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な bたる拝し三部帯にして発の嬢速式の埋没

的峡軸がi7ILを雅を示Irものた りo

次に=l戊分系火難桝のi托介紬と媒速の紬旅
に刑 しは じめ て出 1的な ら凡Saを推目 せる

UIbnll与ktの℡建設をYlがtL/Lとす｡ 氏に依
ればこ成LJl系火集軒の蜂過 VoとiEi台的-1'無

に於てVr入喰立ナ 払 ')理さは･次の如く炎倒
しI守

イ ンんミ=ウ一･tIとタ,LクのlTlくTT避(I)

11㍍泣 くil'.る迦分的lJt書iil=Z･･1-の竹児i:輿

-i,巻唯一エItの丘I=-こは･>qL戊明 し付す 下

才のIr7度式 二依 りはt-A')ニ改印日.育.i
" itの虎は菅TIl上必AJj:払･Jl食中と触 基

のJiL旅を何l官設明 し付す TLEt/)繰越式にELミ

り計拝すLLは攻LT,..-,1ろ鎚古事とtlAの帖Bfi

i_浪弁軸 ;よ(･軌 か 博 大世に零,:問に於一二

&明日や lI(･})日は,ii式.=依7一汁耳鏡 と

Iif群小のJt掛 主よ Il'に7f,す如 し̀ eilも柿一

計′｡又は人肌以拝iB追7.一群 下す'･1はまに述

･こたoiR合的('ノ弟二次槻 帖 イ価月三田も芯

At効兆が託一一放火に幣つtSTII) 1LLは大方u'

泥舟杓の恥 lに依 り併-ば-JPソゲンータ )

t･リン於ICは披講の 30,i,'ヘヤソーダ ソ- ',-

t･トンに於ては彼 岸の ln ai にL･t三･･池】さ托′

しき.Jkは,JJlJL･I)､ンU:'A=比Ft1.--i.,'/七 lン

の応化qlが之にIJL･･7-I-.i,-,･:J叩世 上))l江パ

のLI巡シt:にfL(IJはじめて政明LllJb

ハ Itは推のは雄武の点呼斬.孜に於't眺Iナ

糖類さiil合の災J柑 蛙に 王JT''J肝負性成分･

tB姐 V'にIT.虫六一Jmへたるち悼みorL=h力尺Ft

i>よIH与黙すれば1羅含杓の,I;仰 :lWf隙 きた

る酬 11に対す>1,は恐怖成分∨)准依JP群LA,にItす

すろば劉 生成分のyi駁Lf諾止に2Iす る軌 公

vr'毒月】ふべきな り 抄も氏の詑事111臓 riに

Jナナろ分子の占有等政文.三つ.TM y)1･のむlL.

博にKLする拘Zt化書的祖戎:二一jL瀬だ*肘 --

り上WL.V)如きVrに!きしCも加-たるものJ･･:

～-'となるものと柑 する方士･iSに合丑的ILll

か くし-L灯油式i･綜き茸渦と比的する;=lpJ

L7,も誠 しく榊妊ナzJのみ7Lら十定性的抑 SlT

ら;I;し付す｡

上之 lt'

LfLIWL娘ベンクエ.Ji1)ツト⊥沫忙(U rbユ..dl)

A/ .■ r'-J '㌔J ･{･1,･.
1土YTtルtA比泌L･….㌔...,..L…叫

Tl.JI

TITII
lヽll

-1̂11

-jiに多16分系火車耕J)特許赦V)汁TT法E=組
LJf烈-T乙に血止のLt峻及Jチ缶には Il叫.ニ/i
J)たるbLlく非t相 性噴分TJLtA巡爪群▲こ於てfL

ばに令舛す,-Jものとして効力懲q舶 他 言.I,
VFせんとT,1R･-Lh淀め方法.土地訂たら1
秒もtJ盛,LPu増力tS'.っ勤 JJ早舟加 東& )汁

骨は今Sqlの41必k-窄丁.,

lV 蛾1F波の練板gF造



(I)-12

火薬対は-H屈性せしレjLは1日/)仝滋幹i･

-1tの巡LB-i-iuて頒海か矧 王LLWfEは古 くよ

り知られたる著明の♯茸にして此のar,,的,Zf
魯 こ温さFG約的Lこ定7F.1増軒･1の那 )群相 集d
竣it:67て111る部は 先.=[いこ於て辻べた])

此の11Rl和 議に於て.土建は的に現象が′Fこyt'

るもvlとして綿 の々巡声部I勺力鞍汝R陀 兆r班と

して裾要妄せるも火項誹〟胤鰍こ於てlエ｣､介桝
ljがi連舶′L峻ガス分子叫而顎に依I)7.1作化iF-

ら九大に分解してjry.と/ilJ悼髄 生抑こ於･こ

エネルギー長逝きき放FfSL拶軸生城 カスは小越

榊的相打ほ 示 しttf,1耕.1はイ･巡視的に析1′Hヒ

せr,'る｡又tきSi7111州j:軌1)やn'Jには雌即題に

於て侶Tiiせる如 くには :̂fNJlる不姓的dlにjl

す して火車㍍結LUl柁丁の"Il酪,T,;l泣カ '.分子

のWu挽4告のL3過日的h.,17_イ1-'T,Jものとrr-('

る○か くして長崎J抑こ五って火鞘静の捗誠1-
駁珊ナil.ばはBは-光速腔を以て巡りするも

銭めてht峠rm内の状況S:EXFtTqすれば前妃の不

迎絹代S:,Jたすと 上し⊂布避妊LplhIL.1;且頚に班.)

棚 波の紋況柑 こiB諮埋没上践めてTrL嬰なろ

地政面政経のは3I生成ガスの流速を弔潤し細

るものと考-耳虫を'T-(ひたたるに所期の紙製

i'相たり｡共の-1用を段 目一に示せ り

従舛繰巻波血面後のゆ&生成ガスの紘遜.ul

先は妹&の和義的研究のIL他及姓等ia顎 IFJJ

洞止｣二扶めて束変成JIせらJiJtの避･嬰をa7J岱

さIlF.りたるものなるも末1..J成功せ･Ltのな

し｡R )Jc=kc1-'は火類i･lよ恥せしめ之i･I.)

止血 如容P,91縛にて長彬 LidJ儲U)方法にては

姐をIrnJたしたろ怒火繋V)1､9ぷ王(起揚即の反対

雌)上r)爪崇中に汝川'TLるガスの77:三越を!lt批

し之J:L賂淋ftA.J戊ガスL')流A!＼＼とJ壬-たrlと
tB#H.jiに古さてgI変なる ＼＼紘火増村orDは搬
しっゝあら際の錘逝沖iBlJrl後のガスi払出にし

て R Jic=kcTのJrIにせ7_ら.つは重大頚･さあ'Jt

は港し経])た5枚のtVh1枚tll.適度にしてtE,■

理論:こ於て求A')F'ろゝW とは別巧の ものなlJ一
称 一遇lJEIE,Ill市花l二枚 .)束汚染兵のTTEJ)H

Li波面の故別 井inを･朋にし汗葺7)硬絹を卿 こ

せんとするrf沸VF託は.汀輔.こ行は)叩:れI).
殊に蜂鉢虻rdlE輔 け/'払出一つ誕淋 こ依 V桝5円
は弘スピソ五代GJ折WL.せる!･JDにL C C汁MP

hcIL70,】)W l＼r･0.11lc一(い＼ A 1!ollCT;Jミ

L l･'r一くCrハVtl＼n)cclc.二昏bI)｡又之1.(.A-I)

'LT軸‡湖上を･珊崩n'Jに乃‡;せるものに K Sl■t･

･holkl】11',Jt llccLcT9.ll 5oSllbu)pF尤
i.I)L)｡

(コ) .1111過払r,LJ柑出花& =こ5'erdll

先に 11J(I)に於~⊂越′一なる悌辿洲;i:Fl)

の満避T3thtL柑iiqt既乙川-J･梓巻波の進行状況
Ii祝潤せ))0l咋駿はIJ-トリー1及 ト1Jニトt･

I-h･サーfLにfrラひたl)

朽速攻固持もn.こ班･)-j-i)- ･̂の集枠-I
ie甘せしめた/J即純 を斗影Lたる-｣糾まi'H再

L')如 し,

耳点に於-ur=-J-.JJ,'J:丘提唱にして之と反対

絹なる右下7JJの兼l袖tl瑞 より建白ガスかtn

1JVムAI軸 方向.こ皇且?柳こここ也



エ a!火 事 tA 甘ZZ.弟 E一世 hl コ姓

,iBに近さ(tA速tI)大なる肺 もあil)満遥必 こ

てr̂Jrl畦淡する状況が白井上にltく,泣め TL'

ろ 三m先任†枚 の如 し｡

鮎lSナト9-JL･ 抗け 21 ･ 失敬Wi

lだ ilg/,n､● ≠荘 1rll' ■見
LIt･q等巾ZS 七 … ア ytm 7▲JL･.iBZt

･¥ - dt--･-;笥賢一蒜
炎 17 ナ トrJ-ル及 t11)きトロ

ト･lオールのut姓生成dス兼題

L l'■～▲ ■1 17
> t-r糊 糾 堤.J{品 dt釦 uス湘

攻に生F々ガス.t泣llが弘非無力やh韻†井に

依 り推堺せられたろ机上))n l仰Oo'大なる理

由にけ-埠宅与せんとす

火糊 の妹題は敢 IlnnFll/班Cにしては漣

波 了献王嫉め こ塩時Eillに火繋分子 Jを凪過す｡

一方tt&涜而LE(魚に於ける仙&生唾ガスの祭

JZeは斜力学理i′)示す如 くJeの火ホ切.り'&均

せ辞 上l)̂ ･''LI) 北の=つの程由に炊 け生成

ガス分子の諮iT.の;1b硬比d久分子が授戒に

糾作用 し且il空鴇JSftるg行に比Lm昔減少

IT｡ 此D鵠生成ガスDtJ#淡而 (枝に於 ける

比熱 まれ 官J)lk顎に於けYu比戦に止 し糾L,Fq.'小

とな り若造つ-こtS轟SLlRT.は之にHlG.'してF'
くな IJ生喰ガス洗盛付は人となりはfL渡御 こ

於ける席 萌も屯に戦班とな りNI♯転カは柵

すO此のrl由壁の縄少に伐る比熱の減少は分

=脚 1-打払畢'三に於ける,P波の介畝に榊承するも

PI17の力士α及βとtiqL又-}イ～ム椴

iiElR五胡S3伶鞘小串t川ひ18迎D及性港政-肘

虹技の生噴ガス放逸IVt･相,
^ Schmid18Lは l̂lel.hfoblc統領方托式

i:tfJひ素I)伽 ●北*適確冶式i･将を姫 の分析

生成軌 は恐熱はVCGWほ 用Cl仏適の計許LJ,'
北と ＼＼'I･lrlCJo.･ich のLAAi淵定lri上I)池に

u'Cトyol)Ec式のコけり r)JIL･収めたるilt.
/)諾い71トL)-ル及 トLIziトpトp-オー'E･にすす
し次の如 く生成ガス沌AlW i:井Tlt甘.)

人hCl-NL)bIc式を伏111すろ均介は＼lFは竣功輔

蛙には此確には加BAl供となる

･､.-J一言㌃

の



和地成bl帖t.;iEqにて洲ンこし規地相 二盛jt:する

ことを･認め蛾顎の計と雅に近さ咋blち悌逆の小

な別 ･'iiltのJA故紙淋椿が生ずもことを汲めた

わも井のrj;Xは.ま不MJJなlJと述べ純招き概括内

に沈 r鶴合雅の下七千は靖粒枚始動をな し井の

沌姓が且を鮮Lfツナが*なる部に言及J._H)a

経って境の裾へはは胡ガスのlnllS銀に萄する

もDと認めらろC

八 Slltt.1LOlk111r 氏は嫌伽生成Kス･lp非招
耗性理想沫漁と侭な して蛾絹の媒細 動･lp読

経力琳 こ放 り叶芥 し之に1.J･:iJil妃の妹狂スピ

ンを罪刑し 13ozIC Fm～crのfl測スピン故 と

比較 し二,三のRIJ合を除阜汁許とTEDfIがft-

敦するこJ:を連べた rJ.

1').不at綿LR好や

ll lL)別l̀ 氏は東伯の漣雌スL//を次の如

く見tt明サl),蛸津波闇に放け,Llヒ年反鯨は過

料的にrllHI/1;不迎敏的に生.す･間 18に於

て様雌沌所はAに於L'E束分JW官と接すとすiL

Lt淡肺かJUiを巡行 したyi,鰍 二人l川rlに化学

LZ懸i･生す兆]lif;は何..tpェ才JLギーの菅生は

舛企穏和確力はi郎)らJL沌速ま る･.しかる後

公轍に化伴反棟が.Lu】mIに生する8ェネルギ

-が術や政の液面に輿へられ絹や淡は^Bの

7yl政に加速さろO此のrll日収r抑tytLこ女のBC

に迎む も化勢成敗は1､だ′ktI{1'政は減退 され

攻に錬りHヒJ班別部を坐t:純はJJ11淡 さ,J･か く

して.uJ油症lnJ畑富与DIに供L)i?雌4..,軌 拭け JLば

ELlllT肺の如 く鎌瀬スピンと糾せらる 説ゝ

liiを4'{戸, 挽連TZi'R Hcckc･の説明 も之

r=胡glの ものならt,1く 11cckerの盤は出替

士 ヒ ニ

り 恩 ヨ ‖=J ∵よ

がを邦にし又稚専政の飢 JJ'に於て萄火すると

堵ふるに反 し joヨーの紋は虹に竹紫波の 放逸

廿る帝分化於i:戊腰沖く生するものと瀬ふ3比

の瀬宕紅 上れば煉洲 ']化斗涙腺が生する迄に

波間が他行すべきyrlB ･tElは涙腺系が不活性

の柑*なるペ し,不納作11,.,CO10'系捗敬は

ピッf大な,J従 〔)蛾政教小/)る ス ピ ンと'&晩

的lこ示 し畑Yl気曜 t･Ir0,粟に於てftは紐の

不括億Tj:る洩姓出札に於てのみスヒノが焚虫

的に認めらるし市坪あ l)｡分解能のA!L=火Ts

る与良埠を用ふれば活性反磨系に於てもスピ

ンがLL山aるし管 柱l)｡但 しスtfソのLJlブナ

が管の払梓に略比例する耶耽及℡矧 こD.'Iとし

て特碇状vc)的跡が7EO恥鞍は北の不拙句Tl旭.

詮t:では改JylL糾す｡AErc煉辿'G火の動力畢

理肴とヒML.の考箸壬が糾 印し柑るや又11均lさ)盟

と左記は速とは舶JllJ的Isる).'欄 軒示すや香や

tまfLけ 綾の研究と婆すと'&じたfl｡

R,BcこkcrrL矧ま束碓t&胡D載 AJJや的現品

の此硬式なる TlTugo･ltOt式を 1'-V政Ld.Hに'R

したろ甲調 ITugoJ-10【帥柏を川ひて'･i推Dは
載スヒン-L･次のかlく解託せ l)｡脱 1-佗,示せ

る lIugon101曲娘の 11掛 こ於て生じた･}蟻

掛 よ淡クヒ低地S:示すJ抑 こrplって移DJし削化

せらるる印は熱力饗孤独の冒認朋する川な lJ
Jjに於11旬1制的に生せる悌鞘に於てTur射ま)
に於けろ上りigtに如 きES化やILR波【迎JEkt-rJl
大なLJ｡Il上l))に伺って悌軸の削まる際性

払1):ilrJi碩するI経となl)柑るもn'感 はJ輔の牧

めて作か上JJのがtこbさて生じtal#牲粍めて垣

崎糊漸 噴1るも念准なあ皮相に炊))姓IL,†こ,)
柵塀掛 ま渋rdのUILirlに抑 二l恭助を生じ比の新

しくiHl1=る悌韻は又lflち rtii封じして7'1tJ越
す[か くi:Ttt動的なる1R毅&'止す｡IILnlC,

Fm､cr.lVhCC'crは blooVIclllのTは鵬を悌

灘波価のnEllⅥ1･*:｣､分解肝に伺って泊Hほ

ろ､方向にn用せ LtILLばは&がJlr,兆 し之i:

反別方rplに作用せLtiilばta常が少しく相加

する叫をTE拍 Lfころも之は化サ涙腺にJ'川l屯

子が必嬰なZ'巧｢油 偲Ifを純や水の波節と低

地披rBtの申.ulの部分q)出場L御 こ向って加逃せ

LtpjH.ばLR臆が1埠巡せLy)られるものi:して

設明Llrl

J 組rr洩沌漁

火巣剤の蟻掛 よ雌軌 勺の7'?巡lllLlこqz適腔

にIC過行す｡一方洗砲をげ遜以上の迎比にて
凍JISせ LTj別 号は放題と7';題の舶掛こfLtI)lt

の納れの光まる斜の昧蚊モ銀する糾 王政に洗

絹J.やrこ於て良く知らJLl:る畑にして埋曲的

卵及笥馴 LJLこ比の規射ま能 く帆紀せられTこl)

TITALurnol】r19は此の耕郷に怒nLJX･にUrb~

1115ktの船影せる火難別悌甘心の際の不脱ul)NJ

恐光税卑王を之にLltJ)槻 Lr/LJとせ i)～



T R 火 毛 純せ こ /,.i,1払 鮮1-舛

llJ.打者スピン71推Llと新nの碑穀.こIけ7.日モボの.5.

72S:価¢iiべ1{も .L之等にかする巧とは:の如 し｡Urhn､kL,1'nrtsOLの如●iiせる火類別のA

はi政の不LqJM状況は Ihl･CI.yJ:耗qtlAtこ於

て又辞Nh:岱集桝に稚く瓜Ri屯とiせ ろ純めて搬AIJ的なもLl
鼻ズーJンにLt:ナJLlで萌だ榊凄 LはJIスピンとIiI-i

'めt くレしろ火g朗の不よ込分解廿に蚊に ものとづ-らる,又公報J)LB

海スL/ンとt一曲生成ガスのlul叫.こ(.JibJtlE
Dlせ/iとTる K ShLJJO･L川 の計甘法泉ノJP,I(･'
)にJJGL又イ二項刷 2理 也'd鴇のfrL妃を速とし',.･

･理的と.3AbRL 又 Y.lLta#'生成

カ久が市巡生にて州 さしlよる ものとすLLfr金額 伽 て坤

蹄し払 りnL:21･後の〉如 け スはIr(仲にI点り此のE"側
T:r.(･常的ナ-きな･OもCrM D火雅㍍l

こ於けろ襟曲に伐 りて明か ね こ-3(lJく比のiR奴は.iL

J.めら)チイ叫 の銀輪を受 くる鼠矧 こは )…
1汲IIC3b,のJT;漣増Lx地ukははめて爪繰あ

'･JfLikなるもJtのql没は現lLのJJL太伯tB湖の逃出の計

37:とrt始の陳かこ11卯か一丑を興ふ'J熱力戦的和独q)At

,礎 と例Plせず.jLlijQt波75:鳩伽波のl貢感 /

IT伽ちLi 雌よl)先行 して此の両 解放が化やJA艦七生ぜ LbJJものと但定

u･る も戊席汝の過酸は臨 めてすく1.1分離京紺LTlのTで過よI)犠めて人TIY
J絹叱Q)J､分析点伯rl･U)iTrLl'E波は戊*払 こ允
'rfL糾す と巧.i.べき々 IJ 3L火兼JJn:於 こも之

等Dlnkはr;･1校FEl) '4時 こ於て''J-A
)も7)1､分辞せtD洲 t的7f!RlこLJlrU讃火封迄に珪

LlLJ'/ut.火器blに於 亡は之:王不可依aZ,Wは指キミ

良 く.Aqめられたろ1.収TJh &T,之YPの不妊瓢 x鹿北は火黛m

のは鮮撫偶のが椎としこ茄も1言く現れ.-椴に認めらJlざ,-J

]】C･LILd･･lL')筒や波D析劫5SFL;

謹 上一一浅山 いる もの'jZ) 'i規律･JLl:i.t

てはi:C.tTII{lJと-tろ も火熊跡 こ於て.エ不IT飛

I.llJ-1llJm･-ll-の韻IF逆洗dli

l日比､kLD不規則的IもJilこtW.<せ/)とtAW .ニふ..二llh,如 t上の沌LLのy･/Jはia>''･''L't]レ 7'全集

AiI.ちこけ挿し鑑 りたIL汝I)生Ijt-ガ 乙ノ;

.A.Tlt.こLそこiTlの也if適確に特了J'の拝yLを生す[

･tもq)と期 f.'f:･,Jろ iljTRの火句iElにgi.

J即 hKやてLO)かIL'･3如 く北.りiR/1!.三一,_11

さLト,I. 火蛸切J)は加入u'/Lこ梢 ,L,,乃烈tlytヌL

.1ンlこ対す,Ln EK Ji鞍 t次D如 し九･r=IJ

(])･j L=於 こり せ,:'nく火隻tlは推J> a

Aie一汁せ しめ ′,る ･P娼#汝が.:於けろLPお盆L支う'スは強

め こTh一呈.tiq!,耗幣症に しこ絹の分子は運動 エ ネー･+P一人

にし こ之1J:山 丁琳甘引句LRL火半分-7-は析竹化エ (

.ル<-IfrTこ次 々に梯itiJ'):仲i･-T



81_G 火車漸ノ･付出1-はIjる咋允

l'/芸が仙 'はとL/こ1,tに近づけ/Jもcrにして
は道の壬刺万.三lii絹火W M.阿椎rj:I)

1uYft才¢'｣･_.,uつけ淋-IvIンのTTl冶L=於-C切

出せる先Jriガン.の41./Jは紳珊化呼的1:合理的

の77たC,.+Jt讃やわ;ほ8tL‡箕[)た,3時五とにぢ1

i71七三lに畷rtける脳#′kTJRガスLD蛍光せ/I

fJr,＼逆TIXI･LA逆上1)ノ(TLる耶代はTtEの我‡

汚せる斑p7に 上i)▲りiか な ろ概説的-1lTfにし

て.此のA{fii).lllりIFhAl王統-由約に も.7tlg]せ

{'tりこ/JtlL,と15ふ W.題の貌力単lTr･1現品に

於けruはLyT生●L(h rl組 ＼＼-は之 とWE･lt')もの

に Lてia* TmldL綾の生叫･J'-･.のn出 喧 7j:
I

IU二漣 r_Lyl才パJ>l･1.台11fンにilすろ布

しき*卦 二乃カ年的fG請と4'･JEiせずjt分子,-rL
王ら諭的にt.'TZTgfl'r､こし一て【LiせF,II二,3現生さ
を･長も令舞的.二..'･t川L-̀.i>Jも､')と七J

V 大業知の塗廉

くl) ｢嘘

jL･'こ廷 一二,_]lこ }出血LL't汲DrJr#生成

うスV_･沌Jiu.こバ寸'･3;斥パ')食珊nL･.し

cヽI-tdlゝ lJ'.I.,'lrl(I) l(-) を比稚

するL二筋器にtをR IT'JILH)㌔大TJll llJJt一･

拭い井&'it'ト.)

ll-(､J ､-)＼
l･~lT

‡ 亡

13;(似pl､1uil■ニ).'･JTる耶輔ZLi托非J)tHJ.r.二tI(
ろ紙抑 こ比し11仙 人lH) 又｣二式よl)はrb披
pdlにb'.V . Lr力 r'1は 】-..>1㌧なる砕 )-.は
叫l配l

),Jq上川 ､ I"TJ ユニ.I/
＼＼U)TtiILJ.-＼ .ヽ:hznLLllの計YI-7fii:fIL上

り的 川O,ou ･P､J.し~こ1=岩･ttE辞.虻Jin-W
.皇は洋 ,Lに;(∂ru,I.乙川 ⊂け也耶ノコは7E#
L')＼V (/)Tiコ3;:(!171,:LL嘆.r榔 JrAi:Zl17:tlLよI)が)

】仰七 七と'L.

t排 火女ふい 生皮･li]くは'LIL二ffTl誕Z-rLr:二駅,-A

t'q効:止の式

11…ll- Ill+Pさl＼=-上り＼＼+p,u

F)式中不 二Lll:土小rLr)と -jFV_I.11にlJtll
11=ユーハ＼

む望庇と-TyL,Fu.)'ttも班長.とィ;'J:JJ-らJTlCT)ユ
仝純よWltlli又攻t,)bTく支し1rJ

い

l;l'r l'･'p,ll77上Ⅰ川 -ir芯･

A;I)払妊式を矧 tlせろ lく IIc亡kc･は llJll

-､やトル- ルに" LT,l'1､---三豊 - ･17

£'Tf.:綜 '.崇 (;'モ.宗諾 .,Ji茨に岩窟禁

か :珊満のft設 ■こIf(r)榔 こなl)Iころ如 く肌は

I)にJtLl石和Ll黙せらLl.iI)T二る上I)鼻̀Jloo

nJo')､にして P.･117のlrlは ユE川 に比 Lbt現

寸る.ミ'r.一宛的なp,ざる市を知LzI) 経て猛攻

式としては攻の丑的眺 T_川 ,i.ベLiな･)) 軌

に火集期のiiZh-l'LJEしき-JJrPJi,Eも11H.ること

は紫知JC)准矧 こして比の牲mま和束の如く訂

抗力 P,の'J'JTJ海空と比(故しては必 王LrJぎ

･3比r二し~こ比J)u艦(I)著し._4方向1tは作托生

rJガス耗腰のみにI.LiTJ81p-ll三石-ゴ5ま:rしては

じめてi<はしIIJろもt')なZ) 付火熊Mの捷月

額帖の詑判としてJIEのガス洗茂に絞る-*分解

皆の大背分1-の折イ†把が究亨旭さる hヽlは11上

の町f!･と姐迎して注目すべき鮎なりbeJ)ち

fLlL tic)1川hr?I)J川 l)rcLr･T)1ii 'l) 千一

_: 1と巧へlL･71-1L'Allh とり
】

l･℡ 1上 目 ･

に性 t)1㌔,'{1,日11せ l) 托tl絹代相 は-j(L')礼

q_ 竹 75.,qT,1.チ..T望t稚ft-.浩I,'

･. ‥ / 二･ 二 ､

γ T T =~~二｢ ｢1 .T ,Hl､ 1...O l一一一｣- i

.∴ ● . 二 :∴

ケエッチ ･̂サ1)ツ1～ 11 ･L-Jl -～LL(U

rJ..,T <リP,H H T｢二丁..:_～"

氏.･)計11一方放てJI-ポ･ryp;=九に速′;T二る焚 片

の＼＼の賛洞.rニ按 T)rr'I,h/'JyA rtくllは棉どⅠ)▲二



-,R 3-～̂p､火 萎 協 食 'J1 蹄9怨 iT;空zt

- .一一- るLe⊥1て ､､-16D- と- す ス慧完這rt'i･猛 笠三笠農 芸I.L芝t?,慧援護

yL.は過汗/Jらす又WはCtの恨 冗uIの釣 fg-なる 火和 の盤LJl串.･EA･に殆ど跳 点せ+デ トリーT,

与･1r⊂J.tのm Elせろt粥iqUJは小に過 ぐろも に於亡は約 ･_,_Wm/6cc,7･.JエlrTト̂ オー

のと考-らZ,○ ルに於ては約 矧γ)111/SeCrLEり｡比の仇と究

('-') 余丁物 牡の計許 に111(I_I)に放て貨洞によr)決たせるkI瀬

A;に並べたる如 く火脚 の頂虻Rは波面に 式と上り稚 の々戟切礁齢こ於ける仝l酬 CD

かけoiLl句勤 tItLll(衣はすべきものにし ち圧皮を計許せ,Ll.-.･恥tlJく1言及Lalこ0(l如
て粍秋の如 くは茄耶111'.を1.1て我はi-は近 し,

7.1-rJ:らす｡
47押勤王Llは

.､⊥ ll l)I

又 休 止 l)と盤91硬度 L)の 郎 陳は

･,-I,･S

程て

･･=岩 壬浩 一

但 し L7.a,I/は各大柳 に伽71の経 にして
〟-1VD..t
β-))-(AA+L7)
ryzE71＼-(i-+Ll)'

10 71川 1576

17△9/cm 3→FI ゴ) -んの淡iF態.'庇と旺旺1l

×ヽ10､ユ(.i+07L'4)II-'01(_i+∩7-'4)-irJ'2

T.ワi'TLITLルI-ノ

レn=0,'-完宗 .

',諜 ㌘̀L7暮)iL JLL1-Iトp- Itlr̂ '*-〟,

Vl lt 7B木研究

に供 I)=l弊火難Wの琳伯及=喰介系に於ける

は過を理飴的及'PC投的に明にしけ誕波向nL投に伽
Jる地場ガdの軌比のTrz刑に班,)衝動凧･h:明にし火轟Mv)LW の'E

川的計非式々mlこr)｡非の大逆次の如 Lo

()) は題生成ガス状鮎 とし こ分子IMの反詔力を

正鎚せる状噛ALを用ひ黙ブJ分相曲に依 り解妃欠如 の悌風 土倣In軌 だ相加にi追'L

l略は娘的に析加 し此のLl出掛 三協恐瑞の大小に允BB齢

こ成立することを朋にせ り｡(I_1) け

&政+d]Lに於て利用せ らる＼熱血t_(.hと火

莞期の脈 動Qcと一丑するや香やは火養分子の内相 ヒェネ

～ギ･J tB滋生成ガスJ=hイーの怖車エネルギ-のM貼相続に伐 J),r'Eり括

牲化三号4･ギー及生成ガス分子鼓の*超なき場合は一般に脚 火



日野 火軸 の速達にh-Tも巧;t 汐

叫&波成立するもtI激烈錘Y,7こ小なる火類hi

に於-乙は凍両に放けTJ紡性化不 卜分の73rp

は りC上l)其 しく小となり定常iZjBiか1旅立

Iluす｡前許を第 Ⅰ叩経常も妨 IL咽に,Jl期
す̂

(≡) te逆と諺lE稚1Rの紬抜きff消 し寺放

ろ火葬斯-A:攻の如 く分顆せ り｡

苅1稚 】 押将校ベンク エ･)I.).･ト

I-' テ トリ-ル 3 ピタ.)/択 L T･リニ

ト∫トルオーJL･ .-, ビクリ/酌T./モ /

‖ 珊飛領練糸(N三10'IL)oy') T ナ ニ ト P

ベ/′-ル 8 ヂニ ト,γニ ソール IIナ

I-トE7トルオー7i･ 川 1･ニ トリナー/〟.)ン

日 ヂ昌トロフェノール li' m冊tm 輔
(ド-86C%)

窮 u 担 1 珊 〆Tコナン ご 過盟

邦舵 7ンモン 弓 師椴 アンキン

(･L) 裟fW .t腔の耽れこそ宅て頗逃が拭*肌

を縫て蓮に埠苛せざかこ至るJgTr刑死雌の鎚激

は筋 目 率の火馴 にのみ*.する現(4にして
7F'=g!の定常的埋Zi渡の生じ持古,-Jが如き各

号･%･トの火串苛に起るものなる可【々 さじ背位

に炊I)此の考察を稚めたり｡

(3) -定連破を以.C依拝しiIJる火革胡gJl

ち第1邸の大判 に於ては勲力早見iaの示す
如 く埠連と襲41斜 度は枯irf投fE'戯 快を,7.す部

を奇抜に較 l)明にし井のltE秩式の依軟を決定

せ l)｡

D- IAI.GR

PliE=襲堺帝腔 g/CmlAM-北大糖度
D-榛 迎 tll/scc])～-)lrtq)堵迎

(6) -Iy伯火脚 のta迎理徐を棚持し悌琳

仰 分々と非操守作成分とよ･)成る=】戊分系火
脚 の捗速は鴫哲也成分の賃染Ln砺艇 (-)r-壕

帝位成分の占布嘲rl控 除きて3･7:ll川-る処Jn嘘

FR)に放ける悌瀧に炊 I)⇒JとLi~⊂決出される
竹を論じ比の考器 より･火のは退式 を1削Llせ
り｡

D,-3T.D.pO-i'llrnG .X浄 o)
柑 x=港埠負性蛾分の査丑百分率 ,oo'

上,-二成分系火樹 の滋明確壁g/m'
d_-非t15番牲成分のT!此T( g/cTnJ

CJ)ち次の粥 を明にサD｡

イ ニ攻分宗火鞍部の壌書はyZl苑横堤の相

加に稚JFiifi粗相に棉和す｡

L, 雅t*苛性成分{)iE;合に伐 り=攻分火室

邦のL8itは獅 1する群もあり蟹化･Fざる

pyも･) 又戎′トする下もあり｡

- Jlは恐作成分の地雷.℡巡.顎禁札 rZ
勝也は頒題に影昏せず｡成比.Vtf,'i)il加勺

の.?3容を-tli.
(7) F'確化早〝雌 だの甚/L'しく911,L種々

t')的符tiEさか する二成分系火軸 の旺盛音便

潤 し(I,)のjCが｢牧に'Jil瓜的に良 く一点 し又

iM.杓の二次的劫火にJleるfrも怨の作推す る場

合 も(13)の式は良 くJruWrトー丑を示す郡を明

にせ)).之に伏 1)従衆柿 の々7(･l占せる批由の

rIはjl1二るこlG介系火難初の換進に封L.耗 一

的見卵3:柑た りO

(占) 1'.ll辿Lit凶雌鳥狂鞭に依りテ l-I-p-

及 ト))A-トtZトルオーP･のは誕淡の取組捕池

を軒 だ'CL火難初のは荘理論1検めて叉姿にし

てしか も盲従非Jq妃の不可能なrJLは封泣而ErL.

箆の生地カ1沌辿llをTl潤し従射 り推定計叩

机上))的 lWI%ヅくなる串を恥 こせ り｡

(9) 】打妃(8)J>採光と先の(I.)の路速式･1/

荒 たし-7 ト1J-p-及 い)=トゴト･''/ナーr･Lウ

衝動允式を柑火脚 の猛Ekに怖動柵 こ妖I)R
すべきつけを論 じ娃皮をM .的に1m=せ J)｡

(ln) 火鮒 の桜井スピンの伐持主萄yjiせ

れュ

ネ軒党に於けるず投に際 しては小汀貞1-夫,

LJE埼拝礼 荻川功,捕FlId行こ諸氏の助力と打た

ことを,繰謝する｡(1<J･Li'年 5月唆萌)

支 点e

(69 .1ユ1n)rhl IFCIorzll.Aq矢指l(Ll1

38)337
(70) TrrlHULE5ktctT r;Jtlは ,(-1州叩t 1
209(10.m)rJTJS

く71)･[Ill1htl-.'/JSS.3r･(1811)).29.r･3
(72)､.TLIAPltrl与Otrl;=11(TO)

(73) llJ光琳LA.火革1品甘81(吋Trl1751-3月)=F.

(74) t■.llqIll)glnlllド nrL･kl)llf.Fl)rLt】gzllo)1t-
nd れ1日Ll Lutl](193f･)輔

(78) I IIutkヾT.光tcphP1-～3(l把2)219
JAllr.･Ftk･rJt･tlLヽ'】LIrrCht･ml.qrh一丁 一十hzll･ChtL.

Ttt･LL1L･MヨtL11も(J927)9fJ

(76) r (J"'Pl椎IIZH Hl●仇tll,tla･l JH,rTlnt
cl-帥IPtR.(l926)3010同 い927) lI.丁ご可 (L
1̀三当)空状t

(77) llJ LbnLL,ltJ■l･lr･zILlr.Pt】･1∫ra"q-
恥 さ_q<KlolltlorLA 22S(lf･n)197
＼ヽ･_～.llr･1.1･,R.P Frがlr.ll-tl ≠11(やI什 ･

l･luLlrrzm H torC∝ J.o'-LIol.～-Tnr･(1q;･-II-･
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(TlI) IミIttlI･ / lrIlrttl 112 LrTd'1･丁

(ト‖) W Jhpl/ l●L.Itll Ilil:J｡ii･L II.

11%け乃ルZt>ピソlこFITも持合的記iSJl
llJ一汁(,rlLll･･;･Ihll.lTlrl･r-nIILlllLr･-1･

T_'細目tiIllllZl･り Itl_ttヽ卜 Ol■E

lH J.は叱.()lJl.I ltIzm 1-.Ll一･Iにて】･l･
bihn■'Jl_,いl･-I L _1

卜 I lトIhn一･'t.宙Jlt 1_～-

(さ_: JこtlrrN1-T･lrul11Lllr州Ll:-†lktl■mlJl I

･I･rr.tJ一･Tll･ 日 hs･▲L.lT'Jt▲二I fJh
H lヽLIrJlHl l I J ILhtTZlli'Irk

IO16011 Th l)･LI.X､､ " lyr _TTl,

(･I .＼1Il'･▼】t:'JM
一､ LH.ttb･kAIlfJ桝 ~･

eLI W J.巧tf7川 ･1】

･T lll1-klr/ l'llL lrHl lI:I1､㍍･.一｢~
I-ト ).Ilk-rl1-'■1-Eヽ'川1■▲lL Iln-1t l■l-r

l'hyILL,t T 1.. ,_

H 1ヽ11mt･11r.肘ItI ･ゝ
11 lヽlttlrlL･Ll.叫JIL ヽ 1.:

ll_thlrLIOl一rrJl l I L-･1r,I)I,X N ト

1･(l■).-'､J

ll lかIII.rぺ IllHl I'r-｡ Hl'rL,H ln.ヽ

Llr21㌧=

Ì ldlktrン'lHrl'lLtHL･ I-," ,∫

～ …lIllrf.＼●rZt･lLlli･llHllMrlhHrth5th

1lpl.ヽ-LLl･llHL ll."(I J･J-I- 1ttt
lI J1h

l＼~ ､ゝr･卜11111IrttJ.lI Il 卜LH､I.1

ll 一ヽrl▲■lLl.ll1㌧.■-I充■ ‖1日･rll 1

H HLl卜lTT lrrヱ1■T､

tj l:i.IIrtHrH･･k.I.hrI:)fJ(li.l:Tl

l:liLILITyt-t H･tT;k,-I(1亡･三だヽ こい

我ら蛙のG甘J IIJ 一大 爪討JePれrM 一̀

Lh4, 1._Ji.)lH[JELtllrtL･l･(-軌 Il(~l {*1

化合火薬蕪の費火鮎と費火機構 l

独和 _I'l Flコ1tl'lTZ ･

)を 什

こ '̀)軒究It牧tig)fL:li火如 J)虫敬火也fi'
-+二川.+Q,Jq庶 上▲fr垢はJJL こLB桑作的 Tiの
翰火柁t,7声抑 lL.乃火ち～訳抄に封し一失も濃

it石碑 ＼んとし1こJ,.I-C･,!こ准tI.J調定性にJJl
nで,･'万しい払 kT日L8421F.1̂付して敬火PL.

力ILFLiAn収とLty'2･L"収 RI.瓜曲約才淡め各

火熊川の発火一緒1,か りかにし1.= その-一巡 tr一

新兜‡ム火にir,tnC･:i:粒 ′,事を.̂棚 をは,FTL1;
-<l Jw＼た

J f現Tljf更改方沃

lj追考ミ火rJ_川JJi{八】 日 と ri'方法として

(l)Jlい 敬 二lL-J Tさ敬火するillA
liI:･カ沈こLlthTrlJ:)L,(L')-)ヒLRlh:の試験器 _

バIlを12人 して1-1火 .'tが'JRt托 IL,J諺IL.(Kru

lll拙 くは甜培汝)=･l)･l'.L二川rlT'机で も T :

tlEl古法で は./I-iA)無分配fJ･El-に行は)

Iに Ell 令■

:｢∴:日･L-Cであご-

.柑ET!ii'は瀬粗よIlカ フミ叔繋2t,をf･r78とし

･む殻のン汁1(llト 3nL岬 )す投入 して載火約1時

l:nをdt7/.td瓜 1･'J的rm曲椴 事.Jty〉るもので

17fZr剛名の沌吐 b.m)2'書火鮎とIfJ:.手相JItlり

の/トT_るl･巧では..tIIv)秋'/lh!は不l') でわ t)

3(1'主軸から.･lJ攻0)'Jlh川 'l.じ低i良分析的lこ上

1.切札糾 111J川棚PeTSくT3ろので軸淑収のレt

P には池 しない え■lf芯の胡'LT.形状..シーtIの

-稲,雑蛙等のむ誓うptITl花J)あるので抜flL･尤

分yi味せLlばならJh しめ し心汝のAtt-L淡さ
i.利払は世;PZは.lmT;王,,/.紛.他の姐6,.3,杓 に

r.tして 壬縦式も報を油'r･る一枚に上って輪ど凡

てのWLて(亨!,tt'Iの)の巧火打Lt'珊'Jとし柑る｢甘

て か二･;
背 肖illJ.t母的 にはこの槻IFiL=しこ上る､11とし

記法 Lこ若干の放血 もJJTト †二二伽の放碇t穀作

職 巳分冊生硬物.ニ上る絹やT雌 も尤分E:坐+･ し.A:

るので を.i:史軌 こ捕737と･71.I,Pjat-_はか ･が指 節一決Eilb tに佑確 i･,-r.Lt二伽 く れ管に

敬Jt相即 こは包IHLtい:大出う･L,ろ 1ユJ又ii
JLe-:常 Iこ吋化すU､つで相 対.J.取TILII:い喝 ■托 せ大仰も1-｢サ称火載etti島


