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7モIL77ス了ントうセンの騒池

東京大学理学印物理 小紙 寺島
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ス汰鯨 の析免 11今ユT にIit人t-fi=れ1-fj-.そこ1満 々11有税化鯛 の了も .L7 7ス拭鮎.捕
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失活逸足がお品ヒと･.のように贋 ,i,1､･る いと網でろTこ371こ.r5鳩 水温の傍線 と長峰反吐 L1.,る填

た.号令と剰え Lrこ.

勧進直後の崎楓と得るTこf)の･サつ"ナ)紗領域q)J&私法 tこ利用て･､さるピコiyJl･'Lス池漁 には . モー
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2-2 7も IL77ス了ントラせンd)蛍光剰え

TEANIL-Tr.I-tろ胞 泡沫 として､了ン トう･tン077五 ･L7 7スフ 1 1しんか～患する蛍池強度Q'減
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に稗勤 することがわかる.

干オフ･JLクーと喝いてストリープカリ と一次か 91ミ使岡して.5線簸わ波長 て･判 rk LTこ絹具と
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