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結を2川 ,そのE!tI牡の.甘大と沖少を交互に行うこと

は,8:Lこ書くED舶 Lこ上って姐■の方iA:b･ら髄 捻対

せらtL乗った折 ClJる∩そしてその♯性は棚 釣には

放く又記 く阿らかにされているれ これと糧棚 と

しての柏'Rの雌 である敬相性 F悶化の放歌との払i]!

には,未だ的桝 羊tJ)故地が稚さiLていろ｡欄 ltn

管カ:頒y_誠■として川いられた胡合lこ,その庄野方法

[:よってb何TLろ性只{._I/-f汁 かを印紙 TJ移行に上っ

て;6tiLようと21みた甘■の拭nさである｡

2 t血監ZEと*故方法

珊 典Ztの括宙は牡 1に示すとおL)であろ｡捌勺
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(T2日h 72･*には'7.Z!n電封 (T2)のみを挿入す

る｡この綴Ld]唖の外【即こはガタ3L符(G旭 はめ込み,

棚 .Lク71･の加iA17H IJ)内に殺す.加盟浴〔lり
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LR lこ1つて抑 並に丈)のiE改上井を可及的にt;

隻 (大的 2-･3分につき l'C の上州 合If=らしめ

ろ｡丑℡封 Tl及び T=)としては u S_書42の
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た,すなわちすべて官退1こもろJL7フィン浴 (711の
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つ7してl細 計tllh'･顕れろ｡これ*i･芯は盈JlのPr拓で
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明らかに諸勲の放牧が沈められ これにBII;て栓抜汁

G2のPJ<LLliそILぞzLC,Ji及び Aの上うに批 1,ろ｡

周2及びAコには_冷叫池田のお宅力持m)rul粗を省いた

那.18誰計 G2の摂LLは /̂,u′ 等で武芸iしてい
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(ll) 放浪を HO一社まで行いその捜徐r}した考合

一⊂℡Za(2),(叫 (叫ETl,(‖).(lSL 温安上井

地租では ())とrL･1しく3'塩で t卜･I,83"&でト妊

そして 1284紐ICトIQTJIJtlカ胡iLt.I.TtJ･.iB座降T'

瓜 に人らと ):一･TEで ト1のDlれたLi,ド)及

L<T-･rLに相沫する!,4,か現Ll,1=小関iSL--iOさに

トⅣ LTJtrLrAl;捗 I とゴノL三しさもの三･三IL'らrL
た.おしなべて ト ーと ト 】qT,in の'yiu埼 Lく
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也のFIiJ出にさ.けち1り;～n'しい概 .二g遭 する,
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井珪投'=は h一･Iia捗'J･4818にtlり,式で870造
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九黙とその技の吟iPJt粗では n-1及びI-･文のfJf5
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n-[ セEEカナここともあJ乙JJ･.それの只これねこともも
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=8■コ
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との指】に或は.これらに代って薮は乏等 と併存して t=

Ⅳの現れろのを泡めたE.これはfJ-そらくは硝安の柑 且

がt協 の群化に放浪なのに紘ろであら与 拙て或手段

を駄 ･て l=I及び J=rLの仲ffを l=R に辞すこ

とは可舵でもらう.又出品等を/形味せしめて枯曲の摂

講を歪ませ.t3秒択缶を,全く賢LtせしむることのFlJ悪

也-,J払えた しカLL'L]L'宋多くの町域に上って行われ'む

から;こ空言1していないF淡¢措払78正守にy;aI:て,

欄 だ-ナから云 す々 ることは許されないから何の払

暮 もとい ただのサR郎 ミのみを/離 す乙に止め'Cお

(,
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(q 紬 24巾 SlJIOF･l lt)

野 口 切 良 .

犬狂犬q_Tl早石化ホ鼓141

m汁YTAfンQ:含嘘辻にAJしては_辞 ■FJ研和.,JL, 六軒-r･ある.

ウt'{/et′▼三デシよりLil卦する法とヂシャJfT

▼イr上り合成すら法に人執 り繁る,その中エjf的に

はナシ十y･fT▼イTと触 TンtJとLT)共屯TIL'.:

和田である ヂシャ'/fT▼Jl-とTl･JtAウJ･Jと

の構 文Jは I)〆T;チ/BLを作ろ反見かけカ 年

werzlerEIr.lllktlに伐り7'j!見せられて以脚 ?)反愚

者抑 こついては市fiの研究がもJ),印謙′T4ヂンの

エ粟的如法の研究も行はれてんろ_･その反即 た件に付
き詐輸.こFT舟せらilf=文恥 ･少く牝等の的で Sm･Lh
等の研究が比較的拝めT}稚くIiとして36のMHW '･一書王L二

幸等上されてゐる｡Srnlth等は的 】60°CIl帥円の比

愚をIAと適として7Jるが光のILntでは争放J収 用に放て
は.JFIのtf.r稚})みに L時間11上S･WL又ia*邦班も悶
捗であろ｡柑 書〆 Tェ ナノの圧ef生Eu #及下K'r早7tl

I)放成地文を卑見すJLI.>m▲LhI)抹拝5･仏IILt叔

適とは云ひrlTLい

t?,Jl穴L上根 F板 丁ン･t:111にヂシャン+-T Y = ●

を攻入 ｢1_'&/_,山されたま･人声氏はEに之れを改良し

て少tのFi･･Y}fTvイrと相生を5'Tt L l7--8
CにLtつて連生乃1-i･ヤ/fT.(イtlを分棚 入す

るIJ]J注で脚 'ff97.とil､卓射 してゐろ

壬井J)VT文は虹に昭和 18年に71･つたものでqi4D

7F柵 で6J7u･おくれてみた1,･木研究の枯梨からも人P

氏の方法'f称 すると共に兆の圧ZEこ上Em 掛目90'

'&印7t'に於ては附 ′T･Lタンを碑梗TンHtンと>-

シ十ンF Tyイrとの岱宅に仕り台嘘1,-.疫IDEiJ!』
女D)陛 丑び圧Zt且壬と反則 と牧tとのBj貸.二

相研究しJ藍的k芯のカに℡空と息iqLろFT淑 ′ γ と

ヂJDJ7】法宰領を決定した｡本安産は魯荊EZdなる

壬,似てk7EilJfをFq諏するu光つ'+丑JJf i,llンPT

I H セ柁Jl】してmStTンモンと唱艶La:て班tのf

シi'′PT-イrを尽けD圧丘状泥にatL:てit谷tf5

汚血して圧Sを完姑せしむちとiA費群苛j:昏A;lでも

ろ tfj触 撫dI妊 T60〇一二CO'cT'閉q)屯41にEをては

田川(〆γ一T'/の生成丑的 eCタ.',水不iy.rA!鰍 ま的 Jl.'

にして圧帯in腔及時榊には桁と彰きま:なし･牝J)iE隻

脚 ては温故荊 くなろに喋って不柵 は沖 也とな

I)生成ナろm蛾′TIfノも抜かニ好色する何内あり

圧舌LWL恥･克く･.Lろ恥 ･_水不.<,,'税 .=正1二村火力摂勺

あるも棚 TT上ヂ}の生成*にに鞄と彰tb･,I.･t .】

-3･且乃民地に放ては噂総官定温史を zeOpC に陀持す
ろことは挽めて川堤で圧e盟軍 .tか亡C tEt7とf7.,13;
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