 degree (θH~45°).  
3. The mobility is proportional to the inverse of magnetic field (μ∝1/B).  
4. The mean free path is equal to the magnetic length (l ~lc).  
Those relationships can be derived from the Boltzmann equation.  
(BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene) 
 

 
(2) Low temperature and high magnetic field 
We succeeded in observing the spin splitting of the zero-mode at low temperature and high 
magnetic field. Furthermore, we demonstrated that the electronic structure of the edge state is 
different from the bulk. The effects of the broken two-hold valley degeneracy of the edge state were 
detected in the high magnetic field. This result leads us to the investigation of the quantum Hall 
state.  

 
 Figure 11(left): Magnetic field dependences of ρxx, ρxy, θH and μ (inset) 

Figure 12(right): Temperature dependence of θH and resistance (inset). 



平成 22年度 

4. Photo-induced insulator-to-metal transition in BEDT-TTF salts (Takubo, N. Tajima, Kato) 
We have studied photo-induced phase transition by focusing on photo-induced charge-ordered 
melting in BEDT-TTF salts. Previously, photo-induced insulator-to-metal transitions have been 
observed in α-(BEDT-TTF)2I3, (BEDT-TTF)3(ClO4)2, (BEDT-TTF)5Te2I6 and 
α-(BEDT-TTF)2RbZn(CNS)4 (fast cooling) by transport measurements. In this year, we 
simultaneously measured conductivity and transmittance in order to clarify the mechanism of the 
photo-induced phase transition in charge-ordered BEDT-TTF salts. Figure 13 shows a scheme of the 
simultaneous measurement. We observed drastic conductivity and transmittance change caused by 
a pulsed laser irradiation at charge- ordered state in α-(BEDT-TTF)2I3 thin film (Figure 14). This 
result suggests that macroscopic photo-induced metallic phase is generated. The detailed 
mechanism is now under investigation. 
(BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5．Control of the electronic states in molecular conductors by use of dynamical external fields 
(Oshima, Cui, Kato) 
The π-d molecular conductors show interesting physical phenomena, such as field-induced 
superconductivity or giant magneto-resistance, due to its non-negligible π-d interaction. The aim of 
this study is to control such interesting phenomena by flipping the local d spins or disturbing 
itinerant π-electrons by the use of oscillatory external fields. Here, we have focused on the 
λ-(BETS)2FexGa1-xCl4 system which shows field-induced superconductivity (FISC) at high magnetic 
fields, and have studied whether the FISC state can be controlled by ESR transitions, which 
correspond to the spin-flips of d-electrons. Simultaneous ESR and transport measurements were 
performed on λ-(BETS)2FexGa1-xCl4 (x=0.6), and we have observed a change in the resistance due to 
the ESR transitions since the resistance anomaly occurs at the same field position of the resonance 
field. As shown in the figures below, the ESR is observed in the paramagnetic state and even in the 
FISC state. This suggests that the FISC state is inhomogeneous. Moreover, the resistance does not 
show any anomalies in the low and high temperature range, but only shows anomalies at the 
boundary of paramagnetic and FISC states. These results indicate that the FISC phase is only 
partially destroyed due to the weak power of the millimeter-wave irradiation. Upgrade of 
millimeter-wave oscillators is planned for the future.  
(BETS= bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene) 
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Figure 13: Simultaneous measurement 
system of conductivity and transmittance 
change caused by a pulsed laser 
irradiation. 
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6．Strain-induced Mott transition in strongly-correlated molecular conductors (Suda, H. M. 
Yamamoto, Kato) 
κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl is a strongly-correlated molecular conductor and the competition 
between the electron-electron Coulomb repulsion and the kinetic energy is highlighted, resulting in 
the pressure-induced bandwidth-controlled Mott transition. In this study, we have successfully 
controlled the ground state of κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl thin single crystal laminated on a 
plastic substrate by strain effects. A variable strain was applied by a nano-positioner from the 
back-side of the substrate. κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl on the substrate was found to be a 
percolated superconductor (TC = 11 K) due to the positive pressure exerted through the 
compressible substrate. The observation of the strain-induced huge resistance jump under 37.5 K 
provides an unambiguous evidence for the first-order nature of the band-width-controlled Mott 
transition between the metal (superconductor) and the insulator while the jump vanishes at over 
40.0 K (Figure 16). This result indicates a possibility of realizing novel phase transition-type 
devices co-regulation of bandwidth and band filling in molecular conductors. 
(BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene) 
 
    

 
 

Figure 15: Temperature dependence of simultaneous ESR and transport measurements of 
λ-(BETS)2FexGa1-xCl4 (x=0.6). The resistance changes when ESR transition occurs at the 
phase boundary. 

Figure 16: Strain-induced Mott transition (left) and strain-temperature phase 
diagram (right) for κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl. 
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7．Dielectric anomaly in dimer Mott insulators (Abdel Jawad, N. Tajima, Kato) 
We have found an anomalous dielectric response in molecular conductors with dimer packing where 
identical molecules are arranged in pairs and share one charge per pair. The frequency and 
temperature dependence of this dielectric response is similar to a glassy state of electrical dipoles, a 
relaxor ferroelectric (Figure 17, 18), which is at odds with the high quality single crystal nature of 
these systems. The onset of this anomalous dielectric response is found to scale with the charge gap 
indicating a relation with the conducting channel. Furthermore, the large variety of molecular 
conductive compounds which exhibit this effect and with only the dimer structure in common, 
would indicate that we are dealing with an electronic dipole state. The origin of this electronic 
dipole state is still unclear but the absence of magnetic field effect on the dielectric constant 
indicates that this is not a spin driven ferroelectricity but a charge driven one with nontrivial 
charge degrees of freedom. Further experiments should clarify the origin of this anomalous 
dielectric response. 

 

Figure 18: Frequency dependence of the real
and imaginary component of the AC
resistivity of Me4P[Pd(dmit)2]2 at 40 K along
the out of plane direction. 

Figure 17: Temperature and frequency
dependence of the real part of the dielectric
constant in Me4P[Pd(dmit)2]2 along the out of
plane direction. 
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