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§潅　は惨めに
　身透にある建燈の醤盛を較べてみると，定規全体の長さは勿論のことたとえ全体が濁む長さのも

のでも織部についてはずれが晃られるという場合が多雛。このように櫨互に目盛のずれがみられる

定蔑を羅いて正しい長さをだすには，この定緩をどのように使ってやればよいみであろうか。この

ことを懸る一つの手掛導として，定綴の穫い方について教科書や物礫実験書の中にどのように書か

れているかをみてみることにする。

1）紙訂　物種茎　東京書籍（昭総．逢改訂／

　　巻末のヂ濃彗建徳と有突舞数字」の壕譲こおいて「一誤差の原露としてまず考えられることは，尺度

　のめも勧漉しく齢染織冶こる誤差である。この誤差は，死しい尺度とくらべることによっ

　て知ることができるから，灘建纏にこの誤差を補えばよ静。これを補董という。この1潔か誤差の

　原鐘には…一」とあるが，「長さ，質量1のはかりかた淫のものさしによる長さの濠彗定の2童意のとこ

　ろで1ま「正確にはか離たいときは，ものさしの各所ではかって，灘足纏を平均する」という記逮

　しかない。

量l／勃理実験事典　藤縄密夫・朝永振一郎監修　漉本義夫纏　講談歓（紹3§．3〉

　　「履基本繰難…と機械器具」の物指で長さをはかる懸紙の要点のところがら鼓舞してみると「麹指

　の嚢蟻婁ま摩滅もている恐れがある紛で綾羅しないようにし，纏の部分で灘窪し，それらの濃彗定魑

　を平均する。いろ鵠ろな離分の灘定を平均すると，鶴指の目盛鞭が一様でないことによる誤差を

　少くすることができる。一一慧とある。
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・灘／基礎鶴遜学実験　下材健次飽編　共立墨蔽（昭垂7．嚇

　　「基本的な灘定法と灘建器具」のうちの種麹差の縫い方3のところにはr…また，尺度の§盛は

　各謬分で巻ずしも均整とは鰻らない。これらの点を考えて…劾差の種々の場醗で灘定を繰返すの

　カぐよい。盛とある。

今弓騨馨した裏馨分にも，縫えぱ

　（1〉定燭の講ケ所瀞にあてて読み取った縫を雫均するだ諺で，累たして糖度があがると考えて

　　　よいのであろうか

　（童舞　　騒盛徳琵が必要だとして．それはどのような方法でおこなえばよいグ）か

箏の欝輩題のあること青書わかる。

　雛下，！ll）鍔縫題から畿難し，その結果と経連させて（重〉さらに定鏡の整い方に絶しての一般的綴

麟へと発緩させていくことにする、，そのために，まず定規の補正をおこなう一しで必要な§盛のずれ

ε、をどのような彫で導入していったらよいのか（§2〉を考え，そのま1で§3で1ま残る定規iこついて

の§盛篠歪蕪線を実際にかいてみて，それに基づき実際に読収獲を補正したあとの数績と雛歪なし

の数纏とを比較することによって鶴憂三することの必要量盤を，さらにそグ〉霧菱の読取薮懸および平均操

警三に隣する議彗約紅ついてみてみることにした雛そ跨あと§壕で，定規全体の長さのず駐ε鴛について

必ずしもこのε．を灘達しなくてもよいとする糎遜実験書にかかれている内容の是葬について，また

§§で慧このε．の簸を身逝にあるも｛7〉を韓鶏して求めることができないかを講べてみた。これらの

馨盛補亜1こ鷺して導かれた涯意とそれ践外の注意とを臠せて，§§ではまとめをむこなった。

§窯　定趨鐙縫盛のず舞を表わす盤ε葺の導入

　達美綜こついている霧盛のず麟を補死する場合，隻ず1葬1盛のず駿をどのように表わすかが問題で

あるが，こ穀について1よ薄逓次ξ琴ようにおこな1まれている。奪お・，以下で1ま3（麺畿建i矯を撃戯こ考えて

いく毒ξ，｛憲ヂ）長さの憲規ヂ）．き舞・合で竜フ羅童蒙な緩い寿婁できる。

　　　　　　　　　　　　　　　今，載る物捧の一辺を定繊三密羨させたとき，その爾嚇簾護盛

　　　ε、　　　ε　　　　　　　がぎ縫鵜と晦だったとする綴董参照1。この鍵盤鈎と篤にお諺

　　　　　　　：ノ『一一一一『『すれ　粥盛のず纏そ親ぞ巌∫，鑓献憾，こ栃曝窺鑓

　　　　　　　　　　　　　　の真の長さ膨と

　　　　　　　　　　一欝葦盛　　　　農業（篤÷ε舞一（艦÷ε∫｝　　　　　　　　　　　　　墨

　　　　　　　　　　　　　　の縫孫によって結ばれているものとする．掛を変形して

　　　　　　　　　　　　　　　炉｛難r瞬÷（ε戸εぎ）　　　　　　　麟
　　　　1餐茎　　　　　　　　　　とすると，毒選の隅一鑓拝まこの走競の目盛が憂』しいと看織したと

　　　　　　　　　　　　　　きの長さ，簿ち莞かけの長さを表わすものであ警，ε，一ε葺はこの

殉…粒を蒼しい長さにするために施してやらなけ駿ばならない捕獲を表わしている．難事，懸一物

体をそ誇建騰の欝盛のi雛から蝶1まて年毒難題なくあてていってそヂ〉長さを読み舞文って誓～くものとして．

嬢li武を次のように叢き嚢窪しておく。ただし驚喜霊｛）とする。

　　鷺鞭嘉＋（ε茎～ε∫皿董1　　　乾物ド無縫　　　　　　　　　　　　　！3！
なお③からも癬かるように，補廷慧欝に＿ニケ醗でのず舞を装わす輩の差で式の中にあらわ穀ている

か毒，鞘の内ヂ）一つ1麗壬惹の綾を選ぶことができる。以下籍単のために

　　露ボ奪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯

とする・この｛奪鎧ついて少し譲i響きを擁えておくと，ε，一概欝欝受取懇！舞一翫を補癒するものとして導

入さ離たものであ総称，奮、の鰹々毅簸1こついてはそ舞ぞれが其通の嚢盛を起点にして灘られたも

ダ）であ箏さ爵す駐1ぎそ轟翼選1の譲盤がどこであつでも構麟な騨はずである。しかし，らそのものの
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意練も1まっき弩させておいた方フ馨以下の議論を縷1幾していく一転で都合フダよいので，一つの逢妻斐とし

て1婁という条件をつ鯵擁えたということである．こ群集嘗をむくことによって，翫＋程がその定糧

の醤盛（｝から雛盛鷲ゴの鋒舞の嚢（ノ）長さと規定されたことになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　今縫2一露こあるように綾達しようとする定規Aについてい
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麗曝　　麗唆　　難童 鴛揮＿蓬　鴛箝

る目盛を§等分したときの区縫の影離1こ1灘1継⊇激する長さ給

影響本，醗1えば霧の建矯慧の讐穿建の5舗薮馨1を指定し，その｛謬

分を定規Aの聾盛｛｝～5騰の懸，5～玉｛短盤の懸，一・…にあて

晃か諺の長さを読んでいき，それらを窪董，欝2，・…一とおく燈

　これと麟馨操馨を，襲2下にあるような一一毅麟な場合につ

いておこなってやるものとすると，馨／，纏1式を絹静て次ぎ）関

係を得る。

　　農業亀＋　ε玉壷

　　揮＝農誌／ε2一ε玉／，

　　農融き÷（εゴε2／，　　　　　　　　　｛慧｝

　　　　　　蘇i2
　　　　　　　　　　　　　　　　　窪磯陣す（ε鵠一ε距｝董）

　　　，　　，　　た斌，陛下碇翻の特定躯懇の轟叢論つで碇灘の特
　　籏　　ε捨　定鋸難ま擁、÷、に一一験すると厳ら妙．肋齢盤き露一方

　　　　　　　　　　　を恥または艦載に一致させるのではなく，むしろ翫と翫擁の両方から

　　　　　　　　　　　瞬む鍾ずれるようにあてて読むのがよい。そ跨結集擁えば緩3中の記

　　　　　　　　　　　号を購募ると，εiの後彎にε二が，ε窒の薮津）に4が式の中1こ入ってくる

　　　　　　　　　　　のであるが，よ慧どず駿の変勇が激しい定規でもない醸弩ε1エε，，ε皇

　　　　1螂　　　可、播鰍鴛、働ないであろう．その轟縫師で！獄1鍼立って

　　　　　　　　　　　いる。

今1§1式巻次のように書き直してみる．

　ε圭＃　嚢｝　　亀季

　εず2ポ（亀斎婦，

ε＄罵3㌍編i糠2琵琶〉，　　　　　　　　　　　　　　　　織

　　ε範盤雛一（亀＋窪2÷一一一＋趨難）

この式からわかることきま，全ての概の看嚢を舞…る1こは，鈎の“縫にε、～ε悔と窪の内のどれか・一つ｝の毒邉竜ナ

わかっていな診れぱならないということである。義々は痩宣一量二ε舞纏縫をこれにあてる．このε難を箆1

るにはこ標準的定規≧を購難て直接披検定箆矯Aの鐸盛○から3｛｝までの長さを読みと警これを欝と

するとき，転の建義式から

　　髄÷ε．／一韓÷ε騒1罵縢

　　　　ε二欝一3癖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（71
　　　　れ
が成立っのでε．が求まる、今横軸に緩緩定定総盛の目盛鑑を，縦軸隷§1と⑦とから求まる§盛のず

れε≦をとった慶標一ヒに

　　（艦，εゴ〉　抑奪ラ董官2テー・一，霧

の点をのせる（麟垂参照〉。次にこ舞らの点を溝らかな離線で績んでやる。このようにして得られ

る農線をこの建．親裁の§盛補i蓬1鑑線とよぶことにするぴ
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§3　3叡矯定規の鍵盤補歪曲繰

　これまでの話に基づいて実檬の定規につ静て§盛補距懸線

をかいてみることにするが，その離にまず考えて壽かなけれ

ばいけないことはミ標準約定煙モに縁を選んだらよいのかとい

うことと，講ヶ辮の点（鱗，ε身に基づいて羅盛補藍懸線をひ

かなければならないのかの二点である。薦考につ雛てはノギ

スが考えられるが，綾絹の際の硬稀さを考えてこのノギスと

欝分量程度の差しか認められない藪ドイツ製の総艦定幾

（S掌A銭PTL董…：嚢　鍵A嚢S　56｛》　魯む一璽｝蹴茅単にSτA藝1至｝T－

L狂銭と略する〉を選ぶことにする．後老については具体的に

あたってみないとわからないので，　この数を∫とお㌧き一癒」

＝憩，蔦，灘の場合について競較してみた（図5参嚢靴

なおこの」は：（驚の＄捻の箆と講むもので

ある魁目盛驚、との混蹴を避けるため　　　εま緬／

零軽の議i至｝1こした。ここで例えξ蓄」盤iO

とは定乗箆9の特定の3（磁区縫（鍛え1ま

羅盛欝から欝までの琶麗〉を定規Aの　創総

（｝～3，　3～§，　6～9， 一・ C
27～3｛）

の懇盛の懸にあてて読んだ艦からε∫を　　昏

誕算することである。

　襲5の～算欝の場合の基になった
　　　　　　　　　　　　　　　　　一§．薦盤綴および講算遜程を表iにあらわし

ておいた。こヂ〉表で謙算盤違いをした

かどうかは，嚢中の＊鋒のところの数＿§．鎗

綾が（1灘潟一致もているかどうかで

みることもできる。なお亀については

彗、数第2位までしか読まなかったので

傷の季讐もそれにあわせておくことにした。

　騒5からは，

欝

○

ε

酸漿　繁盛補歪麟線

鋳

驚喜

、
＼．』、　ま二驚
　、　、イ
　、　　＼、　裏業焉　　㌧　　　　　　　、帽　　　　　　　　　　　　　砕

　　x　　　　　　㌦、　　　　 一／
　　ノ、　　　　　　　、“『一－
～　瀟3｛｝　　、、　　　　　　　＿一

麟5

講
　鷺’

　　　　　　　～の纏によって各醜線がバラバラになっているとみることも，各麟線は§．i～§．2盤

の串の中には納まっているともみることもできる。一方，亀の纏を読むとき醤分量的なずれは避iけ

られないことを薦握としているので，その意味ではむしろ緩5中の各懸線は縁ぼ瞬一の麟線とみる

ことができそうである．しかし実際難題としては，各・蕊線1こ基づいた補登三を施したあとの数麓をみ

ては蓼めて績論がくだせることである。

　そこで，躍Sをかくときに｛薫った緩検定建逃琵で煙草（エコー〉の箱につ継ている意置グ〉縮を濃窪っ

てみた。その結果を表2にまとめたがこれから読み取られることをまとめると，群彗じ3に対しての

鶴メー露諺εズερ灘がまちまちであることからいくら補藍をしたといっても一麟の灘定では正しい

績が欝られるとは鰻らないということがまず挙げられる。にも掬らず，蓄算欝．蔦，講と選んだと

きの補正後の平均纏およびSTA獲）TL狂盆から直接読み取った纏の平均とが一致したが，それと補

鑑無しの平均甕澄とははっき弩籔雛されることもわかる⇔これらを基に，　まの纏についてはそれが余

り小さ過ぎるのは縫題であるということは容易に予想できるので，　ぜ＝欝覆であれば十分であると

結論しても講わなそうにみえる。

　しかし，よく考えてみると表2から

　補登鋒菱の平均纏は」σ〉纏に無関｛系に…：竃の纏1となる

という結講が得られるのではなく

　これらの平均纏が一定であるということは，表2中での数纏グ）読み取りや誕算の遜程に誤絵がな
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鰺．春暮～2玉、2§ 3．騰 一食．縫5 一§．盤§ 一幕．○鎗 3．i8

2亙．§o～2蓬．2春 3．2馨 一幕、鍵§ 一転、（護3 十〔｝．○§3 3．i7

2蓬、総～27．露 3．i8 §．倉春§ 十〇。暮春2 ナ§．倉総 3．i8

26．8§～謁．蓉§ 3．錘 十む．醗§ 斎馨．縫7 十春．艦§ 3．墨7

平　均　纏 3尋8§ 一〇、○醇§

@　享

一§．毒欝3

@　毒

一§．§｛｝§7

@　毒

3．i鴇

3．i76 3．玉76 3、i76

補歪なしめ平均癒 補藪後の平均籏

表2



総 轡藤幸夫

　かったというこ』としか意聴していない

ことに気無くことであろう。このことについて少し懸れてみると，まず纒翻〉§盛補正麟線をひく

ときζこ｛薫ったε難の舞i暴寒いずれもSτ汽萎二舞TL翼翼から嚢箋接求めたもぴ）であること，お・よび表2中の読

取甕瞬をつらねてみると定規の蓉盛をミほぼ溝遜なくぐ購纂て雛ることがわかる。今，もしこの建

寵グ）§盛○から3§までの縫をさ完全に講遜なも繕いた場合1こは

　　　　　Σ／鶴一εゴ　董1＝ε皿一εポε搬　　　　　　　　　　　　　　　　　麟
　　垂二王

からわかるよう1二愈の嚢姦を求めるび）1こ亀の飽に毒まぎ搾グ）魑しか鍵1与しないことになるので，表2のも

一転の三喜均鍵鴬ノーεゴカぜ～の蓑蠹毒こ霧葬峯なく矯…｛羅纏となること

1ま講算する羨から予想されることであるぴ暴｛本鍵1に表i，　2　　　　ε・

の数纏を霧募るとε韓／蓋｛）二一〔｝．（簿§e艶と」二蓑き，欝，3｛》の場

合のε妻一εまと力彗星i蓑㎜一致しても逸ることからも養窪かぎ〉るこ1と毒ぜ

できる鼎なお，　このことを馨叡芝擁甕でも離して』みると，酸春鈴

灘盛徳蠢蠢鑑線イ〉，（寮｝，を毒漆離婁通グ〉ε韓をもっているときに1ゑ，

それぞれの建議の嚢盛を満遍なく綾って購一の長さを灘足す

ると，いずれからも講一の纏が得られるはずだということで

もある。

　一方誤差論の教えるところによると，建議｛ノ）義盛のずれが

簿等かの影で求ま轄そ堵芝によって補駕するならば，こ一膳t糸

○

1構
図§

霧

統嚢勺響趣差1ま楚，選し暴冬えたものとみることができ，残馨は鐸轟然釣誤差だ諺と考えることができる。後

者のみの場合，i｛懸緯）読み取釈こ基づく雫均纏騨）麿難数字の鯵数は元の纏のそれとくらベ一桁上げ

てよいといわれて継る。このことを羅も》ると，少なくとも蟹擁縫のε∫毒重難くような平均1こ1ま隣合はな

い§盛を購騨た最低§ケ醜からの読取≦藏をず養いなさいということである。　このことを足掛辱として

言の庭甕を決めてやるため，　轟茎｛メ表2の数嬉を簿重転義ることにし，　潤え婁ま奇数番謬の読取鑓婁こつ蔦返ての

み平均してみると

　　～篇灘一一3．i編一歩．縫i＝3、董？蒙囎）

　　～m玉シ…一3．露§一§、鱒§罧3．至鷲

　　ど輩3籍一…3．i溺…蓼。書欝障3．至驚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継

これと姥鮫すべき蕪は，表2にあるSTA護〉TL猛襲から直接求まる3、玉驚盤である。この糠，亀の

読み取鞍〉蝶の§分量の霧および鳶効数字の意瞭からみて，これらの数綾はST緬灘τL混酸からの

難と葬常によく一致して静るとみるべきであろう。このことから

　　麩盛補迂鍵董線をノ｝～くときグ）分雲華の数Jlよ董今で一新分であ辱，　それによって書議嚢三す旧るとき1ま少なく

　　とも連続しない轟ケ所の談取憩1について，補亙，平均しな鯵蕊ばならな鯵

といえる。前半曇羨慕遠べたことと艶掛諺1ま懸馨でもその意嚢春毒よ全く異なっている。なお“，一…般1こ

単均鑛櫛禽楚数字の籍数を一つだ1ナ上げてよいことは一しに承した擁からも購らかであるが，補歪な

しの美最合に1よ，一一著参勤塁デてよ静と雛う縷凄艶青書全くなも冨ことと表2カ・らも舞舞ら毒～なようξこ，精々元の

数蓬のもつ講数と同じくしておくのが無難である。

§轟ε纏の籔“こついて

　εゴ輯瓢蓼，玉，2，……醇の誌鉾暮1こついては前！こ遠べた遜警であるが，ε艶についての義々の籔いは

§2でも選べたよ鷺こ糠準的定規から直接読み取った。しかし，麹理実験灘漉いてはこのε．

についても％と購様沸と飯定ミした鞍潔盛の各漸が均整であるかどうかの検査だか航という

理窪1で結果約に｛）とおいているもグ）許き3である。そのいくつかを琴i耳垂しておく。
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1〉政訂新蔽　物理実験　睡嚢丁蔽　東家大学教養学部物馨教室編　学徳麟書（昭邸．5〉

　　ε銃器の§盛弩の検査］の申で次のように書いている。ヂ…尺穫の§目盛善を正しい尺度の○欝

　盛りに完全に一致さぜて正ヒ較すると考えればよい。したがってε藩ま（茎としてよいがε董夢ま必ず

　しも9ではない。ε鱒を知るにはどうしても完全な尺度と比較しなければならない。しかし薯遜

　には尺度の懸醸の不矯麟さを調べるのが羅的であるから，ε臆もまたGとして取搬う場合が多い

　のである。」なおこの本でのε購我々の記号では一εゴであ警，一ε圭窃が丁度ε．にあたる。

1童〉基礎教養　物還学実験　臼井綾二弛著　学徳図書（羅錫．3）

　　ヂ羅1管の太さの検査雛の項で義々と購馨式を難いている（ただしε乏グ）代馨に底設が，ここで1ま

　特に理浅を挙げることなく「傷．血．はそれぞれ零である」としている。

灘1五訂　鞠遷学実験　吉欝葬三鄭・鼠羅文跡著　三憲堂（昭葬．2／

　　「毛織管の不均一綾査涯の項でε艶の報継について直接はかかむていな糖が，そこにある内容か

　ら推察するとf浅々の翫三号を灘継てε畠二ε箆＝｛）としている。

量擁鞠理実験法　改訂版　中材濤二　岩波全書（欝65．鱗

　　「尺度の鹸査」の項で，その尺度の§盛が各所均整かどうかの検査の場合には㍉．ε．ともに○

　であると｛衰足しているが，　さらにこの仮定の下で求めた監を読取嚢嚢に饑えてやることによ弩正

　しい長さが得られるとしている。　　　　　　　　　　　　ε
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫
　木筆にこれらグ）実験書にかかれてある内容は窪しいので　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きあろうか。このことを講べるのに，今麟5中のぎ　痩5の目　 臨．薦i

盛補罷懸線をかくときに穫った盤纏を馬騎て，ε轟に実灘簸　　　 1　　　欝　　　　鱒　　　　騰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§、　・　　　　　　　　　　　　　　　驚∫
を入れた場合とε。を§と仮定した場合σ〉醗綴とを姥較した　　　i

鎌塞ξ糞罐丁糠競難穿叢貿　！　　　飯建
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸．嫉　　　ε紬皿実灘蠱

物錐施し蔦脇か嘆な旛黙ぜ齪くる傭　1　　惣
窪酷なことである。

　このことをよ琴一般的に示すには，ε．に実灘魑を入れた醗線と§と仮定したときσ）麟綴との麗

にどのような関係があるかを知ることにより璽能となる。そのために，縛）式で騰＝窪§とお静たと

きの各ε∫をあらわす式を，醗のみを含む項とε鶏二ε．のみを含む項とにわ酵てみる。

　　　ε！｛辞窟∫　レ轟ε・5

　　　ε2｛鍵翫冠瞬2／〕＋長ε茎5

　　　　　　　　一…一………一一…一…　　　　　　　　　　　　　　　　　　 麟

　　　εジ〔撫亀嘔趣2÷一一＋偽4／〕懸ε亜5

　　　　　蓋5
　　　ε！5皿驚ε篶　　　　　　　　　　　　ε趣〉
鵬麟をグラフに競祝筋鞭8で納．ま勘　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．騰ると次のようになる。

　「ε据置（》を仮定してえが雛た　麹線」と「（｛1，〔））と（麓，　　む一　　　欝　　　 欝　　　 鎗箆垂

　ε艶＝実灘纏／とを結ぶ直線」とをグラフ上で足し合わ　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε鱒器§を飯箆

鷺締る　　ヤ実　懸続慧騙’実灘纏／亀轟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　継ぷ直線
　このことから考えると，ε．薫轡の仮定の下での鋸盛補　　・　　　　纒8

正麟線だけに基づいて補駕することの無意味なことも，

ε鰭毒1｝である護舞舞たとえε盤工§と｛反寇したとき全てのε∫
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が暮と謎算されたとしても定規4〉目盛が均整であるとは結譲づ1ナられないこともわかる。

§5　ミ標準鹸定規試蛭手に入ら奪雛壕舎の麺叢

　§垂の誌から，ε驚またはそれに撲るものの重しい纏が得られないならば，たとえε蛙＝Oと仮定し

てその定蔑の鬢茎盛補亙蓋麟線をか雛ても意轟泰がない，簿ち，その建1蔑を羅いて嚢三しい長さを求めるこ

とも，§盛が均整かどうかを講べることもできないことがわかった。このような事欝のため義々は，

どうしてもミ標準約定焼鳶を手に入れることが必要になってくる。その一つがこれまで使ってきた

STAEPTL鷺鰹の箆矯であるが，もしそのようなこ定蔑ヤがどうしても手に入らないときはどうす

ればよいのであろうか。

　誰にでも容易に手に入れることができるもので，憂しく鑓盛られているもの，ないしは長さの決

っているものを探してみると，グラフ欝紙の目盛や官卜製葉書：の縦横の長さが考えられる。まずグラ

フ絹織の欝盛菰ついてはその上にコンノ堂スで響をかいてみるとすぐわかるようにものによって1まか

なりのずれが晃られる。そのずれ方は，一般にはや・精度のおちる3蝕建縄の霧盛勇それと羅程度

な鈴で，グラフ欝紙の藝盛はとても薩票準縫定規鳶の代馬にはな纏えない。

　一方．官製葉書の方は欝．饒欝×懲．8徽の蔑格違警葬常に髭確に悸られていることがわかる。具体

鶴には3綾里べても，その誤差はSTA獲）TL狂嚢で読むときの藝分量の誌董に入る程度である。した

がって，この葉書を2枚躯托3教蔓べることによ競§、鰍盤，講．総幡の長さの矯準が得られると

考えてよい。　しかし，いくら葉書の長さが死毒窪だといっても，建i規の目盛の検査1こ購いるとなると

実購一L紛不便さはある。一つにはε健の纏を求めるのに17／式をそのまま薦熱ることはできな群という

ことと，二つ1譲二は葉書には蓑盛がついていないため時1こは定縄の欝盛の外播が必要だということ

である。これらは，それ自｛奉持に問題とすべきことで藝まなも逸こと1ま，｛灘えば後者については緩3で

の約束の講容からもわかる。　しかし霧簸されて興る定規の中には全《奉の長さが嚢謬獺鐙か窺いものもみ

られるので，そのような建媛に対しては葉書を秘濡してのε箆の乏夷定，およびそれiこ基づく補登三の叢表

果の精嚢が嘉まるとは必ずしも云い難い面もでてくるという意殊である。

§δ　ま　と　め

　最初にあげた靉靆の一つ，定幾を使罵する際補歪をする必要があるかどうかについては，一との議

論の途中でも一部ふれたことではあるが次のように答えることもできる。すなわち，実験の燦にあ

らわれる誤差には，適i当な擢｝置を講ずることによってなくすることができるもの（系統的誤差〉と，

そうでないもの（縄然的誤差／と紛二種類がある．この内後者につ雛てのみ，適当な纒数の読取簸を

平均することによってよ鯵商い繕獲：の繕をうることができることは，この場合の誤差の分廃｝（ガウ

ス分葡からも予灘できる．一方，ここで幾題としている定認こついている羅盛がずれているこ

とからくる誤差は瞬らかに離者に織するので，このことからだけでも与えられた建議について補窪

することなしにどのような方法で読取纏を平均したとしても，聚一綴の灘足纏とくらべ精度があが

るとは緩らないといえる。縫って，定幾を絹騨て長さを灘るときの精度をあげるためには，欝等か

の方法で§盛補正を施した難くつかの叢憂取纏を平均すること潅ぐ必要といえる。

　このことを含めて，定規の使い方についてこれまでに求まったことをまとめると次のようになる。

軽〉薦藪されている定媛1ま駕しく目盛られていないものが多いので，実鍛に定繰を使醸するときは

　補登三をすることが必要1こなってくるG

鯵　補正をする隠のもとになる，目盛恥と　（欝盛§を基準としたときの〉その縁盛のずれεεとの対

　癒をあらわす羅盛徳亜藤織を漆生くとき，　一般曇こ1よ蟹｝分書彗の方法でよい。舞｛水餅異こ1ま，3脅。搬定規な

　らば§盛巷，3．5，…，鎗でのずれε台（世ω，ε、，ε、，…，ε雌の纏を麹こ原点を還る滑らかな齢

　線をひくことであるσ

的　嚢盛補正麟線に基づいて読取嬉を補托する場合でも，ただ心懸の読み取箸だけではなく，定蔑に



定綬の騒盛祷疑1こついて 8§

　つ静ている§盛のうちの連続しない部分を霧いての，麟ちとびとびの場醗にあてて灘つた最低5

　騒の読取纏1こ基づいた平均を考えなければならない。なぜなら，嚢盛補正齢練麹｛奉にも目分量から

　くる誤差が含まれていることと，与えられた定規の§盛を豪轟遷なく綬iって読み取った類葉甕をたと

　え平均したとしても，その読取纏に葬騒藝遍した誤差につ鶴玉ては平均されたことにはならず定蔑の灘

　端でのずれの差だ酵が灘与するからである。

鶴・　補嚢三を施したあとの数蓮1を平均したとき，平均藩董のもつ禽女舞数字の季春数は元の≦蓋のそれとくら

　ベー般には一諾蟻やして構はないが，補正なしの平均の場合は，平均することによって誤差が大

　きくなってしまうこともあるので最大農嚢でも元の彰量数のままとして篤くこと。

鶴　§盛補正麟線をかくときこ標準的定規が必要になるが，もしそのような箆矯だ手に入らない

　ときでもε驚を（｝と看織すというような｛衰定をおく代辱1こ，潤えば官製葉書（蟹）．（海鐙×i尋．8c欝〉　を

　簿枚か壷べることによって標準約定燃の代琴をさ量ることを考える必要がある。このことの

　必要雪窪1ま，与えられた定規を矯いて長さを言糶る場合も，　聾盛が均整かどうかを磯iかめる場合も瞬

　様である。

　これらからわかることは，単1こ目盛補藍縫線をかいただけでは羅盛の補正という問題が片づいた

ことにはならな鯵ということである。なお，これらの結論を導き畠すにあたっての数慈的議講砂中

で我々はSTA髭亙｝TL総髭の定幾1こっ簸ている目盛1ま鐙しいものとしたが，たとえこの建媛1の§感力婁

正しくないとしても等欝鄭藁の駿盛さえついているならば，覇）式の欝およびそれにともなういくつか

の数峯莚は変ってきても，そこから読み取られる一…毅的籍難癖露こついて1まそのまま絞1立つことは雲霧な

ことであろう。また，鞍縷定定媛よ棺長群こ標準約建縄や解手許にあるならば，絡1式を羅雛ること

なしに韓〉，縫｝式の意賺するところを濠ノしで霧盛徳嚢三藏線を護茎手妾力・いてやるこ1ともできる。　し潅｝もこ

のミ建矯≒から直接欝盛徳猛襲線をかくことの方が一覧単純そうにみえるが，その際読み取るε重の

数を多くし過ぎたときには一縁一一羅の読み取りの際の目分量による誤差の影響が強くあらわれ遜ぎ

反って溝らかな懸線寄書ひきづらくなってしまうグ）も事実である。しかし，　この碧滑らかな」という

こともあくまで一・つの｛漫建ではあるカ㌔

　これまで跨考察は．結局定規を鱗ひて長さを灘る際の注意点のうち誘盛捕獲に関する事項のみに

鰻つたのであるが，それ以外ヂ）涯意についても上議iの文献喜二あるので｛挿せて撰零しておく。

垂べ1　建規で物の長きを漫彗るとき，定規の§盛を物1こ密養させる。

射　定綴に垂療な方陶から目盛を読む。

銑｝　定媛の轟端1ま摩滅している恐れカダあるので｛吏拝1しないようにする。

鱗　灘定擁1ま，最小欝盛のレ欝まで雛分量で読む。

　実際に定規を繕いて長さを灘る場合には，こ義らの注意を十分考慮1こ入れ，よ弩豊穣な，意味の

ある数纏を簿るよう努めなければならないといえる窃


