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集演講i學科i孫獄

　第も　たは傾そのし
　一一と共次繰向れ慧た私
　にえ後第綜をに縣故が　　　　　 第

　繰氏引で張御密科田繰　　　第第第五
　綜其績あ力報接墨r，1；懸　　　三二一章
’甥：£吉脇聾翻第　節節箭原

　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じコ
　第先で　鮮越因會をた　　　 相

　二輩あ　支えをに考の　　　　互
　bCのり　那て御於案は　　　　關
　繰粥ま　 各昭報けし大　　　　係
　縣ueす　地和告るま正　　　　普
　張をが　 産三申研し十　　　　t：
　力仰衰　の年上究て三　　　　等轟

　のが於　付回せ於を暮
　原らき　き獄てき開で
　理．實ま　 ま懸煮ま始あ　あ　第験し　 し科繭ししり
　三をて　℃廉1繰てたま　　　　　　　　コ1　に績は　共講綜私のし
　そ行荻　性演にはでた
　れし野　歌會關解あ゜
　等て助　 を研す好り當
　の屠i教　 比究るのま時
　底り揮　較會繰意す助
　用ま鷹　御に縣義゜敏
　にす野　報於張を大授　つ゜誠　　告き力明ユ1三で
　い本』：　申まのか＋あ’
　て日瀧　上し一一に四り
　御は澤　 げて般し年ま
　　　　　　　　s

＿192＿



究研るす關に力張縣繰

　需張　タムで從縣　つ　　　　　　報
　　力此ンであつ張今に先　　　　　告
　hT式ト現りて力繰依づ　　　　　申
　のにをではま張は縣る最　　　　 上

　方一一吟あしし力第條と初　　　　　げ
　髭撃巷茎z’ξ援颪篁至縞　第薯
　曲るますの11少に一こを　 ニへ

　傾あに　 り、馨参やしおさ　飾　　　 り

　斜りK　 tなりうて話せ　　　繰　 ま

　昧是・　ueを此を繭と繰の　力
　竃睦ζ嬰豊隷響饗畳饗馨よ
　も取ク　分るはのだま力度　り

　ま繰繭　は來nRすて　持度　繭
　≒禁臨茎語鶴謡2　綜
　煮度t敬で依太葡居の　繭　に　が　　　字　あ　り　い　瞼　　　り　　　　　　性

　饗磐蓄£婁芒糠を享　ftk
　及てなりすての見所　繰攣るま゜直やまの　懸は場　 す此線うす　膠
　温る合　 ゜，T．とにと　着
　度べに　　Kはな煮冥　　度
，　にき於　 と繰る繭場　 と

　依系け　 h綜所熱合　 溶　　　　’
　つ数る　 と張の度に　解
　てで所’　は力指が於　度
　i墜あの　 コを数遜け　 と
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一墓93一



集演講學科継獄
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嬬鵠続鵠原料総凄㌧二米／分
繭細　　でのをへあ合　　繰糸温度　八〇c度

　しに　 あ膠解まりにTプヒ見　 る藩傍しまは数な共係震從レく
所て　 と度すてす係など名数度つき

　と参　 申及べ溶゜数るにのと係てコ
ギり　上共き解其そ名於付名数私ン
五ま　　げセ所度後の総きけ付とはス
分す　 るりの係溶もをま方け名Kタ
程と　とシ繰数解の私しもる付をン
煮云　 とン綜と度がはて以の咳先ト
繭ふ　がの張改係v用煮前でh程で

　しと　 出溶力め数イゐ繭地あを巾あ
たT　 i來解Tたとナた抵方り溶しり
所度　 る慶はの云スこ抗講ま解たま

　に六　のに繭でふのと係演S；度膠需
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究研るす關に力張継繰
6－一一一一一一一一一一剛一一一一一一

云合力此内す理高での　 はがで攣
ふのを圓．暦と由けあだ第次少に曲
風K計に關少はれり゜一にし於貼
にの弊於係し繭ばま元に申違けを
時値しきに内の此す々は上つる持，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

kをてま依暦外傾　 同生げて曲つ
刻見見しつか暦斜第じ繭ま居線て
々ままててらと度二もとすると居三すす若此繰内はにの一所゜犬る
つととし傾ら暦，著はで分の帥分曲
　　　　　　　　　　ヤの云〇三熱れとし是は二三ち頃線
理ふ一分をる性くはな分っ煮かで由ととか異゜質な繰いゴの繭らあ　N　　　　　　　　　　　，　　　　　　　o
に是’ならに内がり縣　 分理程十る
依はる六し暦全繰温既と由度五こつQ°分「『扉然縣度に云にが分と
て二然まK居違漉のi墜ふi基進頃を
攣四るで及のふ度影つ様くむま認
化とにのh相のが響たにもにでめ
しな實曲の違だ低に形煮のつにる
てる線線値に煮く依に繭とれ於の
行筈はををつ繭なつなさ考傾けで
く　で0取異いが　り　てつれへ鼎るあ
のあ一りにて澤ま攣てTeて度所り
でる四ましは山すつ居繭居hのまあ゜として後進とてるはるが曲す
る然なて來でめ傾來も各の小線゜
とる殿二る詳ら斜るの々でさと帥
解に同十もしれ度もで其あ“くそち
す實様分のくてはのあ歌りなれ煮
べ線にのと申外小でる態まつ以繭
きは其時言上暦さあとがすて後時
でQ場のひげをくる云幾゜來と聞
あ四合煮得ま緒な　゜ふら　 るに三
りOか繭るす懸つ繰様か　 の於分
まとらにのがにて綜につ　 でき頃
すなt於で要し來温解N　あまか゜つがけあすてる度繹逮　 りしら
　て’oるりるし゜がしつ冒まて六
　居　な　所ま　に　ま　第　非得　て　　　す　は分

　るるのす外ひ三常る居　 ゜曲頃
　と場張゜暦まのにのる　是線ま
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け力第のてる急産こ．ら一於る兎　る

署覧論享婆響蓄講電准垢B藤浄霜
度たに゜て云IJII圓ま於上で欝ま　逮
係のあ　 i参ふしのすけげあ度し
敬でる　 り歌最如とるまりKた
とあ・曲　　ま態大く第繰すまのや
溶り線　しにに最二綜皇需輿う
解まは　 て張な外圖脹Xx　がに
度すナ　極力り暦と力ふ　小内
係゜イ　くがまのなはζ　で騰
．讐奢忌窟翌％努島葦会勇縷
調す繭　にτ而はで云分　爲蒲
べるの　於申し小あふ闇　に度
てと外　てrPtてさりナlk煮　繰K
見前暦　張に煮いま態繭　登の
まのを　 力な熟のすにし　張値
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究研うす關に力張懸繰
8　　　　　　・

でるふくら
なの現想内　　　 第　一　表
くで象像暦
膠あはせが
着り吾ら煮
度ま　々る繭
をすにx

し

重゜取筈難
大同つない
な時でる欺
要に誠に態
素繭にもに
とを好拘置
し解都らか
で斜合すれ
認さな膠ま

種　 別

全

繭

煮

繭

外暦切
取煮繭

全繭

表暦

内’暦

内暦

t（m）

5

7

5

7

5

7

5

7

TCgr）

0．274

0．251

O。315

0．281

0．255

0233

0．236

0．219

K

0．341

O．4ユ9

0．322

0．285

h

0．0191

0．0248

0．0187

0．0162

め　せ　性　着　需　　　　　　備考　　翻晶種　　　支四×日一

F一る質糞　　　　　繍搬　8・℃
期翻淫　　　繰髄度・32mlm
な繰はでり
け綜持あシ煮もる　Oりとま四る・e．
れ張つるン繭小に斯一取云し八表第
ば力で爲のすさ拘の六つふてそ暦Pt
なは居に溶るいら如二た値Qれの表
ら軍つ内解場のS：くで内を≡に方些
ぬにて暦度合で膠内あ暦取二謝は示
と溶爽のがにあ着暦砂のつ「しKす
云解れ張小内り度はま膠て溶ての如
奮霧郁結猿享奈懲1欝号欝憲繁晶
とみの外か湯゜さに　　KまものQ：kf
をにで歴らに御．い較　は究小方四ep
知依あ張繰鯛承爲べ　 q　 では一ち
るつる力縣れ知にて　 二後あKプq全
のてとよ張ての張溶　八者つのh繭
で決云り力居通力解　　E，epて値のの
あすふ小はi）りが度　hちQが値場
りぺ風さ大ま繭外は　の外○小が合
まきにいなせはJff小　　値厨一でQに
しも考とるぬ之よで　がを八あ○於
てのへ云ベカ、をりあ　q切セり二け
＿夏97一



集演論i攣科綿慧
じ

　　　　　　　　　外に　 此

第　　　二　　　表　　　　　　　　　暦　よ　然の

＼
＼罫目

品種　＼、

日一一×支四

歓七×支七

李　　均
日一一〇X　St－O　it

支一〇一×欧九

2F　　均

生 繭 乾 繭

K h K h

0，270 0．0727 0，505 0．0592

0，353 0．0564 0，517 0．0442

0，312 0．0646 0，511 0．0517

0，308 0．0672 0，354 0．0610

0，420 0．0753 0，445 0．0583

0，364 0．0713 0，401 0．0597

　落るし窯
　緒繊な特
　と度がに
　極とらカ　　　　サ　内繰だ論
簑難奮慶
二　緒力とい
節　がの云の
　比分つで
春　較布てあ

備㌔翻問｛義製雰：霧籍写勲曇1

　　繰続淵度　8b℃．．　　　と　中す繭゜
　　繰継度　132m／m　　　　夏　暦れ不
　　　　　　　　　　秋　落ば必
一日のの　質た・」こ夏　　賀　緒容要

一一・・ lませはケ水漁は繭の寓解す
0のする麻1の度膠と　性　もさる
五K°後夏ト中と着夏　状　御れも
のの即調秋でにカミ度秋の諒るの

は五繭膠生誤れ藏い比　　 るりり
QOに着繭ふるとと較　　事まま
三五付度歌特とか云し　　としせ　　　　　　　ヨ五にてと態徴云或ふて　　思てん
四封見溶にをふはこ見　　 ふ乏゜
でしる郷於持こ高とた　　のれそ
あて場度てつと温及の　　でにれ
り秋合を調てにの外で　　あ依は
ま慧に表盗居封中的あ　　　りり繭
需の春示せりすec影り　　　ま一暦
　「1慧しるまる入響ま　　す般部
非一のたも鬼性れの需　　 ゜に位

一1　98－一一一一一
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究研るず關に力張継繰
6　　　　　　 t－一一一咽一」

　　　　　　　　　　　　1繭　 入塾贋　態上内あ　度！獄は鍵常
懸叉れむに從とげ暦り斯が繭小りに
壷只たこ於つはてはまの小よでが膠
艘今もとてて一お着す如で1りあな着
と申のが添繊致き色　゜きあもるV・が
し」、が不緒度しま性私内O、著゜の綾
てげな可しのなしが共贋從し之でで
秋たい能最内V・た大は外つくれああ
繭や様で内容の゜で昭暦て性tcりり
はうにあ暦及で是あ和の煮質鉗まま
春に思りにセあはつ四絹繭がしすす繭秋はま落リリXて年遡時攣訪゜°
よ繭れす繭プま此太に春閥るの然然
りはる’°又レす膠く外夏がも乾るる
太膠e綜は1　°着見暦秋短の燥にに
く著と條除ン　　度え繭鷲いで後生溶
見度は斑繭顯　 Kる綜繭のあの繭解
えが甚向す数　 にがをのでる場の度
ま小だ上るを　密こ肉相あご合状は
すな・選法と最　 接れn艮違りとを態Q
°る憾に云も　なはではまを比をO
叉上に關ふ良　 關抱見繰す知較見五
外に思す意く　　係・合る綿　゜るしま九
暦薫ふる昧す　を度場上　 のますこ
の繭の今のる　持に合實　 ですと、に
太時でま繰に　つ依に際　 あζK封
く間あで懸は　 てる非問　 り春のす
見がりの形厚　居も常題　 ま翻値る
ゆ短ま諸式薄　 るのにに　 すのがQるいす読を繭　 ので透重　 ゜繭qo
部と　゜を探の　　であ明大　　結は二穴
分云　伺ら混　ある從な　局乾七一
がふ　ふ’な繰　 りとてる　夏燥00
秋關　　にいを　　ま云細影　　稗貯にで
繭係　 翼繰第　 しふく響　 獄L戯謝あ
はが　に継一　てこ見を　繭にしり
春手　 此法と　繊とえ有　 興依（⊇ま
獄傳　 のでし　度をるす　著り三す
繭ひ・理は更　の御　゜る　　Uま○か
にま　論之に　分報然も　く1し八ら
較し　 をれ最　 布告，るの　 膠てで殆
べて　取を外　歌甲にで　着秋差ど　、　　　　　　　　　　　　　
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集演講學科緯翻
6隔　　　　　　　　　　　　　　 ∋

攣に湯　　　かた　　　細の　すて
更揚中先　　 にし繰　　 いで秋゜其
し湯につ　　 就ま綜　　　とあ繭　 牛

ての於繰　　 てす張　　 かりを　分
繰影け縣　　 實゜力　　 云ま原　 に

楚讐姦幾　讐叢髭第奮身響発

定る攣を　節　あが主　　 み垂の　 と

し爲化吟　　り繰な繰依くセ　云
そめ及味繰　ま墾る　孫　る此リ　ふ

のとどせ綜　る大響とす数か

まのね繰　　　及煮　主　しでを　秋
％螢餐麓　孚牒な奮脅卿撃
　温ら度　　　か間　る　のまと　し
　度ぬと　　　或繰　要　ですし　て
　高雲講　筆難素脅奨奮唱聾
　一あと　　　の度　　 ましの　に
　にりの　　　組並　　 すてよ　特
　しま關　　　 合に二　　　゜解り　 徴

　時す係　 せ繰　 餅も付　聞゜煮　　　が縣　　　が四　け
　及でら　　　如淵　　　 良五　 る

　温私マt　 イ可度　 VO羅fも
　度はた　　　にの　　　と以　の
　を最る　 影三　 か上で　　　　　　　　　　　　も　種も繭　 響つ　 繊にあ　k簡の　　　 すと　　　 慶な　

り

　に躍揚　　　 るい　　　 がる　ま
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究研・るす關に力張i孫繰

於十
て・分七
溶位十　〇．5
解か度
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圃後場　OA
のは合
相少に　o・3
反時は鱈
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纏馴♂
質化に
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　き一・一㌃鴨＿，。e、要
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tr灘　 51°2°LA晶6°7°8°9°牒
るも用　　　　第　二　岡　　　　間
二のが　　　　　　　　　　　　　　 は

つ・と行減そ行　張後縣湯　・縣封三各
の見は少れは八力は張の・圏張一岡六
作られす以れ十は繭力温に力粒で憂
用る五る後て度減暦は慶見を張あ繰
がN分の矢繰．に少の増差る想力り縣
第の附で張綜於す溶伽の如像瓦ま速
衡で近あり張てる解し爲くせです度　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o状あに　り溶力はの作約め九るあ　　一一一
態り於ま解は九で用十セ十値り圃三
にまてす作増十あ増五リ度でま上二
蓮す最゜用加度り大分シ颪あすの米
し゜大　がしのまし附ンにり゜鮎発
煮こと　打十場す煮近の於ま又はそ繭れな　　勝分合゜繭bC凝てす圖一の
のはり　つ附よ　は於縮嫉゜上回結
蓮そそ　 て近り　進て作煮　 ×五果
行のれ　 煮に梢　 め最用繭　 印粒を
し温以　繭於急　ら大を後　は宛圓
な度後　　をてに　　れと起煮　　煮測示
い帥は　 進最凝　 徐なし繭　 繭定し
位七減　 め大縮　 kり除湯　直せた
置十少　張と作　にそkと　後るの
と度し　力な用　繰れに繰　のltもが
もに二　　はりが　　瀞以繰縣　　繰の第
　　　　　、
一．＿．＿　ZO1一
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究研るす關に力張総繰
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究研るす關に力彊緯繰
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如繰聞す能閥に　繭七　　 し定二る
く縣をる牽が謝　時四　　繰の　か
に張拾筈にあし　間米　　縣場　 を

な力ひで於り生　 を分　　速合　 實

りを」r．あでま縣　 種に二　　度と　 瞼

ま測げり優す量　
rt’

ｵ　　繰同　 し

す定且まる゜射　に繰　　懸様　た
゜しつすも即一一一一　攣綜　　 温コ　 の

　て繰　゜生ち時　　へ漉　　　度颪　　で
　置縣斯懸あ開　 て度　　 は四　 あ

　き試く量る繰　繰を　　其○　り
　ま験のにも綜　 縣種　　 の○　 ま

　しの如於の量試k　灘粒す　た際くては纈　　験画　　　度を，　°
．°か同絡劣生節　 をO　　 實四
　ら時てる綜個　 行五　　際回
　是，にのと量数　っ○　　繰に
　等煮項かに或　 た六　　 懸煮
　繰繭日相於は　繰O　　試繭
　縣しを反てそ　縣七　　験し
　瀦た考す優の　 域○　　 とそ
　度も慮るる他　 績八　　 同の
　張のに性もの　 で○　　一都
　力N入質能項　 あ九　　 に度
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まり試てに瓦んすま此瞼そ次於な逆E；以
゜すのをのにけらにQ上九八七六四繰
　琶；嚢璽賃藷義占響菱9n厳擁謙
　ち見たの表煮るなにく　　　　度
　こま繰遽は時様る近で
　れす綜度煮闇な繰いあ
　をと’成に繭と煮綜値り
　抜各績於時呼繭温をま
　書繰で℃闇ん時度有し　　　　 煮

　し縣あ繰をで闇にし冗　　　 ．卜繭

　且速り懸岡おで於て種二四六九三時
　つ度ま温Xるあておk分分分分分問
　そにす度六のる繰りな
　の勤　゜を分でと懸まる
　各し　西巨あ言上す繰
　々之　 ○しりひ最゜綜
　のれ　 菰繰ま得も　温
　馨轟雲慧％語纂窪望望2繰
　に綜　q度　で合　於八九九〇二綜
　於上　 七を　　あな　　け九三〇一六張
　け最　○種　りる　る六八五二〇カ
　るも　バ々　ま煮　適践筑践瓦面
　繰好　 ○一　 す繭　 當

　綜都充○°時な　張i合〇四私間る　力な　度コ　はは　煮
　をる　 と三　 こそ　繭
　封繰　 云こ　 れの　 時

　照懸　ふコ　を場　聞
“す温　様六　そ合　は　　　　

th

　れ度に四のの繰　ばが　種」　繰繰　縣
　次存　 k九　 綜綜　 張

　の在　　に六　　速張　　力
　如す　鍵米　塵力　

よ

　くる　へ分　 繰を　
り

　で筈　てに　懸略　見
　あで　繰攣　温Q　て
　りあ　懸へ　度三　殆
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究研ろす關に力張懸繰
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集演講學科i繰獄
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　　カー　 も間が　 最値
　　恒定斯のとでこもを以
　　定でくになきれ好有上一一一一一繰
　　のあのなるるは都つの九〉’く三〇練，
　　原る如るのの前合て如ヤ叩午學越
　　理のく課ででにな論く六入九六度
　　とで種でああ適るりで券券券券
第曽脅叢雪£呈謬馨享il’
二　てまるますす醐温゜ま
節　幽し繰す゜°と度こし
　　るて綜　゜各此言はれて　　　　繰
恒　の繰方　繰のつそも鍾八七六五懸

理　まよて　も繭謝の次綜
　　　　Nの　すり最　そ時し繰の速
吟　゜殆も　の間冗綜如度
昧窒舞貨雰勇雪岳暴望呈2、，
　　　差合　のは爽をふけ〇九〇九綜
　　　…異な　 適各繭略・事る〇四．．m．．四張

　　　をる　温繰時Qが油○OOO力
　　　認鮎　 並継間三出當コrv瓦瓦武
　　　めは　に速並瓦來な
　　　な繰　 ・適度になまる
　　　い縣　炎及繰らす繰　　　の張　 時そ縣し゜綜
　　　で力　闇の速む即温
　　　あ○　に各度る種度
　　　り三　於kに様k虞
　　　ま瓦　けの封なな繰
　　　す内　る適し温る縣
　　　゜外　　適温て度繰張
　　　私の　速に適で懸力
　　　は値　 と於濫あ速Q
　　　是を　もけとり度三
　　　を有　 云るもまに：瓦
　　　繰し　ふ，適言す於内
　　　縣常　べ煮ふ゜け外
　　　張に　き時事　 るの
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究研ろす關に力張練繰

たに　　六　　　　　　　　　　　　於の
繰増第五此右・　　　　　　　　て能以
懸加八での範　　實　　　一総原落卒上
張す圃あ場圃　験　　 黙實料緒品は
力るのり合内　範　　の験繭が位種
は傾如ま繰で　園　　粒鮎　比並k
少向くし懸三　　　　数数　較懸な
いを繰た張つ＿＿　　　　　的歩る
程有縣゜力の繰繰賞四落四本少に繰
いし張　最要綜縣繭回緒○校い最懸
Nδ力　大素温遽時測歩融産かも法
の土と　　Oを度度間定合　　1三1を密tc
で瓦落　 査種　　　しは　一橡接於
あを緒　　Ok　　一　　た四　　一討のけ
り越歩　 四に四〇丁る0　 0し關る
ませ合　 瓦礎OO五も○　 ×恒係繰
すばと　最へ度米分の粒　 支定を綜
el蕪論9J劣目降霧δ農享農
しは係　∴で九ニー均す　二理るよ
こ梢は　 三あ○〇三三値る　　 を落り
れ急繰　 七り度Q分でも　　吟緒線
に激縣　四ま　米　あq　　味と懸
もに張　 瓦す　　　 り張　　 し線張
自増力　　で゜　　　　ま力　　　て縣力
ら加0　あ　　　　すは　　見張の
限す土　b．　　　　°胆　　te力恒
度る瓦　落　　　　　＿　　いと定
がの位　緒　　　　　○　　 とのな
あで迄　歩　　　　　粒　　思關る
りあは合　　 巾　ひ係事
まり張は　　 よ　まをを
すま力　最　　　　　り　　す調違
゜すの大　　 二　゜べべ
と゜増　 O　　　　　O　　　 果ま
申自口加　 λ　　　　　粒　　　 しし

しちに七　　 を　 てた

ま落つ五　　 選　 Qカミ

す緒れ　憂　　　　ぴ　　 三線
のよて　　小　　　　　　五　　　、附綜
はり綾　 ○　　　　　粒　　　 近上
繰見徐　ム　　　 ・宛　　　にそ
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・　　　　　　　集演講學科緯翼
　　　　　　一刷一

怨tr璽簑纂饗藷　侃」撫鰯轟゜’4°’5　””　°’6

ありでい繰力外　　　第　八　圖
りまあの綜○に
まするで試二な毎継　あ減はが減懸
し゜かあ験瓦り分温極り少著其少張
て　とりに以ま撒度端まししのしカカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

一　 申ま於下す米をなす綜く反從小般　 しすてでがと九る゜歩節面つな　　　ロ　　　　　　 ヤ　　

に　ま　見は繰Xx十場　 ををにてる
，解　 すしる落懸ふ度合　 減生糸能歌
好　とか如繭は様と例　 じじ歩傘．態
佳　絶らくは不な云’へ　生切ををに
良　 蜀ぱ○少可少ふば　 縣断減檜於
な　にご三く能い様賞　のを少して
る　同の瓦もでもな繭　晶激し又繰　　　　　　　　　　　　　　も繭　一繭内節あの高程　 位増共小孫
は　 と一外がりに温度　 をしの節し
繰　 は粒と揚ましにを　 も從極をま
縣　言にすりすたし著　悪て端稽す張　 は劃る繰゜：場繰し　 く最な減と
　　　　　　　　　　　　　　　　1力　れしの綜　合綜く　すもる少落
小　なてで上　で速進　 る能場し緒
な　い○あ不　あ度め　の率合ま繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｝

る　の三り適　 りは繰　でをにすを

　で瓦ま當　 ま

例あなしで斯す　ss
へ　り　る　て　あ　く　が　　90、1．

ばま値此りのこ　85
響芸銘窪享暫霧1
の大何度゜あ合　651一
艮ななでEPる繰　60
否るるは適限縣　55
　　　　　　　5oに相原落當度張　45
依異料繭なが力　40・

少め封ま縣まら1・・
異なしで張しく　15・1一
ないて多力てO　zoるのもくは繰二　1
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舞研るす關に力張親i繰

r－一一一一一

て繰　　だまあつ　　　　　　　ふもでIK
五綜帥のしりてこ　　　　事のあ態
粒温ちでたま鑑れ　　　　　がはりの
宛度繰あ繰す定は　　　　 出出ま下
四と綜り懸がす極　　　　 來來．すに

嬰璽雪享鍔；を望　第羅禦灘
整臨゜遷識墨笙妻握き鎌
此測定　　のてはな　　　　　濟三合さ
の定す　原科緒事節　　 上瓦解れ
場せる　理墨縣で　　 原　有に傍易
合ん場　か的をあ　適　理　利近良く．

繭＋の　をとの來　測　　　　゜きはる
湯粒繰　測はほ指定　　 下な繭
のを縣　鐙云ぐ先　方　　　　げるは
鍵警麗・竃£墾繍法　　燕？“馨
洌；に並　事い合感　　　　　縣Q張
騰選に　　にのでに　　　　・　　ず三力
のび温　　依で鑑よ　　　　　　　る瓦大
ナ伏或度　 つあ定り　　　　　 方にな
態るを　 てりす鑑　　　　　 カミ近る

等嚢實　適まる定　　　　　そい歌
を繭際　 嚢すとす　　　　　 の繰態
一時繰　時゜かる　　　　　繭懸の
定『田懸　 匿」∬七種と　　　　　　に弓長下
に例の　 を虚kか　　　　　 劃’力に

　　　　　　　bすへ場　見にに繭　　　　　 しに於
るば合　 出於行暦　　　　r’　親引て
事三の　すてはの　　　　　切き繰
は分繰　方私れ色　　　　　 な上縣
勿な縣　 法はての　　　　　 繰げさ
論ら速　を前お工　　　　　綜不れ
必三度　案にる合　　　　　 法良易
要分並　出述のに　　　　　 とない
でにに　 しべで依　　　　　云るの
一一 Q17一



集演講學科糸糸獄
♂一一一一旧一一一一一一一一届

　　　　　　　　　　出なの大様あ
　　　　　　　　　一するで艘にり
　　　まと　のと質例る實あQしま
　　　すな　實此繭　事瞼り三て1
　　δ゜る　 1瞼の時　 が武まにそ順　1
誕置客．の　式場間　でec　1近の次
謡謡co　で目は合t　き於　く張四ドF－tll　あll　のが　 るてかな力回三一語　 り8　h四　のhくるの繰
墓嘉§享匿培盆霧k与奮霧禁
地：鎗馨皇馨畠覧講皇婆妻
§難甕pt　8裟需学臨畳奮饗
8”U　に　　五力　こ事とれるし「t

@　　於　　 とT　れが繰る゜そ
　　　　て　　 なが　 がで綜様此の
　　　　T　　 り○　 こき張なのユF
　　　　　　　も　　

コ　　　　　　　　　　　　h

　　　　に　　 K三　 の從力煮場均
　　　　○　　　は九　　場つの繭合値
　　　　主　　00　合て關時求を
　　　　な　　 五に　 にT係閥め求
　　　　る　　 一し　於ににをた酸
　　　　値　　五て　 け○於選値次
　　　　を　　 Ot　 る三てぶがに
　　　　與　　 とが　 適を二の○残i
　　　　へ　　　　な＋　　質與煕で三　り
　　　　て　　る分　時ふがあ瓦の
　　　　t　　のの　 闇る知つよこ
　　　　を　　 で場　 でtれてり十
　　　　計　　 あ合　 あ即ま黙余粒
　　　　箪　　りの　るちま練りを
　　　　す　　 まT　の質しすか例
　　　　れ　　すは　で繭たれけへ
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究研るす關に力張縣繰
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ま一・を問侮’ №u・　 と要
す三譜題に淺場あ霧幽素適
゜Oかは之り合るひの速　　蜘
次米せ實等の淺繰及組適　　 ち

ににて際三一り懸ぴ合温　　 適

一封畿上つつのの適せ並　　 璽

五しけ・大のを一條i質がに　　 時　 1

蓮垂畦鯵鑓襲驚募゜°rt
六るばての繰張なす有し及五
〇繰八か繰縣りる゜すま　び　○
度縣分N縣張繰場　るし適秒va温賞る法力綜合　．と≧　煮　を
於度繭關に9張監　哉力1時　得

縣す場知よな○内　各る、の　で
張存合るいる主の　 々に　相　あ
力在繰に繰かに一　 を繰 互　り
はす綜賎縣擁なつ　他縣　關　ま

なすあ者すばはを　に縣　に
る゜るのるあ二攣　 i封温等‘
とこも間事るつへ　 し度　張
いれのにが繰の他　て養線
たをに張で怒要の　 適繭
し五勤力き方素一　速時
まOしのる法をつ　 と闇
す度て等かに攣を　言の゜と例しカ1於へ攣　 ぴ三
岡致へVO　Sてたへ　　適つ
檬しば線る如場な　．温の
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　　　り票等るがに
　　　まが張時無こ二
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一も綜の響近　場にる程
っのの影にに第合及場そ第圖繰壷賞
のに場響封屈九はぼ合の九は懸繭繭
直於合のす折圖低すは傾圖帥温時時
線てに割る鮎B盈賞當斜Aち度間間
とは於合嚢をは繰熟然度はとととと
な繰てが繭有繰縣作繰EP繰の繰繰繰
る綜著小時す懸と用綜繰懸三綜懸縣
の湯しな聞る速な大温懸温通遽速淵．
でのくるの二度りと度温度り度度度
あ影八事影つと繰なが度との
り響・＋を響の質懸り高の賞等
まが度意が直繭湯賞く影繭張
すそと味大線時の繭な響時線第第第
゜れ云すでと闇影時けに聞を九九九
　以ふるあなの響聞れ謝と示圃圓圖
　上様もりる等がのばすのしCBA
　即なのその張な影なる等た
　六高でれで線く響ら賞張も
　分温あ以あでなすぬ繭線の
　以にり上りありる゜時でで
　上なまのまり嚢割帥間ああ
　のるす霊すま繭合ちのりり
　もと゜繭゜し時が高影まま
　の煮而時とて間小温響すす　に繭し聞れ面のく繰が゜°
　比時て帥はの影な綜小圓
　べ間此ち賞如響るとでに　て　の　の　六　繭　く　が　の　云　あ’見

　大短事分時直大でふりる
　なV・は以聞線とあ事ま如
　る帥四上六でなりにすく
　たち十の分示るまな゜繰
　め六度賞位すのすりこ孫
　屈分と繭迄とで゜從れ速
　折以云時は壷あ繰つmは度
　黙下ふ間繰繭り綜て繰の
　はと様の綜時ま速繰縣大
　無云な場速間す度懸速な
　くふ低合度六゜小湯度る
　な様温はの分　 なの大も
　りな繰そ影附　 る繭なの
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（2）こ　　　　　　　 （1）との影のま九
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　V　　　　　　　　　 線劃の囲は
　と臼oく「t　’i！o〈11　をす傾の繰
　c　　　　　購醸購繊　慮る斜如綜
　の　　　　禦嚢叢懇　用繰度く速
　等　　　 環瞳嵐尋　し綜が貫度・遜’
　張　　　邑墨踵琶　て湯大繭と
　線　　　　　　　　　前ので時繰
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　鶴。、嵩ρsX　雛呉鑓辮
　募ee　2㌔辺紹魅嘉講貧48
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　を　　　　　　　　　　るもふのり
　用　　　　　　　　　事の順關ま
　ひ　　　　　　　　　 が程序係し
　れ　　　　　　　　　 出大にをて

　の　8　　　望　　　でめつと以　で　 昌　　　o　　　 あでて貨つ
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　す　　　　　　　　　　てすす四す　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　e
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　　　　　　　　　　　例　 ことが
　　　　　　　　　　　を　 れ云出
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究研るす關に力脹縣繰
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大のてらの御i理條
で中落れプ承論繰私
あで繭議レ知を縣は　　　　　 。

り行が論ミの以の之と

從は少のア通て場れ
つれい余ムり充合迄　　　
ててだ地の多分は普　　　 弓O〈tf
覇鷺含蕎碧簿醗ぎ隷笙
近やとち現水すな綜二

繭二御ん歌法ととけ多　胡
が＋考り態にが云盈條゜

で繰たがま縣とと縣繰
あ懸れらし條云本張　綜
りにる唯’て斑ふ日力の
ま於な非V9．九こ詮恒 張　　月一閣マr一τ一蓉

馴しそ逞繰以け除原
ちてれい綜上を外理　　　　　 pm

第はは廻よの附しを　　図器紹9c？e
五奪誤轄りもけま申　　悲　゜日
謬善蟹£鑑窒拠差毒　㍉
示通ありに繰申けた　　 器き図Pt
す繰りま有綜上れの　　　　　。　、
が綜ます利すげどで
如よすかなる置もあ　　o　　　　の　　　　　　sくり　 らミ縛事き多り
巻も繰繰は容た條ま
取二綜縣最易い冷す
速割張張早での水る
度以力カーあで繰が　　　　　　　　ぬを上はが般つあ綜然
四張現小にてりもら
十力在さ認多ま亦ぱ米が世くめ額一3E此多．
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集演言1懸墨科縣獄
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　ふす條し
多と　O繰な　　　　第　五，　表
條何如綜け
冷う何機れ
水しに械ば
繰てもをな
懸添着考ら
に緒想案ぬ

諭響軽雛鮪薦縫勢1鱒
多條繰練

聾通繰練

40m／m
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800c
　　　％8’　　　　0．359　　　4＆6

40．2742．3

つ能がさと　　備考原料日＿x支四
い力賢れ云
てを明たふ
も減でこe繭局に居　　でるで四八金
うらはととが一依な多あ六あ分十繰
一さあがは多分つい條りパリと度綜
　　　　　　　　oっぬりあ現い間て　繰ま1普しと溌
の様まり在かの作否懸すセ通たせ度
問にせまのら可業反が゜ン繰のる三
　　　　　b題すんす所或能面つ落　 ト綜にも十
はるか゜あは添のて繭　にの尚の度
　　s綜か唯是り張緒巾増多　樹方繰とな
歩があなま力回が加き　 しぱ綜比る
の残Sれすが激狭すに　 て○張較多
問さ云ぱま大をめる不　普二力す條
題れふ冷いで増ら場拘　通七をる繰
でた八水けあしれ合普　繰で測に懸　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

も

あ問十でれる得右が通　 縣あ定叢と
り題條もどかる手あ繰　のりし繭普　　　　もまでと張彼らともる懸　方まて時通
すあ云力の直解左とに　はす見間繰゜らふ少故ちさ手云比　 四゜まを懸
帥うやく御にねもふし　；而す多を
大とう落法あば同の大　三しζ條百
し思な繭川のな様はし　パて多繰三
てひご減直繰りに多て　 1落條綜十
切まとじ三綜ま添條繰　 セ繭繰は二
れすに得郎法ぜ緒繰懸　 ンは綜八米
な゜なる氏やんし懸能　 ト多の分分
v、　り筈が機゜得機率　　で條方普繰
と　まで嘗械而る械を　あ繰は通綜
か　すあてをし結の減　っ懸0繰濃
切　とり八改て某改じ　たの三綜度　　　　　　　bれ　 云ま十良落結良て　 の四五はを
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究研るす關に力彊練繰

卜　　暴恰脅些私夏為叉喜嚢努荏歪
　　　　究度ま癒はけで第で綜の切力．
　　　　　騰需薄謀農曽垂脅吉奨身甚
　　　　　墓塗扇醤秀享笙享努芝蕎叢
　　　　　りて意非まか節゜大力すに
　　　　　ま反を常せeqに　なはる依
　　　　　差鑑蒐農舷藍s．挨葉為⊇
　　　　　のだなれ　淫察　 態火で切
　　　　　でなけた　繰せ　にであれ
　　　　　私どれ数　よる　置ありぬ
　　　　　羅轟餐㌘混暫詮竃季誉
　　　　　演解りの　繰懸　ま繰・な
　　　　　をさま特　沈歩　すrw“前る
　　　　　絡れせ徴　繰は　 ゜速實と
　　　　　りぬんを　よ賞　從度験力、
　　　　　ま織の認　り繭　つをに種
　　　　　づ；重でめ　冷時　て余示々
　　　　　　ね繰℃　・k間　緒程すに
　　　　　長て綜居　沈に　縣緩がX
　　　　　時御張る　繰ma　量か如は
　　　　　間断力も　の比　及にくれ
　　　　　御りよの　継例　蝋し藻て
　　　　　壷敏りで　歩し　襯更綜居
　　　　　聴し見あ　 を同　 量に湯ま
　　　　　下ててり　減時　 も炎のす
　　　　　さ置之ま　少に　普繭温゜
　　　　　いきをす　す繰　通熟度然
　　　　　まま吟カミ　る綜　 繰度をし
　　　　　し需味吾　 事湯　 縣を引私
　　　　　た　 し々　はの　 ta進きは
　　　　　事　たは　到温　較め下實
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　　　　　深　泄に　冤に　てもる上　　　　　く　　　　　　　ぎ　　　ナむ「ミニ　　　　　　カミ　　，とヒ　　　　　　　多　　　fi5）s　　爲　　

理
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