
第２０回固体イオニクス討論会プログラム

１１月１日（火）Ａ会場（1F鳳凰東）

［記念講演］

，:００～，;１５座長山本治

1A１「固体イオニクス討論会Z０年の歩み」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一

（名大名誉、愛知工大客員）高橋武彦

,『１５～，:55

1AＺ「プロトン導電体の新展開」－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

（名大工）岩原弘育

［プロトン伝導体］

10:00～11:00座長武津典彦

1A３「赤外吸収によるプロトン導電体中のプロトンの拡散係数の決定」－－－－－－－－－－－‐

（東北大科研）○柴山裕子、湯上浩雄、松尾繁樹、服部武志、石亀希男

１ 

。

７ 

｢永続的ホール・バーニングによるsIzro3中のプロトンダイナミクスの研究｣－－－－－－９

（東北大科研）○場上浩雄、松尾繁樹、石亀希男、

lＡ４ 

｢ペロブスカイト型酸化物におけるプロトン伝導性」－－－－－－－

（東大物性研、東北大科研率）○佐多教子、辛埴、石亀希男聡

1Ａ５ 1１ 

11:００～12:００座長岩原弘育

lA6[招待講演］「Perovskitesolidelcctrolyles:Slnjcture,transportpropertiGsalldfi1elcella]〕plicationsトー１３

（RisoNaiionalLaboratory,Dellmark）○NBonanos,Ｋ・Ｓ・KnighlmdB､Enis

（昼食休憩）

[プロトン伝導,体（続き）］

13:００～14:００座長湯上浩雄

1A７「BaCeO3系電解質のプロトン導電`性に及ぼすドーパントカチオンの価数の影響」

（名大工）○森俊徳、日比野高士、岩原弘育

1５ 

1７ 

~La2M207(Ｍ=Zr,Ce)を母体としたパイロクロア型酸化物セラミックスのイオン導電性」

（名大工）○小森正景、林久博、日比野高士、岩原弘育

ＩＡＢ 

1５ 
｢プロトン伝導，性固体電解質IUH4NbWO6への添加物効果」－－－－

（鈴鹿高専）○小倉弘幸、蔵城剛憲、田中右治、城上保

1Ａ９ 

14:00～14:４０座長城上保

｢プロトン導電性固体電解質を用いた水素透過量測定装置」－－－－－－－－－－－－－－２１

(名工大工）○栗田典明、大塚浩史、武津典彦、大橋照男

｢高温型プロトン導電性セラミックスを用いた水素センサの金属工業への応用」－－－－－Ｚ３
(ＴＹＫ、名工大*、名大工謬叢）○矢嶋保、小出邦博、高井治樹、武淳典彦壽、

岩原弘育*窯

1Ａ1０ 

IＡ１１ 



［センサ・触媒］

14:40～15:４０座長山口周

1Ａ1２「－次元イオン伝導性ホーランダイト型化合物の触媒機能：NOx選択還元性」

（無機材研、東ソー筑波研*）○渡辺遵、森利之*、山内正一率、山村博､

２Ｓ 

２７ 
｢自動車排ガス用助触媒CeO2-ZTO2系粉末の基本特性と状態図一

(阪大工）○八尾伸也、森川春樹、奥田和司

lＡＩ３ 

｢安定化ジルコニアを用いた高温用NOxセンサ」－－－－－－－－－－－－－－－－－－Ｚｇ

（リケン*、九大総合理工）○黒澤秀行率、厳氷鉄、三浦則雄、山添息

lＡｌ４ 

15:40～17:00座長山添具

1Ａ1５「ジルコニア酸素センサーを用いたCOガスの検出」

（曙ブレーキ中研、束北大科研*、横国大環境研**）

水崎純一郎*、田川博章畷噸

－－．－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－３１ 

○;長益燦、成田英和、

「リチウムイオン導電体ＣＯ２センサのco2p応答性」－－－－－－－－－－－－

（曙ブレーキ中研、東北大科研*、横国大環境研*１m）○成田英和、張益燦、

水崎純一郎*、田川博章噸'偶

1Ａ１６ ｡。

「リン酸ジルコニウム骨格を持つ多価陽イオン導電性固体電解質を用いた炭酸ガスセンサーの

開発(2)Ｍｇ]ﾕsZr4Ps7Sio3024を電解質に用いた炭酸ガスセンサーの特性」－－－－￣－－－３５

（名工大、大工研'k、日本髄池…）○池田章一郎、近藤達也、加藤貞夫，

伊藤要、野村勝裕'膿、藤田雄耕艤＊

lＡ１７ 

｢(l-x)BaCl2-XKCI系固体ｆ図解質の塩素ガスセンサヘの応用」－－－－－－－－－－－－－－３７

(新居浜高専、住友金属鉱山*）○青野宏通、杉本榮佑、森芳秋聡、岡島靖弘噛

1Ａ1８ 

１１月1日（火）Ｂ会場（4Ｆ竹）

［ガラス］

10:００～11:００座長南努

lB1「AgI-Ag20-Mxoy系ガラスにおけるイオン伝導度の化学的スケーリング」－－－－－－－－－３９
（熊本大教養）○安仁屋勝

｢AgBrを含む超イオン伝導ガラスにおける伝導性銀イオンの再配置連動」－－－－－－－－－４１

（東工大理）○奥林智康、花屋実、小國正晴

1Ｂ２ 

｢Aglを含む超イオン伝導ガラスにおけるAgI集合領域の発達と伝導性銀イオンの配置環境_ｒ~４３
（東工大理）○旗手淳ｶﾙ、花屋実、ノjT國正11M；

1Ｆ1コ

11:００～12:００座長安仁屋勝

1B４「AgI-Csl-(CH3川N1超イオン導電体ガラスの中性子散乱」－－一一一一

（北大理）○河村純一、荒川幸一、加美山陸、中村義男

441 

｢(A8I)x(Ag2Moo伽の超音波illlI定」－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一４７

（新潟大理）○岡崎秀雄、松下真樹、塚田雄一

IＢＳ 



｢Agl-Ag;LO-V205系ガラスの構造」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４９

（茨城大工、茨城大理*、原研**）○高橋東之、比企能夫、佐久間隆塞、森井幸生*＊

lＢ６ 

(昼食休憩）

［ガラス（続き）］

13:００～14:ＺＯ座長河村純一

lB7「銀系超イオン伝導ガラスにおける混合アニオン効果とﾖlPMAS-NMRによるガラスの構造解析」

（甲南大理、阪市工研淑、阪府大工鍬噸）○町田信也、河内，仁、上田晶一－５１

重松利彦、中西典彦、高橋雅也*、南努燃＊

｢超イオン伝導体a-AgIのガラスマトリックス中への常温凍結現象の速度論的解析｣－－－－５３

（阪府大工）○斎藤俊晴、虎太直人、辰巳砂昌弘、南努

1Ｂ８ 

｢Li3PO4-Li2S-SiS2系ガラス中での遷移金属酸化物の電気化学特`性」－－－－－－－－－－－－－５５

（松下電池技術研）○高田和典、青谷登、岩本和也、近藤繁雄

lＢ９ 

5７ ｢Li3PO4=Li2S-SiS2ガラスの全固体リチウム二次電池への応用」－－－－－

(松下電池技術研）○岩本和也、青谷登、高田和典、近藤繁施

IＢ１０ 

［ポリマー］

1420～15:００座長大野弘幸

lB11「超微粒子SiO2-LiCF3SO3-PEG複合体のイオン導電性と界面活性剤の添加効果一

（東理大工）○松尾泰秀、桑野潤、加藤正義

5９ 

6１ ｢新規複合リチウム塩を用いた高分子固体電解質」

(横国大エ）○渡辺正義、水村知雄、西本淳
ら□■●●■

1Ｂ1２ 

15:００～16；００座長桑野欄

lB13「末端に荷電を持つポリエチレンオキシドのパルクイオン伝導度｣－－－－－－－－－－－－６３
（東京農工大工）○大野弘幸、伊藤香織、富永洋一

砧
｢室温溶融塩を用いた高イオン伝導性高分子の電気特性［ＶＩ］」－

(上智大理工）○着島徳生、陸川政弘、讃井浩平、緒方直哉

lＢ１４ 

6７ 
Uイオン／電子混合伝導性高分子の特性とバイオセンサーへの応用一

(横国大工）○長坂秀昭、斎藤貴宏、渡辺正義

1ＢＩ５ 

16:00～17:００座長

lB16[招待講演］

渡辺正義

「Polymereleclrolyiesallltheirapplicaiionstolithiumbatlcries」

（IREQ,Canada）○MichelGauihier 

6９ 



１１月１日（火）Ｃ会場（4Ｆ桜）

［カチオン伝導体］

10:00～11:00座長山下仁大

1C１「金属アルコキシドを用いたNa20-Sm203-P20;-SiO2系化合物の合成とイオン伝導性｣－－－－－７３

（工学院大工）○神澤弘、大倉利典、須藤儀一

｢陽イオン導鞠水KA1Si2O`の高温相の結晶構造」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‐お

（京大化研､Univ・ofWashin21011'１『）○伊藤嘉昭、SKuellnefl:andSGhosc螺

1Ｃ２ 

｢LiZr20QI)3の多形転移におよぼす微量液相効果」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－７７
（広大工）○川路均、家倉忠生墓山中昭司

ＩＣ。

11:00～1Z:００座長山中昭司

lＣ４「Influenceoflllepreparationl〕rocessontllecaliontraIlsportpropertiesof

Li帯xMxSi1-xQ,皿=A1,Ga,B)solidelectrolyies」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（大工研）○ChristianMasquener、蔭山博之、竹内友成、田渕光春、祖泉亘、

中村治

Ing 

8１ 
｢Na､イオン導鬮体ナープシオの構造と導電性に及ぼす組成の効果一

（都立大工）○山下仁大、梅垣高士

1Ｃｓ 

｢ナトリウムプリデライトの織造と安定性一

（無機材研）○道上勇一、渡辺遵

BIB lＣ６ 

(昼食･休憩）

［カチオン伝導体（続き）］

13:00～13:４０座長城辺連

lC7「NASICON系固体電解質におけるTiの固溶範囲と導電率」－－－

（立命館大理工、大工研*）○島津健児、山本善史、中村治＊

R月

8７ ｢Na4ZIhSi30uのSEM観察時におけるＮａ〒イオンの還元」－－－－－－－－－－

（大工研、日立計測噂）○中村治、斎藤唯理亜、山田満彦*、中川美音蝶

lＣ８ 

［イオンダイナミクスＩ］

13:40～15:００座長石井忠男

lＣ９「Rclaxalionpr0cessofhoppingionicconductioninlatlicegasmodels」－－－－－－－－－－－－８９
TurdueUniv.,TokyoInsl・ofPolytechnics*)oHiroshiSalo,AnuradhaDatiaandTakumalshikawa噸

｢混合陽イオンβ-アルミナ中のCr3fイオンからの発光の減衰」－－－－－－－－－－－－－－－９１

(東北大科研）○服部武志、小林啓和、湯上浩雄、石亀希男

1ｃｍ 

9３ ﾛβⅡ-アルミナの紫外｡真空紫外域反射スペクトル」－－－－－－－－－－－－－

(東北大科研、東大物性研噸）○加納英樹、河原田至、千葉裕輝、服部武志

石亀希男、佐多教子鰍、辛埴＊

lＣ１１ 



｢欠陥型イオン導電体LiFの遠赤外スペクトルの温度変化」－－－－－－－－－－－－－－９５

(岡山理大理）○若村国夫、坪井宣朗

lＣ１２ 

15:00～16:００座長大鉢忠

lC13「レーザー照射による超イオン導電相転移温度の降下」－－－－－－－－－－－－－－－－９７

（新潟大理、半導体研瀞、モスクワ物理工学研蝋辮）○小林迪助、AR3kitin鱸、Ｖ､NStrekalov濃灘

HLi2Bp7単結晶の電気伝導」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－９９

(東洋大エ）○斎藤徳雄、勝亦微、芝崎雅之、松尾徹

ＩＣ1４ 

｢カチオン導電体ＭＡ１ＸＰＩ=Cu,Ag;X=C],Br)の櫛造と核磁気共鳴｣－－－－－－－－－－－－１０１

（広大理）○富田靖正、山田康治、奥田勉

lＣ１５ 

16;00～17;００座長服部武志

lC16「－次元イオン導電体NaxTi空Ｇ３弊xOIoのＮＭＲ」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０３

（無機材研、同志社大工*）○小野田義人、道上勇一、渡辺遵、吉門進三鞭、大鉢忠率

｢－次元超イオン導電体プリデライトのマイクロ波イオン伝導」－－－－－－－－－－－－－－－１０５

（同志社大工、無機材研*）○吉門進三、大鉢忠、谷口一郎、渡辺遵驍、小野田義人*、

藤木良則寧

1Ｃ1７ 

｢中性子ラジオグラフイによる固体電解質中のＨ,B,Liの定量｣－－－－－－－－－－－－－１０７

（鳥取大工、京大原子炉蝋）○鎌田正裕、江坂享男、児玉直人、藤根成勲*、

米田憲司*、神田啓治＊

lＣ１８ 

１１月２日（水）Ａ会場（1Ｆ鳳凰東）

［酸化物混合伝導体］

，:00～10:００座長三浦則雄

ZA1「Y20ｮをドープしたBamlO3の電気伝導」‐－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一１０９

（名大工）○辻利秀、落田学、宮|鳴伸好

｢La,蕊SrxCoO3の結晶構造と電気特性」－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一房－－]Ｌ１１
ｒ 

（京大工、滋賀県短大工率、香)１１大学教聯＊）○嶺重温、稲葉稔、八尾，健､〔小久見善八
承..～･…j-Q､

菊地憲次*、）Ⅱ瀬雅也*熱

2Ａ２ 

｢コバルト系空気極材料の低温動作時の電極特性」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１３

（ＮＴＴ境界研）○千葉玲一、石井陸生、田嶋幸道、太田聡

ZＡ３ 

10:CO～11:CO座長嵐治夫

2A４「スリップキャスト法により作製した混合導電,性酸化物厚膜の酸素透過能」－－－－－－－－１１ｓ

（九大総合理エ）○三浦則雄、岡本保朗、玉置純、森永健次、山添具

｢気相法によるLaMnO3繊密電極の作製と酸素の酸化還元反応挙動」－－－－－－－－－－１１７
（京大工、関西電力*）○五百蔵勉、内本喜晴、小久見善八、竹原善一郎、小谷明也膿

ZＡＳ 



119 
｢LaCrO3系ペロプスカイト型酸化物の粒界における物質輸送について」－－－－

（物質研）○川田達也、堀田照久、酒井夏子、横川晴美、土器屋正之

2Ａ６ 

11:００～１２:００座長水崎純一郎

2A7[招待講演］「Inic虚rcnccbetweenelectronicandionicnowsinsemiconduclingCoﾙ６０」－－－－－－１２１

（SeoulNationalUniv.，Korea）ｏＨＢｎ－ＩｎＹｏｏ 

(昼食,休憩）

［酸化物混合伝導体（続き）］

13:００～14:００座長小久見善八

2A８「[(ZrO加(CeO2ハル(CaO)0.,の酸素透過率」－－－－－－－－－－－－￣－－－－－－－－－－－－－１頭

（東北大科研）○二唐裕、水崎純一郎、石亀希男

1２７ ｢直流分極法によるTiO2をドープしたYSZの電子伝導度測定と相安定性」

（名エ大エ）○小林清、甲斐俊治、山口周、武津典彦、井口義章

ZＡ９ 

｢溶融アルミニウムへの水素溶解における表面酸化膜の役割」－－－－－－－－－－－－－－－１羽

(名エ大工）○武津典彦、附柴祐一、栗田典明、大橋照男

２Ａ１０ 

［界面現象。複合固体電解質］

土器屋正之

「Phel1omenaalt]leoxygen/oxideinterface」－－－－－－－－－－－一一一一一一一１３１

（Ａ・ＮＳ.Ｔ､０.Anstoralia）○Jam】sｚＮｏｗｏｍｙ

14:００～15:００座長

ZA11[招待講演］

15:00～16:００座長永井正幸

ZA12「SbF5吸着によるCaF2粒界導電率の増大」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一135

（大工研、Max-Planck固体研＊）○斎藤唯理亜、中村治、JoaChimMaierI‘

｢複合固体電解質のイオン導電率増大に及ぼすBaTiO3表面立方品の濃度一

(大工研）○竹内友成、阿度和明、斎藤唯理亜、田渕光春

q1ristianMasqnelier、中村治

1３７ 2Ａ1３ 

｢アルカリハライド系イオン結晶の表面伝導機構」‐－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３９

(鹿児島大理）○深井晃、何世知大、中川和久

ZＡ１４ 

16:00～17:００座長中村治

2A'５「多孔質アルミナマトリックス中に堆積したヨウ化銀の粒子配向と電気伝導度」－－－－－－１４１
（武蔵エ大）○永井正幸、西野忠

｢LiTi2FO4h系固体電解質における粒界導電」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‐１４３
（近大型エ、大工研*）○祖泉亘、,伊藤征司郎、蔭uⅢ博之聯、阿度和明*、

竹内友成*、d1ristianMaSque】ier*、中村治＊

2Ａ1６ 



｢βアルミナのNa+イオン欠乏層生成機織」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１婚

（日本ガ､イシ）○市川周一、高橋知典

ZＡ１７ 

１１月２日（水）Ｂ会場（4Ｆ竹）

［インターカレーション。混合伝導体］

，:00～10:００座長岸尾光二

ZB1「スピネル榊造をもつLiCrMnO4のリチウムインターカレーションに伴う柵造変化一

（新潟大工）○狩野茂、佐藤峰夫

１４７ 

１４９ ｢水熱法によるAFeo2(A=Li,Na)の合成」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（大工研）○田渕光春、何度和明、栄部比夏里、蔭山博之、中村治

ZＢＺ 

｢イオン交換反応による層状LiFeO2の合成と構造」－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５１
（神戸大理、京大化研'、三重大エュ、無機材研3、筑波大物質工4）○菅野了次、白根隆行，

河本洋二、高野幹夫]、武田保雄2、泉富士夫3、神山崇鯏
－．－b■■ 

ZＢ３ 

10:00～11:00座長江坂享男

2B４rFeOq誘導体の合成と電気化学的特性」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５３
（大工研、京大剛）○栄部比夏里、樋口俊一、金村聖志鰍、藤本洋行鞭、竹原善一郎＊

1５５ ｢ペロブスカイトﾈﾙ造をもつ酸化物へのリチウムの電気化学挿入」

（東工大工材研）○単躍進、稲熊宜之、伊藤満
□･＿－ず■▲字｡Ｗ比■山一■

翻頭

1５７ ﾛ複合層状化合物Bi2Sr2Can實,CunOxへのヨウ素のインターカレーション」＿－－－－－－－

(東大工､京大化研へ京大原子炉､､NZ産業科学研c)○岸尾光二､小高康稔､
－－▲●印←～－－－U－屯０

小林立，広井善二A、前田豊B、Ｄ､M.PCokec、Ｔ・Stotoc

ZD8R5 

11800←12:00座長武田保雄
――て､

ZB7「二次元繊造をとるV205の合成とリチウムインターカレーション特性」－－－－－－－－－－－１５９

（東大生研、東大エ*）○日比野光宏、字賀治正弥、岸本昭*、エ藤徹一

｢ペロブスカイト型酸化物におけるリチウムイオン伝導性(2)」－－－－－－－－－－－－－１６１

（東工大工材研、宇都宮大工*）○稲熊宜之、単躍進、余建定、,伊藤満、中村哲朗率

２月8

｢ペロブスカイト型LaNiO3からLa2Ni205への還元過程に現れる酸素欠損相の評価」－－－－１６３

（徳大工、阪大産研*）○森賀俊広、宇坂修、中林一帆、吉川信一*、金丸文一＊

（昼食休憩）

ZＢｇ 

［アニオン伝導体］

13:00～14:００座長岸本l1H

2B10「Fイオン導電体Pb0.8Sno2F2の低一高温Ｘ線回折測定による織造解析」－－－－－－－－－－－１６５

（同志社大エ、京大化研*、阪大産研馨湫）○山本和秀、潰地卓也、平尾彰宏、吉門進三

伊藤嘉昭零、向山毅蟻、田中高紀**、谷口一郎



｢アルカリ金属硫酸塩を添力Ⅱした塩化鉛(Ⅱ)の導電特`性」‐－－－－－－－－－－－－－－－１５７

（東北工大）○新関良夫、柴田茂雄

ZＢ１１ 

｢CH3NI喝GeCl3の逐次相転移と塩化物イオン導電性」－－－－－－－－－－－－－－－－－１６９
(広島大理、広島大教*）○山田康治、磯辺和亜樹、津山恵美、奥田勉、古川義弘＊

ZＲ１２ 

14:00～15ｌＯＯ座長辻利秀

ZB13「ZrOTY203系のホタル石型間熔体領域」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７１
（名大工）○鈴木豊

｢ZrO2を基体とした酸化物イオン導電性固体」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７３

(三重大工、東邦ガス総研準）○山本治、荒地良典、武田保雄、今西誠之、水谷安伸掌、

田村守淑*、川合雅之*、中村泰久拳

ZＢ１４ 

1７５ 
｢ジルコニア及びセリア系電解質を用いた固体電解質燃料電池の特性」・

(九大総合理エ）○江口浩一、茅野雅志、畑岸琢弥、荒井弘通
麸垈，牌Fq柁刷…一己f\｣刻里qLLim1窪Eﾛ

ZＢ１５ 

15:00～15:４０座長石原達已

2B1６「0.88ZrO2-(O12-x)Sc203-xAl203の相転移とイオン伝導度」‐－－－－－－－－－－－－－－－－１７７

（NTr境界研）○石井隆生、田嶋幸道

｢ZIO2-TiO2.｣Y20係における高温水蒸気分解による水素生成」－－－－－－－－－－－－－－－１７９
(東北大工）○内藤均、嵐治夫

2Ｂ1７ 

15:40～16:４０座長江口浩一

ＺＢ１８「LaGaO3系ペロブスカイト型酸化物における酸素イオン伝導I性一

（大分大エ）○石原達己、;松田英明、滝田祐作

1８１ 

183 ｢LaGaO3を固体電解質とした燃料電池型反応器によるCH4の酸素改質反応一

(大分大工）○日恵井佳子、石原達己、滝田祐作

ＺＲ１ｇ 

｢水熱合成したセリアセラミックスの低温導電性」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８５

(都立大工、Rntgers,NJSl・UI1iv.＊）○山下仁大、MarthaGreenblatl＊

HHBFHH0 

11月２日（水）Ｃ会場（4Ｆ桜）

［イオンダイナミクスⅡ］

小林迪助

「Monte-CarlostudiesofioniclranspDriinglassyclcctro1yles」－－－

（UnivKonstanz,Gemlany）○D・Kn6meBWDieleriChandEPendzig

9:００～10:００座長

2Cl[招待講演１ 1８７ 

10:００～11:００座長金城辰夫

ＺＣＺ「溶融AgI中のイオン伝導」・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９１

（新潟大自然科、新潟大理*）○井畑克祥、岡崎秀雄＊

｢二次元超イオン導電体とクーロン相互作用」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９３

（神戸女子大瀬戸短大、岡'11大理聯、岡山大工…）○高橋和贋、萬成勲蝶、石井忠男嘩螺

ZＣ３ 



｢A1涯N化合物の有効電荷と臨界イオン度」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１”

（琉球大教養）○友寄友造

ＺＣ４ 

11:00～１２:00座長岡崎秀雄

zC5「AgIの150Kでの相転移」

（阪大理、徳島大総科*）

一一一一一一一一一-－－－－－－－－－－－．－－－－．－－－－－－－－－－．－－１９７

○吉朝朗、稲葉章、ノ｣､藤吉郎＊
ヨニーーー…、戸

｢β弓AgI単結晶の低温イオン伝導」‐－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９９

（同志社大工、京大化研*）○吉門進三、後藤秀美、村田哲夫、谷1二１－郎

伊藤嘉昭喉

ZＣ６ 

｢中性子回折によるa-RbAg4Isの散漫散乱」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０１
（茨城大理、茨城大工*）○佐久間隆、青山高志、高橋東之噸

ZＣ７ 

(昼食･休憩）

［イオンダイナミクスⅢ］

13:００～14:00座長小野田義人

ＺＣ８「銀ハライドにおけるイオン拡散」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０３
（徳島大エ）○道贋嘉隆、山西敏弘、金城辰夫、岸本魁、大野隆

｢欠陥型高イオン導爾体AgX区=ｑ,Ｂｒ)の遠赤外スペクトルと光照射」一－－－－－－－－－２０５
（岡山理大理）○杉岡昌男、若村国夫、木原恭子

ZＣ９ 

207 ｢アージヤイロダイト族化合物Ag7TaS6の低温相の粉末Ｘ線回折」

(無機材研）○小野田みつ子、和田弘昭、雪野健、石井紀彦

ZＣ１Ｃ 

14:00～15:００座長阿竹微

zcll「アージャイロダイト族銀遷移金属カルコゲナイドの振動スペクトルと相転移一

（無機材研）○石井紀彦、和田弘昭

ZO9 

｢斜方晶Ag2HiS3と立方晶Ag1Hf3S8の合成、､構造及びイオン導電特鯏性一

(無機材研）○和田弘昭、アミエル゜オリヴィエ、佐藤晃

２１１ ZＣ１Ｚ 

｢MzS-In2S3(Ｍ=Cu,Ag)系スピネルの可動イオンの種類による導電率の変化」

(同志社大工）○大室泰久、大鉢忠、谷口一郎

沈屈ZＣ１３ 

15:００～16:００座長吉門進三

ZC14「Au2Sの性質」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１５
（明大理工）○石川謙二、磯永泰介、脇田信

｢YSZの極低温熱容量ijlll定と低エネルギー励起」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１７

(東工大工材研、東ソー筑波研*）○束條壮男、白神達也、阿竹徹、森利之率、
……dLPJcGv-P回－，㎡i'

山村博＊

ZＣ１５ 



219 ZＣ１６ ﾛ低温熱容量から見たYSZの振動状態と組成との関係」－－－－－－－－－－－－－－

(東エ大工材研、東ソー筑波研*）○白神達也、阿竹微、森利之*、山村博淵

16:00～17:００座長菅野了次

ＺＣ１７「蛍石型Y203-Nb205固溶体の変調構造」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２１

（東迎大諏訪短大、東北大科研へ東北大工**）○三井田陸郎、佐藤二美*、田中通義鍬、

嵐治夫壗＊

｢低温における旧i203対5(Gd203ルョの結晶構造」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２頭
(京大化研、東芝瀬、徳島大総科聯*）○)伊藤嘉昭、向山毅、森治樹*、小藤吉郎*＊

ZＣ１８ 

｢Ln203(L､=Sm,Eu,Gd,TbまたはDy)で安定化された６－Bi203のＣ型希土類酸化物類似の

構造をもつ相への転移’－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２西

ＺＣ１９ 

(無機材研）○渡辺昭輝


