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ま え が き

タ㌻がら軸 を.最包まで･もJEむ多様-J亀で亀を耕態と席㌻酌也 ｡､･､がらみJE,て放 ろ確 t{Jわ的過

確 q)鵜 210)Tb.こ.争くり支虎 魚.払 hLt邑o)あろこと叫 物 性物種 がう化学一くわ(て,8蛎石野4)御 免劣の

佃で､､一つが ちとい t<鮎搬壬他日 う H̀T,[こ叶 そのようlS鈍れ0)中で.朋 子-JL .こ史を喜隻 L驚

鵠誌 o)･ヾ､リヤー とo)り越 えて真底の/h堵エもち.総確的.純 一的 払絶息とZぐ ,Th たり. Ll,うり

が こd)絶虐御 免紺 が組織 工此(趣 旨の-つで･ある. もとJ=り何曲 色味bl.島本的て･あるLL古I-JLA苑 L-i

わt'Lろ{ニLyL * ･じ i碑 っ神風新 1藤 3)て争､一L終わ此ろか･.救 tは 訂ヅある確度女鹿 の伺鹿 島紙 とも

っ崩 もo)隻妄りか う出社するこい てLTこ.文通 o)広場 とつく･)L情報 と鳥丸邑交接 する{この0)々 御 免

を し‡､神色窃線 名.協 力鳥 4)ほbl.数名o)かス トo)考紬 も婚 て､紹私 ∫i身 J/R 98gち //8-て

わ{:リ.為根 幹恵をて･̂1-I,Sわ収tこ.本抜管は. そこでLの絹碩 舟よが卓域 内客とも礎 Lしてそ0)強の御

免f鞍覚 も虐めに.各メンハ"-,e皇 グtLL- 7 Pc)観JtをときLJ)rこもo)でLある.良女 こ̀も見られろようしこ.

ここて竹 象L王4tt･Lか 鳩 めて.kl良 .多岐Lこの′こ如 ､-.虐体LO裾線 L. 弓の背 景一二みる東亀 の肉感 も

書掛 -1 っ ､′て.争L,JO)主観 も手L-え咋 br与. ここに筋学に紅 して 舟 壬(こい .

Jb}セJil体内長夜 中心のrう.て払 brりの小 三u令ts.泉南iEiと受けろと奄rq勿布か一局軒軌 く発しく

をL). モ0)をlcJb-.てん L:trこカ 乙食tTてふ慮 ‡の乎新任違pl･変る. この絶恥0)デイすい ･,?ス代 TG[して

描.破 喝かJか監乱入･1･?トILd)鴫 と液軸椎塩.失速え鞍tLと7Tt叫いレさえItJ也ンス.時頼 鳩々手/h乱
tSt'.Ql与旦嘗tt絹如 ･締 られろ.固偉P)埠&.各席手o)蛮性 L‡秘 ナ振動 モー卜の /安絶盾 として3'ら

A)されるに Y).牽 i#篤 Lb チ過勤 のが らみ名 目 lS脅;一各‡相 互作 帝とtはLdtろ｡ ここで.LS婚卓上 こ

Q)毛筆 と/DTiの堵盾 にも魂申す‡こいてLTう.

{てえ常的度か てよろ亀有/3布をイヒ4)虜も克し､,鴫虐 として 1ヮのR.与寸で=げ /Bi田か与佃0)そ血

へ専 ナが特如1ろ L乏し1. モdt̀て応 じてミ秒 ‡地軸 o)的 史.新 しり化虐均が鳴られろ ほ イじ誓え机 こ

ともあ '). さ[;本来L書ある相称雌 ともつ缶でt.尤あ起頒 o)絡 1線知が 電荷持わZひ 乏払 しつつ対称性

のJeJいれrこ水態 て̀蕗点 くこともあ弓. こ0)fうて桝 綿々の凍札は.穐性癖娘寸の場 iT LLrL･㌢あ ら

われろSうて･あろ. まT;推称4)逮-･̂～.別 のを ‡材艶と史差 して如 島村適確 と魅了 こともあ L). こutt-i

腐し-tLS理塊的lこも難 しい内題 がtを あヽろ.

･tpIL7の似 た挿絶品 (肱がL'J4)たまりも)王£勧足 してこLまで乏ろ電タ , 正札,ああ ‡rst･tLS.仲

趨吋触 推 LHt)3.書晶内 とi リ王小ろ rこめ.専‡一存 手相 乙仲研 はか[り の和J%智 Ll魂 乞叫 これらd)

払 子l-L7 才/ンりぷ紬と為 せ{ニt).呼{-一才も4tちと穀虹 ませろト ,う好 級 - 電チーiS一手の粥才Tこぼ+

向紙 虐 - bl･■書見{-/叶.ね え作網0)柁 Iが ある恨 界 と越 えろと､ こdtら4)泡与 LS色乙宕縛 と起 し. /a

与<笹体内局在電 tと同様 d).強細Je･CD水札が あ らわ此ろ. こ0)ようけ物官tやく知 ら此7､,ら. こ

LkIま錦漣相称推 o)･eJM て･みろ叫 7 ILO リ八ライトで､一息こ叱 br更Lこ嶋 有性 りJeJ.t･dtLこ尊 く堵々もち

L). 色乙車縛励起 ‡o)脅す ･正札への壕毛と丘 ･負イオンの格 与だ相対生Aibt洩 る. これ け 手に･
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iE･負イ オ ン ･rl@ ‡ ･正札 壬tとの1や･-L収めて+性虎 ‡ ,-Lが 乞名. ト ーう勧 化 ･盈乙過牲Lみ る こ

ともで･乏Fう. JtBトン化銀 o)SA患 え竣 象も. 'IBltty･が久 と避 軸組 -くける ト ･うえ･凍て･･.本官的

こ̀一言粘れ o)過 拝とH iろ.

ハ･ンr･*'tヤ り7･か い壬り凌里的 Tf半身緑 でLT尊い 篠 }相 を作伺い ke'-LLhiく.ェ奴o)Tう7J柁

3,I.如 結 線 .T不純 軌 こ如 しrこ電 与 Lてすら.起 ちけり. と､-ラ,叫 の薄紙 もやふ･らdtTL-.姥 .'不純蕗準

他や剛 毛JEや ･Ld三見塙として脅与が篠‡g稚 くゆ り動 かし(そo)エ鼻 ,i,手●､-碕 IT電子-正札 郎 舌JEの

工え 'L+･t- r3)ろ上 線 i文稚 魚か 王もひ き亀 1 こと か二 千身体 ‥ サ･.- 額化 ト ･うね冊エ0)Til姐 と

感直 して 明らが .こまれtこ.7 毛･･L71スや凄峰で･Ll才槌 上0)色由虐 L-Lか らむ と終わ叫ろ紘得 C1格 的 食

わ bl･線と07現象lこあ らわ れてfrL).その 色由度 の受体 と三つロtレ̂ ･､'Lで.明 らか Lこすろことか二 一つの

亀草枕竣 い1,て､,ち.

iて由良 }o)各 i絶他 エス･Lf､-bl.丈そ過 す･7.純 良o)縫 物勧進水性 が隻庇# 稔 り 聴 くTJるJ:5

71が,--tも方 王らdt咋 くけ77､,. この堵 J&げえ脱 とまわすLも線和あ起 ケ打 色覚的 Lこ各 サイ Llて発生

し.鬼 ね埠 乙ひ書起 す rあろう. 卓だ.相t-71特級4'状 態 が 鼻o)鼻息恕 態 7･あ り. 出費息 -てら,,⊂基糸鋸

思 い ‡触 t･亀 子水 魚t･要一て､,ら. ある橡 の 亀Tg袴鮎鍬 各.強肩虎 i佃 綿 h L･1この√う咋毛C)とオ

えろ ことt,で･王ろ.絶品o)あ与やl一手ぎo)甚魚水篭H dt単独 ▲てとらえろので tJく.可能 Tf地 場 も

膚 y)[こ7･･0-ハAJLIS光恵電何代吋 するl和恵(･･テン ;/々 ル (iの梢 紬 とrFる歯di象徴 ま.考 の堵 Ji. J､･

IL7の碓猛 をJc.--相 応 するオ ータl一･'L･ラメ9- )の 十で L与える こと L才､ 物 隻のfi{t+i)番と秀 之る工

で一･･,o)楓 息言与えてくれろ. 兇絶 しその掻 き伽 o)タ､イナ ミりクスの何夜 l言. このfうTJ額淵と

の1･､がせ !Tbr与.セ bt'､て八･ル?の相 も符 4)内線 IIJ っItbt-,てゆ くりで ある.

(榊郎<患窟 隻餌旦 )
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