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RB6度州dBGa)改姓t伝尊
泉北大理′如巳大泉窄ま

鹿萄唾 - , 首謀正人&,国井鹿 , 高大凌 ′増各息鹿
閑 6且かMBGLl.CeBGと恥 thBG型の鈷晶腐離 婚卓,Pr,NA共 に 十 3ノれ

B6が-2イ岳と+i''J､金港として-佃凌璃句扱舞をます物男?･ある｡

図 10:/flすり L:.電風教勘 摘 過

客FTt･盛鹿句 l‥斬 aL.敏殖J泉に並プく

と紳L:‡5頑向き孟し.Å食感姓的
I:オーダ'-す5Tは 下で･.急激L=/J.さ

く+j石｡電束破鏡よy泉めたPrB6の

TNは約7k.Nd鮎はJibr.7Krdあ5｡

GBSh'.ふ此‰ ム劫郎 可 の増
し.PrB6及b･･NAB6はdRh.dR,捗れム

効果を長さtiL､｡また,柳 :PrBcT L･

LS.4.2k)1下でGB6のPんaseⅡ
(点食舶 鹿新 B)とよく似た魂座臥

鑑拍 †｡Jk与のごとか5.CkB6
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団-1,祢BS及捌 招 Sの

竜泉凪払47,-･級 変化
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の幼膿を理解するたN)L･毛.dun.L‰wtdL

効果L:よ5塵彪さの餌 再B6I Nd86皇帝東するこtLt.jL雫て一ある｡

また.組 の崩 'L;よ, て開 6,NdB… 躯 は､英.こ組 窒化 の飴晶場,:1 フ て

は理解され雪,し･ごとがbb'フてあ9-着の糸晶離 与え5像射 撃如 希たれる｡
香木什研究によると.点恵荷モデルとd弓 ]-ロンモデル仏書し､lこ塵象 Lた廃品濁 音

与え_食bせて考えるとふさ+j鹿晶錫しか摺 5九+lL･.また･一.息亀有モデルとd-∫] 一

口ユモデルは4夏の蕗晶射 与える｡印書･4度の鹿晶錫鹿弁舌拷フた小さ+i廃品虜r･.11､

鬼鹿ま7･･の寛鮎 東を説斬 首ごとl三方す絶r･.ある｡

書こそ一哉2'l･アーJ瑚 モデルによフて与え占九摘 晶堵招 える｡7-才細山 計

モデルL･よると.fiBg,NdBS葬l‥.6茨の姦晶場威倉のgJL･,*晶虜が碍占九る.

p-Jmi 竹 モf･･,Llま･ほ ヒ4加 最 J(A-士,が4加 廃品象 父-0が は

?お品錫を与える)で書えば-.PrBGI:おLtて.i.0.4 くX く 0.7度の艶囲67鹿晶鳩去1-

え_舶ち61こねLtて毛.-0.3 くヱ<0.2鹿の鮭軒の磨晶場巷与え5 .

アリれ払-計モデルの与え5幽 鬼 .ま･ Pr飢 て･･はrT至純 仔･Ndち6では翫 締 ｡
問う6lこれ て.i.スガ O.古布盤でrTとrsがえ九か あク､と･･ちS が 泉緑風こtilちかほ乳

妙であり､ごktitf.酸J:よ,て庚紬 ば'tJS+JL･問題である｡せこで 我川 .rTとrs-q'う

ちt.-ちらが勧虹捉鮭であろのかを決めろために､比熱 ･斬 埠 d)栗験を街+jフた｡

租 ま･#08毎 控 か よフて錐的 大型紬 晶摘 射 ､測れ 恥 たJ 如 定臥O
LJ_丹1㌦ が4.J33A.N摘Gが4.,26Al･･ある｡
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奄如瓦紙 .i. 塵鹿TZq端i,-iて一判定し絶対値も五めた｡甚熱 さ屠鬼の一人 (書3L )による

ACカロ= -揉 摘 し､T:監置3L･よフて測 iiLた｡苛虚 如 成東末座t:よ,て,･･Bl足 した

宅のである｡

図2は.ACカロリメーク承L･よ,

て測定 した､fiち 6及aI･LoちS の比熱

の鹿藍である｡吊･翫 L:ほTNでの嵐物

Lこ対応したピークが私ら九てし､る｡

LaB6で藤与朝倉の此蒸 絹 き壊i

るごとができると考えて.祢翫 よリ

LnBSの纏 埴去差引し､f=のが図3であ

5｡図3で.約sokとL00K甘盈

の測 定値t=凹凸がみ与れるAbL二 二九

【sLoBcの 比藤の栗験値が勿少,I.5
フし･てし,るf:めであり.固有の兎象で

は官し･ヒ斉iてし､る.
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比ス綾 とて資廟櫨への#物 摘 み こ
た｡団 3中l:点鹿 で JT-,してあるのが.

r7着鶴大鹿の鹿晶鳩 (エ:0.5･L)L･よる

比熱の計算値であり.更級で.T-.してあ

うのか■､ris･塞餌 泡 の商品頑(ズ=0.日 )

であ5｡巧5か に､rs基底碁盤と した

i･i晶場のか i更験虐去よく言的 できる｡

団与は.安藤値よク藍めたェ>ト

ロヒ〇一の姦智 -ぁる｡ (CK沈下Ii

他 の東離 農名月し･た) 低温申d)

政務か5.r7鼻息水魚 よ9T3鼻紙

息とした方がIF55肌 こよし､ 玖毛足
α

†｡そこで餌 は･塞底氷魚 はr79で 議
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あり.羊の鳥晶動よ団3,再 の毛ので与え5あると席え石｡また､中値与回折4)真顔 より

芯は1,綾 射 ･あることカi'bがフてし､るが.硯元のと=5.t･lのよラ+i鹿射 ●(;旭 動 こ

ti.るがはわかフてし､+iL､｡

茨に､この鹿晶堵名相し､て背後

率の朝粥去朽 +3',た｡解妬 こ像し

ては.鹿島虜のレベルによ,て翼

+iる簸さの吏顔鹿互摩周を考える

こし･ラ翼珊 瑚 摘 互備前 各人

した｡国5-Lこ.≠盲目)実療店 ll

Loも6の帝虚率(-7JxLO-S【eA J】)

ま補正した億が白丸で志 してあ5｡

比熱で泉めた,*晶喝 I=よる苛政

率を.留∫中の一連瀕鹿で丘T.

さ主lこ . rS-rS喝の交換相互作用

幸一2.3K, 羊のJleq)レペ■)L喝の

互換鹿互頻用去-;kとする好斉

によフて更 級のように､史観 と
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(o ) 君測線

(二二=.)計算値
打悔官】

非掛 こ虹 -如 く裾占九た｡ 150

Nd36にフし･ては.青かこよフて

電泉底流47年柵よ,)､ユrT,(鼻息)-
.指(L20k)-TTS(260k)とし･ラ銘品

燭 が'与え占九であサ この鳥晶境

を凱･て翫纏 の句新 患符号,た,

留6で､軸 力ゞLD態の軸 率去

補正した侶: 点餅顔が糸島頚の

みの場合.東銀銭r;一之r'喝と､爪

-Lr,軌 :ll.5･K , その他のレベ

ル間 に -6.Ekとした幹男過である.

史線は東轍 と良く-臥してし･る.
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適と単軸 巧 ㌢てくる｡ご九は･3u 毎 払ん による毛のと者iSれ 1-Bの･NMR
I:よるT,の例えから古.5ROが農産してし､る:とが五時さあてし､る｡

A上のことか51二

え5あると考える ｡
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