
第23回固体イオニクス討論会プログラム

第1日目１２月１０日（水）９:50～

‐Ａ会場（第１会議室)‐
［金属イオン導電､体］

9:50～]O:40座長池田章一郎

1Ａ０３－次元超イオン導電体APa8Ga鴎XTi,`・xO5`(Ａ＝Ｋ,Ｒｂ,Ｃｓ)単結晶のイオン伝導・…･１
（同志社大工、無機材研*）○吉門進三、船富博、渡辺遵轤、小野田義人*、
藤木良規準

1ＡＯ４Ｓｃ２(Ｗｑ)３系固溶体のSd÷イオン伝導性……………｡………･……………３
（阪大工）○小林靖之、浅野卓也、江川崇、今中信人、足立吟也

休憩

10:50～１２:０５座長吉門進三

1ＡＯ５ＳｃＸＷｑ)3型j構造を有するＡ１２(Ｗｑ)3固体電解質のAl〕+イオン伝導…･………･…５
（阪大エ）○今中信人、小林靖之、足立吟也

ｌＡＯ６チオールによるヨウ化銀微粒子のサイズ制御とその電気伝導性……･…･…｡…７

（姫路工大理）○井田隆、陳四海、木村啓作

1AO7PbBr2-CuBrのイオン伝導異常…………………･………………………,
（愛媛大理）○井上直樹、西浦敏文

休憩

［酸化物イオン導電体］

1320～14:10座長江坂享男

ｌＡＯ８新規酸化物イオン導電性固体電解質の開発(4)
Ｌａ,鍵Srx(MgosZrq5)0Ｊ`(０≦ｘ三0.5)系……･………｡……………………１１
（名工大）○丹羽淳一、田土弘人、佐橋賢太郎、池田章一郎、増田秀樹

lAO9ZrO2-M2O3(Ｍ＝Ianthanides)系の酸化物イオン導電機構…………………・・１３
（三重大エ）○酒井に、荒地良典、山本治、武田保雄、今西誠之

1`l:10～15:００座長石原達己

1Ａ１０希土類二元金属酸化フッ化物の合成と電気伝導性……………･･……･…１５

（福井大エ）○高島正之、米沢晋、宇熊裕司

lA11Zn2､認腫Til-xTaP4酸化物イオン伝導体の緩和挙動と相関係……･……………１７
（鳥取大工）○高井茂臣、朝日康、江坂享男

休憩

15:10～16:25座長今中信人

ｌＡ１２ラマン分光法によるCeO2系酸化物の酸素不定比性及び酸素ポテンシャル
分布の評価………………………･……･…………………１９

（姫路工大エ、京大院エ誹り○嶺重温、高田みずほ、小舟正文、藤井知、

ｒｔ１西真二*、稲葉稔聯、小久見善八＊

ｌＡ１３ＬａＧａＯ３系酸化物の酸素イオン伝導I性に及ぼす遷移金属添加効果。．…………２１
（大分大工）○古谷情義、石原達己、西口宏泰、滝田祐作

1Ａ１４酸化物イオン伝導体Ｂｉ四Ｍ40445(Ｍ=Ｖ,Ｐ,Ａｓ)の固溶と構造・………………２３

］ 



（無機材研）○渡辺昭輝

一B会場（第２会議室)‐
［プロトン導電体】

9:50～10:40座長武津典彦

lBO3酸化物セラミックス・水蒸気間における水素同位体の置換反応・………･…２５
（名大エ、名大理工総研*）○飯塚恵美、堀川知明、土屋文、曽田一雄、
森田健治、岩原弘育蛎

lBO4BaPrO3型ペロブスカイト酸化物の導電特'性。………･………………．.…２７
（JFCC、トヨタ自動車聯）○福井武久、大原智、河津成之＊

休憩

10:50～1Z:05座長松井!恒雄

lBO5BaCeOjにおけるＡ・Ｂサイトカチオンの同時置換とイオン導電'性…･………２９
（名大理エ総研）○馬桂林、志村哲生、岩原弘育

lBO6BaCeq,EuOJO3・謡の生成反応とその電気的性質………………･…………・・３１
（名大院エ）○辻利秀、黒野啓一、｜][|口二朗

lBO7チタン酸ストロンチウム系層状ペロブスカイトのイオン導電'住………．．…３３

（名大理エ総研）○鈴木克拓、志村哲生、岩原弘青

休憩

1320～14:10座長坂口裕樹

lBO8Gd2Ti207系パイロクロア型酸化物の電気的および熱的特性……………･…３５
（電中研）○日恵丼佳子、山本融、森昌史

lBOgアルカリ土類元素をドープしたLa2Zr207へのプロトン溶解と欠陥誘起光吸収・・３７

（阪大院工）○小俣孝久、八尾伸也

l4I10～15:00座長佐多教子

ｌＢ１０高温における(CcO3川(CaO川の水素透過率・……………………………３９
（東北大学科研）○二唐裕、水崎純一郎、河村.憲一、川田達也、石亀希男

ｌＢ１１ＳＩＭＳを用いた酸化物セラミックス中のプロトン溶解度の評価…･…………４１

（物質研、デンマーク工科.大議）○酒井夏子、山地克彦、堀田照久、

石)|｜政彦、横川晴美、ＬBay＊

休憩

1s:10～16:25座長辻利秀

ｌＢ１２プロトン導電性ベロブスカイト型酸化物の人工格子の研究……･…………４３

（東北大科.研、東北大工'`）○佐多教子、湯上浩雄*、秋山行雄、服部武志、

石亀希男

ｌＢ１３ベロブスカイト型プロトン導電'性コヒーレントＦＧＭ薄膜の構造とイオン

導電特性.…･…………………………………･……………４５

（東北大院工）○井口史匡、湯上浩雄、内藤均、嵐治夫

ｌＢ１４水素イオン導電性固`体電解質を用いたH2/､,ガス電池・……………………４７
（名大理工総研）○松本広軍、竹内一貫、岩原弘青

１１ 



一C会場（第３会議室)‐
［イオンダイナミクスI

9:50～10:40座長岡崎秀雄

lCO3ランダム超格子系の異常電気伝導度…………………………･…･…４９

（岡山大工）○阿部利則、石井忠男

lCO4超イオン導電体に対する低励起モードの役割……………･………･……５１

（岡山大）石井忠男、○神嶋修

休憩

10:50～12:05座長松下栄子

,ＣＯＳ分子動力学法によるβ，アルミナの非アレニウス的イオン伝導メカニズム
の解析……………･…………………….………｡………５３

（日本ガイシ）○山村嘉彦、市川周一、阪井博明

lCO6q-Agl型超イオン伝導体のイオン伝導のメカニズム..……………………５５
（新潟大理、新潟大目＊）○岡崎秀雄、井畑克祥＊

lCO7超イオン導電体における可動イオンの拡散係数の導出．….……..｡………５７

（新潟工科.大、新潟大目二':、新潟大理零噸）○日下部征信、古石貴裕*、
丸山健二*＊、伊藤良夫、田巻繁＊＊

休憩

1320～14:10座長石井忠男

lCO8ペロフスカイト型酸化物導電･体におけるプロトン挙動の理論…………｡…５９

（岐阜大工）○松下栄子、佐々木俊明

lCO9固・体中における光誘起イオン輸送のモデル………･……………………６１

（熊本大理）○安仁屋勝

14:10～１５:00座長小野田義人

ｌＣ１０超イオン導電体のパンドギヤツプ…･……･…………………………｡・６３

（岡山理大）○若村･国夫

lC11Cu2Sの小さいパンドギヤツプとイオン伝導…･……･…………･…･……６５

（岡山理大院）○坪田一郎、若村国夫

休憩

15:10～1625座長安.仁屋勝

ｌＣ１２安定化ジルコニアの過剰熱容量と低励起モード……………･…･……･…６７

（東エ大応セラ研、無機材研*、神奈川大工*鱸、三重大エ…:）○東條壮男、

阿竹徹、森利之*、山村博**、111本治鑛＊＊

ｌＣ１３β,－アルミナにおけるホールバーニング効果……………･…･…………６９
（東北大科臺研）○八木良太郎、阿蘇一博、服部武志、石亀希男

ｌＣ１４非線形光学効果を利用したイオンダイナミクス計測法の開発…………･…７１

（東北大科研）○服部武志、太田健、飯田雄一、石亀希男

111 



第２日目１２月11日（木）,;００～17;４０

‐ホールー

１３２０－１５:００ 

［i寺別講演］
１３２０～１４:１０ 

ZLO1［特別講演1]スピネル型LL愚Ｍｎ20,における組成(x)と電位の関係一理論と実際一。・７３
（東大生研）工藤徹一

（座長岩原弘育）

１４:１０～１５:ＯＯ 

２ＬＯＺ（特別講演Z]酸化物イオン導電性固体とその固体酸化物燃料電池への応用…・・７７
（三重大工）山本治

（座長石亀希男）

‐Ａ会場一

［応用１（ＳＯＦＣ材料）1
9:００～，:５０座長内本喜晴

ＺＡＯ１グリコサーマル法によるジルコニア固溶体の直接合成………………･･…８１

（京大院エ）○井上正志、佐藤圭一郎、木村稔、乾智行

ZAO2YhO1安定化ZrO2(8ｍ０１％Y203)の定常導電率と導電の活性化エネルギー……･･･８３
（名大工）○鈴木豊

,:50～10;40座長土器屋正之

ＺＡＯ３ジルコニア系傾斜機能化混合導電体内の酸素拡散特性…………………・・８５

（東北大院工、物質研*）○内藤均、湯上浩雄、酒井夏子*、横川晴美*、
嵐治夫

ＺＡＯ４Ｔｉｏ２をドープしたYSZの電子伝導特性……･……･･……………………８７
（名工大工）○小林清、山口周、井口義章

休憩

10:50～12:ＯＳ座長安田勇

ZAO5CeI-yGdyO2-q罰y-xの不定比性（ｙ＝0.1,02）……･………･………………８９
（横浜国大環境研、千葉大教育*、東大教養…）○王紹栄、土器屋正之、

田川博章、稲場秀明*、橋本拓也聯＊

ZAO6La(Ni-Ｍ)03?(Ｍ=CO,Fe,Ｍｎ,Cr,Al,Ga)空気極材料の検討………………･･…・９１
（NTT入出力システム研）○千葉玲一、吉村.文一、桜井庸司

ＺＡＯ７水溶液からの(La,Sr)ＭｎＯ３ペロブスカイト間溶体の合成。………｡．……･…９３
（京大院エネルギー科学）八尾健、○杉ｌｌｊ拓也、梶原浩一、内本喜晴

休憩

(特別講演）

休憩

１Ｖ 



15:10～1625座長伊藤満

2Ａ１２ペロブスカイト型酸化物LalxSIXMnO3の酸素不定比'住と欠陥構造…………９５
（横浜国大環境研、千葉大教養;!`、東北大科研衿'`、東大教養*＊＊）○森直哉、
高井博史、南上英博、土器屋正之、田川博章、稲場秀明＊、

水崎純一郎箒＊、橋本拓也*＊＊

2Ａ１３ルテニウム含有パイロクロア酸化物のSOFC電極特'性……………………９７

（神戸大理、三重大エ*）○武田隆史、菅野了次、河本洋二、武田保雄霧、

山本治＊

ＺＡ１４ＳＯＦＣ低温作動化のための電極開発一微細構造制御および貴金属触媒

高分散担持による混合導電体電極の活性化……･………………………９９

（山梨大工）○内田裕之、大須賀崇、渡辺政廣

la25～17:15座長川田達也

2A15LnCrO3(L､＝Ｙ;Ｎｄ,Ｌａ)中におけるＬ､]トイオンの拡散係数…………………１０１
（東エ大エ）○明石孝也、南口誠、丸山俊夫

2Ａ１６固体電解質‐電極界面のインピーダンス測定における電極形状の影響・…･…１０３

（東理大理工、電総研!:）○北清団、嘉藤徹＊

一Ｂ会場一

［応用２（リチウム電池材料）］
，:００～９５０座長稲熊宜之

ＺＢＯ１ペロブスカイト化合物(Lio雲Lao25川SrqsxNbO3のリチウムイオン導電特性..…］０５
（東エ大工）○川上義博、福田昌昭、生田博将、脇原将孝

ZBOZLi(ﾙ藤)Ni(1句02の磁気物性………･……………………………………１０７
（東工大応セラ研、龍谷大理エ*、ネ【'1戸大理準＊）○武松正和、藤島修、

川路均、阿竹徹、白神達也率、平野敦率*、菅野了次*＊

9:50～10:40座長八尾健

zBO3LiI-xN恥xO2の組成、構造と電気化学特性・………………･…･…………１０９
（神戸大理、東エ大応セラ研率、筑波大物質工轆離、無機材研**＊）○平野敦、

菅野了次、河本洋二、武松正和率、阿竹徹訓:、神１１１崇率＊、泉富士夫*輪講

ＺＢＯ４リチウム遷移金属酸化物のＮＭＲ－リチウム欠損とイオン導電'性一・………１１１

（徳島大工）○中村浩一、山本宗生、道廣嘉隆、中林_朗、金城辰夫

休憩

10250～１２:０５座長川路均

ＺＢＯ５スピネル型酸化物LixMn2O4の組成一電'位関係の温度変化……･･…………１１３
（東大生研）○安彦泰進、日比野光宏、工藤徹一

ZBO6混合アルカリ水熱法を用いた層状岩塩型LiFeO2の合成と物性………….…１１５
（大エ研、三重大エ*、神戸大理率＊、阪大基礎エ*＊＊）○田渕光春、

阿度和明、小林弘典、蔭山博之、武田保雄*、菅野了次*＊、

脇田昌幸*＊＊、筒井智嗣率率＊、那須三郎':熱＊

2BO7過酸化ボリ酸から合成された非晶質酸化バナジウムにおける構造及び

リチウム挿入挙動の熱処理による変化…………………･……………１１７

（東大生研）○日比野光宏、田島聡志、工藤徹一

Ｖ 



休憩

(特別講演）

休憩

15:10～16:00座長渡辺正義

ZB12リチウム二次電池用傾斜特性高分子電解質の合成1Ｖプラズマを用いた

液相重合の可能'性。………………………｡｡……･………･…･……１１９

（京大工）○中村智美、安部武志、稲葉稔、小久見善八

ZB13カルボニル基を有する架橋型高分子をマトリックスとしたリチウム二次

電池用ゲル電解質の開発…･………………………………･………・１２１

（山口大工）○浅海克志、石川正司、森田昌行

16:00～16:50座長河村純一

ZB14リチウムイオン伝導'性(100-X)(q6Li2S．Ｏ､`lSiS2)。xLi4SiO`系非晶質材料の
メカノケミカル合成……･…･……．｡……………………｡｡……｡…１Ｚ３

（大阪府大工）○森本英行、山下英毅、辰巳砂昌弘、南努

ZB15LizS-SiS2-Li20-P20s系リチウムイオン伝導性オキシスルフィドガラスの特性
と構造…………………………………………･･………１２５

（大阪府大エ）○林晃敏、荒木竜平、忠永清治、辰巳砂昌弘、南努

16:50～17:40座長脇原将孝

ZB16新規ペロフスカイト型酸化物LaxMyLil3扉yNbO3(Ｍ＝Ｎａ、Ａｇ)のリチウム
イオン伝導'性…･……………･…………･………………･…｡…１２７

（東工大応セラ研）○勝又哲裕、稲熊宜之、伊藤満

ZB173Li3N-KI電解質の固体リチウムイオン電池への応用……………………１２９
（東理大工）○畑ケ真次、桑野潤、斉藤泰和

一c会場一

［イオンダイナミクス］
,:００～9:５０座長大鉢忠

ＺＣＯ１貴金属ハロゲン化物のＮＭＲ－緩和率とイオン導電性……………………１３１

（徳島大工）○金城辰夫、中村浩一、山本宗生、道廣嘉隆

2CO2岩塩構造型アルカリハライドのイオンの分極率及び遮蔽係数..………｡…１３３

（徳島大工、テネシー大およびオークリッジ研悲）○道廣嘉隆、

Ｇ,DMahan*、金城辰夫

,:50～10:40座長服部武志

ＺＣＯ３ＮＭＲ測定による銅インジウム空孔欠陥型硫化物スピネルのCu，Ｉ、

イオン伝導.…･…………･…………･…………………･……１３５

（同志社大工、無機材研*）○柴野靖幸、竹田稔、大室泰久、大鉢忠、

小野田義人＊

ZCO4ZrO2-YhO3固溶体の内部摩擦測定と酸素イオンの緩和現象……｡…………１３７
（名工大刀○小澤正邦、鈴木傑

休憩

[混合導電体］

ｖｉ 



10:50～12:05座長武田保雄

2CO5SrTiﾙxFeAaの混合導電性の酸素分圧･依存性・……･……………………１３９
（名大理工総研）○林直顕、志村哲生、岩原弘育

2CO６金属／固体電解質界面における電子輸送特性…………………･………１４１

（名エ大工）○小林清、山口周、井口義章

2CO7InnO3をドープしたCaZrO3の高温電気輸送特性…………………………１４３
（名工大工）○小林清、山口周、井口義章

休憩

(特別講演）

［ポリマー電解質］

15:10～16:00座長森田昌行

ZCl2耐熱性を有する高分子電解質の合成とそのプロトン伝導性（V11）PBI／強酸
複合体における強酸の種類とプロトン伝導'性の関係・…･……･…………１４５

（上智大理工）○森田純司、陸川政弘、讃井浩平、緒方直哉

2C13アルキルスルホン酸基を有するボリ（ベンズイミダゾール）膜のプロトン

輸送(1V）吸着水が及ぼすプロトン伝導特I性・………………･…………１４７
（上智大理工）○川原光黍、陸川政弘、讃井浩平、緒方直哉

16:００～17:15座長小久見善八

2Cl４多価金属塩を含むポリマー複合体のイオン伝導度…………｡.…………１４９

（山口大工）○荒木寅盛、石川正司、森田昌行

zcl5側鎖にトリ（オキシエチレン）セグメントを有するボリ（オキシエチレン）

のイオン伝導特I性[I'］……･…………･…………･…………………１５１
（京工繊大工芸、京大化研*）○和田嘉彦、池田裕子、稲谷信三鑿

2Ｃｌ６高分子のガラス転移・緩和現象とイオン伝導…･…･………….｡………１５３

（横浜国大エ、筑波大物質エ*、東エ大応セラ研譲＊）○渡邊正義、西本淳、
上殿明良*、谷川庄一郎霞':、小池淳一郎'１:＊、阿竹徹瀧＊

［懇親会］１８:00～

第3日目１２月12日（金）９:00～16:50

-Ａ会場一

［応用１（ＳＯＦＣ材料）］
，:00～，:ｓｏ座長内田裕之

3Ａ０１セリア系電解質を用いた固体電解質型燃料電池における燃料極での反応．…１５５

（東北大瀧剛）○尾沼重徳、飛沢輝樹、開米篤志、河村憲一、二唐裕、

川田達也、水崎純一郎

3AOZCeO2-GdzO3系固溶体の導電率、化学拡散`係数と還元膨張…･……………．１５７
（東京ガス）○安田勇、菱沼祐一

ＶⅡ 



，:50～10:40座長三洲則雄

3ＡＯ３Ｃｏ添加LaGaO3系酸化物を用いたCHI酸素改質を内部改質とする固体電解質
燃料電池…….…………･…………･………………………１５９

（大分大工）○石原達己、山田喬、日恵井佳子、西口宏泰、滝田祐作
3AO4LaGaO3系酸化物のラマン分光分析・……･……………………………１６１

（関西電力、関電化エ*）○稲垣亨、三浦和宏鬘I:、吉田洋之、藤田淳一

休憩

［応用３（センサ・その他）］
10:50～12:ＯＳ座長水崎純一郎

3AOS固体酸化物電気化学ドーピング(SOED)法の機構と応用…………………１６３
（熊本大エ）○松本泰道

3A０６ペロフスカイト型リチウムイオン伝導性酸化物を用いたリチウムイオンの

回収と同位･体分離・……･…………･………………………………１６５

（東工大応セラ研）○功刀俊介、稲熊宜之、･伊藤満

3Ａ０７固体電解質型メンブレンリアクターを用いた炭化水素の酸化反応……．.…１６７

（物質研、広島大工:!)○浜川聡、早川孝、鈴木邦夫、村田和久、
竹平勝臣＊

休憩

13:２０～14:10座長浜川I聡

3AOS安定化ジルコニアと２種類の酸化物電極を組み合わせた混成電位型

ＣＯセンサ．…・………………………………………………１６９

（九大総合理エ）○三浦則雄、来仙貴久、盧革字、山添昇

3Ａ０９１５００Ｋまで使用可能な溶融金属用水素センサー・…………………･……１７１

（名工大、TYK*）○武津典彦、栗田典明、小出邦博*、大橋照男

14:10～15:００座長八尾伸也

3Ａ１０酸化物イオン導電'性高温酸化皮膜を用いた酸素センサー……･……｡……１７３

（東北大科研）○河村･憲一、開米篤志、二唐裕、川田達也、水１１１奇純一郎

3Ａ１１NOxを含む雰囲気におけるNdzxCe露CuO4/Nd-CeOz/TVIetal電極セルの
直流分極特性…･……………………･……………･……･……・１７５

（名エ大エ）内藤亮介、小林清、柴田敬三、○山口周、井口義章

休憩

15:10～16:00座長日比野光宏

3Ａ１２非晶質WO3薄膜のエレクトロクロミズム発現機構・……･……………･…１７７
（岡山大環境理工）○石川雅之、谷野明寛、難波徳郎、三浦嘉也

3Ａ１３電気泳動法によるSC/YSZ/Ｓｃ複合膜の調製とｐＨ特'性評価…･……･………１７９
（都立大院工、東医歯大医用研＊）○濱上寿一、山下仁大*、梅垣高士

VlIl 



１６:00～16:50座長今西誠之

3Ａ１４ジルコニア電解質の起電一酸素ポンプ機能を利用したプロピレン

センサの開発…･……………･……………･…………｡……･…１８１

（名工研、日本特殊陶業*）○日比野高士、桑原好孝、黒木由美*、

井上隆治*、北野谷昇、大島崇文＊

3Ａ１５固体電解質水素ポンプにおける効率低下現象の検討……………………１８３

（名大理工総研）○飯田陽介、松本広重、岩原弘青

一B会場一

［イオン導電体の合成］
9:00～9:５０座長江口浩一

3BO1リチウムイオン伝導性酸化物La…Li]鑓TiO]の単結晶育成とその性質……･…１８５
（東工大応セラ研）○稲熊宜之、伊藤満

3BOz骨格構造をもつ硫化物新規リチウムイオン導電'体の合成・…･……………１８７

（神戸大理）○入江達彦、菅野了次、河本洋二

9:50～10:40座長鈴木豊

3BO3イツトリアドープセリアとイツトリア安定化ジルコニアとの固相反応。……１８９

（九大総理エ）○光安秀美、野中靖、大瀧倫卓、江口浩一

3BO4種々のCeZrO4準安定相の合成とキャラクタリゼーシヨン…･…･…………１９１
（阪大院エ）○岸本治夫、小俣孝久、八尾イ｢|'也

休憩

10:50～12:05座長菅野了次

3BOS－次元トンネル状空間を利用したイオン交換反応によるチタノガリウム酸塩の

合成と構造…………………･………………………………・１９３

（無機材研、原研鞭）○道上勇一、竹之内智、佐々木高義、渡辺達、

泉富士夫、森井幸生*、下条豊熟

3BO6複合固体電解質Ｎａ,ZrzSi]0,2(NZS)-TiO2の導電率に及ぼすNZSの調製
方法の効果………………………………･………･…………１９５

（大エ研、Abcrdccn大*）○竹内友成、田渕光春、ACoats率、

DCSinclair*、Ａ,Ｒ・West*、蔭山博之

3BO7プラズマ重合によるナフイオン類･似イオン交換性薄膜の合成……………１９７

（京大工）○豊澤圭子、安部武志、稲葉稔、小久見善八

休憩

［構造・物性］
1320～14:10座長山口周

3BO8SrTiQ,接合･体の非オーミツク性の酸素分圧依存性と電流誘起酸化還元挙動…１９９
（九大総理工）○大瀧倫卓、尾崎美佐子、野に'二'靖、江口浩一

3BO9ベロブスカイト型プロトン導電体SrZr卜麗YbxO3oの;構造と酸素の挙動……･…２０１
（東大理、徳島大総合科学*、東工大応セラ研*＊）○逢坂敬信、小藤吉郎*、
沼子干弥*、石沢伸夫*＊

1Ｘ 



14:10～15:00座長渡辺遵

3B１０大環状骨格構造を持つナトリウムイオン導電体の構造と物性……………２０３

（都立大工、東医歯大医用研、工学院大工*＊）山下仁大*、○濱上寿一、
大倉利典*＊、梅垣高士

3Ｂ１１Ｙｂ添加SrCeO3の局所構造解析…………………………･……………２０５
（名大院エ、原研*、高エネ研鑛議）○有田裕二、葉名尻豊、松井'恒雄、
原見太幹*、小林克己…

休憩

15:10～16:00座長曽田一雄

3Ｂ１２Ｇｄ添加CeO2の局所構造解析……･…………………･…･……………２０７
（名大工、高エネ研*）○大橋東洋、徳永辰也、有田裕二、松井恒雄、
小林克己＊

3Ｂ１３アラレ石型構造をもつ酸素酸塩のイオン導電性…………………･…｡…２０９

（名大理エ総研）○志村･哲生、藤本誠一、岩原弘青

16:00～1650座長志村.哲生

3Ｂ１４トンネル構造を持つプロトン挿入化合物………･……………｡………２１１

（神戸大理）○曽谷紀之、嶋田郁子、枝和男、国友正和

3B15イオンビーム解析によるプロトン伝導体中のプロトン移動の研究…･……・Ｚ１３

（東北大金研、東北大科研鱸）○荒井貴司、国松亜弥、秋山行雄*、
，佐多教子*、高広克己、永田晋二、石亀`希男＊、山口貞衛

一ｃ会場一

［ハロゲン化物イオン導電体］

925～10;40座長辰巳砂昌弘

3CO2フッ化物イオン伝導体ABF`(A=Na,ＫＰｓｊＢ=Sb,Bi)の結晶構造と
１，FNMRによる研究…･……………………･…･…･………………・Ｚ１５

（広島大理）○大貫康正、ChristianPcterHolst、山田康治、奥田勉

3ＣＯ３Ｆイオン導電体PboBSnoﾕF2のイオン伝導と結晶構造との相関性に関する研究…２１７
（同志社大工、京大化研傘）山本和秀、○打田一至、伊藤嘉昭識、向山毅*、
吉門進三

3CO４鉛フッ化物固溶体のイオン導電機構。…………｡｡……･………………２１９

（京大化研、同志社大エ鞭、徳島大総合科学*＊）伊藤嘉昭、向山毅、
吉門進三*、小藤吉郎非難

休憩

［イオン導電性ガラス］
10:50～12:05座長小林迪助

3CO5Ag-Ge-Sc系カルコゲナイドガラスの電気的性質…………･……………２２１

（北大理、熊本大理:':）○河村純一、川崎学、中村義男、安仁屋勝轤

3CO6AgI-Ag1P2O7系ガラスおよび結晶のＡｇ－１０９ＮＭＲ………………………・ＺＺ３
（北大理、北大工*）○桑田直明、河村術iu-、中村.義男、恵良田知樹＊

3CO7Agl-Ag20-MP,（ＭＰｙ＝種々の酸化物）系ｑ－ＡｇＩ凍結複合体の熱的・
電気的性質……………･………………｡……｡…………･･…２２５

（大阪府大工）○奥田和博、辰巳砂昌弘、南勢

Ｘ 


