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ま え が き

1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。

江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行芝鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、

松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）

2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。

3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。

4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。

5）速記録を仙人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
ができる。

以 上
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南平

それz

1ま早速始め†セマい7二戸

I今アていと思います，

秘計学ρ発・原といラこい二な。てい多んビすけれゼラ、
税訂（ザこ

存し

れポ広い分野デ5いて∴．、ヤザ／仏ケ

んゲ峨言同宜岡併 統計。す列謂1元輩のお話を伺いトい、
そういラよプ8中けマ 、初おい、徒訂剛冴η人斥すに
戊す毛勿τ †が4、尺九？
まゲ京灯午ピすハ。

すけ．れと

牧田 仏1ボJ大正8手（／9／9千）4βお日で
す．ようゼヨーロッ八。列茅／〉火大戦が
エ7

和楽季ウバ．成立しトのヒはセんピ

H肯、／9／9千句去引ま少㌃い人て
仁から、せ界的に壬／天バ
ヵ・ぜ

乞いラηが．

いん？

Iす．ブニ

も，牧田くんρお古
二

．ざ．

います。

羊冬わって、Iペル↑イ
同じ．z

．す．人ρ自ラ

す杉。戦争七べ乃つまレ

ケ㌃い。そのほ右＼に、スペインI

（竹つま／マ、あれ7一尺トいがわrてらし

1が÷、弘け入学言布瞭のと亨（ですジ〈率ブ〜㌧

トんマ・す。（笑）

い1・杯知己夫μ／ま弘よ／／予かz柱輩・

す。

面干 お生享和1ま東京zいす右・。

牧田 いや、私は台湾ズ圭象トま・！ブく。もすろん戦前ピ
すがら、嘉浅市吃いラaが ゐ一つましマ、そミて 空手かま

／て、．すよラゼ地回帰律か一州よ1な、監忽亨㌢碑乞
η境目τ．す。

グげ一ピ、†方書！いぼ白化1

ごでいまレて、今化で

／ト字彼が4核ク午刺柿手亨次1ベハま！て、内伽7
孝出いラけ体グて 倉却中学ハ亨卜高等外てえ員
分ち採けげ1

すけれ七七、私勿場合／京、リ1すバ

分η／戸三 け拝つましブく。こんなこ乞いうけ、かしいz す
（すれピ も、牢す多トェリート年下をや歩ん〆 乞いラので二

1
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それで

4キて

ぢざ乃7、許験ぽ㌃いて．．すヵべ、岬刹高徒勿

高等秤に行く、そ1いけ後1

丁。1〜けゼ、7羊五フ戸て

A会／い飽亨施きしまレ（、ぽ／彼は、束六列文

て

学抑

心捉すオ十。

西下牧田㍑、高等字わい理科……。
牧田 理乙て．す。私は物理をヤ・ろラビ思・，zい戸んで

す．

それ7． ドイツ論も勉苑ムようといプヒビ萩承フまげて
多、物据1 ㌧渡しくゼ／まして、碓人払トい↑むのビす
げ十しゼし、そ勿彼物種がいじ据1・がわっ（わ1プーマ

セのころ（・㌦程に行く。ヒいラビ、なや！
がく／ド穆なんかよセよ、ヒいい享しτてのて

文字に行く。一字す；に訊
い1い〔

す。

が一

「い

、「それピ．々八

険刀ない㌧ころべ行こうと

す．（笑）そラしトら、「天文すに行（くい1㌃

い）理に打つでもいい仁

ろラ、吃いラて、し・ll

し・！ぐ承諾

！マく㍑！7、κ・擢享巾へ学し妻レピ
こ4〜が全乏亥わからない η て

T。 ケ｝シダ 1レ ト〜

斑子 と い

ラ￠ゼ、そρころ私ハ同秘宝け／／名7一．しトが

｝、あい盲学校わヘマ

で

、前主の、包・

プい・つllヤつ．そトバ変わ

1種

、私ρよ1に擢秤がけ叶へ／子イ方。れの郁午

次先生もそラフぶんこ
西平 同級のナけゼ

す。穴体3種類て・す押。

㌃ブ・ボ

．

繝?蜉諱fピいう上腎木亨勿麻授が いま
す．そトわ・ら川口勇、こわ1言限大つ人岡村亨師の放授。

牧田いえぼ

けかい宋六デ萩漬τ．、／人げ芒良、61／人はい
ます工つヒ、名前毫思・い女ヤけんヴギ．ビ・モ、六体大字

劇

倖にお・ぐまっマいます。力りま、司法有の矯正岡併川上
亨えい、．尺隊巧釈育所完咋乞がピす。

砂干片ん㌦帥卜即手けゾそへし・ボし千一71
2
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わけで

す担。

オ大田 そうマーすね。合択別なごヒをやツrニヒいラηぼら
つまセん担。

設干 律句そ牝戸〜Iげ宵専けろラブニわけズす仁。

躯田．需率け広バ㌧Zい多．拡木呼瑚で

しフー・4わ。毒ζ

1才ノク8いし・一・。

払が．心理（て入っ夫レブ・乞さ、私の工rポ＾

に入っしピラす5巧」㌧いラのτ

、「バ擢なんが

、㌦一程て

カ、房室省乞

ゲ海軍省い・1・ろいろ川い三 ガら、とい1ヒ、㍗ラ？、
1㍑マ衆わレい㌃頑やしてい朱しz、「私はが フが1／よ、

といわポ1。いい1時／で7

・け。閑

それz 、千幹充室といラハペ 主作麻授z・・し7二．ゐヒ、
松ハあれじ．やい・つ（7u↑げれピθ、衣量同体1． 商不真

治え空マ毛1いラ先室方が．ポい、差／モ倣旋げ桑田先
室。す†ん全音干月亡く㌃ワドな／／まし（1フ．作ゼも。 そη

1い言、ヅシタμ1・㌧・据享っベドイ
い衣しマ、 ケーラーヒわ・， レヒ

ノから直航入になパ

．ソ㌧台・、カフカヒか、 そ

1いう人トすゼ者弟て＾しτて。

あつこらは←9エア・7一ス言寄ヒいラ勿バ

専す1卜／っ列事例をマ言。乞槻柔すハ享
追求

が

て．

亨ろんブづ。1三

ゐクまして、

、吃れτ碓夷

が4舷訂㌃ん1いドけい㍑

?U㌧いラ力えτ 、私なんい白、純計は夜えない
のが㌃、そ仏ゼや裾ギ汁いら末でむ余っ意味が ないケ乞思
（茉いマ．I

い春しト。

7イノll／ドセ才リー乞いフ7、揚句擢言分乞いう十っ、
あの考証はいまτ も生き7いるみトいて
すわ。しヤくに
ざわつトから、卒言希7■ぽ馬。硬請㌧いラもηグ夜毎で

、

知覚の実紋毫諒Iしマみまけ。専すけ光、れ移動てセ、
3
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考わを円ヒガ、准筆ηしバ・。ブ・竜

勿よ〉ケ型紙η削奮

乱しブニら、軌道わぺと1・ラ変容す多かヒいラ〃をヤつ主レブて。

㍑場合に1／率トハしろい・（寸、た右一神杯の場合に
は八ホ㌦ ヒ枚げうん、です． 勾トτ

、 二和ηヵ㌻自ラ乞いう

丈つもベク トハ／的ブよ分析州ピラ㌻いが乞考えマみましrて。

阜すけ真ん中を通い言…す左石べ・いスバ・けて1・
ろ。！／二が㌧マペクllレが
も、々ラて

鼻ラすぐI人・てい。げれゼ

㌃いいにげ、場の稀追＾

ナよっマいて、ア

二1いラ〈．

ゐいに

いら、 これ・体こつす（カビこラ育のカで

二う布多んドどいラよラな、そηころ7・・げ非常に師斬㌃

芳い

ペクト1川か杵竜杓っまけ。

し・吉1才もラ通用し㌃い訪プすけ什ヒ・．も、亨例ヒしてIτ

／／例くらいビクまし仁ヵ・杉。 4うい〉論文複文しまして、
こんなこ乞い1乞エ かしいz
すげれゼう、←ηヒ廿秤z

！マ、㌦・1望宇研究、にれ出幻い和㍑しいぺ、払、
すようゼ療軍に＼つトし有ビ…・・一。
西平 何千にご一率業で一すヵ・。

牧田 昭和ノ7午て・・すわ．半年短くなラ（ノしz・・す。学徒尖

陣列前τす．昭和ノク手利9片ト虫まして、そのまま兵隊

にヒらゲしブ1。㍑いつキ†式トげ、家人に率倖実
機ヘヤーいて、早岡諦玄て
れヒ

．ガこラいうく

、わい進ヰビポ1んだ

げ

．ろいパ〜イてい・ケんい・いラ訪を

けい・…一・。（芙ノ

そパろ、まだ 在学中プしけ朴ゼも、尺宕パネ㍑
六変㌃んで寸わ。刑事外z人立フマいまし7、グいク
のが

ﾟ限毛ハ㌧ハ

ソけイ・い7一それで

わけマ阯す。私、けわっ㌧物好3なもη7

置動場へ入れ多
寸から、一ノ迂尺望

†んを見zおこいいラのビ、ゐトけ宇亨試

4

ブけないで
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すケ外ビも、浄季の軍阪で一行亨乃4イξれブて々けて
恐らく／4キくI ÷い〆フ7・んビ半ないで すが杯。
そトて｝、仏1玄一応・ア差軍ビ現役で．

す螂

〜トチし（。人ラて

から、：しうゼラし仁うも㌃い、すご．小ダラ兵だIうブニチフ1ブζI

す。変〆ゴ君て

すが一、わ・

悪・く7、そh

．貧血み汽い1べ

つて zヵ1辛いいで 、1（．っ倒れ．まレてわ。写すけ脚
、
1
膜炎、いまで・い1肋膜炎プ、派チにμ度くらい於が ．六ま
しマ、障肇痛晩卜才旦むセいって拒竿で 運け一れま！卜。担
迷マ■，すヒ、婦啄も何もし㌃くて1・い、ブニだI後7z1という
←げで

す。匁同団七べ一十ラマ享て、いらい一ろなむ。毛碕っ

7さて一、．くれるし、すご

くよ≠

フブマ．これ1本ブ；一んだ．んよく

1よつすヰ図けと一一…・，㈹

そ列ラすに、易≠〜1す3カ月以内にそラいラニレがいる多
㌧、現役兎陣／です1らしいのて． す。胸膜炎い・1つはそ
の中卜．入っマい（4しいんz

すわ。キ作て

、「ぢまえけ帰

れ。㌦hグー、（芙）
そ勿ころ、芹評／戻御生年夏r〜った舌ηマ．

すか4、そラ

いラ中務の／っη距が ゐろのて すべ、吃η皇子たすい青
ノX己冷ったい川．チヤん。すよラ／ ．ノ7手から／8手1・
がげてで

ｷから、ンん分丙すガ両行に行っマ、専らくば

ヒんゼ死んじ㌧η （んじ

や㌃いかヒ馬ラって一1す。違一条の

〉つようわべ・与いのです。峰阜の遠隊で・！μψ・4．、・岐阜1ニ
マ

j主んτ

い〜コイラいラこいべ

7

I汀一一レれデせん

けい・■も、ノ入｛つブ∴けあグま寸ん1私だ

ラて、

もフい生かラ〔ビろ）㌧思いますげ仏ピつ、わηころ9
キバ

てn幹却候補

室になラブ二人r二すけ一番ひ乞

いzI

す抑、

・バキ争／4い律義し・、けか三海軍勿扱術研究汀
ド文．宮ゼ入ったんて

5

す。李たリれすやがなわない乞居
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いまして払。そ〆か
／8寺Z1．す。
海軍勿承術研究所て・・け兼多宙さ∠かI・往ブ

た

い1

ラブてんz

んパ／ゲ7、上ヒダ好ゲ灯か末1よラドなつ

京して1（すトビわ、大杯束多†んヵぐ親ずで
々トz

す七ぐ二

、ネヘが・命セ・

4ト仁ηげ碁確。行完プ

けれ。
す。 こト1まし

幻。て乞いラわけピ……。乞牝こI 、偉格列テスト、大イ李遮
惟棟査バタいわげて． す。航空隊のすIす霞デ弁巧方ピI、板
4打研究所じ

ヤ㌃1・て・す（アトビも、ヤ。τク通性秩査。 それ

から、片グ咋比須ρいろz
キてツ7∵三㌧ブてんぜずか

、考よワヒ前茉マ

I恵比須

、浄写玖多打珂充所、巧そこの

角トすへ、け／ましマ、迄柘、ハ字、据亨、〜い研
究粁が．巧1マ、大学の研究1い同ピ
まけ二。い・も倉け。！・んだ

よ1㍑動をして1・

んにい。ネムけ碁硬研完zI一、

性格巧肘完、性袴テス1っ〜老いかく考えろ㌧い1
わ1す？

す。

浄写ド入っゼ、・ト度fけア㌃いご砿訂を次ラマいけ
けて・す。歳計ヒいラつは、本居間享完計ピす桓。本局劇保釈を
ヤブてらしくや3。 そラいラっ1京、穴亨時代

いし㌧ゼあ書セいラηが

ト1書ヒ／）ズむ㌃

、人フて払ブ・4相同砿計なんz

．

すよ。適性ηテスト乞後η威種ヒの才ヨ岡。た㌧えでいい
表すと電信兵ビすわ。 トッー、トツーヒや舌、あ外の遮
1r左方実査 セカ・石包4打々、 そ ラ いラ も つη達L1佐ネ走・貴州・易 三 わ げ

で1す。後トなっトら、電測矢修いラ、卑す3に電探㌧い
1ヤっη遮1惟吹査もヤ／ましト。、尺倖雁船秤隊列血性碇
査毛ヤつマいまげげい・1む、航空手げ霞ナ浦てnや1マ
ち

つまし。て。

吃れで、7オローレ（征果ヒ直性検査いいラいラ剛矛・
バ．

№｢・い・、あいすテストそηむ利巧

6

神閤マ

．すね。い
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ま 列工 Q卜

吃ゐ

、1性チをテス ト 勿／ 一フブろ34列っ7レヘ：リ

／い・、こ1いういそ実・ア学H吏つマ、々わハ碁荻師所
完で

ノブ3ヒ缶

。 ブ〜一げと

十ぷいボ。㌧い1こい
けいいアニ∴んド

、「もっ ヒ孝斤しい値チ多テストが

、「む㍍いわんZ．

すてい

まがし林トい・㌃アスト

η んマ…す げ れ ゼむ、 そ れ㌧が、 9 レペリノ γ む そ ラ て．

す し、

そのほか惟格ア又トしい）ηけ報前にもすI
けでIすけ杵ゼも、ゼれ）言恵惟バ．ないので
、これ（玄命ゼ

ウ

くト。ヒこ・す

けトゼも、ダクニーといラチス1一わぺ

トあつ京しマ、 しザしけす六っ ヒこ

そこτ

？

られ（わけ？

・とあっトわ
す。

すけ作ゼむ、李す唯

冷いいがIピつく4いの挿頚バ．ハが、乞11か4チを
つヴマいくか茅（二ついけえま！汽。〜律琴、惟脊に
閑す三円誇を隼わz今ようヒいうしセになソましブ㍉ そ
こで

こ杵らの用宥を広詳杯い・祈剛、雑誇がろ隼わまし

いぺ、1卜常に似通っ、一．τてい／あいピ、・洲く二・いまマ

し1τ

フ本！ブ㍉レかし、枇訂的ト処理す3いべ穴支㌃て

のτIすから、 4←を4〃末7｝稿わτ・わけz
そうし一手して ∫ザ老ヒ岡し

．す。．

木ラ㌃†浅て

、「がkい、

やわらかいJ、先トがら 「静止η、動白9」セが、をラいう
対句竜／之くらい㌧つ去し7、 元和セ祇検宥トチェッ7ξ
ヤせ吾わけてI↑。卑ずるトスれ（す戦後に 時げやっト5
ρ法τ

す桐。「がトい、やわらかい、「静止的、動βラ■「明多

い、目青い」、々ん㌃末うなも刀を乃え‡しマ・…・・。
西平 主（・水舟古・イ可告・を汀豪に†多←け7

一すが．

牧田 〕二頁ヒいうηバ ／・・、后くろいお7まし7、そい・
」ら士官豊中て・ 予備学生、イんいトメん叶っ？むら，

ト。そトゼ・令．度（衣相開を取！劣けわザ1

す、景復N京

ゼ1へ狩・？いくガヒいい、重因チ分仰浅／・私マい
7
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Σフピ・・…。
これ（玄（『放†税訂宇。／ノ』）執夜に私、が・・手いプっ〜・・すけ

朴ヅむ、李す

1ヤ子工蔓バ．ブ・〈†んい茅わけz

．す。ろヒ

（すタイガ一㌧計算機？んで・・す．コゾピ，一／けま〆ナェい
τ．

ｷ七べ、 そ れでも 4〃勿相関をまマ

ヒ っイ今村（わけて・

す．

こ作け幾らになつますかわ，4〃ハろ紅ゼすがら尺俸8
万て・・すが。ゐ乞本目閲計算表1ホいτ・さマいましマ、す戸
工貢にて

ミ三ようト㌃・マいト列τ

宇ナよい←けz一

すが∴ 因チ分竹バか

す．

それで私が ．吃い・／因チ分布古・・z…マ1よ1な討草浅
免、しらえいいいマ
、、外・け中央穴学巧逸．信荻育η

アギス1で

、前に「税訂躯斑一ト青娩いいけ見せし

（こ吃古ぺ．ろ春シ、巴・ラのz

で．すが『、そト

すけ牝ピ

舌、 そ牝体鍬寝（6の

を戦前にゃつまして、エ買トも因チ分杵バ

τIでるよラにしト←げて

す。 そ←て・・8TつるトけZIIさて、

そナし白・ら因失分析にもチちつけ仁わけて．す。

々うす1乞、電請帳片戸いトな多←げゼす、／フの言
葉に≠〃の本目閑値バ易っますわ、そトらを全都牟カ多修

3冊が4冊くらいの電話帳列よラσてのになつまけ二。
、ん㍑

だ

㌃こしをしマい1一マ

け頂け末し7、（笑／〔パ目バ

sづ・ら、ついに日卒

禾仁い、手雄は4んな

晩けセいうしヒτ＼キムむそのヒきけ、冒本はもラジラし
いいよいんだ

！

｢lI 謔Pなれ1・・、い貢舛を余け

書トしデい・。トっ？Hす、幕｝†んるぺ／却ヵ・λ多戸斤、zツ学

っトかむしれブよいのτすバ、 ㌧もがく・紋逸しすやったη
？ す、全く卿尺吠多人力を技入しマ四チか珂まz
z I宇上
が

ラドわけz

・すわ

、そつ稚栗も釈逸し表し7、い未にし

て朴トfズ、伺今がη形にはヶ・たブろラビ、害ラηて．す。

8
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戦扱Hサ州ゼい・ら、「巧η資料けゼ1なっマいい㌧
と閉ガれマ、「そ外が

ゼラも…一・」 之答え多。戦ヂ中η稼

言立マ｝国子分仰亀使ブト修いラη（τ余っケいビろクと丹う
ので

．

ｷ。

西干 ド作。諺を剛いても1易外σ牧田亨んだ．げだヒい
ラ諸ブ……。（実ノ

牧田 々れが．昭和〃年まZ

続いて、ヤつい

！†マけ仁げゼす。そ杵が

声上そ1．．・／ハ

移茅とレて勿ま1まっをまだ

つげマ㌃い晴真月1・ブしまい（二㌃ワすやっブ・も列7

すかタ。

あザろけ手頬を痕くレいうハベ／η流行みたいい
グマnしマ、払いれヂ1ナけ労作なん〆三 バ才子っマ帰参1
ヒいう列もア8いんて すわ。易わけ実1づ交合ヶこ㌧老レプ
しト。

吃作マ

一、於戟にザて1伝いボら＜げ中学勿克圭ゲ1！・

ナいいやつ存つしてい書しHγれしnガそ壮進半手ぐ
らいで学稼1すっ／〕ぐトまげて。

西下 毒草

ヒ亨卜、勾洋一穴†んの障軍側がら見多ヒ、

洛軍け→戸・学に工・分光巧ク、庚温もぐ和マいz、がつま（、

い日一季げガカブヒ、戦後／じ程ηr二いラいろパニツ7Iφべ

起こイー珂ハ…ラいう研究ガー一。
牧田 ザ川本〃年卜入つまし？から、／ラ乱性夜査ジニ
今じIヤない、バ

ヵて

I毛チヲソてI毛廿んなヒっすやうんだ

！、六五も、月朴べ戦嶋化す6んブ・ がら、いいラこと
（H1等・らな1．・んデレいいヒ1
、これけやけつ率ハ
乙4一φへそウいう㌧しろη先見η明けあっトんだ

ろうヒ足い

末す。しい・いヅなくリ社命〜1税学的研完を始パ。
／つげ流言巧研究、も ラ／フげ干襲兵器ヒいラ謀晴勿ろ
トで すわ。イういう岡係勿珂完毛†ぎ。あ乞壌っがろつ
1）
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ましア：けれヒ

亡、ヒい

〈ビラ㌃んz、タ乃1ろ似竿ヒ

い、ていましいけハ、あわ㍑パこいすかアニく葦
ビら和zい（拡げてnす。
㌣い・ら、外国勿択呪バーい・ら㌃いヒしょいべ

㌃いう

らい・い一で、穴奈営に行、て朽液の受信・許可毛ヒろ
うい戸・仁（ナゼす。㌣1しブてら格ら（まレてゲこ杉い
ヒころf二け払をや3んですよ。こ芦フ払け、そっころけま
て〜物ちし

ピパ・1い・ろ、欠佐グチ佐勿ド多へ行って．

「実1けこういラわ（ナて

・・…一」といラビ．、「そんなことは・ザ膏

孝艮幻て

ヤつマい6んだ。それを海軍橡貯研究戸斤ヵ・ビ1こが

仰ら抑バ

A一

買}｝けい㍑ヤいは麦が／〜柏・

縦らグし1二いい1z1手つマけら、乞住ダ清官†
ん1書ラゾフrバ

城て・

サ字1二得意㌦わけて

すげれゼも、真空管て

一テソ彩ア氏ってここz

す。 それで．

、マ

がい磯

Iヤ3やフそフ（っ象乙て、「ヵ

†与う、㌧いラこ｝い㌃・ブ（。

仏ボ4和の帰（・㌃7まし7、毛すろん工貢にも岡右・し
トので一，すが

、これが・・未卜＾・もしろいんτ．す。1晴誰、台へ汁ん

㌃入っ7く言わ1方τ

ク・ホソ・I

す。 8月∠目右・㌃にいに、「アトミソ

が専け。ΣパH川す旅脹けくあ㍑・τ1ニ

ニラいってい言わ（†z

．す。㌧れけ大麦ド

・・マわ。前け、

Z槻や3祇未マ毛、「約隊ブ率ケさや そんな…6ηけ・ プよん

ていつマいトの1べ・、それ1・らげ、z磯が3磯ブ羊らゲ・
㌧ざ和ペノ番し←い，大孝常マ・（ま、白い毛布も・伺いみ・ぶ．朴

ば原癖1す六尺矢ヒい・マい多。「伺い・パい1んだ 、研
市が／つなくブいトつすさ巧に……。束広州ヤらトうっ
1呑いっ一

ﾑ〜

ろう由・」吃いうってn、「グ荻磯ネト多・ ゼいラつ

が・！着しわわ・っトて
ゼも。

二〇

すよ。そトけ脊戟岡障の請z

すけト

統計数理研究所学術研究リポジトリRISM

前にすよっ セ炭1／ますヵ

、性袷研究事ヤラzいう／9午

／一 らいまマ
つピるで ．は、惟伶っテスい・い／フは
恐怖プ すわ。 こトけ現場がら行す込琴れ仁っプ す。斬っ

込み碕攻隊い管1ト値（て柔せマ、いマ置いマ、湾水塩は
逃ヅて帰， z ぐる わけ？・■す

げれゼむ、 ρl／ブて1星中が・・、 ゼ

う見←っ て7ラブラになラ てい多のZ

す。 ア三．ヵ・ζ、「あト

け向こうで 何か十っマいるんてよろい・・乞い1よゴ㌃こ
て毫いつマ〜まして、下士宮ゐブ（っ、現場て それも見z
いい川一

すから、々．仁し一

。ひよっ包丁い恐・肝のトIわ

トフラフラになってい言．のφ＼もしナt㌃いし、角ぎいけ預二

分べもしグ8い。いわ・／1毫戦隊みトいハハ率．．七て
いくいすて すがら押。
いて
京す
、渇仰い玄何そ・・ヤい・1こIヒて

、川け雇

欺い！らえまして一…・。⊂芙）そ1す一、「牧田枚坪の
どころへ行く｝ぢイいγノ萎敢ド入れられ与、㌧斤斥τ・すよ。
イ列（うそ発見器、毫つiTミ■±柔して、 公7〜？ゼη＜らし・
反応七べ起一こつブニか児3わけて

．す、 そラいラ・3・うト恐怖乃

宋改けつ求しブ㍉
い／フけ、扱労の実腋毛ヤつましブ・。／川ま、そ乃
ころ・1す戦争中い乃7πすい4、工員ない・卜子1妹碇を
やっトわけズす。94目矛岡足らす
ナ8い・わけで

志・願者が

ゼしアてけれゼガ紙ら・せ

す、六部分け形タェ買τ

いマ、4ハ同会菰

すヵ・一

、す子工員にむ

眠らセ㌃いηズす。眠ろうと

しτ・らすぐ起：すわげズす。トイ／に行くセびフく．フ返

パ寝てしまラ布わべいるがら、〕レのいも監視し7
いるわげて．す。あげて監視す3わげし㌧ないマ 寸げれゼ
も。辻つ間に乞
んゼんテスト蔓す書わけズT。 クレペリ
ソテ又ト㌧ボ、青＜能力士ベツ勾程．度落す多い乞か、戸／た

H
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速度州 ゼ1り1・、〜けザ／z種頬く らいアスいまし
マ、々れバゼラいうぐ 易いい展乱いいくいヒいラニヒ
ち見多、そう1・ラ形プ・疲労巧宋旋ちゃ，（わけて・．す。

そ払・ゲらもラ／フ、しれ（京戸グ1寸ん乞一席1・ヤっ〆てっ
て． †（けセカ、筆叱…毒亭の軍豆学後が・・ろl／ましマ、そ

こで

向こラの軍医ヒわザわトハ花す方乞一箱．卜㌃7ネし

て、海軍勿水兵を6人い／o人連一トマさて、気者室に／迎

剛から・・月間開化け例マ

ズ・い同ゲτ

す。潜水艦岬ビ状か十

将卒いしマい可をしハいパ1な

†グよんプすけれピ16、一チも劣ζト㌃い←I斗て一・す。分度

は、ポいトげ毛合外装マセ多。すのみグ1．いえげ一〃
貫8くらいマ

す柿。々グ

〃望行軍才セマ、その間もい

ろいろブぶ予蔓り疋セし茶レア（。

そ作て

、両†の結果セ見ますと、疲労でテストト次で

くるハけ、 医学的㌃もηも令わて・余つない列z

↑。・1音†

のものけ叔ましアーすれゼも、命つ出ないの7 す．これけ
ヤ…プつ軍医学往の気を室7一 けだ的なんヂ、燐雷7
いま
π姶がもしわ㌃い、上が十ぽ

／心す1

九片、しラ∵ラ状況が

祥局 け／けそ星的生 蔓才旦 ヒ な、 マ 疲労 ト つ ケ が1， 7 〈 多 ん だ

、

そラいラー花の移請を叔しトのマI・す．雰す多卜、我4丈

や立け1て、秤、（二着い包中け／週附グいい実碇
でべ一プいいバいげれゼも、バ・程内な不安惑が一ある
ヒいラのけ、釈労㌃ん㌧いラ毛つし一やない、極度巧麻労
が一生す1吾㌧い1一広M移翁毛ムし茅しト。抑呼十て．
ハす

、あん㌃良綻け？

弘はいまマ

I㍑七んτ

㌃1ア．

しト。

もそう恩ラマいますげルビ

も、払みブニいな

手べよバは、い38も寝7なミや、ひ一くつ返っマ
死んZ・・しまうがもし牝まセんげナしゼも、老一い人μ有げそ

ユ2

統計数理研究所学術研究リポジトリRISM

ラいうこ㌧プ、要するに行動卜巧らわ外さ疲労ヒいラづ
1すマはゼ穴さなもハブけな1・。 毛すラん若干け巧み払（
るって すヵべ．3日年弘日く一1らいだ㌧たら合κ岡超に㌃ら
ない。

け1よ・9テぐ らいのいろτ すバー、六／李そ1いllヒ
ち摂んビく吾ηけ下士官ケんで・すよ，そ列ころは廿幸1二

権威主哉τ．すか4、尺艮訓令㌧いうηをもらい表して、
尺臣η子音禾η．しヒト年う実碇ゼ

セいラηて

や・rてητ

す

が・、 い宇いったよラな程過一に㌘ラブくわけマ．・す。貴重フゴ実

績τ1したわ。

それヵ・らカラ／フけ、安ア象をや仁与にと多わけて

一す。

丙種瓜袴ヒいラ人、c・すも㌧き。マう寸多乞、叱十ろん倖
勿同題バ 巧けげて一．す。そい、テスーしケいて． みん
な人へ有やラんで

すれ。

もう／フ国る巧げ、いわ｛3シ少パ㌧ソノ・レ

〆（∫・∠ωん一

・方11κん）τすわ．等↑言卜白痴、痴壱、音徒レいラ巧れ
バ

?Pけ1けゼガ・グ

いラのマ

ろの亨率1I

す右・｝、 々←らのめんと・1ラ毛、児まだ

（す知恵おくい
（アこ．．穴斐だ

兵隊kしヱけいzい役立（加げ・うセい1パ

、

I、γユ

ノぐツバ1ノン・テ人ト乞レ・ラ

を、しらえて、入隊

ηし市

．にそれもやっU本ビくこいすて

マ体い月一．るいく乞いうこ

い一リ、ビ押キ外をや・1末いう修いラこい三なっブて。
し右・し、／パ碑害い・なんい・1いい色げレ・〈ηけ、
戒梓マnげプけい．

すれ。争μ・一下臼由ぢ・1がいラ〜交

いいんズい1けキ）ゼも、和能1ジハηが日7〜り〆

ヒいラ

ηけ、師祈乃めれマ r米倉然ないんて帆すわ。 4トゼ、 しれ
モ戸川くんビー精にヤ・卜勿マ
すrフーれゼも、松ヵぺI走汚し

て、沼津μ作学徒ヵ・何ヵ・、いい1プゾプ声・一ろ1が
二3
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ら余＼っ？くナ」ヒいラわけて

、 テスト用形㌧呈フ〈ってそこ

へ行さましマ、私も面帝しトわけて．

す．

そ1すうヒ、字列ころビすハら、「ぢまえ、し・まピこヒ

戦デ字していい

いりが・い1ピわか・1けん一・

「い・ζ払い歩珂亨ビ。喜晩荘1人て 一〔いろブろラ、ろ
れ1寸ゼ、八目 形行俄〆・ヒいい、「敵刀居イ機マ Iわり
ます。。⊂笑） 4ラい〉よ1戸ぷ同名て

す押一乞．

こ列図ケん

で剛がい㌧マ、今ト1士ゲ・ら㌃い。ハいラー人ハト
（オ、亨章名文バ

敬いわけ

ケ㌃い←つい汁幸に福州広いわ1ブτ

が、1リれ・1一、イで／又て

・〜う

すれ。

^アメリ

カズろろい、紋H確い㌻い。㌧か1リれよリ停い
んし

々ないがセ島つト。（芙）

己う／つの岡摩、壱、げノイローゼ

て

す桐．青通八人マ・も

「私けノイローぜフー．、㌃んでいい条†けれハ、実障1・
ノイp一セー、いラ〜ま、医者巧言章てい〜・困反応・ヒいわ外
ろ勿ゼす！すれゼも、ノ〉稽的な塀曄マ

、右キ男七・杜辛気ヵ・

に、島パ1卜息㍑感覚麻碑か・起．いマ、実フいても
いドげけ痛くい・ので．Iす。ゲ竜1｛い．／ぐい沸
びI上が

bくらし・痛い。 ビがら、トけ．．こη木をつ1†マも、

そい吉沢丈欠なんて

す。

も1／フ1言、よ／峡臥㍍んかト虫てい記憶喪失！未
諸泣て・す栖。 々ラいラ布が

前森Zr言、「仮病・を使いや右ベラ

て、乞いう弓ビやられτてつじ7し・言げれヒHも、ピ．ラもや

ヲパ1青遥Lゼ見マいzもP七・！い亡いウこい・乍ぎ。そ
うい）希1本だ．んだ一人杉すビ寺げ

はヒ

るわけて・す。 々列最終犯

こヵ・㌧いうシ、粟牝グ海軍柳完写んτす．

ゲに ゼい恵方バ・いまして、、ち年男っ感覚が■ケい
ザ． ｪ。ニト肌・裾宇マー一け・マーい幸・㌃けHズなら均

14
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乞い1わけで

、案妃・病院マ，・玄ア．寒態けポしrl÷、カ

ウい童和㌻んz

．す。哀フでくIzむい・い・治ら㌻い。

しわ・し、こ朴ヵ…ぢもし多いんて

す杯。「この岡空襲が

斥んズすよ、 ヒいラて、朴んケカベ「宕磐r三

いフて騒いボら、
まま7

、空襲だ

そいっも一紡ト「空襲だ

1言イしゃべ：

易つ

、 と

。乞いク。い

汁㌃珍・つ（巧右べ……。ブ〜ガら、易タ

市っかけビそ1いラηが

戻多、しかし、それ色冶庫すう

ヒいっ ブニラ7、 わト和か医者し

やないて．

すよど軍医ぽ渚

っ7い。二。イ朴ポイ見学す1ぐらいで

於いまし1㍉

㌧ころ七べ、分度（玄横須賀ハエ麻あ斥っビ、依同工η中
に、よく逃亡するηバ・！・うんτ一丁ね。吃列逃亡工員をカ
ウy也リンク1で．治七㌃いハと1・・1よラなこい∵．ろ・／きし

マ、いま／じ理学布ビ寄裸瑞尺ざん㌧い1、立放欠字の孜
桟をヤつマい求すが

、狐が・エノ隊の視楊にい（々げて・・す，

㌣トz私も行き事して、カウンセりシク己ゼ亨毛 い
ま方えゲブ谷＜ケマないカウソ屯／ソノ．

ブ三㌧（ので｝す

けトハ、イ1い1こ＾やフ戸・／し
t・才比判約戸・重師けいんい仁わけズす。枇て

ビすべい
、「あゲま

／週舳麦11馳走いしr㍉㌧いわトマ、カウンセりソフ
勿効案（す全然なかっブ1シしい巧τ↑州、⊂笑）本当（二依田

ユナけがのちら川管濯をレ7、しかむ茂権z
て・すヵ・ら、辛亙ηx岡㌃ら路走もしトく㌃6τ

ヤ1わけ
一しトラ17

朴ゼも、そラい1碓端㌃同題告・・狩老込呑トマく1わけで
T。

いろいろなこ㌧ちみ

しゃべつし書し序（アれゼモ、いま

パ1ザい峨甫・海軍マ
西下 因チ分析なんが（まど

二．5

けl／τ

∴

ラいラ本て｝勉焦なさ。rて勿マ
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すが．

牧田 吉貫行表元わべ因チ分析の本宅音か杜てい仁のと、
々←ゼしサーストンの／序文ヵべあヲ．斥んで
両平

それはジ払軍にマ

す。

．すが．

牧田 寿亭にちっ7・んていす。

そ杜ビ、吉賀え室のもいし・んズすげれゼも、そ仏が・笑
隣にエ員／ニゴもヤムヤられ書がヒ㌣・ラ》一そこのビニろ
が

㌃いわけマ

す． 々

ヵ＼、ト木ラ㌃ろれマ

こみげ、 これヂけやって11件1ゲよ

すがら、原文セ盲貫石室のろれヒを

合わ七い・ ら、払パ／（・、ノ 一イメゾ ＾ソ（次引乞い
ラサ言ピうい1もハ 1方・、々い・ら／．一イノンレ・シも、

1、い・のもつパ㍑すやつマL・プ戸けマくいけ一件ゼ
ういラわけが1一宇発分考えまし仁。・什（才・8手くらい
で三

つト人し

や㌃いピすが。

そパろ仏1奈湯島尺神のそば

十干痛してい書しブて、湯

島天神トけ．言段ボゐ言わけて

す。 乞のこみげ、炊むラに

む何も㌃いの？

す（†れピも、 トコトコ石段を上バ

つ㌃ヵべ

ら ピしマムわ小・消え有やラバ三1い＼いいラリ
克芳之ブ（。 いまで

つ、あ⑦と亨乃湯島尺神の楕段乞、 月

が古ていゲい覚之マい字すが 、自栴1呑気が っ言ませ
んで、げ。格の時期し，坤い・イ1ハ・もしトい。（芙）
々杜で

、／ア年の初め二・

ろτ一すね。 あるいはそトよつ後

か㍉レ→〜まセん。ノ9キが／9手つネηめく

考えト．々い．

．らい。計算子弐を

・降袴用渚巧困チ分析、い前（・才層剛季放、

々トがら国チ分所バ締ネミ之手えトバ自動1ウドτ

ミ㍑

うパポ1ましア久、衰瞭テ㌧夕〆げ阜えて。リベ（吉・7千て

一

す払。吃し・ピ鮒後トなって、隼す言に也請調査の即季て1
水野姐てん、施すん一株寸んげすよっリ麦ブっブニ江ラ
16
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㌃苅がしまTね一ブですヒら一つさ合いす台よ〉に宇つま
しト。

助平 こハ岡汚を別パも、ぜ宥捌査トけ水野さんは初
めヅ4臭味ち待っていフー丁杵ピI毛、杯すん（す、そん㌃己
のけτ4

灼r三Iし鳥フていrてヒ、や々げつ二のしヤりソーク

て一

ぢっしヤってい末し（．
牧田 あ外1幸一番最初ρこ4け．仏ケんが、農外方勿両己

膳室ポ1い㌃いろにいブ1んビす。旅計放かす，青の束
掘ビ1レ、 欠戚肩なん由・七ぐ入、てい弓ビニろビ、 その†っ
ウ
！をτ

しブて。

しわ・し、イh寸す1、〕けんZ Iす栖、甑 ヂ（1㌃フて、
みんな尺茸オーτス／ラド㌃つて一一。セい・ いるいム
なしヒを十っブつけトゼむ一声軍も々ラτ す七ぐ一淳雫列虫

というのけ本目当いろいろ今㌧ころビ清曜し7いヌす松．
青ネ篇1呑唯事ビすけトビ

しz㌧っトAτ

も、／し

穆岡峰ぽ浄軍バ・千億亨生乞

すわ、そ巧速†七べ、肥固野くんブニ㌦が、

第ム㌧ボ、せ良ピグ比内、奔出存ま勿息チも八ラマいま

すが・生体得れいろバ車家1一毛残・マし・1ゲ付
に七大分残、マいま†。

汝早斎軍の疫研ズけ、戦争後アメけη軍用酔祷
触はな七・つト勿ズす占・，

牧因 払1末拷舵しませんτ！ブニげれゼ白 朴ん傘寿収に
未多わけで

す。 冴トに江ケ分われト

す兼｝ブんで

すわ、

上・！二い3部長の．グ持ケん乞い㍉（1ま逃げ又か・速い。「ちヒ

頼む・よ、ヒいって、自分（い番ポ1包いつ・（すい・しい

けれ．ゼゲいがく早／退釈し事ド小θ
殊脊メぐπltけ葬チうんが一残っマや・ブニ。久仔良4史マん

も僻つい・毛し外れん（アトゼ｛、われわれけヤビ馬斗

〃
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トい㌃下釈て

すい4。 そ仁て・も9ガク牛1ボ＜．

らい系ビ1↑

ジいってい1しけれゼザ仏・家バ手7竹〆一1〔
のけから、llすけト進駐宇1ぺ完卜禾ま／lね、尼
はくてしいぺよいい ．↑、よ、夜㌃んが十・い1、一い
まτ い1ヨソ 1 ㌧ムみ〆いのをえイz「女毛虫せ・ヒい

1わけて

す。「㍑いη、し1η象Hすいヶい。自〜ま

7。ロフコ：一ツ†一声

」 ヒいうヒ、「4町ρ7．口7コ：γ†一だ．J

い・い1一 す。いてけすイコロゾー〆 ・修いウビ「7
レージ㌧，クレージ㌧・㌃んていパ帰ってい。ブ1け外
ヅも……，⊂実ノ

匂い、1すつお

やし

グピろに中学夜をフく多い・

いう計承が・ザマ、そこにしぱ

らくいましたげ朴クカ、

つ・書くわ・ましト。そうし仁ら昭牙b2／今く．

あHは輿翁科す協分の創立ηこい
τ

ｷ。 々勿七言に、沈内君の方が

らいに、スイ羊ぐん

争疋！マいトわケ

私よつ先に一入ウ7いま

す． 戸）リすん毛閉婦しzら㌧れましブニ。弘け／／グぐ．らい

（イダいト辛しマ、私もすようゼ穴職 しマいろし、せ
論調査のす台｝もしろいんし．・い・4い・しいラこ㌢て∵
たまト書人体うんガ≒ヵ戸が
江

かが。月二む列ゼすがら、殺

すい二手予っ でて。

す二だ

、池内房㌧久仔才∠け、 こ巧「廿3L岡手乞存・1二け

詳しく寄いてあ7ますげトと

そ、嘱弛ズ，・農併有かみ択

折竜いったわ1アτす。．いい・｝、私（咋玲嘱託〆かケ
舟琴τ 税わガ合リらイ州・・承彼・． ！7、け以末
アよいんて・すわ。

その㌧ぞ／二、昭和λ3手で

すポわ、前に日本せ誘調査協

、〜・払ガ■青いマ、A稚斗い㌃いに女 てI．す州、後
（∵マーケテ／ンプ・りサーチ、トも再倖ざしてくれヒ
18
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いうこヒで1、「せ諦調査事始り、 …・ラのが・巧クます。々

こに等いマいろグ
て

．ひぺし都知子星亡いラっ1ぺ．肺刀子

し トが（でろ フ ま レr㍉ そ の ｝ 宇 卜呉諭才斗字脇左＼て

．盈争

予想帷論調査もゲ1ましト。1〜けい布石？・1すれ
葉イ手為神次洩ヒいラのビ、エりア ・ラノダムて
舞も何もないむ列で．すいら。

す杉。名

幻干名神い妻とい1つ（ボそグろピけ余／考えらト
てい㌃い。むしろやラけ．フ千ヵ・らηク才一ノ・ノソッド
しか弗えマい求せい・らわ、断固㌧レz重・咋ち7 寸3べ
ママ

1巧ろ乞主ア氏しトのけ水茅テ†んだ

っ和ヒ県い‡す。そ

ラしr・ら葬チマいぺそんいけマ、居、尺た尺1、
ヒいっマいましトガぐ、一応1そ←てIIやつ参じょラ乞い1こ
い1ブ8って、秤押亨置て I、全研τ．〃て．すか抑、々批、と
て・／批、虫、／1宋1∴い思いますか∵考れ1…肋以予ピ す。

穐いマヘ度げ、車ネ／区確午1／・わ／1しけ。祈知
亨置1ポい1しいく らいピタ・一当11つ㍍一11い・す
わ．そ勿ころブずる・÷、祈、副て一

るる1い↑τ

ゐろうと、

芋祈η優位しわ・手か年いわ（アlI↑。せ諭調査レー・む
そうで〜ヒいラ調チで1。社4＼党η回川セいラ6で議士が・

㌧．朴わ生々→ルブ／列に並んプいろわけて

考遺一

↑、勿グころ

1ポ夫彦れ呼吸州手一マく1、や←何グかμ㌧て、
п[ナり又■1ヒっη〔ト以外（す余ハいラい宥

ジ

調｝zI
て

、せ論調査棉茅い1いラぐ

あい！1女マいい

す。

ヒこみ七ぺ、うすρげ冷然丘ブスんマ

．す。 そ朴z一

、、有効碇

票躯τ 比べる㌧、当隻看（す0．3乃くξいい嘘古生い。
イ外ポ・ポ・泉ピし・いげゼわ。）ぴ宋家3区㌃んかz
もそん㌃に重ラ て なヂつ ブてんで

す。 いまが4方えれげ．、
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それで

す多乞いうグげ腎碇なんて

あヒη3・・票く．．らいバ

すけ作ピう。 4〃ビ、

、l1優位はいいんて

すけ外ゼ汐、分

度ぽ7乃／らい童つマい安レブψ。郁夫イ星小一寸ポに
当ポて、こhすメーヤ／ブビ1すないヤ いいわれ表し
いく、私ヒしマけ、けて一社命澗貧の／つ弓ジノヤバレガ
剛ブ〔
い・いφぐ、そハ 感／・ピーけく桐．こ）い

1玄昨各担当湾を通用け調査がら発贋レ7いく社命剃
・査、並び．（て社命事象の研究㌧いラもっバ㌧件て

、い（†多ん

じぺ㍍いいいヒを、）いトけ柞常に絡し

トわ

げゼす。

まll．そグ斗准降良一軒束生のI諦浅で
7イ アートすトげ

稀度が・

、ス／ラア／

上バ・ろ㌧いっ（計算巧片絃もタ）

／書け。そポー、わ作わ和㌧してむ、そ〜ス後阿午岡
かは純計炊裾ト非孝にぢせ訪（・なつト。そ朴から、稼訂

資料の調わべいつ婚ガいみ・、「柱肺託・Hす手い
マあ！）ます1τ作ピカ、みる吋瑚から、「セ論に療げ・ ㌧い

う社説㌧同時卜，車ネ新岡がらの季記毛受／アてヤ6調査
カベペ言まつ ト。

こボ1本4＋潰さんトキレわけな1・て

すバ、そつこ

ろ．宮

森阜又二才ハいけが一却知いいいまして、官紀ん
が、㌦トくけ車ネ｛7やってい朴げ いし・んだ 小ら㌃・弘
仁万け沿困ヤξなげトけ・、㌘ら灼・・い・プーポすんて す

よ。全国やい、やつ〆／月くト茅ん？一すよ．東京ど／・
うヒ／臼がz日τヤっフすぢ斗うわげマ・す。 允して同しu
テーマブわれし妻ブ㌧、結茅が・・索つ違一わないんで1す柞θ
ア・：肯・ろ、官有すん、ぼ

牛く青いこしが。

西平・ それブイ皮1玄、全因調査員雑∋をフく6ことに帰典を
燃やしトんで．す．わ。

2⑪
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抹田 こ有ら毛丙元ドガら一一…．。そうした多、争冒ブん
ビペ8くて朝日が戸5、ゼい・て

れトμブす仁。同ビじ々ち

レ度末衣桁馴η企画・七ぺ・稀

い．ブすけ仏ゼわ、先手写汀（

れましマ、ドがいつ引まスト、プが 七・〜r㍉いよ
ていの径貴（す払うかろ、あ川ス1ツブしzく朴え、け
㌃し㌧みへ／国巧つましブてよ、 こ和（すます

い（

、ヶん7答

い害しい†作川、いか（片件で、勿ハ神ηせ誇調
査㌧しマの役割つけ釆床しトんじ

やケいわ）答います。

西千島ザペト官春さい・＾、報いべ全国雅けヂ
こいべいいテーマz
ろわ（丁で・すわ

I、いまわ・らし．や遣いっか肪乞いわへ

し一1ヤち宰京仁rブマー

亨ハテド・ヒ妾1〔京一いいし

やっ7、 すやんヒ「車

Iやないわ・ヒいフブニんτ

す。そ

いい率京デlTピ．ヤ、マ、朝目ガ1／口手く老／￡レトげ
れゼも一…一。⊂芙）

才（田 馬の吋瑚げデア÷カストI／n呼瑚z
ろけ入揖てんが

耳脊擢事て

カストり娩師亡ぐ枚朴斥い

す。 ㌧

したね。そグ）ミ

、払（ガ酉妙さなむηて

z

．すけトゼつ、倉か

一す老・4、

・ないって

ラし7㌧マ久倖ブん1二珪トマい一マも今打ないと

微バいわけ．1・・す。（笑）彼いリ、3度卜／度げ「ピ

やハわ・㌃んマい一マ別れ3，私fゼしょうが

㌃い。亨

ようば帰らな㍍・㌃んピー。
あのころけ料似ノ雷第止か何がで

．、布・季町に微朴雇φべず一

らつセ並んゼいうηz す。争パれガ乃、？、「㍍い京后
ナいて1・すがら一ピ・われけ、大江ム巧頑脊玄チ村ぺい
に尼確雰パ客れて倣む・。酒は争当箱に泣一いマ・・く〕。手

当箱なら、「これげ弁当を食うてい考ん〆・乞いえき。（笑）
西平 ノ大作初均いら串雇ビ

レて

すがρ

収田 劾〜ホ糖†伽館て・、馳膳窒7nすよ。そ牡か4今度
2五
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け搾亨4＼碓勿Zア宥ガ灯グて

、劇場が・ゐ一 八乞ころ喜亨務

所に灰、？い多←げビす。z階ノ㌻だ

から、下マ

何か仕亨

をしマハハベま号見えゼしブ・。それけ素初η調査州玲
わっ マわ・≒て

．す古・ら、23千ビす。

そしマ・やっていトら、々れこそ軍阪春着ブくzせ勿軍人

べやつマ之マ．年HQ勿C工E㌧いうセしるべ虫吸し〜
くトしさトわけτ

す， 々のころ（言、「虫頑しろ」プよんマい

われい、ろぐい川ない。て）しパ、所管の裸素
い言輿論一村孝稀令勿梶亨で

けれピ

、 字曾ア完穴享巧放授て

す

も、 山一内一穴｛んト㍉敢音しトら、「それはピ

ラT

ろ七・㌃」 ヒい十1れて、 ム内言 んヒ払乞、 るつ いけ9地内君

も入っていて。がむしれま寸んげ作㌧

勺、 吃れ二そ何州推

ま ろ七、、才∠・㌃ムンや・（すジう ヒい う こ ㌧ぽ号 いブ∵ろ う ヒ、害ブ

ていれけトゼわ、山内責〜ま神考緊張しマ行一たんて．て。
そ1て一、行。r二元バ 例 パッレンのところヶんzI．す。
二〜李牟引1タング．ムナゾパ㌧ビヤイてパ・、／師力、
まで二／軒九、こラい1・ゼ布ないんマ…すがヒいうηて 、

けぽいがトランダムサ／7リけ7

ビ川がヒIい㍑ラ

ナぶ扱明をしトら、1ぐ・1ンハ・一、「あゲ寸、よくヤクま！
トわ、なんて一・・。（笑）

西平 この間や一川パッシパんトもイソμ
トの7

丁。

㌧一し

そ作ゼ． いろいろ青の諺を劇εまし7㌧

牧田 4←カ・ら、何ゲの表明のピタい、水野すん危連外
マいっブてのマ

す。 吃うす3ヒ牧バ、フ．．ロー！ソ？

ドあ3

ケトピも、「なみ剛けよ、 修レ・ラよラな今岡タビやっ仁ら、

ノ

、ソひハいわ・く九に．八つまレz、「あη人、一一、度速

れzさzく忙麦せん一が」乞いわ朴ト1ヒも巧ク字す。
岡循村か何和・

言岡・査、 しれけ池内層セ仏？

22
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で

ｷ七・、調査・ハ㌧1ツγコレいい令へ穴妻z．

政＝府から今お・
rっI

け，

土zい名言回査1ま、 年片Qも・い全邦チェック し

繝ﾑIしがやらイー㌃い。せ請調査はまだ．わつ乞筏古・っ（

がもし杵享イん。池内，苔》zxτ半年く41・かハっマ、
調査ηクエッレヨネアやイTハーミ九ス何一㌧小㌧いう 中
の人τ す村杉、そこへ通っ．ト。パッンソばんハわ、セん
なも・！I 白・に依って、「茉活助けマ。ヒい1ピだ㌧て、

㌣うこつすけ向いて（トない。
両平ヰ斬下んけC工E

Z

．ポ1合1（わげし

ぺ「いηて．一

すが。

牧田 々うし

ヰないで．↑。々トけ東京折剛〆かζ。享耳

新馴のいぼ、1〕く野さい∵
計画・申立マ、これzl

ゼ↑けトと

一た7ンダムサンプソンプη

やれい・うしい．

弘か

．実施し斥わげ

ガ払状I承託身文曜！二会い（1行・ブ〃が舌し什

ワい。

面平 細ザ1岬。

収田 そ勿ころには水野さんヒ相当じIっこんだ㌧たん7 ．
す。1｛ ポら、戦チ直後ゐ・いフざ合一ビやないか1鳥ラ
んマ

す。戟筏トプ1・野†んヒジ〜かで

一思ム＜私がい訪ね

マ行っトんじ・ぺ5い川息1。三新茶雇・兵隊雇糾も
行っ（μくす・弟れけ核て

一すボ その前ド卵1リ秤？

すが、

けズ伽へ覚えマいい1才、け1ろスヒ㌧ド〈し

ヒい

うの七べわノ／まし7一一。
西平 三両くし一サブり・㌃一…一。
｛文田 く才しを引くヒ々η右るでI

そη㌧亨〃〃月ヵべ老プ・トんで

わが言わけz

すわ。イ可乞、

、す。最高なんて

す松。そ

の誰を松バ十野寸んい得くヒヤゥマいましたよ。祈肩っ
津口 前ポー1リぐクック食べ笏雇が一乃ろんで す、そ

23
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Aろ列しろゼ・〕〈らいし右がわが・／まヤんげれゼ形、
娘シベ／を食べ。一マ、ハヒバリーパわ・買って、汚れから、
㌧llラ七口坪しいし乞壱やラ マい多ト木まっ？い多ので
す
こてI

バ、そハ寺トいつトわげじ一半生くマ、㍑偵、「支い
η1ポー。しいう杉げビ…一一・。そラいラ時期7．Iしトから、

水野ブんい虫がい（す佃1リ岬勿）ゲ三㌧い
束和し．川すもっヒ前フ
両平z・年／

もじれ㌃い。

1すが。

らパ・らし

やないτ

すφ㌧

牧田 その前1言．和）リ邸ててが、
曲平

そラτ

す。

茸女二岡 セれじゃわか一ノノましブニ．。 こ牝は人俸ぐんて

す、公・

夏｛い・ら。水野ブん、景初わ・ら令買丁∴トんで
々叫リ

一、稼計旅程てI

す。

・分夏卜㌧に人は、水野†ん・1まか

にいないんビ←戸よいズすゼれ。

西平 い打←十野プんにも岡こラと思一一でい吉す（す朴ゼ
も。

収田設立いマがら合員て すがら、稼言†亨宥、杜令ラ
者、心揖亨着、4ういうの毫又碍さん州す っ乞寡りて回
、卜←げτ1す． そのヒさて・・すよ。

前に八ラマ、す（

今れて

、私は該：立・の直

一イム壱彼に秤介しブもんドろラシ足・ラηて

．

す。吃の辺マ＾彼一告知っ合ラマいうボら、 z／今の諌エ呼
代て

すわ、ノノ月ポ／z月くらい。

そトで

、家立パ・〜研究会ザ1い㌃のをやつま！マ、

それ古べz／手プラトんじ

やなし・一ガヒ尽います右へ、そηヒ市

に戸）iけんヒ佑蘇先生のz人に話してもら。戸勿て

す。

枇瞭先生Nホ側のス1ラーノηレ・t…ルい舳んのバ／
7ゾヌっ計算がら層伯の効能なゼハ旅†εクな請。戸1リや
んトけ、†少手が何かの調査巧稲罪。その猪香竜z人もべ
24
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しr二。

㌣しト水野さん州・いだ々げズす。伍一策充宝はいし・とし

ても、戸1リ㍍卜食い下バっ7一内容は忘外まけ1ナ
作ゼも、戸〕リ†んト食いっいすやっマ、終わっr1核で、

・幻の人、珂？、げ川ざい・． いラマまけ桐。（句会
場が．伽内11あ／ました。だいら、板ヒの虫小いけ相当
古いわけ1・すわ。彼1すせ諭剃査に初りヵ・ら剛ネし（わけ
て

すわ。

今度け飽戸后なんか舌ぺ

入っマくい子イヤ、にい乞相当居

似 ます押。、れ（す昭押30手こ｝ろヵ・もし外まセん。そトゼ
彼．（す、 法η研究調一 ｸをビ1しマい1けていヒい1つ
で、弘げ、「あん㌃因弄分析㌃んが催つ（、マしょラ疹・

い、乞いフマ頭がらパよしブ1ザ

す州、良貴く

．㌃

らいけ孝

之ようセいうしいてザ7、根はと力がく∫ρ法の研完
ち庫穴の研究室ブ牛／ましマ、そグ．一奥諭科㌢協小汚「
市場一調査。卜発表しトん7・・すわ。そトペ汁宰ド辰等バ・ろ

つま／7．いろん㌃ピい・ら「苑明バいいたい・と
いワ マ手ま し（が一、 片側号1ガもラないだ

ドい4、紀計的ケ〜璽て

戟

ろう ヒ足い去す。

後ドゐれし（むηマ㌧棟〜1

方ワマいろ列（書、 ∫P法グ打写い平かラだ。
そトがら、 ちのころ試張所完貧バ・文部有声・らρクてい
llん1・す。いっマ・・／／てが、木野担氏州・、「林雇が・研完に人

っr方バ・いいんしIIや㌃い小」セいヲトの戸
そのころτ・すよ、サイノぐネディ・ソクスだ

りξいます。
ヘゲなん乞いい

ラのが・入っ・マ？㍗。杯言ん士・一番最初い舛速．しト時期パ

グ㍍トわ。そかマ

バトけ

伽ず、石帥んポ1フと言ギ液研究

ん㍗け・／、苧純い！イ列分仰吋

いブよもつτ

、々←をすい〕7勺しいよラ告発、紅η仕γ

25
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を しトので

、 ぐ2）い思・ハートz

一すけ〆ゼむ。（（夷）

そのいにネムげ、コソピュー／列 r玄能ヒいうむ列を伝
え剛い7いブ1い す∴そパろ才∵レーション又． ・りサ
ーテヒいい毛ペパーしマ、彦亨斬諺舛兵ポ河がに与・／・！
を辛／へ？い。一〜ベポ1ますげ什ビIむ、そパ羊共を青／
よつすよっ㌧す「て

すポ

、吃むがくコンビ

の1τ、訂箪に向キかが1いが

ユーノ乞いラ者

穴砕身丈介ブマリハ。グ

†るt、岐つファクターを1ヅ布込ノ）τ．もブですピ．ころド書ナ

草1／で亨けい1想定のいに、政治意師な！選挙のボ
ーテづ ソフの予想、 その犯の予想一す、ファクターを幾ら
でもほラつ込幻るヒいうって
、石片完童を｛4つマやラ（
のが

iネ。の1ノニアの汚れなんビ†。 こ七し1す景＝小2率1法古

何がで

1くτ三

計算しzいけ

げz

一、ゼラジ．I巧い1ぺ思がフ

プηマいすげれセカ．ネ芥后トむ大分娃・塔をがげまし7二げ｛

ゼも、ヤっ11んズす。

々・次がら、牧カベ実際卜自分ビチカ〕プ碓ゲ1。老いべ
芽／回目η擢青ブすわ。 李ア下初痩乞いうや7ピ、ゐ辛しけ
『／）程学研究■に出マい多ヒ、巴・う人て

す。 そっ前／・、芒

請勿孝厚考吾㌧／て出マい！ヤっハ．川．そグ言杯才んθ
分前で、それが㌧番最初り蛮骨解析マ
すわ。た〆、払

会党あHつ数字れ∴バ！、叙ぺ人けなく7、
発表余のいに1京水野くんバ

・「鶏モ割くト・手刀を同い多、

そんナい・〕ゼやないが、ヒいわれブ・。抹量イい脊表fギ
林亨んヒしzもろ払ヵぐ最初し

ヤないτ．すか桐。

叶研究戸い、す…（す、家和事ふ当蓬け初
何がグみパベ、水野さん乞壮んなて．

誘！

い11

いヘゲい

に山を小げ1㌃んといいヒをしマいピ．にわ。
牧田

リレー訂耳祇古へそρころ八っ7・吃れちヵ

2G

テヤグ
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ナヤヤI s川14プロタ・一ラ乙、毛手い7いブllい1川言、そ
の持しどく

与いτ

†杯。

西平衡巧林才いべいくいっブニηけ、根釈1女η予馴て
岐つ マ

ノぐロー レ ・プレデ．イ タ ンヨ レ セボやっ マい李 し

ト枠θ

牧田 仮釈湾㌧そ

泣1京同ビく

．らいパ予苅τ4

つい

もし

トませんわ。

西阜 面材マんいへう司茂宥の岡係の人力くそグ話を秤す
込んτマて、ブ芥寸ん（まゼ・すにて1律にやつブ・んじ一やケ
いて

しエラ右＼桐、

飲回 々うがもし←まセんわ。

西干帥水野÷1い下トい1一灯・すがら、い虹は
分つよく知ら㌦いn zmす。
紋田 政治意抑

η石予完ヒいう乃（京木イ率を勿立がI発荷z

す

れ。

両手 そパい
I㌧いうのが

ら7

すか・お筆1／甘言ヵべ棟茅Tlんだ

Aざん一の主張ビ牛ないで．

すが。池内さんバ

そ

うし一ヤい一いう一一・。し実フ

牧田地内い古しいすヶ1請争し7い茅レブニ。
曲干 あのz人け作七べいレ・んzI

す存。

依岡林茄乞いいは、花打禍デバ
、度1州

くいけ

譲らぬけハ、今

やくんτす。（笑）基本的に村立す／かべる

言わけて．1すよ。ラ尾象画壱率弗い詞1わ7いっ？い6ηみへ、
ゼ・有が｝いうと才本名で．

すわ。庁

ノ方け文月欣、コンテク

．又ト㌧いうんマ…す七・、 そういうむっを童にしブて考え才ビニ

1いト合・まれてい多も巧を請払取1、こわか一木切で．ろ1。

ピいく、こh玄統計卜亨二ねわげビア。亨せよい
して も むす

．ヵ・しいわけて

27
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升ヤ……。
馬干 そ粋て

．池内ぐんが

、「い訴ざら杯すんに剛1ナないヵ・

㌧、画††ん救いくれよ・い

ρっしいブて1いべり

る。（芙／

牧固 弘も〜1ろけ気負い立っマいr・いだ
尼令・又タッフ毛ご有ら・ゼぢぜ

ん立？1すす／．、い・し、

景於舳は何ヵソグブい上ヴ
い『ようブいパ

プ三

1いわけ朴げI固い

、池内君いむ丈勺をい・・（つ。杯君と．

1古傘つ達わ㌃力・、rてマ
っ有ヤラわ巾て

がら、研

すげれゼ、沌η石ヒけやフ1ポソ違

すよ。

1ナビ、倣バ七／いマ、ぼ

く月1常トシ身ツ！て

†ろ杵・板りす隼す三い・こa）干に㌃っマもあ

し

／まτげ外

とも、何が絹謙しブうい、ぼかη人…まビラ㌃い、それか
らまブ1、禍謙！だ1㌧トよ・て稀いヒ困多。依1ま麗村、
「こトぽ形ヒほ

くヒη訪にしマくト、 之いラビ、■言ヂ

っマ涌什㌃いのゼす。だ

がら、便グとし多7

■ズ†幸ヵべ

て

さ3←けゼす． そういラ相チセベドんだ．人亡＜㌃タρビ不
払。

唯一のそラいう1ボ中さオ目テブつブニので

すヵぺ、彼ゲ輿論

干十字にいうころト†㍉ブてη卜、貫同腹の万千完乞グ貫岡以

の研究乞い、のバ ろ3のズす。悶田野雇ヒ生率肩と払バ
専いパ／・・耀押測定…い1官い率プ・T．バ 、こ什に／ぐ
イヤスタニ入チョンや、φラノっ（万、あ3別言方、「あ㌃
アーま・㌧い1碕〕けド日一本メは一いラ同3†てI ゼん
㌃変代φべ声三こ多右・㌧かいつ7・実蕨調査壱ヤ、アニてつそ疎

七マい求すパ、一般発表げ子い時期て

し斥。人体亨んクベ

い多しろか、乃ろいは交代く

弓いグ㌧さだ

ま｛人。 々う†弓セえ3〜ノ／キて一

す

28
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ラ也内け稚高乏r二推高文を重担ているヵ・ら、途中で「壬ラよ

二せ。ヒいつマノぐツ1例

パ、服け青筋立マて怒づす

やパわ。（芙フそして目辛世論科学協・〜

．発表し㍗ザ

す。彼も文ついフマいい・ら、、グ㌦いハしガ発．長
ずる・乞いブトら、逢1中がら、「ぢトが・十ろラい・なんて
…

I

Dだ

がろ、．私（ちも、1ラい1こけ珂完しいヒ

馬っr一丁ゼ名、朔日折岡の何い・いラ人・一一。

面平 嘱川三
沢田楊川寸ルし

半なく7．調査邦表か言回査室長か和つ

ま亡んげれギポ その人て

しトよ。

西下磯野さんビペ1い和げピ す杉。
牧田碑野さん．レ やなが、ピ てわ。ヒい く孝麻的た
つトんz

すh。

い航計剛禾ズ、3・キぐ

い、がザ沢κに／べ

チー勿時期に㌃フ7〜ブニθ社会・調ノ査巧岡斥τ

いタッ

ぼ、方色戸肩ザ

い、けろん欣訂ノ改榎・／方。けけ前ゲ4一貫／てい
ろげわピ．㍉、そうなフ

乙ヲ（んじ

いわゆ；タ変号解打

前ズす巾。

画平 せ論調査業て一棟が
レマ穴リ立つだ

．やケいかと思・ラグ

て。

食ラ7いけいいブ台＼瓜社ヒ

いヒ牛κな†っブ・のはいっゾるで

丁が．

牧岡 いまだ㌧マ与／一㍑せんよ。1笑）すいい山師
寸多ヒピラσ3が

撃｢ブカえけあllます。せ請調査ヒい
うよつザ食、マいいト・／カゼ1か乞いグヒの／つつ

自害べ、「充羊・ セいわか斥くなき崎瑚Z一 すわ・亨方放い
マれ多， ビがら、．ギ者トな言㌧いラこレハ 、似を食うヒ
いうこ㌧ヒっ㌃ヵべみわ1ブビすわ，早す多に苓布呼1ボわク

Uり。ノ毛守呼ば

29
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稀トハよらぬといラいて

．一万㌧

ヂ1ブゼ、淘分にけヤーパけ逸．キ姉1〜1ろバ．いん
です払。いまけそん㌃こ｝ないγ・す（すれピ・わ、業方卓識＝

（二余／依しマ㌃い乞いドい てね。
砂干 しかし、こすい場合1本、！手グの甲場調査の令枇
ヒ痘つ7，／㌧・碓‡的なコン†ル！ン1朴芹いケいを云
†つフーも†づビ ｢う。入社訳碇a／べ行修ヵ・そラいラ
いザいす、（テφ・の詞宜今ネ七1玄倉つザ・ゲた7

しょう。

枚回伽†デ㌧ハい、ピパがい・うい1い1意
識作†映論外亨協会ゼす杯。
西干プー
や㍉い

1

らやつ／プ／「え圭・1一いわハあい1

外I今

ぺ￡いビ†が。

枚田 トれ∴え圭㌧呼ば．トてい多乞、 セんZ1

々受けすやいいベハんマ

もケい評1査

すね、師つηれ㌃くいい

うのバ。そうすき乞、仰すこいい浄有名レになっ者やっ7、
いいぺ協会の次の壮亨の何方・パ小げ

いいマ．

す1プナけ．〃、

々ういウメ1いフ1ド8しトあ十ししマ、困っ（、困っ仁ヒ
いラ州はあっますわ。

→川寸セリ・か今椅助金ゼいらつ？いトげ．ろ作て
1ブれゼも、荷師．小1言／残も毛4ラ？ゲい十げ？

↑

す。 そう

いう、ξ，τ．け、㌃ガ㌃がそ1いうこい†多にしても老し
いマ

す（丁ナ・ゼ毛、吃い・／研究即牟から1ま一・7イー1ノド

が 始ま㍑、マっ有で
7イールピをし？いべいがピ・
ういブぶ訪1大相当パ1ますわ。
こηこ・・ろけ、余ク下手㌃受（ア方をすれ3ヒ後がべ穴妻戸5
もητ

すから、景イ匁巧律算ヵべ乞れうよ）戸8形？．・け受げ？

い享すけ十しゼも。

蔽平 片㌧し哀、 そういラ言回査をヤ・？い書A牡しいラ君

3⑪
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咋1I 、初灼ガら変わっ（、ξ、．ハいグポ・い・1い1
、い注意しゲげトーポい1大㌃いがいい一。
勾文固
ん・し

これいらけ、 斥釜官イηもηむ ンピアいびつ zく3

ﾘ8いゲと尺・1・1す。ゼ1い1しい㌧いいτす／、

信庁閃イネ列けわ→ん払→／し（京包マも列育貢げらわ・㌻い。 中書岡

けやっ？い京す1アト㌧

／本／本z．

む、し什（才何卒が巧！／著すから担。

チ禾算を》ろラ㌃人て女斑なわげて

す。 ビげゼ

窄行間僻の仲亨け、揖算㌧いラもηを男りに矛え㌘げれば1

いつやっ7もいいいな調査てい一あ11埼期は本旨定さナし
てい冒すげれピ

も。

それヵ・ら、マス寸一べ㌧㌃

世論調章岡仔（用較的マス十一ぺ㌧1

ん．7・す々。

・令／秤竹1！テ

ゲい・・卜。通っ一通巧タ麦号解杵けつl／いが、

ゲい1

ポい†けトゼむ。し〜、商売に即奉す

ろものけ、←ヒガガ電電公ネ七い・道倉公団い・、辛して
や市場詞査ぺ…‡すヒ、マズヤー一べ一一けビんF ん峨っ

℃ﾜい・ヒい1ピ 肯乃
芒ナベ㌧ショナパ／†一テ払れいケ毛のい＼そい ÷
τ育7いるので

す。ろトて一打も一

向．ゐ企風乍ん台・に間愛す1ザっ。

だ一から一紬苛叶珂μ誤え1

るいい1木／ザア

㌃リけ／か↑育根毫得マ、．外毫パ号秤杵け1
がけいが〜1いして、阜↑ぎトそトビい声咋言メグフ
1沁†／lよえけい・、ゼ1い1紬はヒ・・／．・い・、そ
れについての

利引け

い

ろ1い・1・うよ）なし離、

マスサーべ一によらプしマ マ又†一へ㌧とい）意・水
tす、／〃δ．人以上いリ0〃入以上巧むη喜いラマいチアベ

そ什．い〃ビ才㍗え1い・、づけ
寸｝1

、い

いいんだ．㌧Iい1リ

亨祈！いリー、哀い意咋ビ1す師祈7・

寸げれゼ毛、そ令リま荻号解析㌧い．〉毒味し一や㌃いのぐす

3王
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松。 そういラ七万司タく㌃

るイ頃勺州ゾつまず。

グすい、．．1いシ・・1／ンタポ1い1べ仕幸にい
布や）勿z．Iす。こト1寸全く判ノ！か

は令つ尺．市く辰ト㌃〜ブ㍑え1ゴ原価が

合・わ々いて

す淳。令頼

3・乃て

、入／．／

・彩貴七べ〃、けビわ合わ㌃い。冷！1、い岡、チ
わいトさバ

V本すわ・ら々。々ういラ伴芦他一ろ三移ノ受ふえ7

市マいる。イの、とで行幸にシビ

7に㌃っzぐマい京すわ。

非常ド六号H士亨毛出すよラ㌃ヒころけゼ、そラいラ碩
向バ．浅くなって亨マいます佃。

前は、六号トハ。ハニもパ言、マスサーぺ一zい／本バ

／〃丁月いけって…l1・レマい㍑べ∴1い1件亨
け去ない．セいセ1・い荻百万。ン七字つ稔。会顧は変わクぼ．な
！・七

わしジよいけトゼも、調査本敦ヵべIふ之マ＜多．／〃・

て円て

3本しなすヒす吾㌧、3ネzリ〃ノ万門。むレこ←し

カリ〃万円戸

吃し．rっら、何い・辛ザな

ぐいブ朴け

斥いそっげていすわ。 レゥ・毛丙そド役立フ方向

こ叱で1、ヂんだ んシビ
西干 変㌃言書ビすげれヒ

㌃ら

分何といラ

アに㌃っ？育てい京す粒。
も、興諭村幸栃令に八ジニいヒ

い1希望牙1ド域いい／い1が一。
牧岡 々いポ絵科も今

／高く島いゼい・らちグ

す

（ア朴ど ポ ト戸＼ こ例ぜ界に人ラて一面平さんもご在
ビがもレトま七んげれビ も、新谷肩kいラ．・・は、公害同

題ノいなんしがわフ（セきト、市場調査卜非常にシムッ

ジ1しましマ、食分1まい調査の仕亨けヤめハい・て
全！ま遮っト亨種卜移っ（。い・し．最近けや一マいま
す担。

この仕事い八ハ、家ブ灯らか川1こ・㌧室や一〜ヤ
っでいます桐。令杜げ．やわたラかわっr…します！リt
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24959

ゼ毛．何デ8んビろう し、私も有よつ どわゲら㌃いのビす．

虫干 相当幻んゼラて

．しよプブ三．がザ岩い人ヤ何カゼ

志腹方ヵぺ峨つブてYが、々んなこヒけ々い？
才矢田

そへげ…金一寸τヤり多㌧いう杉て一

アが。

淑るかも レれ茅ノむ

んけ和ビーも、やブけr家ブニ剃責つ仲亨存ずる．
もう／っ1言 、専す6に律院看るく・ケないわげぞI1†桐。大
体トおし・てz

さ上が

ワヒい〉っ（すいないわげビす。 そう

します㌧、初川言草人を抹多←けビす。．大学z

率攻しマ

いろ乞いワブて・て、そん汀もの何の天一Iしにもなク‡寸し。
fづ

がら季苔句、 ／杉、今4今均3わけて．1↑。

そういラ素咋て・．考えます㌧、今こ．．つ通性バ㌃φ・ひハっ

七・汁にくいんマ・すけトビθ、 ヒにわ・く何もわいら応力を

才雫多わけビす。ヤっfブフこラいラ調査業zI

は、経験者け

梓つブ らいビすね。t しろ、われわれハとしろトいマ、
メーブンーに移動す8㌧へ 考ラい）方っ†バ 多いゼすわ。
ドがら、メーカ一ぼz
マLが っ芹肴｛旅3←げ？｝すけ朴
いう、わトわれ（まなべ

清水元はヒ

年が吃うけいφ・㌃いビすわ∴

．η朝日抑岡のす・いラ勿け、今祈マい

け

†よいんズすが。アてしハ目ネツ†一升センノg一にいらラ し
や・（。

牧田 もうみ ヤめにな、ト†ブすが。
清水 いまぽゼうτ．／よい・。（手■・くは芦目にか小一（こ
池ポ＾へげれピ・も，い合いろヒ手いた毛のτ

・一・。

依田 乃＼村†ん1す仏も布よ。 セ形ピ．7いますげ→／しと

あのナて

（書なハ・たz

毛、

．すわ。ビ†らが㌧・いランシャープ

ヒいいますか、ろるいけめが

ねをかげてみ・らトト。愁し・

セ・し・てはすよフと中！上1プ下＜／一τ↑げれ・ピ

む、だ．が÷、

車ア長芋．んド，い・ゼうがぼわから㌃いわけ…す。よく碩
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を牡†什マいトもので

すから。号列訪て

布水桁剛杜1け狐3手、≠予く

す。

ぺτIホジ

篶ハベ力・

わつ布やい余すがら、なボ㌃か長期稚締しマー…一㍉

西干 本村走！

一牛ないん1

し1う一皮けヤクいプ木

てい。

牧田 馬3ネ三度が7．3くく1言＾ラトーブす枢。才打†んじ．

や

㌃いゲ思・う。々れけセ布調査の人ド乞弘は鳥う人τ

す。

冒李せ諭詞青博り休〆あれドセ

清水

テレビっ追出で

ん遮、牽しトんz

7ニこれブ4わけz

すゲら．

、市場調査†乞いラ七のゲす・いぶ

！よい・一

封欠田 輿一言宥デミ十掌カトつはテロップ。ズね．マ盲すね。 汚れけ

世論調査ヒいい川．Ilか同憩て

†げ〜・・も、イ列ぺ／η

人卜岡ξ寺しト」ヒいラ、月確目7時がら巧丁83η番
組Z・・、関口宏ヵべr合そしマいっ、1い…ス4〜・リη視聴
率ア〜んビす桐．伸〜2∫乃ヒ1・ラ乞相当高いわけビすが∴
延．々ヒャっています。

トビし、々牡τ・収入η上で．作宰に尺言い修ゲ、櫛けバ
タい1修がいラわ1γマいけはい。て

しら。メテ｝イア関停っノ士

亨はサ常卜低日に1甲えらグいろ。い川1．デ㌧クバ
タて一すわ、 ニト八巻名更調査1言、T6∫巧トつ7
にわ、マし・表す。 才

ノゾナ1しヶ冒司査マ

代／杜け・てい1今ピ

ソ

言回査稀岡

．すわ。 こトむ丁ββ

や㌃くて、丁β∫界の手…ワ

ータビ、丁ノゾ〃データ／ぐソ7い＼… ．。
1育水 そラいう面も確ガ（、ゴギいチすけトビ

白、昭和3・

争！何物カトテレピの締宇調ポいい七へ始い．宗／
トれ。そトで、元レピの普及率か・・／η71迎一くいけって

㍑すピメーカーい一刀広告媒昧毛、促ヂのテ看写のメ
アンアから電娘のすへ切／かえ言、りレ（一そη巧勅琴
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を調ぺ

マいいとパ・、市場調香二いラハベ・室んに∵つ7

枚田 そラ1・16の列劾栗パε 1えドいますげれゼ毛、
／私青劾釆痩／定㌧い） 、穴さな澗査毛ヤろピH亥／ゾ
†・つで衣す押、市場詞宜閃帰ヒい〉か、メーカ一間停τ・

1す。けアハナビ打亨

にボいいをやいいラ州、た

茅トわつます。た・川ポ春。市ヤンペーゾ、千人η†ヤγ
ぺ一ゾの前チ多言岡査て1．す払。 ブニI

向㌧しzけ肯けバ

げゼ、そラい〉う巧｛、イ咳

大々．的い〔わhい㍑1戸8発1・・で．

すれ。

いま輿一輪矛…ナ㌢なん古・て

ヤ。てブっますもηで

け、cF

テス←、実障のフマーシヰ〃7いレハ皮1てテ又いg
にヤ5。己すろんCκの祝晦率も中・けボす什ゼう、そ
払だ け一彬立し7†1ゲ・1しい本、いまのいろけ相晦

琴調査ビい部分カバ．一にい1から．ひしろ賀幻ハ

こいゲい1い7一・却仙ラいリいヤい一 ｢い1
ナ用卜㌃バ／・ハけ す杉。祝袴率〜いけ・
勤栗ン1ハサ

．けいま七い／㍑ゲ・・すけい・・む、ヤ

1ガ／視聴ギCい丙†を見1。そ件7・．とい・く見ら
れ弓しηげ一、応・c〃毛児zい歩んだ㌧いラ孝之レ
が㌧外います伝θ 吃ト七へ証於に、視移雫が．
・わべっトつすさのプ＼ スオ

やない

上か㌧た〃下

ソサーヵ、いかわつヂすか・ら栖。ネ見

聴亨ヵべ低くな1ア川いラいけ、C

見1牢力…低い

っrニカ今ヒいラ奄味卜解釈し？い3←けて
すわ。
大イ奉調査㌧いう川プ声．号貫卜沌べ 一ポ・いろん同題

にい㌃いくらいダ1いz・・す杉．広幸一責け何†冷、何百
催て・すがろ、セめマ声㌢貧の／zぐらい使ってくれ朴け・
どいラ尺ラブ8巧ト・バあつますげれビーそ、 ながなヵ・そうは
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いごまイん枠。

利く そ1け調査デ

一夕川西値1い1いについて、

居本の企孝勿広号関係者1すま〆協言碑ガ勢いハよll・。
牧田 今ラいうこ㌣けないヒ、啓い家す。私なんがη乞二
るで
も、パ程度†竪以とη私管ノ令梓から才β当調査バI禾
ています． 吃れドま自分。 tごろでソト毫セすわけピ．ヤ㌃く

て、広告ち受けll一紅竹㌧！zヤけげて一す戸。
トけ1す
視療率調査、㌧いいけ電乱†い・い碕っマ1・ま
すわ。あれひし朴て，毛、／っ一太十ラボつス十ソサー雄律
ヒ1・ラヵ・、 そういう毒咋6あ三ビろうIヒみいます。 々ラ
いう存咋τ．け、符卜電孟さんなん・か、 自分。馳・下ド置い

マい書ピデオリ†一テ．電孟．つサーチ乞いラηヵぺ巧つま

ずバ・、電乳ヤ仁けハい1姥いズす払，llそ

〃い

、 Z7トけ、 臼 分巧 と こ ろ ゼ㌻周室 したデ㌧ 夕 ち本足イ芙す3 ヒ

いう布良方か・

打孝1｛苑いビすわ、 そ件1末梯・げプらいえげ一

尺しいけいい一しょうげト七七、． X1い1帰敢を一
季布卜広宥ヒす3oゼ、需要はノ婁い」ヒ思・います。 4ぺ理店z・・

も、．イんな序え†をサ人な椅っマいますわ。
／トぐいヒし与で すヒ、㌃が㌃ボそ朴乍 1ナ巧六亨㌃広告
はぺって亨享せんがら、7
ざヶいご修もあテ㌧忌一い著す

べ／l・規模戸げらや一．ハトい思います。、加重っ
ト也ミろけ、自分・ハ㌧ころプけヤらないマー

、わわわれη

いみに季記寸分けが、ゲい1い州・相当パ／ます
わ。

やっ1ガっブータ、亭等仁㌻ト3のτ す払。 イ←け何も広
言I切牙ビザなくて、そト以叫巧もη。ブ㍍、んけ一・国微古ペツ
アーヵ、4不ヅのヤヤソヘ。一ンちしよラ㌧してい吾㌧、 イれ

っ利用者けゼηくらいあ3o力＼†ヤソヘ。一ソちすぎ冷
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杜に今ト毛やら乍参。
弓

ほポ、店毛虹す尤いラ場合っ虫、店計真て

すわ。 二

1いうも列毛も†今んグ1宗すし、祈製品の場、朱も、広
告ち取さこ ㌧と同時卜調査も取ワマく言。 トだ．し、 臼。か

のヒしろビ7イ 一〃ドワーノタパブさないが4畜司査機劇に
任すヒわ・、フィー1レビ7−7も自分勿ヒこZフでIヤ多ヒが、
い／・1ので・調査1看重ガ京柞考1二活脊だ㌧ノ巴、い余す。そl
11

ﾜヤけマい1み・抑、わけぺが㌦・ま引付げ・や

っエレヘ書／七字州・ゼん・ゼん、／・えてしへくい・ラ意味じ1や㌃く
てマい†柞。

而平 ゼい巧い㌦）ゴざいい朱しト。

3？

