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聡灰署・警瞬マイト申の継ン迅速定量法
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各§罫組を挙む唱よう／、二す治．ば慧．ま瓢M（癒ラ，○．豊汽儀》麺と、な

恐爵業きノくナジン誓竣アン騰麟ウム1、辞夜◇、、黍、鱒li．薫、察諏蛋1逸講ジブ轡

ンクの値　鳩　　　　　．、哲　尊．墾，こ綬．遜）汽駁嚢Kで紬出す

る際…慧鑛藩二な｝　ぐ患｛），s難1の精度内で加．え護）こ

と矯璽羅荻しい、、階華ヅデン1駿アン・薫論ゆム1鐵濁，。よフヤ1鹸鱒1

で墨、余り、鞘、饗はない靹

　試薬射加える／麟撲武紅　いてほバナジン酸アンーぞ　1ム．

癩夢ヅデン鐵糞アン勘誰｛1ンム窪》纏1を馨驚え《）と’触／浅1然，窯践ξ恵

殿を生ずゐという沌勘購と混禽発臨剤でもきしつかえ

ない煮、沿・う震鑓鍔卸暴ノ茅癒〉ゼ〉⇔　麗ず彗疑）夢藝灸ズ∫，象、どちらも二支！1羅

はなか：）た、，ただし、ノ蒲細、懸善繕夢ブデン酸フ㌧噺脚ン

ム溝薯夜を溝1え≧1曝1蘇、叫ぎ夜暴：を騨」凱1瓢蓬（ぎ言式、擦鞍郵ぎマ重薫難x）撚1（・．1

犠》繋の轄して欝碧くこ、と，犠愛．蕪凱×瓢禽・韓誰鐡舞鵯艶1瀦を・加え

恐前憩液　　を約鴎登墨玄に記ーで象診か瓢遇・し糞　　　争色燈　　遂

壌　鷺）時馨．1レ翼建護くなる　（3．3．塁1、｝鎌、1選）静

　護数蕉発紘斉i鋳象嚢．2瓢謙㌢けるノくナジン霧愛アン駈二奪〉ム1容

聾菱と駈リヅヂン購iアン／載・論寧．ム1藝辮夜を！1置　ぎ灘櫓，こ撰1三

・含麦、〆泳こもの狸e蕊　難ガニヲぐ総鳶ひ繍》妻凱こノ，）滋ぎ禽蓼塾臨葺蟄ま一

叢鐙講墨蝋内蹴ら1蒙甕潔講ilで誤る、』礪精．奪している　 こ鈴、轡罵、二）、．

いては1爽験を擁麹垂各したが，使ノ1麺．＞つど1　：！紅混・含して

灘いた方が安全でひろう、乱、轡　、れ、惹。

　慧，馨，隷　童雛度〆　蓉セ多．、客生

　　ジンノくナ｝♪遊1ノヅデン1駿娩）呈し．　及織1讃，護鍵）1響濠

蒸墾慧、L欝璽駿酸雛三鈴嘘、繕含特玉ご署しい櫛）、といわれ、導〉び．　硝　贈、髭

餐1三撹幡齢・禽韓峯ぎ暮1、鋪、，二蕎嚢雪鴨譲隻ドぐ藩る。

　鮮2〈）昏！．i4菟賞翼ハ．猟》縣逸ラ戴震濠駐斐｛》．難農Nグ慮勢緯慧（／～馨（）

え℃の範囲で吸光臆、ζ3×鱒瞥翠℃ジ　ii，翻で増加1瞬℃、・

くが，通常蔦～驚℃　）範1蕪内で彰薫、熟と孟、．・ど陛・毅、『，を

灘奪諺逸毛、、て犠、自さし　り．戸．靴．1歎い。罫醜潜、ゾランタグ、灘｛緊星、綴た

i一鵡1叢㌧であ難

　欝，騒．塩　藩蕪1轡、変イ穏

　　リン～パヅ→ドモリヅデン，琴、、事乳．弄藤甕滋垂、よノくナジン、、．星欝こ．’駈二

　ご23

吸

融

ん捻2
度

6！ゾ

〃ジ》幅

温度の影饗

認纒ル　〆蝉
　　　〆郵

　／拶

！”牌

』メ〃　　　　．？ζ〉　　　3∂　　　 4」　　　　5∂

　　　　濫　ノ室（℃）

　　　　第S鋸

ミ“ム，そ夢ブデン酸アン駈誰ウム掌、藷液を添加後憩分

で謎　1鍵一鰹、、二逮し，その後4時間以内は獲光蔵の変化

を彗ミ忍8）ゾよ虻　　ノ菰（’窮慈鐘レ参辮曳）農

　嚢3
吸

．光

　ご22
、度

塗／

糸蚤難豊変肴ヒ

2タ潔

羅7潔

一
志

／グ　　　 26　　　、マ〃　　　4グ

　　　　藝寺　撲雛　（f奪〉

　　　　第馨羅

　1駿諺、擢な3｛．幾い嚢謬合1・マ郵澱鐸｝鑑蛾藪㌔煮達い痢屡）1緯駁鰯う饗墾く

なり約2蓉分要す堵1），，　竃、、ソこが》Pぐ瞭夢ブデン客駿アンモ識

ワム溶液を加える前にほ，桜媛、定のll遡、度に近ゾ”けておく

4滋、1幾1漆陽1ヌ）る。

　な羅駄之雛壌、色億少なくとも窯選闘4》，　あるい雄7週問

婦触女忍　　コ〉鵜とレ、う幸i郊讐1もあ恐。

　議．藁　検量線のひく驚弩

　夢ン鶴、盆鯵葎鐘響霧二（輩鷺（』触（），菖へ導，《）繍鍔）をメスフラス

蕊　（簿薫歎蟹x）穣1）　に～1二り多鷺騨酸（！－1…慧）／、（）y璽莚ラノミナジン

ンi酸アン歎畿峯ンム1馨1覆蓉源王を難蓬、え水“讃蔚フ9（｝撚1に・隔甲華嶋

1婁　礫夢ブツぜン／駿アン駈議寧濃詩篶夜5m／を繭義．測て考漂華泉

ま“ξ爾叉を撫1、憂一る。ザ鉢りませfて糸勺薫．｛）養〉／繕放1謹肇愛違6｛舞蓋／鮮フ

8｛）一（鎌鷺）



！ぞ購鵜ゑ1鵬　ド欝・　ギ　トlll詳）リン∫銭1誤剛．靴 縫濯糞

〆ギル擶㎜で水を対照享熱掘して吸光度を測定し，婆ン濃／，奮

と瀞殿・光度：と窃）i薬1偵叢誕蔓離叢を〆、1）くる、，一一夢獣激舞、’7臨翼こ篶勤動。

吸

光

度

纏’5

粥

紹

髪

惹ノ

検量線
460竣離フィルタ…
　　　♂ －

≦　二壼．1）

放置．後5叡滋を分液三・ミート　（容籔欝｛）驚玉）に分、取し、，雛

雛K砂各議を糠え置分聞ふ弩1ミぜ静騰して窯葦　蔦分離

後驚磐驚裏の一 搬鷺ll、㌧で蜘糠3ウィ擁〆1窮一敷光
寝1を雛輝’窯し漁こ恭．写ノ褻を義暫三モ表に二鱒　シ，、

第蓋表 磁甑‘、）／軸鷹

焦〆騒欝髪鴫雀嶺1．i

　　　（編）
獲 1光

欝

玉．○

蔦

慧奪

驚

○，1欝○

○．！懸

○，工瓢

○．玉鷺

蕪．欝蓋

／　　　2　　　3　　　ぜ　　　5

　　　　澱9乃砺／〃グ騨ど

第　㌘　醸

　雛，暴　微量望ノン驚量に溶媒抽轟の応溺沸

　欝．魂の1爽謹£線で翼㌔○一継．3灘騒蕉（x｝灘更難試牽l／蓋裟の縁執驚

嚢．03駕）以下豪、）場禽は透過率lll勧も§○傷以上とノ　ので

余揺三羅な値は得難い、、しか／、．懸際に石次茎沖の夢ン騰

為一戴は昏．伽駕薫で葺羅に獅なのれば撫試い“輪、

ンび多いので撃　1二の窪藻ぴ々雛匙　員器熱轟警一達し得ない　 と

1こな蕎、、藷．㌘　　1擬はジンバナド葡婆ブゲン酸が搾頻織容

媒／こ紬出されることを墾雛卸　C乳《：烈甑3瓢副矯躯無以

下の鰹を駕確に求め獲）方法を，藻、立憲た

　謬．謬．璽　磐谷．麟琴賦）1選1膜

　リン・ノζナド厩珪タブテオン酉饗（／）藩灘出費》麟琴としうてはイソアミ

ルアノ障づレ陶撃イソアミルアノ鱒醒卜誤一脚／〆雲ブ

チルアルニトルー萬一テノレ☆どの誰ぱ合物箏酢酸ブヂル，

ブダーノレアノレ慧・一ノレー嵩一・一テノレジ，）搬i合隼努滋）9　、メヲ漁ノレエう餅ノレ

ケトン〆旨　メヂノレイソブザソレケトン覧1犠ど¢ゲトン1

蕩騒轡さオしTぐい熱滋㍉一…横蹴1こ　ゲトン鐸1が．勢く茸卸　雌際て

㌧る。　メチノレ麟野ルゲトン馨噂文二麟昨｝する1容角琴雛1が1自友港オ

の一ξ難屋置鷺K、数籍蟻1、一ンつ㌧、い〔還喪書寸を雀卸歎｝　た。

　露影餐⑫慧　抽出条件ハ）極～討

　め抽踊難襲．”．輝ン携、灘蛾蒙、．細以驚ρ誌し

⑳．鍛蝕購）をメスプラス翠（華　王（獅嵐1）1読鵜

硝酸（レ卦雲）欝罵至，パナジンi駿アン患識ヴム灌嚢イ夜繹猟隻

を離1え水で約∈）（）雛／至瓢うすめてか身）黛！藷ブデン、蝶アン七

麟寸ノム渥灘簗を離1え．水、で双1｛h撮と博藁戸　譲・鵠りま・ぜて鼠｝分肺

篤擦　結果．↓、り○．箪璽脚照亙の至享）1、1、難棚～K

§猟／一擁全㌶擁i出さン耗《酵ぜ聖撃1汲光騰ll摂転驚に磁懸運7轍蓉　縫を

考卑蘇し眠＞m至マ据餐逢1を1行なうことにし、．た、、

　窯）　藩！l鎚ぜ鴨舞籍　玄〉と同棒縞騨響でM蕪灘磁魍｝鷲践を

隷爾』○赴〆バナド靭ブデン／1鮭全撫蹴るに饗薯す煮｝

ふりまぜ時間は碁郵s式シ澱一力・一を欝．ヅ麟給約霧○秒

で充分であつた、、

　暮）　掘讃雄麦の鎧澱償搬三　汽擬雛薫抽隷1餐i　漸笈雛抽ま撮瀬釜義

密栓して保鳶　ても幾分努之光度，．，．増麟．げ～聾傾麟を題す

が，勲分以i橿寛準1簸んど影馨聡鶏＝い（第2嚢滲照）葺

鐸譲表

吸光慶

書出出象愛の饗難鞭慧

ぐ鱒

藻蓋．嘗愚跨繰蕪1

　ぐ分〉・ 殿光度

注裟）透漂．鱗紘吸光1．鷺の灘賦は次騨），靭　あ凱

　　　　　　　　A暮罵一1（）募丁

　　　窪Sl　l激う強1薫　　　　　　「置1き漫濁匡雛奮ζ

巽

欝

漢、暮

窯（）

器

鎗

（｝．工船

蘇．蕊萄

（／．り覧4激

ξ1．玉、毅

（）．薫臆

鐸．窯43

鱒

藝倉

｛燈

亙麟

欝倉

欝（）

○．ヱ礁

（｝，接．感護

（／．篇馨

○．烹轄

○，至．離

○，蓬、碁（／

　騒魯雛騒講　葬蜜　瞬／ll魔．爆瀞趣ジ勤　こり，か

　！ナン鰐1擦鴛容謬蔓棄蕎1壕（欝区1）蓉（｝．○黛醜・（／．3緩瓢9）、郵メ．スアラ

輩翼　蔓鍵髪釜、飯｝灘／l　　　導，　嚢、舞獄（薫・1－2）薫○撫／》バナ

ジン贋綾ア》疇・凱ウ試醤　｛で　器童鷺／を麟iえ環丈ヲ［鷺騨ヌ歎1璽鷺l　l、二う

　6，識縛ブデン酸際〆・護糎講ン塩、灘欝鑓を加肉て標

繕ξ　閃∋ガく』激が1歯．る、　蛭、摂り重、睦ごて践／タ♪賢．1鎌父蒔髪縫愛獣｝鰍1零む

注3）　難難1轍窪翻躍団〉張収脚・。擁・い猛3．1ヒ）、歓料

1響薮の！懸・脅・と1、撫んξご罫導じ敦業賦）で姿　こ慕冨鷺奪、鰐藻1

（ひ、．歎い蒸慧奪蓑辱毒で軽乏）ll“，、鐘1冴／掌竃を・鴛額うこと1こ1．ノノ1．二

呂夏一（籔）3〉



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　章褻　　丁9灘　．華籍　拶f　溺

〃ン難夜舞一・一ト（欝　鎌1）《）賞雄）　1こ善ン鰻薗む　　麹墨璽鷺蔓玄里（舞・芝鐘捻．’蔓ご

微彗加奪ぐ郵翼叙｝牽舗1廼瓶り憲一ぜ黛1　分鐸毒ll．後馨1出絹を

蜘癖ゼ1ノィル撹…ξ鰯醐玄を対、、、、液｝！、．耀競1欄

定しシ　1）ンξ満㌦芝鵡、℃！幾発護鍾（フ〉携覇ノ1ミ灘、繕緩　》くる、、｝欝8i鱒，、：．

蓋膏1セ講　プ聾

吸

光

度

偽陶

6揮

慮、雪

翻

の

霧曳箋菱．響餐災量．線

4”轡フ幽幽

詑∂5　　　4／3　　　嚢z5巳

　　　　　今　／、　　／ぐ／｝　ノ
　　舵ダ　／どヴ5／俣ノノ響む

　乙ノ▽／β脚！3／労！、磁訟岩）

　　　　ξ　8　翼i

潔∂

　瀦吻馨　《撫灘難菱講〉難壽響

　墾ン〆ノミ》・ド」藪1ノプ沖ラ虻ン蒙駿裳｛■モタ襯プヅ2こ．ノ肇賊参　」む婁・ヅグ㌔

ン、擢＿絞べてケイl／愛や耀麩影襲獣疑1・」 か》・、IP獅週

鷲）る、）．縫．穆でと懸離ズぐ秘彦ξ），　K貌瓢）鴛妻　漣鄭

紅、ける藩賢給種近くジ元素の影鰻の禽無を報告L、』○、・

難＞馨，　こ1二閥欝豪参ξ塚ぎ髄ド騨ツ・イ1・ヲ慧圭　鵬二舞ミ》・笈『繋き　i一凝

と碧、われ礁嬢1玩素1一）1，沢、のみ醐鯉鯛云§演な癖，一

ンノ！嚢鍔寸惣ギ予1駄〆）ノ、二

　｝、発灘講｛鐸霧蕎釜《）（》買貢酵葛y）峯匙／・、￥．，蛮を霧3繋　ニラ嚢・』ず．、

　　　　　　　　鷲慕隊擬　　 で艶灘論講、ノ鶴鞠．．繋1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠㌔（ね（）．｛簸笠拶／

漏ぐ第欝巻　第欝・瀕レ）

、　　　蓬嶺縫vをギ郵娠｝糞勢露い、二1、峯、驚奪黛三9航　“　籍、i享1恥、，．ぢる、、き鍵i藻婁鶏舞親

　　　｛），蓉藩蜜界｝嵩鴛　　嚇聾！蕪蓋ぎKl、凱歯窪・す蕎妻li葬　皐盤　／墾ン＞｛）．暮（）

　　　．．頚ノ　獅ぎ・ギ鮭翌曳糞‘で㌃嚇．。，．、フ　夢㍉ぜ嘆　奮繍　　聾盤套K掃潰・i鍵資

　　　ジう㌔馨箏海為　　二1罫鐘議も贋〉誉・

　　　　ぐ焦置雄こs，窯71）璽）欝撚）　淑》（1茎）欝迄論｝学響1擁）塞盈穿　執）欝峯雑鷺〆

　　　態蜜愛〉（ノ）熱匁．葬　“藤｝雪襲｛　諏鉄、ている＞う鼠う　霊蘇1　　夢　誕“雲汰

　　　（ま一　三1附、bぐ遷，辱（）｛x｝算噛　（i（｝，叙鴻董写》雛蓬）　’　灘縫7乏　　、藁弼雲
耳

f艶㌘轍雛疑（難簾撹1癖1）壱

　　　　　　　　　i
欝♂〔聾（N〈）3〉ぎ曙

£誌涯、翼難ぐ護〕　　　1

憂｝季窺　　 1慧沿許£藝・配肇籍雲〕1

欝『幅　　c醤畿欝〕　　1

　藪畳

》ノレカ膳㌧箋1、馨　鎗・涜ζ）

（罫幾メ）3蓋，荘鑛タ6）ま

サ凱誌窃暮y鞍も窃）墾蜘ヲ嚢髭蔓1編餐鷺

　　　　　　ぐ！こ

　診3（二》50，墨、1董ジ5
　　　　　　　　　（鞠頚翌峯翌く緊糞質1麟…1蕪〉

　　　　　　　　　i　　　　　　　　　
T

　　三（舞章癌　　　　 1　　旗）鎚獄

　　　　　　　　　i
　　1鱗蟹擁櫨　　1　鱒｛爽戯γ構

　　　　　　　　　｝
慕欝9＋鱒参m墓　1鉛Σ置竃縫｛）綴覆琴

　　慧．難鷺互霧　　　　1　　ζ》、慧碁魏盈9

　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　｝　　警（）業「論9　　　　　1　　導｛）ヂ糞9

　　　　　　’、ご壌鱗軌烹1賛）濁乏覇又欝、〆＼ク

う／，二，1　　よさ箒撚、ノプぐ少横よく　二蟹1魏憶9

図｝さ匙、、．ぜ）〆ノリぞ．ンな㌧、ンう二雫　さ爵許二　敷復璽蓋蔓く

　罫♂　L美．驚が共；荏す燕，三二し難民（慧）、、）馨　’　こ色を生

じ．7プ予二鑑　彗　鷺藩ピ醗一、、、1）ン｛露李　糞運難うK擁繋1、1義養〆写」　ま二1ぴ㌢

　　5．壕書耕讐 、篭、が滅少す駆

　8皇《．）ぎ彦ゴ1、よ諺，碁翌雛欝・ま・　　探財　1よい力記巽蓬蚕繋K／讃i蟻を才テ

　、う餐」　き虹（），2藝萎蘇琶／獄、l　l拝y・薪熟毛交寿多．雲勤そ〉，ご 豹バ籍懇

1フゾデゾ酸アン賄・麟ム溶言，製加、恕流菰観ン　糊時

熱達iツ義　　 デ・イ・讐夢　“ラ津　輻　ミ1夏蒙、罫蛋至蓬諺翼紅麗ぜ銭され読難

）こ、ソ．、、懸∫　）躍ミ、る　　＝寒漆、雲よ診織墨／タ簸慧載擁馨淑）○～慧蕊奪》

鶏一・怖・欝凸藷｛｝分犠講ll熱咽勤1逡蟻偽をぞ掌　　翼ケイ　 1塞ゴ　無

1，二騒沌ヌ駅さ離、る窃y鷺　　熱藍蕪灘薫　に．よ葛損／l 残養．f準弛娠・　　詐畿

入．菱　　　　1㌔養斐1）｝、考二ぐざ、．

　ノよ》蓼編ぐ》、～“ご　錠　羅、舞へ二ll縁し、　1、籏ウ欝／　仁ン鍔俊を

蒙添加す 罫方法を　疑告し業．いるが要　曇リヅヂン　1藁閉ン階ニ

ウ．潔蒋幾㌦ドぞ、蚤繍糞郵蕎膨乳環ぎ麺タ“葦」ン難無焦一離1え鶴と　 騒1こ

樵或｛、野当駈妻ヅ・ヂ　1酸アンそ晶芝ンム1容轍菱癒｛篠離繕力1達、劇た

　　淋経時変化、襲不娘旧とン騒の謙肱1｛擾寸は行な齢

毒こア＞ソ、＞糞二、、

　翌む1、業獣》買題髪ス…1ゴ浮聴　・ 〆と婆撮う唾1蔓3ま灘属レ’す為、、

　　　　　　　　　　　墨態　づ憂零費寛多装

　ii蹴牽1僕・をビー一カー一・（墾　ζ窯（矯灘1）　　㌔　ミむと！、ラう7郵

でうるぱ、ジした4ア　｛済難隻（歪難．i墨i、姦慧）蟹1買践“ノカi自i乗．《ラ〉幾ギ等

ぞ翁、　　1ゴ　　蒙裂＿　勤難．、　さ1　二2｛x）／ヤ慧獄》》ぐ1Lξ灘》㌔慧（1

ク謡鵜艇1羅蘇、．トぐ霞父憎罰翫難　イ霧肇竣（三．十鷺）儀薙舞薩を嚢三孫蕪1こ

加灘妻轡拶い憶悲卜、擬3薦熱　i∫舗嶽藩／、、≧溶解！、．ド不

鞍弩辮鎧葦籍分璽→噂驚轟黛慈種閃乙し暑）1｝ラ　騨雛謎／えスソ㌘ス灘

　廷，馳．、養蓑1（1雛烹）紅童艶1　ゼ，　ぜ一カー㌧　ヒむ遅偽紙垂よ重礒雄ぐご

　　弄　　　群翠累惹バナジン　菱アじ・嚇認ニウム1き愚癒難灘1篭．，、ま

1、鼻． 1．磁繋ご．カli．粛、爆ぐ讐辛勺執）賞践1二詳　｛ゐ矯、、撒リフψツ1～　難　ノ野

ン圧妊蕊ウム濠韓猷§i滋1慶ゴ離1ノ熱』、／翼轟姦ミ　・雄く雀動え殖＞煮（疑く，註弘

り窯飛1き爵ン蓋｛）・チ屑羅鎌文羅むする　　讐澹窪五着矯柔噂く透許玄・巽奪雪罫美二！、ド

て纏鶏○賞妻縄！二　　　勢妃光1、搾　ど鐵瞭竃乱’，3，遮摂畷爽　二繕1弩

翌㌧く1〉5喪デ篶

　潜ミ！ぐ入○、｛）3琵ぎ墨賦”mr（3愛鼻慧蘇率“）｛》鵠墨λ ヒ）鑓〉覆勢憾㌢軽翼艦難総玉ぞ饗

1薦淑）鵜／還ゴタン享蹴1盤一ト（　　1：i叡）ま鼠）　1こチナ｝1父し夢　銭釜難雛｛

簿茎思を嚢耀紅加メじ◎約鎗舛暮ふり　舷，黄色の！栽／バ

ナド薫！ナブ育デン、藝　 拙出／　慧弄奪導に垂＞灘縫愛鵠1二鷹）海餐墨燵く

撫聴縁IM翌13K蓼対照液招』て蜘鞠ゑにお／．獲峨光

蔀譲一K嚢毛羅）



麹幾翰1糠艶蒼中嵯甥巧熟駕灘鎌法（薦幾1の

慶を測定し，3議3の検量線よ箏鑑焦含有量を求め
贔勲

　　　　　撫　分析燭，精魔および漸饗瞭闘

　魂．のチン参龍ノγ譲喪に、丈ザ、）て窄野，濠♂．ンノ顎チ｝融華獄1慶爵第恥嘆礫薫1こπ禽

す〔き

　　　　　　（、翌｝綴灘，》A鷺縫璽，鷺雌噂蓋醜鳥i嚢3暮

難〉縫撫，u．T．雲A雛億正．（灘医《鷺n．さ三襲驚綴．魯弊玉§農？

窃）　鷲燐ミ蘇魔箏欝毒疑騨墨会繍ll纒棄失釜講鷺鉱建雛ン／葺浸毫｛寸薙峯欝む多影継婁藝撃

　　　　　　タL肇麹三嚢難難

7〉黎誌蕊ζ総慕ε瀟rd暑誉乱轟鷺．嵐＄轟猟煮戯箋：　A捻轟L　c矯撒。

　　　　　　Ac之縞豊薫塁玄8駕烹嚢罪姦

　　　　　　　　　　　　第艦表

採瀬地および試料懲荘　　i
　　　　　　　　　　　　　　　、1

錨《）驚

（鰯）

分 析

欝職Os

〈焦9

例

　葺》訴λ

　　　　磐鰻光光魔滋

拳樗木鍵護1疑難華零翼　　翠濁　1べ　 馨・誉

1歳ジ｝鐸験浅裟タ、長髪糞ぎ　　　ド鷲マイ　ト

嘘（蓉i導1膏三天購灘き　　亙濁　1天　1イ三l

l累。蚤響瓦霧墨～嵯ギ占鷲∫　　ぽ三l　！天　 ；至、l

li炎鱗“雰郵蓬鴛、斐灘葬　　　ド鷺マ躍　卜

鷺鵯三襟器鷲OfS憲禽簸雌畿聖・d　NO．8器

＄宅灘蕉楡民至s撚騰μ難　　1～囎マイ

i，購

○，薫，慕

葱．7，乏｝

○，費

3．馨○

暮，鍛鏡

静．麟

○．3暮

雛，蘇肇

○．2験

○．器

離．絡轟

奪，絡3

（｝．箋、、（｝難

○，○雛

§，雛鴬

○．（》滋

参．嚢嚢撫

辞．○誕

軽．輪鱗

雛、夏縫

む．鼠黙

鯵．礁2

0，雛誌仙

1｝．（）玉．s屡ご》

1）．1）箋、慧熱

○．総鋤
暮．倉器無

○．○鑛雛

暮．難魯鋤

譲一撫、獣凝颪駈嫌醸璽雌の標準値，ただi訓，以）尋，）値は叢量法で求めた・も、の，，

髪ンー熱蓬夏聾K蚤（｝磁／て3癖藤1出嵐ーゲこもの疑、♪恭馨麟箋、

C一当所におけ難従来法肇．｝欝購雛蕪（簿総〉鉄鎌1隈i沖¢）恥〆分桝方法瓢準ず犠

　ただ毛〆この分析例は麹犠，恥篤犠，雛戟含有率の各

癬難にぜ二）レ・てオ食欝寸を行鵡期欝ノ＝も鈴て3あり聾楼・蓉駕楼奨㌻の奮漁区

における代表例ではない。，

　本法の霧度は約慕傷，駈要時閥は鎗～露試料繋約3

時問，溶媒羅曲を行獄つても誌時間以内であ1，），従来法

にくらべて約磁以下幡短縮撰1、鵡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（馨鑓麟1蓉毒f辮嚢鐸穣1）

　　　　　　　　　　　　窯献

釜）騰驚難票置ぞ．．瓢）．＆；奪．τ．簸驚厳毒離（践（》欝鶏顯t豪渓鷺簸無th嬢奮

　　　　　　　o糖騰瞬s，v砿鷲，騨醐，欝鰍Vc泓
　　　　　　　鷺、一A雰欝，、鐸婆婁撃D、v鎌蕊N（〉r就虻轟篇雛ぐll（灘選欝灘｝y

　　　　　　　L忠d．艶N礁wy《測短業藩難嚢

羅）鷺麟捻，瓦）．罫，1毒｛激）鷲獄礁罫無黒海t轄雛癒像誠ま韓累》fN（）翼レ

　　　　　　　夏鷺鷺t翫玉誘豫璽籍韓罫蕪艶鷺c《∋欝礁無玉隻s魏継鷺飯慰，摯握瞭w職

　　　　　　　γ磁瑳も欝．s7婁翌§難＄

3）w騰撚礁，｝蓋．鷺，騰墨．c難継雛穏嚢羅至．熱璽．毒h《鷺雛．，入鷺蕪1．

　　　　　　　熱（1．準蕊鶉8壌．雰難｝婆葱

鑑）振置鷲r騰y餐》￥．」惣翫亀鷺．食．A熱艶γ1夏τK乱鷺黛欝

蘇）雛編韓・，L漁W・Wほ3脚竃孟羅k灘麹羅A猟騨呂

　　　　　　（きfS泌餓糠蓋菊dく㌦，覧L鉱む輸紘職認靴》㌧

　　　　　　（、、激唆燕肇隻蕪雛募茎λ零ぞ婁蒼爆窯

雛）壕公壌鶏三鷺そ惣：タン｛ヒ撃饗，籔｝鰍難7i摯駕§導8

亙（））鷺罫｝欝靱夏鉱Aβ／、r壌L（二lh難m．，慧轟玉（滋2算三嚢難》

釜．め酬嫉離ざ累L轟碁、賦講勤1懲勲い触蘇L£凝瓢，

　　　　　　　慧藩箏諺段馨睾笠§鐸3

i2）R熱《雌£融tう総，夏．，碁，：。鑑黛漏、（二建罵m．，驚露，王欝？3，葱嚢難薫

葱3〉黎竃鷺暴誘（蒲夢、LA．翫．罫蘇，K慰・麟鰭撫豊r鮮駕瓢亀K魚賦：

　　　　　　　　翌灘玉．熱縫鍔，（1黛鴛瓢．努忍薫滋L蒸kL3譲、蘇妻§難s穿

　　　　　　　　鍛騒

薫鑛）K至慧韓、潔撃　R，　至1乱　畿　で》乳　ξ乱　警》置轍疑o鷺ξ敷達礁　黙取縞

　　　　　　　　£簸疑鷺鷲．醇A熟範L夏駄駕蓋．蕪多s7警雰！繋塗農

！麟鷺w蔓遺気争辱蟻「夏㌔轟｝烈N，聴懲、s韓｝IA影識妙溢警繋叢婁蒸3暮撃

　　　　　　　　1欝灘

主蕪〉｛烹t員職／撮達野K．蘇畿　脈胤A，至》鴨購蕪＝！、業獄Lc豪踊灘鳥摯

　　　　　　　　欝拠蒸、S慧難蓑3鐸難

掻．？）蕪訟践《）礁肇e．，至，ξA鴛訟，（1鷲鷺鷺玉噂欝甑蘇）春亀葱嚢誌慕

王呂〉（蔓縦受事A、撫v，蕪、胤兼葺捻＝汽葱薫ε乳L（糞熱至∈灘褥慧魁ヱ．3療ち

婁s一一く蟹灘）



豊癒　償鷺　諦瞬　懲三勝で　ナ藩　幸歎　　（舞簿　凱3　婁懸　　灘蓼獣峯・馨）

　　　　　　　　　　　灘繊

蓋嚢）　轟誼蓼熱獄宝・溢ヨ翌凱　（盛．撫v，　．／、

　　　　　　　　　　　慧翌勢　工070夢　1隻嚢難響

慧｛》）　麺叢i、馨ξ　　蒸狂1タ｝イ1ニラ　至蓋薄亙慧農．

翫遡磁A餓1．《一議翻．，

欝鎗

猛蒙）　駕蛋〉r茎喉s｛》糞摯（曇．薮翼、轟墨墨。翌ヤ讃圭s礎・：昼s｛》茎v（質蝿　鷺xtr隷ぐ罐i璽》罫1

慧慧）　讃二擁1乏＞

　泣慧　A蓑瓢1yt篤謡鶏1遷頓ぬ熱t翼・ゾう，　茎訊　茎姦3タ　．翼》玉藁葺

　、》気玉壇￥　翫　3ζ）捻s　璽蓑（〕、夢　N鷺w　y（擁潔，i§暮7

・柴霞則夫ξ金属誌，鰺，議碁，薫、鰭嚢

薯4一・一（儀》馨）


