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-8-



摘爪太三郎

二似乏をのまま理計10)玄空会牲L7)クト菅平飽き手く~XT eJ2Y¥ 01 c..ri十~rìC\ df ~-
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下二 1わ っき、qふう陪干tて剥1にまずE面

民3

さはL~ とあろうーーのこ以ら①~③のきき材「の閃〆\¥す収め広
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回答芝俣宮 ζぶう。というc1i手， ，3宅問『サちロ E波浪・担波王室秘め
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被a斗， B七工念 d ヤ安波bJ.， C社念 oj r 先月~CJ 一一日乏， 回-0>
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MBDf手，イ司メ~i:: ~ ¥ ~ "/)'を LlJ丸あ，¥ζ ， あ~ t I r手， 1 Jにモ L¥7d-l-'¥ ""b" 
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合とパゆ!三嬰、'LI\旬、f志のちにあ~ミ頬員1\ ノ?とと三け r )呑M

工A2bゃ工A3b， 工8:1.工包之をみ恥 I~'~ 開v7>¥ "2!IJi 3うo

各〈反〉的経常活動句金需は，際慢耕作を主と彦三と1Iラ以上の
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ごと CJ. 案件岩波仁お\\之必ずし切~r;ßc広ゐ n 0 lか l. l-h ti'¥ 

Lti以 1事ざしd¥1=三リ，清えのちう d-:>に， 二の初老α宗祖~Id'''焚閉

;P¥主α萱Ji;'s、一定木事仁示、 ¥¥2保障され之れるという前1提αモヒマ，

lffi-Q 0) く吸>11、Jく皮〉め笹悶lii笹色t君、合〔之 t¥ 6 と t¥う状主ると

l L週¥¥ :2--;5' ¥ ¥之を〆 丈直¥d-ffil'でt志るラ o くヤ境FJEJ，「く再臼差〉

関係..l 1ð ゲ fユついて αE国昧~ðZで企b(吉ノここで、Idm"ß1ì吾割安オ ð .， ) 

ざで. く雰t/~時笹与す作る韻jtdJうち，長モ、注旦苛八、、でき|吉/いか

にく泳ラ tt"ノ仁左く啄〉京、買仁之、が乏ち'6....... という，をのイ主ちむあご30

)青::t..め警捜にて許せたとこラによるで，ノくが、、くた〉訣笥't7a-;$ヒkに

のをの〈民>(:: f.E~ふっくが〆③透きと市 3 カ\ぞしく俗、③金λ
L てく~ -6' I の 3¥主主り l1i¥島く，えがいく呆7 険局で、高く悟d(乙倍】

の民七 ι之(玄 56¥，②窃切をしく Iぎの茨9総与ミ，持味制ゆが J

お¥， fヂ，Q)不成(=蹴吉〉と陪 dt>' 〆 ~3 )8L') lずら¥¥ b )t)lr¥'f) 

ltLtd-， こけ1ら1子，くゑ>t亡関す2頑固¥， Perscna/ Insεf前 nC f. 

エとB告す〉の φ，③，③、<h'-J:-む、ノ sロona.{De/e古ω ぐP1 D. 

日告方〉のの〆@'③、と称2ぢきこと fて Lょう。

清コ主T. く史〉域、寝σ)~菅ι関(之，凸たつ何事健司環僚を遅刻

L之 l'd .いItつ~ i>....規第工停 r官芝E空保芭 J ~1妻得す 3 ことに〆

¥， ð ひとつめ〆煩庚瓦町/最下\!!代表悔の一方の，7jé七 ~F:-f&不紙L

lこよ d1fミ落仁ヌマ如す 3主)z..t::，関}þ~与。訴i古から検討 (65 0 

-・&¥) ¥E確にち乏 to'，長1ト照必写.1;;長件同， (1)宋に侍 1かぐと t

-て怖くっき1)最下eff世 慌 )17'(¥ a、但)こめ対事}と侍3伎が、生ま

れさう. (rっこのせミ偽と問c引でt帯院予定さき〈最下吃代支掃σ閃勾

文章熊置のごヤミ王ちゲi) !グ l、3~会もおi 、 否、あ三む

こめさ~S 7き条件下!こあ、\\之，最下守千でぞt主;;~YK0作 9 表皮肉え芭と

して寺とあち tれき八句棒数日li手Lてみδうo

工Al. 国烹t辱句惹手Z

工A2 間対尋今 p 長手i 仁'!T<~最左手惹拐さ。以下l聴J九長昇長男
~()このおにy 〉聞東i野協にit理主 T.Fあ芸員友会に広，

-3，-

ごっ司頁支持J)，去す穴あるわっきり，

工A2a t乏に色之ち ~f三弔ろか，惹弔 ( 10 ! ¥し史0)1存ろ〉げで

反軍高実名〉に宣言，務主主偽qカミ0fゅうまl匡侠芭と万三

鼠色。二UI...広ξ弔く悶上)1S、幼少め肉に夫人だ家会で，

め2>0

工A2b 傾 にn之ら収下三弔与プう¥長男(同上)の、/定σ付α家主主J

前表畠とtro虫色。二uへ!会，号男(問上〉ガ、は、λ会仁氏!
七したF虫色 Z勺時限。鮎，守同!これ¥~. ~ 

工A3 悶=t::~事q葬主任1毛tr ろ。彼守芦:' '6そ人した写15与〉史代表ilt熊J

琶のた七の a とをう什之:'Rrr友i霊i健吾とJ:j;~戒を主陪，工 I

A2b と用材ι，{度t了時こ q 及革めよR代史遺稿t告とまれぷ

こは'EIAミb と巴怠J¥L. るめ{RO)虫色，っきり最下モ;

作者鳴のY定代反透1報告とe-~手私企を、士A3Ò ヒ l ~3o 

工B-:1. 悶表情司肉叫宏込野乏をきめき荷，あ$" (d， 

!-.82 tr末。工8:1， IE2 め株会，最下性代表信事ヒ、初次代史l
連続者とさ lH..~荊綜との聞に叢ミ与問1寺、q抗的\~の 7.:r~!
z、ある。之 <1て工(5-1.-q域合l"jニ，この惹ろ関係1手ズトヂ

オヤ::1-， オトートオヤコヒ日平にま、tれてい 3，>

E 安之社Tこ*拘下ミ義ろも 7吉木Oqワヱ1:132. 

安時哀に. く衆，/， q 時霞d.l~ミ菅さ老視す急た~C乃官三官~'ít:c ，示快ζ

(f1. ð'~ラ o

いま，単純イ℃のため，工A:za仁圭3ょうおa河決万二一DT芯く，ろ1支

!手d) 1旬、で味、人可~. と Lょうー苛きヒ F 案下宅fでで憾にっす、く「反

遺従事-1q淀位協，つまれにn:.".可保Lf'-図のよ51&朝両乏ふもeq，ヒ

方5 えられ~f(rすと・‘あ3 く図 8) () 

こ の 串51之 L之?友三主づ下ξ 「鼠昆絞車..1tさ，表U;トか与配便T琶をじか

え，芝町ようにし之宿入(た抜(またfd，橋)ととモ仁，史食(穿

f十 1代〉α対帯eB"d;D r-凌I璽昨夏吾」と芯sこと左'Zt;s沙....7三く反

〉時毘!万，自動的に，く疑〉庁らの「有干院予定壱」と存 ~o
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愚下喧i'\'t協Zラヅ顎 i~げで7お

とさぎの r破産自主ミ首」荷主主

図 8

ーラ7-

(kC.工j...j DET.ヒ田急〉

エ:貯千f

6;(工~:記長三(予定葺〉でt誌を

。豆、守，号車工~句

作昆~孟をめく県〉

の除寝室めり之ト

K(工)，工Qriでの「為警1稼若」

コ<>Ek:乃染色灯7~夫、ム

仁府、清之州、ラ4-1脅

賢1¥()京オに [/qり2): 

1守主〉。、〉の二3とこ3

T吉く e')こ寺。t之V'¥db 

とこ 3e'，唄築工が宿区l-z.いろの陪〆 く刑事め)ト良直線言」

仇たさ、J;;~o 2.0)ょう間慢l5lT'、生と、たt虫色にa)、"て，色、。)<F-SIこ「

炭注篠宕」芝、でた可3，.-0，庁、左京可規民工をあち b方にrd-， 5.8め

f土~ ~rさ?と令色、 16 t， 0 モこで、， H") lK.1D収Id-. つぎ、今 ようにちえ三三ヒ

lJニう o

。)~t ヒロ/人ガヘくま.，->σヲ Bがさ5 め'á1':立置かち，く仏〉の包L

置に袷竹コぢ iちことろぷ ~o くワ1)

小 夜主主に予1E-琶】、 乏今季!ざ，手記に主ゥて . くを代イム >~ÍÌL

置~新とそする。 く毘〉

ab t-.有猷予定壱」時， f""-tに在、で，集色白，革~~f付与1奇ぐ~

仏〉めて江置八，花代0)~ 0 く73>
τると. く皮〉高覧a友意志ft主哲三>> ~~しわ \X\. I寺っす'~七草ラピ喜乏ミ

~\dおう一一住ã:. lK ")ミ10>ヌιfぐーロ， E.工， OJ ⑦〆苛E;lbち〆京

t..付 C乃与 q苓II‘Erくど) 弓 1a"'D....(二並t去、こ℃、 1てよ，て， くち之)7t:=霊戒

する。ラq 中7tS，図巴仁子f:.-l1王寺1長 c)くに工::1)DモT.) 1二より，工

人1""之ちじ相官、::r恥之， 「奴[主線香」と7旨三 b 二(H.防〆 守(むから，

広1忌宅三 ιくf事主傭ぐ予定右)c方位置[<(-t.)(ご蒋令す3ごと と t之

あらわせ ~o 迄ろq鳶色!こ td= 〆〈史>今トかち， Rt，o⑤仁より，直

定下ごくり仁志位置仁入るくこ内ヒミt， ErC-() D'kて、、あろ)ー

l2) r-広重静芝吉」むd'i"3 く1言I1し ，-r夜連J被盲」と芯ミ〉と (d，

長下セfそめにci)今位置に、主台足Ec、れき(苔ヒ芯 d)亡とで

ある。 (=Ut(手，主古宿一大の択にJ::IJ〆乞1)¥.7)'単位乏、/KCi) 

にI，る箭棄と7J~携&乏tl 金たら) く件>

例措入と tJ， r家Li重彼壱J 局面モイ罵奮と L之/ く奴〉今トグち¥<:(，:、}

の位置八人三こと，をあ ~o <防〉

二φように2利 Lぽ/ r宏之虚熊吉-1:7f¥'.fc人在、 ιまヲ区窃会 cぢsわち，

k(けがちくイム>cぅ往還( H(-t)) ペ句~ケfß"在亡、吾玉虫合の只町置を、

っき晶、巧みうた3派U\図と〔之子下寸こと ß"ぢ.~ ~1三、 33 (図q)0 eち1み

わち，基本向仁f手，ちミと交わりがお"0 

このd=-うち程式fてr(¥El¥¥とす)"U¥.ぽ，をの瞬時菅と L之主乏 3こと
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事げての末uI3i芳三煙者(1定吉」校、

写て亡Lモ携色。'

者三豊南烏主流言三

図?

之し之r;f， 1三ヒ Zば， ω回世nl二忌仁之 U""主〉とモ， 3ちミ請が時/く

役末合:sO)a-g租ついで、玩tし1三と0"tl¥院をこに.:.3tS対 lこ亘毛色村

仏をかを乏 3 否~3 フこと. Oi)さ気持・「鬼主主眼邑 J ど L 之衰亡したあ

と，政事としだと思H1 LJ\.cl\ 12:突か'"琴っ之さた乙 0~ と，を勾突 (d:..掲

のプ疋ゆチ〈α 「友達徒吾」と后s之子習さ U¥~こど.芯どである。

N.B. P.工.(1)にE来すさど涙〉州\~田7フ匂「東亜被吾氏えS~''i注文!こ口/あら。

急課色芝置じて，南弔内耳鳴C入、こ選i1)0¥干"噴ける¥， 1>た均し!こ，持切結

誌に図8 0)弔~~~ð+芝かえ之制\M'~ 鱈保つで岳凶う!こ芭けさだ、あと

息ラ。

SUBROUTポK工1DET(1) 

J=J+l 

11=工+1

L=O 

N=20 

工oREAD G(J，K) K=工， N

DO 20 K=l.N 

IF (G(J ，K) .EQ.胤 LE) DO 30 

KH(工工)=G 01， K) 

G(11 ， K)=炉 ~τ
ーご.-' GO TO 99 

~うo CONT1NUE 一 一 ¥¥ ， 

20 CONT1NUE 

DO 40 K=l，N 

IF (G(J ，K) .EQ.F酔lALE) DO 50 

-39-

KW(11)=G(Il，K) 

G( 11， K):炉

GO TO 99 

50 CONT1NUE 

斗oCONTINUE 

L=L+1 

IF(L.EQ.2) GO TO ~8 

J=工

GO TO 10 

88 CALL YOSH1 

99 J1=J+工

DO 60 K=l，N 

G(J1，K):G(J ，K) 

G(J ，K):炉

60 CONT1NUE 

1=11 

RETURN 

END 

上功ヰ干術'fC侍， c匹、d)、芯品干URTRANl::tヒつ刈 1之n ~つモ \)C'、ð>í3.. (J)、仁川〕帆

~l} lO)目的目，ヤ法主iき続主主ょ孜~αX77=ヌ泊プホウ稔献泊勺花町理主!こ己主主

わしt，二四商工とた、fi~，条令きあろq で:下も官巾4N~明 1m. 1ごいちいちこ7芝、

はつづ之 I¥Td 1 ¥ 0 

〈爽〉額l邑z;.， I手，最下吃付事て鳴にさら(芙析、六~\\荷下の主空白で，事ミE大

責め F&庁/-::::.どラ Lてモヤ涙童話琵琶 A をみつけ忌三と布、でてさ蒔いてき

!二1手，夜併げら造ろ Eむか乏て， τユ ~\.E i表慶市長言..l L ë? ~o 1三ヒ

乏匹、，莞固たとのよ:;r云宇土念の虫色!こId〆どこ力、ら惹ろをむかえミ

、々さサ¥=度lLて， をの 1警交碩危17"、穏当積立感|之現主主 U¥で l¥おそU¥

仁じて tτ ，8主のく彦三〉椙|虐乏fι 去るの定択に風くてr-をめ史

的ブ7打¥'/9'毛/..1 くdJl寺町乃，令tt.(た←笈のる j Gろ血0)つ7きが、っ

た吾系 )t}'OJ 2" ~ι11 ‘ という産q-吾川喜たうくそ0)(ろ，基本的にrJ.、

血ff と f号、取§ニピ左毛定認する康作Z、ふちから-~陳に)νー}レづけ

ちのがむずか Lい。をけttl{，二勾~沢ダプ7 =--z--ム ιtI.③》芝.わ
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Uしl1J札口、~阿部門仁志ピづ、〈毛め乏あき、と老乏 3♂であミ。

-q~人ちの言r~ メ 17= づき Lムく fT.@ ラヒつい之 t ，閣議乏志、『て.

~O)安吾I区在議定寸、「てら l\¥..乏てい三といえちモのめ， をの妻子T白I寄与ノ

宅同を専門の切毘にゆ干さ、lt.らl¥¥.2き仇官1 ヒ.元三予しら崎、き陪でであろ。

立て.渇ネ二めいラ「規炭正..J r志，長下せ fでで婦の←7\~'X作~ご

とに広フで rた連存在芸員」 σ)怪問、7すむ司~ít ι 〈色~!:畏色f亡、宙開寸

UL~ モめで、為 ðo

1 黒川博ヒ~d;<' ~夜七ら" L術事故に一向たし¥? 

"2，事政 σ)告三心、ため1JI"~ 1墜絞首之さa;-sがラ司窃入胃ei冨吉z-あきか，

早急所 ~D\ ~乏‘あるが正方組色亡によ 4 て， -tc~1 l之:究司ヲをを想定

l ず芸二三こプずさを手。(-"Í)男~表直絞苔α箔入~1島吉宮古‘及七、た子 l 、 ι

不線二!.U¥.{と張合、 令コ)U-r央金i続壱め佑入国で1愚直7戸、玩七、 7亨1¥〔不

紋さU¥1三振色， 付早ろぎZι歪健るか夜七α虫色. (こ】白 3認さ主縄蚕

マヂ長七め歩之さ2. 三乞 t乞 ~)最下守千マポ〈緑か精子つ\\モ・6に七~，、乙ネ耐乏

b<=海ん。」ム
(1) tロ) (J¥) (三=)

図10 c.1ij言論主填3包〉 規雪そII04つの士系色

主此lr.::アまをう、である町二U¥r;， 0) i向， 依1tワ県合 O)()十/手~n1国k孤ラご

とに湾 ~o

これらの域会ヒ謁袋町%.す対処淳之 Lて.

正A 夜七市るい 1寺平得にによミジ又?藍fて注 (Iえ貰cろ袖交「手作1込町)d)'、、、

f疋屯右仇栗 L之¥，た役割を当主主~殺せ臥たを夜寝か冷:@.可

IIB 

1[C 

~~~. 

高健定作1d-ラ7s京、

京ぷK5、主竹危う方式、
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JI.D 号訴0，包三t，'r-幸三台号と l豆電1¥0)東盈保吉?と主之 ζ方式、

1があa-0 4つめ珠色の~々にあ、\\て抹刷、ぅ ð 7sf\‘~羽l主主すれば，

;堺1表勾叩く 1ð- ~Q 色えぜモ ~J 夜間主1.K'ð換金~ (イ.........=-')にf疋;亡、

( て要下言勺下三帯主主べp~む3街全吋況をと 3 の 0' ，定ら魚，ai1ffiT寸司令す2と

ιふうq・・

豆」主(原告おちE 哀1表) 現長工の務先司、

その (ロ〉 い3 た=)

A 1IA lLA JIA JIA 

B 1IB1 

l 己 /

b/  

五匹ロ

n~口1
娘~~

n.d ロZ
W:，&-2. 

/' 

lIB八1
Lが'(t.--ト~l!

E官l、2

正己/¥土
吐主によ孟

正(/¥之

第にð~

JLCI、3
奇和三ð-~

1I:D/¥ '1. ~ 

liD八 Z抹

1tB=τi 
yロレ→~~

18=5乙

/ 

/ 

N.B.ι勺%しート~芝 ('ð-. HBと司立Eq図， )'ULートid3~こ!古...WZ とのQ~

省冨d':>乏tK乏!、収宣言ぢ b

現宝是正 f示 ー をcろ果常事混一ーすれ之あ‘二号話 l¥H)片さ I'J芯 1¥ノ

料電[)o)亭径一一 lて舛知可ろ，諸々 Q 大宮町 ξ. 才岳定可d-モめ Q'@、zO
3乏削除. 一党DI~ヨミ l三 7i'ï2 L、、之耗宙7 ざ以否認E.1l町一識の，集合己、多)~

1!'り雲間溜夏1¥0)決っ之口元官式化 ζ 町渇1芭にt之づ‘!¥之，三斗¥s.'¥ 

'¥¥. 0)週明lを，

くSD:髄記長(吋叫 ~f.\by\' ) 

5C :穐造変化(Slt1Ac-run..oQ ~hO， rì8巴〉
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のかFとつ内宮下ら1う、ら 7寄る毛の. と乏乏 Zごとプメ・2・ミ(d t3'モL山市¥， ... 
N.B.寸せぬ規取工モ"暴干切な婦か‘閣授、話"とえら積足支障に色致

モぢ3北茨bそと之豊田むJ¥る種定延id-:'rJ¥¥之町六、たぞ0C:d)d_と館

事実じ之とJ二1'-0

っき、dふラ 7吾二とを〆事えて針エラー一t;)清之引け「規.it1IJ 

のー棋を， ど‘めよう厄担割と L之，略式イヒす Zの17"よれか ?ω そ

取ら諮問 q~ 1¥ 1:."0関係陪ノ r・9ぶう(?J;~が? (Jii) 1請に.?芦之が‘

3::蒐 ι 乞 1 、 ~ð ラ 7言〆理豆110 あ 11 但 o ど遁用の)優良関係仇完了ミ

ヲ3とえZらYt6lJ、?

ます，視差是]LO)あ、 σ)'d)' 0) Cヲコギ主D)2えず芳首"注と仁之内三 SD主義を毘す

き二てがち・~ (:: o)δラq 港コヒ向いうそりr"'-(戸)日オt決j手，書長下吃

代0) 安仁二似をノ附はうときモコ可〉存巳ぴに~(=UA. 1子，川口)c:史

o ) o，y喜色事与に閉して.ブ疋 9 ょう!こ，巳ィおきさ 3にも7デ1¥危"c志
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