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雷 兼 雷 管 の 基 礎 的 研 究

(第七報 工菓冒管内の煉速)

(相和26年15月 23Fl交 Pt)

叉 木 責 -

(骨EF火=品川必王将)

‥ Eij i｣

i洞 に於で,火空也可特に於け,-.F.大地 小胎 L

ち反玉杯長+_･･IIZEL,好逆の常民旨iEEを好捕 を7gた

の'{･,之を工究苗管内に於けろばを及びJだZJm のLZ雀

荘胃L=捌 lしてJLた.I:玉石廿では,先づぼやD出
方.ら侶矧こtF勺,大で:55‡罪をL軍籍させろものと考え

ltlA-J,筒やl勺DJE宅はa:の円n称 二分けちれろ.軒 1

投はlOTZ15taの腿 かfJ鎗Teに捗る出T'Aで,臣PLは缶

丑J_r･糞ZEするものは允のn指である.qL7n.t揮伽 :

i2!発に捗って･X軌 こ馳 :稔h]し,激 玉にヨ茎7-ち

超TJ苅Tiqでは逮7)急汚な村加力見られろ｡巧3nは退

転かつほ知矧 こ娼稚さ移ろ過tilt.,唯の反瓜が不発/Jl

の場合には.折訊笛tTの中は災灸をた す｡耶4,I12は.

iJ路‡G的な雌確がLrtTしてrTrく近田で.伽 上りは遭

い加越婆であるかば莞柁才力珊加するにfEって促進は

棉加してr子く｡11ll'市 Z～J戊Diミ辺を.Wはで1rJた

圧浴常長を脚 目して柁k'し,次称 =轍むする攻上主部肝

の誠輿1,作った.

Jl 滞車乗の中断現象

預熊野の方1初のは劫が破比咋辿疋DcよI)人きし棚

令.印ちellで読

されろDL,の堤介

には鮎 は･X郡に

輸血して前脚 二は 1尽

'6-定位辿 I)'に迎
する.,だ長ろにIJd
よL)小さいT)olヤ

は.雌劫は･X郷に

択下して小斬する

に至る｡切らDd
は工粟市甘か牛越

旦

.¢ 妓 蔀 をするか完増すろかの包外使道,CPち紫IJ

l促迎甘炎す巴界漣姓はやけ和の(8

)式に従い'I,i･仇(;-l二
二吾) (1,エ穿訂甘D年令,唱≠J'J3異でnn琳 +_0Ifeと棲め ておいので 1一一OJ5.7L-3†tlとIfLL.

I.ナト一心のZi瑚 Ir三筋大雅に称 ､ Itf_である

から.之等の虹を (1)式にLC人すると 1)6-011

SW ' とな乙.潤 辺J)･は.榊 で713FLT

=軌こRj牝 票12の符合6.叫)TTIら.16の齢 写.ZJ

OmJであるかち,｣･式に従って J)+を計耳･fちと.夫々

I.lSCms汲 】SZt)zr日 と1_-ろ｡elち脚 舶 b

冷血するので屯LBL恭く1rろ.円Elにして トt･ナJt-の1秒

分は ユー12の埠合 Jん-≡.l00TTLSとIZろ.Dちナ

H J.･より軽罪馳 :大きいので.如 し軌 ･印とT

=ろ,在って院外舶 '=建一T'ろぼ槻 ちB搾qlt旭

も相加すろ｡芙宏に鬼火やかEJ脚 腰掛丘を決めると. ト

t'ナ ･̂ではtJ26gとTLつてナH ･̂の015gにlt.して

･7qしく大きくTJつてhlろ.之は拙日脚 漣)-ilの鎧

によるものと恩I

JlI...年澱 賢 (.1暮12のナrIJL)カ陛界

捜過に3!した喝令のX鞘だノ)J'丑瓦斯IT)連れのLEZ虻Il

'lt増発してlJ.'ろテトyルq)lfILニ放てはJ'C.LL'○

ほ小さLから省枯すると.恥 噸ID(】2)汲

()5)から.J'lL IL'lJ

(2),;:y

t'p (3)｣式に /),l′O,α.γ のqELを代人~Tlt

は比の状腿に於け7Jナト')̂ 中の Il及び I'のめが

水冷ら)Lち｡IXにテトウルが 1190mgの球速をTIJろ

2hlこ噸 TE'1汀兼の雌地をalJ井して見ろ｡雌粉かkrBして
LL･'1ろ防野淡 (r.lr･(･lCtLOrttlaVC)を I.yr川だJ

lの三亡に指って計許して見ろ｡摘汚波IFlでは増発'AT

jの肝仲力成立すろかり皿Ytの71円l
lJtに従って什Ilr a一′

J)_ll I菅遜 17はIIll-Il'であるの(･沸立雅

の(13式かつ･･-F'

i% ･("･,｢ ,y

禁 (6,Abelの瓜 tをL41JTlL,Fi拙 yb.行lJ

LちとすilはJ'くr一一)'･E-Porl●●-･17
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故に (4)かり

-- ･.-r::Ia.･-,2i'TxE告 r
7-I

l1-(荒)㌔] (8'
か 顎背渡の式である｡之に1W を入れてナIIJt･h:

ft,J､脱 を生でろL=必野な伊東は確証小に掛ナろ JIr

とJ,なまめ,iCに (2)と (り から平釆7)脳 を計

3Fすちと
D.L,900m:I (9)

をL'Jろ｡ゆち甘兼の促か ;mIm/･以上にな川ざ･工

熱軒別 ,のナト9JH土中斬せ1に犯行するが･之以1

でl･_店別 .rPPiして節¶m のLi･頒ををす｡31ナろに

杜界Lg扮鼓とは.煉即 領地からは矧 こ捗って･その

鮎出 ず]恥 m/dになろに必中な好丑と解される｡

Ⅲ 塩 物 内 のtB蓬

田兼を'm )した替合,庄界胤過に柑する畑過Etは-

9-I).ǹ-n J.(山一0214 (10)

でもろ｡エq!甘廿に放て爆粉の代n二頂東のみな紙用

した堵合には 英幸の鈷A.払非BL拙 ミ0･20gでも

ち.然るに¶架と脚 2'Iと汲{Tしたは抄で(.Jl発

焦土カ笥 加するから.陣一条gLtt耳でも琵邑抜道は栂

加し4.510rnJと1=り.R･-dEnttでは

4,510xO.224-I.070m'. (lL)

となる｡一方タトゥ.Lとは究させるにはⅦ)｡LAで

よしからJl伽 :㈱ Tnisにならに1102ghJTで良い

gtである｡策疫に題額で焚火和から脚 丑を求め

て見ると,015gとなって間諜7)み上州 ,さい｡;紘

にはエ黙雷℡では堤動を04gu!ML.その班長は 7

78であるから,015gでは懇央 26柑 こ当ろ｡tg)ち糧

か :1トリルをは発させるに必#な姓迎卿 巾 にiB

ナろのは.促扮伽 Lら26札のIuPZで.比の.Aclュ於
けろ性iむとは

gOO:i.510-02 (12)

とIJ:ろので今C,氏S,鼠氏と考えろと ･/｡-02でもろ｡

)_黙TR管のJB馴 ILこ放ける脱 の正代を印ZEする2L･

fU絹の (ll)式Lニ於て

･咋芳 三o岩 一･# :-･三:-

xヱJ~7~L (Ij)

pLL 九 二一等 ･ (.47

エ窮F廿にL8て R-3,E'-045.侶缶では ｡･-Dヱ托

A._0333 とすltは ､/~万~-0469であるから 9と

[の群鋸は

･｡g芸-X i ･06'-1･56Z ･(15)

杜の式lこ'のeLをft入するとyの掛 :東められ 丈に
Dr_4.510m/事であらから之から市点の鮎 が求めら

れる.T襲及552に市 Zの也l二号すろ.･及び L)の解

を示す.
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fS細 長 (q'仰)

四ち '-Oの｡点から17f_の点でyは09･2事【の

点では096となって.-まから舶 D上郷 は縛めて

大きい.印ちcJ'抄 ら18花の点印ちJl扮面上tI41

熊で.4.3a)Tn,8の規浬に達していろ｡比のu 柑 'L-･

ttG Vlt'e'か細 壌土では男を輝男させ るや合'

弧 で浪めた完規塩の凶 ,CPも At山tJfSL'CCke-

と鴨-丑すら鰭でおろ｡木下氏がJ.築河竹 で求めた

Anhtlf.Strcckefま町火投で.氏火したJ8介5IEという

出身さセlrJていろ*:,之は｣二盛の44椎と良い-丑を赦

してLi!ち｡エ黙冊甘 (六号)では煤61ltM gbElllL
･clrtろカLら.C乱切ちLRll丈から44托ある事に11ろ｡

従って抽ピサiS舶
4,510×0%914.二鵜Otn9

にTLつていることにT=ろ｡

也米をEE沖すると.(茄巴札)で庄稚扮米の下部では

荻挙止動 :軽くなろので,長大性逆も.4,060耶 粁

近に下ろものと且われる｡

F P_Bod ez'氏に脚 tは,℡兼は2殴7)圧か 白
り.求初は 238･･3W mJSの逮EEで犯行すると推して

Gtちか.之は上の計井で行くと･は ト OS)穂では

BlliJから約215の点に当り.之から忠弘な煎二mの反
正b:七さて発ちものと且われろ.



火水 甜東町好の並々的Pf先

Ⅳ dI粉 の 死 圧

工来F町内の横缶は,弊枇 7Rが 2257,,申告には,

脚 Dff井にモい140ztu 以上の丘も速度に建すLuf

Ly実に捗ろ7Iをふたが,鐘抄のLt7b;ますと,飼えば

℡兼のFELtn =近い -i-45ではZZ且鮎かミ6.帆 ,

となりry･-0051とすiufLLJJ功JZは 204zzは とな

る｡元来同船 合挽D倣 廼Zfは紫或比3lIこ将 艶々

粥する 価 木氏 ･エ火 25p 】27非地掛 の栄実弟JA

較)従って侶扮比EtのiB加と共L=iE･it,J頓狂に達し

にくく接に朗詞タEgの攻吸を針T-ろものと恩われろ｡

AIL204m/I(ユー45)以上の迎腔お出ずら排な臥 ･

eigtb:JJえられれば,煤n!逆行ED休作抄ち(1)式が粥

Aiされるから畑発は起る｡

I)圧伸gIJ)t'妊化したは軌こ別て.チトリルに*げ

ろ軌 は)からFJ界AbE扮丑'._y求めると.

a:tgJf力(kg'cmd 1(0 2(泊 3(氾 4伽 500

ES界 AE甘丑 (ど) 014 015 0】8 021 LI25

圧加 ;上井ナろにだつ て,脚 頒朗 tは肋 的曲ti
を遭って皇河に柵ZnL. 7(肌 gcn'以上では 04g

以上となる各 軸 Dエ郡 では僧籍し,なくなり,

14 に柁g:なりと掠せられる梓lこTLろ｡軌二光B;とT=
った慮軌三･鉱暮を冷血して紫卿 と記の小さな信兼を

音打にせき'之に.,ユ火させれば,兄曝させる和 :出来ろ

V 蛾粉上り悪玉事へのJL荘官化

大仰 管ではLR珊 捷7)促越は.批 qで封井した如

く4.360机lでもろから.(2)に抜l)

J'l̀JIVID-4360 (16)
及び PIIr!IZO153

此J)式からLF田内7)J'及 IIrをまめちと.

Ilr-645rn･,, p-62.C61nt,A E】7j

lミ Rct=kcrft:ポ戯FnJt'爪265のm熟欄 発した梯合

J創柁 ノ)70.VLXJnt･nJi赫D鼓迎655m/5,は迎1.120

孤/9なはでいるb:,之は (17)の山とAく一致してpt
ち.

今畑鰍ま諾tFして折るから,btの切合のRA'elF-C一lOn

t川 t.eの式は

r･･-･･,･一票 x.:･f xl1-(ji)号](u

l''は妨玉柏の()4) b･ら

-,,- r.×とかn'･_ 0 ...x土些 7埋 _03,】十γ lTl二l
T/Hi妨五稚7)(15) か ら

U･-1-,x1 1禁 叫 50

故にtt等7)心を (S)に代入して IV,を漬め紬ご

II'.1640m5 【】8)

(18)を (8)に代Ĵナ^lf煙扮がは発した書缶か A.C_

(itLJOT'"A､C式b-NらJLる｡

･･,一- 59中 一(義)= ト-

又 EJOJ式にBtてナH Jtの場合 t'.-0.sis.._0.525

をLt人すれば

J'tr'-0-0745 (20)
(19)と (20)カ､ら J'と Ilrを崇めると

J'-50.㈱ All), Itr-820m,I

札の J'と H/の竹を (2)に代入すれほ荒畑した畑

取の榊 S･受けた湘PLLヒ7B12のチトyルのは池がIU

られろ｡ I,- 告 ･･.-5-50-/,

L2DちLE伽 ､ら4.派)t巾 の畔 を受けたナトリル(.i_

】I)は ･5･]5tlm/nの地 から山確する市となろ｡

以上の打3Lは･エ珊 矧こ於て正邑67tの円形戊相

同が正巳占鞄の円形ナ= ル田と更生に如 して即ち

や合でもろがJtの抑 こ少しでも蛎を伽 ;如 しは,ば掛

の仏 洩J･3iOm/･が完全にナ= ルに伝わらないから

ナH Jt･W .･上り托い促連で出発する7Fと.なb軒℡JE

革の肘 は鼓少し年つて甘野の威力は位下する.エ無

才甘にB!て上p榊 甘及び=榊 を任用したや合.切

甘&ノ)の供下すろ耕土BEI=監氏に上って冥点された折

柴が究沸されてP.tる.之は内管がLE掛とH pJL･の切

にもろ各にl紬 されて,退勤の促力が充分Lこナ= ル

にiIL小 .qfに肌封すろものと凪われる｡¢ちば抄と

ナナ9Jtrに連しない叩に朋 するものと思われろ｡印

ちば67とナH JL･rl光分に妹稔するは計如しなければ

なb小 ･｡

11 蒲生茶内のJL蓬

組JQ塔ナト')ルの圧姑椎J王はユ苑で.粥ぶLtn 1,2

の粗由比適は 6.440m/･であるから,紫布漣迎お求め

ると耶六稚ID(9)かち.

D2-6･･0壮 ･/丁:雫 ]-5.270-/A

q]ちナ" Jt･(ユー】2)の振替は 5.270m′8以上にTr
ろ事は淋し･｡

ナH JL･糾IDJE油井化S･JIベろろ,先づ良好ぽblJt

の齢 を考tろと.ナトyJL-は段界規迎 1.1nrnlBか

らu兇することとな7̂ ･ち,比の報告の促進比は0184

でもろ｡故にEt.･02を乱射二考えてJとJ=との印甜

を東めろと (】ユ)式は.

'喝 Yu-諾61_三 十l･415-02LIL f21'

Jの色◆1=tlカ･ちyを求め.臨界触 6,叫 Tn/暮か

ら各点の瓜虫t)を和才すると,大衆の如し｡
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･J OZ O3 04 05 06 07 ∩8

0 354 532 672 805 979 】421

∫) 1.29O1,94O2.5臥)3.2203.8704.51L)515L)

之を図7Tけ ち上Ei日 の菜投(ユー12)に元:ナ如く,熊

やカ･な幽快を辿って上昇してfTく.6号訂肝ではチト

リ̂ ･な045g使TnL,その11引ミⅠ2事毛(.あらから.托

鉢は扮Rtの鵜舟にはZB'4112粍となるので雌池は 5.(伽

m/tLとILつて坂入退蝕の 5,27Oul/S上l)l'･)5ヲi軟い｡

鵬ろに妬酷は.I.粟18管の爆粉地 L'.04g Cあるか

ら,ナトリ叫主計33:にIl)5,150m/S上州 l溌してLi.I

るので y〇･,08を '-OのLZiと考えJLはJIL,から.班

ちに相加して矧R.茄F<12托では充分に劫火は迎 5.270

]1巾 に越して17.1ろものと.LIT.わ)しろ｡故にで汀皆のは称で

は 5-270m/5のは迎を,!Liずる｡y:際に丁瀧田幹では,

ナJ.ŷ ･OII5g を=lqに分けて圧拍してl･.tろ｡CPち

0225g のチトリJL･を韓国 PQ-LOOkg/内 の広ノ)でEE
杓し.瓜連6托 高さ6朽乃慈托L,作っていろ｡故に

T姓に於けろ旺TLた圧力P を耶月報IDE柁扮米の

式から別懇ナろと.

r-3.Ja･6.OIL-005 として上式にft入すれば,
PIJ'tI-085

圧力は脚 で 15/.･'降下する｡故にE掬q:-)Jと此''R

から刑井すると,チ H J,L比m 土ll部で 115となる｡

･,呑戟 年 長 ('711¶) ユEZlSの選点t放出は 5,870

m/さでもろから.粧人媒迎は 5S70)く0

81614SOOm/dll Shept】crt】筏は出4T比

珊 Zlの杓子甘入テトリ ーを訂背で鯉究させ.4.W m

Sの舶 7-,柑てhtろカ.上の鉱と略一致している｡AL

L筋管床芯.oM帯.土煙辺が成きJLるので 】ビーの巡蛇は ZO.000ml'

にも遵してi-!･'J.(.tIタJ-リ7L,の袋凍比双を相加

して16-こなれは患火及ii小当盛は犬に珊加し,

Zと JIの鵬拓は萄 3J)･rl(ユ=16)矧 こ示す 如 く. .h l lJJ著しい接遇7

)析hlを,示してい

ろ｡1Ⅶ 措 l鳥1 ぎ茄淡雪の粒界畑hZHとナ ト

リJL7:I i-12の齢119071).～,ユー】6 の将でJ

15ZOn5, トゴナ心ではユ-12で 2E460rrL/A
Cみろかっ′良界窪扮瓜 三テトyル上I) トt'ナJL･のJjカ:多くfころ｡之は

帯立析E王と一宏する.2 ユー12のチトリ̂･J:凶外

様過 EDちnl･小規地を与pLろ倭粉の

畑迎は的 900mね である｡3 堤粉の娼速さ:9LXlm'8に

逃すろ腰掛登蝕 tO15gで._i.実郡 'Iの頒扮

肝から26耗の付記に当る｡ii 腿勘の腿戚 D と鬼瀬1

増血 D.との比 リと爆扮PE雌 ¥とのr'rllに

は.次の矧帝大が成立ナ ろ ｡･o瑞,60,
0_告 066-i56,5 は抄は捲扮面から 2-1耗のr

l11で諾い .促遜,?｣.外が毛 0,5事毛で雌現の'&淀標題 4,

34)m/Sに述ナ1J+6 岱扮L鳩 初低地して店.tろか

ら.井,F比同を.11加するに掛 他 辿皮は,小さくなる

枯2)土 圧押迎Ei-に適し難くなって.FXF古畑現免は急激 二村血し

.所謂死圧の呪故を豊す｡7 ナ トリルがrAF古畑池か

しっ川発した齢,yは次のFrl綿式に

従いFとJL.-にm加十.･｡g% O

6)_: ･･小 021. I8 R!汝と速熊野との間に内野等の坊等47)をatく

と,m の成力が供下十ろ｡FundamczltalRescarchcsonMcrcury･FILlmlnateli
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