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 るよヅ ⊥カャゅプ ポャクャ ラやキィヱャやヱ メゅバヘルΙや ラΑよ ノョィゎ
ラゅワケよャやヱ る ∂ィ ⊥ェャやヱ

るよヅカャやケタゅルハ

るョ∂キボョャやるョゎゅカャや ネヱッヱョャや



 Ιヱぺ
るョキボョャや

るよヅ ⊥カャや ケタゅルハ
タャやヱ ヮΑヤハ ¬ゅルをャやヱ 聴 キョェよ ゅもキゎよョ るΑヱホ るよクゅィ れやケゅよバよ ゆΑヅカャや ぺキよΑ ゅヰΑプヱ りΚ
Αヰョゎ ケミクよ ゆΑヅカャや ぺキよΑ ∂ュを ∩ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ 聴 メヱシケ ヴヤハ ュΚシャやヱ ペヤバゎョ キ

サΑもケャや るよヅカャや ネヱッヱョよ.

 ゅΑルゅを
チケバャや

 ゅをャゅを
るョゎゅカャや

ロケタゅルハ Κタヘョヱ ゅェッヱョ るよヅカャや ネヱッヱョ ヶプ ゆΑヅカャや メカキΑ ゅヰΑプヱ
 ヶヤΑ ゅョ チケバャや メΑタヘゎ ヶプ ゆィΑヱ:

≒- ∃メシヤシゎョ ∃メミセよ ケゅミプΕや チケハ メΚカ ラョ ヮゎキェヱヱ ネヱッヱョャや ヅよやケゎ ヴヤハ るドプゅェョャや .
≪- ⇔るΑョワぺ メホΕゅプ ∩ュヰョャゅプ ∩ュワΕや りケミヘャや ラョ ぺキよル ゐΑェよ ∩ケゅミプΕや チケハ ヶプ ペΑシルゎャや.
≫- ケゅミプΕや るェタ ュハキΑヱ ∩ネヱッヱョャや ヵヱボΑ ゅョョ るャキΕやヱ キワやヱセャや チバよ チケバャや ラΑョッゎ .
√-るよヅカャゅよ ュヰョゅィシルや ∩ラΑバョゎショャや るバよゅゎョ ラョッΑ やクワヱ ペΑヱセゎャや ゆΑャゅシぺ ュやキカゎシや .

ヱッヱョャや ラョ りキゅヘゎショャや サヱケキャやヱ アもゅゎルャや ュワΕ コィヱョ チケハ ゅヰΑプ ュゎΑヱ ネ
 るボΑホキヱ るΑヱホ れやケゅよバよ ラΑバョゅシャや ラゅワクΕ ゆクゅィヱ ∩ ケタゎカョ メミセよ.



 るよヅカ
るΑルΑキ

るよヅカャや ネやヱルぺ

 るよヅカ
るΑョヤハ

 るよヅカ
るΑシゅΑシ

や ヶプヱ ∩るバョィャや りΚタ ヶプヱ ∩るΑルΑキャや キゅΑハΕや ヶプ るョもΕや ゅヰΑボヤΑ ヶゎャや ゆヅカャや ヶワヱ りヱハキャ
 ヮもキゅよョ ソカΑ ゅョヱ ラΑキャゅよ フΑケバゎヤャ ∩ るΑルΑキャや サヱケキャや ヶプヱ ∩ュΚシΘャ  .

サケやキャや ヶプヱ ∩ るハヱルゎョャや るΑョヤバャや れやヱキルャやヱ れやケョゎぼョャや ヶプ ヴボヤゎ ヶゎャや ゆヅカャや ヶワヱ
 るΑョヤハ れゅハヱッヱョよ ソゎカゎヱ ( ュヤ ⌒バャやʹ ゅΑィヱャヱルミゎャやʹ ∩ ポヤヘャや  ) ..

 るよヅカ
るΑハゅョゎィや

ケΑコヱ ヱぺ ∩⇔ ゅシΑもケ ヱぺ ∩ ⇔ ゅミヤョ ラゅミ ¬やヱシ ヶシゅΑシャや キもゅボャや ゅヰΑボヤΑ ヶゎャや ゆヅカャや ヶワ ヱぺ ∩⇔ や
Αシャや れやヱキルャやヱ れやケョゎぼョャやヱ ∩ るΑルヅヱャや キゅΑハΕやヱ れゅよシゅルョャや ヶプ ヴボヤゎヱ ∩ ⇔ ゅヅよゅッるΑシゅ.

よ ゥΚタΗやヱ ¬やコバャやヱ ァやヱコャゅミ るΑハゅョゎィΙや れゅよシゅルョャや ヶプ ヴボヤゎ ヶゎャや ゆヅ ⊥カャや ヶワヱ ラΑ
 ラΑョタゅカゎョャや.

ΑルΑ∂キャや ゆヅ ⊥カャやる

るΑョヤバャや ゆヅ ⊥カャや

るΑシゅΑシャや ゆヅ ⊥カャや

るΑハゅョゎィΙや ゆヅ ⊥カャや



 ⊥カャや るよゅゎミ キルハ ヴハやケ⊥Α ゅョるよヅ

ぺ ヴャま ヴルバョャや ゆΑケボゎヱ ュヰゎゅもプ ノΑョィよ ラΑバョゎショャや るよヅゅカョャ ウッやヱャや メヰシャや ゆヱヤシΕや ュやキカゎシや ュヰルゅワク

ラΑバョゅシャや サヱヘル ヶプ ゅワキΑミほゎヱ ケゅミプΕや ゥヱッヱ りキゅΑコャ ∩ るバルボ ⊥ョャや るャキΕや ュやキカゎシや.

 ラΑバョゅシャや るャゅョゎシΙ ¬ゅセルΗやヱ ケよカャや ラΑよ ゆヱヤシΕや ネヱルゎ.

 メタやヱヘャや りゅハやケョるハヱィショャや れやケゅよバャやヱ れゅョヤミャや ペヅル キルハ ヶョピルャや メゅョィャや ラョ ネヱル ¬ゅヘッΗ  .

≒

≪

≫

√

∽ るΑヱェルャやヱ るΑもΚョΗや ¬ゅヅカΕや ラョ ゅワヱヤカ  .

∝ るよヅカャや ¬やコィぺ ラΑよ ヅよケャや りケヱケッ ( るョキボョʹ ネヱッヱョʹ るョゎゅカ ) りヱィプ ゐやキェま ラヱキ.

 るよゅゎミ キルハ ュヰョ
るよヅ ⊥カャや ケΑケボゎ



 るよヅカ ァクヱョルキャやヱャや ケよ ラハ る∂ΑルΑキラΑ
 ヴヤハヱ ∩ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ キョェョ ゅルキΑシ ペヤカャや フケセぺ ヴヤハ ュΚシャやヱ りΚタャやヱ ∩ュΑェケャや ラョェケャや 聴 ュシよヮャへ ヮバよゎ ラョヱ ∩ラΑバョィぺ ヮよェタヱ

ゅルシヘルぺ ケヱケセ ラョ ぶゅよ クヱバルヱ ヮルΑバゎシルヱ ロキョェル ぶ キョェャや ｚラみプ ∩ケヱキタャや れやクよ ュΑヤバャやヱ ∩ケヱヘピャや ヱヘバャや ぶ キョェャゅプ ∩ラΑキャや ュヱΑ ヴャま ラゅシェみよョヱ ラ
コハ 聴 ヮルケホ キホヱ ∩ラΑキャやヱャや ケよ ゅヰョドハぺヱ ュヤショャや ヴヤハ れゅよィやヱャや ケよミぺ ラョ メバィ メィヱ コハ 聴 ｚラま サゅルャや ゅヰぁΑぺ ∩キバよ ゅ ｚョぺ ∩ゅルャゅョハぺ れゅもΑシィヱ メ

ヴャゅバゎ ヮャヱホ ヶプ キケヱ キボプ ∩ヮボェよ :{ゅ⇔ルゅ∠シ ∇ェ⌒ま ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ャゅ⌒よ ∠ヱ ゅ⇔も∇Α∠セ ⌒ヮ⌒よ やヱ⊥ミ ⌒ケ ∇セ⊥ゎ ∠Ι ∠ヱ ∠ヮ⇒ｚヤャや やヱ⊥キ⊥よ ∇ハや ∠ヱ }バャヱ ∩ ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ 聴 ヴタヱぺ キボプ ゅョワ ∂ケよ るョド
 ラぺ ∂Ιま ゅ ⇔ョもやキ ゅョヰゎハゅヅよ ヴタヱぺ ゅョミ ∩ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ 聴 ラΑキ ケΑビヱ メヅゅよ ラΑキ ヴヤハ ゅルゅミ ラまヱ ヴゎェ ゅョヰΑャま ラゅシェΗやヱ ∩ゅョヰゎよェゅタョよ ュヤショャや

ヴャゅバゎ ヮャヱボャ ∩ラΑキャやヱャや ケミセよ ヴャゅバゎ ロケミ⊥セ ラケホ メよ ∩ペャゅカャや るΑタバョ ヶプ ベヱヤカョャ るハゅヅ Κプ ∩メィヱ ∂コハ 聴 るΑタバョよ ロやケョほΑ :{ ∠ル∇Α ｚタ ∠ヱ ∠ヱ ∠ラゅ∠シル ⌒ ∇Ηや ゅ
 ∠ポ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ⌒ャ ∠ヱ ヶ⌒ャ ∇ケ⊥ミ ∇セや ⌒ラ∠ぺ ⌒ラ∇Α ∠ョゅ∠ハ ヶ⌒プ ⊥ヮ⊥ャゅ ∠タ⌒プ ∠ヱ ∃ラ∇ワ ∠ヱ ヴ∠ヤ∠ハ ゅ⇔ル ∇ワ ∠ヱ ⊥ヮ ぁョ⊥ぺ ⊥ヮ∇ゎ∠ヤ ∠ョ ∠ェ ⌒ヮ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ⌒よ ⌒タ ∠ョ∇ャや ｚヶ∠ャ⌒ま  ∠ポ∠ャ ∠サ∇Α∠ャ ゅ ∠ョ ヶ⌒よ ∠ポ ⌒ケ ∇セ⊥ゎ ラ∠ぺ ヴ∠ヤ∠ハ ∠ポや∠キ∠ワゅ ∠ィ ラ⌒ま ∠ヱ ∩ ⊥ケΑ ⌒ヮ⌒よ 

 ｚュ⊥を ｚヶ∠ャ⌒ま ∠ゆゅ∠ル∠ぺ ∇ラ ∠ョ ∠メΑ⌒よ∠シ ∇ノ⌒よｚゎや ∠ヱ ゅ⇔プヱ ⊥ケ∇バ ∠ョ ゅ∠Α∇ル ぁキャや ヶ⌒プ ゅ ∠ョ⊥ヰ∇よ ⌒ェゅ ∠タ ∠ヱ ゅ ∠ョ⊥ヰ∇バ ⌒ヅ⊥ゎ ∠Κ∠プ ∀ュ∇ヤ ⌒ハ ⊥バ ⌒ィ ∇ケ ∠ョ ｚヶ∠ャ⌒ま  ∠ラヱ⊥ヤ ∠ョ∇バ∠ゎ ∇ュ⊥ゎル⊥ミ ゅ ∠ョ⌒よ ュ⊥ミ⊥も∂⌒よ∠ル⊥ ほ∠プ ∇ュ⊥ミ }よ ゅヰよェゅタΑプ ∩ フヱケバョャゅ
 ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ 聴 るΑタバョ ヴヤハ ゅョヰゎハゅヅ やキハ ゅョ ケヱョΕや メミ ヶプ ゅョヰバΑヅ⊥Αヱ.

[≪ .] るよヅカャや ケヱェョ ケよ ヶワ ュΑケミャや ラへケボャや ヶプ ゅヰよ ヴャゅバゎ 聴 ュヰｚタカ ヶゎャやヱ ュΚシャや りΚタャや ュヰΑヤハ メシケャや れゅヘタ ュワぺ ラョ ｚラま ∩聴 キゅよハ
 ラよや ゐΑキェ ヶプ キケヱ キボプ ∩キゅヰィャや ラョ メップぺ ゅ ⇔ッΑぺ ゅヰヤバィ キホヱ ∩ロケィぺ ュΑドバャ ラΑキャやヱャや ケよ るッヱケヘョャや りΚタャや キバよ メゅョハΕや メップぺ メバィヱ ∩ラΑキャやヱャや

メゅホ ヮ∂ルぺ ヮルハ 聴 ヶッケ キヱバショ :
 ( ∠メゅホ ∨⊥メ ∠ッ∇プぺ ⌒メ ∠ョ∠バャや ぁヵぺ ∠ュｚヤシヱ ヮΑヤハ ⊥ ｚ亂 ヴｚヤ ∠タ ⌒聴 ∠メヱシ ∠ケ ⊥れ∇ャ∠ ほ∠シ : ∠メゅホ ゅヰ⌒ゎ∇ホ ∠ヱ⌒ャ ⊥りΚｚタャや : ⊥れヤ⊥ホ ∠メゅホ ∨ ｘヵぺ ｚュ⊥を : ∠メゅホ ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャやヱャや ぁケよ : ⊥れヤ⊥ホ : ∠メゅホ ∨ ｘヵぺ ｚュ⊥を  :

 ⌒ ｚ亂 ⌒メΑよ∠シ ヶプ ⊥キゅヰ ⌒ィャや [ ) ュヤショ ウΑェタ]メゅホ ゅョヰルハ 聴 ヶッケ ソゅバャや ラよ ヱケョハ ラよ 聴 キよハ ラハ キケヱ ゅョ ゅ ⇔ッΑぺヱ ∩( :や ヴャま ∀メ ⊥ィ ∠ケ ∠¬ゅ ∠ィ ヴｚヤ ∠タ ∂⌒ヶよルャ
 ∠メゅボ∠プ ⌒キゅ ∠ヰ ⌒ィャや ヶプ ⊥ヮ⊥ル ⌒ク∇ほ∠ゎ ∇シ∠Α ∩∠ュｚヤ∠シ ∠ヱ ヮΑヤハ ⊥ ｚ亂 : ∠メゅホ ∨ ∠ポや∠キ⌒ャや ∠ヱ ｘヶ ∠ェ∠ぺ : ∠メゅホ ∩ ∇ュ∠バ∠ル : ∠ィ∠プ ゅョ ⌒ヰΑ⌒ヘ∠プ ∇キ ⌒ワゅ[ )ュヤショ ウΑェタ |.

[≫ .]ラΑキャやヱャや ケよよ キやケョャやヱ メタやヱゎャや ヴヤハ ソケェャやヱ ∩ゅョヰバョ ュぁヤミゎャや キルハ れヱタャや チヘカヱ ∩メヱボャや ヱぺ メョバャゅよ ラゅミ ¬やヱシ ラゅシェみよ ゅョヰゎヤョゅバョ ヱワ
 ∩ラΑャヱ ペプケよ ゅョヰゎヤョゅバョ ポャクミヱ ∩ゅヰルヱィゅゎェΑ ヶゎャや るョキカャや ュΑキボゎ ヴヤハ るョヱやキョャやヱ ∩ゆゅよシΕや れルゅミ ゅョヰョ ゅョヰゎバヅゅボョ ゆぁルィゎヱ ∩ゅョヰバョ ケョゎシ ⊥ョャや
 メィヱ コハ 聴 ゅッケ ラョ ゅョワゅッケプ ∩ラΑェヱ れホヱ メミ ヶプ ゅョヰルョ ゅッケャや ゆヤヅヱ ∩ゅョヰャゅよ ケシゎ ヶゎャやヱ るルシェャやヱ るよΑヅャや るョヤミャゅよ ゅョワケヅやヱカ ケよィヱ.



る∂ΑルΑキ るよヅカ ァクヱョル
 ゅョヰゎゅプヱ キバよ ラΑキャやヱャや ケよ ｚラまヱ ケヱョΕや ヅシよほよ ヮΑキャやヱ ケよ ヴヤハ ゅ ⇔ョもやキ ソケェΑ ュヤショャやヱ ∩ゅョヰョェケ るヤタヱ ゅョヰΑヤハ ュ ぁェケゎャやヱ ゅョヰャ ¬ゅハキャゅよ ラヱミΑ

 ケよよ ゆ∂ ⌒ビケ⊥ゎ ヶゎャや れゅΑΓや ラョ ケΑをミャや ュΑケミャや ラへケボャや ヶプ ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ 聴 ケミク キホヱ ∩ケやケョゎシゅよ ゅョワ¬ゅホキタぺヱ ゅョヰプケゅバョ ケヱコΑプ ∩ゅワケピタぺヱ
ヴャゅバゎ ヮャヱホ ゅヰルョヱ ∩ベヱボバャや ラョ ケ∂クェ⊥ゎ ポャクミヱ ∩ヮΑヤハ ゐェゎヱ ラΑキャやヱャや :{ ⌒よ ∠ヱ ⊥ロゅｚΑ⌒ま ｚΙ⌒ま やヱ⊥キ⊥よ∇バ∠ゎ ｚΙ∠ぺ ∠ポぁよ ∠ケ ヴ∠ッ∠ホ ∠ヱゅ⇔ルゅ∠シ ∇ェ⌒ま ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ャゅ } るΑΓや ロクワ ヶプヱ ∩

ヱ ∩ラシェャやヱ ゆ∂Αヅャや ュΚミャゅよ ゅョヰΑャま ュ∂ヤミゎャゅよヱ ∩ゅョヰΑャま ラゅシェΗやヱ ラΑキャやヱャや ケよよ ゅ ⇔ッΑぺ ケョほΑヱ ∩ロキΑェヱゎヱ ヮゎキゅよバよ メィヱ コハ 聴 ケョほΑ るョΑケミャやヴヰル
 キボプ ∩るΑゅハケャやヱ るΑゅルバャや ラョ キΑコョ ヴャま ラゅィゅゎェΑ ケョバャや やクワ ヶプ ゅョヰルΕ ケよ ⌒ミャや メゅェ ヶプ ゅルゅミ やクま るタゅカヱ ∩ゅョヰΑヰィヱ ヶプ フプほゎャやヱ ゅョヰィゅハコま ラハ

ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ ヮャヱホ ヶプ キケヱ :{ ∂∃フ⊥ぺ ゅ ∠ョ⊥ヰ∠ャ ∇メ⊥ボ∠ゎ Κ∠プ ゅ ∠ョ⊥ワΚ ⌒ミ ∇ヱ∠ぺ ゅ ∠ョ⊥ワ⊥キ ∠ェ∠ぺ ∠ケ∠よ ⌒ミ∇ャや ∠ポ∠キ∇ル ⌒ハ ｚラ∠ピ⊥ヤ∇よ∠Α ゅ ｚョ⌒ま Ι ∠ヱ ゅ ∠ョ⊥ワ ∇ケ ∠ヰ∇ル∠ゎ ⇔ ゅョΑ ⌒ケ∠ミ ⇔Ι ∇ヱ∠ホ ゅ ∠ョ⊥ヰ∠ャ ∇メ⊥ホ ∠ヱ }
[≪ .] ゅヰルヱィゅゎェΑ ヶゎャや ケヱョΕや ュΑキボゎヱ ゅョヰΑヤハ るボヘルャや メΚカ ラョ る∂Αキゅョャや ケヱョΕや ポャク メョセΑ メよ ∩る∂Αヱルバョャや ケヱョΕや ヴヤハ ラΑキャやヱャや ケよ ケタゎボΑ Ιヱ

 ヮルゅェよシ ヮャヱホ ヶプ キケヱ キボプ ∩ゅョヰャ メャクゎャやヱ ゅョヰバョ ノッやヱゎャや ヶプ ゆヱィヱ ヴャま るプゅッΗゅよ ∩ポャク ヴヤハ ケキゅホ キャヱャやヱ るボヘルヤャ るィゅェよ ゅルゅミ やクま ⇔るタゅカヱ
ヴャゅバゎヱ :{ケΑ ⌒ピ ∠タ ヶ⌒ルゅ∠Αｚよ ∠ケ ゅ ∠ョ∠ミ ゅ ∠ョ ⊥ヰ ∇ョ ∠ェ ∇ケや ∂⌒ゆ ∠ケ ∇メ⊥ホ ∠ヱ ⌒る ∠ョ ∇ェ ｚケャや ∠ラ ⌒ョ ∂ ⌒メぁクャや ∠ゥゅ∠ル ∠ィ ゅ ∠ョ ⊥ヰ∠ャ ∇チ⌒ヘ ∇カや ∠ヱ ⇔や}
るョゎゅカャやメゅホ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ヶよルャや ラバプ ∩ヮビヱヤよ キルハ ヮΑキャやヱャ ヮよ ヶヘΑ ラぺ ュヤショャや ヴヤハ ゆィΑ ラΑ∠キ ラΑキャやヱャや ケよ ｚラま ∩サゅルャや ゅヰぁΑぺ( :ケ ュビ

メΑホ フルぺ ュビケ ュを フルぺ ュビケ ュを フルぺ :メゅホ 聴 メヱシケ ゅΑ ラョ :るルィャや メカキΑ ュヤプ ゅョヰΑヤミ ヱぺ ∩ゅョワキェぺ ケよミャや キルハ ヮΑヱよぺ ポケキぺ ラョ[ )ュヤショ ウΑェタ   |
ヶワ ヮゎゅΑェ ヶプ ラゅシルΗや ゅワやケΑ ヶゎャやヱ ∩ラΑキャやヱャや ケよ ケゅをへ ラョヱ : れやキゅよバャや ュドハぺ ラョ ヶヰプ ∩ベコケャや ヶプ るバシャやヱ ∩ケョバャや ヶプ るミケよャや.

 ゅョヰョェケ るヤタヱ ゅョヰルハ ベキタゎャゅよヱ ゅョヰャ ¬ゅハキャゅよ ポャクヱ ∩れヱョャや キバよ ゅョヰよ メタゎΑ ヱワ メよ ゅョヰゎヱョよ ノヅボルΑ Ι ラΑキャやヱャや ケよ ｚラぺ 聴 キゅよハ やヱョヤバゎャヱ
ュミゅΑまヱ ∩ュミΑキャやヱ ケよヱ 聴 るハゅヅよ ュミΑヤハ ウャゅタャや ゆゅよセャや ゅヰぁΑぺ ∩ヮΑキャやヱャ ウャゅタャや キャヱャや ヮョキボΑ ヵクャや ケよャや ュΑドハ ラョ やクヰプ ∩ゅョヰャ ケゅヘピゎシΙやヱラぺ

 るよェタ ラシェ ヴヤハ 聴 キよハ ゅΑ ソケェゅプ ∩るよェタャや ラシェよ サゅルャや ペェぺ ュヰルΕ ∩りケゅシカャや ヶワ ロクヰプ ∩ュワゅッケ ヴヤハ るタゅカャや ュミゎェヤタョ やヱョキボゎ
ケΑカャやヱ れゅハゅヅヤャ ポボプヱヱ ポルハ 聴 ヶッケ ゅΑッケ ラみプ ∩ゅョワゅッケ ヶプ ヅ ∂ケヘゎ Ιヱ ∩ポΑキャやヱ[≪ .] ケもゅよミャや ラョ ヮ∂ルみプ ∩ラΑキャやヱャや ベヱボハヱ ュミゅΑま ュを ュミゅΑま

ヴャゅバゎ メゅホ ∩ヴャゅバゎヱ ヮルゅェよシ ぶゅよ ポケセャや キバよ( : ⌒ま ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ャゅ⌒よ ∠ヱ 徽 ゅ⇔も∇Α∠セ ⌒ヮ⌒よ やヱ⊥ミ ⌒ケ ∇セ⊥ゎ ∠Ι ∠ヱ ∠ ｚ亂 やヱ⊥キ⊥よ ∇ハや ∠ヱゅ⇔ルゅ∠シ ∇ェ [ ) ラョ キΑキバャや ゆよシャや ペヤゎカΑ キボプ
¬ゅルよΕや キルハ ラゅョΑΗやヱ ヶルΑキャや ネコやヱャや フバッ ゅヰルョヱ ュヰΑキャやヱ ラヱ∂ボバΑ ¬ゅルよΕや メバィゎヱ るバルボョ や⇔キよぺ ラヱミゎ ラャ ヶゎャやヱ るバルボョャや ケΑビ ゆゅよシΕや.



るΑルΑキャや ゆヅカャや ラョ ネヱョショ ァクヱョル
 ラやヱルバよ :¬ゅョヤバャやヱ ュヤバャや るルゅミョ

フΑケセャや ヵヱよルャや ュケェャや ゆヅカ ラョ



ドゅヘェャや るΑョワぺ ラハ るΑハゅョゎィや るよヅカ ァクヱョル
ラヅヱャや ヴヤハ

 ⌒ま ｚΙ ラ∠ぺ ⊥キ ∠ヰ ∇セ∠ル ∠ヱ ∩ ⌒ュ ∠ケ∠ミャや ∠ヱ ゅ∠Αゅ∠ヅ∠バャや ⌒ネや ∠ヱ∇ル∠ ほ⌒よ ⌒ヮ⌒ボ∇ヤ ∠カ ヴ∠ヤ∠ハ ⌒メ⇒ ⌒∂ッ∠ヘ∠ゎ ⊥ョャや ∩ ⌒ュ∠バ⌒∂ルャや ∠ヱ ⌒¬ΙΓや ヵ ⌒ク ⌒ぶ ⊥キ ∇ョ ∠ェャや ∠ャ ∇ェ ∠ヱ ⊥聴 ｚΙ⌒ま ∠ヮ ｚケャや ⌒ヮ ⌒ハヱ⊥よ ⊥ケ ヶ⌒プ ∇れ∠キ ⌒ィ ⊥ヱ∠プ ∩ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ｚゆ ⊥ェ ⌒サヱ⊥ヘぁルャや ヶ⌒プ ∠サ ∠ケ∠ビ ∩⊥ヮ∠ャ ∠ポΑ ⌒ケ∠セ ∠Ι ⊥ロ ∠キ ⊥る ∠ェや
ゅ⇔Α ⌒ハや∠キ ∠ヱ ゅ ⇔タ⌒ヤ⇒ ∇カ ⊥ョ ∠るｚミ ∠ョ⌒よ ⌒ヮ⌒ゎ ∠ケΑ ⌒セ∠ハ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ル∠ヅ ∠ヱ⌒ャ ∠ラゅ∠ミ ∩⊥ヮ⊥ャヱ⊥シ ∠ケ ∠ヱ ⊥ロ⊥キ∇よ∠ハ や⇔キ ｚョ ∠ェ ⊥ョ ｚラ∠ぺ ⊥キ ∠ヰ ∇セ∠ル ∠ヱ ∩ ⊥ラ∠ミｚシャや ∠ヱ ∠ヱ ∩ ⌒よ ∠ケゅ ∠タ ヴ∠ヤ∠ハ ∠ヱ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ ∩ゅ⇔Α⌒ルゅ∠よ ∠ヱ ゅ⇔Α ⌒キゅ∠ワ ゅ∠ワ ⌒キ∇バ∠よ ∇ラ ⌒ョ ⌒ヮ⌒ゎ∠ルΑ ⌒キ ∠ョ ⌒ヮ⌒ャへ ｚャや ⌒ヮ⌒よ ∇ェ ∠タ ∠ヱ ∠ラΑ ⌒ク

 ⌒ラ∇Α ⌒∂キャや ⌒ュ ∇ヱ∠Α ヴ∠ャ⌒ま ∇ュ ⊥ヰ∠ゎ ∠ケΑ ⌒シ ∠ケゅ∠シ ∠ヱ ∇ュ ⊥ヰ∠バ⌒よ∠ゎ ∇ラ ∠ョ ヴ∠ヤ∠ハ ∠ヱ ∩⇔りゅ ∠ョ ⊥ェ ゅ∠ワゅ ∠ョ ⌒ェ⌒ャ ∠ヱ ∩⇔りゅ∠ル⊥よ ∇ュ ⌒ヰ⌒ルゅ∠ヅヱ∠Ε やヱ⊥ルゅ∠ミ.
ゥΚヘャや サゅシぺ ンヱボゎャや

 ∠ぺ ⊥キ∇バ∠よ ゅ ｚョ : ∇ュ⊥ミΑ ⌒タヱ⊥ ほ∠プ- ⌒聴 ∠キゅ∠よ ⌒ハ- ⌒ル⊥よ ゅ ∠ョ∠プ ∩⌒ゥゅ ∠ィｚルャや ⊥ゥゅ∠ゎ∇ヘ ⌒ョ ∠ヱ ⌒ゥΚ∠ヘャや ⊥サゅ∠シ∠ぺ ン ∠ヱ∇ボｚゎャゅ∠プ ∩ｚメ ∠ィ ∠ヱ ｚコ∠ハ ⌒聴 ン ∠ヱ∇ボ∠ゎ⌒よ ∩ ヴ⇔ボ⊥ゎ ⌒ケ∇Α∠ビ ∇ラ ⌒ョ ∀ュぁキ∠ボ∠ゎ ∠ヶ ∠ヰルや ｚΙ⌒ま ⌒ヮ⌒ルヱ⊥キ ∇ラ ⌒ョ ∀ラゅ∠Α∇ル⊥よ ∠キ⌒∂Α⊥セ ゅ ∠ョ ∠ヱ ∩∠ュ∠キ∠バルや ｚΙ⌒ま ∠聴 やヱ⊥ボｚゎゅ∠プ ∩∠ュ ∠キ
 ∩ ∠ラΑ ⌒ェ⌒ヤ⇒∇ヘ ⊥ョャや ∠ノ ∠ョ やヱ⊥よ∠ゎ⇒ ∇ミ⊥ゎ ⌒ヮ⌒もゅ∠ヅ∠ハ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ヤ⇒ ∇ッ∠プ ヴ∠ヤ∠ハ ⊥ロヱ ⊥ケ⊥ミセや ∠ヱ ∩ ∠ラΑ ⌒コ⌒もゅ∠ヘャや ∠ラ ⌒ョ やヱ⊥ルヱ⊥ミ∠ゎ ⌒ヮ⌒ゎゅ∠ボ⊥ゎ ｚペ ∠ェ ” ∠ル∇Α ｚタ ∠ヱ ∇キ∠ボ∠ャヱ ⊥ヘ ∇ミ∠ゎ ∇ラ⌒ま ∠ヱ ∠ ｚ亂 やヱ⊥ボｚゎや ⌒ラ∠ぺ ∇ュ⊥ミゅｚΑ⌒ま ∠ヱ ∇ュ⊥ミ⌒ヤ∇よ∠ホ ∇ラ ⌒ョ ∠ゆゅ∠ゎ ⌒ミ∇ャや やヱ⊥ゎヱ⊥ぺ ∠ラΑ ⌒クｚャや ゅ ⌒ ｚ ⌒牟 ｚラ⌒み∠プ やヱ ⊥ケ ゅ ∠ョ 

 や⇔キΑ ⌒ョ ∠ェ ゅ６Α⌒ル∠ビ ⊥ ｚ亂 ∠ラゅ∠ミ ∠ヱ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ゅ ∠ョ ∠ヱ ⌒れや ∠ヱゅ ∠ョｚシャや ヶ⌒プ“ やヱ ⊥ョ∠ヤハや ∠ヱ ∩- ∠ラヱ⊥ル ⌒ョ ∇ぼ ⊥ョャや ゅ ∠ヰぁΑ∠ぺ- ⌒ュ∠バ⌒ル ∇ラ ⌒ョ ∀る ∠ョ∇バ⌒ル ∠ラ∠ヅ ∠ヱャや ｚラ∠ぺ ∩⌒ゥや ∠ヱ ∇ケ∠Εや ∠ヱ ⌒メや ∠ヱ ∇ョ∠Εゅ⌒よ ⊥ュ ∠ヱゅ∠シ⊥ゎ Ι ∠ヱ ∃ラ ∠ョ∠を⌒よ ⊥ケｚキ∠ボ⊥ゎ Ι ヶ⌒ゎｚャや ⌒る ∠ョΑ ⌒ド∠バャや ⌒聴 ∠よ ∇メ
ゅ ∠ヰ∇ル∠ハ ⌒ネゅ∠プ ⌒∂キャや ∠ヱ ゅ ∠ヰ⌒ゎ ∠キ ∇ェ ∠ヱ ⌒メΑ⌒よ∠シ ヶ⌒プ ⊥ゥや ∠ヱ ∇ケ∠Εや ⊥ソ∠カ ∇ケ⊥ゎ ∠ヱ ゅ ∠ヰ⌒ヤ⇒ ∇ィ∠Ε ⊥メや ∠ヱ ∇ョ∠Εや ⊥メ∠ク⇒∇よ⊥ゎ .ヶ⌒プ ∀り ∠ケΑ ⌒ピ ∠タ ∀る ∠ョ⌒ヤ∠ミ ∠ラ∠ヅ ∠ヱャや ｚラ⌒ま ∠ヰ∠ャ ∠ポ ｚケ ∠ェ∠ゎ∠ゎ ヴｚゎ ∠ェ ⊥ケ∠ミ∇ク⊥ゎ ∇ラ⌒ま ゅ ∠ョ ∀る ∠ョ⌒ヤ∠ミ ∩ゅ∠ワゅ∠ル⇒∇バ ∠ョ ヶ⌒プ ∀る ∠ョΑ ⌒ド∠ハ ∩ゅ∠ワゅ∠ル⇒∇よ ∠ョ ∠ョャや ゅ ⊥ケ ⌒ハゅ∠セ

 ⌒ヮ∇Α∠ヤ∠ハ ∀る∠ャヱ⊥よ ∇ィ ∠ョ ∩ ⌒サヱ⊥ヘぁルャや ヶ⌒プ ∀サヱ ⊥ケ∇ピ ∠ョ ｘヵ ⌒ケ ∇ヅ⌒プ ｘゆ ⊥ェ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ぁゆ ⊥ェ ∠ヱ ∩Ι ∠フ∇Α∠ミ ∧ ⊥サΑ ⌒シゅ ∠ェ∠Εや ゅ ∠ヰ∠バ ∠ョ ∠メ∠ハゅ∠ヘ∠ゎ∠ゎ ∠ヱや Α⌒ヤ ∠カャ ⊥ケヱ⊥Αぁヅャや ∠ヱ ∩ゅ ∠ヰ⌒ゎゅ∠よゅ∠ビ ヶ⌒プ ⊥スヱ⊥ェ ⊥ヱャや ∠ヱ ∩ゅ∠ワ ⌒ケゅ ∠ェ⌒よ ⌒ベゅ ∠ョ⇒ ∇ハ∠ぺ ヶ⌒プ ⊥ラゅ∠ゎΑ ⌒ェャや ヴｚゎ ∠ェ ∩⊥る∠ボ
 ⌒ヮ⌒∂ヤ⊥ミ や∠ク∠ワ ⌒メ⇒ ∇ィ∠Ε ∠ヱ ∩ゅ ∠ヰ⌒ルゅ∠ヅ ∇ヱ∠ぺ ヴ∠ャ⌒ま ぁラ ⌒ェ∠ゎ ∩ゅ ∠ヰ⌒もゅ ∠ョ∠シ ヶ⌒プ- ⌒聴 ∠キゅ∠よ ⌒ハ- ∇ェ⊥Α ∇ラ∠ぺ ｚメ∠ホ ∀ュ∠ャ∠ぺ ⌒ゆ∇ヤ∠ボャや ヶ⌒プ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⌒キ∇ボ∠ヘ⌒ャ ∠ラゅ∠ミ ∠ケ∠ホ や∠ク⌒ャ ∧⊥メ ⌒ョ∠キ∇ル∠Α Ι ∀ゥ ∇ケ ⊥ィ ⌒サ∇ヘｚルャや ヶ⌒プ ⌒ヮ⌒ホや ∠ケ⌒ヘ⌒ャ ∠ヱ ∩∠メ ∠ョ∠ゎ⇒ ⌒プ ｚメ ∠ィ ∠ヱ ｚコ∠ハ ⊥聴 ∠ラ ⌒ヮ⌒よゅ∠ゎ ⌒ミ ヶ

 ∠メΑ⌒もや ∠ケ ∇シ⌒ま ヶ⌒ル∠よ ∇ラ∠ハ ⊥ヮ∠ルゅ ∠ェ∇よ⊥シ ∠メゅ∠ボ∠プ ∩ ⌒サ∇ヘｚルャや ⌒メ⇒∇ゎ∠ホ ∠ヱ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⌒る∠ホ ∠ケゅ∠ヘ ⊥ョ ∠ラ∇Α∠よ ⌒ュΑ ⌒ド∠バャや : ” ∇Α∠ヤ∠ハ ゅ∠ル∇よ∠ゎ∠ミ ゅｚル∠ぺ ∇ヱ∠ャ ∠ヱ ∇ル ⌒ョ ∀メΑ⌒ヤ∠ホ ｚΙ⌒ま ⊥ロヱ⊥ヤ∠バ∠プ ゅ ∠ョ ∇ュ⊥ミ ⌒ケゅ∠Α ⌒キ ∇ラ ⌒ョ やヱ ⊥ィ ⊥ケ ∇カや ⌒ヱ∠ぺ ∇ュ⊥ミ∠シ⊥ヘ∇ル∠ぺ やヱ⊥ヤ⊥ゎ∇ホや ⌒ラ∠ぺ ∇ュ ⌒ヰ ⊥ヰ やヱ⊥ヤ∠バ∠プ ∇ュ ⊥ヰｚル∠ぺ ∇ヱ∠ャ ∠ヱ ∇ュ
 ゅ⇔ゎΑ⌒よ∇を∠ゎ ｚキ∠セ∠ぺ ∠ヱ ∇ュ ⊥ヰ∠ャ や ⇔ケ∇Α ∠カ ∠ラゅ∠ミ∠ャ ⌒ヮ⌒よ ∠ラヱ⊥ド∠ハヱ⊥Α ゅ ∠ョ“ ∠ヱ ⌒サゅｚルャや ⌒¬や∠クΑ ⌒Η ヴ∠バ ∇シ∠Α ∇ラ ∠ョ ⌒る∠ル∠ワや ∠キ ⊥ョ ∇ラ∠ハ ｚメ ∠ィ ∠ヱ ｚコ∠ハ ヴ∠ヰ∠ル ∠ヱ ∩ ∠メゅ∠ボ∠プ ∇ュ ⌒ヰ⌒ルゅ∠ヅ ∇ヱ∠ぺ ∇ラ ⌒ョ ∇ュ ⌒ヰ ⌒ィや ∠ケ ∇カ⌒ま : ” ⊥ヤ⌒ゎゅ∠ボ⊥Α ∇ュ∠ャ ∠ラΑ ⌒クｚャや ⌒ラ∠ハ ⊥ ｚ亂 ⊥ュ⊥ミゅ ∠ヰ∇ル∠Α Ι ヶ⌒プ ∇ュ⊥ミヱ

 ∠ラΑ ⌒ヅ ⌒シ∇ボ ⊥ョ∇ャや ぁゆ ⌒ェ⊥Α ∠ ｚ亂 ｚラ⌒ま ∇ュ ⌒ヰ∇Α∠ャ⌒ま やヱ⊥ヅ ⌒シ∇ボ⊥ゎ ∠ヱ ∇ュ⊥ワヱ ぁケ∠よ∠ゎ ∇ラ∠ぺ ∇ュ⊥ミ ⌒ケゅ∠Α ⌒キ ∇ラ ⌒ョ ∇ュ⊥ミヱ ⊥ィ ⌒ケ ∇カ⊥Α ∇ュ∠ャ ∠ヱ ⌒ラΑ ⌒∂キャや“ ⌒メ⇒ ∇ィ∠Ε ∠ヱ ∩ ⌒ュ∠ド⇒ ∇ハ∠ぺ ∇ラ ⌒ョ ⌒¬や∠キ⇒ ∇ハ∠Εや ⊥る∠ハ ∠ケゅ∠ボ ⊥ョ ∠ヱ ⊥ロゅ ∠ョ ⌒ェ ∇ラ∠ハ ⊥キ ∇ヱｚクャや ∠ヱ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⌒ラ∠ハ ⊥ネゅ∠プ ⌒∂キャや ∠ラゅ∠ミ や∠ク∠ワ
 ⌒ま ヶ⌒ル∠よ ∇ラ ⌒ョ ⌒Θ ∠ョャや ⌒ラ∠ハ ⊥ヮ∠ルゅ ∠ェ∇よ⊥シ ⊥メヱ⊥ボ∠Α ∩ ⊥¬ゅ ∠ョ ⌒∂キャや ゅ ∠ヰΑ⌒プ ⊥ュｚキ∠ボ⊥ゎ ∠ヱ ⊥ゥや ∠ヱ ∇ケ∠Εや ゅ ∠ヰΑ⌒プ ⊥メ∠ク∇よ⊥ゎ ヶ⌒ゎｚャや ⌒ラ ⌒ヅや ∠ヱ ∠ョャや ∠ケ ∇シ ∠メΑ⌒もや : ”ゅ∠ホ ∇よ∠ぺ ∠ヱ ゅ∠ル ⌒ケゅ∠Α ⌒キ ∇ラ ⌒ョ ゅ∠ル ∇ィ ⌒ケ ∇カ⊥ぺ ∇キ∠ホ ∠ヱ ⌒ ｚ亂 ⌒メΑ⌒よ∠シ ヶ⌒プ ∠メ⌒ゎゅ∠ボ⊥ル ｚΙ∠ぺ ゅ∠ル∠ャ ゅ ∠ョ ∠ヱ やヱ⊥ャ ∠ゆ⌒ゎ⊥ミ ゅ ｚョ∠ヤ∠プ ゅ∠ル⌒もゅ∠ル

 ∠ラΑ ⌒ョ⌒ャゅｚドャゅ⌒よ ∀ュΑ⌒ヤ∠ハ ⊥ ｚ亂 ∠ヱ ∇ュ⊥ヰ∇ル ⌒ョ ⇔ΚΑ⌒ヤ∠ホ ｚΙ⌒ま や ∇ヱｚャ ∠ヱ∠ゎ ⊥メゅ∠ゎ⌒ボ∇ャや ⊥ュ ⌒ヰ∇Α∠ヤ∠ハ“ ⌒メ ｚヱ∠Εや ⌒メΑ ⌒ハ ｚケャや ⌒ラ∠ハ ⊥ヮ∠ルゅ ∠ェ∇よ⊥シ ⊥メヱ⊥ボ∠Α ∠ヱ ∩ ⌒る ｚョ⊥Εや ⌒ロ ⌒ク∠ワ ∇ラ ⌒ョ  : ” ∠ル ヴ∠ヤ∠ハ ∠ ｚ亂 ｚラ⌒ま ∠ヱ やヱ ⊥ョ⌒ヤ⊥ド ∇ュ ⊥ヰｚル∠ ほ⌒よ ∠ラヱ⊥ヤ∠ゎゅ∠ボ⊥Α ∠ラΑ ⌒クｚヤ⌒ャ ∠ラ ⌒ク⊥ぺ ∀ケΑ ⌒キ∠ボ∠ャ ∇ュ ⌒ワ ⌒ケ ∇タ ”.
 ∀る ∠ョΑ ⌒ド∠ハ ⌒サ∇ヘｚルャや ヶ⌒プ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⊥るｚよ ∠ェ ∠ョ

 ∠¬や∠キ∠ハ∠ぺ ｚラ∠ぺ ⊥キ ⌒ィ∠ル ∩ゅ ⇔ョ⌒ャ ∇ぼ ⊥ョ ⌒ゆ∇ヤ∠ボャや ヴ∠ヤ∠ハ ⊥ヮ⊥ホや ∠ケ⌒プ ∠ラゅ∠ミ ∠ヱ ∩∀る ∠ョΑ ⌒ド∠ハ ⌒サ∇ヘｚルャや ヶ⌒プ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⊥るｚよ ∠ェ ∠ョ ∇れ∠ルゅ∠ミ ゅ ｚョ∠ャャや ∠Εや ∠ヱ ⌒メ⊥シ ぁケ ⌒ル ∇ラ ⌒ョ ∇ュ ⌒ヰ⌒ルゅ ∠ョ ∇ケ ⌒ェ ∠ヱ ∇ュ ⌒ヰ⌒ルゅ∠ヅ ∇ヱ∠ぺ ∇ラ ⌒ョ ∇ュ ⌒ヰ ⌒ィや ∠ケ ∇カ⌒み⌒よ ∇ュ⊥ワ ∠¬ゅΑ⌒よ∇ル∠ぺ ∠ラヱ⊥キ ⌒∂キ ∠ヰ⊥Α ⌒¬ゅ∠Α⌒よ∇ル ∩ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⌒る ∠ョ∇バ
 ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ ∠メゅ∠ホ : ” ∠ャ⌒ま ヴ ∠ェ ∇ヱ∠ ほ∠プ ゅ∠ル⌒ゎｚヤ ⌒ョ ヶ⌒プ ｚラ⊥キヱ⊥バ∠ゎ∠ャ ∇ヱ∠ぺ ゅ∠ル ⌒ッ ∇ケ∠ぺ ∇ラ ⌒ョ ∇ュ⊥ミｚル ∠ィ ⌒ケ ∇カ⊥ル∠ャ ∇ュ ⌒ヰ⌒ヤ⊥シ ⊥ケ⌒ャ やヱ ⊥ケ∠ヘ∠ミ ∠ラΑ ⌒クｚャや ∠メゅ∠ホ ∠ヱ ∠ケ ∇ュ ⌒ヰ∇Α ∠ラΑ ⌒ョ⌒ャゅｚドャや ｚラ∠ミ⌒ヤ ∇ヰ⊥ル∠ャ ∇ュ ⊥ヰぁよ“ ∀ゆ∇Α∠バ⊥セ や∠ク ∠ヰ∠プ ∩- ⊥ュΚｚシャや ⌒ヮ∇Α∠ヤ∠ハ- ⊥ヮ∠ャ ∠メゅ∠ホ ∠ラΑ ⌒クｚャや ⊥Ζ ∠ョャや

 ⌒ヮ ⌒ョ ∇ヱ∠ホ ∇ラ ⌒ョ やヱ ⊥ケ∠よ ∇ミ∠ゎシや : ” ∠ポｚル ∠ィ ⌒ケ ∇カ⊥ル∠ャゅ∠ル⌒ゎｚヤ ⌒ョ ヶ⌒プ ｚラ⊥キヱ⊥バ∠ゎ∠ャ ∇ヱ∠ぺ ゅ∠ル⌒ゎ∠Α ∇ケ∠ホ ∇ラ ⌒ョ ∠ポ∠バ ∠ョ やヱ⊥ル ∠ョ∠へ ∠ラΑ ⌒クｚャや ∠ヱ ⊥ゆ∇Α∠バ⊥セ ゅ∠Α ∠ラΑ ⌒ワ ⌒ケゅ∠ミ ゅｚル⊥ミ ∇ヱ∠ャ ∠ヱ∠ぺ ∠メゅ∠ホ ” ∀ヅヱ⊥ャ ⌒聴 ぁヶ⌒よ∠ル や∠ク∠ワ ∠ヱ ∩- ⊥ュΚｚシャや ⌒ヮ∇Α∠ヤ∠ハ- ∠ホ ⊥ヮ∠バ ∠ョ ∇ラ ∠ョ ∠ヱ ∇ュ ⊥ヰ∇ル∠ハ ∠メゅ
 ∇ュ ⊥ヰ ⊥ョヱ∠ホ : ” ∠ラヱ ⊥ケ ｚヰ∠ヅ∠ゎ∠Α ∀サゅ∠ル⊥ぺ ∇ュ ⊥ヰｚル⌒ま ∇ュ⊥ミ⌒ゎ∠Α ∇ケ∠ホ ∇ラ ⌒ョ ∃ヅヱ⊥ャ ∠メ∠へ やヱ ⊥ィ ⌒ケ ∇カ∠ぺ“ ∠ワ ⌒メ⊥シ ぁケャや ∠ラ ⌒ョ ⌒ュ ∇コ∠バャや ヶ⌒ャヱ⊥ぺ ⊥キ⌒∂Α∠シ ヴ∠ホΙ ∇キ∠ホ ∠ヱ ∩ ｚミ ∠ョ ヴ∠ャ⌒ま ⊥れ⌒ヘ∠ゎ∇ヤ∠Α ∠ヱ⊥ワ ゅ ∠ヰ∠プ ∩⌒ヒΑ⌒ヤ∠よャや ⌒¬や∠クΑ ⌒Ηや ∠ラ ⌒ョ ∠ネ ∇ヱｚルャや や∠ク ⌒よ ∠ェャや ⌒ヮ⌒ル∠ヅ ∠ヱ ∩∠る ヴ∠ャ⌒ま ⌒ゆΑ
 ∩ ⌒ヮ⌒よ∇ヤ∠ホ ” やヱ ⊥ケ∠ヘ∠ミ ∠ラΑ ⌒クｚャや ⊥ヮ ∠ィ ∠ケ ∇カ∠ぺ ∇ク⌒ま“ ⇔Κ⌒もゅ∠ホ ∩)) :ヱ ⊥ィ ∠ケ ∇カ∠ぺ ⌒ポ ∠ョ ∇ヱ∠ホ ｚラ∠ぺ Ι ∇ヱ∠ャ ∠ヱ ∩ ｚヶ∠ャ⌒ま ⌒ポｚよ ∠ェ∠ぺ ∠ヱ ∃キ∠ヤ∠よ ∇ラ ⌒ョ ⌒ポ∠よ∠Α⇒ ∇ヅ∠ぺ ゅ ∠ョ ⌒ポ ∠ケ∇Α∠ビ ⊥れ∇ル∠ミ∠シ ゅ ∠ョ ⌒ポ∇ル ⌒ョ ヶ⌒ル .(( ∠ヱ ∩ ⌒メゅ∠よャや ⊥る ∠ェや ∠ケ ∠ヱ ∩ ⌒サ∇ヘｚルャや ⊥る∠ルΑ ⌒ミ∠シ ⊥ラ∠ヅ ∠ヱャや ⊥ヮｚル⌒ま ⊥ノ ∠ョ ∇ィ ∠ョ

や ∠コΑ ⌒ョ ヶ⌒プ ゅ ∠ヰ⌒ゎ ∠ョΑ⌒ホ ヴ∠ャ⌒ま やヱ ⊥ケ⊥ドルや ∠ヱ ∩ゅ∠ワ∠キ∠ボ∠プ ∇ラ ∠ョ ⌒ラ∠ヅ ∠ヱャや ⌒る ∠ョ∇バ⌒ル ∇ラ∠ハ やヱ⊥ャ∠ ほ⇒ ∇シや ∧ ⌒¬ゅ∠ル⌒よャや ⊥ペ∠ヤ∠ヅ∇ル ⊥ョ ∠ヱ ∩ ⌒るｚよ ⌒ェ∠Εや ⌒ラ ⊥ゎ ∩ゅ ∠ヰ ∠ョ ⌒ケ ⊥ェ ∇ラ ∠ョ ⌒るｚル ⌒ョャや ∠ュΑ ⌒ド∠ハ ∠ヱ ∩ ⌒る ∠ョ∇バ⌒∂ルャや ∠る∠ボΑ⌒ボ ∠ェ やヱ⊥ミ ⌒ケ ∇キ.



 ∂ヱヘゎャやヱ ゥゅィルャゅよ ¬ゅハ∂キャや ソャゅカベ


