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/†タ ーン(:*tiSサドIL禎

牌ネ 故 (九大･哩 )

SI.払 んLttLれ

三食匡縞iBL色毎 畑地 も､森存細 F債務の桑のタイナミクズ雀考i 吉｡

癖 -普 ,U-llI(砕,W,頼 支
(り

紬 穿スカラーで､W4)Ii地 産 Jd.L&ムーh"･ni伽桝 ,110テン3,+/L ｡ IXTの鴇虚 は重層

ユ水引こPR i ｡ この桑で､泳､脅頚勧卿抽>ても､一家鹿転錦のとまのよう甘巌生動土轟

こう飢 1.確立Lt-_賢慮畑は収虚して:-A漁寸言Lかせ い｡この垂線は4(王,七)の等暴虎で免

れで､下風d)慮lこ棲太虚と艶£の村議痕tミ甘言 ｡

(国1)

叡紬 (:泳これら靖乳点のメタモIL7ォーtt号句bLIか毛知れ奄(1｡しかし幼頚軸/:重曹官

の虹 例えばワLンチされた合金の赦序tek放ては､2相 の界面寸揺わ与Wl4)の碑たせ与

える守の草高度一･t為る｡凪2他界B]休鰻)の配鮎 対す言､ト純 銀の帝息のirnjevzznは

色刷荒していさ.

----1植

ここlこも印は叱咤の界面の軸 の方向t示して(I3 ｡ 本場の生麺は上凪の2線の発展も/A
舟如巷零点に油当寸3ものはtttん博ものかとりう事であ3.とhlt､碑を寸3と紬 か

左凪のようた 工冶噸攻も軸 串I-.虐<引き赦し毛色寸.･′その連綿 剛 7,･毛甘LJとtJう射3R.

'rl､その轡 が ランス_kは界的 ih k(わをSれ言excesr ene,那 (的 確カば Q-

で･tfく界乱と各曲の虫いや'k鵬 与(南如 卑tl崩重作用ener恥 がcoLLntU PAPtとL

て重要で.あ3(特殊鋼 如 l綿 瓦の長泉も体が

この分岐点.I二相卓㌻3毛のLよコネILキp-舌きた不卓
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?･･偉い榔 紅毛生じ-,･53)｡彼って

中一宇島鰻 d)桁 との対比 Flは



ぼ､塙 中から,17テン 5,セJLU(ヰ)∧のfunctJonAA の鞄 も､f I)-船 Lミ崎七lヾうLI)､ツワス

(簸息Iこ新 迫す吉和)7 1tあ3 . これらのすべても細雨 事l*7･tきてF'な t)｡唯 一節点(-節

を廷停乳京)lこつIlて､塘定のモネル0)嵐慈角帥 絹領吋妃富の鞄息ts(Z')のLG<の郎祈/こよ

,て､佳叫｡わか,てきた車も簸著す冨(.0

52_最酎こ解け吉例

(I)itlで_W(中)=7-LbS少 とiLき,中三0,17L の 2フ の桝/'nlJnA 官用 l･Z と, 触 角ぎ
(即 すトルヒ呼か )の定常条件から､(轟t71ti無絶島象件のもtて･t)

0---%

--▽2重-st'n4 百三くら,射

と碍 lJ､右iaのゼロほ うきや--Oと見解してもよいことから､2;k元サイ-/ゴルドン,Sのy
I)トン解L})を借用で至言 ｡ 急は 比適当ヒ並準･回転す3と､

頼 --4--tl誓霊 芸,色くh一十品)･えい 言霊 ふ (･,

ここfこ可,i/くり -9汐は盈方の界亀のなす角度盲もhL(&3番鰻)､一方平行堀轟Iii線

o)渦線(手2J)は､◎と よ -一 一ム〔tanl(8/2.)J
ti3現像lこも3｡サHLlも(並準･朗 三七台あて)

午7の/でラメー タ盲毛つサ甘 LL根もtiL､吃o)喜

々は､愉じ壇方境界主竹下の泉あの挙動(団2･)4)
食岐 息と唱3の71為3-

53.あ さサドtLの数伯的申良性解析

サMLの冬季定性如旦う不を東モード'07敬礼tit､,(
の鞄雅号も郎 為､下のも争LLdl⑳--Vlのサド山こ敵 lて､線形を皇･性解析も存恥 毛｡

W(+)弓 (ト ¢i)1 (5)

このモ和 したついてlも､β≠7YlでのサドIL恥が教イ紬 l'も希う九甘 11. しかし､4･/ヾ ラx

-夕鶴 もモフ与は､絶葡専定性軸輯6)孟ほ として市境‡丸吉.⑳三m:/2 重音Li-r化の増由

払､対称性kよフて計等格 の〆も､)-毛筆かでき言を7t･翁 3 ｡ 具如 け 親 王は､叱 u),
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tf)より尋かれ3サトLLか =)o)畠もヰ t̂t書方雀甜

o=7之あーあ十is3 (占)

セ産界知牛 か 叫 ,→ t4hh(I/U=)td̂叛/J=) as ヱ ユ+ 311- の ぞヒ7･･対

称性帥 絹 して教場恥 求Q'､攻Jこ兎かSの 1攻 dl奄化 吋'1･,t)=4lx-,t)-ん lZ.) /こつ

い て(I)′(S-)を鰻剛ヒした方蛙が

一万七寸=3e+ ;3eヨ ー71+3㌔ 言い 1 (7)

を数4幽 Lこ解く.(り)tt̀私 印..Ptm ･叫 '3e の STc人rb.よ'･n9ALを鑓女IL･涌 枇TT.義幸の封よ り

鋸 正Jの庫沌 伯o)境南稚髄 が神 足〔娘 lti線mJモードに対応す3ことがわか3. 痩/1-)

は､定性即日二は 七叫い x̂j=)七仙人ry/ri)t同線 の中一等鳥線もモ与.首のii屠3Cの中の1胸

与太.eテン ->ナLLを相 性団40)iiLミ噂3.3ed)対淋性(離 路の塵私 C+V)主用()て､成毛盛

教も筑鶴を現kJ:,て'坪数 し.個 々k?いて托山 cL

まれも空席で13ed)数値軸 手釣化喜行,毛.も服毒

(榊,i射～<Lキ30,寸､フ 同軸 9乱打夜風如 頭 取真

件)の計尊かSLうcd包外碑して､liTq)tS絵絹
良.

A)不を息モード､は稚一つで･あ3J.亀も曲数泳穐もし

静銀ももとtitl.巨 色土£中 止団2.の各軸は

h封如ナ盲.

l y-ー 1㌔ /

iJZ

(臥 :3厨)-1の等も慮)

2沖 丑モ-卜(風も伯-o)li4Lつあ3.:う527は､色,A元取鮎も現 E (色名血敏の群

Cw Tの呑舟 性がfx,幻)0,も修司南伯k馴 3J X的 Lt書方的 並進子密偵 をを8柑

3モー打.?速 的 Ll も色･え1,t締 約息現β､(添上 fxL一㌢ 日 の最低値如巌 属し

2総 帥 の回虫有脊性鯛 鴫寸3モ小 舶 oc(fas-きax)43. g4の柑 モ小

払不を亀モードと由Lt､飯如亀鑑Al(鮎 fli)た良 し､宅の鹿毛色数は､ル咋)三I-CAS≠

o)塙的 凪37@17的 ウ花ム+吟 と餌 も凍 4'柏 と恵性毎と伺裁て･毛3.絶ち､産

か ･､は各面の救並絶七色転せせ､逝く?佃 喝30'妓Lミ界面e･今直中-Ool絶つモ引き恥寸.

竜飽qlか黒泳､【ぎ)のモチ LLlこもIlて七十LvLLk は 痩･回虫 の総iて)某4qLヾ ラメ-タ◎

が為'て軸心寺号中立ミートもLs沖 のベ ラズー ク触 如 ､主 酢 rLl仰也す3事t京か持 .

侶 しこれtと⑳L:偲して か チ>,7ヤJLU(も )るt･T.脊て･あ3事互恵攻 Ltill(志､太由比 帥 轡

穂t垂れ j'い ｡ 杷カ､上0)鮎新主サトLL穐 7代 偲 LLL上 のJ†うメータで碕 っ一 柳 if壬･個3

の⑳とdが ね 丘 tiか0,- 可能性 も否良寸3.もしあれ でgst, ･･･Q)中丸ミート､がl見出され
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長音廿から.

!十.遠方(I壬l》1)で･の背嚢

今泉,てい3サドル lt､壇方7い4フの草魚鴨界ALこ骨解され言 ｡ 束管条イ千号t中 三0 ((u k)

から､それらは4･戯皇Lこ朝晩寸3 ｡ 各界かま向きと平行移動 のユ̂ oラメ一･97･､塙虫‡413

.℃へ臥 無碍垂加 土皇界奈骨た吐官フの)†ラメ一夕か あ')､全港 の登壇 ･回虫不奄Jtl書

写･lkして喪瑠 5-的 嶺の可絶性か誘3.号=zLL.遠オzd｡喪席 条件からこhtS自由なJl薄
れ な けo)制釦が鼓せSれ言やl皇見てみさ･今.サドJLか 喪現 して I13 ヒ相良L.ヱ 吋 をfカ

Q)港長1恥 十分大書砿娘喰 t之の91如k平面Ti/4-けさ(団9).外側JLeẐは 界血tt三和

並 遵放た†今Lh1､4サド虹鍬 iiu,Uf巾 の蒔乳も㌣あ わ l主､瓜の内軸も rt5,ldた並
進 ･団亀しても.Ui+lの1宅の如 t.1土駁1.こ0)与から､鳩 毛外剛JIEZLtの界面も改 良亀

もて竜電力臥TかLLLクの由 ')か 1オ北 か 瑠 5̂ 3.

tT.十eTt十も十e'.∋∂

a.十4､十も 十J.ミ0

(?)

ここDtJ言kl-1. g､dkli承碓連銀t穐gtの

各号つきBE虹 上の37のStJ約答碑から､士重科

条伸Q)貞由か 絹 嘗2.'L-L藩 主壬^言.モ人ら
時点最良3の◎ 7i甘d7･あ言ことが確 柑 され

られ盲｡こ0)27の量を好漁すけ3紬 (W(+)

引-むS4のGfJZbは ホ ームlTtA J.2(珍/1)i)は､

紘,て血肉幹の兵を秦柵 ｡各色してLl言.(?)Iよ

′
JJ
Iー_____I_一一_I_∫

± 煮

1ヽ1｣I｣/
～ヽ､___一/-

亀尊解4)を喪･不を卓tミ無碍鮎 緒川 も事k:i息 Lも Ll｡

SS.賂鱒

晶罫までk弘 ようk､サドLL掛 土4Jでヲト タ宅もっ い よuL.曾自由虎の境界妻律

のうちの郎 ･JQ場 合とd)み轟rL寸言.もれ域外q)塙々Ll毛団2のよう甘2つの魂也単軸が

曹tL3アトうり9-として的 寸3甘 3う dt. iL存亀す312与もれ 写9 ksln塊界h_'i=

Leヲトt).,クス'ダあ3か3う.-オ､ね きつく先(サLqJL)Qltill場 合Q}セLヾ ラい)p,クマJi

考i3卓がそ･王31'か､称こ綿 LS)も全く強ち七人甘い喝釦 ltt今のと=3何 モ如 -,て

いt}ll.

東和'･･1)KenSekiyh｡tb(FMrr･tnt)王2)R･u･t-A}J･F'ね ぎ.S･'･LFdn.3S,JS-紘 (Ills)′え

r{･K･打｡LAr,･J･Lt'Aれ▲ fl･王かTBS一･･I.Pbi･S｡̀･JQp-叫 41,Pqt川 lO･
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