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tqt甲/Z凪耶して究較l)･■).JI･l〉せflつ'こねtZ-々

にして不文妓旬とTLろt式事腎があるが,この'滑 】は

色々とあり.大兄ナ11は次の三つ:こ分けられる.その

-つ.主=～!?甘木譲の紺 ,BPちtdの打払 抵抗の

具有.点火王J)蹄 ,出 廷の矢仏書lTもr),その二

はGL同上の ヱ3Ll】.})挽 ま不 定全1L特捜, 'ソ ビンT

の煎王■抜.二nrrつ ナること尋でBT).その三.三t滋不

足で発現Z;Dは力不足等てあ-Jここ..エ1く冠らItてY･

'a●

安々が不汲粥 となつ一二ものをオペてJlar_tZ屯田

管は全然見取 ,.､均分が多1.､のICあBが,これに前記

のその=▲その三の瓜田に屯田十る現缶が多いからで

ある.このうちその=のZ鞄 正光もろ尊公Z:つ1.tてlエ

15

援-/_怒馬胃廿の招 く前 1稚)l)に丑いて述べ●二がそ

の三のL個 であるt瀕不足の尊台の花先発払 こついて

鮒 しナ二鎚製を鮒 する.例えは戒故 山で珠や研grニ;

比駅 与かつ一二のlTその広田,i色々とRぺてjLrこJ/･tt

g.甘℡E]件には故巧は見(,tl.f母投,fE摂法,郎官に

対する考GL苛も充分ilあっ■二が.'=2'_王位用してい

るゴソ′ンサー式文故買の1Iyタンプ瓜tTtLZLz･t..Y

≡し一二㌧ころ!こ＼て点灯十五のが定格であ;Tuに(,拘

わらで iHV位で^tT十,.JluのJ,.も,.Jここノー分つ'こ.

<∝1-て莞屯し'こ均合とSCLV で記せし一二やILJとて.i

王事 ･̂+A-節:二は正圧のEl安の比とr+lるのIr技君はm

新の 15倍 となるので不班 匁を生じ'こ主TL肥 .三

郷 V で瓜灯す,-JjZ故匹を任用し'='=め.'1ろうと推定

さrLる.そこて板耶防止和紙として 1∝Vで/一rTする

ものは500Vで7'げTする嫌:こ発政弘fz沌 十川 王不児
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壌常は,J>くT_･る･Tあ7,うことは啓あ.=分る.さてかか

るJ書企不発の馳 iとれl>奴少十るかということは荘

J'-,.1上k* _,にまわせlLJtつ'=のが知竹であっ･二.この

脚 に丑年的/+･較 明 へ ~一･I)をする一方法として大の

襟fL考AEと契JAを行つ'こ.即 ち11L>のTIl朱官廿fzL7

y ^十のt泌 こ上r)斉発するとき不党旦BZの書等),A

1〆 てあす こ蛾 Bを ,⊥17ソー十lこし'=尊台

不た現SZのPL!内主知何句と'Jるかと'.-うことL̂王坑的

並-Jに蛾 的に脚 して見一二.

事 1I M 式のttgFと集散結果

t未申℡を旺用して旺邦斉発先払を行う租合,点火

it流と1如こ不発残留の徒事が如何t:aEl'るかrz牧村し

こ見る.

1) 鞍 式 的 片 肘

的 )-1は破る点火取 を謙Lr二初台のβ火時Tin ぴ

i&棚 の分布を,-r:して成り,こhらはいずれも正益

分布fzrJすものと仮定する.

IRl-1

t4山 一 LLAntil

tL■∫･9･こJヽらの分布が正盛母袋田 .I(

JA',V'f)及び .V(J'A,dbt)にJKする分布をなすとする.ここ

[= Y'.JJAは日本の叫 虻の瀬侍解

で qF',r>三はその分散である.今このa2潤 からnClの

ほ≠こ,>とつ(_時の迅PZlと分俄とは次の如卓打喋

があ,a.II.1～.ltA一叫● .

(I-I)又rL.r･J T巾が正劫母如団 .Yくp,'t)からとつ

T=一つの齢 ILる時,それらは木の柵 el王は I

L(fL,47/A)に牲サて分布する. ttってこrLの摂申LB

差/ほ′-I/不 一VVTとTi'り.掛

:平均tqの分布捉ECをrにで表わすと.
･.TWJV～r1-帆/In

(1-2)とTLる.さC≠Lnの屯久下℡を斉発させる坊企

不覚が兄生しfJ.'いT二めには瓜火時TiZlの分布は

緊全に偵狸時間の分布と現lJらILいことが必書で

ある.即ち苛酷の分 16右と平均折の分布を上の軌 こ考え

†こ棚 ]-2から明らかなるむⅠく vil

I-2･-▲tAtL.^tL- buy

stbtatthLri rt∫ tyyZR･/2 R'

/i% -p>-Th?-r■払 ●+ 一々つ+

rlL …‥‥ (1-3)なる脚 式が比丘しなけhLZならない.この式中の JJ.

JZ,rはt謙前 日:伏つ⊂決まる臼であっ

て,ある花跳 以下では棚 の分欄 と… の分

右転巴は文なり(1-3)杓 王政立し柑

な くなる.さて今 (l-l)式瓦び くト2)式を (Ll3

)式に代入十川 エ1,と2h -FL.1く)+tヽ

/T')(～+∫.) (1-i)となり駒 が如 するとき

のせば上r)的 決めるLt･榊 ケくり志しr=萌合の不文発生の乱射
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井 2* 冶ti並tfl=考Zl

I) 鈷 ZB

ホ 31121にJiられるb]く.'†井伊と棚 .よCEか各20

町ずつの蛾 であっ'二が雌 的よい十鼓Ĵ示し=皆る

のて拙 句;SBい●こ(ll1)式 主-浴if4L能:=は妥当で

ある乙しても米用上盤支えILかろう.

2'こEIGZelm と R.A.Wl)ltはかrLらの報

告10)の中[=tl決まには コソfソナー光政のEB(=は大

約1.ITこ′̂ 丁が10海の甘Jq列のJt職 であると速

へて1､るが.このことは巾店の芯JqẐ貰兄し19るJt摂

取流伝として抱2-L上t)柑られる鈷力とよく一宏する

ものである.

2) 考 摂

1)細 田のEl亦既からのは1川土 l''(lp)-3C>'附

近に放ける税大きくfLるが,こ1,Lは月餅改題として

狂わ211る J'r(I)の51が J'r-50ガの附iEE.三と屯

汝節1のむ .の違いが大きくひびく'=めである.

194-I

｣ 令(1位を元してい.ることは称 211軌 =荒す遣り

である.その個 は適屯W l】アン^丁に放け

る判定伽 ち瓜火時rinの平均は及びその分倣.店実

時間の平よ】軒及びその維 t=相当の洪RJ/･もつ●二一二

めでおろ7.月lち甘捕ま｡に述べ'==とくi書果坤riEと

焦火時間の朗 ち氏娃帝切-〟 --2,叫×tlB･Je と

繋t}せるものと尊兄諒位に対する丁の血=ホト】車の

耶4-1衣

FlrL叩 ReactlOnTlm

ecu(':e;t obm ･ed(ms,lca.mlmled(ms

,b]くfLり0.7TyJtT及び 1.17ン･ATに負て乗

渦ilと相当11ヽていることが分る.XJlだ時rlの分

七′i為tW 1.0Ty^Tの各会1りLl丁ソ^

丁の71が小であるべきなの(=大と田一二二とも距 と

考九れる

.この蛾 を符 うにあ●こり有蓋なfE棚 を尾つ 二̀コ

:亨付土日触 恕=FFく鑑札申し上げる.
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