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すれば第3図の如く，殆んど契験曲線と一4致する。併し

長する過程を，簡単な分子1耀1型と仮驚により…般酌な形

液状絹ではたりも可成りある様であるから，傾向として
もこの一一一4致は，どの程度

式に纏めてみた。・一般或の訓癖iは困闘liでは准いが梅維に

，P・価してよいか疑闇である。傾

向として識の読のは一11穿似臨撒筒71，」・る迄略

なるので，先づ結晶化遠度の非常に遅いという簡単オ仁場

合の近似をとり，加1献伽ムと液棚｝について

部の曲率で・この曲靴・呈ラメーターの特殊酬合せで
鮒れば再現し翫い様である・初期繍駿4｛｝％の曲線

矧きイ収，過程から・灘される1…旋に，上・班伽厭イ棚

も同図に示したが・これ軌ヒりの曲靴われわれの系罷
験に比較して職り緩い
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