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:るドェΚョ 
  ュゎまるバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ .ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ 
  

ラョ キョゎバΑ ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 
 

ヶルヘャや ヮィヱョャや ュゅバャや:  
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

  

 

 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョ 

メヱΕや ネヱよシΕや
 

 りキェヱャや
 :ヴャヱΕや
れゅルヱケゎミャΙや 
 りケクャや ヶプ
 るΑケヱキャやヱ
るΑもゅΑョΑミャや 

 

 メタヘャや
 :メヱΕや 
 ァクゅョル
りケクャや 

れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 
 

:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 
1-1  るΑケクャや ァクゅョルャや ケヱヅゎ: 

1るΑケクャや ァクゅョルャや ケヱヅゎ . 
1.1 ヱゎャやキ ァクヱョルラ  2.1 ラヱショヱヅ ァクヱョル 

 ソ(14  メミセ  ラョ1 )るェヘタャや るΑゅヰル ヴャま  
 ソ (15  ケヅシ1  ケヅシ ヴャや14 ) 

 1-1 るΑケクャや ァクゅョルャや ケヱヅゎ 
3.1 キケヱプケクケ ァクヱョル              4.1 ケヱよ ァクヱョル   

2 .りケクヤャ ヶィヱョャや ヶミΑルゅミΑョャや ァクヱョルャや 
 1.2 るホゅヅャや ュミ 

るΑケクャや ァクゅョルャや -  るΑルヱケゎミャΙや るよゅェシャや-  ヵケクャや ポヤヘャや- るホゅヅャや ュミ 

1 

 

 2.2 ュミャや キやキハぺ:       ( ぺ )  ヶシΑもケャや ュミャや キキハ 
- ヶシΑもケャや ュミャや キキハ ヮゎャΙキ ヱ ヮΑヤハ メやキャや コョケャや ヱ 
-  メミ ヶプ キィヱゎ ラぺ ラミョΑ ヶゎャや れゅルヱケゎミャΙや ラョ ヴタホΕや キキバャや   
  るホΚバャや ラョ るホゅヅ ンヱゎショ  22n 

1 

 

 ネヱよシΕや
ヶルゅをャや

 

) ゆ (ヵヱルゅをャや ュミャや キキハ 
- ヵヱルゅをャや ュミャや キキハ ヮゎャΙキ ヱ ヮΑヤハ メやキャや コョケャや ヱ 
- るホゅヅャや れゅΑヱゎショ れェゎ コヱョケ 

1 
 

   (ィ ⇒)ヶシΑヅゅルピョャや ュミャや キキハ  - ( キ )ヶャコピョャや ュミャや キキハ 
 

-   ヶシΑヅゅルピョャや ュミャや キキハヮゎャΙキ ヱ ヮΑヤハ メやキャや コョケャや ヱ 
-   ポヤヘャや メミセs  ポヤヘャや ヱp 
-  ヶャコピョャや ュミャや キキハ ヮゎャΙキ ヱ ヮΑヤハ メやキャや コョケャや ヱ 
-  ポヤヘャや サヘル ヶプ ラΑルヱケゎミャΙや ケプゅルゎ ュキハ 

1 

 

 1-2  れやケクャや ヶプ れゅルヱケゎミャΗや ゆΑゎケゎ 
1.ヶルヱケゎミャΗや ゆΑゎケゎャや 

1.1 )ヵキハゅタゎャや ¬ゅルよャや ぺキよョ( ヱゅよプヱぺ ぺキよョ 
 ヱゅよプヱぺ ぺキよョ ソル-ヱゅよプヱぺ ヅヅカョ メΚカ ラョ ヶルヱケゎミャΙや ゆΑゎケゎャや 

-     ケタゅルバャや チバよャ るΑルヱケゎミャΙや れゅよΑゎケゎャや フΚゎカや 
  ヱゅよプヱぺ ぺキよョ ュやキカゎシゅよ ノよゎョ ヱワ ゅョミ 

1 

 

ャや ネヱよシΕや
ゐャゅを

 

  3.1 キルヱワ りキハゅホ 
 キゅバよゎシΚャ ヶャヱゅよ ぺキよョ メよホ キルヱワ りキハゅホ サΑケキゎ ュゎΑ( ) 1  

  2.1 キゅバよゎシΚャ ヶャヱゅよ ぺキよョ 
 2 .ヶルヱケゎミャΙや ゆΑゎケゎャや ヶプ れや¬ゅルをゎシや 
-   キハやヱホれゅルヱケゎミャΗや ゆΑゎケゎ  るΑルヱケゎミャΙや  れゅよΑゎケゎャや るよゅゎミ ヶプ 

1  

れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

ペヤバ⇒ョ - 

:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 
- るΑプゅッま れゅョヱヤバョ 

ソ27  ( ケヅシ1-8 メミセヱ  )14 
-  ヅゅセル1  ペヤバョ 

 

:りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ¬ゅΑョΑミャや :ヶシやケキャや メタヘャや メヱΕや  ϮϬϮϮ – ϮϬϮϯ ュ 
:フタャや ャやケセゅバ :¬コィャや メヱΕや 

ペヤバ⇒ョ 
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:るドェΚョ 
  ュゎまるバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ .ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ 
  

ラョ キョゎバΑ ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 
 

ヶルヘャや ヮィヱョャや ュゅバャや:  
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

 

 

ネヱよシΕや 

メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや /  キキハ
ソタェャや れゅドェΚョ 

ネヱよシΕや
 

ノよやケャや
 

 りキェヱャや
 :ヴャヱΕや
ラヱケゎミャΙや

れや  ヶプ
 りケクャや

 るΑケヱキャやヱ
るΑもゅΑョΑミャや 

 
 メタヘャや
:ヶルゅをャや 

 るΑケヱキャや
るΑもゅΑョΑミャや 

 2-1 ヵケヱキャや メヱキィャや ケヱヅゎ 
1 .ヵケヱキャや メヱキィャや ケヱヅゎ      1.1  フΑΑャキルョ メヱキィ 

2.1  ゐΑキェャや ヵケヱキャや メヱキィャや   3.1 れやケヱキャやヱ れゅハヱョィョャや 
ヵケヱキャや メヱキィャや ほセルョ- るΑャゅボゎルΙや ケタゅルバャやヱ れやケヱキャやヱ れゅハヱョィョャや ノホやヱョ 

2 

 

 - 
:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 

4.1  るΑャゅをョャや ケタゅルバャやソ32 ケヅシ1-11 
 ノよゅゎヵケヱキャや メヱキィャや ケヱヅゎ)ぺ( れやコヤヘャや   )ゆ( れやコヤプΚャや  )⇒ィ( ロゅよセぺれやコヤヘャや 1  

ャや ネヱよシΕや
サ

ョゅカ
 

 2-2  ケタゅルバャや ュΑシボゎ :  1 .ヶルヱケゎミャΙや ゆΑゎケゎヤャ ゅバよゎ ケタゅルバャや ュΑシボゎ: 
   1.1 るヤΑよルャや れやコゅピャや      –    2.1  るΑャゅをョャや ケタゅルバャや 
   3.1  るΑャゅボゎルΙや ケタゅルバャや –    4.1 るΑヤカやキャや るΑャゅボゎルΙや ケタゅルバャや 

1 
 

 ノよゅゎ 2-2  ケタゅルバャや ュΑシボゎ 1  
れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 ネヱよシΕや
サ

キゅシャや
  ノよゅゎ 2-2  ケタゅルバャや ュΑシボゎ   ヅゅセル (2 ) 1  

サケキャや  -23  るΑケヱキャや メヱΑョャや )ソやヱカャや ヶプ ァケキゎャや ( 
1 .ァケキゎャや ヵケクャや ケヅボャや フタル ヶプ 

1.1          るハヱョィョャや ロゅィゎ ァケキゎャや2.1 りケヱキャや ロゅィゎ ァケキゎャや 
3.1 ヵケクャや ュィェャや ヶプ ァケキゎャや 

2 

ペヤバョ ヅゅセルヅゅセル  : ュホケ 3             

 ネヱよシΕや
ノよゅシャや

 

2 .ラΑほゎャや るホゅヅ ヶプ ァケキゎャや 
1.2 るハヱョィョャや ロゅィゎ ァケキゎャや           2.2 りケヱキャや ロゅィゎ ァケキゎャや 1  
           3 .ヶルヱケゎミャΙや メΑョャや ヶプ ァケキゎャや 

  1.3         るハヱョィョャや ロゅィゎ ァケキゎャや2.3 りケヱキャや ロゅィゎ ァケキゎャや 1  
れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 

ペヤバ⇒ョ 
   

- 

:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 
4.ァケキゎャや ヶルヱΑΕや ュィェャや ヶプ:キバよ メヱキィ8 

ソ50  ャソ るΑゅヰル 51ケヅシヱ1ヱ2 ソ52  
サケキャや るバィやケョ 2-3:ュホケ ヶプ )キ(1∩ュホケヱ3 

 ラョ ペボェゎ:ポョヰプ  ュホケ30 ヱ31  ソ59 
ポゎやケゅヰョ ケよゎカや: ュホケ6 ソ60-ュホケ10 ソ61 

ラョゅをャや ネヱよシΕや
 

5 .るΑもゅよケヰミャや るΑよャゅシャや ヶプ ァケキゎャや  –  6 .るΑケヱキャや メヱΑョャや ソカヤョ 
-  ャやァケキゎ ヶプ メΚカ ソやヱカャや れゅハヱョィョャや ヱ れやケヱキャや 1  

 りキェヱャや
るΑルゅをャや 

 ヅよやヱケャや
るΑもゅΑョΑミャや 
 メタヘャや
 :メヱΕや

ケャやヱ ヅよや
 るΑルヱΑΕや

れゅよミケョャやヱ 
るΑルヱΑΕや 

サケキャや 1-1 るΑルヱΑΕや るヅよやケャや ヶプ ヶルヱケゎミャΗや ゆΑゎケゎャや 
1 .ぼプゅミゎャや れゅルヱケゎミャや 
 1.1  るハヱョィョャや ゆシェよ ぼプゅミゎャや れゅルヱケゎミャや 
 2.1  るΑヅボルャや るΑルヱケゎミャΗや れゅよΑゎケゎャや 

1  

サケキャや /ノよゅゎ 1-1 るΑルヱΑΕや るヅよやケャや ヶプ ヶルヱケゎミャΗや ゆΑゎケゎャや 
 

2 .れゅルヱΑゎゅミヤャ るΑルヱケゎミャΗや れゅよΑゎケゎャや:   1.2  るΑルゅョをャや りキハゅホ ペΑよヅゎ 
1  

ペヤバ⇒ョ - 

:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 
2.2  チバよャ クゅセャや ヶルヱケゎミャΙや ゆΑゎケゎャや

 るΑルゅョをャや りキハゅホ ラョ ケタゅルバャや-  ケヅシ ラョ18 
 ソ70 ケヅシ  ヴャま5  ソ71 

   

:りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ¬ゅΑョΑミャや :ヶシやケキャや メタヘャや メヱΕや  ϮϬϮϮ – ϮϬϮϯ ュ 
:フタャや ャやケセゅバ :¬コィャや メヱΕや 

ペヤバ⇒ョ 
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:るドェΚョ 
  ュゎまるバィやケョヱ キやキハ キゅョゎハやヱ .ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや メよホ ラョ アヰルョャや ノΑコヱゎ るヅカ 
  

ラョ キョゎバΑ ュゅバャや ュΑヤバゎャや ネゅヅホ 
 

ヶルヘャや ヮィヱョャや ュゅバャや:  
 

             るΑよケゎャや りケやコヱ 
      ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 

 

 

 

:りキゅョ アヰルョ ノΑコヱゎ ¬ゅΑョΑミャや :ヶシやケキャや メタヘャや メヱΕや  ϮϬϮϮ – ϮϬϮϯ ュ 
:フタャや ャやケセゅバ :¬コィャや メヱΕや 

 

ネヱよシΕや メゅィョャや サケキャやるΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや / キキハ 
ソタェャや ョれゅドェΚ 

 ネヱよシΕや
ノシゅゎャや

 

 ノよゅゎ 
 :メヱΕや メタヘャや

ケャやヱ るΑルヱΑΕや ヅよや
 れゅよミケョャやヱ

るΑルヱΑΕや  

 ノよゅゎャや サケキ1-1    :3.れゅルヱΑルΖャ るΑルヱケゎミャΗや れゅよΑゎケゎャや 
-  れやコヤプΚャや ラョ れゅルヱΑルΕやヱ れやコヤヘャや ラョ れゅルヱΑゎゅミャや ラΑヱミゎ 1  

 サケキャや1-2   るヅよやケャやるΑルヱΑΕや 
1. ャや ラΑヱミゎれゅよミケョ るΑルヱΑΕや 
2 ソやヱカ .ャやれゅよミケョ るΑルヱΑΕや   :2.2 ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎャや メΑタヱゎ 

1  

れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

 - 
:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 

1.2  :ペシゅルゎャや キキハ ケヅシ ラョ22  ソ
77  ソ るΑゅヰル ヴャま78  

 ネヱよシΕや
ケセゅバャや

  ヅゅセル  (  るΑルヱΑΕや れゅよミケョャや ソやヱカ ノよゅゎ4 ) 1  
 ヅゅセル  (  るΑルヱΑΕや れゅよミケョャや ソやヱカ ノよゅゎ5 ) 1  

ャや メタヘャやヶルゅを: 

ヅよやケャやる 
ャやるΑョワゅシゎ 

 サケキャや2-1  るΑをΚをャやヱ るΑもゅルをャやヱ るΑキゅェΕや るΑョワゅシゎャや ヅよやヱケャや 
1.ケャやヅよやヱ るΑョワゅシゎャや るΑキゅェΕや 

1.1 るΑキゅェΕや るΑョワゅシゎャや るヅよやケャや ラΑヱミゎ 
2.1 るΑルゅョをャや りキハゅホ ペΑよヅゎ 
3.1  るヅよやケャや ウΑッヱゎれゅもΑコィャや チバよ ヶプ るΑキゅェΕや るΑョワゅシゎャや 

1  

ケセハ ヵキゅェャや ネヱよシΕや
 

ノよゅゎ や サケキャ2-1   : 2るΑをΚをャやヱ るΑもゅルをャや るΑョワゅシゎャや ヅよやヱケャや. 
  ヶプ るΑョワゅシゎャや ヅよやヱケャや ウΑッヱゎ2O    ∩2N    ∩2CO 1  

ペヤバ⇒ョ 
 

 

:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 
-  ソ89  メヱキィ ヶプ ノよやケャや キヱョバャや
(12れゅョやキカゎシΙやヱ ソやヱカャや ) 
-  ソ91 ) るΑッゅΑケャや ¬ゅΑョΑミャや( 

 サケキャや2-2 るΑボシゅルゎャや るΑョワゅシゎャや るヅよやケャや 
-   ウΑッヱゎャ るΑヅボルャや れゅよΑゎケゎャやヅよやヱケャや るΑボシゅルゎャや るΑョワゅシゎャや 1  

れゅボΑよヅゎヱ れゅシケゅョョ 1  

ペヤバ⇒ョ 
 

- 

:るボヤバョャや ュΑワゅヘョャや 
 ソ94  メヱキィ ヶプ ノよやケャや キヱョバャや(13)  

 メミャ ゆΑゎケゎャや ヱ れゅョやキカゎシΙやヱ ソやヱカャや
ラョ  (2O2H  -2SO - 3SO - HCN ) 

サケキャや るバィやケョ 2-2 ュホケ1 ソ95  
ポョヰプ ラョ ペボェゎ ュホケ17 ソ98 

-  ュホケ ポゎやケゅヰョ ケよゎカや9 ヱ11 ソ100 
 ュホケヱ15  ソ101 

るをャゅをャや りキェヱャや 
¬ゅΑョΑミ  ケタゅルバャや ペヤバ⇒ョ - 

るをャゅをャや りキェヱャや ゅヰヤョミほよ るボヤバョ:  ¬ゅΑョΑミ
ケタゅルバャや ヱ ∩ ヅゅセル  6  ∩7  ペヤバョ 

 ネヱよシΕや
  ヶルゅをャや

ケセハ
 

  れゅルゅェゎョΙやるΑヤョバャや 3  

  :ヶシやケキャや メタヘャや ヶプ ソタェャや キキバャ ヶヤミャや ネヱョィョャや36  タェる 

ペヤバ⇒ョ 


