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マグネ7イ巨,原子価堪叡次象
- M｡QecuRorP｡払ron TV7｡deQ一

概 山田早足

§1.ユn†roduC右on

マブネ7才ト Te,04 (FeO･Teユ0,)li常置で且 署聖的,i-3d電子･=席守る,:A

合原子価米飯碩 動 て､､う. こC)神官,1.逆スビキJレ構造をiち.2分子と含むprJ'mT毎

払比 里 ､Fe イオン甘′2コC,細 体匝眉 と′4コqg面体政彦(:配置さn5. 号の僚
今面櫛娼 はす1tLて雇十1オンで占U,細 37:9),翫 g面倖痩是の佃お13.値 毎 の,Iラ

ンスをあらわすa ･･ Cxg/3= 2メ3十 4xX: , ズ-2･ち カら直ちL=わカ､うI うJこ.辛

周密子佃 Te'･汁 と,J,),Fel+,FeL3十が 50‥50の脅蛤 でラ>デ4 '=Bの5二と(=nJう.

-;観 O,低下とヒもーこ, 二のrうTj電子配置の東嶺牢さ は Hずれ 両紙 弓う者であク.餐

敵, Tv-)lo矢 l･/下で一定の儒和 親巧政 子･JH溝 現 し,孝位 叱/3LLとつの立オ主軸け
師 二ヱ帝 と'Jろごとが知 られてItう. 以下では】 この軸索畢 (verwey転､牽 )最上C適

度でO,電荷 の咋げ の炊飯 をミクロ′ニ掛 け 5 毛テル羊1I, れo&cLL6- p必 - し
･modLAを慮よし.中豊了豪紅麹 の.毎度 とに敢すう.

§2.中断 常軌突簸

Fe,04の丁)T v 了の中断 を敵 餌も Sh岬rO
ちr-Iって軌 く新見さktf:. その結果,ユあう軍及
sChevncLITCに 担i に斥さjtていう.)kcl青草ざま
が息ちlて詣滴 される.

1. 分布o凍 入植ti.低温fo)新 しl個賞的値再寸
養1持 戒挺･.良-(y200)でLiTJく.k=(ooo)I:あ5.

2.今市o)吏轍は.息蓮奪う阜o'まh ')でそれでれ

贋 ワろ選身性と音っ.

3.強か 離 液汚櫛 ま . T～Tvで招 れ雀貴液で
Llち 11.

これらの埼酔 よ,薪 披 埠臭で勧 ･ifれう析

Fe304
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T>ヽ

to10】ZONE

+ h+k+t̀4n tql
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虹 i
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tt'ラメ-3-a)rPちぎ(:tとづく凝滞駈 Lとは全く

選るもので5'/).別 の糠 が屠えられJll拍 うTJリ.玖 J々ま. この澱丸克碑 が金魚やの子

讐 詣 昌?''Jl崇 慧 誓 言諾 蒜 忍 品 監 置 三左;′1㌔ 三
I

の 1うに師年した.
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§3 MoQe止血ノL Poそ… TL

回2(a.)07エう'i Fe4S-LTeを含む

7ラス?一之斉他と発とう.軸 慢ヴ5

着 されろ分子軌包ま.

YO-主用 +恒 も十如

守,-拍 一色+も⊥恒

車 拍 -91-か 如

V,-士極+屯鴻-裾
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1Lr---1一ノ
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寓 2.

プあ,), テ終 了うエえルギー年後11回2(ら)のエうに'Jってt･与.革 弓とtてこ4'クラス

チ-中にはユコC,電子が政畳 まJtうかう,酌 ､ら明 らか ,JlうIこ産適職酎I3盲滞逆であ
LJ, 九hn-TA成れ逐性 である. Ja晶一丁必 工か レギー(I,頭頂追求紘''適如

線 覇Viを暮春と1ろ布i-77スピン撮第号主動 2て一

札TT- 9(0',62･十gユQl十g3Q3),

jヽQ-Q
oOー
0o0
′iニ6 q2=tO(zoi),63=lo?oLoZ].

の昌 にあちわiれう. 臥 ,OLGi,は局戸碩勃モード♂)確中であう 一 二九から材 あられ

1-_愛甲ボランtv7ルは.(at . a2,白3日 凍え至由で回うのよう'J一正ヰ面確の裾07上Jこ

極小値相 rptて1-ラ.鋳脚 橡 では吾のま翫 あろ

ゎ瑚 患ベ7い レhl',こ0灘 ,工を遅動 け lる∵ ダり

ミつ77-7音形′--K箆であう.演離 gt=.例 iLILta 亜

t正4勧体の彼d'安真l二子妹 15状絶t硬絢 に方JT=4'

が酌 である.回の吏Eyo,よう75局榊を勃モーrと.笹子

詠畳 ItDターンがF]喝 に宅夜lて､-ち.

二o)ようTi水箆は.2電子柔が cphererttl=

珂固相 線 イオンの賓他I=J,てfseRJfro-FI
づyLl=自己享 牽状鼠であろけら.こ4)着娃 からは

1勧 t二郎 摘 乙字狩,#象であ5,垂孝dhiで-

ラロ>が彊合府 砲 ,つき･)Eれ 泌 cajeLZ～

p払 し ' 拍 3ニヒげ盆養う.丁>Tcで

のマ7'ネ打 卜の斬 正睦 'i･牙一也fhLと JtI千.
二の1うTl Jn OW p必凡のしが う,?

ムE=分布lT=扶級であうと斉iう.
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§4･.mwee′uLAa～ poゼ- LJニ上る僚iLか果
1て. 二の仇 追 aL8- poR柵 ,ゴ麺 :号の河LEに輝･]EbJjをんを蘭定言5.従 って

上t:逆べたよう13 舶 一P謎的 のしが ラリ '■ム′二号やI てL131 うTJ状態Jtlっ

廟 碩 札も励 声nJUiI.ぁT=帰 れ山 辺れ PA 〟uytを祁 色物や,Jとす5よう7t

lu= 教 わ;慧 二三･i這:JfZ;a.禁 諾 誓 テ77:う-?告 欝 =k,とが

でそろ.図5[-一乱筆鰐釆乞,ittl=.回ユo'Scherha危 言萄 餅 寛と大衡 =あ､L､て一致す

うことがhがろhtA, 更t=二g,モ1Jtル の五重建乞触 すうた5',エLJ鯉での(.f蒙 を碑 ,T=野
師 宴鞭と行った.担6, 7Lまそれぞれ (g署o).如 tpt'(84･0)同LEの吏刺の毅['i激安汲
産綿 と,う碩値の比厳を射 てIlう.碁に(紬0)圃ilの令やでJよ.音璃 4,嶺牽,J毒毅
が上く官L'BLjo"○ターンt=一致 tて!､う とハ とう.
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亨5.寵線
以上の結果がら.マグネ?H c'原子価暑毎次箆 ,d ′ 2骨子の瑚 観象 とtての

(7 鵠 霊 気誤 三三Jti盈 豊 とlて/I 二両 か俄 ヱた7';全
更に.この願 から75t,電荷4,酸 化 をのす0,描, こftちの れ払 poPdm

の凧二存在てる奉呈作甲にJって.筋力b-3E:pOR叫 7r-オTm 一飯列73退役でわ と

放 てI日と息 bれうが,この和三拝恥 鹿骨F.強力碇をそ0,才o)はきr:'̀Lら｢1 11て

射 ず,攻のステつ7Dとtて官尊で誘5と息 h九5･
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