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号旦フJノン無韓舶戯 り葡力尊

卑北大.或 塵沼輔

羊葛藤やイオン轟晶にあけ5jt唖収.離 ,窯轟射塵軌 i旭 丘釦 ヒこLl,た｢象

りプロセスで,亨をフォノン巌 はしぼ､しぼ博多払超軌も払 てい舌.そ4'原あ ーに

童だ'),徒丸 ま〃 ノン象は常に即 席 にあS t.a触 れ.鹿,乙虐鶴的耕究こしこ

も′推封的iE碑 的臓 に立フもりが士如 ､あ,忠.とこ5が,慮丘T=丘 ' こ､

覚幾･度鵡ウ内向0､5.号壇フ)ノ)過程や身か軸鯛帰 が改めて建貞これ超めた.

い11かえれば､.嶺子細 虎定数 (-弟子銀由周知-1O-p批 )こ向准走力楚建碑伺由り

胸虎魚乾が喝愚 t･丘'て泉た′こIlDここで番号｡

$1.月見電子裾i象でり勧b善め盛者

艶も鼻席軌こ産めよう.バンドギt･)7'内r-解 した3年政 一 それそ●れも は),11〉,12〉こす言-

互角っ不錐拘#l鑑も考え5.租し.費鮎 ケースtLt.L9)こは〉こJi周一中瀬亀であ,こもれ1

(2軸 モデLL)♂, ll)こt2)は臭ち対称性を澄っもりこす5.聴き泉t･り相互碓用%.停危う5こ

才 l虐】りようri鴫 ポチンシナ1レグ等サ亨で夢5う.ここ71t甚直哉患Jg)から岩によt)ll)へ叩き上
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へ如 し,そ こオー5197へ溝を膚 して蕗吉うか.まtEiI2)へ卜>わし初鼻でし身戯しこわくb-,こ

nうpCLbLであうう｡ここ5がここに大き丘毅tJ庇が放 す5｡それ油 川 い 2〉 ウ Jfテ>‥ ルウ

車点xで孝吉｡もし象り冶子女血 が触 り盆中でX点も適過す5ならば.ここで抹JT:テン5,ケLL,帝虐

〆たい d)ぎ♂5.古や如蝉 でIl〉 う IR)の盈婿が弓能にrJL),和紙
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ここで綿 々中也妙 寺,こ4日1.'テン3,ナLL4鼻償域でり奄S頻5象d)
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増 し､♭∋ 鵬 凄塵袴も引き起こすモードで削 .pnemJa 3WLOOb と好ばれS｡払下 で良･
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免n店･,射 回れ 1)か5見乙12)B.が は)¢養子勧 工弁lLギーが十倉大で董紅灯餌 .
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そ4)背部か他へ凄 さこして､ここでti別の面から赫 唱も示 し ,.0

ておく｡ (～),(3)ノ伊)=tウフォノン色合て南-a).一つウフJ ノ

ンであ己かえ5 . 号･)エネLLギー,丸ふすま終金微 邑それぞ

帆 ,W ′cJ/βとす5.H4)虐鴻値 ′ 鼠名状亀の十倉序数中級

も恕慮軌こ如 ちカは'容易でわ が一ベ ILLニアンが虐窄匿

Gd)痩男手でもあ5ここも湧慮すぎこ.これ位 .･慮 り避革鹿

から4)か 痛碍彫 b髄 に遠鉄できざここ邑意味しこn盲.

フォ/ン引 モードlこしたここで,強さ腰細 ケ陣後ri失われる

が,安産傾城でり身h蓉色好 5上で真顔はなり.わ 回路 .こ

うようにし乙尭めたPl(i)4'一例で考う. 上 ～TE/at-'d)P2
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りオ序フJ)ン こして 一 札 は -ド一極 AmjLW に畠の､紅 甲払才mβ血のオd 如 し.
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ポテンiナtL吏差泉ウ動力費Tir属与彩在015が,)も見吐

きここに伝言.なお.思僻地 ヒ古ttウ固席剛ヒ蓉5品 で.

轡かnTDhgqw血 が万変動 t･451き食 こし乙朗 櫓硬軌
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柵 ･l与.ろ嘗フォ/ン適象り葡力尊顔研究ウ新い一丸 軸 乳 Pl(CO)り教頒 再拝例 ･

れ仁っいて.牽名d)布,巨轟く一軒ク鵬 も紹介し屑Elこ過ぎ在日.紘 車 ′じりみた5デ,半身斜 二
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