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重合一才軽食事象帝のKlneliCS
一 婦I--S.･0ユI--つt､て -

,隆夫拠 L1-田与え

§1. 1n†roducTl･on
整合租(C桝 は乞う丘tTlく∴あう物理号 l璃 すろt'とつ句秩序相である〃t: 不整合称

(TC卸 H T:.町 歌声度数の別の手折殖Tあろがら.C-エCIB義郎 勧斤1B)句可晩
翠であう.一触二舶 梱包可長政rP朗 は.L､わ,Pろ液宝珠一月撮過程-す抑 ち斗考え
水級にあ5郎 〔呼 t-1李粛大鹿(:神当W 碑の強が竺永 さR. こ州で櫨 lt/>‡和 hL､●ぅ

戯 一にJって追行73とスえらJlうう､ら･H C-ユC才碑汐 の過か 下 ,y)C砂f,:IC

神が箕良川 .,LI二号の野面が肇勿すう, という朗 弛ち'3ちf嘩 ･:この禰巨轡摘QJ
吸い'再 良港13I史耳･1'J(,hげであろ･突飢 緩'ニ逆 ベラ∫う,こ孝713/朝鴫夢政経
とは屠って.まっと御製唖離 化摘 ,て断 てうと鋸 川 る. このよう'J一軸 性は

C-エC相即 碩 近藤でLl,ヲ盲人ど搾乳闇 蹄 こ声くの孝養餌 敏昭 在73ことと風連
lてIlう.

了蟹鍋 と,tT裾の格子 の凧紬生け 整合'JJ欄 で安細さJt,=錦 f(r) を草つ柁 て叫
爾 喪失§(r)の地坪歯向各碩 の々‡o'がぁぅが その自由工i,レギー0'衰itIa繊

F-Ii[(▽‡-A)tや S2mPL〕dx (I,

の1小 二机 †う.下Jetの才覚合皮さあちわうmTSf汁pa伽 elerSと蝕 * IIaがⅡ轟

音キ癌北させ碩 如 L:な,ている･C-IC窮境轡か Tc胸且で仇 を間要領 ,.I-1,ttで,I
く.丹獅うにJJ虫か だけ蟹余揺動て血づこちとすう傾向o)たg),eL厳沌 尭劇 ヒエ?ち

硬い飽 束でへでてら九た(､､仰 う d.･ILOmmenSuratToh)紛 発願 凄則埠,=廊?･(し
た衛もttっ. 1'Jhう. この華氏でn i,･swmmenSarQl'･onが修子荷丘tlつ. と t､
うことがでそう.書斎TくTcからT71Tcへd)封書植呼受化(=ようC-IC神泉轡り過程 は.

錦紗こ tdiSCOmmenSu卜qll-.nAaTFce'形成の戯呈と見)ニとがでさる. n_

ど.､て1LSbJlげ 川扇 '･ユー形明 にIAこのLA称t ど(r,七) I-- う3-7ン･vtin'ン

ほ掛 ･_ドyィン新 のつくう鯛 和､op-シ(A.のみ属目L.その埼臓 を即発ZT=.モ

07烏果t団iド棲燕恒示tたJ うl=.(i)帽 の

ドメイン媛和 佐卑u って一兵絹 やlて了さ3
知己, (これモ P-RimeCurveduerle:yヒよ郎 )つ

恥 上って隈 川 た F… 後碓 生 堅 綱 っ
互いに友和方67への項妙 .(J7i) をo).i･fG生了るP個

の｢り >壁の平行袴劾 佃 乏o'何拘り訴監)

こ̂ とく ･7且てこYt･_T,i.壌終申 ･:ヰ足す何

裾 へf-.て-･7れた日;kz,)drscomry1番子と移承
75.1C-C軸東軍Lfqjila, 二人と動地 う.
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の蒜 :tot,r-･ji諜 蒜 禦 ,i(%腎 11号競 露 Ti,eJSt':1Spb'i'.'.iE;1㌔

一ヽ

tl

触 か これちのせか細 LfyL.節和 代た ことほで=･ これらの骨を鹿 1g)iM Li･え

･lうでtlJく官乞和 の ′り -,毎車 qその 乞え3'4,方墳沌 経机 朗 ･}灯孝の よ

ぅ拍 何相 見とLi . SJ･01(7k釦 の C-1〔禰紗 二打けち diS(ornm･払う軌 遁経
につ.1て噂鞄 .･_3うL直ji助副の浄罪芝､iく3)て級韓する.

§之.Sこ0上 の C-1C和泉今夕
S̀olf3約 600･Cで首執群611に原寸う

電柵 灘 から32_1=見てる伯和紳 l:移ろこと

rlTEくけ-b知ら加ていTt. それでrto.楕且 は

回2に話､LT=. ところが濁色 号の一千何 ●61ト?.C

謬 軍荒誓 諾 ,T,it嵩 禁 …

がわf)tっていろ.

(a) '†｢車 -qT',糠級 Lan

鮎 状産 のqcT･!?a-0. 1 才･)高遠細道懲子の｢まて"55').こ0)動ETl..& 6Lg輔 佐

沌 射 てむ､じ41酌 3対の号 (iq･,ql.q3)も斗つ舟 場qJニ凍勘 た状態､,.､わやa

叫 綿 雪 5(･J,f).fちQ警焙r･絆 の''Sの ~解合r2 )′ーー1-I~~～
とあちわで^う. 9.-4号如 E'00'方か 二血 LUt:虜底,=lまわす〃l
(毎度や.回3局麿)由 布 てt､5･
(ら) lqJ.4,4'爾 〔酎 ヒ

i恥 やT3とi f:TC神 モ日日･goCの被阜始で大きく日夜 瓜 3
おしや, 二の水う引紬 二斤tT=P
lA上の京窄尊宅 は硬埠的'li

って増象詣的に酔 空でれて..毒oJ,ノ
Y.壷.U

T以

.T

..I.

G

の
恒笥理論 によ

･て壕iLとド魚
叩

母 督なことは琉 dHriPPe-頼 経が sh雄一頼 態':比
べて考えL･-m t, それ ･=呼7て和 271=あ､Hて垂.:か 曾

=yl.~印 hち 3

号(r)--∑_良/S了Tt(恥 r)ilも‖
ヒ為hせうことである.

(､3)

(C) a.-gcD仰,Yl.す約4,盛徳
朝 顔綾鎗 t･J I)IC相で# 如 ろハ･p-ンカ触 .圧

れてI-ち.郎 t:弄く̂ T:lうに. 二のハ?-i (7三周各

う玖と呈L.lSL'路布 ･･-か1号D.'ph示 現品目E 2卵だ)
4" くうコントうりと伺L''t の を与えうJO.I: ¥の三和

41..iAqL

固 相 う閑如 正lく研 安雄のq(T)巧 さヨう後‥入=2稗 は J て" b･ 二のこと
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JllC神のハ○?-ンが明け l:荷坤的t=ll亀i鋸的 可 o(簡 且 ･こ練 する｢メイン,ニiと

弓くt4'であ'). こo)由 ･:dlfCA作れenSurolion カ､サ riIてH3ことを,5度JT'Iる.

聖二でLlT Jこれ ･てA Jlは･ S701 の フォ 'ンモーlLtG鞠 から侵藷Tl勘 Qけklた′JP-ン

ITV-,た け ･-- d'-sw yy.yy..菟jl:可舟耶 io)であうこと王座t'CtfTは プ.S.-0ヱ CIC-IC
寮痕軍の適射 . TnpPe-9双箆でC)a.-SCOm rrLJ路子形成戯 tJてとうIz_て孫諭 す
ち.

§3･ d-S(omm.ensuraTiOn- 7,)､シの凍結 一
拍 -dtJaへの循蓬貰lb,i′S上.0原子07ffd妙晋仕であ川 ら(2)itdl確rP銅 .I-&九､

㌔-鶴 ,tい 高揮碑での77Jンモーrの篠恒 男iう の0.･'% 当である.妄動琴Cユユの
∑-Rlne(i--r冒oo])上?A･･隼 才roTP ,ま 2rqtl,'i')_ユ頭 のJF主軸 斬 り て
もつ)で 如 . この度約着竣 祐̂斬 ∫譲 1に,iIT=.終 T=b)S;

のhに毒机 .∑{771>モーr (21i)田鹿,:iJJて長潮 と,Jラも

一作 目 紬 J､｡ターンを研ぐ樽 見五着2.--3と0,,I: これqら･
†riPPe一号基経でのSA州 の耳性 ,ま

U(S･-(1))-号e.s;rLCh･r

ニ意 ssiTnn7,読.2;護3'f;I,-nh冒,1.'r, (4'

であう. ニJLとJ司載Iニ Iて. Si,Oo)雪迫が得 られろ.

Bv漂 ;7,iiS霊 完誓 ;BiiI.,N'子宝

ql q L l qJ J
Lltl) re. rel-2e ､lf Eを.⊥ラeL'J
LJ(17{'C..+テell Eel_ l Fb一子ei三Jー

これhIら蘭 書77tンの⊥埠盈蝕 ヰ内現癖子の事立

IL.クー… 回6のJうに,a-ち.鬼 ･二女A.B†の膏taJt'p-llliE.Jく(_8･越1Bq7C*',d一布
の頒良 二一発Jてl･う. こ4'よう′ニ1て.IC相 /ま9--7;きま｢∑ √ 7,7>モーrdh.G.徳

LT;#箆であ,), '級 で象 られ3三南港子は新柄 ';文王'=あちj711るei',a-東の]il･ニケ
在13ditscD,M,n_観 とfてI望鈎できろことが4,が ,た. 拷 ,=達的 11さことIJ. ドメイ
ン壁何血での郎 音･'iは鮎 の1うであ,).群ってrメイユ蔓 ･=は これを (庄卜 斬 )夜

喝骨子kl'1のオFll:Ei乾すtEようとマ封免力が(77･.て日うニYである.

喜4.diSCOTTlrYICnSUral'･on路子のk砲

sin9Be-9頂と巾 d-sLOrhYれ･格子目 '̂bえ )_にta･御慶ダβ雀了 P-RipeCurは

ち-tit:. †r･-pAe-?状経てqQ,伺凝甘'之JTB'い て

断 11 S亨n3Pe-%
の場合のJうに レeriexが 曲辛 をtつ･文革が,1 日 U二と.

蒜 ,f:dA鱈 ,qf&言.,'言霊 蒜 左右?:1-,hffLif三･

i(-)e,-he I/erlexが胡-tnH･一存Zil ちd,か見ろJtう.(垣

官舞 ).

⊥且潜生したえ蕗 (乍-2.･neuerlex)は dtSCDm,H.街

＼∫′′

4 '((-義 一
2-Q.･'tet''rTex

優 賞 . 4~B'nePTeA

回 7 I

l千を梨軌象,=Jって助 (mT才rOTe)Jて ,'1-<. モO,貴過程娼 71=示LT:.I'土をマイさ

こと'i.'S･･deSIeprnoT了OYL'l=3r17て左石O,〆'ヤシフ施 キt=昨瑚 性がlぁ5=とであ 5.
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:-れIi珊 瑚ベ7ニJhJ-･･モヒモと薫卦･-r3
-酌むこ亡い糾 う(勘力州 h l.てIlう二とI'-Jう

紳賢tl七ZF'"BLl幣 はわ7)の奇 跡 こまわ IJっ

っ 'hi%T07Teうう二とJニ115･(TE10箸eft)
･i5.lC-C和衷汐過程d凍てnelicS

)･]上0175覆 一二もとづ-"て.高I'Bi(lC神毒見)

から修酎自tC袖与え)への揮魚-vl'ヤげ に

H lC-Cl鴫乞軍の掲向怒展を才鯛 すろ･

高射 等魚で錘 分化 ミ札た d75LOmm和 平
f･_.よ,)机 ､､サ1ズIの路子の複をつく51:は

たと乞11113可の-4-PineVerlex軒 をB11

のようr_配置巧さ扇､IL,が7gとちれ5･ドメ

り の笠鳥 )3そjL鞠 司 を,37Uer恒極 .I

に Jl1-川 て行く戯 言とLて絶 ちJlう･ 芝のG.

蔵初互､､に向 で合 って=たえ即 すIl. Side

s+ep'71017onれ昨廟 ･12のf-UlIニi い]:廟 3er
LT:配置tlJ'), td,結果師 く生LpT=d･-scon7m･

終了Il.号のrE]751路 が天きく1J-3とlqPal二王ヒ0)

路子 ,:射 て'β車 'ぅ5, 二C,花子Ll包12 I--,-7Tt

tT=.輔 ｡注週 ととい こ>Zクと菅'箕7猪 をヰ

tLt､ヒtて.･この ようIl周一す向･;tp如 1潮 し.I
格子の銀.Aが形簸て^う.

更ヒ戯 4'後期尉官では.別 の々旅 からnJまL7=

3､たっの之値鞘1,が膚LtI南欧7ろ願 が輿 ､:ニJPL

t-_よ,て.ち.T=1の新 lく形む 九たドメ/ン伺flが

令射 帥 aQ3-yJ e)ち5(臥 3 着.qE･)･

図13

団 JO
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こうtで都祁g･二は丙tit細 のT3目顔 は Lt･d･-scoynmen5UraliOn 祐子 rT=fIL. 負

依真の甑 '=托イて常子郁f)rlA広く. 川 ますG7q'LlF乾 くた )q･形承 ご^う. ニd)朗 と

L l=餌 て,djSCOmrn.路子が マ.7a,3太 さTI:fiIた纏 .7TJh亨DdPhTn占潔品番

旦乙i,つC4Bl:紬皇73二と tl,J-ち.

以Lの月度王子とあ うと. Tr7PIe-q言まつ SA-DユりコC-C殖姦珍戯 ′J･
(i) 与 R'･ne･verfex画 ル1で断 Jt7:rメイ ン断 斧呈
(J'J-)再と'J-す verkXのA吋オ向への徽
(t'Ll) 二と7J-う夜朋 友敢tてさf=i/3rfex河,3､0･i-1瀬 '

王乙･)h､えっニYI=よって追行7うと発Lろjtう.

今後･駒 赫 鍬 &']･巾 h" 亨言 上T.'瑚 Iこl-Aiジャン7｡gA.:=さと.♂,-sComm
1%子の昭 一ンの喝何重化王座蒋遁殊1ろこと′ニよって.上にLtべT=モチILの預知 行,.

二とJ招きめて叔埠 訪う課邑で誘う.

L鞠 坤
l客殿亨壇もー提房でて下さっT=. 密工夫才色 LLネ直.1紙1ニI肯 く産額 tます

[丈 序に ]

11 匡･khLUqSakT‥丁･Phys･ CJi(1133)61JI
之) K･l(atuaski : PhysTと九 日生旦((1紳 )ts̀

3) r(･qoLthQra..YH･LIo,1d～.I(LLTD'･7.Phys.SOCIJap仙 旦 (I9β)3197

4)6-DohhO寸丁･Pβac仙e叩 色r‥;bhdSioTeCbMynun.坐 (J983)ユSf.
ち) に ･goLLLoro･dN･k'oJo:ITPhys･Soc･〕ap- 王ユCLq8LF)21/77

6)T･M sIahya- IAP良作hYuk･Pl･L/A//add･dI 勿 e佃LdTとZ:J準と通 庸)y703
7)N･Yohlarho7Tb '･Pr7uoTecoM れuh.
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