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碑 化 友 応 横 溝 の研 究 (第一報)

l甘 b ヱ6年 1J】JlH JtJT

盲m叙-1こ邸 ･IヱITl堪低
l人絹工兵大学tt領袖軟ir

社及IJkL.rl:味均.こ;̀1耕す7.触t.1#tを.*めて,

lL棚 に脚 Itに たヱLL/'棚 rtとJL,兄tkLI･'>{

m化真芯女帝にitてLニeE栗 } 'J.if文伽 :tL.ろ nft:tLtZS当現むしらべた.

〇･.そC>くほi足巾D拓き子細計り作問とこi7.としてIく

LJしたもF'で.それより芝rk2?.こ印化･T)jtSIをit:lこ

ものカ･ypl･｡叫作ちえらiLていろmLと祥溝は温血小に

於ける鮎 tTiぴEmfの相互什ItlにLJ(～3:凍石九･も 1ナ

ンと抑 化加 とTJ反正でもろと与え7.も7)で,雌 .三

榊 .こJttZしてSL*で''}ろカで,i坦枚やl=於こ.三軸

Ll坊 とL':作rElL:･その帆 .こ掛 ･･T(-1r仙 t:･m
Jo!).T(Of..▼きよ'Tろ.

H.T(Oェ十111弟O■= Hメノ ード01-2IISO一~

又は

ttゞ0汁Jj三SOl=H_htq.I-IISO◆~

この 0ゞ./ ほ払 ･来宅子 ITンであるの'LT', これ

と伽 との恥 こ1ナンIi出 .生 L;,その輸勺さ･Lr

t'化奇妙 凍zitせらLLZJ.又乱約 5として讃

I,る疑工j･土として書文吉7tてL･･'.,8:.方丘&'化合

加 J勺.<ンノーtlD句会の如 く駒っ土L,=曲ll二三卜 .二

血合しか Ii.7･.iイ辻ナ一一景5:垢としてli述IJi三は,'Lら

'.い｡なってJi芯珊 瑚 する叶t,-.こ見ては,イこち
-A乃正二で◆,I.ことを々えて,終幕 (城J-_fI懲 戒
tiと一哉雀に入れ,そ7)紺 を糊 し.たけれほならか .

と心JAしろ.
､打抗生は本地rFLこ放て担右肘ヒ杓としてへン/-JL･を

kとして仙 ･.出かに供与抑 t:叫iF'を(.柵 YのJJl血に

勺yiL二項 fして}AL ''と且う一

皿 実 ta 方 乏

･</′-･L-はLi陀乃托空Zzr乱 .,之'_,5jic で祐

)GJE』させJ!一二旧 して坪77∴ そT,log 5･蒜つ

こjtJTとL∴:.

肘 tは扱 tUとf ISlい15'C 7)ものi･日.JRニ

IyTtEtlとE J･J=lJ15●C-Dも丁をス帝,ニ恥 七 .

..Yこ槻 或･i.VJL.･hllE仁,こ堤い.Ei･mt Jlきく).

ujZ～ Hさ0 5rI.;9.'',H=O IJJt'LDも_T3をつく

ら.凶相話芸E-_j並 とLTこt

反'm三岳常屯方法に13!って地 中に -ン./-ルを茄

トL.=Iftl.比叫 ,比棚 や.津和野の内服 亨

を文化せしめて一号の怒･?監廿や.ニ於.チ,-.柵 .軸

l某 旦 括 Jt

l rJELt■1.trt

比'Ll 派h=於●ナ･L'J地代社のA-†ヒ七･.Ftty且敗とI与的

-tや化せしめて.*めた払来分析Zhr=iJl比内●こ放て,戊
ぶ茄鎌{ H,トリ一社.二で化.'1'たいとJi)i_ことかIJl宋

'二.はってfLヽtl'_新 作JIJ.112-三:<0. tt シのIk
E:I.父は ペ′I/-●7,柵 促進幼斗IlSに1!与すもも))

でもつて,一(･XEL;UにZ'_巧与Lf.･いと石上7.ことかLIL
溌7-.

り 御 LLJt化

iTF*吐7'･(化もdERとHu.i,IL叫 ae.krLiA幹

をItftせLめてRJhI二.之を月日t'J二七日=′JTト.
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こ力説及珂五･･'′Plちか[=上).こIdJ▲J拙 .ニ於て
.'三LLSuLm :諾いfy.灯れt増 ′岬 ちlLiはユ適.こ赴
tfrろ.･Xlここ/r⊥也'r･大正もて†7.i..XL'ェ二大

妊BでiJIJb･t･hllJlにkq述廿 ItをX:I)てそ.-也

土ニーだt=TJも′セ11て正卿 とL.'二.

その銑発は炎_日と7.7(.IJ)とJ(とT.･7.,

7; 2 ･諌Jt与の&1分のLI)A n).A-LI

Jip TR
trnLrl

S JI t5 _～ j瓜
Tl¢llqE
L̀C′

4ひ 巾)57 01)ふ tl.1〃lluI75 0.1u5

JI 3 :-*rLLBJ}筏 缶の kl9* mln-ll

JA応l叩

＼ Lznln

r{欝T＼

34J LIJ91 ll_64lfLbLLヽ l'J57.erl恥さ

4D 1.nJJ 1.t油 日叫 Ll郎 1一(･9ひ

これらのRをILh':したもo'75-Alでも7山 .i_芋をLt

Ijしこ一夫rLLSとして上dI拡丁だ化はJJrさTJa.

b･ら A,rhenlu･･よ 'XL a,≡..F は洋靴

I

ElleTgr) にR3r-仇tLヽLLて.紘Tt化 l'加TP't･求

i)ろと10.6bヨ】とf=ろ.-■iJJIIJ托分 l'とJナンと

.Tlとe:の現生は人外 IlJkd ohIcr7:i.)てi,ろ土･

ら.-'}I-･t･.'上～ T_･中絶分 Fと_Tu TVZl.tLtZ)Joョ

_T<0亡{)上与(Itt}とrZrエに氏､ナ1_蛤として 三̀着

峯と旦i父tろ,

rF 薄的 tAに基づいた緒化反応のJl#

ltl二延べた事研.エCE.こJ･Leと上り事故.T,伊七九二上つ

-rJi旗Iつれた脚 で.もろ.点した9･ち中速′払lこETl化

反乱 三不だトー.兼.QLLLSでも 七. LmtJTt'_isLJLri氏

はベンV-A･乃t糾ヒkuまJlとしてZ出汁小七生蛤せEJ

7Lろといい,父 IknEIeLL代 .=杓化しレムdtはiRIJt
中に持て稲化せ･-'れろ.,1き雅兄･T緋 色恥こ苛-.=女

jeeらit,よ~=}i㌻池 lこII)ErJK9脚 してttIJ!

J= iゞtrt)all- lt,Z}_T(O! .こ上つ こ方La'せられちとLL

つ-=6-I--ゴここれら三党J)Zeを4iii.三.机化.=石一一こ

&･奴 ことは範前化托▲定は_生簸た ･放 .卜･√A.-6て

もろと々えらLLも亡そこlこてd止:三方肺 .=柵 ib

h-に女11m二野津と与えろdLlこ託て填てfセtlえてん一_,

rr･ 1 邪 に放ろ方が:

1･叫一～ -- ･･.ク℡碇探釧 Ⅰいて,べl/-･L. ト4･十Il.

フ_/-A･等セ/i+肘 ･1畑 中に沖かl=汚下して.

そ_-たこ甘 'L1-Jtr､-.･℡化をr*やしいつ yeDこLつて

も ㌔ そのうf..i)代Lm 七も,Tを』.IとしてT;十 買

■●､ ･ ･+ ニ-.~ ▲~~ ■I●rdI( .

【J .-

一六kで'としこl三々 とら1=ヽ ._:-XFLriとしてIi放 っ

たJ8台,IW 'こ仏/J伽 叫 ◆Jji!上 上々り7t･lJ)で.

こ′■1J†出土&'三二束TLL'=として<えI-.1･9･AいとE71

11ろ. m LI/帆97WJll牡に下rI.こ̀.IJl=t･/);=往

還･T17.,払 こ.EL+A 任Fl..二相 ナ7.だrr萌せn封と.)i

C:LLⅧ 比.Jr''C郎並に.I_'JJとftPI吐,'-.TtO.HX

i)''文七十ろことTJ璃 抑 一二化粥rJlろ.二見 L'

:=LのとEJJL7..

1･11の巾五･Jlだ1ミ々 えらJLてL･1=a.こEn化k巧汀エ

k･Il十IIXO lく･ゝOl･fl=O T=lJ=-u 心 :fHAt

lJものであることS･a Lチエ.攻にこ Irl山王炎 J

に上って明らカ･1;EJにlA注とみこt化 T,-'も7)でもろ

rI71(-_JtlこLltlI_HL'､iAnlrl･･J

:十か . 7 ノー･L･はそ/kHかRl'めて立 身であち｡

これはOIl梢/･とう/=払い1:トIrj･lFdlrlJ

暮 rt,TJIMAL i I-A･.ニとって三･'JXl

巴をJ.｢と.～I.∫-･L'<*下してtt10秒 T

lTJと榊 q上里3'れ･-Jrか1'it小.こLIL東,赫 こそ71叫 .

｢J'/=土二村で ,こ･Wb.i,7.,qt止TJ或せられちと こJ

Wト¥.こ放てTLむ ･'L:むせEltL時芯叫監滋と̂ .二大軌ニrLq･t



.'.1ZJ Aul=打た圧を■事J5才J: サー¶J

のk加 fl止した栗に丘拝を!Tうと又出 とREI･'L丘
3セ鞄 十.匂ち府化h:tGは… の榊 か :也

煮て沸 T.･反古を生母するも･1てあると且iJしろ,

ヱ) p -壬と丘奄班 とI7rlA

攻.こ<ンノーt･の軌 伽 .B iこけr7.,辞暇 ,

Jt-J-= インV-A･;･ULetlこt,ilろ細 と東めて

LfL.こT鉄兼を司示したTj･AJでよる.

■ヾ▲

エ■一一q- 二一一h

＼

'､' ニ̀ーI . ･Lニ
= ▲

こ,･コは.ちPE,t･なよう.こ大東Bに肘1JL一二細

く･に.IJI3D +,方が艇 t(1･gJ･bJい 上J)ち-1ン､′-

JL･こしrろF柁 ;..A-L,もろ,黙るr-柵 こそZLより

r;椎 T.穴､･所 をh Jd JRA--Eンy-.一にtlL'=

人.h lJ)そ^柵 鞘 tl脚 (3J;rJU.C軒

掛 .こTtてほ火である｡こ71は Bent)ttt氏う･i腹 中

に払 ナ7J舶 tJ作州 として弟 に卿 1LI=.･'.(でもっ

て,この汁,'耐IruD肺lqをわ･.兜｢/''d'抑こtEutの電

剛 と河兜し加 ;そのU(1三･祇巧EWI桝 J)析 とは
脱(:I).又此伊が 如 h),･lrrclollの札タ1･形成すろも

のとして戒的■ニ軸 耶 蟹とは仙孔が火{･ふち｡この

ことから.IRI舌･棺 二.ll;雌 【V=ち柵己が′4'嘘せられ

ろ冬 CflT=b･ろうかとEt'itろ.尤もこの汀rT*呼見放

は11トt'へシゾーJL,の地巾.こせナろ爺那 l生を.lrナもの

で[=T-いかとRlさJlろカ:,)三でS,1JとしてもET;化Tl芯

(皮-iiI-Ar湖L･1.=生ます,-J.T.o<}y-JLの汚

q世 ･J.でか一;三.それナ二･十枚 1-i1-A,とi!乙灘

と√美甘J75:人と.なり祭って純化空&●こti千七与え･-..

tr..えらILモ.

a:にへ>1-A･と誹 とC班 t化に上ろへ-′-
Jtの打,'y主をa目 上○求めてそr'比S･E;ちとa:力tlこ

,I.･1-J.Sはそ噛 こねナろ軒塀 '.セJf'*

S事.～.,~S 3-1755=5･9
Illllll.ヱ5

gそ.JqCに放ける柵 JtをtとHuf40'Cに於
′

二は_1.171か 50.C に放てJ._lヱさ倍と'たち●

3LbI仁N-;したFI一時払 こ洪少すら伽 と一30'c
L=f>ざるもカtlとLて,1がC及さ 5LPCに熟すろ

比七.*め7-よa一3)よう''Luを示す.

九4 圧;きta _t

ILtLJ71
L℡lltl1

10 ]5 加
Liぢtarr

l̀C一 ､

3U I I 1

JO I.lS 1lJ 1.ll

50 132 125 ).20

湘47)uと棚 此比は大肘こ於て-放すろよiに見

えろ.経って汁榔 攻とLL職 安とが JknrtcLLft'の姐

べたように印IJ:にEK!如てもろようであらが,この執二

円しては文的牡的玉'yE･もろもtrに紺 を加えてFtめ

る功 があTJと瓜t･HT穏 tflでtL'ろ.

.I Rllこtt｢ろLA:L占 EコtTtr
I.辻.'ノJt合TJ網 現職 こ蜘 131.二大■こiS

へろ上JIT=氏jZfLGLTろ｡附 で.三ベン′一一

は位申してti80.>'0{ と< ン ノー.･A)棚 =E

t連t,=托して方言こき.･ものと十7_.

ケ一句J)肘 を仙 ･て,汲射 :Lkl三.1JiJ.･つた

二つ㈹ :drT=ろf三年をIきてて杯事しているとす

そT加 Ztだ抗と 1とし{.糊 舌･ち馳

鮮汝.こ向いdt耶 こ放 してわく拓 .liidnはま

式に上13て17:.=･八ろ｡

〟- -D･'･::.dL･･･llJI,Z･_柵 m

印化LLLSの也fT,捉拝見馳 :-Slで･あ川まは 1-

ti!,t(職他和書に放てLt-yI- ･̂の漁兜は肋 ;-

1ilであjufiJ州 のm攻L=1つて決まる.そのIf.の- ン

I- ･̂のiPQ'は従で-延であ.),-7Jk芯したMでほ

.I.7)斑5i!に上って')三文屯 7)ペンy-JL･は伸 し{=いめ･

･､il洲 L:於･ナ7-･yI--の頭糊 意 は-i

できJろとちえられる.狂って (lJ式:ま
IJln -I).C･dJ CはF王政 (2

也.i(特即Zt-こ於ては式 Z を射 してm-1r)A

C･J･エつて ｡一一号 -C,恥 軌 f=放 し,I;浮7u

-5-･irか ,ち- 二･･三D-÷と,;,..

-1iLI･'}ろtE拙 壬.三･ALThqlEuglAとF4せこ
′l:壬)LJ1.土･ら

莞 '-RAF A･:民社榔 由 e,E,)

'･[' -% -C
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こ..二Lは I ,なる配貨を7JL,iJJrと棚 田と

I)r蛙tまわちと

一｡̀十 一,呼÷--蕊 (去 士1
こ ･ゝe… 少内牡 tこ於.1,-JiL東とI榊 とDK捷

i･まわ7..21翌日から一-*¢求Sに′I汁齢 J)iL*と時

間との東経をま0てtt活 Ene,syセ*めた｡

JZ 5 R爪 EneErn'LO■TJlul
RTtLttI

lgI 9 J6 758 63Lr Lt7.日 三n叩y

Jik,uLrA･ k- rq(m叫 (KL･Al)
LiI I- ､一一一一一一-

J13 2fI Jt) 9,0 1L2

J)5 50 7.2 136 11･5

3LL1 90 IlS )9ll l】･3

七LkQ)即 ･ら耶婦lこ卯 T=鵬 Ⅰ･:E'er()'は llll

ktAJとT=ろ｡ こTJelと赦83ここ夫k'&とし'cT(11つ

{=馳 化 Ez)C,T).とを比はすると, 人ftにたてその
依【ミ払 .ものIeもろこと土:乃ろ■在って砧tの呪ZBは

か It七t･ことがi甲】せ如 t,抑 止 唱泣沈i･汁する

も7)としてここ,化宇圧糊 と榔 とが収 町二

恥ナろことになる. (本文BlこJtてlト朋 .こE>ナ

7.f仲 田 ち ' d :･~村 上J)丘屯逆資の方土:

約3括大でiろさ:.瑚 'Jとしては叫辺土くま川-a

ものと考えろ.)よっ.IFq化丘芯1女と決F'F ,-J稚行

には.牡鹿7,il(乱 こ=舷 弧 二上ろ弧 をま/,

ろ3)ふICl･日で変身でもって.鮒 もJ,江'=LLLて

q7)式と立てT=.TzLは,苅†ヒ定戦犯現せ読売･二期フナ

ことかJII栄1=いことが粥とT.つた.父上∪このこと上り
1J

付 tlt*pppと )kTlnettとの政と押せて々 えjLは硝化

汰.VのN恥 :軒朗せられることにならと且LJJtろ'

(4) 頒似 d相の卿 ヒL=よ7.印化迎Et
上紙のtIに界也ZZfLi捕 える砂符に放て(-･1成せX

lbi帆の可化L=1つて淵 丘肋 ･文化rJ･ことは明
ら5Lで3,ち.之を棚 にdiめTJも,ZZnZ!のHtiJL

･LK化せL-b･:,正純 L<地 と-klとしてFrR

J溺少JtzL廉め.たち①ま碩 8-eみろ.之i･艮k:し+=も

J-ンd Sでもろ.

p_も FIltTTKL一和 ■化Q

.ZZもLま JLr-C,LiR'rlq )0a､

kl 与 れ JaJ8 0 50 45O脚
1L6C車* sT) 1070 i.三･28 15･3 1Jul

辻拝DIJE鼓と圧CiJtは先んどLan的の打抜一二も

ち.tW l･IVu･.のiESaは行わなかったか.丈に茨井鼓

を上外せしめたら,丘芯の捉大T.一如 ;あり,LL屯逆算

9:笥んとP.†LLf.い点が#在するICU >1. この汝

fy
Eg 5

抑 こ上ってJ人心掛 見目 E化すちとt.うこと(A-柵収 'E

が抑化比哨山川に払ナろ人TrちRl･'(-であることと牡m
-ILも.

1■ 也 tA

l父上の文部 ･1,i1111=述べるW b舶 とし<Y,え

られる■
(1 抑tLrGに打 ナ･..et浪卿 ･.1'圧'J･･こLli兵

F与せ･T,抑 化他 生はJL石生di杜の好炉泌r抄TlL

h'‡tTOLtd luzH)'1-甥.放水作用亨を行うものでも

ちう●

2 巾nlT▲山王仰 化也力洲 ナ7.≠二拍

子J),即 せう･tまして触 J)てtT-jtと考え二概

SとしてI血 JL7_い でふっ{.右応 沌･こri.=･'-
不と1-鮎 Z;乃Idl､Ii･せ7山王TLらf=い.

(3) 打此r:'S:恥 聖Ct箆,'Jt苧E～L･と榊 とj･FI

珪姓.=特牛T,'JtI･Ci,つて,比も 皇女式としてiid

老t辞せ･=七人JJ:朗 卜 L::舛t.三T=ちない｡tZ射り
いていた=却LrC.ミ′こ.▲では此 丈としてIilT九分e

もろ｡

(u 杓1以'Sに桝仙い凋すすろから.批蛇 谷を

考えてみ7.と.ljtJid姐に依っても比舶 1射 .ノこい

に半斉七･.L.ナろことかI呼1せられた｡

(i) 軒 'J).Ail.I▲OJが iE*帝とし'=tエGlllL>

pie氏と は.SrLmtt上tJ叫は を辞せて考えJt.i'･そJ)

は靖 iiを尤かこJZ的Tろことh:山東ろことう明とLた

った●

軽.二心 方al.こ於て♯■弥生丑をb )つた本字i三拝

Jlt払 三田純 化-:JLI取手,伊jF地 TF姐 t
GjbW′)駁 .二相Zn･議定tJt'rlJ'
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