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グラファイトアルか)銅 郡 壮合物の太東q痕 乙姫性

分与研.電塵大井 頑 敏軌 佐鮒 ,井口敢

ゲラ7ァイト アーLか)金貫専耽 名物乏含場 合姉 春満化名物アJLか)全勝

は'k象q)帖 也と亭日.1)H-D交膚転末 (H2十Dl⇔ 2HD).2)JILト げラ,k鼓転
竣元缶と街tiう｡1.2) ゲラ7ァイト アILもり全署唇郎亡谷崎o･この榔 性Ja.

こ小紙 金物の唇61へ0)丸知 慮と牽魂T3ま漣己項う･倦怠観 (T<_20叱 )Cat"てIa
.癖 軸蕗 と亀1て戊巌 それも水気Q*ILト Ilbラ鹿骨旨克己起 し.文.志孟母 古くT>～

ヲook)で増 感 t帖 k如 H-D香登締 とうrJ.とt)ALけ･門 ファイト わ')
｡qit合物t=益 nてta.招痕 'L丸T=九泉I助 には'腺 亡物とlて屠67tことl)止 され急｡

頚を.この師 岡o)起百と召37■ぅ7ァ1 ト ア･しか)卓駄 6物への'k泉 句境邑頚痛
L=つl)てtaた易輔らガl=店ユJtTai･与す-.又.社 台物 内に噸 二心E'JL裏の砿恵.動的..

鵬 も雫味あ引堰 い て罷これてt13 . 今宮項 葛でB.JE琴唾岩譜象':主副 .
ブラ7アイトt.カリ.h AtJ･'七三巾山号I昧 合物の'k景嚇 ot･砿歳 三LhEJlL,Sの挙
動瑚 ちかこす3為.,k気管57見申L･描 け3屑篭専与スCJ二項細 魚モ節T,3っ忘｡
廿1ス守一5'寄掛⊂令物 CeflLaワいぅ7 p ぺトの各署軌こアJLわリ金言凍与tl歩挿入と

小吉髄 ともち.分2スラーi:稚蝕 GJlはゲラ77ぺト二軍あきlこ11蘇弓tS常 人こLh.

聴 こ唱 盲 ｡ 貢.両者とヰL=全盲地姓唇と京す｡毒錦の金蔵 は･つ､Iう7才イIL(Un･･oれ

Gけ♭.･deb製)と膏曹吾留l吉kあ3､'店Csとの買相伝応lこJt)朽ちっ吉 ｡ 3) 奄着電
3-スt4こ涙鳴(CESR)Q)曹最Q.面頑90x2仙叫子 .琴こ0･13仙仙 (C.軸も向)モ

朴 1.マイ'70滴轟鳥目雌､C.5に平行の発汗で.息韓のxげニト'ES,R乾富 と闇､)て節首

つて｡,k景q)鴫 lこ言3億着膏をスCoニ貫鴫の喝喝を仕q)頚嘘唱.%-Aa唱で鼻.て積乳
ZLhたt3ぼ●･i見方の水鳥モ曹怠lこあl)て導入す3ことに言l)祈 qっt:.

重曹中lこai･t-て債 ら小f_Cさk のCESRLつ1-ナlL信イ講 等終 モ項っ金帝だ痛の9--イソ

二%'とぢ盲 ｡ (団1)
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Cektこあり3水気o)蔓入lこき391'イソこ晋iつ"I-Ld)

等事象IIOう¥-9A/a . ミDI'ナtL鵡 こ(A十TB).鮒
凸Hの項的 iti姻 2に鼓弓轟l)-rtあ3 ｡ (A'Ia)13たく

れ て一足増t.A-ユい 一息工 に塵Itのち･i?址 で五
･>と荒す｡i-1｡ohの豆脅せ簸てIlr3(A十fSlのせT3身塔の

Cekの号JIJlJも′卜2く .737.とti盲 ｡ A/已Gitくつ.Sk
でibすl廿L=載 トト 2.Stdiく10レLでra塙､一色値モヒl).

書>1ohで･勧噛 tこ唱､).-珪楚r_連写 hく. この定常亀

(亡3.3)l盲端 Cek の A/a-2･い こ江べて ユ乞､).マ ･

AHr3大<qhで定昇l.2h<tくibhで一店麹 ､こらに
.大>iOhT4,す一か こ戴 卜日出itう一重虚t=迫ぎーく｡
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伝導専与スピン共鳴の9●イソ二.鵡 lこよ

れば1.A/8Q専与の載故境南TD寄心dス

C.ン勧 埼向T2t=康漁 L.A/Bの妙
に帝t)TD/T亀L3増加l.AJb=2.S･Sで
Tt),+の で●あソ専}(3患在イ亡号3(gI｡Jd-

d伽 的 yll仙tLt)･貢.△H13Tl-1I=汀軌す
3 ｡ヰ)

食クr3.ベ一二七'食 個と毛つ虚合争定
常看板化合物トt)7工こしン(C19H11)の
か)ウム飽任(Tpk)におけ3水魚嶋駒
斯親 に馳 k真贋与の出頭と明らかにI

E沓､.5) ceKにあけ3喝細 目(別<

‡<10い で倒 これ3スピン敦の軸
と毎欲す3(A十B)の助 oB.Tpk 向乱
.爾払k荒原与の47スピンlこJ3可能性

Odぁ L).A/B のこの軌罰俸蟻での他Tl言

看取のTDモiつ席巻専与スどこ蒼鳴r:.
高石IT=水 素育子うご'!)lLにJ3苦慮 (TD

→cb)酌 DJ7.,盲とlT師 でミ 3 ｡ この

私に.金台卑靖或青竜硬化J5物 )礎蛸 鼠
モもつケう7ア イト か)ウ4社名鞄店.

トリ7工こしンーか川 む釦 信鮭 .准撃

破誉初期r=あl)てl吉永毒は Hl⇔ 2H･ Lこ

言t),k東風与に帝敵これ.社台喝固蕗中o)

す王向に辱知 こJ13毛のと,e.もれ る ｡ 文

.これ らのぬ名物 に古.)てT3.H-C)奄卑
官応t3純 水意の有右と･& lてJI)軸率的
ヒ居 るものと恩人Lh.3 ｡

わ 1°C'hの宜糾 簸て■ra.火気噺
は竜顔的にC%kH,/3の庖銭とtit).ゲラ

7ァイトニ昏お三lここ帝のK蕉与ぢ入t).

Kニ菅何f=火急か砲をす3月蛭とg3｡̀)
この時向領域でのA/Bの増他I言､C軸も向
の伝書曹}の,Ttt7亡｡二つ-181'鴫 の奄瓦lこき

I)凄くぢ3ことによ31のと月えられ3 ｡

(食 Qの剖 直射†でra.TbtaC軸も向の

式敷に33 . う ま･この女帝戒亀でQ)衷
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E'F
graphite C8K C8KHx

固4.城転恵奄 (C8KHx.L=3;･q3卓絶甘C8K
のつェlLミ苧ruの億芳E元号｡)

鳴 iブナ･し希有の頚,PIS.侶着電
与7C.1苓鴫のiグナ･し領有か H.

勺･)輯曲舶 む亡率xこJAZN信下)に

江倒す3ここヴう羊l齢 Iて.'k嘉
のイオこItJllテJiや lL(13.8eV)

8 -●C曾Kの‡れ(ち.3eV)き つ天

王 l)1こL=よ3 C3ktilう'k嘉へ
0)曹鞠 モ慮 17の.フェILミ
面でのき与の収容盛請 N(Gr)の少にJ3ものと定もれ吉 ｡EIヰ

lこ7"ぅ7アイト.e曾K, CBkHTZlの拡絶家育NCE)の項Lll切言,T荒す ｡

C的k Lこar13,螺 の尊 大(=J39t'イソこせiワt'}.し0)A/T3.(A十B).△H の喝向を

it.L3回3I=弄Ig遍.)て●ぁ3 ｡ (A十Ti)は宙向ヒ偉 t:軸 に茸ケL.Cakと晋も3号あモ五

号｡A/al32､8btう三好サし.大之3oLで sLouTdi仲店ttかへ t.心 t以下lこ7:31).大～130

hの包噂城島でGi∋･2勺吐 t=足守3 . 又.AHtCekヒ雫召-)卑紬亡噂的1て在韓埴r:

唱3.(A鴫 )啓一i?t'TlL萄竜の瀬′>と百硬lて滋ヶ年3ことr3.C%K t.硯 .GヰK

言t川 への郵鞄 モ轟 l70)7ェ.しミ面のjtkt亀鮒 の最少によさもd)と定ふれ3｡~帝苅
永 日.う 1-9A/a,わー低下耳3ことGI.確執 JL最ヴ廊 向の申与のかソtBLついモ鵡F3

ことに言3毛oIであ3ヒ男iらLh38-､･この値 t5'ぅIbtOd嶋 t̂宅LL叫 LtLんtLt 机下に唱3こt

も男と郎 3ヒ.考ゝ とれE九泉の他部 う こ9-1LLr:統 了もここに言3T7碑 壌o)LPうど一

L=慌毎号3ヰのであり.買.絶仲川 の増価もこのよう唱干E)一憶 l=主3bTOAdか い.t･q_

から髄BRで王3もotとf･わLh,も｡このA に.払 klこか )て'ほの尊大lこJ､)下町 IfS61

蜘 すさことr3.C的kですCBkと官tit).C叫kH10)頑睦づ一題軸ケ●うつァイトモ含
む不鳴 一箱て･読3ここづ うま3ものと,e..h鵬 ｡rT)

C甘CSとつ､)てt3.億葛専与スC.こ青嶋 は非掛 こ70-ド,gL つ一･T.しモ荒し .小幕o)等
人に言,てtiJ)t･ナILの膏4Cr細 く観利之hr311.Itぢ､,てこの頓 の'k掛 倒rl

･徒色物匹齢 への,k急o)嘘収モ魚訂･表面の男性の319tl作馴 て L134のL曽ふれ3･i
づl也省一ら.馬喰上気(恵与刺し貫)曹軌最中lこか 1て屯.C8Csra全きづら鞘 争 lこ菅
Jtl.貫鳴ilr丁 lL#母の叙 >ヴ専ら小長B
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