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   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  
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   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪ 

 
 

ンヲわエヨャや 
モジヤジョ ネヲッヲヨャや るエヘダャや 

≒  
るΑヲピヤャや りヱゲんャや 

 

 
∽:≫ 
 

≒  ⌒リ⇒⇒⇒ ⌒ョ ∇ぽ ⊥ヨ∇ャや ⌒ポヲヤ⇒⇒⇒⊥シ ヶプ ⊥ロ ⊥ゲ∠を∠ぺ ∠ヱ ⊥ベ ⌒キゅ ∂ダャや ⊥ラゅヨΑ ∇Ηや 
 

 リョ∝  ヴャま≒∵ 
 

≪  : ヶルゅんャや ネヲッヲヨャや   ヶヨヤバャや ュギボわャやヱ ゅレわピャ 
 

 リョ≒∫  ヴャま≪∝ 
 

≫  ⌒リ∇よ ∠り ｚゲ ⊥ョ ⊥ろ∇レ⌒よ ⊥る∠ヤΒヤ ∠ィ :⊥り ∠ゲ ⌒ハゅ∂ゼャや :⌒ ∂ヶ⌒ヤ ⌒ワゅイ∇ャや ⌒ゲ∇バ ⌒∂ゼャや ∠リ ⌒ョ ∃モ ∇ワ⊥ク 
 

 リョ≪∵  ヴャま  ≫∵ 
 

√ ゲΒボヘャや ギΒハ  リョ≫∫  ヴャま√∵ 
∽  サゅレャやヱ りゅΒエャや :ヶらレわヨヤャ  リョ√∫  ヴャま∽∬ 
∝ るよクゅムャや るヨェゲャや ∝∵:∝≡ 
∵  ( ゲΒらバわャや るャゅシゲャや ) ∵≒:∝∫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヵギヰΑ ヲワヱ ギダボャや ¬やケヱ リョ 聴ヱ モΒらジャや 
 
 

 
 
 
 
 

:ヮよゎルや 

≒.ネヱッヱョ メミ ノョ りケケボョャや るビΚよャや 

≪.ネヱッヱョ メミ メヱゅルゎ ノョ ケケボョャや ヱェルャや 

 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫ 

 
 : るΑヱピヤャや りヱケをャや : メヱΕや ネヱッヱョャや    ⌒ラ⇒⇒⇒ ⌒ョ ∇ぼ ⊥ョ∇ャや ⌒ポヱヤ⇒⇒⇒⊥シ ヶプ ⊥ロ ⊥ケ∠を∠ぺ ∠ヱ ⊥ベ ⌒キゅ ∂タャや ⊥ラゅョΑ ∇Ηや    

≒ ⇒⇒⇒ :    ヶゎほΑ ゅョΑプ ヅカ ゅヰゎェゎ ヶゎャや  れゅョヤミャや フキやケゎョ  ウ∂ッヱ 
ュ るョヤミャや ゅヰプキやケゎョ るョヤミャや ゅヰプキやケゎョ 
≒ ウよシΑ  . ル⊥Α ∠⇒ ⌒∂ィ ∠ョ⊥Α ∠ヱ ⊥ロ ∂ ⌒コ⇒ ∠ボ⊥Α ∠ヱ ⊥キ⇒ ⊥サ∂ ⌒キ やヱケク やヱミケゎや 
≪ ュヰΑミコΑ  ⌒∂ヰ∠ヅ⊥Α ⊥ケ ∇ュ⊥ワ やヱピゎよや やヱよヤヅや 
≫     .     ュゎョハコ ュゎΑハ∂キや ゅ⇔よクミ ケゅヘシΕや  ⊥ゆ⊥ゎ ⌒ミ∇ャや .⊥るョΑド∠バ∇ャや 
√ ュミもよルΑ ュミケよカΑ   
≪: ノヨイャやヱ キゲヘヨャや  ⇒⇒⇒⇒ 

: るΒゎΙや れゅヨヤムャや リョ るヨヤミ モミ ノヨィ れゅワ)    モツプ  ∩ ノΒらャや  ∩ )     ( キゲヘョヱリΒΒョΕや) 
 モツプ :     )   メヲツプ  )              ∩ノΒらャや :     ネヲΒらャや .     ∩    リΒΒョΕや  :    ( ∂⌒ヶ ∂ ⌒ョ ∇Εや   (. 

      ≫.  ュギガわシや ゅヘΑゲダゎ リョ ケグィ るヨヤミ )   サギホ  ( ヶプ るヤヨィ るョゅゎ   . マもゅゼルま リョ 
-  ラぺ ヶルヲΒヰダャや メΚわェΙや ヴハキや サギボャや .  るョヲハゴヨャや ユヰわャヱギャ るヨタゅハ 
-  ヶピらレΑ Ι  ザΑギボゎ  . ヴャゅバゎ 聴 ゲΒビ 
-  ゑΑキゅェΕや  るΒシギボャや. ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ヮよケ リハ メヲシゲャや ゅワやヱケ 
-  ヴャゅバゎ ぶ メゅヨイャや ¬ゅヨシぺ リョサヱギボャや 

√: ヶゎほΑ ゅヨΒプ ゅヰわエゎ ヅヲトガヨャや るヨヤムャや るΒレよ テらッや  . 
- 聴 ヲワ ヴャゅバゎ    マャゅョマヤヨャや(. マ∇ヤ ⊥ヨャや  (   // ヲワ モΒプやゲシま マヤヨャやャゅよ モミヲヨャや .るョゅΒボャや ュヲΑ ケヲダャや ヶプ オヘレ  ( ) マ∠ヤ ∠ヨャや 
-  ノプやキマヤヨャや ャや るΒツボャや リハ モダΒプ  . るΒレΒトジヤヘ  (マ⌒ヤ ∠ヨャや  ) 
- ミ モバヘΑ ラぺ メヱぽジョ モミ ヴヤハ   . ゥΚタΘャ マヤヨャや ゅョ モ     ( マヤ ⌒ヨャや  ) 

∽: ヶヤΑ ゅヨョ るヤヨィ モミ ヶプ )   ∂ ⌒ゴハ  ( モバヘャや  ヴレバョ ∇リ⌒∂Βよ   ⇒⇒⇒⇒ 
  ロギもゅダホ ヶプ ヮジヘレよ  ヶらレわヨャや ∂ ⌒ゴハ :    やゴΑゴハ ケゅタ ∂ ⌒ゲガわプや // ゅヨヰレよや チゲョ リΑギャやヲャや ヴヤハ  ∂ ⌒ゴハ :  ギわセやヱ ょ⊥バタ 

ラゅョゴャや やグワ ヶプ ヶプヲャや ペΑギダャや ∂ ⌒ゴハ :  ケギルヱ ∂ ⌒モホ      // ゆヲボバΑ ヮΒよぺ ギレハ  ブシヲΑ ∂ ⌒ゴハ  :    ⇔やゴΑゴハ ケゅタ 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

: るΑヲピヤャや りヱゲんャや     (  :   ヶルゅんャや ネヲッヲヨャやヶヨヤバャや ュギボわャやヱ ゅレわピャ   ) 
サ≒-  ヴレバョ ∇リ∂Βよ  れゅヨヤムャや    : るΒゎΓや 

ュ るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ 
≒ ょミやヲ⊥ゎ ユヤホほわゎ ∩ ペヘ∠わゎ ∩ ヮバョ ゲΑゅジゎ ヱゴバΑ ノィゲΑ 
≪ ゲカ ∇ゴ∠ゎ チゅプヱ Ζわョや ヴカヲゎ  ヮΒャま ギダホヮ∠ヤ∇バ⌒プ ギ ｚヨバゎヱ 
≫ ラゅよま .リΒェ ∩ろホヱ れゅワゲ⊥ゎ モΒヅゅよぺヱ ょΑクゅミぺ 
 ゅヰゎケやギィ ゅヰホゅボエわシやヱ ゅヰゎケギホ   
 
≪ ⇒⇒るヨヤムャや  ヱゅワキゲヘョ  :       ンケ⊥ク :   りヱケ⊥ク         アもゅセヱ :アΒセヱ          ケやヲヅぺ:    ケヲ∠ヅ 
 
≫  ⇒⇒ノッ モミ るヨヤミ リョ れゅヨヤムャや るΒャゅわャや ヶプ ゅヰホゅΒシ ょシゅレヨャや    )  ギ ⌒∂ゼレ⊥ル  ∩ ギ⊥ゼレ∠ル(  

- ギ ⌒ゼレ⊥ル   ⇒⇒            るΒレヅヲャや ヶルゅビΕやギ⊥ゼレ∠ル  サゅレヤャ ゲΒガャや      
     

√    (   れゅヘΑゲダゎ リョ ゅヨシや ブドヱ ⇒⇒Κカ   .   ) 
 ヴャま ょワグル ¬Κガャや   . ロゴレわレャ ¬ゅわゼャや ヶプ /   リョぽヨャや ヶヤガャや . ロゲΒヨッ ゥゅゎゲョ  /   ブゎやヲヰヤャるΑヲヤガャや . るヨΒジィ ケやゲッぺ 

るΒヤカ   . ユヌレヨャや モヨバヤャ ァクヲヨル モエレャや       / ュギャや れゅルヲムョ リョΑΚカ  ¬やゲヨエャやヱ ¬ゅツΒらャや ⊥ュ∂ギャや ゅ 
∽ ⇒⇒ブドヱ モバヘャや)  ゆゅセ(  ヶプ リΒホゅΒシ リΒヘヤわガョ:  
 

- ゆゅセ モィゲャや)   ヂΒよや ロゲバセ(                                       ⇒⇒ ∠ゆゅ∠セ モョゅバャや  ∠ょΒヤエャや ¬ゅ ∠ヨ∇ャゅよ: )   ⊥ヮ∠ト∠ヤ ∠カ ヮよ(  
- グワや   ゾヤガョ モヨハΙ Αヮよヲゼ るらもゅセ ) Ι ょΒハ ゅヰΒプ (            ⇒⇒ ゆゅセ  ペプゅレヨャやヶプ  ヮんΑギェ )     ゆグミ(   
- ゆゅセ ゲィゅわャや ヶプ ヮバΒよ )      ヮハギカ             (                 ⇒⇒   ろよゅセ  ャやゅΒエり ュヲヨヰャや   )  わトャゅカ ゅヰ ( 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√ 

 
 

 るΑヲピヤャや りヱゲんャや  :: ゑャゅんャや ネヲッヲヨャや りギΒダホ"  : " るヤΒヤィ 
≒ ⇒⇒ : フキやゲわャや    

るヨヤムャや ゅヰプキやゲわョ るヨヤムャや ゅヰプキやゲわョ 
ヴャ⊥グハや  ヶョヲャるョΚヨャや ヲワヱ メ∇グ∠バャや リョ ょ∠ん∠ミ リョ ょΑゲホ リョ. 
 ⌒モ∠ヘ ∇ェ∠ぺ ヴャゅよぺ  ∃ラ ∇ギ ⊥ョ  ∀ゆ ∂ ⌒ゲ∠ボ ⊥ョ 
 ∠ヤイルやろ ブゼムルやヱ ゲヰド      ヴヌャ ゅヰらヰャ ヱぺ ケゅレャや 

 ∠チ ｚヲ∠ホ      ュギワ ヮよ ン ⌒ギ ∇ィ ∠ヱ   ヮャ ギΑギゼャや ヴ∂⌒ら ⊥ェ 
≪ ⇒⇒ノヨイャやヱ キゲヘヨャや 

   ノヨィ¬ ∇コ ⊥ケ  :¬やコケぺ      : ノヨィ      ∩リΒハ   : ∩ ∀リ⊥Β ∇ハ∠ぺ ∀ラヲ⊥Β⊥ハヱ. 
   ≫ ⇒⇒   :ブΑゲダわャやモヨミぺ モヨイャや るΒャゅわャや ブΑゲダわよ ょシゅレョ リョ れゅヘΑゲダゎ りキゅョ)  ヴレを( 

-  ヴヤハ ヴヤタぺ ソ ( メヲシゲャや)  ¬ゅレをぺ   りΚダャや .   //  れゲ∇ジミ るΒ⌒レを  ギェぺ りヱゴビ ヶプ ) ソ ( メヲシゲャや 
- リΒらャゅトヤャ りゴもゅィ ゲΑギヨャや ヴトハぺ メヱΕや や ヱヶルゅんャ  .   // ゲヌわレゎ Ιヱ ヴャゅバゎ 聴 ヮィヲャ モヨハや¬ゅレんャや   ギェぺ リョ   

√ ⇒⇒ブドヱ モバヘャや)   ∂モ ∠ィ( ヶプ リΒホゅΒシ リΒヘヤわガョ:  
-  ∂モ ∠ィ  ユヰルゅヅヱぺ リハ ラヲョヲヤヌヨャや  : ヤェケ やヲ ゲィゅワヱ やヱ  //   ∂モ ∠ィ   :    ギジエャやヱ ギボエャや リハ リョぽヨャや ∠ロ ｚゴ∠レ∠ゎ ノプゲゎヱ .    

聴 ゴハ モィヱ   ギャヱ Ιヱ ヮャ るィヱコ Ι         :ユ⊥ヌハ 
∽ ⇒⇒テらッ るΒレ⌒∂らャや:  るヨヤミ)  ュぺ(  

- ょエゎぺ  り¬やゲボャや ュぺ るッゅΑゲャや       /        ∂ュ∠ぺ ゲムよ ヲよぺ リΒヤダヨャや  ⇔ ゅツΑゲョ ) ソ( メヲシゲャや ラゅミ ゅヨレΒェ   
-  ンゲボャや ュぺ ヶワ るムョ                       / マ∂ョ⊥ぺ . ブトバャやヱ るヨェゲャや ヶワ 
- ぺ ｚュ                    ) ソ( メヲシゲャや りケゅΑゴャ ヵヲらレャや ギイジヨャや ラヲレョぽヨャや ) ギダホ ( 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 
 やャ: るΑヲピヤャや りヱゲん ノよやゲャや ネヲッヲヨャや    : ゲΒボヘャや ギΒハ      

≒ャや ⇒⇒ :フキやゲわヨ   
るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ 
ゲΒをヱ ユハゅル ∩ リΒャ ヮもΚ∠Β ⊥カ  ゲぁらムわャや ょ ∇イ⊥バャやヱ チ ∂ヱケΑ   ⊥Α ∠グ ⌒∂ャ ⊥モ . 

ドヲヌムョ わヨヨャやヤめ リョ ュゅバトャや  ゅルゲをへ ゅレヤツプ るヘミゅハ ョるョコΚ るヨΒボョ 
ユΒョギャや ウΒらボャや ラやヲゼル ゥ ⌒ゲプ - ケヱゲジョ るョ ∂ゲ ∠ツ⊥ョ るヤバわゼョ 
ウャゅミ ザよゅハ ンキゅヰわΑ モΑゅヨわΑ ンキゅヰわΑ  メキゅらゎゅΑやギヰャや 

≪ ⇒⇒: ノヨイャやヱ キゲヘヨャや 
  ∠セ⇒⇒ ｚわ⇒ヴ  : ∠セ ∀ろΒわ    /ベ ⌒コべョ  : ベ ⌒コほ ∠ョ  / ょミやヲ ∠ョ  : ょミヲョ  / ∠ぺ ∇ミズ⊥ら ⇒  スゅら ⌒ミ ⊥ミ ⇒⇒スヲら  ⇒⇒ ∠ぺ ∇ミスゅら   :ズらミ    : ベゅプ ⌒ケ /ペΒプケ   

 /ゲΒィ  : りケゅィ 
 
≫ ⇒⇒ブドヲΑ モバヘャや)   ロゅゎ  (  ヶプ リΒホゅΒシ リΒヘヤわガョ:  

ケヱゲピヨャや ロゅゎ   )ゲらムゎ (  /  ⊥ヮΒ⌒わ∠Α ¬やゲバゼャや ( ユヰャゅΒガよキゲゼΑラヱ) // ロゅゎ レ∠よヲ  ∠モΒもやゲ ∇シ⌒ま  ¬やゲエダャや ヶプ ∠シ ∠リΒバ∠よ ∇ケ∠ぺ ∠レ ⇔る    )ハゅッ)やヲ  
- メやぽジャや ヴヤハ ょャゅトャや ゲダよ ロゅゎ     ) ュやキ ろらをヱ  (     //   ペエャや リハ ペプゅレヨャや ゲダよ  ロゅゎ)    ヮレハ フゲダルや (. 

 
√ ⇒⇒モヨムΑ モヨイャや るΒャゅわャや ブΑゲダわよ ょシゅレョ リョ れゅヘΑゲダゎ りキゅョ   テジよ  ( ( 

-  ヴャゅバゎ 聴テシゅらャや ロキゅらバャ ベコゲャや テジらΑ ヲヰプ    . ヴャゅバゎ 聴 ギヰョ   // るトΒジらャや . ヮボヤガャ 
-  ゆヲヤシΕやテΒジらャや   // . ょヤボャや ヴヤハ モダΑ ⊥ジらわャやテ  リΒレョぽヨャや れゅヘタ リョ メヲボャや ヶプ 
- リムヨゎ    ユヤバヨャやリョ テジよ    /テΒジらゎ     //  ヮよΚトャ  るョヲヤバヨャやコやキ 聴 ゲヨハ ベヱケゅヘャや ヴャゅバゎ  ⇔る∠ト ∇ジ∠よ ヶプ  ⌒ユ∇ヤ ⌒バャや  ⌒ユ ∇ジ ⌒イャやヱ 

 
∽ ⇒⇒テらッや るΒレよ るヨヤミ)  ルユバ(  ヶプ れやケゅらバャや るΒャゅわャや.  
 ∇バ⌒ル ∠ユ    ベキゅダャや モィゲャや   // ∠ル ∠バ ∇ユ モよヲル りゴもゅィ ヴヤハ モΑヱコ ギヨェぺ モダェ      //ユ∠バ⌒ル ヴャゅバゎ 聴    ギバゎ Ιヱ ヴダエゎ Ι . 
 ∠ル ∠ユ ⌒バ メゅらャや るェやゲよ リョぽヨャや     //     ユヤジヨャや  ベギダわΑ リョ ユ∠バ∂レャや        . ペΒッヱ ∃ユ∇バ⊥ル ヶプ ヮよケ リョぽヨャや ゲムゼΑ   // 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽ 

 
 るΑヲピヤャや りヱゲんャや  : :ザョゅガャや ネヲッヲヨャや   サゅレャやヱ りゅΒエャや /ヶらレわヨヤャ         

 : フキやゲわャや   
るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ 
ユワゅレハ  ∠セ ∠ピ ∠ヤ ⊥ヰ ∇ユ  ∠ぺ ∠ヱ ∇ゎ ∇ユ ⊥ヰ∠ら⇒∠バ ∠ヱ ∠ぺ ∠ワ ｚヨ ⊥ヰ ∇ユ 

  
ケギムゎ 
 

ゲ∂ムバゎ ラやヲワ メク 

ゴイ∠ハ 
 

ブバッ ょ∇Α ∠ケ         ょもゅダョ ギ⊥よ ゲヘョ 

 : ノヨイャやヱ キゲヘヨャや 
 る ∂ダビ : ゾダビ      . ノΒレタ : ノもゅレタ .       ゅΑゅレョ : る∂Βレョ        . りゅレホ :  ∂ヶレホ    ラゅレシ : る∂レシぺ     . ヴわプ : ラゅΒわ⌒プ / るΒわプ . 

 モヨミぺ モヨイャや るΒャゅわャや ブΑゲダわよ ょシゅレョ リョ れゅヘΑゲダゎ りキゅョ) ゴイハ ( 
-  れゅヘΑゲダゎ リョ ユシゅよ モヨミぺ(  ゴイハ )  : ヶゎほΑ ゅヨΒプّ 
- ヶプ ⇔ ゅよゅわミ れぺゲホ コゅイハΗや ヨヤバャや ユΑゲムャや ラへゲボヤャ ヶ        ⇒⇒       リョれやゴイバョ  ヮΑギΑ リΒよ ヴダエャや ウΒらジゎ メヲシゲャや 
- リョ ゴイバャや  ⇒⇒   ゅルゅらィ ズΒバゎ ラぺ   ぶゅよ リバわシや,  リムゎ Ι やゴィゅハ  .    ⇒⇒    リョ マよ クヲハぺ ヶルま ユヰヤャやゴイバャや モジムャやヱ 
-  るΑべよ やヲゎほΑ ラぺ ゆゲバャや ラへゲボャや ンギエゎャゴΒイバわワ. ユ ⇒⇒⇒       ギヰゼャゅミ メヲシゲャや ュΚミゴイバョ  ヮルゅΒよ ヶプ 

 
  るヨヤミ るΒレらャ ウΒエダャや テらツャゅよ モヨミぺ(  るΒレヨャや)  :ّ 

       . ヴャゅバゎ 聴 ヴッケ ヶワ リョぽヨャや ..............る∂Β∇レ ⊥ヨャや " るΒレョΕや ょヤトヨャやヱ " 
              . ヮよケゅセ サゅレャや モミ サほミ ...............る∂Β⌒レ ∠ヨャや " れヲヨャや " 

 ブ∂ドヱ "  ∂ギハ " ヶプ リΒホゅΒシ リΒヘヤわガョ リョ マもゅゼルま . - 
-  ∂ギハ    ) 民 ( メヲシゲャや  ユヤジヨャや りヱギホ ヮャ                               ゲらわハや  
- . や∂ギハ ユワｚギハヱ ヮボヤカ ヴャゅバゎ 聴 ヴダェぺ                              ワゅダェぺユ 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 
 るΑヲピヤャや りヱゲんャや   :るよクゅムャや るヨェゲャや : サキゅジャや  ネヲッヲヨャや         

 : フキやゲわャや 
るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ るヨヤムャや ゅワゅレバョ 
ほムヤゎ  ∠ゎら⇒⇒ ∠ヅゅ⇒⇒⇒ ∠ほ ンギィぺ  ∠ぺ ∇ル ∠ヘ⇒⇒⇒⇒ ⊥ノ  ∠ヱ ∠ぺ ∇プ⇒ ∠Β⇒⇒⇒⇒ギ るハｚギャや  ∇ャや ⊥ヰ⇒ ⊥¬ヱギ  ∠ヱ ｚジャや⇒Βム⇒ ∠レ ⊥る 
ケヲわ⊥プ  ⊥カヨ⇒ ∀メヲ  ∠ヱ ∠ミ⇒ ∠ジ⇒⇒ ∀モ ヲ⊥ゼ⊥プ  ⌒や ∇ル⇒ ⌒わ⇒ゼ⇒⇒ ⊥ケゅ ヱゲィキゴΑや  ∠Α ∇レ ∠わヰ⇒ やヲ 
ヅやゲプま  ∇ャや ⊥ヨ ∠ャゅら ∠ピ⇒⇒⇒⇒ ⊥る ウジゎ  ∠ゎ⇒ジ⇒⇒Β⇒ ⊥モ るΒワやヱ  ∠ッバ⇒ ∠ヘΒ⇒⇒ ∀る 
モゼレΑ  ∠Α ∇レ ∂ジャや ⊥モ⊥ゼ ⌒ケゅ ∂ジャや ⊥ベ ∠ハゅ ∠る: 

 ∠Α ∇レ ⌒ゴ ⊥ハ ∠ヱ ゅヰ ∠Α ∇ジ ⌒ゲ ⊥ホゅヰ 
    

  ノヨイャやヱ キゲヘヨャや :   
ユΒヤホま         : ⊥ユΒャゅホぺ            ヶルゅイャや   :   ャや ∀りゅ∠レ ⊥イ          ケゲ ∠ッ      : ケやゲッぺ         るイ ⊥ェ  :   ∀ア ∠イ ⊥ェ ヱ ∩  ∀ァゅイ ⌒ェ 

 ブドヱ モバヘャや         ( メギハ          ) ヶプ リΒホゅΒシ リΒヘヤわガョ ヱ  ⇔ヴレバョ  ⇔Ιゅイョ.  
メ∠ギハ  : リΒヨタゅガわヨャや リΒよゅヨヰレΒよ ブダルぺ       // ∠メ ∠ギ∠ハ  ⊥ヮ∠ヤ∇バ⌒プ ⊥ヮ⊥ャ ∇ヲ∠ホ  : ゅ ∠ヨ ⊥ヰ∠レ∇Β∠よ ン ∠ヱゅ∠シ       //ハ ∠メ∠ギ  ⌒ロ ⌒ゲ ∇ョ∠ぺ ヶ⌒プ ∠ュゅ∠ボ∠わ ∇シ⌒や : 

 メ∠ギハ  : ⇔Ιヱギ⊥ハ ヮΑぺケ リハヮレハ ノ ∠ィケヱ キゅェ      ∠メ ∠ギ∠ハ  : ⌒ヮ ⌒ョゅ∠ム ∇ェ∠ぺ ヶ⌒プ ⇔Ι ⌒キゅ∠ハ ∠ラゅ∠ミ ∩ ∠ブ∠ダ∇ル∠ぺ 
     (   れゅヘΑゲダゎ リョ ゅヨシや ブドヱゲシぺ     . るΒゎΓや  れΙゅイヨャや ヶプ ) 

- リムゎ Ι ゲΒシぺ ⇔やャ∩ ゅワキヲΒボよ モｚらム ⊥ョ : ギΒャゅボｚわヤ         ⇒⇒⇒  ヶプ ∠ノ∠ホ ∠ヱ ⌒ロ ⌒ケゅ∠シま :-    ⊥ヮ∠ャ や⇔キゅ∠ボ∇レ ⊥ョ ∠ラゅミ .      
-   ｚギ∠セ   ヴャゅバゎ 聴  ∠ゲ ∇シ∠ぺ  : ラゅジルΗやヮボ∇ヤ ∠カ ユムェぺ      ⇒⇒⇒  マャ ¬ヶゼャや やギワ  ロゲシ∠ほよ ⊥ヮぁヤ⊥ミ : 
-   ヶプ ロギもゅダホ サやゲプ ヲよぺ ネギよぺゲシΕや .                 

 : るΒレらャや テらッ  ノッ モミ るヨヤミ リョ れゅヨヤムャや るΒャゅわャや ヶプ ゅヰホゅΒシ ょシゅレヨャや )  ケよャや  ( 
-  ∂ゲ∠らャや   : ∠ラゅミ   ヶプ ゲ∠らャや ヲワ ヵギャやヱ : ⌒ヮ⌒ャ ∇ヲ∠ホャやベ ⌒キゅダ                ∩ ⇔ ゅヘΒレ∠ハ ⊥ュヲイ⊥ヰャや ∠ラゅミ  ∠らャや ヶプ          ゲエらャやヱ ゲ 
-  ⊥らャや ∂ゲ  . ンギレャや モんョ グガゎや  ⌒∂ゲ⊥らャや  るらェ リョ  :             (ウヨボャや ょェ ∩ りゲよ ヮゎギェやヱ ¬ゅらャや ユツよ  ) 
-  ぁゲ⌒らャや  ⌒リ∇Α ∠ギ⌒ャやヲャゅ⌒よ   リΒレョぽヨャや れゅヘタ リョ  ⊥る∠ハゅｚトャや ∩ ⊥ラゅジ ∇ェ ⌒Ηや : 
-  リョ ザΒャ  ゲらャやゲヘジャや ヶプ ュゅΒダャや 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝ 

 
 {  : メヱΕや ネヲッヲヨャや  }  ⌒リ⇒⇒⇒ ⌒ョ ∇ぽ ⊥ヨ∇ャや ⌒ポヲヤ⇒⇒⇒⊥シ ヶプ ⊥ロ ⊥ゲ∠を∠ぺ ∠ヱ ⊥ベ ⌒キゅ ∂ダャや ⊥ラゅヨΑ ∇Ηや 

                 ゥゲセ ヴャま  ベゲトわレシ : ヴャゅバゎ 聴 ¬ゅセ ラまメヱΕや ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや    ∩ ] るバヨイャや  りケヲシ リョ  れゅΑへ  [ 
. ペΒプヲわャや ぁヶャヱ 聴ヱ  ユミゅルキヲハ ゅヨミ ウッやヱヱ テジらョ モムゼよ マャクヱ 

  ゆゅバΒわシΙやヱ ユヰヘャや : ⇔Ιヱぺ         :         
               : ヶヤΑ  ゅヨミ マャク  メヲェ ゅレセゅボル ケヱギΒシヱ  ヶルゅバヨャや リョ ゲΒんミ ヶルへゲボャや ゾレャや  リヨツわΑ 

  
 や  メヱΕや  ラやヲレバャ : }    ゾボル モミ リハ ロゴレョ ヴャゅバゎ 聴   { 

 ⌒ゴΑ ⌒ゴ∠バ∇ャや ⌒サヱぁギ⊥ボ∇ャや ⌒マ⌒ヤ ∠ヨ∇ャや ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ゅョ ∠ヱ ⌒れやヱゅヨｚジャや ヶ⌒プ ゅョ ⌒ ｚ ⌒乏 ⊥ウ∂⌒ら ∠ジ⊥Α {: ヴャゅバゎ メゅホ} ⌒ユΒ ⌒ム ∠エ∇ャや 
- ヴレバヨャや   :バゎ 聴 ⊥ウ⌒∂ら ∠ジ⊥Α ⌒チ ∇ケ∠Εや ∠ヱ ⌒れやヱゅヨｚジャや ヶプ ゅョ ぁモ⊥ミ    ヴャゅるΑゅピャや     : .   ろホヱ  モミ ヶプ 聴 ウΒらジゎ ヴヤハ ゑエャや 
-  :  るヨΒボャや    ザΑギボゎ  ヴャゅバゎ 聴  ヮエΒらジゎヱ. 

  
-  るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ : 

 聴 ロゴレΑ チケΕやヱ れやヲヨジャや ヶプ ゅョ モミヮわヨムェヱ ヮゎケギボよ ゅヨヰΒプ フゲダわヨャや マャゅヨャや ヲヰプ ヴャゅバゎ  
 

  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 
 

-  :   ⌒ヮ⇒ｚヤ⌒ャ ⊥ウ⌒∂ら⇒∠ジ⊥Α. ⌒ロ ⌒キぁギ ∠イ∠ゎ ∠ヱ ⌒チ ∇ケ∠Εや ∠ヱ ⌒れやヱゅヨｚジャや ⌒モ⇒ ∇ワ∠ぺ ⌒ウΒら⇒ ∇ジ∠ゎ ⌒ケやゲ ⌒ヨ⌒わ⇒ ∇シや ヴヤ∠ハ ∃メギΑ ⇔ ゅハ ⌒ケゅツ⊥ョ ) ⊥ウ⌒∂ら⇒∠ジ⊥Α ( ゲ⇒Βら⇒∇バｚわャや 
-    :  ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ ゅョ ∠ヱ ⌒れやヱゅヨ⇒ｚジャや ヶプ ゅョ. ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ユヰボャゅガャ  ペヤガャや モミ ウΒらジわャや メヲヨセ 
- :  ⌒ユ⇒Β ⌒ム ∠エ∇ャや ⌒ゴ⇒Α ⌒ゴ⇒∠バ∇ャや ⌒サヱ∂ギ⇒⊥ボ∇ャや ⌒マ⇒⌒ヤ ∠ヨ∇ャや や.  ロゲΒよギゎ ヶプ ユΒムエャや ∩ ょャゅピャや ∩ マャゅヨャや ヮルΕ ウΒらジわヤャ ヴャゅバゎ ペャゅガャや ベゅボエわシ 

 
 :  ヶルゅんャや  ラやヲレバャや  ヴ∠ヤ∠ハ ⌒聴 モ ∇ツ∠プ  {}  ユΒヌハ ゆゲバャや 

  ⊥ユ ⊥ヰ ⊥ヨ⌒∂ヤ∠バ⊥Α ∠ヱ ∇ユ ⌒ヰΒ∂ミ ∠ゴ⊥Α ∠ヱ ⌒ヮ⌒ゎゅΑへ ∇ユ ⌒ヰ∇Β∠ヤ∠ハ ヲヤ∇わ∠Α ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ ⇔Ιヲ⊥シ ∠ケ ∠リΒ⌒∂Β ⌒∂ョ⊥ ∇Εや ヶ⌒プ ∠ゑ∠バ∠よ ヵグｚャや ∠ヲ⊥ワ  (   :  るΑΓや  ∇ラ⌒ま ∠ヱ ∠る ∠ヨ ∇ム ⌒エ∇ャや ∠ヱ ∠ゆゅわ ⌒ム∇ャや
) ∃リΒら ⊥ョ ∃メΚ∠ッ ヶヘ∠ャ ⊥モ∇ら∠ホ ∇リ ⌒ョ やヲルゅ∠ミ 

-    :   ヴレバヨャや ∠ぺ ゆゲバャや ヴ∠ヤ∠ハ ⌒聴 ⌒モ ∇ツ∠プ ∇リ ⌒ョ.ユヰ⌒わ∠Αやギ ⌒ヰ⌒ャ ユヰレ ⌒ョ ⇔Ιヲシ ∠ケ ユヰΒプ ∠ゑ∠バ∠よ ∇ラ  
-        : るΑゅピャや.  ヮΑギヰよ ¬やギわホΙやヱ ) 民 ( ヮわャゅシゲよ ラゅヨΑΗや    
-       : るヨΒボャや.  ゅレ⌒わ∠Αやギ ⌒ヰ⌒ャ ゅ∂レ ⌒ョ ⇔Ιヲシ ∠ケ ゅレΒプ ∠ゑ∠バ∠よ ∇ラ∠ぺ ゅレ∇Β∠ヤ∠ハ ヮ⌒ヤ ∇ツ∠プヱ  ヮわヨバル ヴヤハ 聴 ゲムセ 

 
  るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ モシケぺ  ヴャゅバゎ 聴  ゆゲバャや ユワヱ るΒョぺ るョぺ ヴャま ヮャヲシケ. 

 
 ∨ ⊥る ∠ヨΑゲ∠ム∇ャや ⊥る∠Α ∇Γや ゅヰ∇わ∠レｚΒ∠よ ゅヨ∠ミ ⌒メヲシ ｚゲャや ⊥る ∠ヨ ⌒ヰ ⊥ョ ゅョ   :  リムャヱ 

(≒. ラへゲボャや れゅΑへ ユヰΒヤハ ヲヤわΑ )  (≪                   . るΒヤワゅイャや ベΚカぺヱ ポゲゼャや サゅルキぺ リョ ユワゲヰトΑ )                                                                                               
(≫. ゅワケやゲシぺヱ ゅヰわヨムェヱ ュゅムェΕやヱ ノもやゲゼャや ユヰヨヤバΑ   ) 
 

  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 
- :  ∠ゑ∠バ∠よ             . ゆゲバヤャ りゅΒェ ュΚシΗや るャゅシケ ヶプ ラぺ ヴヤハ メギΑ 
- :   ∠リΒ⌒∂Β ⌒∂ョ⊥ ∇Εや      .ゆゲバャや ユワヱ ょわムゎ Ιヱ ぺゲボゎ Ι ヶわャや るΒョΕや るョΕや 
- :  ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ ⇔Ιヲ⊥シ ∠ケ   .ヮゎヲハギよ ユヰハゅレわホや モヰジΒャ ∩ ヮよ モシケぺ ゅョ やヲヨヰヘΒャ ∩ユヰヤんョ ゅΒよゲハ ヮヤシケぺ ヮルぺ ヴャゅバゎ ヮわヨムェ リョ 

 
  ∇ユ ⌒ヰΒ∂ミ ∠ゴ⊥Α ∠ヱ ⌒ヮ⌒ゎゅΑへ ∇ユ ⌒ヰ∇Β∠ヤ∠ハ ヲヤ∇わ∠Α : ∠る ∠ヨ ∇ム ⌒エ∇ャや ∠ヱ ∠ゆゅわ ⌒ム∇ャや ⊥ユ ⊥ヰ ⊥ヨ⌒∂ヤ∠バ⊥Α ∠ヱ  
-  ∩ゆゅわムャや れゅΑへ ユヰΒヤハ ヲヤわΑ  ) 民 ( メヲシゲャゅプ  るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キヲダボョ ょΒゎゲわャや 
- メゅヨハΕやヱ ギもゅボバャや ゑもゅらカ リョ リΑゲワゅヅ ユヰヤバイΒャ 
- .ゅヰよグヰゎヱ サヲヘレャや モヨムゎ ヶわャや るΒヤボバャや ケヲョΕやヱ ノもやゲゼャや ユヰヨヤバΑ ユを 

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∵ 

 
    :     ノよやゲャや  ラやヲレバャや}   るΒョΚシΗや りヲハギャや るΒヨャゅハ   { 

 ( ⊥ユΒム ∠エ∇ャや ⊥ゴΑゴ∠バ∇ャや ∠ヲ⊥ワ ∠ヱ ∇ユ ⌒ヰ⌒よ やヲボ ∠エ∇ヤ∠Α ゅ ∂ヨ∠ャ ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ ∠リΑ ⌒ゲ ∠カへ ∠ヱ (   :   るΑΓや≫ ヱ⊥ク ⊥聴 ∠ヱ ⊥¬ゅゼ∠Α ∇リ ∠ョ ⌒ヮΒゎ ∇ぽ⊥Α ⌒聴 ⊥モ ∇ツ∠プ ∠マ⌒ャ∠ク )
) ⌒ユΒヌ⇒∠バ∇ャや ⌒モ ∇ツ∠ヘ∇ャや 

 ヴレバヨャや     :ギ ｚヨ ∠エ ⊥ョ ⊥聴 ∠モ∠シ ∇ケ∠ぺ .⇔るｚプゅミ ⌒サゅ∂レヤ⌒ャ  ) 民 ( ⇔や   : るΑゅピャや ヤハ ゑエャや  ュΚシΗや ヴャま りヲハギャゅよ ュゅΒボャや  ヴ 
-   : るヨΒボャや     . ラゅムョヱ ラゅョコ モムャ ュΚシΗや るャゅシゲプ ヴャゅバゎ 聴 ヴャま りヲハギャや ょィやヲよ ュゅΒボャや 

 
  るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ : 

  ラぺ ⌒ュ ∇ヲ⇒∠Α ヴャ⌒ま ∠ユ∠ヤ⇒ ∇シ∠ぺ ∇リ ∠ョ ⊥ノΒヨ ∠ィ ∇ユ⇒⊥ワ ∠ヱ ∩ロ∠ギ⇒∇バ∠よ ∠ラヲゎ∇ほ∠Β ∠シ ∠ヱ ヮ⌒ルゅョ ∠コ ヶプ やヲルヲム∠Α ∇ユ∠ャ ∠リΑゲ ∠カへ ∃ュ ∇ヲ∠ホ ヴャ⌒ま ∠ゑ ⌒バ⊥よ ∠メヲシ ｚゲャや  ⌒る ∠ョゅ⇒Β⌒ボ∇ャや . 
 

  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 
  :)  ∇ユ ⌒ヰ⌒よ やヲボ ∠エ∇ヤ∠Α ゅ ∂ヨ∠ャ ( ヮャヲボよ ゲΒらバわャや. ュΚシΗや るャゅシケ るΒヨャゅハ ヴヤハ メギゎ 

 
   :   ザョゅガャや  ラやヲレバャや  { リョ キヲヰΒャや ブホヲョ ⊥ら⊥ル⇒⇒ ｚヲ ⌒り   ∃ギ ｚヨ ∠エ ⊥ョ     } 

 ⌒ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ⊥モ∠ん ∠ョ ∠ザ∇ゃ⌒よ や ⇔ケゅヘ ∇シ∠ぺ ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠Α ⌒ケゅヨ ⌒エ∇ャや ⌒モ∠ん ∠ヨ∠ミ ゅワヲ⊥ヤ ⌒ヨ ∇エ∠Α ∇ユ∠ャ ｚユ⊥を ∠りやケ ∇ヲｚわャや やヲ⊥ヤ ∂ ⌒ヨ ⊥ェ ∠リΑ ⌒グｚャや ⊥モ∠ん ∠ョ {  ⌒れゅΑべ⌒よ やヲ⊥よｚグ∠ミ ∠リΑ ⌒グｚャや Ι ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ⌒ ｚ乖
( ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャや ∠ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ヵ ⌒ギ ∇ヰ∠Α∽} ) 

-   :     ヴレバヨャやヶ ∇ェ ∠ヲ∇ャや ∠リ ⌒ョ ∇ユ⊥ワ ∠¬ゅィ ゅヨ⌒よ やヲ⇒バ⌒ヘ∠わ∇レ∠Α ∇ユ∠ャ ∇ユ ⊥ヰｚル∠Ε ∠キヲヰ∠Β∇ャや ⊥聴 ｚュ∠ク    .  
-      :  るΑゅピャや. ラへゲボャや ヶプ ゅヨよ やヲヤヨバΑ Κプ キヲヰΒャや モんョ  やヲルヲムΑ ラぺ リΒヨヤジヨャや ゲΑグエゎ 
-       : るヨΒボャや ⌒エ∇ャや⇒ ⊥ソ ∇ゲ  ⌒バ∇ャや ヴヤ∠ハ⇒ ∇ヤ⇒ ⌒ユ わ ⌒ム⌒よ⇒ ⌒ゆゅ  ⌒聴  ∠バ∇ャや ∠ヱ⇒ ⌒モ ∠ヨ . ⌒ヮ⌒よ 

 
  るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ  

 ギボプ  ｚョ∠ク ∇ろ  キヲヰΒャや れゅΑΓや ∠バ⌒ャ⇒⇒ ⌒ュ ∠ギ  ユヰルゅヨΑまィ ゅヨ⌒よ⇒ ⊥ワ ∠¬ゅ⇒⇒ ｚわャや ヶプ ∇ユ⇒ ⌒りやケ ∇ヲ  ⌒れゅΑ ∇Γや ∠リ ⌒ョ ャや⇒ ∠ャや ∂ギ⇒ ⌒る  ⌒タ ヴヤ∠ハ⇒⇒ ⌒ベ ∇ギ  ⊥ら⊥ル⇒⇒ ｚヲ ⌒り  ∃ギ ｚヨ ∠エ ⊥ョ   
 

  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 
  ⊥ベゅら ⌒ヅ  ⌒ょ∇ヤｚジャや  ⌒∂ヨ ⊥ェ ( ヶプ⇒) ゅワヲヤ ⌒ヨ ∇エ∠Α ∇ユ∠ャ ⇒ やヲヤ   :Β∠よ⇒⇒ ∠ラゅ  ∠ゎ⇒ ∇ヘ⇒Αゲ⇒ ⌒テ ヰ∠Β∇ャや⇒⇒ ⌒キヲ  ∠セ ヶプ⇒⇒ ⌒ネ ∇ゲ  ｚヤャや⇒⇒ ⌒ヮ  ∠ゎ ∠ヱ⇒ミ∇ほ⇒Β⇒⇒⇒ ∠ギ   ∠ヨ∠ゎ⇒ ⌒キ ぁゲ ⌒ワ⇒ ∠ハ ∇ユ⇒ ∇Βヤ⇒⇒ . ⌒ヮ 

 
  :   サキゅジャや  ラやヲレバャや     {  モヅゅよ ∀¬ゅハキま} 

 ⌒ま ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや や ⊥ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠プ ⌒サゅｚレャや ⌒ラヱ⊥キ ∇リ ⌒ョ ⌒ ｚ ⌒乏 ⊥¬ゅΒ⌒ャ ∇ヱ∠ぺ ∇ユ⊥ムｚル∠ぺ ∇ユ⊥わ ∇ヨ∠ハ ∠コ ∇ラ⌒ま やヱ⊥キゅワ ∠リΑ ⌒グｚャや ゅ ∠ヰぁΑ∠ぺ ゅΑ ∇モ⊥ホ(( ∠リΒ⌒ホ ⌒キゅタ ∇ユ⊥わ∇レ⊥ミ ∇ラ∝ や⇔ギ∠よ∠ぺ ⊥ヮ∠ル ∇ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠Α Ι ∠ヱ )
 ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャゅ⌒よ ∀ユΒ⌒ヤ∠ハ ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ∇ユ ⌒ヰΑ ⌒ギ∇Α∠ぺ ∇ろ ∠ョｚギ∠ホ ゅヨ⌒よ) 

    :     ヴレバヨャや.リΒヨャゅヌャや リョ ユヰヤバイΑ ヴャゅバゎ 聴 ヴヤハ  キヲヰΒャや  ゆグミ ヱ ¬ゅハキま        :  るΑゅピャや ⌒キヲヰΒ∇ャや ⌒¬ゅハ ⌒∂キや ∠ブ∇Α ∠コ ⊥聴 ∠ウ ∠ツ∠プ 
 

   るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ: 
-   ¬ゅハキΙやれやキヱギバョ ゅョゅΑぺ Ιま ケゅレャや ゅレヤカギΑ リャ ヮルまヱ ロぼゅΒャヱぺヱ 聴 ¬ゅらェぺ リエル やヲャゅホ   : . 
-    :  ユヰΒヤハ キゲャや聴 ¬ゅらェぺ ユヰルほよ ユヰヨハコ ブΑコヱ ユヰよグミ れゅらをΗ  れヲヨャや ヶレヨわよ キヲヰΒヤャ れゅΑΓや ヵギエゎ . 

 
 .ゅヰΒヤハ ⇔Κャギョ ∩れゅΑΓや ゅヰΒャま れケゅセぺ るゃプ れゅヘタ テらレわシや 
≒.  : ゆグムャや   .⊥ロ ⊥ぼゅら ⌒ェ∠ぺ ∠ヱ ⌒聴 ⊥¬ゅΒャ ∇ヱ∠ぺ ∇ユ ⊥ヰｚル∠ ほ⌒よ ⌒キヲヰΒ∇ャや ¬ゅハ ⌒∂キや             : ゅヰΒヤハ モΒャギャや    ∠コ ∇ラ⌒ま ∇ユ⊥わ ∇ヨ∠ハ  ⌒ ｚ ⌒乏 ⊥¬ゅΒ⌒ャ ∇ヱ∠ぺ ∇ユ⊥ムｚル∠ぺ 
≪.    :    ユヤヌャや ュΚシΗや るャゅシゲよ やヲレョぽΑ ユャ ユヰルΕ ユヰジヘルぺ やヲヨヤド                                                          . 

                : ゅヰΒヤハ モΒャギャや( ⌒よ ∀ユΒ⌒ヤ∠ハ ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャゅ                 ) 
≫.  聴 れゅΑへ キヲエィグムわャやヱ    : ゅヰΒヤハ モΒャギャや ヱ :   ゅヰよ ょΑ ∠リΑ ⌒グｚャや ⌒ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ⊥モ∠ん ∠ョ ∠ザ∇ゃ⌒よ ( ⌒ ｚ乖 ⌒れゅΑべ⌒よ やヲ⊥よｚグ∠ミ  ) 

 
  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 

 ∇ユ⊥わ ∇ヨ∠ハ ∠コ ∇ラ⌒ま  ⌒ ｚ ⌒乏 ⊥¬ゅΒ⌒ャ ∇ヱ∠ぺ ∇ユ⊥ムｚル∠ぺ :    ∠ミ  ヴヤハ メギゎ⇒⇒ ⌒ゆ ⌒グ  キヲヰΒャや    / :ユヰΑギΑぺ ろョギホ ゅヨよ.ヶタゅバヨャやヱ ゲヘムャや リョ  ロヲヤバプ ゅョ ょらジよ ヵぺ 
:   や⇔ギ∠よ∠ぺ ⊥ヮ∠ル ∇ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠Α Ι ∠ヱ ⇒⇒⇒⇒  ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや や ⊥ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠プ   ヵギエわャや ヶプ るピャゅらヨャや  ⌒キヲ⇒ヰ∠Β∇ャや ⌒¬ゅハ ⌒∂キや ⌒ブ∇Α ∠コ ギΒミ∇ほ∠わャ. 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∫ 

    
   :    ノよゅジャや  ラやヲレバャや   { ∠ャゅエ ∠ョ Ι ∃れへ ⊥れ ∇ヲ ⌒ヨ∇ャや⇒⇒ ∠る    } 

 
 ｚラ⌒ま ∇モ⊥ホ   ( ∇ユ⊥ム⊥ゃ∂⌒ら∠レ⊥Β∠プ ⌒り ∠キゅヰｚゼャや ∠ヱ ⌒ょ∇Β∠ピ∇ャや ⌒ユ⌒ャゅハ ヴャ⌒ま ∠ラヱぁキ ∠ゲ⊥ゎ ｚユ⊥を ∇ユ⊥ムΒ⌒ホΚ ⊥ョ ⊥ヮｚル⌒み∠プ ⊥ヮ∇レ ⌒ョ ∠ラヱ ぁゲ⌒ヘ∠ゎ ヵ ⌒グｚャや ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや( ∠ラヲ⊥ヤ ∠ヨ∇バ∠ゎ ∇ユ⊥わ∇レ⊥ミ ゅヨ⌒よ ∫) ) 
 : ヴレバヨャやれヲヨャや るΑゅビ モミ リもゅミ ヶェ Ι ケやゲプ ヮレョ .   : るΑゅピャや ∇ヰ∠ゎ⇒Αギ⇒⇒⇒ハ ∠ヱ ∠ヱ ∀ギ⇒Β⇒⇒ ∀ギ   ゆゅジエャやヱ れヲヨャゅよ キヲヰΒヤャ ∇ユヰ⌒ャゅヨ ∇ハ∠ぺ ⌒¬ヲジャ

   : るヨΒボャや    ゆゅジエヤャ キやギバわシΙやヱ れヲヨャや るΒヨわエよ ラゅヨΑΗや . 
 

  るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ 
  

 : キヲヰΒヤャ ヴャゅバ∠ゎ ⊥聴 ⊥メヲボ∠Α ⊥ゲ ∇ヰ∠ゎ ヵグｚャや ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ｚラ⌒ま ⌒聴 ヴャ⌒ま ∠ラヲバ ∠ィ ∇ゲ⊥ゎ ｚユ⊥を ∩∠る∠ャゅエ ∠ョ Ι ∇ユ⊥ムΒゎへ ⊥ヮ∇レ ⌒ョ ∠ラヲよ ∩  ∇ユ⊥ム⌒ャゅヨ ∇ハ∠ぺ ヴヤ∠ハ ∇ユ⊥ムΑコゅイ⊥Β∠プ . 
 

  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 
 

- :   ⌒り ∠キゅヰｚゼャや ∠ヱ ⌒ょ∇Β∠ピ∇ャや ⌒ユ⌒ャゅハ   ⊥ギΒミ∇ほ∠ゎ  ⌒聴 ⌒ユ∇ヤ ⌒ハ ⌒る∠ヅゅェ⌒ま∩ . ∀¬ヶ∠セ ⌒ヮ∇Β∠ヤ∠ハ ヴヘ ∇ガ∠Α Κ∠プ 
 

-  :  )    ∇ユ⊥ムΒホΚ⊥ョ ⇒ ラヱ ∂ゲ⌒ヘ∠ゎ (      リΒよ ノヨイャや. ⌒れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ⌒る∇Β ⌒ヨ∇わ ∠ェ ⊥ギΒミ∇ほ∠ゎ 
 

-  : )  ⊥ヮ∠ル ∇ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠Α Ι ∠ヱ ⇒ や ∇ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠プ  (  リΒよ ノヨイャや. ∇ユ⇒ ⊥ヰ∠よ ⌒グ∠ミ ⌒ウ ∇ツ∠プ ∠ヱ ⌒キヲ⇒ヰ∠Β∇ャや ⌒¬ゅハ ⌒∂キや ⌒ブ∇Α ∠コ ⊥ギΒミ∇ほ∠ゎ 
  

                  ⌒り ∠ケゅイ⌒∂わャや ∠リ ⌒ョ ∠ヱ ⌒ヲ ∇ヰｚヤャや ∠リ ⌒ョ ∀ゲ∇Β ∠カ ⌒ ｚ乖 ∠ギ∇レ ⌒ハ ゅ ∠ョ  {       :    リョゅんャや  ラやヲレバャや      } 
                                                 

 ⌒ゲ ∇ミ ⌒ク ヴ∠ャ⌒ま や ∇ヲ⇒∠バ ∇シゅ∠プ ⌒る∠バ ⊥ヨ ⊥イ∇ャや ⌒ュ ∇ヲ⇒∠Α ∇リ ⌒ョ ⌒りΚｚダヤ⌒ャ ∠ヵ ⌒キヲ⊥ル やク⌒ま やヲレ ∠ョへ ∠リΑグｚャや ゅヰぁΑ∠ぺ ゅ∠Α { ∠ラヲヨ∠ヤ∇バ∠ゎ ∇ユ⊥わ∇レ⊥ミ ∇ラ⌒ま ∇ユ⊥ム∠ャ ∀ゲ∇Β ∠カ ∇ユ⊥ム⌒ャ∠ク ∠ノ∇Β∠ら∇ャや やヱケ∠ク ∠ヱ ⌒聴
(∬ ∇ユ⊥ムｚヤ∠バ∠ャ ⇔やゲΒ⌒ん∠ミ ∠ ｚ乖 やヱゲ⊥ミ∇クや ∠ヱ ⌒聴 ⌒モ ∇ツ∠プ ∇リ ⌒ョ やヲ⇒ピ∠わ∇よや ∠ヱ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶ⌒プ やヱゲ ⌒ゼ∠わ∇ルゅ∠プ ⊥りΚｚダャや ⌒ろ∠Β ⌒ツ⊥ホ やク⌒み∠プ )(  ∠ラヲエ⌒ヤ∇ヘ⊥ゎ≒≡ や ∇ヱ∠ぺ ∠ケ やク⌒ま ∠ヱ)

 ∠ヘ∇ルや ⇔やヲ ∇ヰ∠ャ ∇ヱ∠ぺ ⇔り ∠ケゅイ⌒ゎ  ∠リΒホ ⌒コや ∂ゲャや ⊥ゲ∇Β ∠カ ⊥聴 ∠ヱ ⌒り ∠ケゅイ⌒∂わャや ∠リ ⌒ョ ∠ヱ ⌒ヲ ∇ヰｚヤャや ∠リ ⌒ョ ∀ゲ∇Β ∠カ ⌒聴 ∠ギ∇レ ⌒ハ ゅョ ∇モ⇒⊥ホ ⇔ ゅヨ⌒もゅ∠ホ ∠ポヲミ ∠ゲ∠ゎ ∠ヱ ゅヰ∇Β∠ャ⌒ま やヲ ∂ツ  } 
 

- ヴレバヨャや     :      ⊥モ ∠ヨ∠ハ  ⌒り ⌒ゲ ∠カΓや  ｚギ⇒ボ ⊥ョ ∀ュ ∠ハ ヴヤ∠ハ⇒ ⌒モ ∠ヨ .ゅΒ∇ル ぁギャや 
 

- るΑゅピャや       : ∠ゎ⇒ハ ∇ギ⇒ ゅルヲ ∇Γや ∠Α ⌒ラゅわ  ∠ゎ ヴャ⌒ま⇒ ⌒る∠Β⌒ら ∇ヤ  ⌒¬やギ⌒∂レャや  ⌒りΚ∠ダ⌒ャ  ⊥イ∇ャや ⊥ヨ ⌒ュ ∠ギ∠ハ ∠ヱ ∩ ⌒る∠バ  ⌒メゅピ ⌒ゼ∇ル∇Ιや  ⌒ケヲョ⊥ ほ⌒よ ャや⇒Β∇ル ぁギ⇒ ⌒ョ ゅ ∃ノ∇Β∠よ ∇リ  ⌒セ ∠ヱ⇒ ∃¬やゲ  
 

-  :  るヨΒボャや  ソゲエャや ヴヤハ りΚダャや ヶプ ヶバジャや ヱ  ゅヰわホヱ ヶプ ベコゲヤャ ゲΒビ ろホヱ りΚダャや   .   
 

 るヨΑゲムャや れゅΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ マャク ヴヤハ モΒャギャや  ヱ  : 
 

-    ヴャま りヲハギャやソゲエャや ヴヤハ りΚダャや ヶプ ヶバジャや ヱ  ゅヰわホヱ ヶプ ベコゲヤャ ゲΒビ ろホヱ りΚダャや     . 
 

  ∨ るΒャゅわャや れやゲΒらバわャゅよ キヲダボヨャや ゅヨプ  .  ヮΒルゅバョ ギヘレゎ Ι ユΑゲムャや ラへゲボャや 
 

-     :    ) ⌒ヮ⇒⇒ｚヤャや ⌒ゲ⇒ ∇ミ ⌒ク ヴャ⌒ま やヲ⇒∠バ ∇シゅ∠プ ( ∠リ⇒Β⇒ボ⇒⌒プゅレ ⊥ヨ∇ャゅ∠ミ Ι  ∩ ∃ヅゅゼ⇒∠ル ∠ヱ ∃る⇒ ｚヨ⇒ ⌒ワ ∠ヱ ∃る ∠ヨΑゴ⇒∠バ⌒よ りΚ∠ダャや ヴャ⌒ま ヶ∇バｚジャや ヴャま ヮΒィヲわャや
.ヴャゅジ⇒⊥ミ やヲ⇒ョゅ⇒ホ ⌒りΚｚダャや ヴャ⌒ま やヲ⇒ョゅホ やク⌒ま ∠リ⇒Αグ⇒ｚャや 

 
 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∬ 

 
 

  ょΒビゲわャや ( ゾレャや ヶプ ゲΒをほわャやヱ ネゅレホΗや モもゅシヱ リョ  ょΒワゲわャやヱ  )  ュｚグャやヱ   マャク ∇リ⌒∂Βよ . 
 
  ょΒビゲわャや:   

 
-  ⌒ロ ⌒ギΒΑ∇ほ∠ゎ ∠ヱ  ) 民 ( ⌒ ∂ヶ∠ら∂レャゅ⌒よ ⌒ラゅヨ∇Α ⌒ ∇Ηや ヴヤ∠ハ ユヰ⌒∂ん ∠ェヱ ゆゲバャや ょΒビゲゎ. ヮよ ラゅヨΑΘャ サゅレャや ヴャヱぺ ユワヱ ユヰレョ ヲヰプ ⌒ヮ⌒ゎ ∠ゲ ∇ダル ∠ヱ 

{ ∠リΒ⌒∂Β ⌒∂ョ⊥ ∇Εや ヶ⌒プ ∠ゑ∠バ∠よ ヵグｚャや ∠ヲ⊥ワ ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ ⇔Ιヲ⊥シ ∠ケ }.......... 
 

-  ラぺ  リΒレョぽヨヤャ ょΒビゲゎ ⊥ヮ∇レ∠ハ ⌒チゅツ⌒ヘ∇ル ∇Ιゅ⌒よ Ι ⌒ヮ∇Β∠ヤ∠ハ ⌒メゅら∇ホ ⌒ ∇Ηや ∠ヱ ⌒ヮ⌒わ∠ハゅト⌒よ ⌒聴 ∠ベ ∇コ ⌒ケ  やヲジ ⌒ヨ∠わ∇ヤΑ  ヶプ ユヰバヘレΑ ゅヨョ 聴 ギレハ ゅヨプ
.  ユヰャ ゲΒカ りゲカΓや 

-   )⌒り ∠ケゅイ∂ ⌒わャや ∠リ ⌒ョ ∠ヱ ⌒ヲ ∇ヰｚヤャや ∠リ ⌒ョ ∀ゲ∇Β ∠カ ⌒ ｚ乖 ∠ギ∇レ ⌒ハ ゅョ ∇モ⊥ホ(ユムャ ゲΒカ りゲカΓや ヶプ ユムバヘレΑ ゅヨョ 聴 ギレハ ゅョ :ユヰャ モホ ヵぺ 
 .るΒルゅプ ログワヱ ∩るΒホゅよ マヤわプ ∩ゅヰゎやグャ ょジミヱ ∩ゅヰゎやゲΒガよ ノわヨわャや リョ ゅΒルギャや ヶプ ユミギΒヘΑ ゅヨョ 

-  ) ∠リΒ⌒ホ ⌒コや ｚゲャや ⊥ゲ∇Β ∠カ ⊥ ｚ乖 ∠ヱ( ヮゎゅヌハ ネゅヨジよ マャク ユムゎヲヘΑ リャヱ ∩ベコゲャや やヲらヤヅゅプ ヮレョヱ ∩やヲバシゅプ ヮルゅエらシ ヮΒャみプ. 
  
 : ょΒワゲわャや   

 プ キヲヰΒヤャ ょΒワゲゎ ∠マ⇒∠セ Κ ∇ユ ⊥ヰ⌒ャゅヨ ∇ハ∠ぺ ⌒¬ヲシ ⌒ょ∠ら∠ジ⌒よ  キヲヰΒャや ⊥ブΒガΑ ゆゅジエャや ュヲΑ ｚラ∠ぺ. 
 ) ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャゅ⌒よ ∀ユΒ⌒ヤ∠ハ ⊥ ｚ乖 ∠ヱ(  

  ∨れヲヨャや リョ ケやゲヘャや ユムΑギイΑ やクゅョヱ ヵぺ ) ∇ユ⊥ムΒ⌒ホΚ ⊥ョ ⊥ヮｚル⌒み∠プ ⊥ヮ∇レ ⌒ョ ∠ラヱ ぁゲ⌒ヘ∠ゎ ヵ ⌒グｚャや ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ｚラ⌒ま ∇モ⊥ホ( 
ゎゅヨョ ギバよ ラヲバィゲゎ ユを ヵぺ ) ∠ラヲ⊥ヤ ∠ヨ∇バ∠ゎ ∇ユ⊥わ∇レ⊥ミ ゅヨ⌒よ ∇ユ⊥ム⊥ゃ∂⌒ら∠レ⊥Β∠プ ⌒り ∠キゅヰｚゼャや ∠ヱ ⌒ょ∇Β∠ピ∇ャや ⌒ユ⌒ャゅハ ヴャ⌒ま ∠ラヱぁキ ∠ゲ⊥ゎ ｚユ⊥を( ょΒビ ユャゅハ ヴャま ユム

チケΕやヱ れやヲヨジャや ∩ .ラヲボエわジゎ ゅヨよ ユムΑコゅイΑ ユを 
ラヲヤボバΑ やヲルゅミ ヲャ ギΒハヲャや ユΒヌハヱ ギΑギヰわャや ギΑギセ リョ やグワ ヶプ ゅョ フゅカ ゲΒビヱ 

 
 : ュグャや *  ( や ⌒ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ⊥モ∠ん ∠ョ ∠ザ∇ゃ⌒よ や ⇔ケゅヘ ∇シ∠ぺ ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠Α ⌒ケゅヨ ⌒エ∇ャや ⌒モ∠ん ∠ヨ∠ミ ゅワヲ⊥ヤ ⌒ヨ ∇エ∠Α ∇ユ∠ャ ｚユ⊥を ∠りやケ ∇ヲｚわャや やヲ⊥ヤ ∂ ⌒ヨ ⊥ェ ∠リΑ ⌒グｚャや ⊥モ∠ん ∠ョ ⌒ ｚ乖 ⌒れゅΑべ⌒よ やヲ⊥よｚグ∠ミ ∠リΑ ⌒グｚャ

) ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャや ∠ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ヵ ⌒ギ ∇ヰ∠Α Ι ⊥ ｚ乖 ∠ヱ 
                  

  ⌒キヲ⇒ヰ∠Β∇ャや ⊥る ｚョ∠グ⇒ ∠ョ るΑΓや ヶプ . ⌒モ⇒∠ん ∠ヨ∇ャや やグ⇒ヰ⌒よ   やヲ⊥ヤ⇒ ⊥カ ∇ギΒプ 聴 ゆゅわムよ モヨバャや やヲミゲわΑ Ι ヴわェ リΒレョぽヨヤャ ょΒワゲゎヱ 
 
 *.るΑヱゲカΕやヱ るΑヲΒルギャや ラゅジルΗや れゅィゅェ リΒよ ペΒプヲわャや ヶプ ュΚシΗや るボΑゲヅ ウッヱ  
 
    ∩ ⌒ナ⇒⇒⇒⇒ ∇ハ ∠ヲ⇒⇒∇ャや ヴ⇒⇒ャ⌒ま ⌒ネゅ⇒ヨ⇒⌒わ⇒⇒ ∇シ∇Ιや ∠ヱ ⌒りΚ⇒⇒ ∂ダ⇒ャや ヶ⇒プ ⌒ゥヱ ∂ゲ⇒⇒ャや ⊥る⇒⇒⇒ ∠ィゅ⇒ェ ∇ろ⇒∠ヤ⇒∠ん⇒ ∠ヨ⇒∠ゎ ⌒ゆ ∇ゲ⇒ ｚツャや ヶプ ⌒りゅΒエ∇ャや ⊥れゅΒ⇒ ∠ツ⇒∠わ⇒∇ボ ⊥ョ ∇ろ∠ヤ⇒∠ん ∠ヨ∠ゎ ∠ヱ 
  ⌒ベ ∇コ ⌒∂ゲ⇒ャや ヴヤ⇒∠ハ ⇔ ゅΒ⇒∇バ⇒∠シ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ヶプ. 

 
 ゲわカや るよゅィΗや るエΒエダャや モムャ ゅヨョ ヶゎほΑ  : 

 
  ∠ヲ⊥ワ ( ヵグｚャや  ∠ゑ∠バ∠よ  ∠リΒ⌒∂Β ⌒∂ョ⊥ ∇Εや ヶ⌒プ  ⇔Ιヲ⊥シ ∠ケ  ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ ヲヤ∇わ∠Α  ∇ユ ⌒ヰ∇Β∠ヤ∠ハ  ⌒ヮ⌒ゎゅΑへ  ∇ユ ⌒ヰΒ∂ミ ∠ゴ⊥Α ∠ヱ  ⊥ユ ⊥ヰ ⊥ヨ⌒∂ヤ∠バ⊥Α ∠ヱ  ∠ゆゅわ ⌒ム∇ャや  ∠る ∠ヨ ∇ム ⌒エ∇ャや ∠ヱ  ) 
るホΚハ  (ヲヤ∇わ∠Α  ∇ユ ⌒ヰ∇Β∠ヤ∠ハ  ⌒ヮ⌒ゎゅΑへ  ∇ユ ⌒ヰΒ∂ミ ∠ゴ⊥Α ∠ヱ .. )ゅヨよ ゅヰヤらホ   ( :るイΒわル  .ّ  モΒヤバゎ -  モΒダヘゎ  - ギΒミヲゎ   ) 

 
 )  ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャゅ⌒よ ∀ユΒ⌒ヤ∠ハ ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ∇ユ ⌒ヰΑ ⌒ギ∇Α∠ぺ ∇ろ ∠ョｚギ∠ホ ゅヨ⌒よ や⇔ギ∠よ∠ぺ ⊥ヮ∠ル ∇ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠Α Ι ∠ヱ ( 
るホΚハ (  ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅｚヌャゅ⌒よ ∀ユΒ⌒ヤ∠ハ ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ∇ユ ⌒ヰΑ ⌒ギ∇Α∠ぺ ∇ろ ∠ョｚギ∠ホ ゅヨ⌒よ  )ゅヨよ ゅヰヤらホ   ( :るイΒわル  .- るΒららシ -  モΒャギゎ   .- ギΒミヲゎ   ) 

 
  (やク⌒み∠プ  ⌒ろ∠Β ⌒ツ⊥ホ  ⊥りΚｚダャや やヱゲ ⌒ゼ∠わ∇ルゅ∠プ ヶ⌒プ  ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや やヲ⇒ピ∠わ∇よや ∠ヱ  ∇リ ⌒ョ  ⌒モ ∇ツ∠プ  ⌒聴 やヱゲ⊥ミ∇クや ∠ヱ  ∠ ｚ乖  ⇔やゲΒ⌒ん∠ミ  ∇ユ⊥ムｚヤ∠バ∠ャ  ∠ラヲエ⌒ヤ∇ヘ⊥ゎ    (   

 るホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ   ゅヨよ ゅヰヤらホ  ( : るイΒわル  .- るΒららシ  -  モΒャギゎ  .    ّ モΒヤバゎ     ) 
 

  ∇モ⇒⊥ホ  ( ゅョ  ∠ギ∇レ ⌒ハ  ⌒聴  ∀ゲ∇Β ∠カ  ∠リ ⌒ョ  ⌒ヲ ∇ヰｚヤャや  ∠リ ⌒ョ ∠ヱ  ⌒り ∠ケゅイ⌒∂わャや  ⊥聴 ∠ヱ  ⊥ゲ∇Β ∠カ  ∠リΒホ ⌒コや ∂ゲャや      )  
               ホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ るヮヤらホ ゅヨよ (  :   . ウΒッヲゎّ   .  るイΒわル-        . モΒヤバゎ-   ギΒミヲゎ) 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒≡ 

 
 

 . ュΚシΗや モらホ るΒレΑギャや ゆゲバャや るャゅェ ヴヤハ メギΑ ゅョ るヨΑゲムャや れゅΑΓや ヶプ ∇キギェ 
 ) ∃リΒ⌒ら ⊥ョ ∃メΚ∠ッ ヶ⌒ヘ∠ャ ⊥モ∇ら∠ホ ∇リ ⌒ョ やヲ⊥ルゅミ ∇ラ⌒ま ∠ヱ( ギΒェヲわャゅよ やヲャギらわシやヱ やヱゲΒビヱ やヲャギらプ ∩ユΒワやゲよま リΑキ ヴヤハ やヲルゅミ ゅヨΑギホ ゆゲバャや ラぺ ポやク

リΒボΒャゅよヱ ∩ゅミゲセ  るΑやギワ ヮΒプ ユΒヌハ ネゲゼよ や粍 ヮルゅエらシ ゑバらΑ ラぺ るヨムエャや リョ ラゅムプ ∩聴 ゅヰよ ラクほΑ ユャ ¬ゅΒセぺ やヲハギわよやヱ ∩ゅムセ
.ゲゼらヤャ 

 
 ) ⌒ユΒ ⌒ヌ∠バ∇ャや ⌒モ ∇ツ∠ヘ∇ャや ヱ⊥ク ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ⊥¬ゅゼ∠Α ∇リ ∠ョ ⌒ヮΒ⌒ゎ ∇ぽ⊥Α ⌒ ｚ乖 ⊥モ ∇ツ∠プ ∠マ⌒ャク(  ヴャゅバゎ ヮャヲホ るホΚハ ゅョ  ∨ ゅヰヤらホ ゅヨよ 

 ゲゼらャや ヴャま メヲシゲャや やグワ メゅシケま  ラぺ ウΒッヲゎ ∩ロキゅらハ ヴャま ヮレョ ラゅジェまヱ 聴 リョ モツプ ゅヨヤバョ ゅΑキゅワ ∩ユヰャ やゲヰトョ ゅΒミゴョ
.ヮわャゅシケ モバイΑ ゑΒェ ユヤハぺ ヲワヱ ∩ヮジヘル ¬ゅヘタヱ ロキやギバわシや リョ ヮヨヤバΑ ゅョ ょジエよ ヮボヤカ リョ ヮΒヘトダΑ リヨョ ¬ゅゼΑ リョ ヮΒトバΑ 

 
 
 

 Γや ヶプ ¬ゅィ ゅョ リΒよ るホΚバャや ゅョヴャゅバゎ 聴 モツプ リハ るヨΑゲムャや れゅΑ ∨ りやケヲわャや リョ キヲヰΒャや ブホヲョヱ ∩ ゆゲバャや ヴヤハ 
 聴 キゲプ ∩ゅレャ ゑバらΑ ユャ メヲシゲャや ラま :キヲヰΒャや メゅホ リΒΒョΖャ ゑバよ メヲシゲャや ラぺ ゲミクヱ ∩りヲらレャやヱ ギΒェヲわャや ヮルゅエらシ ろらをぺ ラぺ ギバよ

 ょイΑ ヮルぺヱ ∩ヮよ りケゅゼらャやヱ メヲシゲャや ろバル ゅヰΒプ やヱぺゲャ ∩ゅヰΒプ ゅヨよ やヲヤヨハヱ ∩ユヰヘャや ペェ りやケヲわャや やヲヨヰプ ヲャ ユヰルほよ ユヰャゅボョ ユヰΒヤハ
Βヤハ.ゅバヘル ゅヰヤヨェ ヮΑギイΑ Ιヱ ょわムャや モヨエΑ ケゅヨエャや モんョ Ιま ゅヰよ モヨバャや ユヰミゲゎヱ りやケヲわヤャ ユヰヤヨェ ヶプ ユヰヤんョ ゅョヱ ∩ヮハゅらゎま ユヰ 
 

 . ゅヰΒヤハ メギゎ ヶわャや れゅΑΓや キギェヱ ∨ るヤワゅらヨャゅよ  キヲダボヨャや ゅョ 
 : るヤワゅらヨャや. ゅヨヰレョ モト⌒らヨャゅよ モムレΑ ラぺ 聴 ヴャま ⇔ ゅバョ ゅヨワぼゅハキヱ ∩ ヮィヲャ ⇔ ゅヰィヱ リΒハコゅレわヨャや リΒボΑゲヘャや フヲホヱ 

や や ⊥ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠プ ⌒サゅｚレャや ⌒ラヱ⊥キ ∇リ ⌒ョ ⌒ ｚ ⌒乏 ⊥¬ゅΒ⌒ャ ∇ヱ∠ぺ ∇ユ⊥ムｚル∠ぺ ∇ユ⊥わ ∇ヨ∠ハ ∠コ ∇ラ⌒ま やヱ⊥キゅワ ∠リΑ ⌒グｚャや ゅ ∠ヰぁΑ∠ぺ ゅΑ ∇モ⊥ホ(   : れゅΑΓや ゅヰΑぺ ヵぺ ) ∠リΒ⌒ホ ⌒キゅタ ∇ユ⊥わ∇レ⊥ミ ∇ラ⌒ま ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャ
ヤハ れヲヨャゅよ やヲハキゅプ ∩るャΚッ ヴヤハ ヮよゅエタぺヱ や粍 ラぺヱ ∩ユムよケ リョ ンギワ ヴヤハ ユムルぺ ラヲヨハゴゎ ユわレミ ラま キヲヰΒャや リョ メゅツャや ヴ

) ラヲヨハゴゎ ゅヨΒプ リΒホキゅタ ユわレミ ラま ∩リΒわゃヘャや 
 
 

 . モヤハ . やギよぺ れヲヨャや やヲレヨわΑ リャ ユヰルほよ キヲヰΒャや リハ ヴャゅバゎ 聴 ゲらカぺ 
 やギよぺ ヮルヲレヨわΑ Ιヱ ヵぺ ) ∇ユ ⌒ヰΑ ⌒ギ∇Α∠ぺ ∇ろ ∠ョｚギ∠ホ ゅヨ⌒よ や⇔ギ∠よ∠ぺ ⊥ヮ∠ル ∇ヲｚレ ∠ヨ∠わ∠Α Ι ∠ヱ(  :メゅボプ ユヰャゅヨハぺ ウΒらホヱ ユヰャゅバプぺ ¬ヲシ リョ ラヲヨヤバΑ ゅヨャ ユヰヨヤバャ

ユヰャゅヨハぺ ¬ヲジよ ヰわΒシギゎ ヱ  聴 れゅΑべよ ユワゲヘムャユ .ュゅをΓやヱ ケヱゲゼャやヱ ヶタゅバヨャゅよ ユヰジヘルぺ 
 

  るバヨイャや りケヲシ : ネヲッヲヨャや リョ   : ヶレヘャや ベヱグわャや 
 

 . ヴレバヨャや ヶプ ゅワゲをぺ ⇔ ゅレΒらョ ∩ るヨΑゲムャや るΑΓや ヶプ メゅΒガャや ゥゲセや 
 
  { ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠Α ⌒ケゅヨ ⌒エ∇ャや ⌒モ∠ん ∠ヨ∠ミ ゅ∠ワヲヤ ⌒ヨ ∇エ∠Α ∇ユ∠ャ ｚユ⊥を ∠りやケ ∇ヲｚわャや やヲヤ ⌒∂ヨ ⊥ェ ∠リΑグｚャや ⊥モ∠ん ∠ョ ∩⌒聴 ⌒れゅΑべ⌒よ やヲよｚグ⇒∠ミ ∠リΑグｚャや ⌒ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ⊥モ⇒∠ん ∠ョ ∠ザ∇ゃ⌒よ や ⇔ケゅヘ ∇シ∠ぺ

( ∠リΒ ⌒ヨ⌒ャゅ∂ヌャや ∠ュ ∇ヲ⇒∠ボ∇ャや ヵギ⇒ ∇ヰ∠Α ∠Ι ⊥聴 ∠ヱ∽) } 
 

 ヮｚらセ ⊥聴  ∠キヲヰ∠Β∇ャや ヴャゅバ∠ゎ  ⊥ぺ ∠リΑグｚャや ⊥ト ∇ハ ∠りやケ ∇ヲｚわャや やヲ ⊥ミ ∠ヱ ∩ ⌒ヤ ∠モ ∠ヨ∠バ∇ャや やヲヘ  ｚユ⊥を ゅヰΒプ ゅヨ⌒よ  ⌒Α ∇ギ ∠ヰ⌒よ やヲバ⌒ヘ∠わ∇レ∠Α ∇ユ∠ャ ∠ヱ ∩ゅヰ⌒よ やヲヤ ∠ヨ∇バ∠Α ∇ユ∠ャ ⌒ケヲル ∠ヱ ゅヰ ゅワ
 ⌒ケゅヨ ⌒エ∇ャゅ⌒よ  ｚャや⇒ ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠Α ヵグ  ⊥わ⊥ム∇ャや⇒ ∠ょ  ∠る ∠ヨ ∇ガ ｚツャや  ∠る∠バ⌒プゅ∂レャや ⊥ャゅレ∠Α Ι ∠ヱ ∩ ∠バｚわャや ∂Ι⌒ま ゅヰ∇レ ⌒ョ ⊥ヮ⇒ ⊥ょ  ∠バ∇ャや ∠ヱ⇒ ⊥¬ゅレ. 

 ⊥ヰ∠プ⇒ ∀ヮΒら ∇ゼ∠ゎ ( ∠ヲ  ぁヶヤΒん ∇ヨ∠ゎ  ∃キ ⌒ギ∠バ∠わ ⊥ョ ∇リ ⌒ョ ⊥ネ ∠ゴ∠わ∇レ ⊥ョ )∩  ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ ∠ヱ  ⌒ヮ∠らｚゼャや  ⊥ラゅョ ∇ゲ ∠ェ ∠ヲ⊥ワ  ⌒ネゅヘ⌒わ∇ル ∇Ιや  ∠ム∇ャや ∠ノ ∠ョ⇒ ⌒ょ∠バｚわャや ∠ヱ ⌒∂ギ. 
 

 
   { ⌒り ∠キゅ ∠ヰｚゼャや ∠ヱ ⌒ょ∇Β∠ピ∇ャや ⌒ユ⌒ャゅ∠ハ ヴ∠ャ⌒ま ∠ラヱぁキ ∠ゲ⊥ゎ ｚユ⊥を ∇ユ⊥ムΒ⌒ホ ∠Κ ⊥ョ ⊥ヮｚル⌒み∠プ ⊥ヮ∇レ ⌒ョ ∠ラヱ ぁゲ⌒ヘ∠ゎ ヵ ⌒グｚャや ∠れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ｚラ⌒ま ∇モ⊥ホ  ∠ラヲ⊥ヤ ∠ヨ∇バ∠ゎ ∇ユ⊥わ∇レ⊥ミ ゅ ∠ヨ⌒よ ∇ユ⊥ム⊥ゃ⌒∂ら∠レ⊥Β∠プ  

 
 ヮらセ るΒレムョ りケゅバわシや  ∠ヨ⊥ャや⇒ ∇ェ ∠ヲ⌒よ れ ∇ヲ⇒ ⌒シゅミ ∃ズ⇒⇒ ∠ハ ∇ヱ∠ぺ ∃ゲ⇒⇒ ⌒シゅィ ∃ ∂ヱ⊥ギ⇒⇒ ∠ヘ⊥Α ∃ゲ⇒⇒ ぁゲ  ∇レ ⌒ョ⇒⇒ ⊥ヮ  ∠ワ ∠ヱ⇒⇒ ⌒∂Β∠ら⊥Α やグ⇒⇒ ⌒セ ⊥リ⇒⇒ ∠カ ∠り ∠ギ⇒ヰ∠Β∇ャや ⌒フ ∇ヲ⇒⇒ ⌒キヲ

 ⌒ョ⇒シ ∇リ⇒⇒Βダ∠ヨ∇ャや ⌒¬ヲ⇒⇒ . ⌒ゲ 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒≒ 

 
  ヮΒらゼわャや ュゅわャや ゲΒビヱ ュゅわャや .ヒΒヤらャやヱ 

 
          ( ｚわャや⇒ ⊥ヮΒら ∇ゼ ) ュゅ⇒⇒⇒⇒⇒∂わャや        :      ゎゲプやヲわ  るバよケΕや ヮΒらゼわャや ラゅミケぺ ヮΒプ  . 

                                         
: ⊥ゥ ∇ゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ｚゼャや                           . リョぽヨャや ヵギヰΑ ケヲレャや モんョ  るバヨイャや ⊥りΚタ 

           
  るΑやギヰャや ∃る⇒ヘ ⌒タ ヶプ ゅヨヰ ⌒ミやゲセま ⌒フギ⇒ヰよ ケヲレャやヱ るバヨイャや りΚタ ∠リ⇒∇Βよ ∃るヤ⇒をゅヨョ れギ⇒⇒∇ボ⇒∠ハ ゅヰルぺ  ギイル るボよゅジャや るヤヨイャや  ゅレヤョほゎ ゅョ やクま 

 
  )  モんョ ( ヮΒらゼゎ りやキぺ ュやギガわシゅよ  リョぽヨャ るΑやギヰャ  るバヨイャや  りΚタ  るΒヨワぺ ウΒッヲゎ ヲワヱ ⊥ユ⌒∂ヤ⇒∠ム∠わ ⊥ヨャや ロ⊥ギ⇒ ⌒ダ∇ボ∠Α ∃チゲ⇒ピャ  キゅセケΗやヱ 

 
ミケぺ れゲプやヲゎ ギホヱ ヶワヱ  るバよケΕや ヮΒらゼわャや ラゅ: 

 
 : ヮらゼヨャや  ∩ るバヨイャや りΚタ : ヮΒらゼわャや りやキぺ ∩   モんョ ヮよ ヮらゼヨャや ∩   ケヲレャや  : ヮらゼャや ヮィヱ キゅセケΗやヱ るΑやギヰャや  : 

 
  : りケヲダャや ネヲル ラみプ やグャ    ∂ュゅ⇒⇒ゎ ヮΒら ∇ゼｚゎ  : ⊥る⇒⇒ｚΒ⌒∂レ∠ヘ∇ャや ゅヰ⇒⇒⊥わ ∠ヨΒホ ヱ. るバヨイャや りΚタ るΒヨワぺ ウΒッヲゎ 

 
 : ヮΒらゼわャゅプ ラクま ゅワ ⊥ヲ ∇エル ∇ヱ∠ぺ フゅムャや ∠ヶ⌒ワ ∃りやキ∠ ほよ ∩ ∠ゲん ∇ミ∠ぺ ∇ヱぺ ∃るヘタ ヶプ ゅワ ∠ゲ∇Βビ ∇ろ∠ミ ∠ケゅセ ∠¬ゅΒ ∇セぺ ∇ヱ∠ぺ ⇔ ゅゃ∇Β∠セ ｚラ∠ぺ ⊥ラゅΒ∠よ.... 

 
 : ペよゅジャや ブΑゲバわャや リョ アわレわジル 

 :ヶワ るバよケぺ ヮΒらゼわャや ラゅミケぺ 
 ヮよ ヮらゼヨャやヱ ヮらゼヨャや :  ヶプ ゲヰドぺヱ ンヲホぺ ラヲムΑ ラぺ ょイΑヱ ヮらゼャや ヮィヱヱ ヮΒらゼわャや りやキぺヱ ヮΒらゼわャや ゅプゲヅ ラゅΒヨジΑヱ

.ヮらゼヨャや ヶプ ヮレョ ヮよ ヮらゼヨャや 
  
 ヮΒら ∇ゼｚわャや ⊥れやヱキぺ   : ⇒ ⊥モ∇ん ⌒ョ (  : ¬ゅヨシぺ ∩ ) ｚラほ∠ミ ⇒⇒ フゅムャや ( : フヱゲェ   : ゅヰレョヱ ∩ ⌒るヰ∠よゅゼ ⊥ヨャや ヴレ⇒バョ ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠ゎ ∃る ∠ヨ⌒ヤ∠ミ ぁモ⊥ミ

) ヮらセ  ) ... モをゅヨΑ ⇒⇒ ヶミゅエΑ ⇒⇒  ヮ⌒ら ∇ゼ⊥Α( : メゅバプぺ ヱぺ 
 

  ヮらゼャや ヮィヱ  ヮらゼヨャや リΒよ るミゲわゼヨャや  れゅヘダャや ヱぺ るヘダャや  :. ヮらゼヨヤャ ゅヰゎゅらをま ギダホ  ギホヱ ヮよ ヮらゼヨャやヱ 
 
 

  ( :  れゅらΑケギゎ ｚわャや⇒ ⊥ヮΒら ∇ゼ ) ュゅ⇒⇒⇒⇒⇒∂わャや 
 : ヮルゅミケぺ ⇔やキギエョ ヶヤΑ ゅヨョ ヮΒらゼゎ モミ ヶプ メゅヨイャや ゥゲセや 

-  ⌒ュΚ∇ド ⌒Ηや ヶプ ⌒モ⇒⇒∇Βｚヤ⇒ャゅ⇒∠ミ ∃サヲ⇒⇒ヘ⇒⊥レ⇒⌒ャ          ⇔¬ゅΒ ⌒ッ ⌒ケゅヰｚレャや ⊥モ∇ん ⌒ョ ∃ロヲ⇒ィ ⊥ヱ ∇ユ⇒∠ミ 
 ∩ ケゅヰレャゅよ ゅヰもゅΒッ ヶプ ロヲィヲャや ヮらセ  :  ュゅゎ ヮΒらゼゎ ∩ ゅヰョΚド ヶプ モΒヤャゅよ サヲヘレャや ヮらセヱ  . ゲヰヌヨャや  Ι ゲワヲイャや るΒヨワぺ リΒらゎヱ 

 
- ゅらΒヰャ ⊥ろレ⊥ミ ⊥ろトガ∠シ ゅ ∠ョ や∠クまヱ       ⇔¬ゅヘタ ⊥ろΒッ ∠ケ ∇ラ⌒ま ∠¬ゅヨャゅミ ゅルぺ 

 ヮΒらゼゎ ュゅゎ  ケゅレャゅよ ヮらツビ メゅェ ヶプヱ ∩むキゅヰャや ヶプゅダャや ¬ゅヨャゅよ ロゅッケ メゅェ ヶプ メヱ∠Εや ろΒらャや ヶプ ヮジヘル ゲハゅゼャや ヮらセ :
フヲガョ ∀ゆヲらエョ ヲヰプ ∩るらヰわヤヨャや 

 
-  ⌒ゥゅら ｚダャや ⊥ユΒジ∠ル ゅヰΒプ ∃るｚホ ⌒ケ ∠ヱ                ゅヰ⌒ヘ⇒ ∇ト⊥ャ ヶプ ∠マ⇒∠ホΚ ∇カ∠ぺ  ｚラ∠ほ∠ミ 

  ∇ャや ⊥ヨ ∠ゼ⇒ ｚら⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ヮ  ∠ぺ  : ∇カ⇒ ∠ホΚ⇒⇒ ∠マ           ∇ャや ⊥ヨ ∠ゼ⇒⇒ ｚら ⊥ヮ  ⌒よ⇒⇒ ⌒ヮ ∠ル  :⇒ジ⇒⇒ ⊥ユ⇒Β    ∠ぺ ⊥りやキ  ｚわャや ∇ゼ ⌒ヮΒら :  ∠ミ⇒⇒ ∠ ほ⇒⇒ ｚラ              ∠ヱ ∇ィ⇒⇒ ⊥ヮ  ｚゼャや⇒ ∠ら ⌒ヮ :  ぁヤャや⇒ ∇ト ⌒ブ⇒ 
   

- ラゅΑゲイャや ヶプ ¬ゅヨャゅミヱ ヵヲヰゎ クま ゲガダャゅミヱ         るハゲシヱ ゅルヲャ ベゲらャや ヶミゅエゎ モΒカヱ 
  ヮΒらゼゎ ュゅゎ  ゲハゅゼャや ヮらセ :   るハゲシ ヶプ ¬ゅヨャゅよヱ ∩ ゅヰヅヲらワ るハゲシ ヶプ オダャゅよヱ ∩ ゅヰわハゲシヱ ゅヰルヲャ ヶプ ベゲらャゅよ モΒガャや

 ヮルゅΑゲィ. 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒≪ 

 
*   . ヮΒらゼわャや ラゅミケぺ ゅΒプヲわジョ マもゅゼルま リョ るヤヨィ ヶプ ゅヰらゼョ ヶゎほΑ ゅヨョ ユシや モミ モバィや 
 

-    : リヅヲャや ゅヰルゅレェ ヶプ ュΕゅミ リヅヲャや    . 
-  : ユヤバヨャや ヮョゅヨわワや ヶプ ゆΕや モんョ ユヤバヨャや. 

 
 ゅヨョ ユシや モミ モバィや   *. ヮΒらゼわャや ラゅミケぺ ゅΒプヲわジョ マもゅゼルま リョ るヤヨィ ヶプ ヮよ ゅヰらゼョ ヶゎほΑ 

 
-   : ギシぺ      るハゅイセ ギシΕゅミ ギャゅカ 
-  :モΒヤハ ユΒジル るホケ モΒヤバャや ユΒジレャや モんョ ヮホΚカぺ 

 
 : マもゅゼルま リョ ヮΒらゼゎ ヶプ ヮらセ ヮィヱ ヶヤΑ ゅヨョ Κミ モバィや   * 

  
-  : るホゲャや        るホゲャや ヶプ るヨジレャゅミ ヶョぺ 
-  : りヲジボャや ヶプ りゲガダャゅミ ゲプゅムャや ょヤホりヲジボャや 

 
 .⇔ ゅヰｚらゼョ ヶゎ∇ほΑ ゅヨョ ｘモミ ラヲムΑ ⊥ゑΒエよ  るョゅゎ  ∃れゅヰΒらゼゎ ∇ラ ⌒ ∂ヲミ  * 

 
-  :   ⊥¬ゅヨャや    ヮもゅヘタ ヶプ るツヘャや モんョ  ⊥¬ゅヨャや .     
-   :   ⊥ユΑゲムャや  ⊥ユΑゲムャや . りゲヨんヨャや りゲイゼャや モんョ  

 
 ゅョ : ∂ュゅ⇒⇒わャや ゲΒビ ⊥ヮΒら ∇ゼｚわャや : ⇔ ゅΒルゅを  ヮらゼャや ヮィヱ ヱぺ ヮΒらゼわャや りやキぺ ヮΒプ フグェ 

    : ゅレャヲホ モんョ 
≒.     ヮΒらゼわャや りやキぺ  フグェ                                . リョぽヨャや ヵギヰΑ ケヲル るバヨイャや ∠りΚタ 
≪.   ヮらゼャや ヮィヱ  フグェ                                        .   ケヲレャや モんョ るバヨイャや ∠りΚタ 
≫.   りやキぺ  フグェ               . ∃る ｚタゅカ ∃る∠Αゅハ ⌒ケ ヴャ⌒ま ⊥ァゅわ ∇エ∠ゎ  ∀り ∠ケ ⌒キゅ∂ル ∀ケヲワ ぁコ  ⊥る∠ホやギ ｚダャや     ヮΒらゼわャや 
√.   ヮらゼャや ヮィヱ  フグェ                                             . ⌒り ∠ケ ⌒キゅ∂ル ⌒ケヲワ ぁゴ∠ミ ⊥る∠ホやギ ｚダャや 

 
 ) ⇔ ゅピΒヤよ ゅヰΒらゼゎ ( ヮΒらゼわャや ケゅタ    ヮらゼャや ヮィヱヱ ヮΒらゼわャや りやキぺ ろプグェ やクみプ 

  
 . ヮΒらゼゎ りやキほよ ヶゎほΑ ゅヨョ リΒプゲヅ モミ リΒよ テよケや 
-  ブΑゲゼャや リΒらィ モんョ         りへゲヨャや るエヘタ                   /  キヲレイャや  ミゅ  ネヱケギャ. 

 
  ∃れゅヰΒらゼゎ ∇ラ ⌒ ∂ヲ∠ミ  ゲΒビヮよ ⇔ ゅヰｚらゼョ ヶゎ∇ほΑ ゅョ ゅヰΒプ ⊥ラヲムΑ ⊥ゑΒエよ るョゅゎ 

 ⊥ペ⌒∂ャほわヨャや ⊥ケギらャや     :   ウッやヱ ペエャやミ  ペ⌒∂ャほわヨャや ケギらャゅ     りゲヨんヨャや りゲイゼャや  : りゲヨんヨャや りゲイゼャや モんョ  ユΑゲムャや 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒≫ 

 
 ( ｚわャや⇒ ⊥ヮΒら ∇ゼ  ヒΒヤらャや  ) 

  ⊥ワ⇒ ∠ヲ  ∇ホや ゅョ ∠わ ∠ダ ∠ゲ ∇れ  ∠ぺ ∇ケ ⊥ルゅミ⇒ ⊥ヮ  ∠ハ ∇ャや ヴヤ ⊥ヨ ∠ゼ ｚら ⌒ヮ  ∠ヱ ∇ャや ⊥ヨ ∠ゼ ｚら ⌒ヮ  ⌒よ⇒ ⌒ヮ      ⌒ヮ∠ら⇒ｚゼャや ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱヱ ⌒ヮΒら ∇ゼｚわャや ⊥りやキ∠ぺ ヮレョ フグェ ヵぺ. 
  

 : ヮルゅミケぺ ⇔やキギエョ ヶヤΑ ゅヨョ ヮΒらゼゎ モミ ヶプ メゅヨイャや ゥゲセや 
                                                       .  ケヲル ) 民 ( メヲシゲャや 

   ⇒ ∇ャや  ⇒⇒ ⊥ヨ ∠ゼ⇒⇒ ｚら⇒ ⊥ヮ⇒    : メヲシゲャや                                         ⇒  ⇒⇒ ∇ャや ⊥ヨ ∠ゼ⇒ ｚら ⊥ヮ  ⌒よ⇒⇒ ⌒ヮ   :ケヲル 
 るΑやギワ ヶプ  ケヲレャゅよ ) 民 ( メヲシゲャや ヮらセ. サゅレャや るΑやギワ ヶプ ユΑゲムャや メヲシゲヤャ ユΒヌバャや ケヱギャや リΒらΑヱ  サゅレャや 

 
 

      ) ゆゅエジャや ゲョ ゲヨゎ ヶワヱ りギョゅィ ゅヰらジエゎ メゅらイャや ンゲゎヱ ( 
 

  ∇ャや⇒ ⊥ヨ ∠ゼ⇒⇒ ｚら⇒ ⊥ヮ⇒    :  メゅらイャや ケヱゲョ                 
-   ∇ャや ⊥ヨ ∠ゼ⇒ ｚら ⊥ヮ  ⌒よ⇒⇒ ⌒ヮ    :ゆゅエジャや ケヱゲョ 

  るゃΒトらャや ゆゅエジャや るミゲエよ メゅらイヤャ るドヲエヤヨャや ゲΒビ るミゲエャや ヮらセ.ヴャゅバゎ ぶ るヨΒヌバャや りケギボャや リΒらゎヱ 
 
 

 : ヮルゅミケぺ ⇔やキギエョ ヶヤΑ ゅヨョ ヮΒらゼゎ モミ ヶプ メゅヨイャや ゥゲセや 
                                   ⌒ケゅシ ∀メゅΒカ ゅヨ⊥ヰ∠レ∇Β∠よ ⊥¬ ∇ゲ ∠ヨャやヱ    ∀る∠ヌボ∠Α ⊥るｚΒレ ∠ヨャやヱ ∀ュ ∇ヲ∠ル ⊥ズ∇Β∠バャゅプ 

                ゅヰわワゅらわルや ヶプ るΒレヨャやヱ  ュヲレャゅよ ゅヰわヤヘビ ヶプ りゅΒエャや ヮらセ ) ヒΒヤよ ( ヮΒらゼゎ   るヌボΒャゅよ 
 
 
 

  .    るΒプゅバャや ゆヲを 聴 マジらャぺ                      
 
       .. ラゅジルΘャ ヮわΒヨワぺ ヶプ ゆヲんャゅよ るΒプゅバャや ヮらセ 

 
 

  ⇔やゲヨヰレョ ⇔ΚΒシ ¬やギハΕや ヴヤハ キヲレイャや モヨェ.       
 
    ヶプ ゲヨヰレヨャや モΒジャゅよ キヲレイャや ヮらセ. りヲボャやヱ るハゲジャや 

 
 

 :⇔ ゅヰｚらゼョ ヶゎ∇ほΑ ゅヨョ ｘモミ ゅヰΒプ ⊥ラヲムΑ ⇔るピΒヤよ ∃れゅヰΒらゼゎ ∇ラ ⌒ ∂ヲミ 
 

-  ⊥ギジエャや       :     ⊥ギジエャや             ケゅル 
- ⊥ ユΒヤバわャや      :   ⊥ ユΒヤバわャや  ケヲル 

 
   ∇ィや ∠バ⇒ ⌒モ  ｚわャや ∇ゼ ∠ヮΒら  ⊥ミ ヶプ⇒ ∠Α ゅ ∂ヨ ⌒ョ ∃∂モヤ⇒ ∠ゎ ヶ ∇ゼ ∠よ ⇔ ゅヰΒら ⇔ ゅピΒヤ∩  ∠ヱ ∠ビ ⌒∂Β⇒ ∇ゲ  ∠Α ゅョ ∇ヤ ∠ゴ ⊥ュ: 
   
≒ ∠ェ ⇒⇒ ⌒ジ ∇ら ｚダャや ⊥ろ ∠ハ ヶプ ∠ペΑギ ∇ト⇒ ⌒ヘ⇒ ⌒ヮ  ∠ぺカ⇒⇒ ∠セ ⇔ ゅ⇒ .⇔ ゅボΒボ                ⇒⇒  ｚダャや ∠セ ∀ォぺ ⊥ペ⇒Αギ⇒ ∀ペ⇒Β⇒ボ⇒. 
 
≪ ∠ミ ⇒⇒ ∠ ほ ∠Εや ｚラ ⌒ルゅョ ｚヶ  ⌒ま ヶプ ∇ル ぁレャや ⌒スゅバヘ⇒ ⊥ェ ⌒サヲ ∇ヤ⇒ ∠ィ ∀ユ .∀モΒヨ           ⇒⇒⇒ ∠Εや ⌒ルゅ⇒ョ ぁヶ  ⊥ェ ∇ヤ⇒ ∠ィ ∀ユ⇒.∀モ⇒Β⇒ヨ⇒ 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒√ 

 
  るダホゅレャや るガシゅレャや  ⊥メゅ⇒⇒バ∇プ∠Εや  () 

 
  ゲゼハ るをΚを ヶワΚバプ  るガシゅレャゅよ メゅバプΕや ログワ ろΒヨシヱ     るΒヨシΙや るヤヨイャや )  れゲｚΒビ ( ろガジル ゅヰルΕ. 

  ゅヰルぺ ヴレバヨよ   ゅワゲらカ ヴヨジΑヱ ヶルゅんャや ょダレゎヱ ゅヰヨシや ヴヨジΑヱ メヱΕや ノプゲわプ ∩ゲらガャやヱ ぺギわらヨャや ヴヤハ モカギゎ () 
    ろΒヨシヱ ログワ るダホゅレャゅよ メゅバプΕや ヰルΕ ) ゅヰヨシや (  ゅヰハヲプゲヨよ ヴヘわムゎ Ι ゅ   ヴャま ァゅわエゎ  モよ  ゲらカるヤヨイャや ヴレバョ ユヨわΑ . 
 

  :ゅヰΒルゅバョヱ メゅバプΕや ログワ マΒャまヱ 
≒. ヶッゅヨャや ヶプ ゲらガャゅよ ユシΙや フゅダ⌒∂ゎΙ ヶワヱ  :ラゅミ :       ⇔るバわヨョ ⊥るヤΒヤャや ろルゅミヱ ∩ゅ⇔バもやケ ⊥モヘエャや ラゅミ . 

 
≪. ヴジョぺ ¬ゅジヨャや ヶプ ゲらガャゅよ ユシΙや フゅダ∂ゎΙ ::          ⇔¬ゅカケ ⊥ゥゅΑゲャや ろジョぺヱ ゅ⇔ゼバレョ ぁヲイャや ヴジョぺ  

 
≫.  ユシΙや フゅダ⌒∂ゎΙ ヶワヱ :ウらタぺゥゅらダャや ヶプ ゲらガャゅよ :   ⇔るエッやヱ ⊥るΑぼゲャや ろエらタぺヱ ∩ゅ⇔バヅゅシ ⊥¬ヲツャや ウらタぺ  . 

 
√.  ⌒∂ゎΙ ヶワヱ :ヴエッぺヴエツャや ろホヱ ヶプ ゲらガャゅよ ユシΙや フゅダ : や ６ケゅェ ぁヲイャや ヴエッぺヱ ⇔る ∠イ⌒∂ワヲわョ ⊥ザヨゼャや ろエッぺ  . 

 
∽. Ι ヶワヱ :モドケゅヰレャや メやヲヅ ゲらガャゅよ ユシΙや フゅダ⌒∂ゎ    :  ゅ ⇔ヨもゅタ ⊥リョぽヨャや ｚモド . 

 
∝. ヶワヱ :れゅよ モΒヤャや ヶプ ゲらガャゅよ ユシΙや フゅダ⌒∂ゎΙ   : や⇔ギ ｚヰジョ ⊥ペ⌒ヤ∠ボャや れゅよ   ヱぺ   や ⇔ゲワゅシ ぁヶヅゲゼャや れゅよ . 

 
∵.  ゲらガャや ヴャま ユシΙや メヲエわャ ヶワヱ :ケゅタ:         やギヰわイョ ⊥モヨヰヨャや ケゅタ    ゅトΒゼル ⊥メヲジムャや ケゅタヱ    

 
∫.   ユシΙや リハ ゲらガャや ヴレバョ ヶヘル ギΒヘゎ ヶワヱ :ザΒャ:     ゅ⇔Βイレョ ⊥ゆグムャや ザΒャヱ ∩ゅムヤヰョ ⊥ベギダャや ザΒャ  . 

 
∬.  ≒≡   .≒≒  .≒≪ ゲらガャゅよ ユシΙや フゅダゎや ュやヱキ ゅワゅレバョヱ " ｚマ∠ヘ∇ルや ∩ ∠め⌒わ∠プ ∩ゥゲよ ∩メやコ" :るバよケΕや メゅバプΕや  
-  ⇔りキ∂ギイわョ ⇔る∂Βェ ⊥るΒよゲバャや ⊥るピヤャや ろャやコ ゅョ. 
- ゅヰΒヤハ リΒヌプゅエョ ゅヰ⊥ヤワぺ ∠ゥゲ∠よ ゅョヱ.  
- ゅ⇔バΒヨィ ⌒ゆゲバャや リΒよ や ⇔ケヲジΒョ ゅヰよ ⊥ユワゅヘわャや ｚマ∠ヘ∇ルや ゅョヱ . 

 
≒≫.   ゅトらゎゲョ ゅヨヰレョ モミ ヶボよ ゅョ ゲらガャゅよ ゅヰヨシや フゅダゎや ュやヱキ ゅヰわヤヨィ ヶプ ギΒヘゎヱ ∩ゲヨわシやヱ ヶボよ ゅワゅレバョヱ :ュやキ

ゲカΓゅよ :   リΑギエｚわョ やヲョやキ ゅョ ⊥ゆゲバャや ∠ょ∠ヤ∇ピ⊥Α リャ  
 

 : れゅヰΒらレゎ 
≒.  "ケゅタ" ヴレバヨよ るピヤャや ヶプ モヨバわジゎ "モド ∩ヴエッぺ ∩ウらタぺ ∩ヴジョぺ ∩ラゅミ " メゅバプΕや 
             ∩  メゅボわルΙやヱ メヲエわャや ギΒヘゎ ゅヰルぺ ヵぺ:マャク リョヱ 
-              .ゅ ⇔ヨェキゴョ ⊥ネケゅゼャや ヴエッぺ 
- .ゅ⇔らバわョ ⊥モョゅバャや ヴジョぺ 

 
 :  ゅヰヤヨハ .ゅワゲらカ ヴヨジΑヱ ヶルゅんャや ょダレゎヱ ゅヰヨシや ヴヨジΑヱ メヱΕや ノプゲわプ ∩ゲらガャやヱ ぺギわらヨャや ヴヤハ ゅヰゎやヲカぺヱ ラゅミ モカギゎ 

 ラゅミّ  ウらタぺّ  ヴエッぺ-  ヴジョぺّ  れゅよ ⇒⇒  モドّ ケゅタ-  ザΒャ ) ヅゲセ Κよ モヨバゎ メゅバプぺ ( 
.      ゥゲよ ゅョ ∩ マヘルや ゅョ ∩ めわプ ゅョ ∩  メやコ ゅョ )ヮヰらセ ヱぺ ヶヘレよ ペらジゎ ラぺ ょイΑ( 

)ュやキ ゅョ(     .   ヅゲゼよ モヨバゎ メゅバプぺ 
るΑケギダヨャや ) ゅョ ( ⇒よ ペらジ⊥ゎ 

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒∽ 

 
 

≪. やモヨイャや ヶレミケ テらッ るΒャゅわャや .ゅヰΒヤハ オシゅレャや モバヘャや メヲカキ ギバよ 
るヤヨイャや オシゅレャや モバヘャや オシゅレャや モバヘャや  ユシや オシゅレャや モバヘャや  ゲらカ 

 ⊥ゆゲバャや ラゅミ-るΒヤワゅイャや ヶプ- .リΒホゲヘわョ ⇔Ιゅｚヰ ⊥ィ ラゅミ  ⊥ゆゲバャや  ⇔Ιゅｚヰ ⊥ィ 
.ユヰゎヲホヱ ユヰ∠ゎケゅツェ ⊥ュΚシΗや ケゅタヱ ケゅタ  ⊥ュΚシΗや ユヰ∠ゎケゅツェ 

.ユヰゎギェヱヱ ユヰ∠よヲヤシぺ ⌒ラへゲボャや ⊥るピャ ∇ろエらタぺヱ ろエらタぺ  ⌒ラへゲボャや ⊥るピャ ユヰ∠よヲヤシぺ 
.ユヰホΚカΕ ゅΑヲホ や⇔ギ∠レ∠シ ⊥リΑ ⌒∂ギャや メやコ ゅョヱ メやコ ゅョ  ⊥リΑ ⌒∂ギャや や⇔ギ∠レ∠シ 

 ∠るヤΒシヱ ヴエダヘャや ろェゲよ ゅョヱ ユヰヨワゅヘゎ ゥゲよ ゅョ ヴエダヘャや  ∠るヤΒシヱ 
 ユヰレΑキ ヴヤハ リΒヌプゅエョ やヲョやキ ゅョ ¬ゅΑヲホぺ ⊥ゆゲバャや ヴボらΒシヱ

.ユヰわ∠ピ⊥ャヱ 
ュやキ ゅョ るハゅヨイャや ヱやヱ リΒヌプゅエョ 

 
 ヶゎほΑ ゅヰゎやヲカぺ ヱ ラゅミ ユシや )⇔やゲわわジョ ⇔やゲΒヨッ ⇒⇒ ⇔Κダわョ ⇔やゲΒヨッ ⇒⇒ ⇔やゲワゅド ⇔ ゅヨシや   ( : 

 ⇔やゲワゅド ⇔ ゅヨシや  ⇔やゲΒヨッ  ⇔Κダわョ  ⇔やゲわわジョ ⇔やゲΒヨッ 
-  ラゅミゲヨボャや やゲΒレョ 
-  ヴジョぺ ⊥ゲワゴャや  . ⇔Κよやク 
- れゅよ ラゅΑギレイャや リΑゲワゅシ 
-  ろジΒャ ⊥れゅレョぽヨャや  ∃れゅよクゅミ 
-  メやコゅョュΚシΗや   ⇔ ゅΑヲホ 

- レミ ⊥ろ  リΒホヲヘわヨャや リョ 
- エらタぺろ ヲエレャや  ゅ ⇔ヨワゅプ 
- Βジョぺゅレ  ゅレャゅヨハぺ ヶプ  リΑギヰわイョ 
- ゲタ れ  ⇔やゲワゅョ ⇔ ゅらΒらヅ 

- ゅ⇔シギレヰョ   ケゅタ   ヶカぺ 
-  ⇔やギヰわイョ   リミ 
-  ⇔やゲヨヰレョ モド ゲトヨャや 
- ゅルキヲハヲよ リΒョゴわヤョ  ゥゲらル リャ 

 
 ⇒⇒ " るΒヤバプ るヤヨィ ヱぺ るΒヨシや " るヤヨィ ⇒⇒ やキゲヘョ (: ヶゎほΑ ゅヰゎやヲカぺ ヱ ラゅミ ゲらカ ) るヤヨィ ヮらセ 

 ⇔やキゲヘョ るΒヤバプ るヤヨィ ヱぺ るΒヨシや ( るヤヨィ   ) るヤヨィ ヮらセ 
 ノッやヲわャや ザΒャ ⇔ ゅヘバッ . 

 ユヤバャや ュギボゎ ケゅタ ⇔Κワグョ . 
 ラヲヨヤバヨャや  ヴエッぺリΑゴΒヨわョ  

 ⊥モョゅバャや ヴジョぺょバわΑ ヮヤヨハ ヶプ. 
 ゆゲバャや ウらタぺウッやヱ ユヰヘバッ . 

 ュΚシΗや メやコゅョノヅゅシ ロケヲル . 

 ろレミるシケギヨャや ヶプ . 
 リΒトジヤプ ろャやコ ゅョろエゎ メΚわェΙや 
 モョΕや マヘルや ゅョゅレよヲヤホ ヴプ . 

 
≫. . ュゴヤΑ ゅョ ゲΒビヱ  るヤヨィ ヮらセ ヱぺ るヤヨィ ゲらカ ヴャま ヶヤΑ ゅヨΒプ オシゅレャや モバヘヤャ キゲヘヨャや  ゲらガャや ∇メ ⌒ ∂ヲェ 

. ⇔ ゅヘバッ ノッやヲわャや ザΒャ        
-  ノッやヲわャや ザΒャ  ブバツΑ  .                              るΒヤバプ るヤヨィ ゲらカ 
-  ノッやヲわャや ザΒャ ブバツャや ヮわヨシ .                     るΒヨシや  るヤヨィ ゲらカ 
- ノッやヲわャや ザΒャ ブバツャや ヶプ                      るヤヨィ ヮらセ  ゲらカ ) ケヱゲイョヱ ケゅィ ( 

 
  ゅョ ゲΒビヱ  キゲヘョ  ゲらカ ヴャま ヶヤΑ ゅヨΒプ オシゅレャや モバヘヤャ るヤヨイャや  ゲらガャや ∇メ ⌒ ∂ヲェ. ュゴヤΑ 
-  ⊥モョゅバャや ヴジョぺょバわΑ ヮヤヨハ ヶプ.         

 ⊥モョゅバャや ヴジョぺ  ⇔ ゅらバわョ .ヮヤヨハ ヶプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≒∝ 

 
      )  ゅヰョゅヨゎ ヱ ゅヰルゅダボル  ( ゅヰゎやヲカぺヱ ラゅミ 

: ラゅダボレャや      ヴレバョ ユヨわΑ  ゲらカ ヴャま ァゅわエゎ  モよ ) ゅヰヨシや(  ゅヰハヲプゲヨよ ヴヘわムゎ Ι ゅヰルΕ るダホゅレャゅよ メゅバプΕや ログワ ろΒヨシ  
   :  るダホゅル ゅヰわヤんョぺ リョヱ 

-  ラゅミや⇔ギΑギセ ⊥ュゅェゴャや .          .ゅ⇔シケゅホ ⊥キゲらャや ケゅタ                    .ゅ⇔トΒゼル ⊥モョゅバャや ザΒャ 
-  ⇔Κよやク ⊥ゲワゴャや ヴジョぺ.       .ゅ ⇔ヨェキゴョ ⊥ネケゅゼャや ヴエッぺ               .や ⇔ゲもゅを ⊥ケゅらピャや モド  ゅ ⇔ヨャほわョ ⊥ヂΑゲヨャや れゅよ 

: ュゅヨわャや 
  やグヰよ ヴレバヨャや ユわΑヱ ∩ゆヲダレョ ヴャま アわエゎ ユャヱ ∩ゅヰハヲプゲヨよ ろヘわミや やクま るガシゅル Ιヱ るダホゅル ゲΒビ るョゅゎ ラゅミ ヴゎほゎ

:ヴワヱ ∩メゅヨバわシΙや やグワ ヴプ ゅヰヤんョ ラヲムゎ ヴわャや ゅヰゎやヲカぺ ヴヤハ マャク ペらトレΑヱ ∩⇔Κハゅプ ゆゲバΑ ングャや ネヲプゲヨャや 
        ラゅミ (- ウらタぺ - ヴエッぺ-  ヴジョぺ- れゅよ  - モド  -  ケゅタ- ュやキ ゅョ  - ゥゲよ ゅョ  -  ゅョ) マヘルや . 

      ザΒャ ( ゅョぺّ  めわプّ . るダホゅル Ιま ヴゎほゎ Κプ ) メやコ 
:るガシゅレャや メゅバプΕや リョ ュゅわヤャ  るヤんョぺ 

メゅんヨャや ュゅわャや モバヘャや モハゅヘャや ロゅレバョ 
- リムΑ ユャ ほゼΑ ユャ ゅョヱ ラゅミ 聴 ¬ゅセ ゅョ  ラゅミّ リムΑ ゲわわジョ ゲΒヨッ ギィヱ 
-  ⊥ケヲ ⊥ョΕや ⊥ゲΒ ⌒ダ∠ゎ ⌒ ｚ乖 ヴ∠ャ⌒ま Ι∠ぺ ゲΒダゎ ケヲョΕや ノィゲゎ 
-  りキゅバジャや れゲゼわルΙ メギバャや ュやキ ヲャ ュやキ メギバャや ゲヨわシやヱ ヴボよ 
- ゅレエらタぺ ギホヱ ザヨゼャや ろホゲセぺ ウらタぺ ゅル ゲΒヨツャや ゥゅらダャや ろホヱ 
- .ろΒエッぺ ヴわェ ろヨル .ろΒエッぺ れ ゲΒヨツャや ヴエツャや ろホヱ 
- やギよや ヴレヅヱ ゥゲよぺ リャ ゥゲよぺ ゅルぺ ゲわわジョ ゲΒヨッ ベケゅプぺ 
- ヴジヨゎ リΒェ マよケ ゲミク ザレゎ Ι ヴジヨゎ ろルぺ ¬ゅジヨャや モカギゎ 
- ギボバャや ろムヘルや マヘルや ギボバャや ろヤエルや 
- ろΒらΒプ ヮわΒよ ヴャま ラゅジルΗや キヲバΑ ろΒらΑ ゲわわジョ   ゲΒヨッ ュゅレΑ 

 
     るΑヲエル れゅらΑケギゎ  (:  "  るガシゅレャや  ⊥メゅ⇒⇒バ∇プ∠Εや " ) 

  . ヶャゅわャや  ゾレャや ヶプ ロゲらカ ヱ オシゅレャや モバヘャや ユシや キギェ 
 ヲイャや れゅよヱ ∩ ⇔やゲヨヰレョ ゲトヨャや ヴジョぺヱ ∩ ⇔ ゅヨもゅビ ヲイャや ケゅタヱ ∩ ウΑゲャや れギわセや りほイプヱ ∩ ⇔やヲエタ ヲイャや ラゅミ ( ュヲΒャや ヶプヱ ∩ ∠やキケゅよ

 ユレピャや ろエッぺヱ ∩ モらイャや ヴヤハ ゲツカΕや ょゼバャや ゲヰド ギボプ ⇔やケヱゲジョ ヮヨレピよ ヶハやゲャや ァゲガプ ∩ ⇔るホゲゼョ ザヨゼャや ろエらタぺ ヶャゅわャや
 ょエジャや ろジΒャ : メゅホヱ ∩ ¬ゅヨジャや ヴャま ヶハやゲャや ゲヌルヱ ∩  ⇔やヲエタ ヲイャや モドヱ ∩ポゅレワヱ ゅレワ ヵゲイゎヱ ょゼバャや リハ ゑエらゎ るホゲヘわョ

ビ ヴわェ るΒプゅタ ¬ゅヨジャや ろャやコゅョヱ .ュヲΒャや りゲΒんミ ザヤィ ユを ∩ ゆゲピヨャや りΚタ ヶヤダΑ ヶハやゲャや ブホヱ グもギレハヱ ∩ ザヨゼャや ろよゅ
).ヴャゅバゎ 聴 ヴヤハ ⇔Κミヲわョ ュやキゅョ リョぽヨャや ノΒツΑ Ι  ヮジヘル ヶプ メゅホヱ ヮヤツプ ヴヤハ 聴 ゲムセ ギホヱ ヮヨレピよ キゅハ ユを .聴 ヲハギΑ 

オシゅレャや モバヘャや ゲらカ オシゅレャや モバヘャや ユシや オシゅレャや モバヘャや るヤヨイャや 
やヲエタ ヲイャや ラゅミ .やヲエタ ヲイャや ラゅミ 
ゅヨもゅビ ヲイャや ケゅタ .ゅヨもゅビ ヲイャや ケゅタ 
やゲヨヰレョ ゲトヨャや ヴジョぺ .やゲヨヰレョ ゲトヨャや ヴジョぺ 
るホゲヘわョ ユレピャや ヴエッぺ .るホゲヘわョ ユレピャや ろエッぺ 
やヲエタ ヲイャや モド .やヲエタ ヲイャや モド 
 ∠やキケゅよ ヲイャや れゅよ  ∠やキケゅよ ヲイャや れゅよヱ 

るホゲゼョ ザヨゼャや ウらタぺ .るホゲゼョ ザヨゼャや ろエらタぺ 
るΒプゅタ ¬ゅヨジャや メやコゅョ .るΒプゅタ ¬ゅヨジャや ろャやコ ゅョ 

 ⇔Κミヲわョ  ゲΒヨッ キヲバΑ ゲわわジョ
リョぽヨャや ヴヤハ 

ュやキ ゅョ Ι ノΒツΑ リョぽヨャや ュやキゅョ  ⇔Κミヲわョ 
ヴヤハ 聴 ヴャゅバゎ 
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≒∵ 

 
     : ヶゎほΑ ゅヨΒプ テカ ヮわエゎ ゅョ テらッや 

                                                                           
-   リムゎ ュケゅエヨャや ペゎやらハぺ ∠ギ   .    サゅレャや      れケゅタ ⊥れゅボよゅジわヨャや  ∃れやギイョ .           れケゅタ ⊥るョΕや  ⇔るトよやゲわョ  . 

  ろルゅミ  ⊥¬ゅヨジャや  ⇔りギらヤョ       . ュヲΒピャゅよ         ラゅミ ⊥ギヨェぺ  ⇔ホヲヘわョゅ             .       れゅよ ⊥ウィゅレャや  ⇔レゃヨトョゅ. 
-  ケゅタ ⊥ギイヨャや  ⇔らΑキぺゅ     .                                                         モド ⊥ギワゅイヨャや  ⇔ゲダわレョや .るミゲバヨャや ヶプ  
-  ヴジョぺ ⊥ヂΑゲヨャや  ⇔ギョゅェや   . ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ 聴                           マヘルや ゅョ ⊥ギヰわイヨャや  ⇔ゲよゅんョや .り¬やゲボャや ヴヤハ  
-   りゅミゴャやヱ りΚダャゅよ ヶルゅタヱぺヱ ⇔Βェ ろョキ ゅョゅ                                   ⊥ウ⌒ら ∇ダゎ ⊥チ ∇ケ∠Εや  ⇔り ｚゲ ∠ツ ∇ガ ⊥ョ 

    
√.  るヤヨィ ゲらカ ヴャま ヶヤΑ ゅヨΒプ オシゅレャや モバヘヤャ キゲヘヨャや  ゲらガャや ∇メ ⌒ ∂ヲェ. ュゴヤΑ ゅョ ゲΒビヱ  るヤヨィ ヮらセ ヱぺ 

                               . ⇔Κワグョ ユヤバャや ュギボゎ ケゅタ 
    ユヤバャや ュギボゎ ケゅタ モワグΑ  サゅレャや .          ユヤバャや ュギボゎ ケゅタ  ( ロケヲトゎ モワグョ ).   

                             リΑゴΒヨわョ ラヲヨヤバヨャや  ヴエッぺ 
    ラヲヨヤバヨャや  ヴエッぺΑゴΒヨわヱラ   .           ラヲヨヤバヨャや  ヴエッぺ    ウッやヱ ユワゴΒヨゎ 
 

 . ュゴヤΑ ゅョ ゲΒビヱ  キゲヘョ  ゲらカ ヴャま ヶヤΑ ゅヨΒプ オシゅレャや モバヘヤャ るヤヨイャや  ゲらガャや ∇メ ⌒ ∂ヲェ 
 ゆゲバャや ウらタぺウッやヱ ユヰヘバッ .                         ゆゲバャや ウらタぺ  ¬ゅヘバッ . 

 ュΚシΗや メやコゅョノヅゅシ ロケヲル .                        ュΚシΗや メやコゅョ ⇔ ゅバヅゅシ ⇔やゲΒレョ . 
 

  .⇔ ゅダホゅル るΒルゅんャや ヶプヱ ∩ゅ ６ョゅゎ ゅヨワやギェま ヶプ ラヲムΑ ゑΒエよ ∩リΒわヤヨィ ヶプ ヶヤΑ ゅヨョ モバプ モミ ブドヱ 
 

モバヘャや ュゅゎ ゾホゅル 
ケゅタ .るャヱギャや りゴヰィぺ ヴャま  ユΒヤバわャや  ケゅタ ゅ⇔シケゅホ キゲらャや  ケゅタ 
ヴジョぺ ラヲエらダゎ リΒェヱ  ラヲジヨゎ リΒェ 聴 やヱゲミクや ゅエッやヱ ペエャや  ヴジョぺ 
ヴエッぺ .  ろΒエッぺ リΒェ れゲプゅシ  ⇔やゲワゅョ ⇔ ゅらΒらヅ  ろΒエッぺ 
ラゅミ ¬ヶセ モミ モらホ ヴャゅバゎ 聴 ラゅミ や ⇔ギΑギセ ⊥ュゅェゴャや ラゅミ 
ュやキ .  ュヱギゎ Ι るレエヨャや .ゅ⇔レョぽョ  ろョキ ゅョ ユヰャヲホ マルゴエΑ リャ 

ゥゲよぺ ヶルゅムョ  ゥゲよぺ リャ .リΒヤもゅヘわョ  ゥゲらル リャ 
れゅよ ゲワゅシ ヲワヱ ぁヶヅゲゼャや れゅよ や ⇔ゲワゅシ ぁヶヅゲゼャや れゅよ 
モド ポΚヰャや ラゅムャ ユヤヌャや  モド ヲャ や ⇔ゲヨわジョ モヨバャや  モド 
マヘルや りギボバャや  ろムヘルや るヤムゼヨャや ろヰわルやヱ ヴャゅバゎ 聴 ヴヤハ ⇔Κミヲわョ リョぽヨャや マヘルや ゅョ 

 
                                                 : ヶゎほ⇒∠Α ゅ ∂ヨ ⌒ョ ∃る∠ヤ ∇ヨ ⊥ィ ⌒∂モ⇒⊥ミ ∠ュゅョ∠ぺ ∀ゆヲヤ∇ト ∠ョ ∠ヲ⇒⊥ワ ゅヨ⌒よ ∇モ ⌒ヨ ∇ミ∠ぺ 

-  ザΒャ ラヲヤヨヰヨャや                               .リΒエィゅル                     )  オシゅレャや モバヘヤャ  ユシや ( 
-   ラヲダヤガヨャや ヴジョぺ リΒエィゅル                       .  ユヰヤヨハ ヶプ              )  オシゅレャや モバヘヤャ  ゲらカ ( 
-  ウらタぺ                                                 ゅ ⇔エッやヱ  ペエャや             )  オシゅル モバプ ( 
-  ュやキ ゅョ るΑヲホ るョΕや  モヌわシ  ラヲレヅやヲヨャや   ダヤガョΒ リ)  オシゅレャや モバヘヤャ  ユシや (            .    ユヰよゲャ 
- .ラゅΑギレイャや   れゅよ リΑゲワゅシ              .                                     ) オシゅレャや モバヘヤャ  キゲヘョ ゲらカ ( 
- ユヤバわャや  ｚマ∠ヘ∇ルや ゅョ   ⇔やギΒヘョ           .                                                )  オシゅレャや モバヘヤャ  ゲらカ ( 

  ∇ゆ⌒ ∂ヲタ ほトガャや ヵヲエレャや ゅヨΒプ  ヶゎほΑ:                                                         
-   ラゅらャゅトャや  ラゅミラやギヰわイョ   . るシやケギャやヱ ゑエらャや ヶプ                               ギヰわイョΑリ 
-   メやコゅョリΑギヰわイヨャや          . ユヰャゅヨハぺ  ヶプ  ラヲダヤガョ                            ラヱギヰわイヨャや 
-         . ユヰレΑギよ ラヲムジヨわョ  やヲョやキ ゅョ ラヲヨヤジヨャや ュゴヰΑ  リャ                      ムジヨわョΒリ                                       
-    ヮルヲムャ  ユヤバヨャや  やグワ ょェぺゾヤガョ  .                                                ダヤガョ  ⇔ ゅ 
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 : ヶルゅんャや ネヲッヲヨャや}   ヶヨヤバャや ュギボわャやヱ ゅレわピャ  { 

  ゥゲセ ヴャま ベゲトわレシ  :   ヴャゅバゎ 聴 ¬ゅセ ラまヶルゅんャや  ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや   ウッやヱヱ テジらョ モムゼよ マャクヱ  ∩ ]  ヶヨヤバャや ュギボわャやヱ ゅレわピャ  [
. ペΒプヲわャや ぁヶャヱ 聴ヱ 

 
 ゆゅバΒわシΙやヱ ユヰヘャや : ⇔Ιヱぺ: 

 
≒  ⇒⇒⇒ キゲゎ ∠ユよヱ ∨  ヮΒヤハ ユヰヤΒャキヱ ∨  ゅヰもやギハぺ モらホ リョ るΒよゲバャや るピヤャや ヴャま るヰィヲヨャや れや¬ゅハキΙや ∇キ ⌒∂ギェ∨ ユヰΒヤハ 

 
             :  ¬ゅハキΙや. ゅΒィヲャヲレムわャや ヱ ユヤバャや ゲダハ ゥヱケ ょミやヲゎ Ι るΒよゲバャや るピヤャや 
           ユヰヤΒャキ :          るヤホ れΚイヨャや れやゲヨゎぽヨャやヱ るΒヨヤバャや      りケギル  ⇒⇒⇒ ゐゅエよΕや るΒヨヤバャや 

 
: マャク ヴヤハ モΒャギャやヱ ∩  ゅΒィヲャヲレムわャや ヱ ユヤバャや ゲダハ ゥヱケ ょミやヲゎ  るΒよゲバャや るピヤャや    :  キゲャや . 

≒. ヶッゅヨャや ヶプ れやケゅツエャや ベゲハぺ るΒよゲバャや るピヤャや ろらハヲわシや≡ 
≪. るバョゅィ(  ヶプ りゲタゅバヨャや ュヲヤバャや ゆゅバΒわシや ヴヤハ ゅヰゎケギホ るΒよゲバャや るピヤャや ろわらをぺ . ) ペゼョキ 
≫. ヂバよ ゲゼル リΒホゲゼわジヨャや ユヰらわミ るピヤャゅよ .  ゅヰよ ザΑケギわャゅよ やヲョゅホヱ るΒよゲバャや 

 
           :   ¬ゅハキΙやヶヨヤバャや ブヤガわヤャ ょらシ ヴエダヘャや るΒよゲバャや るピヤャゅよ マジヨわャや ヶよゲバャや≡ 

           モΒャキ                 :   . るΒよゲバャや るピヤャゅよ ユヰムジヨゎ ょらジよ ヵキゲわヨャや ヶよゲバャや ノホやヲャや 
 

:マャク ヴヤハ モΒャギャやヱ ∩  ゲッゅエャやヱ ヶッゅヨャや ヶプ ゆゲバャや ュギボゎ リョ るΒよゲバャや るピヤャや ノレヨゎ ユャ  : キゲャや 
≒. ヮムルヲワ ギΑゲピΑコ  りキゅヰセ  ヶわャや ヶワ るΒよゲバャや りケゅツエャや ラぺ ヴャま ) ゆゲピャや ヴヤハ ノトジゎ ゆゲバャや ザヨセ (: ゅヰよゅわミ ヶプ

. ペΑゲトャや ゅよケヱΕ れ¬ゅッぺ 
≪. ケヲわミギャや メゅんョぺ リョ るΒよゲバャや るピヤャゅよ ユヰらわミ ゲゼルヱ ∩ るΒよゲバャや るピヤャや るΒヨワほよ ょルゅィΕや リΒホゲゼわジヨャや ヂバよ りキゅヰセ 

) サヲΒヤΒルゲミ (. 
≫. メヲタヱ ヂバよ ユョΕや ラΓや  リΒダャゅミ ラゅよゅΒャやヱ  ヴャま るヨホ ュギボわャや ヶヨヤバャや ラヱキ ヶヤガわャや リハ ユヰゎゅピャ .るΒョヲボャや 

 
 

 :  ¬ゅハキΙや     るΒよゲバャや るピヤャゅよ マジヨわャや ヮららシ  ヶよゲバャや リヅヲャや ヶプ  ヶヨヤバャや ァゅわルΗや  るャべッ 
      :  ユヰヤΒャキ          ヶヨヤバャや ユヰィゅわルま るャべッ  ょらジよ ヵキゲわヨャや ヶよゲバャや ヶヨヤバャや  ノホやヲャや 

 
    :  ユヰΒヤハ キゲャやヱ 

    ょらジャや ヶワ るピヤャや ろジΒャ ヵキゲゎ ヶプ :   ゆゅらシΕや ゅヨレΒよ ヶよゲバャや ヶヨヤバャや  ノホやヲャや 
≒. .ヶヨヤバャや ァゅわルΘャ ょシゅレヨャや ォゅレヨャや ゆゲバャや ¬ゅヨヤバヤャ ゲプヲゎ Ι りゅΒエャや フヱゲド 
≪. . ヶヨヤバャや ゑエらャや ヴャま ヮィヲゎ Ι るΑキゅヨャや ゆゲバャや れゅルゅムョま リョ ゲΒんミ 

 
  :  ¬ゅハキΙや   . ヶヨヤバャや ゲΒムヘわャや ラヱキ メヲエゎ ヶわャや  るΒョΚシΗや りギΒボバャゅよ テらゎゲゎ るΒよゲバャや るピヤャや 

       ユヰヤΒャキ    :  .ギもゅボバャや ヴャま Ι  ユヤバャやヱ れゅレΒらャや ヴャま ギレわジゎ  ペもゅボエャや ヱ るΒヨヤバャや るゼΒバヨャや 
  ユヰΒヤハ キゲャやヱ  :   . ヮャ ヲハギゎヱ ヶヨヤバャや ゲΒムヘわャや ヴヤハ ノイゼゎ  るΒョΚシΗや りギΒボバャや 

 
 モΒャギャやヱ : 

-  ゑΒェ ∩ ユΒワやゲよや ヮレよや りゅプヱ ュヲΑ ザヨゼャや フヲジミ  ヶプ マャク ウツわΑヱ  れゅΒらΒピャゅよ  りギΒボバャや  民 メヲシゲャや   テよゲΑ ユャ
 メゅボプ ヶヨヤハ ゲΒムヘわよ りゲワゅヌャや ログワ ウッヱぺ りゅΒエャ Ιヱ ∩ ギェぺ れヲヨャ ブジムゎ Ι ヴャゅバゎ 聴 れゅΑへ リョ るΑへ ザヨゼャや ラま ":

. " ギェぺ 
- ピャやヱ れゅワゲわャや リョ  るゃΑゲよ るΒョΚシΗや りギΒボバャや   れゅバヨわイヨャや リョ ゆゲジゎ ゅョ ヴャま ゅワキゲヨプ  ゅヰわよゅセ ヶわャや  れゅΒらΒ 

                 . ケゅヨバわシΙや ゅワｚギミぺ ギホヱ るΒよゲバャや ゲΒビ 
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≒∬ 

 
 

≪ ⇒⇒.⇔Κャギョヱ Κヤバョ ヶヤΑ ゅヨΒプ マΑぺケ ウッヱ 
 

 ユョΖャ ヶヨヤバャや ュギボわャや リョ ノレヨゎ Ι れゅピヤャや . 
          ヵぺゲャや マャク ヴヤハ ペプやヱぺ: マャク ギミぽΑ ノホやヲャやヱ 
  グレョ ペゼョキ るバョゅィ ろョゅホ. るΒよゲバャや るピヤャゅよ るΒヨヤバャや キやヲヨャや ノΒヨィ ザΑケギわよ ゅヰジΒシほゎ 
  ゅヰわピャ リハ ヴヤガわゎ ラぺ ゲΒビ リョ るΒハゅレダャや るツヰレャや やケク ヴャま ラゅよゅΒャやヱ リΒダャや モんョ ゅルゲダハ ヶプ ユョΕや ヂバよ ろヤタヱ

. るΒレヅヲャや 
 

 . ヴエダヘャや るΒよゲバャや るピヤャや ヴヤハ ドゅヘエャや りケヱゲッ 
 ヵぺゲャや やグワ ヴヤハ ペプやヱぺ ラΕ ∩ヴヤハ ナプゅエゎ るΑヲボャや る∂Βエャや ゆヲバゼャや   ゅヰΒヤハ  るヌプゅエヨャやヱ ゅヰわピヤよ ゅヰム∂ジヨわよ ゅヰわΑヲワ 

 
 るピヤャや るΒよゲバャや ヲハギゎ ヴャま ブヤガわャや ゅヰルΕ ギレわジゎ ヴヤハ ギもゅボバャや Ι ヴヤハ .ペもゅボエャや 

  ヵぺゲャや やグワ ヴヤハ ペプやヱぺ Ι. ヮャ るバイゼョ モよ ヶヨヤバャや ゲΒムヘわャや ラヱキ るヤもゅエよ るΒョΚシΗや りギΒボバャや リムゎ ユヤプ ∩ 
 

   れやケゅΒわャやヱ れゅピヤャや ゲもゅジャ ゅレわツヰル ゆやヲよぺ ウわヘル 
 ∩ ヵぺゲャや やグワ ヴヤハ ペプやヱぺ .ゅルケヱグィ リョ ゅレバヤわボゎ Ιぺ ヅゲゼよ ゅヰヨヤバわルヱ れゅピヤャや ゲもゅシ モらボル 

 
 ヶッゅヨャや ヶプ リΒヨヤジヨャやヱ ゆゲバャや ュギボゎ リョ るΒよゲバャや るピヤャや ノレヨゎ ユャ 

    
 ヵぺゲャや マャク ヴヤハ ペプやヱぺ :Ε るΒよゲバャや るピヤャや  ろヨィゲゎ ヱ ∩ュヲヤバャや ヴわセ ヶプ ユワゲΒビ やヲボらシ ヶッゅヨャや ヶプ リΒヨヤジヨャや ¬ゅヨヤバャや ラ

 ヶヨヤバャや ゐやゲわャや  ュヲヤバャや モボル ヶプ るΒよゲバャや  ゅレわピャ ろヨヰシぺ ギホヱ  るΒルゅジルΗや りケゅツエヤャ ヮわヤボルヱ  るΒルゅルヲΒャや りケゅツエヤャ ヶヘジヤヘャやヱ
. れゅΒッゅΑゲャや ヶプ ヶョコケやヲガャやヱ ヱ ¬ゅΒヨΒムャや ヶプ ラゅΒェ リよ ゲよゅィ モもゅシケ : ゅヰレョ ∩ ゅよケヱぺ ヴャま フケゅバヨャやヱ 

 
≫  ⇒⇒⇒.るΒョゅバャや ヴャま ヴエダヘャや ゲイヰャ リΒホゲゼわジヨャや ヂバよ りヲハキ ⊥モ⌒∂ヤバΑ 

 
 ¬やケヱ るレョゅムャや ゆゅらシΕや ゅョ.るΒョゅバャや ヴャま ヴエダヘャや ゲイヰャ リΒホゲゼわジヨャや ヂバよ りヲハキ 

     
  るもゴイわャや ろΒらんゎヱ ∩ ゅヰΒッゅョ リハ ゅワキゅバよまヱ るョΕや ログワ ンゲハ ろΒわヘゎ ヴャま ヵキぽΑ るピヤャや ラやゲイワ  ラぺ ラヲホゲゼわジヨャや ポケギΑ

. ゅヰャΚピわシや リΑゲヨバわジヨャや ヴヤハ モヰジΑ マャグよヱ ∩ ゅワケゅトホぺ リΒよ メゅダヘルΙやヱ 
 

√ ⇒⇒⇒ るΒヨワぺ ウッヲΑ.ゅヰレハ ヶヤガわャや りケヲトカヱ ∩るΒよゲバャや るピヤャゅよ マジヨわャや 
 

ャるΒよゲバャや るピヤャゅよ マジヨわヤ  マャク ウッヱ . りゲΒらミ りケヲトカ ゅヰレハ ヶヤガわヤャヱ ∩ るヨΒヌハ るΒヨワぺ 
 

 ゲんミぺ ロケゅヨを ラヲムゎ るΒョヲボャや ヮわピヤよ ¬ゲヨャや ゲΒムヘゎヱ ノヨわイヨャや ラゅΒミ リョ ¬ゴィ ヶワヱ ∩ るΒレヅヲャや るΒダガゼャや ヴヤハ ドゅヘエャや ゅヰΒプ ラΕ
∩ ∩ ゅワゲΒビ ヴャま るピヤャや ログワ ゲイワ ヲャ ゅヨョ . るΒレヅヲャや ゥヱゲヤャ ュギワ ゅヰミゲわプ 

 
 ∽ ⇒⇒.るΒルゅジルΗや りケゅツエャや ヴヤハ ドゅヘエャや ヶプ るΒよゲバャや るピヤャや ケヱキ ウッヲΑ 

 
 るピヤャや  ろヨィゲゎ ヱ ∩ュヲヤバャや ヴわセ ヶプ ユワゲΒビ やヲボらシ ヶッゅヨャや ヶプ リΒヨヤジヨャや ¬ゅヨヤバャや ラぺ ょゎゅムャや ヮよ メギわシや ゅョ マャク ヴヤハ メギΑ

 ヮわヤボルヱ  るΒルゅルヲΒャや りケゅツエヤャ ヶヘジヤヘャやヱ ヶヨヤバャや ゐやゲわャや るΒよゲバャや モボル ヶプ るΒよゲバャや  ゅレわピャ ろヨヰシぺ ギホヱ  るΒルゅジルΗや りケゅツエヤャ
. れゅΒッゅΑゲャや ヶプ ヶョコケやヲガャやヱ ヱ ¬ゅΒヨΒムャや ヶプ ラゅΒェ リよ ゲよゅィ モもゅシケ : ゅヰレョ ∩ ゅよケヱぺ ヴャま フケゅバヨャやヱ  ュヲヤバャや 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪≡ 

 
 

∝  ⇒⇒.マャク ヴヤハ Ιギわジョ ∩るプゲバヨャやヱ ユヤバャや リョ ュΚシΗや ブホヲョ リΒらΑ 
 

 ヶヨヤバャや ゲΒムヘわャや ヴヤハ ノイゼゎ  るΒョΚシΗや りギΒボバャや. ヮャ ヲハギゎヱ 
 

  : モΒャギャやヱれゅΒらΒピャゅよ  りギΒボバャや  民 メヲシゲャや   テよゲΑ ユャ   ゑΒェ ∩ ユΒワやゲよや ヮレよや りゅプヱ ュヲΑ ザヨゼャや フヲジミ  ヶプ マャク ウツわΑヱ
. " ギェぺ りゅΒエャ Ιヱ ∩ ギェぺ れヲヨャ ブジムゎ Ι ヴャゅバゎ 聴 れゅΑへ リョ るΑへ ザヨゼャや ラま ": メゅボプ ヶヨヤハ ゲΒムヘわよ りゲワゅヌャや ログワ ウッヱぺ 

 
 ヱゅヰわよゅセ ヶわャや  れゅΒらΒピャやヱ れゅワゲわャや リョ  るゃΑゲよ るΒョΚシΗや りギΒボバャや   るΒよゲバャや ゲΒビ   れゅバヨわイヨャや リョ ゆゲジゎ ゅョ ヴャま ゅワキゲヨプ

. ケゅヨバわシΙや ゅワｚギミぺ ギホヱ 
 
 

∵ ⇒⇒⇒. ) ¬やケへ ⇒⇒⇒ ケゅムプぺ  ⇒⇒⇒ ペもゅボェ (  :チゲハ リョ ょゎゅムャや フギワ テらレわジΑ 
 

 ょゎゅムャや フギワ ⇔ ゅレΒらョ ゅワゲミクや . ペもゅボエャや リョ るハヲヨイョ  ょゎゅムャや チゲハ *. ゅヰッゲハ リョ 
ボΒボエャや⇒る  : れゅΒヰΑギらャやヱ れゅヨヤジヨャや リョ るヨヤジョ   ∩  ノホやヲャ ブタヱ ヶワ ヱぺ∩ ぺワヱヶ ヮわエタ ヴヤハ ペヘわヨャや ゲョΕや . 

- : モんョ マャクヱ  
- るΒルゅヨΑま るボΒボェ  :    .  ラへゲボヤャ ヮヌヘエよ ヴャゅバゎ 聴 ゅヰヌヘエΑ ヴエダヘャや るΒよゲバャや  

                           (聴 ゆゅわムャ るΒよゲバャや るピヤャや ネゅジゎや ) 
-  フギワょゎゅムャや :     るΒヨワぺ ラゅΒよユΑゲムャや ラへゲボャや  ナヘェ ヶプヴエダヘャや るΒよゲバャや . 

 
- ボェペもゅ るΒガΑケゅゎ     : 
-   ヶッゅヨャや ヶプ リΒヨヤジヨャやヱ ゆゲバャや ュギボゎ リョ るΒよゲバャや るピヤャや ノレヨゎ ユャ. 
- ゅよヱケヱぺ ヴャま ユヤバャや リΒルゅプぺ モボル ヶプ るΒよゲバャや りケゅツエャや ろヨヰシぺ . 
-  れやケゅツエャや ベゲハΕ ヶヘジヤヘャやヱ ヶヨヤバャや ゐやゲわヤャ るΒよゲバャや るピヤャや ゆゅバΒわシや.オΑケゅわャや ヶプ るプヱゲバヨャや 
- .るヨΑギボャや れゅピヤャや リΒよ リョ ゅヰジヘル ヴヤハ ろヌプゅェ ヶわャや りギΒェヲャや るピヤャや ヶワ るΒよゲバャや るピヤャや 
- るΒよゲバャや るピヤャゅよ るΒヨヤバャや キやヲヨャや ザΑケギゎ ヴャま ゅヰジΒシほゎ グレョ ペゼョキ るバョゅィ れギヨハ 

- ょゎゅムャや フギワ   :  ブヤガゎ ょらシ ろジΒャ るΒよゲバャや るピヤャや ラぺ ギΒミほわャや リΒヨヤジヨャやヱ ゆゲバャや. 
 

- るΒバホやヱ るボΒボェ   :  ユョΖャ ヶヨヤバャや ュギボわャや リョ ノレヨゎ Ι れゅピヤャや 
- : ょゎゅムャや フギワ    ヶヨヤバャや ュギボわャや リョ ノレヨゎ Ι るΒよゲバャや るピヤャや ラぺ ギΒミほわャやャラぺ モΒャギよ ゲッゅエャや  ヶプ リΒヨヤジヨャやヱ ゆゲバヤ  

  るΒヤエヨャや ゅヰゎゅピヤよ ろョギボゎ ラゅよゅΒャやヱ リΒダャや モんョ ユョΕや リョ ゲΒんミ ポゅレワ. 
 

フギワ ⇔ ゅレΒらョ ゅワゲミクや . ケゅムプΕや リョ るハヲヨイョ  ょゎゅムャや チゲハ  * . ゅヰッゲハ リョ ょゎゅムャや 
-   : りゲムヘャや    ゅヰΒッゅョ リハ るョΕや キゅバよま ヴャま フギヰゎ るΒよゲバャや るピヤャや リョ モΒレャや れΙヱゅエョ 
- ょゎゅムャや フギワ  : ヴエダヘャや るΒよゲバャや るピヤャや リョ モΒレャや るヨもやギャや るョΕや ¬やギハぺ れΙヱゅエョ リョ ゲΑグエわャや. 

 
-  :   りゲムヘャや     ゲΒんΑ ゲョぺ るΒよゲバャや ¬ゅレよぺ リョ ゲヘル リョ るΒよゲバャや るピヤャや ヴヤハ ュヲイヰャや.  るゼワギャや 
-    : ょゎゅムャや フギワ ¬ゅレよぺ ゲΑグエゎ  るΒよゲバャや  ょΑゲピわャや れやヲハキ ¬やケヱ ベゅΒジルΙや リョ. 

 
- :   りゲムヘャや       ゅヰわピヤよ ゅヰム∂ジヨわよ ゅヰわΑヲワ  ヴヤハ ナプゅエゎ  るΑヲボャや る∂Βエャや ゆヲバゼャや.   
- : ょゎゅムャや フギワ    ヴエダヘャゅよ マジヨわヤャ ユヰヨもやゴハ チゅヰレわシやヱ るョΕや ¬ゅレよぺ ゴΒヘエゎ. 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪≒ 

 
 

¬やケへ リョ るハヲヨイョ  ょゎゅムャや チゲハ * . ゅヰッゲハ リョ ょゎゅムャや フギワ テらレわシや  .  リΒホゲゼわジヨャや ヂバよ 
 ャや⇒⇒⇒ヵぺゲ:  ペヘわル Ι ギホ ヱ ヮバョ ペヘわル ギホ ゐギエわヨャや れやギボわバョ ヱぺ ゲハゅゼョ リハ ゲ∂らバΑ るΒダガセ ゲヌル るヰィヱ. 
- モらボわジヨャや パヲダゎ ヶわャや ュヲヤバャや リョ るゃョ モボル リハ りゴィゅハ るΒよゲバャや るピヤャや 
- .ゅ⇒Β⇒ィヲャヲレムわャやヱ ユヤバャや ゲダハ ょミやヲゎ Ι るΒよゲバャや るピヤャや 
-  るョΕや チやゲョぺ.ヴエダヘャや るピヤャゅよ マジヨわャや ヴャま ゅワキゲョ 

: ょゎゅムャや フギワ  . るピョやギャや るャキΕゅよ ゅヰツェキヱ るΒよゲバャや るピヤャ るヰィヲヨャや れゅョゅヰゎΙや ギΒレヘゎ 
 
 

 ネヲッヲヨャや リョ ょゎゅムャや フギワ : 
-  ギΒレヘゎ. るピョやギャや るャキΕゅよ ゅヰツェキヱ るΒよゲバャや るピヤャ るヰィヲヨャや れゅョゅヰゎΙや 
-  るピヤャや リョ モΒレャや るヨもやギャや るョΕや ¬やギハぺ れΙヱゅエョ リョ ゲΑグエわャや.ゅヰわΒエレゎヱ ヴエダヘャや るΒよゲバャや 
- ヴエダヘャゅよ マジヨわヤャ ユヰヨもやゴハ チゅヰレわシやヱ るョΕや ¬ゅレよぺ ゴΒヘエゎ るΒレヅヲャや るΒダガゼャや ヴヤハ ドゅヘエヤャ . 

 
 ネヲッヲヨヤャ るョゅバャや りゲムヘャや . 

- . ュギボわャや るらミやヲョ ヴヤハ りケキゅホ ヶワヱ ュゅヰゎや ヵぺ ベヲプ るΒよゲバャや ゅレわピャ 
-  

 るジΒもゲャや ゲムヘャや . 
- .ゅヰレョ モΒレャや れΙヱゅエョ ユビケ るドヲヘエョ るΒよゲバャや るピヤャや 

 
 

ベヱグわャや ュギボわャやヱ ゅレわピャ   : ネヲッヲョ  : ヶレヘャや : ヶヨヤバャや 
 ゥゲゼΑ りケゅバわシや リョ ネヲッヲヨャや やキ∂ギエョ ヮらゼヨャや ヮらゼヨャやヱ ヮよ . 

 
≒.  " ゲッゅエャや ゲダバャや ヶプ ⇔ ゅヘボんョ ヶッゲゎ Ι るΒよゲバャや るピヤャや ラま るゃョ モボル リハ りゴィゅハ ゅヰルΕ ゅヰΒホゲゎ Ιヱ るョΕや ュギガゎ Ιヱ ∩

"  モらボわジヨャや パヲダゎ ュヲヤバャや リョ 
 

 るΒよゲバャや るピヤャや ゴイハ コゲらゎヱ ∩ るョΕや るョギガよ ュゅΒボャや ノΒトわジΑ Ιヱ ∩ ⇔ ゅヘボんョ ヶッゲΑ Ι ラゅジルみよ るΒよゲバャや るピヤャや ヮらセ  : りケゅバわシや . 
 

≪. ) リΑゲΒんムャや ラゅワクぺ ヶプ るシヱゲピョ りヲハギャや ログワ ケヱグよ   ラヲムゎ ラぺ ゅョぺヱ ( 
ャや ユィゅヰゎ ヶわャや るらΑゲピャや れやヲハギャや ログワ ゅヰΒプ サゲピゎ るらΒヅ チケぺ ヱぺ るゃΒらよ ラゅワクΕや ヮらセ : りケゅバわシや コゲらゎ ∩ るΒよゲバャや るピヤ

. るΒよゲバャや るピヤャや ヴヤハ れやヲハギャや ログワ りケヲトカ 
 

≫. ギホヱ ょワク やグワ ベゲゼわジヨャや ヴャま  ∂ラぺ るΒよゲバャや ヴエダヘャや ラヲムΒシ ゅヰャべョ ヴャま れヲヨャや . 
りケゅバわシや  :ヮらセ   るΒワやゲミ りギセ コゲらΑ やグワヱ ⇒⇒ ベゲゼわジヨャや やグワ ゲヌル るヰィヱ ヶプ ⇒⇒ れヲヨャや リョ ゆゲわホや ギホ ラゅジルみよ るΒよゲバャや るピヤャや  

 . ゅヰャ メやヱゴャや ヮΒヨレゎヱ  るΒよゲバャや るピヤャ ブダレヨャや ゲΒビ ベゲゼわジヨャや やグワ 
 

√. りケゅツエャや るΒよゲバャや ヶワ ヶわャや れ¬ゅッぺ ゅよケヱΕ ペΑゲトャや . 
りケゅバわシや  :ヮらセ  るピヤャや るΒよゲバャや  ヱ りケゅツエャや ペΑゲヅ ゅよケヱΕ ¬ゅッぺ ゥゅらダヨよ コゲらゎ ケヱキ るピヤャや るΒよゲバャや ヶプ  りケゅツエャや るツヰル 

. るんΑギエャや るΒよケヱΕや   
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪≪ 

 
  ∂ヶヤΒんヨわャや ⊥ヮΒらゼｚわャや   : ∠ラゅミ ゅョ  ∂ゼャや ⊥ヮィヱ⇒ ∇レ ⊥ョ ヮΒプ ⌒ヮ∠ら⇒ ∠わ⇒ハ ∠ゴ ⇔ ゅ  ∠バ∠わ ⊥ョ ∇リ ⌒ョ⇒⇒ ∃キ ⌒∂ギ . 

 ァゲガわシや  モミヮΒらゼゎ ヶヤΒんヨゎ  ヶヤΑ ゅヨョ ゅ⇔レΒらョ .ロゲをぺ 
- モボヨャや ンヲシ ンヱほョ ヮャ ザΒャ ュヲレャゅミ       ゅレャコゅレョ ヶプ Ιま ギイヨャや メゴレΑ Ι 

: ヮらゼヨャや      ユヰャコゅレョ ヶプ ゲハゅゼャや ュヲボャ ュコΚヨャや ギイヨャや    ヮよ ヮらゼヨャや:  ラゅジルΗや モボヨャ ュコΚヨャや ュヲレャや 
  :  ヴレバヨャや ヶプ ロゲをぺ   .  ユヰΒプ ギイヨャや ケゅダエルやヱ ヮョヲホ りゴハ ンギョ コゲらΑ 

 
 ゥゲセや  ャやヶプ ヶヤΒんヨわャや ヮΒらゼわ ゾル モミ ヶヤΑ ゅヨョ ゅダヤガわジョ ヮィヱ ヮらゼャや. 

                       ょミヲムよ メゅィゲャや ヴヤハ ∂ゲムΑ やゲヨホ           ヮャゅガわプ ヴビヲャや ユヤド ヶプ ロやゲゎヱ 
 ヶヤΒんヨゎ ヮΒらゼゎ ∠るヨヤ⊥ド ぁペ⇒⊥ゼΑ ⌒ゲ⇒ヨ⇒ボャや ⌒りケヲダよ ⌒るミゲバヨャや ∠ケゅら⇒⊥ビ ヮよ ぁペ⇒⊥ゼ∠Α ∀ノ⇒ ⌒ョΙ ∀ブΒ⇒シ ロ ⌒ギ⇒⇒Βよヱ ⌒ゥヱギ⇒ヨヨャや ∠りケヲタ  ヮｚら⇒∠セ ⊥ゑΒェ

.∀¬ヶ⇒ツョ ∀ょ⇒ミヲ⇒ミ ⌒ヮ⇒よ ⊥モ⇒ダｚわΑヱ ⌒¬ゅ⇒ツヘャや 
 

  ∂ら⇒∠レ⇒∠わ ⊥ヨ∇ャや ∠メゅ⇒⇒ホ    : ∃ギ⇒⇒⇒∠シ∠ぺ ⌒ブ⇒⇒⇒ ∇タ ∠ヱ ヶプ ヶ  ⇔Κ⇒⇒⇒Βヤ⇒∠ハ ぁザ⇒ ⊥イ∠Α ∃サへ ⊥ヮ⇒ｚル∠ ほ⇒⇒∠ム∠プ             ⌒ヮ ⌒ヰΒ⌒ゎ ∇リ ⌒ョ ⇔ ゅボ⇒⌒∂プ ∠ゲ⇒∠わ ⊥ョ ンゲ⇒ｚんャや ⊥ ほ⇒∠ト∠Α 
 ヮらゼャや ヮィヱヱ ヂΑゲヨャゅよ ヮボプゲゎ ヶプ ょΒらトャや メゅエよ ロキやギわハやヱ ヮボプゲゎ ヶプ ギシΕや メゅェ ヮらセタ⇒ ∠ケヲ ∠セ ⊥り⇒ ∇ヶ ∠ヨ∠Α ∃¬⇒ ∠セ ぁザ⇒ ∇Β ∠カへ ⇔ ゅゃ⇒ ∠ゲ 

 ⌒よ⇒ ⌒ゲ ∇プ⇒ ∠ヱ ∃ペ ∃キやギ⇒⇒⌒わ⇒ ∇ハや .   
   

 ⊥リよ ケゅゼよ メゅホ :⇔るミゲバョ ブダΑ キゲよ  ∇ヮ⊥ら⇒ミやヲミ ンヱゅヰゎ ∀モ⇒∇Βャ ゅレ∠プゅΒ ∇シぺヱ   ゅレ ⌒シヱぼケ ∠ベ ∇ヲ∠プ ⌒ノボｚレャや ∠ケゅん ⊥ョ ｚラ∠ほミ 
 ヮらセヮΒプ ⊥ノ ∠ヨ∇ヤゎ ⊥フゅΒシΕやヱ ⌒サヱぼゲャや ∠ベヲプ ノボｚレャや ケゅん ⊥ョ  ゅよ ヮ⊥ら ⌒ミやヲミ ンヱゅヰわゎ ヵグャや モ∇Βｚヤャヱヮらｚゼャや ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ  ⊥ょ⇒⊥バダゎ ∃¬ヶ⇒セ ⊥りケヲ⇒タ

 ∀ノ⇒⇒ョΙ ∀¬ヶ⇒セ ヮ⇒Β⇒プ ヱギ⇒らΑ ⊥る⇒Αぼゲャや ヮ⇒Β⇒プ 
 

    ンヲ ∠イャや ⌒ユ∠ャぺ ∇リ⇒ ⌒ョ ⊥ろ⇒Β⌒ボ∠ャ ゅ⇒ョ ぁギ⇒⇒∠セぺヱ     ⊥メヲタヱ ヮΒャま ゅョヱ ⌒ょΒらエャや ⊥ゆ ∇ゲ⊥ホ 
     ゅヨヌャや ゅヰ⊥ヤわボΑ ⌒¬やギΒらャや ヶプ ⌒ザΒバャゅミ  ⊥メヲヨエョ ゅワ ⌒ケヲヰド ∠ベ ∇ヲ∠プ ⊥¬ゅヨャやヱ 

 ヮらセ ヶルゅバΑ ヵグャや ょΒらエャや ⌒モ ∇タ ∠ヱ ∇リハ ⌒ロ ⌒ゴイハ リョ ⌒らΒらェ ヮ ノョ ⌒よゲホヮ ヮレョ よΗゅモよ  マヤヨゎ Ι ヴゼトハ ヶワヱ ∠¬ゅヨャや モヨエゎ ¬やゲエダャゅよ
ヮレョ ゆゲぁゼャや ヱヮらｚゼャや ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ  ヮ⇒⇒⌒よゲ⇒⇒⊥ホ ノ⇒⇒ョ ヮΒヤハ メヲダエャや  ⊥ょ⇒バタ ∀¬ヶ⇒セ 

 
⇒⊥ミ ヶプ ∠モ⌒⇒よゅレ⇒∠シ ∠ノ∇ら⇒∠シ ∇ろ∠わ∠ら∇ル∠ぺ ∃る⇒ｚら ∠ェ ⌒モ⇒∠ん ∠ヨ∠ミ ⌒聴 ⌒モΒら∠シ ヶプ ∇ユ ⊥ヰ∠ャやヲ ∇ョ∠ぺ ∠ラヲボ⌒ヘ∇レ⊥Α ∠リΑグｚャや ⊥モ∠ん ∠ョ ( : ヴャゅバゎ メゅホ ∠ゃ ⌒ョ ∃る⇒∠ヤ⇒⊥らレ⇒⊥シ ⌒∂モ ∃る⇒⇒ｚら ∠ェ ⊥る⇒⇒

 .) ∀ユ⇒⇒Βヤ⇒∠ハ ∀ノ ⌒シやヱ ⊥聴 ∠ヱ ⊥¬ゅゼ⇒∠Α ∇リ ∠ヨ⌒ャ ⊥ブ⇒⇒ ⌒ハゅツ⇒⊥Α ⊥聴 ∠ヱ 
 メゅエよ ⇔ΚΑゴ ∠ィ ⇔¬やゴ ∠ィ ヴボ∇ヤ∠Βプ ⌒聴 ⌒モΒら∠シ ヶプ ⇔Κ⇒Βヤ⇒∠ホ ⊥ペ⇒⌒ヘ∇レ⊥Α リ ∠ョ ∠メゅ⇒ェ ヮらセ ∇ろ∠わ∠らルぺ ∃るｚら ∠ェ ⌒ケ ⌒クゅよ  ∠シ ∇ら ∠ノ  ∠シ ⌒よゅレ ∠モ プ⇒ ⊥ミ ヶ⇒⇒ ⊥シ ⌒∂モ⇒ ∇レ⇒ ⊥ら⇒ ∠ヤ⇒⇒ ∃る  ⌒ョ⇒ ∠ゃ⇒⇒ ⊥る

 ∠ェ⇒ ｚら⇒⇒. ∃る 
 

 ∠メゅホ: ⌒る∠ャ ∇ヱｚギャや ⌒ブ∇Β⇒∠シ ヶプ ヶ∂ら∠レ⇒∠わ ⊥ヨ∇ャや      ⌒ヮ∇Β∠ら⌒ルゅィ ∠マ∠ャ ∇ヲ ∠ェ ⊥ズ∇Β ∠イ∇ャや ぁゴ ⊥ヰ∠Α    ⊥ゆゅボ⇒⊥バ∇ャや ゅヰ∇Β ∠ェゅレ ∠ィ ∇ろ ∠ツ∠ヘ∠ル ゅヨ∠ミ 
 ヮらセ ⌒ルゅィらゅ  ∇ャや ∠イ ∇Β ⌒ズ  ∠ヱ ⌒ヰΒプ ゅョ ⌒ョ ゅヨ ∇リ  ∠ェ ∠ゲ ∠ミ ∃る  ∠Α ∠わ⇒ ∠ヲ ｚシ⇒ ⊥ト ⊥ヰ ∠シ ゅヨ⇒ ∇Β⇒ ⊥ブ ャや⇒ ｚギ ∇ヱ ∠ャ⇒⇒ ⌒る  ゅヨ⊥ヰ⊥ミ ⌒∂ゲ⇒ ∠エ⊥ゎ ∠ヱ ゅヰ∇Β⇒ ∠ェゅレ ∠ィ ⊥ヂ⇒⊥ヘ∇レ∠ゎ ∃ゆゅ⇒⇒ボ⇒⊥ハ り ∠ケヲ⇒ダよ

 . ヶルやギヨエャや るャヱギャや ブΒシ るΒヨワぺ リΒらゎヱ 
 

- メゅホ ヶホヲセ ヶをゲΑ ゲヨハ ケゅわガヨャや :  ヴゎぺヱ  ⊥ゲΒシΕや  ぁゲ ⊥イ∠Α  ∠モボを ロキヲΒ⊥ホ     ∀ギ⇒∠シ∠ぺ  ⊥ケ ⌒∂ゲ⇒ ∠イ⊥Α  ⇔る⇒ｚΒ ∠ェ  ∠¬ゅ⇒ト∇ホ ∠ケ 
ヮらセ  ∠ゲΒシΕや ヵグャや ヴゎぺ ヲワヱ  ぁゲ ⊥イ∠Α  ∠キヲΒボャや るヤΒボんャや  ⌒ギシΕゅよ ヵグャや  ⊥ケ ⌒∂ゲ⇒イΑ るΒエャや ¬ゅトホゲャや  ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱヱ ヮらｚゼャや  ⊥り ∠ケヲ⇒⇒タ  ∂ヵ⌒ヲ⇒⇒∠ボャや ヵグャや   

 ⊥ょ⌒ャゅ⇒⇒ピ⊥Α ゅョ ) ヶヤΒんヨゎ ヮΒらゼわャやヱ ヮΒらゼわャや りやキぺ ギィヲΑ Ι: ナェΙ ( . ヮΑク ∇ぽ⇒⇒⇒⊥Α 
 

 : ヶヤΒんヨわャや ヮΒらゼわャや ⇔ ゅョギガわジョ ヶヤΑ ゅヨハ ∇ゲ∂⌒らハ 
. ⇔ ゅΑキゅヨゎ ウヘダャや ロギΑゴΑ モワゅイャや        : ⇔ ゅΑキゅヨゎ ウヘダャや ロギΑゴΑ モワゅイャや. ⇔Ιゅバわセや ょトエャや ゅワギΑゴΑ ケゅレャゅミ 

 ロケギホ ラヲプゲバΑ Ι リョ リΒよ ユΒヌバャや    :や ⇔ ゅィゅィコ ヮレヌΑ リョ ノョ サゅヨャゅミ ロケギホ ラヲプゲバΑ Ι リョ リΒよ ユΒヌバャ 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪≫ 

 
    るΑヲピヤャや るョΚジャや  :) モバャ ∩ ろΒャ ∩ リムャ ∩ ラほミ ∩ ラぺ∩ ラま( : ゅヰ⊥ゎやヲ⇒ ∠カ∠ぺ ∠ヱ ｚラま 

ゅヰΒルゅバョ :   
: ｚラぺヱ ｚラま ⇒ Ιヱぺ                  ∩  } サゅレヤャ りゲヘピョ ヱグャ マよケ ｚラまヱ {  :モんョ ギΒミヲわャや ラやギΒヘΑ 

                                                               } ゆゅボバャや ギΑギセ 聴 ｚラぺ やヲヨヤハや { 
 
 : ラほミ ⇒ ゅΒルゅを                       : ヮΒらゼわャや ギΒヘゎ    ケヲル ユヤバャや ラほミ 
   

: ｚリムャ ⇒ ゅんャゅを                     ポやケギわシΙや ギΒヘゎ     :  ギΒヘョ ゆゅわムャや  ヮレムャ   . ∀ゲΒらミ 
 

: ろΒャ ⇒ ゅバよやケ                       ∩ ヶレヨわャや ギΒヘゎ  . ヮボボエゎ リムヨΑ Ι ゅョ ょヤヅ ヲワヱ 
                                    ょΒゼヨャや モバプ ゅヨよ ロゲらカほプ     ゅョヲΑ キヲバΑ ゆゅらゼャや ろΒャ Ιぺ 

 
モバャ ⇒ ゅジョゅカ  :                 ヶィゲわャや ギΒヘゎ    . ゅレヨェゲΑ 聴 モバャ : ヲエル . ゆヲらエヨャや ゲョΕや ノホヲゎ ヲワヱ ∩ 

 
 . るガシゅレャや フヱゲエャや モヨハ 

. ゅワゲらカ ヴヨジΑヱ ∩ ゲらガャや ヶプ ノプゲャやヱ ∩ ゅヰヨシや ヴヨジΑヱ ユシΙや ヶプ ょダレャや  るガシゅレャや フヱゲエャや モヨバゎ 
  

.ヮャ ュギボョ ゾル リョ ロゲらカヱ ヮヨシやヱ ロゅレバョヱ オシゅレャや フゲエャや キギエΑ 
    ( ｚラ⌒ま ⇔ ゅよヲヤホ るョΕや ⌒ログワ ぁゲよぺ 民 聴 メヲシケ ∠ゆゅエタぺ ∩ ゅ ⇔ヨヤハ ゅヰ⊥ボヨハぺ ヱ ∩ 

 ギイゎ  聴 メヲシケ るよゅエタ りゲΒシ ヶプ れぺゲホ ゅヨヤミ  ゅ⇔Αギワ ゅヰ ⊥ョヲホぺ ヱユΒボャやヱ ベΚカΕや ヶプ  メゅんョ ユヰゎゲΒシ ｚラぺ    ∠メヲシゲャや ｚラほムプ
 ∀るホゲゼョ ∀ザヨセ   ∩ ヮャヲェ ュヲイル るよゅエダャやヱ ∀ゾΑゲェ リョぽヨャや ｚモバヤプ プ り¬やゲボャや ヴヤハ ∩   ∩   ユヰゎゲΒシ ヶ ∀マジヨわョ ∠ゆゅらゼャや ∠ろΒャヱ  

 ⊥メゅヨ ∇ハ∠ ∇Εゅプ れゅプΚカ リョ ユヰレΒよ ゐギェ ゅヨΒプ ユムエャや ヴャゅバゎ ぶ ポゲわレャヱ るヤッゅヘャや ユヰヨΒホヱ るヨΒヌバャや ユヰホΚカぺ リョ ユヤバわΒプ  ユヰゎゲΒジよ
 ⌒ゥ ⌒ケやヲ ∠イ∇ャや ヶプユムエャや ⊥モタぺ  ⌒れゅ∂Β⌒∂レャや ｚリ ⌒ム∠ャ ) .   ケヲョΕや ヴヤハ 

 
モヨイャや オシゅレャや フゲエャや ロゅレバョ ユシΙや ロゲらカ 

 聴 メヲシケ ∠ゆゅエタぺ ラま )ソ( るョΕや ⌒ログワ ぁゲよぺ  ｚラ⌒ま ギΒミヲわャや  ∠ゆゅエタぺ  ぁゲよぺ 
≪ユΒボャやヱ ベΚカΕや ヶプ  メゅんョ ユヰ∠ゎゲΒシ ラぺ ギイゎ  ⇒  ｚラ∠ぺ ギΒミヲわャや ユヰ∠ゎゲΒシ  ∀メゅんョ 

≫るホゲゼョ ザヨセ メヲシゲャや ラほムプ  ⇒  ｚラ∠ほ⇒∠ミ ヮΒらゼわャや  ∠メヲシゲャや  ∀ザヨセ 
√ゾΑゲェ リョぽヨャや モバヤプ  ⇒  ｚモ⇒⇒∠バ∠ャ ヶィゲわャや  ∠リョぽヨャや  ∀ゾΑゲェ 

∽  ⇒ユヰゎゲΒジよ  マジヨわョ ゆゅらゼャや ろΒャヱ ろΒャ ヶレヨわャや  ∠ゆゅらゼャや  ∀マジヨわョ 
∝ユムエャや モタぺ ⌒れゅ∂Β⌒∂レャや ｚリ ⌒ム∠ャ ⌒ゥ ⌒ケやヲ ∠イ∇ャや ヶプ ⊥メゅヨ ∇ハ∠ ∇Εや  ⇒  ｚリ ⌒ム∠ャ ポやケギわシΙや  ⌒れゅ∂Β⌒∂レャや  ∀モタぺ 

  
  ⇒ : ネやヲルぺ るをΚを ヴヤハ ヲワヱ ∩ ぺギわらヨャや ゲらカ モんョ るガシゅレャや フゲェΕや ゲらカ ヶゎほΑ 

≒  : キゲヘョ ゲらカ ⇒                  . るヤヨィ ヮらセ Ιヱ るヤヨィ ザΒャ ゅョ ヲワヱ 
                            . ラヲョキゅホ ラヲヨヤバヨャやヱ ∩ ラやゴもゅプ ラゅらャゅトャやヱ ∩ ギヰわイョ 粍 :  モんョ 

≪  : ゅヰΒハヲレよ るヤヨィ ⇒ 
るΒヨシや るヤヨィ ⇒ ぺ              :るボΑギエャや ラま  (るボシゅよ ゅワケゅイセぺ   )  ∩メゅヨバャや モバャヱ   ( ゲヨんョ ユヰヤヨハ  ) . 
るΒヤバプ るヤヨィ ⇒ ゆ             :     ケやゲよΕや ラま { : ヴャゅバゎ ヮャヲホラヲよゲゼΑ } やケヲプゅミ   ゅヰィやゴョ サゅミ リョ 

                   ヶレわΒャゅΑ { : ヴャゅバゎ ヮャヲホヱろョギホ  .  } ヶゎゅΒエャ  ょダル ヴャま ユヰルほミ { : ヴャゅバゎ ヮャヲホヱラヲツプヲΑ } 
≫  : ゅヰΒハヲレよ るヤヨィ ヮらセ ⇒ 

 ケヱゲイョヱ ケゅィ ⇒ ぺ:      ゆゅわムャや ラま  るらΒボエャや ヶプ モツヘャや ラま { : ヴャゅバゎ ヮャヲホ ヮレョヱ 聴 ギΒよ)  ¬ゅゼΑ リョ ヮΒゎぽΑ 
ラゅムョ フゲド ⇒ ゆ:        マわΒャヵギレハ  聴 ラま { : ヴャゅバゎ ヮャヲホ ヮレョヱ . マョゲミほプノョ  .  } リΑゲよゅダャや 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪√ 

 
 
 ≪Α ⇒⇒⇒オシゅレャや フゲエャや るヤヨィ ヶレミケ テらツ 

≪  テらッや  ⇒⇒ モミ  ∃ユシや  ∃ゲ∠ら ∠カ ∠ヱ  ｚラ ⌒Η ゅヰゎやヲカぺヱ ヶプ れやケゅらバャや  ⌒るΒゎΓや: 
メゅんヨャや テらツャや 

≒-  ｚモバ∠ャ  るよゅエダャや ゲΒシ ヶプ り¬やゲボャや ヴヤハ モらボョ リョぽヨャや               ≒-  ｚモバ∠ャ   ∠リョぽヨャや  ∀モらボョ ヴヤハ り¬やゲボャや ヶプ ゲΒシ るよゅエダャや                                 . 
≪-  ｚラ⌒ま  . ユヰよ ンギわヰΑ ュヲイル るよゅエダャや              ≪-  ｚラ⌒ま   ∠るよゅエダャや  ∀ュヲイル ンギわヰΑ ユヰよ                          . 
≫-  ∠ろ∇Βャ ) 民 ( メヲシゲャや りゲΒジよ ユわヰョ ょャゅトャや. ≫-  ∠ろ∇Βャ   ∠ょャゅトャや  ∀ユわヰョ りゲΒジよ メヲシゲャや  (ヴヤタ 聴 ヮΒヤハ 

ユヤシヱ .) 
√-  ⊥れ ∇ギ ∠ィヱ  ｚラ∠ぺ  りギΒヘョ り¬やゲボャや √-  ⊥れ ∇ギ ∠ィヱ  ｚラ∠ぺ  ∀りギΒヘョ ∠り¬やゲボャや 
∽-  ｚモバ∠ャ ゲ ⌒ィゅｚわャや ウよやケ            . ∽-  ｚモバ∠ャ  ∠ゲ ⌒ィゅｚわャや  ∀ウよやケ            . 
∝-  ∠ノ∠レ∠わ ∇ョ⌒や  ｚリムャ ⊥ゲ∠ト ∠ヨ∇ャや ゆゅエジャや ゲΒんミ. ∝-  ∠ノ∠レ∠わ ∇ョ⌒や  ⊥ゲ∠ト ∠ヨ∇ャや  ｚリムャ  ∠ゆゅエジャや  ∀ゲΒんミ. 
 
 
 : ょΑケギゎ :ゅヰゎゅ ∠ヨ⌒ヤミ ∠ゲカやヱ∠ぺ テらッや ユを ∩ヶャゅガャや ラゅムヨャや ヶプ フヱグエヨャや ゲらガャや ノッヲよ るΒゎΓや モヨイャや ユヨゎぺ 

 ケヲぁダャや ｚリムャ ギΒ⌒ヘ ⊥ョ ⊥ゆゅ∠わムャや  ∀るヤΒヤホ    // キ ∇ゲ∠らャや ｚラ∠ぺ ⊥れ ∇ゲ∠バ∠セ  ∀ギΑギセ         //  ギΒバャや ラ∠ぺ ヶル ぁゲ⊥ジ∠Α  ∀ょΑゲホ                         
 
  ≫ ⇒⇒⇒メギらわジΑ モバヘャゅよ オシゅレャや ゅプゲェ ゅガシゅル やゲΒピョ ゅョ ュゴヤΑ .ザムバャやヱ 

. ュゴヤΑ ゅョ ⇔やゲΒピョ ⇔ ゅガシゅル ⇔ ゅプゲェ  オシゅレャや モバヘャゅよ メギらわシや 
≒. やゲΒレョ ゲヨボャや ラゅミ                           ラま ∠ゲヨボャや Βレョ ∀ゲ 
≪.  ヴジョぺ りゲワコ るヤヘトャや .                   ∀りゲワコ ∠るヤヘトャや ラほミ      .       
≫. リΑゲワゅシ ラゅΑギレイャや れゅよ               モバャ ΑギレイャやΒゲワゅシ リやラ 
√.  メやコゅョ   ¬ゅΑヲホぺ ラヲヨヤジヨャや             ⊥¬ゅΑヲホぺ リΒヨヤジヨャや  ラま 

            
 オシゅレャや フゲエャゅよ メギらわシや. ュゴヤΑ ゅョ ⇔やゲΒピョ ゅ ⇔ガシゅル ⇔Κバプ 

≒.    .∀キヲ⇒⇒シ⊥ぺ ∠キヲ⇒⇒レ ⊥イ∇ャや ｚラ∠ ほ⇒∠ミ                     ウらタぺ ⊥キヲ⇒⇒レ ⊥イ∇ャや  ⇔キヲ⇒⇒シ⊥ぺや   .                    
≪. .ｚキ ⊥ヲ⇒∇ャや ⌒ラゅヌヘ ∇エ∠Α ⌒リ⇒∇Β∠ボΑギ ｚダャや ｚモ⇒⇒∠バ∠ャ          ゥゲよ ゅョ ∠ボΑギ ｚダャやゅ ｚキ ⊥ヲ⇒∇ャや ⌒ラゅヌヘ ∇エ∠Α ⌒ラ   
≫.   .∀る∠レΒヨ∠を ∇ユ ⊥ヰ⊥ゎゅホ ∇ヱ∠ぺ ∠リ⇒Βホ ⌒ ∂ヲ∠ヘ∠わ ⊥ヨ∇ャや ｚラ⌒ま          メやコ ゅョ   .∀る∠レΒヨ∠を ∇ユ ⊥ヰ⊥ゎゅホ ∇ヱ∠ぺ ∠リ⇒Βホ ⌒ ∂ヲ∠ヘ∠わ ⊥ヨ∇ャや 

 
√ ⇒モカギΑ ⇒⇒)  ュΙ ギΒミヲわャや(  ヴヤハ ユシや ラま ゅワゲらカヱ.  
 

  ｚラ⌒ま ⌒ゲ∠ら ∠カ ヴヤ∠ハ ⌒ギΒミ ∇ヲｚわャや ⌒ュΙ ⊥メヲカ⊥キ: 
≒. ∠ャ ∠マ⇒ｚル⌒ま ヴシヲョ ⊥ヮ∠ャ ∠メゅホ ( ｘヵ⌒ヲ⇒⇒∠ピ   ) ∀リ⇒Βら ⊥ョ                                   ∀キ ∠ゲ⇒⇒∇ヘ ⊥ョ ∀ゲ⇒∠ら ∠カ 
≪. ゅ⇒∂ル⌒ま ∠ヱ ( ⊥リ⇒ ∇エ∠レ∠ャ  ) ∠ラヲ⇒エ⌒∂ら ∠ジ ⊥ヨ∇ャや                                            ∀るｚΒ ⌒ヨ⇒ ∇シや ∀る⇒∠ヤ ∇ヨ ⊥ィ ∀ゲ⇒∠ら ∠カ 
≫. ∠リ ⌒ョ ∇ぽ ⊥ヨ∇ャや ｚラ⌒ま ⊥ネ∠ギ⇒∠Β∠ャ  . ⌒ュやゲ⇒ ∠エ∇ャや ヶプ ∠ノ⇒∠ボ∠Α ∇ラ∠ぺ ∠る⇒∠プゅガ ∠ョ ∠メΚ ∠エ∇ャや              ∀る⇒ｚΒ⌒ヤ∇バ⌒プ ∀る⇒∠ヤ ∇ヨ ⊥ィ ∀ゲ⇒∠ら ∠カ 
√. ∠ケやゲよΕや ｚラ⌒まヶヘャ     .ゅ⇒レ ∠ョゅョ∠ ∠Ε ｚヱ⊥ギ⇒⇒∠バ∇ャや ｚラ⌒ま   ∩  ユΒバル                       ∃る⇒∠ヤ ∇ヨ ⊥ィ ⊥ヮ∇ら⇒ ⌒セ ∀ゲ⇒∠ら ∠カ 
∽. ゅ⇒ル ∠ギ⇒∇レ ⊥ィ ｚラ⌒ま ∠ヱ ( ⊥ユ ⊥ヰ∠ャ        ) ∠ラヲ⇒ら⌒ャゅ⇒ピ∇ャや                                    ⌒モ⇒ ∇ダ∠ヘ∇ャや ⊥ゲ⇒Βヨ ∠ッ 

 :⊥モ⇒∇ん ⌒ョ ∩ ｚラ⌒ま ⌒ユ⇒ ∇シや ∠ノ ∠ョ ⊥ュ ∂Κャや ⌒ロ ⌒グ⇒∠ワ ⊥ノ∠ボ∠ゎ ∇ギ⇒∠ホ ∠ヱ  
  ゅ⇒⇒レ∇Β∠ヤ∠ハ ｚラ⌒ま ( ∠ャンギ⇒⇒⇒ ⊥ヰ∇ヤ∩  ゅ⇒⇒⇒レ∠ャ ｚラ⌒ま ∠ヱ ∠り ∠ゲ⇒⇒ ⌒カ ∇Δ∠ャ  ) ヴャヱ ∇Εや ∠ヱ     ∩ 

   ゅ⇒レ⇒ ∠ョゅョ∠ぺ ｚラ⌒ま  ∠ャ ∃れゅ⇒⇒∂Β⌒ャヲゃ⇒ ∇ジ ∠ヨ .⇔る⇒⇒ ∠ヨ⇒Βヌ⇒∠ハ 
  

 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪∽ 

 
 : ょΑケギゎ ( ⇒⇒⌒よ ∠る⇒∠Β⌒ャゅ⇒∂わャや ∠モ⇒ ∠ヨ ⊥イ∇ャや ⌒ギ⇒⇒ ⌒∂ミ∠ぺ: ⌒テ⇒∇ら⇒ ｚツャや ∠ノ⇒ ∠ョ ) ⌒ュ ∂Κャや ∠ヱ ｚラ⌒ま 

≒. ⌒ヮ⇒⇒ｚヤャや ⌒る⇒∠ハゅヅ ヶプ ⊥り ｚゴ⇒ ⌒バ∇ャや ⇒                             ラま ∠り ｚゴ⇒ ⌒バ∇ャや ャ. ⌒ヮ⇒⇒ｚヤャや ⌒る⇒∠ハゅヅ ヶヘ                        
≪ ⊥バ∇ャや ⇒. ⌒¬ゅΒ⌒ら∇ル∠ ∇Εや ⊥る∠を ∠ケ ∠ヱ ⊥¬ゅヨ∠ヤ⇒                            ラま ∠¬ゅヨ∠ヤ⇒⊥バ∇ャや ャ ⊥る∠を ∠ケ ∠ヲ ⌒¬ゅΒ⌒ら∇ル∠ ∇Εや   
≫ ⌒ゲΑヲ∇トｚわャゅ⌒よ ⊥る∠ャ ∇ヱｚギ⇒ャや ぁユ⇒∠わ ∇ヰ∠ゎ ⇒ ..                          ラま ∠ャ ∇ヱｚギ⇒ャや ∠ャ ∠るわ ぁユ⇒∠わ ∇ヰ   ⌒ゲΑヲ∇トｚわャゅ⌒よ      
 √ ∠ラヲ⇒ホ ⌒ ∂ヲ⇒∠ヘ∠わ ⊥ョ ⌒モ⇒ ∇ダ⇒∠ヘ∇ャや ヶプ ⇒ .                          ラま  ⌒モ⇒ ∇ダ⇒∠ヘ∇ャや ヶプャ⇒ホ ⌒ ∂ヲ⇒∠ヘ∠わ ⊥ヨΒ ∠リ 

∽ ぁょ⇒ ∠ェ∠ぺ ∠ろ∇ル∠ ∠Ε ⇒ ｚヶ∠ャ⌒ま ⌒サゅ∂レャや                             . ∠Ε マルま ｚヶ∠ャ⌒ま ⌒サゅ∂レャや ぁょ⇒ ∠ェ 
 
 
 
∽  ⇒⇒モカギΑ)  ゅョ るプゅムャや  ラヲル るΑゅホヲャや(  ヴヤハ ラま ゅヰゎやヲカぺヱ 

     . ゅヰゎやヲカぺヱ " ラま " ⇒よ るプゅムャや " ゅョ " メゅダゎや 
 

 ろヤダゎや やクみプ ∩ りギもやゴャや るΒプゲエャや " ゅョ " ゅヰよ モダわゎ Ιぺ ゅヰゎやヲカぺヱ " ラま " モヨハ ヅヱゲセ リョ やギハ ゅョ   ∩ モヨバャや リハ ゅヰわヘミ ゅヰよ
ョ " ゅヰよ ろヤダゎや やクま ゅヰΒプ コヲイΑ ヮルみプ " ろΒャ "∩ るΒヨシΙや るヤヨイャや ヶプ モヨバゎ ラぺ " ゅ . モヨバゎ Ι ヱぺ 

ゅヰゎやヲカぺ ゅ ⇔ツΑぺ マャク モんョヱ "るプヲヘムョヱ るプゅミ" ヶワ るΑヲエル りケゅらハ "ゅヨルま" ゅバョ リΒわヨヤムャや ヴヤハ ペヤトΑヱ 
                                 ∂レムャ ∩ゅヨ∂ルほミ ∩ゅヨ∂ルぺ "    :."ゅヨわΒャ ∩ ゅヨヤバャ  ∩ゅヨ 

    : モんョ 
-  ゅヨルま  "ラヲエヤダョ リエル   .  "                     ゲらカヱ ぺギわらョ 
-  ゅヨルぺ やヲヨヤハぺヱ"るレわプ ユミキΙヱぺヱ ユムャやヲョぺ                   ゲらカヱ ぺギわらョ  
-   ゅヨルほミ ∀ケヲル ⊥ユヤバャや                                      ゲらカヱ ぺギわらョ 
-   ゅヨレムャ めプやキ ヲイャや. ∀りゲΑゴビ ⊥ケゅトョΕや                  ゲらカヱ ぺギわらョ 
- ⇒  ゅヨヤバャ ∀ょΑゲホ ⊥ゥゅイレャや                                   ゲらカヱ ぺギわらョ 

 
 : ろΒャ ヴヤハ るプゅムャや ) ゅョ ( メヲカキ 

 
 ヮΒらレゎ        :  ) るプゅムャや (  りギもやゴャや るΒプゲエャや ) ゅョ ( ゅヰΒヤハ ろヤカキ やクま ゅヰヤヨハ リハ るプヲヘムョ ヱぺ るヤョゅハ ) ろΒャ ( ヶゎほゎ ラぺ コヲイΑ

       :     メヲボル ∀るホケヲョ ⊥ケゅイセΕや ゅヨわΒャ     ∀るホケヲョ ∠ケゅイセΕや ゅヨわΒャ     :   メヲボル   ヱぺ 
メゅヨワΗや ヱぺ メゅヨハΗや ゅヨわΒャ ヶプ コヲイΑ ヮルΕ ∩ ウΒエタ ゅヨワΚミヱ 

や ゅヨわΒャ ⇒⇒ゆゅらゼャ  キヲバΑ         . ょらジャや ゅ⇔レΒらョ リムヨョ ∃ヮィヱ モムよ ヶヤΑ ゅヨΒプ テカ ヮわエゎ ゅョ  テらッや 
                         

や ゅヨわΒャ ⇒⇒ ⊥ゆゅらゼャ キヲバΑ                                ぺギわらョ 
 ゅヨわΒャ ⇒⇒⇒⇒ ∠ゆゅらゼャや ゆヲダレョ ろΒャ ユシや キヲバΑ       ろΒャ ユシや 

 
  " メゅダゎや  " るΑゅホヲャや ラヲル ゅヰゎやヲカぺヱ " ラま " ⇒よ 

 
     : るΑゅホヲャや ラヲル∩ ) ｚモ∠バ∠ャ ∩ ∠ろ∇Β∠ャ ∩ ｚリ ⌒ムャ ∩ ｚラほ∠ミ ∩ ｚラぺ ∩ ｚラま (:ヶワ ヱ ∩ モバヘャゅよ るヰｚらゼヨャや フゲェΕや ろボエャ やクま 

 ∩ ウΒエタ ゅヨワΚミヱ フ∠グエ⊥ゎ ラぺ ヱ るΑゅホヲャや ラヲル ゅヰらエダゎ ラぺ ゅヰΒプ コヲイΑ ∩ ヴャヱΕや るバよケΕや フゲェΕや ヶヘプ 
 モんョ:       . ヶレ∂ルぺ ヱ ヶ∂ルぺ . ヶレ∂ルま ヱ ヶ∂ルま       ヶレ∂ルほミ ヱ ヶ∂ルほ∠ミ      .ヶレ∂レムャ ヱ ヶ∂レムャ. 

 
 ∩ るΑゅホヲャや ラヲル ゅヰ∠らエダゎ ラぺ ウダプΕゅプ" ∠ろ∇Β∠ャ" ゅ ∂ョぺ モんョ ゅ∠Α ": ヴャゅバゎ ヮャヲホ :  ∠コヲ⊥プ∠ ほ∠プ ∇ユ ⊥ヰ∠バ ∠ョ ⊥ろレ⊥ミ ヶ⌒レ∠わ∇Β∠ャ" 

" ∠ゆゅ∠ら ∇シ∠ ∇Εや ⊥ヒ⊥ヤ∇よ∠ぺ ∠ヶ⌒∂ヤ∠バ∠ャ" : ヴャゅバゎ ヮャヲホ ヲエル ∩ るΑゅホヲャや ラヲル リョ ∠キ ｚゲ ∠イ∠わ∠ゎ ラぺ " ｚモ∠バ∠ャ " ヶプ ゲんミΕや ヱ . 
             ."ｚモ∠バ∠ャ" ノョ ゅヰゎゅらをま ヱ " ∠ろ∇Β∠ャ" ノョ ゅヰ⊥プ∇グェ ∠ケ ∠ギ∠ル ヱ 

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪∝ 

 
 ロ ⌒ゲ ∇ジ∠ミ ⌒ゆヲィ ⊥ヱ ⊥ノ ⌒ッやヲ ∠ョ  ｚラ⌒ま ⌒り ∠ゴ ∇ョ ∠息 : 

 
≒ ⇒ ⌒ュΚ∠ム∇ャや ⌒メ ｚヱ∠ぺ ヶプ  :     ⇔ ゅヨ⇒⇒∠バ⌒ル ⌒ゲ⇒⇒ ∇エ∠ら∇ャや ヶプ ｚラ⌒ま .⇔り ∠ゲ⇒Βん⇒∠ミ 
 
≪ ⌒メ ∇ヲ⇒∠ボ∇ャや ∠ギ⇒∇バ∠よ ⇒ :     :⊥ユ⇒⌒∂ヤ⇒∠バ ⊥ヨ∇ャや ∠メゅホ. ⌒モ⇒ ⊥ィ ｚゲヤ⌒ャ ∀メゅ⇒ヨ ∠ィ ∠る ∠ェゅ⇒ダ∠ヘ∇ャや ｚラ⌒ま 
 
≫ ⇒ ⌒メヲタ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ∠ギ⇒⇒∇バ∠よ:   ヵグ⇒ｚャや ∠¬ゅ⇒⇒ィ.⊥ヮ⇒⇒⇒ぁら ⌒ェ⊥ぺ ヶ⇒∂ル⌒ま 
 
√  : ⌒ユ∠ジ∠ボ∇ャや ⌒ゆやヲ⇒ ∠ィ ヶプ ⇒     ⌒ヮ⇒ｚヤャや ∠ヱ ｚラ⌒ま  ∠リΒヨ∠ャゅバ∇ヤ⌒ャ ∀る ∠ヨ ∇ェ ∠ゲ∠ャ ∠メヲシ ｚゲャや. 
 
∽ ∇ク⌒ま ∠マ⇒⊥ゎ ∇ケ ⊥コ :) ∇ク⌒ま ⇒⇒ ⊥ゑ∇Β ∠ェ ( ∠ギ⇒∇バ∠よ ⇒.ヶ⇒ャ ∀る⇒⇒⇒ ∠ェやケ ∠マ⇒⇒⇒∠ゎ ∠ケゅ⇒⇒Α ⌒コ ｚラ⌒ま 
 
∝ ⊥ヮ⇒⇒ｚヤャや ⊥ギ⇒ ∠ヰ ∇ゼ∠Α :ゅワ ⌒ゲ⇒∠ら ∠ガ⌒よ ⊥ュ ∂Κャや ⌒ろ⇒∠ヤ ∠ダｚゎや やク⌒ま ⇒ ⌒まヶレｚル . ∀ベ ⌒キゅ⇒ダ∠ャ 
 

  ⌒り ∠ゴ ∇ヨ∠ワ ⌒ウ∇わ∠プ ⌒ゆヲィ ⊥ヱ ⊥ノ ⌒ッやヲ ∠ョ ｚラ⌒ま 
 

                        :ゅヰ ⌒バ ⌒ッやヲ ∠ョ ∇リ ⌒ョ ∠ヱ ∩ ∃ケ ∠ギ⇒ ∇ダ ∠ヨ⌒よ ゅワ ⌒ゲ⇒∠ら ∠カ ∠ヱ ゅヰ ⌒ヨ ∇シや ∠ノ ∠ョ ゅヰ⊥ヤΑヱ∇ほ∠ゎ ∠リ∠ム ∇ョ∠ぺ やク⌒ま 
 
≒  ヶル∠ギ⇒⇒∠バ⇒ ∇シ∠ぺ : ∀モ⇒ ⌒ハゅプ ⇒. ∀ベ⌒ ∂ヲ⇒⇒∠ヘ∠わ ⊥ョ マ⇒ｚル∠ぺ        ≪ : ∃モ⇒ ⌒ハゅプ ⊥ょ⌒もゅル ⇒. ⊥ヂ∠ヰ∇レ∠ゎ ∠る⇒ ｚョ⊥ ∇Εや ｚラ∠ぺ ∠ナ⇒ ⌒ェヲ⇒ャ 
 
 ≫ : ⌒ヮ⌒よ ∀メヲ⇒バ∇ヘ ∠ョ ⇒. ∀ょΒら∠ヅ マ⇒⇒ｚル∠ぺ ⊥ろ ∇ヨ⌒ヤ∠ハ      √ ⇔や ∂ヲ⇒ ⊥ィ ∇ゲ ∠ョ ∠ラゅミ : ∃オ ⌒シゅレ⌒ャ ∀ユ⇒ ∇シや ⇒ ⌒り ∠ゴ⇒⌒もゅイ∇ャゅ⌒よ ⊥コヲ⇒ヘ⇒∠ゎ ∠マ⇒⇒ｚル∠ぺ. 

 
 ∽ ⌒ヮ⇒⌒ゎゅΑへ ∇リ ⌒ョ ∠ヱ ( : ∀ゲ⇒ ｚカ ∠ぽ⇒ ⊥ョ ∀ぺ ∠ギ⇒⇒∠わ ∇ら ⊥ョ ⇒ ) ⇔る⇒∠バ⇒⇒ ⌒セゅカ ∠チ ∇ケ∠ ∇Εや ンゲ⇒∠ゎ ∠マ⇒ｚル∠ぺ. 

 
∝ ヵキゅ⇒ボ⌒わ ∇ハ⌒や : ∀ゲ⇒⇒∠ら ∠カ ⇒ .∀ギ⇒⇒⇒ ⌒ェやヱ ∠聴 ｚラ∠ぺ         ∵ ⊥ゲ⇒∠ら ∠ガ∇ャや ∠ラゅ⇒ミ : ∃オ ⌒シゅレ⌒ャ ∀ゲ⇒∠ら ∠カ ⇒.⇔やギ⇒⇒∠ビ ∠るイΒわｚレャや ｚラ∠ぺ 
 
∫ ⊥れ ∇ギ⇒⇒ ⌒バ∠シ : ⌒∂ゲ⇒⇒ ∠イ∇ャや ⌒フ ∇ゲ⇒ ∠エ⌒よ ∃∂ゲ⇒ ∠ィ ⌒∂モ⇒ ∠エ ∠ョ ヶプ ⇒. ∠れ ∇ゴ⇒⇒⊥プ ∠マ⇒⇒ｚル∠ ⌒Ε 
 

  : ょΑケギゎ:ヶヤ⇒∠Α ゅ ∂ヨ ⌒ョ ∃ノ ⌒ッ ∇ヲ ∠ョ ⌒∂モ⇒⊥ミ ヶプ ｚラ⌒ま ⌒り ∠ゴ⇒ ∇ヨ∠ワ ⌒ゲ⇒ ∇ジ∠ミ ∇ヱ∠ぺ ⌒ウ⇒∇わ∠プ ∠ょ∠ら⇒∠シ ∇ゲ⇒⊥ミ∇クや 
 ≒  ) ぁペ⇒ ∠エ∇ャや ∠ヲ⇒⊥ワ ∠ヮ⇒ｚヤャや ｚラ∠ ほ⌒よ ∠マ⇒⌒ャ∠ク ( ⇒                                                       ⌒∂ゲ⇒⇒ ∠イ∇ャや ⌒フ ∇ゲ⇒ ∠エ⌒よ ∃∂ゲ⇒ ∠ィ ⌒∂モ⇒ ∠エ ∠ョ ヶプ 
 ≪ ⌒り ｚヲ⇒⇒⊥ボ⇒∇ャや ヶ⌒ャヱ⊥ぺ ⌒る⇒∠ら ∇ダ⇒⊥バ∇ャゅ⌒よ ⊥¬ヲ⇒レ⇒∠わ∠ャ ⊥ヮ ∠エ⌒ゎゅ∠ヘ ∠ョ ｚラ⌒ま ゅ⇒ ∠ョ ⌒コヲ⇒⊥レ⇒⊥ム∇ャや ∠リ ⌒ョ ⊥ロゅ∠レ⇒∇Β∠ゎへ ∠ヱ ( ⇒ )           ⌒メヲタ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ∠ギ⇒⇒∇バ∠よ 

√  ) ⌒ケ ∇ギ⇒⇒∠ボ∇ャや ⌒る⇒⇒∠ヤ⇒∇Β∠ャ ヶ⌒プ ⊥ロゅ⇒⇒∠レ ∇ャ ∠ゴ⇒∇ル∠ぺ ゅ⇒⇒ｚル⌒ま ( ⇒                                                    ⌒ュΚ∠ム∇ャや ⌒メ ｚヱ∠ぺ ヶプ   
∽ ｚラ⌒ま ⌒ゲ ∇ダ∠バ∇ャや ∠ヱ ( ⇒ .  ) ∃ゲ ∇ジ ⊥カ ヶ⌒ヘ∠ャ ∠ラゅ∠ジ∇ル ⌒ ∇Ηや                                                  ⌒ユ∠ジ∠ボ∇ャや ⌒ゆやヲ⇒ ∠ィ ヶプ     
∝. ) ∠ラヲん⇒∠バ∇ら⊥Α ⌒ュ ∇ヲ∠Α ヴャ⌒ま ⌒ヮ⌒レ ∇ト∠よ ヶプ ∠ゑ⌒ら∠ヤ∠ャ ∠リΒエ⌒∂ら∠ジ ⊥ヨ∇ャや ∠リ ⌒ョ ∠ラゅミ ⊥ヮｚル∠ぺ Ι ∇ヲ∠ヤ∠プ ( ⇒  ∃ケ ∠ギ⇒ ∇ダ ∠ヨ⌒よ ゅワ ⌒ゲ⇒∠ら ∠カ ∠ヱ ゅヰ ⌒ヨ ∇シや ∠ノ ∠ョ ゅヰ⊥ヤΑヱ∇ほ∠ゎ ∠リ∠ム ∇ョ∠ぺ  
∵  ) ∇ユ⇒⇒ ⌒ヰ∇Β∠ヤ⇒ ∠ハ ヴ∠ヤ⇒⇒∇わ⊥Α ∠ゆゅ⇒⇒∠わ ⌒ム∇ャや ∠マ⇒⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ ゅ⇒⇒∠レ∇ャ ∠ゴ⇒∇ル∠ぺ ゅ⇒⇒ｚル∠ぺ ∇ユ⇒⇒ ⌒ヰ⌒ヘ ∇ム∠Α ∇ユ⇒∠ャ ∠ヱ∠ぺ ( ⇒  ∃ケ∠ギ⇒ ∇ダ ∠ヨ⌒よ ゅワ ⌒ゲ⇒∠ら ∠カ ∠ヱ ゅヰ ⌒ヨ ∇シや ∠ノ ∠ョ ゅヰ⊥ヤΑヱ∇ほ∠ゎ ∠リ∠ム ∇ョ∠ぺ 
∫ ⌒ ｚ乏ゅ⌒よ ∇ユ⊥わ ∇ミ ∠ゲ ∇セ∠ぺ ∇ユ⇒⇒⊥ムｚル∠ぺ ∠ラヲ⇒⊥プゅ ∠ガ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ∇ユ⇒⇒⊥わ ∇ミ ∠ゲ ∇セ∠ぺ ゅ ∠ョ ⊥フゅ ∠カ∠ぺ ∠ブ∇Β∠ミ ∠ヱ ( ⇒ )  ∃ケ∠ギ⇒ ∇ダ ∠ヨ⌒よ ゅワ ⌒ゲ⇒∠ら ∠カ ∠ヱ ゅヰ ⌒ヨ ∇シや ∠ノ ∠ョ ゅヰ⊥ヤΑヱ∇ほ∠ゎ ∠リ∠ム ∇ョ∠ぺ 
 

:ヶヤΑ ゅヨΒプ  ラぺ ヱぺ ラま ノッ  : ょΑケギゎ 
-    メゅホ  :ヶルま  .ラゅツョケ るΑゅヰル るシギボヨャや ケゅΑギャや ヴャま ょワやク     
-     聴ヱラま .るΑゅホヱ ュヲダャや                
-  ヶル∠ギ⇒⇒∠バ⇒ ∇シ∠ぺ  マ⇒ｚル∠ぺ                                . ゾヤガョ 
-   ヵキゅ⇒ボ⌒わ ∇ハ⌒や ｚラ∠ぺ   ユΒヌハ リΑキ ∠ュΚシΗや .          

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪∵ 

 
:ゑャゅんャや ネヲッヲヨャや   }  ∃モ ∇ワ⊥ク ⌒リ∇よ ∠り ｚゲ ⊥ョ ⊥ろ∇レ⌒よ ⊥る∠ヤΒヤ ∠ィ :⊥り ∠ゲ ⌒ハゅ∂ゼャや  :⌒ ∂ヶ⌒ヤ ⌒ワゅイ∇ャや ⌒ゲ∇バ ⌒∂ゼャや ∠リ ⌒ョ 

  ゥゲセ ヴャま  ベゲトわレシ : ヴャゅバゎ 聴 ¬ゅセ ラまゑャゅんャや  ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや   ぁヶャヱ 聴ヱ  ユミゅルキヲハ ゅヨミ ウッやヱヱ テジらョ モムゼよ マャクヱ ∩
. ペΒプヲわャや 

   ゆゅバΒわシΙやヱ ユヰヘャや : ⇔Ιヱぺ                :  
≒. ュゅバャや ヲイャや ウッヲΑ ゾレヤャ フヱゲドヱ ヮもゅゼルま)   ベゅΒシ ゾレャや(. 

 
ゅョギバよ るヤΒヤィ ヮわカぺ ァヱコ ょΒヤミ サゅジィ モわホ ゅヰわホゅル モわホ ょΒヤミ ラΕ ヮよ サゅジィ るャゅカ ろをゅピわシや ∩  ギェぺ ヮバらゎヱ サゅジィ ペヤトルゅプ 

 
ゅΑ ヮャ メゅボプ ヮΒヤハ Κカキ ヴわェ ょΒヤミ ヴャま ヮョヲホ ラゅΒわプ ゅよぺ .ゅヰゎゲボバプ ヶゎケゅィ るホゅル ヴャま れギヨハ ギョゅエヨャや 

 
 ょΒヤミ メゅボプ : ヮヤわボプ ヮレョ サゅジィ ょツピプ ヵゅヨェ リハ キヱコぺ ラぺ リョ ヶバルゅョ ろレミぺ . 

 
ヱ りギΒダボャやャ ∃サゅｚジ ∠ィ ⌒ろカぺ り ｚゲ ⊥ョ ろレよ るヤΒヤイ  ∠わ∠ホ ゅヨャ ヮルぺ ゅワゲらカ リョ ラゅミヱ ∠モ  ヴエャや ⊥¬ゅジル ノヨわィや ゅ⇔らΒヤミ ゅヰ ∠ィヱコ ∀サゅｚジ ∠ィ ゅワヲカぺ 
 

 ⌒ゲ ∇カ∠ぺ :ょΒヤミ ろカΕ リヤホヱ ∩ ⌒ユゎほヨヤャ ラみプ ゅレハ ∃サゅジィ ∠ろカぺ ∠るヤΒヤィ ヶ ⌒ィ  ょΒヤミ ろカぺ ゅヰΒャま ろらワグプ ∩ゅレΒヤハ ∀ケゅハヱ ∀るゎゅヨセ ヮΒプ ゅヰョゅΒホ 
 

ゲイゎ ろィゲガプ ∩ ゅレヤゎゅホ ろカぺ ろルほプ ゅレヨゎほョ リハ ヶィ ⊥ゲ ∇カや :ゅヰャ ろャゅホヱ ゅヰプゅトハぺ グワ ろャゅボプ ... :メヲボゎ れほゼルぺ ユを.  りギΒダボャや ロ 
 

≪. ユジボΑ  ∠ゾレャや ヴャま れやギェヱ るΑゲムプ ゅバッやヱ)  ゅルやヲレハ ⇒⇒⇒ りゲムプ(  モムャ りギェヱ 
                                            : メヱΕや ノトボヨャや ∀ゆゅわ ⌒ハ ∠ヱ ∀りゅィゅレ ⊥ョ 

 : るジΒもゲャや ゲムヘャや (          . リΑゲカΓや ュヲャ モらホ リΒらわャやヱ ろらんわャや るヨムエャや リョ≒ :≫ ) 
≒ ∠る⇒⇒∠レ∇よ ゅΑ ⇒⇒ ヶ⇒ャ∠ ほ ∇ジ∠ゎ ヴ∂わ ∠ェ ⌒ュヲ⇒ｚヤャゅ⌒よ  ヶヤ⇒ ∠イ∇バ∠ゎ        Κ⇒⇒∠プ ⌒ろ⇒ ∇ヨ⊥ャ ∇ラ⌒ま ⌒ュやヲ⇒⇒∇ホ∠Εや 
≪ヶャ⊥グ⇒ ∇ハや ∠ヱ ヶョヲヤ∠プ ∠ュ ∇ヲｚヤャや ⊥ょ ⌒ィヲΑ        ヵグ⇒⇒⇒⇒ｚャや ⌒ろ⇒⇒∇レ⇒ｚΒ⇒∠ら⇒∠ゎ ⌒ろ⇒⇒∇ル∠ぺ やク⌒み⇒⇒⇒⇒⇒∠プ ⇒⇒⇒ 
≫  ⇒⇒ ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ ゅヰ⇒∇レ ⌒ョ ∃ペ⇒∠ヘ⇒ ∠セ        ヴヤ∠ハ ∇ろ ∠ヨΒャ ∃む ⌒ゲ ∇ョや ⊥ろ ∇カ⊥ぺ ∇リ⊥ム∠ゎ ∇ラ⌒まヶ⇒ヤ⇒∠バ⇒∇プゅ∠プ 

 
  ∩ ヴャほジゎ ヴわェ ュヲヤャゅよ ヴヤイバゎ Ι :ょΒヤミ ろカぺ りゲハゅゼャや  ょヅゅガゎ   ∇ラ∠ぺ ヶプ ぁペ⇒ ∠エ∇ャや ⌒マ⇒∠ヤ∠プ ∩ ⌒ュ ∇ヲ⇒ｚヤ⇒⌒ャ ヶホゅ⇒ボ ∇エ⌒わ ∇シや ⌒マ⇒∠ャ ∠リ⇒ｚΒ∠ら∠ゎ やク⌒み⇒∠プ

. ギェぺ  ヮΒヤハ ュΚ⊥Α Ι ヴバΒらヅ ゲョぺ モわボャや リョ サゅジィ ゅヰΒカぺ ヴヤハ ゅヰプヲカ ラみプ ∩ヶョヲ⇒ヤ⇒∠ゎ 
 

レハ⇒⇒んャや ノトボヨャや ラやヲ⇒⇒: ヶルゅ  ⊥る∠レ∇バ∠ヅ  ⌒ォ∠ ∇Εや 
 : るジΒもゲャや ゲムヘャや (      .ロやヲシ ゅヨョ ヮジヘル ヴヤハ ⇔ ゅヨャぺヱ ⇔ ゅバホヱ ギセぺ ヮヤワぺ リョ ¬ゲヨャや ゆゅダョ∽∩√  ) 

√ ∠ィ ⇒⇒⇒ ⌒ハ ｚモ⇒ ∇バ⌒プ ヵギ∇レ⇒ ∠ィ ⊥モ⇒ ∠プ ∃サゅ∂ジ⇒ヶヤ ∠イ∇レ∠ゎ ∇ヱ∠ぺ ∇ろ∠ヤ ∠イ∇ルや ゅ ∂ヨ∠ハ ヶゎ ∠ゲ ∇ジ ∠ェ        ゅΒ 
∽ ∇バ⌒プ ⇒⇒⇒ ∇ィ ∠ヱ ヴヤ∠ハ ∃サゅ∂ジ ∠ィ ⊥モ⇒ ⌒よ ヵギ⇒ホ        ⌒ヮ⇒ ⌒ヅゅ⇒ ∇ヰ∠ド ∀ノ⇒ ∃ラ ∇ギ⇒ ⊥ョ ∠ヱ ヵゲ ∠ィぺ⇒ヶ⇒ヤ 

 
   リョ ∀ノｚホヲわョ ヲワ ゅヨョ マャク ギバよ ゲヰヌΑ ゅョ ヴヤハ ヴゎゲジェ ゅΑヱ   ゐギェ ゅョ ヴヤハ ヴゎゲジェ ゅΒプ ∃サゅジィ ヴカぺ ⊥モバプ ンギレハ ユ⊥ヌ∠ハ 

 ∩ サゅジィ モわホ. ヴゎヲョ ∀ゆゲボョヱ ンゲヰド ∀ノヅゅホ ゅらΒヤミ ⊥ヮ∠ヤわホ ラみプ サゅジィ ヴカΕ ギΑギゼャや ヴらェ ユビケ 
 

や ⊥ラやヲ∇レ⇒⊥ハ : ⌒ゑ⇒⌒ャゅ∂んャや ⌒ノ∠ト⇒∇ボ ∠ヨ∇ャ   ユ ⌒ダ⇒∠ヘ∇レ∠ゎ Ι ン ⇔ゲ⊥ハ 
 ゲムヘャや: るジΒもゲャや   (  . ザヘレヤャ ユャぽョ ユヰらエル リョ ょらジよ ¬ゅボゼャや∵∩∝   ) 

∝ ⌒モ⇒⇒⌒ヘ⇒ ∇ェ∠ぺ ∇ユ⇒⇒∠ャ ∇れ∠ほ⇒⇒∠ボ⇒∠ヘ⇒∇ルゅ∠プ ゅヰ⇒⌒わ ∇カ⊥ぺ        ンヲ⇒ ⌒シ ヶ⇒⇒レ∇Β∠ハ ∇ろ⇒∠ゃ⌒ボ⊥プ ∃リ∇Β∠バ⌒よ ∇ヲ⇒∠ャ ⇒⇒ 
∵ヶ⇒ヤ⇒∠わ⇒∇ヘ⇒∠ゎ ゅ⇒ョ ンク∠ぺ ぁュ⊥Εや ⊥モ⇒⇒⇒ ⌒ヨ ∇エ∠ゎ        ゅヨ⇒∠ミ ⌒リ⇒∇Β∠バャや ング⇒∠ホ ⊥リ⇒∇Β∠バ∇ャや ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠ゎ  ⇒⇒ 

 
  ｚゲ∠ト ∇ツ⊥ョ ∠ヶ ⌒ヰ∠プ  ∩  ンゲ ∇カ⊥ ∇Εや ゅヰ⌒レ∇Β∠ハ ⌒る∠ャ ⌒ゴ∇レ ∠ヨ⌒よ ゅヰ ∠ィ ∇ヱ ∠コ ∠ヱ ∩ゅヰ⇒⌒レ∇Β⇒∠ハ ⌒る⇒∠ャ ⌒ゴ⇒∇レ ∠ヨ⌒よ ゅ⇒ワゅ⇒カ∠ぺ ｚラ∠ぺ ⊥り ∠ゲ⇒ ⌒ハゅ⇒⇒∂ゼャや ンゲ⇒∠ゎ ⌒モ ぁヨ ∠エ∠ゎ ヴャ⌒ま ∀り 
 ゅヌ∠ル ∇リ ⌒ョ ゅヰΑク ∇ぽ⇒⊥Α ゅョ ぁュ⊥ ∇Εや ⊥モ⇒ ｚヨ ∠エ∠わ∠ゎ ゅヨ∠ミ ∠ヱ ∩ ⌒リ⇒∇Β⇒∠バ∇ャや ング⇒∠ホ ⊥リ⇒∇Β⇒∠バ∇ャや ⊥モ ｚヨ ∠エ∠わ∠ゎ ゅヨ∠ミ ∠ゐ∠ギ⇒ ∠ェ ゅョ.ゅワ ⌒ギ⇒Βャ ∠ヱ ⌒る⇒∠プ 
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≪∫ 

 
 ⌒ノ⌒よや ∂ゲャや ⌒ノ∠ト∇ボ ∠ヨ∇ャや ⊥ラやヲ∇レ⇒⊥ハ      : ⌒りゅシ∇ほ ∠ヨ∇ャや ⊥ノ⇒⌒よやヲ⇒∠ゎ 

                  : るジΒもゲャや ゲムヘャや (  .  ンゲらミ るバィゅプ ロギボプヱ ろΒらャや キゅヨハ ァヱゴャや≒≒∩∫) 
∫   ⌒モ⇒∠ハ ∇リ⇒ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒バ⇒Βヨ ∠ィ ｚヶ∠わ∇Β∠よ ∠ブ⇒∇ボ⇒∠シ       ⊥ヮ⇒⊥わ⇒∠ハ ∇ゲ ∠タ ∇ろ⇒ ∠ッ ｚヲ⇒⇒∠ホ ⇔Κ⇒Β⇒⌒わ⇒∠ホ ゅ⇒∠Α ⇒ 
∬   ⌒メ ｚヱ∠Εや ヶ⌒わ⇒∇Β∠よ ⌒ュ ∇ギ⇒⇒∠ワ ヶプ ∇ろ⇒∠レ⇒∠ん ∇ルや ∠ヱ       ⊥ヮ⊥わ∇をギ ∇エ∠わ ∇シや ヵグｚャや ヶ⌒わ∇Β∠よ ∇ろ ∠ッ ｚヲ⇒∠ホ ⇒ 

≒≡  ⌒モ⇒⇒ ∠タ∇ほ∠わ ∇ジ ⊥ヨャや ⌒ヮ⌒よ ヴヨ ∇ダ⊥ヨャや ∠る∠Β ∇ョ ∠ケ       ∃ょ⇒∠ん⇒∠ミ  ∇リ⇒⇒⇒⇒ ⌒ョ ⊥ヮ⇒⊥ヤ⇒∇わ⇒∠ホ ヶルゅョ ∠ケ ∠ヱ ⇒ 
≒≒  ⊥ヮ⇒∇レ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒⇒ミ ∠ケ ∠キ       やヲ⇒ら∠ヤ⇒∠わ⇒ ∇ェゅ⇒∠プ ヶ⇒ョ∠キ ∠ラゅ⇒⇒ミ ⊥ヮ⇒⇒∠わ∇Β∠ャ ⇒ ヶ⇒ヤ⇒ ∠エ ∇ミ∠ぺ ∇リ⇒ ⌒ョ ヶ⇒ ⌒ョ ∠キ 

 
    ∠ヲ⇒⊥ワ ∠ヱ ∠メ ｚヱ∠ ∇Εや ゅヰ∠わ⇒∇Β⇒∠よ ⊥ケゅ⇒ョｚギ⇒ャや ∠ペ⇒ ⌒エ∠ャ ゅヨ∠⇒ミ ∩ ⌒る⇒ｚΒ⇒ ⌒ィ ∇ヱ ｚゴ⇒ャや ゅヰ⌒ゎゅ⇒Β ∠ェ ヶプ ⇔Κ⇒ｚん ∠ヨ ⊥ョ ヶルゅ⇒∂んャや ゅヰ⊥わ∇Β∠よ ∠ゲ⇒ ⌒∂ョ ⊥キ. ⌒モ⇒ ∇ワ∠ ∇Εや ⊥ろ⇒∇Β∠よ  

 ∠タ∇ほ∠わ ∇ジ ⊥ヨ∇ャや ⌒ヮ⇒⌒よ ヴ ∠ヨ ∇ダ⊥ヨ∇ャや ⌒ポΚ∠ヰ∠ミ ∀ペ⇒ｚボ ∠エ ⊥ョ ゅヰ∠ミΚ∠ワ ｚラ∠ぺ ンゲ⇒∠ゎ ∠ヶ ⌒ワ ∠ヱ ∩ ⊥リ⇒ ∠ヨ⇒∠を ∠ヲ⇒⇒⊥ワ ゅヰ ⊥ョ ∠キ ∠ラヲ⇒ム⇒∠Α ∇ラ∠ぺ ヴ∂レ ∠ヨ⇒∠わ⇒∠ゎ ゅワ⊥ギ⇒⇒ ⌒イ∠ル やグ⇒⇒⌒ャ ∧ ⌒モ
  . ⌒る⇒ ∠ョ ∇コ∠ ∇Εや ⌒ロ ⌒グ⇒⇒∠ワ ∇リ ⌒ョ ゅヰ ⌒タΚ ∠カ 

 
 ⌒ザ ⌒ョゅガ∇ャや ⌒ノ⇒∠ト⇒∇ボ ∠ヨ∇ャや ⊥ラやヲ∇レ⇒⊥ハ    : ∀る∠ヘ ⌒セゅミ ⌒聴 ⌒ラヱキ ∇リ ⌒ョ ゅヰ∠ャ ∠ザ∇Β∠ャ 

                                  : るジΒもゲャや ゲムヘャや ヶプ れヱゅヘわゎ ょもゅダヨャや(   . サヲヘレャや ヴヤハ ゅヰバホヱ≒∝∩≒≪) 
≒≪  ⌒モ ⌒ツ⇒∇バ ⊥ョ ∃¬ ∇コ ⊥ゲ⇒⌒よ ⊥ゲ⇒ ∇ワｚギ⇒ャや ヶ⇒レ ｚダ ∠カ       ∇ギ⇒⇒∠ホ ∠ュ ∇ヲ⇒∠Β∇ャや ｚリ⊥ム∠ルヱキ ヶ⌒もゅジ⌒ル ゅ⇒Α ⇒ 
≒≫ヶ⇒ヤ⌒ら∇ボ∠わ ∇ジ ⊥ョ ヴ⇔ヌ⇒⇒∠ャ ∠ヱ ヶ⇒もやケ ∠ヱ ∇リ⇒ ⌒ョ       ヴ⇒⇔ヌ⇒⇒∠ヤ⌒よ ∃ょ⇒⇒∇Β∠ヤ⊥ミ ⊥モ⇒∇わ⇒∠ホ ヶ⇒レ ｚダ ∠カ ⇒ 
≒√    ∇リ ∠ヨ⇒∠ミ ヮ⇒∇Β ∠ョ ∇ヲ∠Β⌒ャ ヶム∇ら∠Α ∇リ ∠ョ ∠ザ∇Β∠ャ ⇒     ⌒モ⇒⇒⇒ ∠イ⇒∠よ  ∃ュ ∇ヲ⇒⇒∠Β⇒⌒ャ ヶム⇒⇒⇒∇ら⇒∠Α ゅヨ⇒⇒⇒⇒∂ル⌒ま 
≒∽  ⌒モ⇒ ⌒ム⇒⇒∇ん ⊥ヨャや ⊥モ⇒⇒ ∇ム⇒⇒⊥を ∠ヵ ⌒ケ∇ほ⇒⇒∠を ヶ⇒ミ ∠ケ ∠キ       ヶ⇒プ ∠ヱ ⌒ヮ⇒⇒Β⇒ヘ ∇ゼ⇒∠Α ⌒ゲ⇒⇒⌒もゅ⇒⇒∂んャや ⊥ポ ∇ケ ∠キ ⇒ 
≒∝ ヶ⇒ャ ∠ゥゅ⇒⇒⇒⇒ゎ ∇ゲ⇒⇒∠Α ∇ラ∠ぺ ∠ヮ⇒⇒∂ヤャや ｚモ⇒⇒∠バ∠ャ ∠ヱ       ∀る⇒⇒∠ャヲ⇒⇒⇒わ⇒∇ボ⇒ ∠ョ ∀る⇒⇒∠ヤ⇒⌒ゎゅ⇒⇒ホ ヶ⇒⇒⇒⇒レ⇒ｚル⌒ま ⇒ 

 
  ⊥ょ⇒ ⌒ヅゅガ⊥ゎ ヰ⌒わ⇒∠ら⇒Βダ⊥ヨ⌒よ ∇ろ⇒∠ら⇒Βタ⊥ぺ ∇ギ⇒⇒⇒∠ホ ∠ラヲ⇒ム⇒∠ゎ ∇ラ∠ぺ ｚリ⇒ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒⇒∂Α∠ぺ ⇔る⇒∠Α ⌒∂ギ⇒⇒ ∠エ∠わ ⊥ョ∠ ⌒れゅΒ⇒ ⌒シやヲ ⊥ヨ∇ャや ∠り ∠ヲ⇒ ∇ジ⌒∂レャや ⊥り ∠ゲ⇒ ⌒ハゅ∂ゼャやゅ ゅヰ⊥わ⇒∠ら⇒Β⇒ダ⇒ ⊥ヨ⇒∠プ 
 ⇒ョ∠ぺ ∇リ⇒ ⌒ョ ゅ⇒⇒ワ ⊥ゲ⇒⇒ ⌒タゅ⇒エ⊥ゎ ∠ヱ ゅ⇒⇒ヰ⇒⌒ヘ⇒∇ヤ⇒ ∠カ ∇リ⇒ ⌒ョ ゅ⇒⇒ヰ⊥ボ⇒⇒ ⌒ェΚ⇒⊥ゎ ⌒ケゅ⇒∂レャゅ∠ミ ゅ⇒⇒ヰｚル∠ ⌒Ε ∧ゅ⇒ヰ∠ャ ∠モ⇒⇒Β⇒ん⇒ ∠ョ Ι.ゅ⇒⇒ヰ ⌒ョゅ⇒ 

 
 ⊥ビ ⊥ブ ⌒ゼ⇒∠ム∇レ⇒∠ゎ ｚユ⇒⇒⊥を ∃ュ ∇ヲ⇒⇒∠Β⇒⌒ャ ヶム∇ら⇒∠ゎ ∇ギ⇒⇒⇒∠ホ ゅワ ⊥ゲ⇒⇒∇Β⇒∠ピ∠プ ∩ ⌒リ⇒∇Β⇒ ∠ョ ∇ヲ⇒∠Α ヶプ ⊥ヮ⇒ｚヤ⇒⊥ミ ゅワ ∠ゲ⇒ ∇ヨ⇒⊥ハ ⊥る⇒∠ヤΒヤ ∠ィ ⊥ノ ∠ヨ ∇イ∠ゎ ヱ ∇ろ⇒∠ヤ ⌒ヨ⇒∠セ ∇ギ⇒⇒∠ボ⇒∠プ ∠ヶ ⌒ワ ゅ⇒⇒ ∂ョ∠ぺ ∩ゅヰ⊥わ⇒ ｚヨ⇒

 ∇ヲ⇒⇒∠Α ∠ヱ ⇒⇒      .ゅ⇒ヰ ⊥ィ ∇ヱ ∠コ モ⇒⌒わ⇒⊥ホ ∠ュ ∇ヲ⇒⇒∠Α ⇒⇒   :ゅヰΒ⇒ ∠ョ ∇ヲ⇒⇒∠Α ゅヰ⊥わ⇒∠らΒダ⊥ョ.ゅ⇒ワヲ⇒カ∠ぺ ⊥モ⇒∠わ⇒∇ボ⊥Β⇒∠シ ∠ュ 
 

⇒∠らΒダ⊥ョ ⌒ケ∇ほ⇒⇒ｚんヤ⌒ャ ゅ⇒ヰ∠ミやケ ∇キ⌒ま ｚラ⌒み⇒⇒∠プ ∠ヶ⇒⇒ ⌒ワ ゅ⇒⇒ ∂ョ∠ぺ ∩⌒ロ ⌒ケ∇ほ⇒⇒⇒⇒∠を ⌒ポやケ ∇キ⌒み⇒⇒⇒⌒よ ⊥ウΑゲ⇒∠わ⇒ ∇ジ∠Α ゅ⇒ワやヲ⇒⇒⇒ ⌒シ ∇リ⇒ ∠ョ ぁモ⇒⇒⊥ミ ∠ヱ ∇リ ⌒ョ ゅワ ∠ケ∇ほ∠を ｚラ⌒ま ∇ク⌒ま (.∀る⇒⇒∠を ⌒ケゅミ ∠ヱ ∀る
) ゅヰΒカ∠ぺ 

 
 ヶプ ゅヰ∠ゎゅ⇒シ∇ほ⇒ ∠ョ ⊥る⇒∠ヤ⇒Βヤ ∠ィ ⊥ギ⇒ ⌒∂ジ⇒ ∠イ⊥ゎ ∠ヱ ⌒ゲ⇒Βカ∠ ∇Εや ⌒ろ⇒∇Β∠ら⇒∇ャや  ⊥る⇒ ∠ィ ∇ヱ ∠コ ゅヰｚル∠ ⌒Ε ∀る⇒∠ャヲ⇒わ⇒∇ボ ∠ョ ∠ヱ ∩モ⌒⇒⌒ゎゅボ∇ャや ⊥ろ ∇カ⊥ぺ ゅヰｚル∠ ⌒Ε ∀る∠ヤ⌒ゎゅホ ゅヰｚル∠ぺ ⊥ケ ⌒∂ゲ⇒⇒∠ボ⇒⊥ゎ ∠リ⇒Βェ

 ⊥ ほ⇒⇒ ∠イ∇ヤ⇒∠ゎ ∠聴 ∂Ι⌒ま ⊥ギ⇒⇒ ⌒イ∠ゎ Κ⇒∠プ ∩ ⊥れやケゅΒ ⌒ガ∇ャや ゅヰ ∠ョゅョ∠ぺ ⊥ュ ⌒ギ⇒⇒∠バ∇レ⇒∠ゎ ∠ヱ . ⌒ケ∇ほ⇒⇒ｚんヤ⌒ャ ⌒ゆヲ⇒ヤ ∇ト ∠ヨ∇ャや ⊥ろ ∇カ⊥ぺ ∠ヱ ⌒モ⇒Β⇒わ⇒∠ボ∇ャや  ∇Β∠ャ⌒ま ∠ケゅ⇒Β⇒⌒わ ∇カΙや ⊥ネ∠ギ⇒⇒∠ゎ ∠ヱ ∩ ⌒ヮ⇒⇒
. ⊥ケゅ⇒⇒Β⇒⌒わ ∇カΙや やグ⇒⇒∠ワ ∠ラゅミ ⇔ ゅ⇒⇒∂Α∠ぺ ∩ ⌒ヮ⇒⇒⌒わ ∠ヨ ∇ェ ∠ゲ⇒⌒ャ 

 
≫. ゾヤガわジΑ)   ⇔やケヲバセ   ⇒⇒⇒⇒ るヨΒホ(  Κャギョ.  

. ゾレャや  ヶプ りギもゅジャや ヶわャや ザΒシゅェΕやヱ ゲハゅゼヨャや ユワぺ ウッヱ  
: ゅヨワ . ラゅわジΒもケ ラゅわヘヅゅハ りゲハゅゼャや ネコゅレゎヱ  りギハゅダわョ りゲハゅゼャや るヘヅゅハ れ¬ゅィ ギホヱ 

-  "ゅヰィヱコ ろΒよ " ギΑギイャや ゅヰわΒよ ュギワヱ モヤィ ゆゅダョ リョ ゅヰよゅタぺ ゅヨャ ラゴエャや   
- .  ゅヰヤワぺ ろΒよ ュギワ ノホヲゎヱ ゅワヲカぺ ロゲヌわレΑ ゅョ ヴヤハ るボヘゼャやヱ 

 
     . ゾレャや リョ りキゅヘわジヨャや ユΒボャや ユワぺ ⇒⇒ 

-     . ノヨわイヨャや ヶプ リョΕやヱ ユヤジャや メΚェま         . るヨΒョグャや ケほんャや りキゅハ リハ ギバらャや 
-                    . るΒヤらボャや るΒらダバャや グらル     れゅバヨわイヨャや ゲョギΑ ラぺ ヮルほセ リョ ゅョ モミヱ ズΒトャやヱ ヮヘジャや リハ キゅバわよΙや. 

 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≪∬ 

 
 : ヶゎほΑ ゅョ ゾヤガわジΑ    :  ヶもやゲをま ヅゅゼル  . ゾレャや るシやケキ リョ フギヰャや 

- . キやゲプΕやヱ ノヨわイヨャや ラゅΒミ キギヰゎ ヶわャや ケほんャや りキゅハ リョ ゾヤガわャや ヴャま りヲハギャや 
 ヶプ りゲハゅゼャや ょヅゅガゎ リョ∨ やクゅヨャヱ ∨ れゅΒよΕや るΑやギよ 

ゲョΕや リョ ギミほわゎヱ メほジゎ ヴわェ ゅヰヨムェ ヶプ ネゲジわャや ュギハヱ ヶルほわャや ゅヰレョ ょヤトゎ ヴわェ ゅヰィヱコ ろカぺ ょヅゅガゎ 
 

√.  ⊥モ⌒∂ヤバΑ ケゅΒわカや りゲハゅゼャや)    ⇒⇒⇒⇒⇒  ゅドゅヘャぺ  れやケゅらハ(  りキギエョ ラヱキ ゅワやヲシ. 
 : ヶゎほΑ ゅョ モヤハ 

  ⇔る⇒∠Α ⌒キゅ⇒レ ⊥ョ ⊥り ∠ゲ⇒⇒ ⌒ハゅ⇒⇒∂ゼャや  れぺギよ ) ⌒ュやヲ⇒⇒⇒⇒∇ホ∠ ∇Εや ∠る⇒⇒⇒⇒⇒⇒∠レ⇒∇よ ゅ⇒Α ( :ゅヰ⌒ャ ∇ヲ⇒⇒∠ボ⌒よ ゅヰ ⌒ィ ∇ヱ ∠コ ∠ろ⇒ ∇カ⊥ぺ 
⇒∇バ∠ゎ ∇ラ∠ぺ ∠モ∇ら∠ホ ゅヰ ⌒ョ ∇ヲ∠ヤ⌒よ ゅヰ∠ャゅイ∇バ⌒わ ∇シや ゅヰ∠ャ ⇔る∠ら⌒ゎゅバ ⊥ョ ∃る⇒∠ら⌒ホゅバ∠わ ⊥ョ ∃メゅΒ ∇ィぺ ∠ゲ⇒∇ら∠ハ ⌒りｚギ⇒⇒∠わ ∇ヨ ⊥ヨ∇ャや ⌒る∠ホΚ∠バ∇ャゅよ ゅワゲミグゎ. ∠ゐ∠ギ ∠ェ ゅ ∂ヨ ⌒ョ ゅヰ⌒ヘ⌒ホ ∇ヲ ∠ョ ∠る∠ボΒボ ∠ェ ∠フ ⌒ゲ 

 
  ゅΑ (: りゲハゅゼャや メ ∇ヲ∠ホ ∨) ⌒ュ ∇ヲ⇒⇒∠ボ∇ャや ∠る⇒⇒∠レ∇よ ゅΑ (  モボゎ ユャヱ  ) ⌒ュやヲ⇒⇒⇒∇ホ∠ ∇Εや ∠る⇒∠レ∇よ 

 ∃る⇒∠ら⌒ホゅバ∠わ ⊥ョ ∃メゅΒ ∇ィぺ ∠ゲ⇒∇ら∠ハ ⌒りｚギ⇒⇒∠わ ∇ヨ ⊥ヨ∇ャや ⌒る∠ホΚ∠バ∇ャや ヴヤ∠ハ ぁメ⊥ギ⇒⇒∠Α ⌒ノ ∇ヨ ∠イ∇ャや ⌒ナ⇒∇ヘ∠ヤ⌒よ ⊥ゲΒら⇒バｚわャや ∩ .ヴレ⇒∇バ ∠ヨ∇ャや やグ⇒⇒∠ワ ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠Α Κ⇒∠プ ⌒キ ∠ゲ⇒⇒∇ヘ ⊥ヨ∇ャゅ⌒よ ⊥ゲ⇒Βら⇒∇バｚわャや ゅ ∂ョ∠ぺ 
 

 ギ⇒⇒ ∇ガ⌒わ⇒⇒ ∇シや ∨ ⇔り ∠ゲ⇒⇒ ⌒ム∠ル ) ∃む ⌒ゲ⇒ ∇ョや ⊥ろ⇒ ∇カ⊥ぺ ( ∠ゲ⇒⇒Βら⇒∇バｚわャや ⌒り ∠ゲ⇒⇒ ⌒ハゅ∂ゼャや ⊥ュや 
ヨ⊥バ∇ャや ⌒れ∠キゅプ∠ぺ ∩ゅワ∠ギ⇒ ∇ェ ∠ヱ ゅヰ ぁダ ⊥ガ∠Α Ι ⊥ゲ⇒ ∇ョ∠ ∇Εゅ∠プ ∩∠ュヲ⇒⇒プ. ⌒ヮ⇒⇒Βカ∠ぺ ヴヤ∠ハ ⌒ヮ⌒わ⇒⇒∠ボ⇒∠ヘ∠セ  ヴヤ∠ハ ∀ギ⇒ ∠ェ∠ぺ ⊥ュΚ⇒⊥Α Κ 

 
 . ) ュ ∇ギ⇒⇒∠ワ (  モボゎ ユャヱ ) チ ｚヲ⇒∠ホ (   ⌒り ∠ゲ⇒⇒ ⌒ハゅ∂ゼャや ⊥ュやギ⇒⇒ ∇ガ⌒わ⇒⇒ ∇シや 

 ヴ⇒ャ⌒ま ∠ヂ⇒∇ボ⇒ｚレャや ⊥コ ∠ヱゅ⇒イ⇒∠わ⇒∠Β⇒∠プ ) ュ ∇ギ⇒∠ワ ( ⇒ャや ゅ ∂ョ∠ぺ ∩ ∃ュ ∇ギ⇒⇒∠ワ ゲΒ⇒ビ リョ ∠¬ゅ⇒レ⌒ら∇ャや ∠ヂ⇒∠ボ∠ル ヶレ⇒∇バ∠ゎ ) ∠チ ｚヲ⇒⇒∠ホ (ャや ∠ヱ ∃ユ⇒⇒Βト⇒ ∇エ∠わャや . ∃ゲ⇒Β⇒ジ⇒ ∇ム⇒∠わ 
  

∽.  ⊥リΒらΑ ブホヲョ りゲハゅゼャや リョ ゐギェ ろッゲバゎ ヮャ. 
 ∠ゲ⇒ ⌒∂ョ ⊥キ ギホ  ゅヰィヱコ モわボョ ラΕ   . ゅヰィヱコ モわボヨャ ギΑギゼャや りゲハゅゼャや ラゴェ ゅヨ∠⇒ミ ∩ ⌒る⇒ｚΒ⇒ ⌒ィ ∇ヱ ｚゴ⇒ャや ゅヰ⌒ゎゅ⇒Β ∠ェ ヶプ ⇔Κ⇒ｚん ∠ヨ ⊥ョ ヶルゅ⇒∂んャや ゅヰ⊥わ∇Β∠よ

. ⌒モ⇒ ∇ワ∠ ∇Εや ⊥ろ⇒∇Β∠よ ∠ヲ⇒⊥ワ ∠ヱ ∠メ ｚヱ∠ ∇Εや ゅヰ∠わ⇒∇Β⇒∠よ ⊥ケゅ⇒ョｚギ⇒ャや ∠ペ⇒ ⌒エ∠ャ 
 

-  . りゲハゅゼャや りゅ⇒シ∇ほ⇒ ∠ョ  ゲ⇒Βカ∠ ∇Εや ろ⇒∇Β∠ら⇒∇ャや ⊥ギ⇒ ⌒∂ジ⇒ ∠イΑ 
  ∇ャや ⊥ろ ∇カ⊥ぺ ゅヰｚル∠ ⌒Ε ∀る∠ヤ⌒ゎゅホ ゅヰｚル∠ぺ  ヮΒプ ⊥ケ ⌒∂ゲ⇒⇒∠ボ⇒⊥ゎ  ゅヰルΕ ⊥ュ ⌒ギ⇒⇒∠バ∇レ⇒∠ゎ ∠ヱ . ⌒ケ∇ほ⇒⇒ｚんヤ⌒ャ ⌒ゆヲ⇒ヤ ∇ト ∠ヨ∇ャや ⊥ろ ∇カ⊥ぺ ∠ヱ ⌒モ⇒Β⇒わ⇒∠ボ∇ャや ⊥る⇒ ∠ィ ∇ヱ ∠コ ゅヰｚル∠ ⌒Ε ∀る⇒∠ャヲ⇒わ⇒∇ボ ∠ョ ∠ヱ ∩モ⌒⇒⌒ゎゅボ

ミ ⇔ ゅ⇒⇒∂Α∠ぺ ∩ ⌒ヮ⇒⇒⌒わ ∠ヨ ∇ェ ∠ゲ⇒⌒ャ ∠ケゅ⇒Β⇒⌒わ ∇カΙや ⊥ネ∠ギ⇒⇒∠ゎ ∠ヱ ∩ ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ャ⌒ま ⊥ ほ⇒⇒ ∠イ∇ヤ⇒∠ゎ ∠聴 ∂Ι⌒ま ⊥ギ⇒⇒ ⌒イ∠ゎ Κ⇒∠プ ∩ ⊥れやケゅΒ ⌒ガ∇ャや ゅヰ ∠ョゅョ∠ぺΒ⇒⌒わ ∇カΙや やグ⇒⇒∠ワ ∠ラゅ. ⊥ケゅ⇒⇒ 
 

∝. コゲらΑ ゅョ ヮわルゅハ りゲハゅゼャや リョ ネやゲタ ヶジヘル. 
 

 ウッヲΑ ネやゲダャや ヶジヘレャや ヵグャや ヮわルゅハ りゲハゅゼャや 
 ∠ゲ⇒ ⌒∂ョ ⊥キ ⊥ゑ∇Β ∠ェ ∩ゅヰΒカ∠ぺ ⌒ギ⇒⇒∠Β⌒よ ゅヰ ⌒ィ ∇ヱ ∠コ ⌒モ⇒∇わ⇒∠ホ ヴヤ∠ハ ⊥る⇒⇒∠ら⌒∂ゎ ∠ゲ∠わ ⊥ヨ∇ャや ⊥る⇒ｚΑ ⌒ヱゅ⇒シ∇ほ ∠ヨ∇ャや ⊥ケゅ⇒⇒をΓや りゲハゅゼャや モボハ ヴヤハ ゲトΒシ ⇔Κ⇒ｚん ∠ヨ ⊥ョ ヶルゅ⇒∂んャや ゅヰ⊥わ∇Β∠よ

 ゅヰ⌒ゎゅ⇒Β ∠ェ ヶプ ∠ ∇Εや ⊥ろ⇒∇Β∠よ ∠ヲ⇒⊥ワ ∠ヱ ∠メ ｚヱ∠ ∇Εや ゅヰ∠わ⇒∇Β⇒∠よ ⊥ケゅ⇒ョｚギ⇒ャや ∠ペ⇒ ⌒エ∠ャ ゅヨ∠⇒ミ ∩ ⌒る⇒ｚΒ⇒ ⌒ィ ∇ヱ ｚゴ⇒ャや. ⌒モ⇒ ∇ワ 
 

∵.  .ゅヰヘホヲョ ゲΑゲらわャ りゲハゅゼャや ゅヰわホゅシ ヶわャや アイエャや リΒらΑ 
   

 : ブホヲヨャや   . モわホヱ ケほを リョ ユワゲヌわレΑ ゅヨャ ゅヰΒカぺヱ ゅヰョヲホ  ヴヤハ ゅヰわボヘセ 
 
  ∠ヅ ∀ゲ⇒ ∇ョ∠ぺ ∠ヲ⇒⊥ワ ∇モ⇒∠よ ∠ュ ∇ヲ∂ヤャや ⊥ょ⇒⇒ ⌒ィ ∇ヲ⇒∠わ⇒ ∇ジ∠Α Ι ∀ゲ⇒ ∇ョ∠ぺ ゅヰΒカ∠ぺ ヱ ゅヰョヲホ ヴヤ⇒∠ハ ゅヰ∠わ⇒∠ボ⇒∠ヘ⇒∠セ ｚラ⌒ま ゅヰ⌒ャ ∇ヲ⇒∠ボ⌒よ ゅヰヘホヲョ ケゲらゎヱ ⌒ヮ⇒∇Β∠ヤ∠ハ ⊥ュΚ⇒⊥ゎ Ι ｘヶ ⌒バ∠ら

.ゅヰ⌒ヘ⇒⌒ホ ∇ヲ ∠ョ ⌒モ⇒⇒⇒∇ん ⌒ョ ヶプ ∃り∠ぺ ∠ゲ⇒ ∇ョや ⊥る⇒ｚΑ∠ぺ 
 

∫. ウッヲΑ ケゅをΓや ヶわャや ろらゎゲゎ ヴヤハ ゐギェ キケヱ ヶプ ゾレャや. 
  . りゲハゅゼャや ザヘル ヶプ ブホヲヨヤャ ュゅバャや ゲをΕや ゾヤガわジΑ 

 ∠ホ ヴヤ∠ハ ∠る⇒⇒∠ら⌒∂ゎ ∠ゲ∠わ ⊥ヨ∇ャや ∠る⇒ｚΑ ⌒ヱゅ⇒シ∇ほ ∠ヨ∇ャや ∠ケゅ⇒⇒をΓや リΒらゎヱ ゅヰΒカぺ ヴヤハ ゅヰわボヘセヱ  ゅヰィヱコ ヴヤハ ゅヰルゴェ りギセ  ⊥り ∠ゲ⇒ ⌒ハゅ∂ゼャや ⊥ウ ⌒∂ッ ∠ヲ⇒⊥ゎ ⌒モ⇒∇わ⇒
⇒Β ∠ェ ヶプ ⇔Κ⇒ｚん ∠ヨ ⊥ョ ヶルゅ⇒∂んャや ゅヰ⊥わ∇Β∠よ ∠ゲ⇒ ⌒∂ョ⊥キ ⊥ゑ∇Β ∠ェ ∩ゅヰΒカ∠ぺ ⌒ギ⇒⇒∠Β⌒よ ゅヰ ⌒ィ ∇ヱ ∠コ ｚヱ∠ ∇Εや ゅヰ∠わ⇒∇Β⇒∠よ ⊥ケゅ⇒ョｚギ⇒ャや ∠ペ⇒ ⌒エ∠ャ ゅヨ∠⇒ミ ∩ ⌒る⇒ｚΒ⇒ ⌒ィ ∇ヱ ｚゴ⇒ャや ゅヰ⌒ゎゅ ⊥ろ⇒∇Β∠よ ∠ヲ⇒⊥ワ ∠ヱ ∠メ

 ⌒モ⇒ ∇ワ∠ ∇Εや 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫≡ 

 
 

∬. アわレわジΑ リョ ゾレャや れゅヨシ)  るΒダガセ りゲハゅゼャや ⇒⇒⇒ るゃΒらャや るΒハゅヨわィΙや(.  
  

ヨシ アわレわシや ⇒⇒. ゾレャや メΚカ リョ りゲハゅゼャや るΒダガセ れゅ      ギもやギゼャや ろホヱ るヨムエャやヱ ゲらダャゅよ ヶヤエわャや 
  

 ⊥り ∠ギ⇒⇒Βダ∠ボ∇ャや ゅヰ⊥ジ⇒ ⌒ム⇒∇バ∠ゎ ヶわｚャや ⌒ノ ∠ヨ⇒∠わ⇒ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ⌒フヱゲ⊥ド ∠ヱ ⌒る∠ゃΒら∇ャや ⊥ウ ⌒ョΚ ∠ョ  アわレわシや ⇒⇒ 
≒ ⇒⇒    . ⌒ケやヲ⇒⇒ ∠イ∇ャや ⌒ ∂ペ⇒ ∠ェ ⊥る⇒⇒∠ルゅΒ ⌒タ ∠ヱ ⊥り ∠¬ヱゲ⇒ ⊥ヨ∇ャや       ≪ ⇒⇒.⌒ゆゅら⇒ ∇シ∠ ∇Εや ⌒ヮ⇒∠ヘ⇒∇ゎ∠ ⌒Ε ⌒モ⇒∇わ⇒∠ボ∇ャや ⊥ネヲΒ⇒⊥セ ∠ヱ ∩⌒り ｚヲ⇒⇒⊥ボ∇ャゅ⌒よ ⊥キやギ⇒⇒⌒わ⇒ ∇ハΙや 

≫⇒⇒    . ⌒ケ∇ほ⇒⇒ｚんャゅ⌒よ ⌒グ⇒⇒ ∇カ∠ ∇Εや ⌒り ∠キゅ⇒ハ ⊥ネヲΒ⇒⊥セ      √ ⇒⇒. ⌒サゅ⇒∂レャや ∠リ∇Β∠よ ⌒れゅホΚ⇒∠バ∇ャや ヴヤ∠ハ ⊥る⇒ｚΒ⌒ら ∇ヤ⇒ｚジャや ゅ⇒ワ ⊥ケゅ⇒をへ ∠ヱ ⊥る⇒ｚΒ⌒ヤ⇒∠ら⇒∠ボ∇ャや ⊥るｚΒ⌒ら ∠ダ⇒∠バ∇ャや 
 

 : ゑΒェ リョ ゲダバャや やグワ ヶプ るΒよゲバャや るゃΒらャやヱ るΒヤワゅイャや るゃΒらャや リΒよ ラコやヱ 
 
 . ヴャヱΕや ゅヰゎゲシほよ りぺゲヨャや るホΚハ 

 
 ヶプ. ロケヲトゎヱ ノヨわイヨャや りゲΒジョ ヶプ ユΒヌハ ケヱキ りぺゲヨヤヤプ るΒよゲバャや るゃΒらャや ゅョぺ ∩  ンゲわゼΑヱ ネゅらΑ ネゅわョ キゲイョ りぺゲヨャや るΒヤワゅイャや 

 
 . ゅヰィやヱコ ギバよ るΒルゅんャや ゅヰゎゲシほよ りぺゲヨャや るホΚハ 

. ヮボェ ゅヨヰレョ モムヤプ るΒよゲバャや るゃΒらャ ゅョぺ ∩ ゅヰィヱコ ノョ ギィヲゎヱ ゅヰΒよぺ りゲシぺ リハ モダヘレゎ ろルゅミ るΒヤワゅイャや ヶプ 
 

 リエョ ヶプ りぺゲヨャや るミケゅゼョ . ゅヰバヨわイョ 
. コケゅよ ケヱキヱ るヨΒヌハ るャゴレョ ゅヰヤプ るΒよゲバャや るゃΒらャや ヶプ ゅョぺ ∩ ゅヰャ るヨΒホ Ι るヤヨヰョ りぺゲヨャや ろルゅミ るΒヤワゅイャや ヶプ 

 
 . ケほんャや りキゅハ 

るッヲプゲョヱ りクヲらレョ りキゅハ ヶヰプ るΒよゲバャや るゃΒらャや ヶプ ゅョぺ ∩ るΒヤワゅイャや れゅヨシ リョ りコケゅよ るヨシ 
 

 れコゲよぺ  れゅΒよΕや : 
-  るΒヤワゅイャや れやキゅバャや リョ  :               ケほんャや -  . ケゅイャや るΑゅヨェ 

 
-  るΒハゅヨわィΙや るゃΒらャや れゅΒミヲヤシ リョヱ  :    
-   ズΒトャやヱ ケヲヰわャや-  . るΒヤワゅイャや るΒらダバャや 
-    りぺゲヨャや   るルゅムョ るΒヤワゅイャや るゃΒらャや ヶプ るΒハゅヨわィΙや りゅΒエャや ヶプ ゅワケヱキヱ 

 
   ゅョ∨ やクゅヨャヱ ∨ れゅΒよΕや ログワ ヶプ ヮツプゲゎ ヵグャや ポヲヤジャや 

   ズΒトャやヱ ケヲヰわャやّ ノヨわイヨャやヱ キゲヘャや ヴヤハ るΒらヤシ ケゅをへ リョ ゅヨヰャ ゅヨャ ∧  るΒヤワゅイャや るΒらダバャや 
 

 ∨ やクゅヨャヱ ∨ れゅΒよΕや るΑやギよ ヶプ りゲハゅゼャや ょヅゅガゎ リョ 
 

ゲョΕや リョ ギミほわゎヱ メほジゎ ヴわェ ゅヰヨムェ ヶプ ネゲジわャや ュギハヱ ヶルほわャや ゅヰレョ ょヤトゎ ヴわェ ゅヰィヱコ ろカぺ ょヅゅガゎ 
 

  マΑぺケ ゅヨプ りゲハゅゼャや りゅΒェ ヴヤハ サゅジィ モバプ ゲをぺ ギボャ∨ ヮレョ ュΚシΗや ブホヲョ ゅョヱ ∨ サゅジィ モバプ ゅヨΒプ 
 

 るΒらダバャや ュΚシΗや ヂプケ ギボャ マャグャヱ ∩ リΑゲカΓや りゅΒェ ゲΒョギゎ ヴャま ンキぺ ゅヨョ ヮΒヤハ やゲトΒジョ ヮヤバィヱ ギΑギゼャや ヮらツピよ ほトカぺ ギボャ
. ょツピャや ユヌミ ヴヤハ ゅレんェヱ ょツピャや りギセヱ 

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫≒ 

 
   ∨ ゅヰヤらボわジョヱ ゅヰΒッゅョ ヴヤハ ゅヨワゲをぺ ゅョヱ ∨ ゅヨワ ゅヨプ ヴェゲャや ヶボセ リΒよ るヤΒヤィ ろバホヱ 

 
 モわホゅヰヤらボわジョ ユトェ ゅヨョ ゅヰィヱコ モワぺ リョ りキヱゲトョ ゅヰヤバィヱ るΒィヱゴャやヱ モワΕや ヶわΒよ ュギワ ヴャま ンキぺ ゅヨョ ゅヰィヱゴャ ゅヰΒカぺ. 

 
 ∨ ヲワ ゅヨプ . ゅヰゎゅシほョ リョ ゅワグボレΑ Κェ るヤΒヤィ ろッゲわプや 

 
. モらジャや モムよ ゅワゅよゲホ ヵヱクヱ ゅヰィヱコ るヤΒらホヱ ゅヰわヤΒらボャ ¬やギプ ラヲムわャ ゅヰレョ ケほんャや やヱグカほΑ ラぺ 

 
  メヱΕや ろΒらャゅよ ヶルゅんャや ろΒらャや るホΚハ ゅョ∨   

≒ヶ⇒ャ∠ ほ ∇ジ∠ゎ ヴ∂わ ∠ェ ⌒ュヲ⇒ｚヤャゅ⌒よ  ヶヤ⇒ ∠イ∇バ∠ゎ        Κ⇒⇒∠プ ⌒ろ⇒ ∇ヨ⊥ャ ∇ラ⌒ま ⌒ュやヲ⇒⇒∇ホ∠Εや ∠る⇒⇒∠レ∇よ ゅΑ ⇒⇒ 
≪ヶャ⊥グ⇒ ∇ハや ∠ヱ ヶョヲヤ∠プ ∠ュ ∇ヲｚヤャや ⊥ょ ⌒ィヲΑ        ヵグ⇒⇒⇒⇒ｚャや ⌒ろ⇒⇒∇レ⇒ｚΒ⇒∠ら⇒∠ゎ ⌒ろ⇒⇒∇ル∠ぺ やク⌒み⇒⇒⇒⇒⇒∠プ ⇒⇒⇒ 

                                                          . ヮヤらホ ゅヨャ モΒヤバゎ 
 

 . リョゅんャや ろΒらャゅよ ノシゅわャや ろΒらャや るホΚハ 
∫   ⌒モ⇒∠ハ ∇リ⇒ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒バ⇒Βヨ ∠ィ ｚヶ∠わ∇Β∠よ ∠ブ⇒∇ボ⇒∠シ       ⊥ヮ⇒⊥わ⇒∠ハ ∇ゲ ∠タ ∇ろ⇒ ∠ッ ｚヲ⇒⇒∠ホ ⇔Κ⇒Β⇒⌒わ⇒∠ホ ゅ⇒∠Α ⇒ 
∬   ⌒メ ｚヱ∠Εや ヶ⌒わ⇒∇Β∠よ ⌒ュ ∇ギ⇒⇒∠ワ ヶプ ∇ろ⇒∠レ⇒∠ん ∇ルや ∠ヱ       ⊥ヮ⊥わ∇をギ ∇エ∠わ ∇シや ヵグｚャや ヶ⌒わ∇Β∠よ ∇ろ ∠ッ ｚヲ⇒∠ホ ⇒ 

                                                 . メゅヨィま ギバよ モΒダヘゎ 
 
       : れゅハヲッヲヨャや るビΚよ   ) るヤΒヤィ( : ネヲッヲョ      : ∇ハや ∠わ ∠ヨ ∠ギ ⌒れ  ∂ゼャや ⌒ハゅ ∠ゲ ⊥り  るΒルゅΒらャや ケヲダャや ヴヤハ ∩:モんョ 
 

   ∇ボ∠シ ⊥ヮ⊥わ∠ハ ∇ゲ ∠タ ∇ろ∠ッ ｚヲ∠ホ⇒: ｚヶ∠わ∇Β∠よ ∠ブ     ⌒ミ⇒ ∠Αゅレ⇒ ∀る  ∠ハ⇒ ∇リ  ⌒ょ⇒ ∇ト⇒ ∠ガ∇ャや ⌒りｚギ⇒⇒⇒ ⌒セ. 
  ヶわ∇Β∠よ: ⊥ヮ⊥わ∇を ∠ギ ∇エ∠わ ∇シや ヵグｚャや     ⌒ミ⇒ ∠Αゅレ⇒ ∀る  ∠ハ⇒ ∇リ  ∠よ ∇Β⇒ ⌒ろ  ｚゴャや ∇ヱ ⌒ィ ｚΒ⇒⇒ ⌒る. 
 : ⌒メ ｚヱ∠ ∇Εや ヶわ∇Β∠よ    ⌒ミ⇒ ∠Αゅレ⇒⇒ ∀る  ∠ハ⇒ ∇リ  ∠よ ∇Β⇒ ⌒ろ  ∠ ∇Εや ∇ワ⇒⇒ ⌒モ. 
  : ⌒ゲ ⌒セゅ⇒バ∇ャや ⊥ろ∇Β∠ら∇ャや   ⌒モ⇒ ∠タ∇ほ∠わ ∇ジ ⊥ヨャや ⌒ヮ⌒よ ヴ ∠ヨ ∇ダ⊥ヨャや ∠る⇒∠Β ∇ョ ∠ケ    ∃ょ⇒∠ん⇒∠ミ ∇リ⇒⇒ ⌒ョ ⊥ヮ⇒⊥ヤ∇わ∠ホ ヶルゅ⇒ョ ∠ケ ∠ヱ 

 
 ∠ゎ⇒ ∇ゼ ∀ヮΒら  ∠よΒヤ⇒⇒ ∀ヒ Α⇒ ⌒よ ヶェヲ⇒ ∇シゅ⇒ ⌒わ ∠ャゅエ⇒ ⌒る  ｚレャやイ⇒⇒ ⌒りゅ. 

 
  : モ ⌒ツ⇒∇バ ⊥ョ ∃¬ ∇コ ⊥ケ 

  ∠ク ヶ⇒プ ∠ヱ ∩⊥ヮ⇒⇒∠ャ ∠ァΚ⇒ ⌒ハ Ι  ヵク⇒ｚャや ⌒メ⇒ ⌒ッ⇒∇バ ⊥ョ∇ャや ⌒¬や∂キ⇒⇒⇒ャゅ⇒⌒よ ∠る∠よ⇒Αタ⊥ョ∇ャや ⌒れ⇒ ∠ヰｚよ⇒∠セ ⊥ゐ⇒∇Α ∠ェ ∩∀る⇒ｚΑ⇒⌒ル ∇ミ ∠ョ ∀り ∠ケゅバ⌒ゎ⇒ ∇シや ⌒ュ⇒⇒∠ド⇒ ⌒バ⇒⌒ャ ∀キ⇒⇒Α⇒シ⇒ ∇ィ∠ゎ ∠ポ⌒ャ
. ⌒る⇒⇒∠よΑタ⊥ョ∇ャや 

  
 ヶョキ やヱよヤゎェゅプ ヶョキ ラゅミ ヮゎΑャ .ヶヤェミぺ ラョ 

 メゅゎゎホΙや ケセ ラョ ソΚカャや ペΑボェゎ ヶプ りケハゅセャや るよビケ りキセ ラΑよゎヱ ゆヤゎェΑ ヵクャや ラよヤャゅよ ュキャや ヮよセ ゐΑェ るΑルミョ りケゅバゎシや
メΑよシ メミよ ゅヰヤワぺ ラハ ケセャや ¬ケキヱ 

 
 . ヴドヤよ ゆΑヤミ メゎホ ヶルタカ 

ャゅよ ゆΑヤミ メゎホ ヴヤハ るよゎケゎョャや ケゅをΓや ヮよセ るΑェΑケタゎ りケゅバゎシや るよΑタョャや メヱワヱ るョドハ ラΑよゎ ゅョョ ケゅル 

  ヶヤゎヘゎ ゅョ ンクぺ ュΕや メョェゎ                                ゅョミ ラΑバャや ンクホ ラΑバャや メョェゎ 
 ゅワキΑャヱ ラョ ンクΕや メョェゎゎ ヶゎャや ュΕや りケヱタよ ンケカΕや ラΑバャや ゅヰゎカぺ ラョ ンクΖャ ゅヰヤョェゎ ヶプ ラΑバャや りケヱタ ヮよセ ヶヤΑをョゎ ヮΑよセゎ

 りクヤプ ヱワヱ ゅヰョΑヅプヱゅワキよミ Εや ラΑよ ゅヰホコョゎヱ りケハゅセャや ンキャ りゅルゅバョャや りキセ ラΑよΑ ゅョョァヱコャやヱ ォ 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫≪ 

 
 ぁヶレヨツャや ⊥ヮΒら ∇ゼｚわャや : 

 
 ヲワ ゅヨルまヱ  ょΒミゲわャや ヶプ ラゅエヨヤΑ Ι ヮよ ヮらゼヨャやヱ ヮらゼヨャや . ⌒ロ ⌒ゲワゅド ∇リ ⌒ョ Ι ⌒ュΚムャや ⌒ラヲヨツ∠ョ リ ⌒ョ ⊥ユ ∠ヰ∇ヘ⊥Α ∃ゲセゅらョ ⊥ゲΒビ ∀ヮΒらゼゎ 

 
ビΚよ⇒わ⇒ヮ    : .ヮ⊥ハヲホヱ ⊥ゲ⊥んムΑ ゅ ∂ヨョ ヮよ ∠ヮｚら∠ゼ ⊥ヨャや ｚラΕ ヮｚら∠ゼ ⊥ヨャや ⌒ネヲホ ⊥ヱ ∠るΒルゅムョま ⊥ろ⌒ら∇ん⊥Α 

 
    メゅホ ヲよ∠ぺ  ⌒ょΒトャや  :           ∇リ ∠ョ  ∇リ⊥ヰ∠Α  ⌒モ⊥ヰジ∠Α  ⊥ラやヲ∠ヰャや  ⌒ヮΒヤハ ..   .ゅョ  ∃ゥ ∇ゲイャ  ∃ろΒヨよ  ⊥ュΚΑま 

 ⊥ヮ⇒⇒ｚら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャや    : ⊥メゅ⇒⇒⇒⇒ェ ヵグャや  ∠キゅわハや  ∠ラやヲヰャや  ⊥モヰジΑ ヮΒヤハ  ⊥ヮヤ ぁヨエゎ Ιヱ ユャ∠ ほわΑ  ヮャ  
 ⊥ヮｚら∠ゼ ⊥ヨ∇ャや  ⌒ヮ⌒よ   :  ∠ろΒヨャや やクま  ∠ゥゲ ⊥ィ Ι  ⊥ユャ∠ ほわΑ     ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ ∩  ⌒ヮ∠らｚゼャや     :モヨエゎ ⊥メゅ⇒⇒⇒⇒ェ  ⌒¬ ∇ヶ⇒ｚゼ⇒ャや チやゲわハや ラヱキ 

 
: るΒゎΓや りゲボヘャや リョ ヶレヨツャや ヮΒらゼわャや ァゲガわシや 

  ｚサほわΒヤプ ゅ⇔Βシほわョ ユムレョ ラゅミ リョ (  ゅ⇔ヘヤムゎ ゅヰｚヤホぺヱ ∩ ゅ ⇔ヨヤハ ゅヰボヨハぺ ヱ ∩ ⇔ ゅよヲヤホ るョΕや ⌒ログワ ｚゲよぺ やヲルゅミ ユヰルみプ 民 聴 メヲシケ ⌒ゆゅエタほよ
 ヶプ ユワヲバらゎやヱ ユヰヤツプ ユヰャ やヲプゲハゅプ ヮレΑキ るョゅホまヱ ∩ 民 ヮΒらル るらエダャ 聴 ユワケゅわカや ∩ ⇔Ιゅェ ゅヰレジェぺヱ ∩ ゅ⇔Αギワ ゅヰョヲホぺ ヱ ∩

ワや ユわΑギわホや ユヰΑほらプ  ユワケゅをへ  るヨΒヌハ ギもやヲプヱ るェやケ  ユワゲΒジャ  りゅΒエャ ゅレシケやギゎ ヶプ ラまヱ ∩  ゅヰよ ンギわヰΑ ゅヰヤミ ュヲイレャゅプ ユわΑギわ
 ラゅミ ヱ ∩  ギΒヘΑ Ιゅョ り¬やゲホ リハ ンヲヤシ ヱ ∀ザル⊥ぺ ユワケゅらカぺ ヱ ユワゲΒシ り¬やゲホ ヶプ ヱ  りキゅバジャやヱ  るΑやギヰャや ラゅジルΗや ウレヨΑ ケヲレャゅプ

 ポケゅらヨャや リよ 聴ギらハ-  ヴャゅバゎ 聴 ヮヨェケ- ヮャ モΒボプ ∩ ヮわΒよ ヶプ サヲヤイャや ゲんムΑ  ゅルぺヱ ズェヲわシぺ ∠ブΒミ : メゅボプ !∨ ズェヲわジゎ Ιぺ :
 ) ! ヮよゅエタぺ ヱ 民 ヶらレャや ノョ 

 
≒. .  ゅヰよ ンギわヰΑ ゅヰヤミ ュヲイレャゅプ  ユΒボわジヨャや ンギヰャや ヴヤハ やヲルゅミ ユヰルみプ ユワケゅをへ ヶプ ユワヲバらゎやヱ 

   ュヲイレャゅよ ¬やギわワΙや メゅェ    : ⌒ヮ⌒よ ⊥ヮｚら∠ゼ ⊥ヨ∇ャや     るよゅエダヤャ ユヰハゅらゎや  ⊥メゅ⇒⇒⇒⇒ェ   : ⊥ヮ⇒⇒ｚら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャや 
 ゅヨヰレョ モミ るルゅムョ ヲヤハヱ  ¬やギわワΙや  ⊥メゅ⇒⇒⇒⇒ェ   :  ⌒ヮ∠らｚゼャや ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ 

≪. . りキゅバジャやヱ るΑやギヰャや ラゅジルΗや ウレヨΑ ケヲレャゅプ  るヨΒヌハ ギもやヲプヱ るェやケ ユワゲΒジャ  りゅΒエャ ゅレシケやギゎ ヶプ ラまヱ 
 ∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャや   るよゅエダャや りゲΒシ るシやケギよ キヲバゎ ヶわャや るヨΒヌバャや ギもやヲヘャやヱ るェやゲャや   ⊥メゅ⇒⇒⇒⇒ェ   : ⊥ヮ⇒⇒ｚら⇒ 

 ラゅジルΘャ ケヲレャや  ゅヰエレヨΑ ヶわャや  りキゅバジャやヱ  るΑやギヰャや  メゅェ    : ⌒ヮ⌒よ ⊥ヮｚら∠ゼ ⊥ヨ∇ャや 
ケヲレャやヱ るよゅエダャや りゲΒシ リョ  モミ ヶプ るヨΒヌバャや ギもやヲヘャや   :  ⌒ヮ∠らｚゼャや ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ 

 
≪ ⇒⇒ヮΒらゼゎ モミ ゥゲセや  ヶレヨッ   ヶゎほΑ ゅヨΒプ  ⇔ ゅエッヲョ ヮルゅミケぺ . 
             ザらΒャや ヴヤハ ヵゲイゎ Ι るレΒヘジャや ラま                ゅヰムャゅジョ マヤジゎ ユャヱ りゅイレャや ヲィゲゎ 

  ゅヨワΚミヱ  ザらΒャや ヴヤハ ヵゲイゎ フヲシ るレΒヘジャや ラぺ リヌΑ リョ るャゅエよ りゅイレャや ゆゅらシほよ グカほΑ ユャヱ ヲイレΒシ ヮルぺ リヌΑ リョ るャゅェ ヮらセ
. モΒエわジョ ゲョぺ 

 
           モらイャや ⊥るレ⊥ホ ⇔¬ゅョ マジヨゎ ブΒミヱ                                  ロギΑ ヶプ メゅヨャや ゲボわジΑ ゅヨプ Κハ 

 ラゅΑキヲャやヱ ゥヲヘジャや ヴヤハ ¬ゅヨャや ネコヲゎ ヶわャや モらイャや るヨホ るャゅエよ ヮボヤカ ヲヨシヱ ヮョゲムャ ロギΑ ヶプ ゲボわジΑ Ι メゅヨャゅプ ユΑゲムャや るャゅェ ヮらセ
. ¬ゅヨャゅよ  ナヘわエゎ Ιヱ 

 ゥゲセや  ャやヶプ ヶレヨツャや  ヮΒらゼわ ゾル モミ  ヶヤΑ ゅヨョ  . 
        ∠メゅホ ヲ⇒よ∠ぺ  ∃ュゅ⇒ ∂ヨ⇒∠ゎ :              ∇ゲ⇒⇒⌒ら⇒ ∇タや ヴヤ⇒∠ハ  ⌒ヂ⇒∠ツ⇒ ∠ョ ヲ⇒⇒ジ⇒ ∠エ⇒∇ャや            ∧ ⌒キ    ｚラ⌒み⇒⇒⇒⇒∠プ  ∠ポ ∠ゲ⇒⇒⇒⇒∇ら⇒⇒ ∠タ  ∇ヮ⇒⇒⇒⇒⊥ヤ⇒⇒⇒⌒ゎゅ⇒⇒⇒ホ 

                                         ⊥ケゅ⇒⇒⇒⇒ｚレ⇒⇒ャゅ⇒∠プ  ⊥モ⇒⇒⇒⇒⇒⊥ミ∇ほ⇒⇒⇒∠ゎ ゅ⇒⇒⇒⇒⇒ヰ⇒⇒⇒⇒ ∠ツ⇒⇒⇒∇バ⇒∠よ                ∇ラま  ∇ユ⇒⇒⇒∠ャ  ∇ギ⇒⇒⇒⇒ ⌒イ∠ゎ ゅ⇒⇒⇒⇒ョ  ∇ヮ⇒⇒⇒⇒⊥ヤ⇒⇒⊥ミ∇ほ⇒⇒⇒∠ゎ 
 ∠ヮｚら⇒⇒∠セ  ∠メゅェ  ⌒キヲ⇒ジ ∠エ∇ャや ヶプ  ⌒ヮ⇒⇒⌒ゎ ∇ヲ⇒ ∠ョ  ⇔やギ⇒⇒ ∠ヨ⇒⇒∠ミ  ⌒ょ⇒∠ら⇒∠ジ⇒⌒よ  ∠ポ ⌒ゲ⇒⇒∇ら ∠タ  ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ  ⌒メゅ⇒⇒エ⌒よ  ⌒ケゅ⇒⇒∂レャや ヶわｚャや  ⊥モ⇒⊥ミ∇ほ⇒⇒∠Α ゅヰ ∠ツ⇒∇バ∠よ  ⇔ ゅツ⇒∇バ∠よ やク⌒ま  ∇ユ⇒⇒⇒∠ャ 
 ∇ギ⇒⇒⇒ ⌒イ⇒∠ゎ  ⇔やキヲ⇒⇒⇒ホ ∠ヱ ゅ⇒ヰΒ⇒⌒Β⇒ ∇エ⊥Α.    ⊥ヮ⇒ ∇ィ ∠ヱ ∠ヱ  ∩  ⌒ヮ⇒∠ら⇒ｚゼ⇒ャや  ∀¬ ∇ヶ⇒∠セ ヶレ⇒∇ヘ⊥Α ∩⊥ヮ⇒∠ジ∇ヘ⇒∠ル  ⊥ヮ⇒⇒ｚル∠ ⌒Ε Ι  ⊥ギ⇒⇒⇒⇒ ⌒イ∠Α ゅ⇒⇒ョ  ⌒ヮ⇒⇒Α∂グ⇒⇒∠ピ⇒⊥Α.  
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≫≫ 

  
               ユェキゴゎ キゅダボャや ヴヤハ ゆゅよ         ユΑゲムャや モヰレヨャゅプ ゆグバャや ゲΒんミ ュゅェゴャや . 

                                                 ヴレバヨャや ヶプ ロゲをぺ ウッヱ ヶレヨツャや ヮΒらゼゎ ペよゅジャや ろΒらャや 
    ュゅェゴャや りゲんミ ヲワヱ ノホやヲャや ヶプ るシヲジエョ りケヲタ ヶプ ヮハヲホヱ ゲんムΑ ゅヨよ ユΑゲムャや ゆゅよ ヴヤハ サゅレャや ュゅェキコや りゲんミ ヴヤハ モャギΑ

. ゥヱギヨヨャや ュゲミ ヴヤハ マャグよ ギミぽΒャ   ゆグバャや ¬ゅヨャや ヴヤハ 
 

メゅホ ヲよぺ サやゲプ : ⊥ラヲヰゎ ゅレΒヤハ ヶプ ヶャゅバ ∠ヨャや ゅレ⊥シヲヘル       ∇リ ∠ョ ∠ヱ  ⌒ょ⊥ト ∇ガ∠Α  ∠¬ゅレ ∇ジ ∠エャや  ∇ユ∠ャ ゅヰ⌒ヤ∇ピ⊥Α  ⊥ゲ⇒ ∇ヰ ∠ヨャや 
ヮらセ ラゅジルΗや ヵグャや  ⊥ラヲヰゎ ヮΒヤハ ヮ⊥ジヘル リョ  ⌒モィぺ ヶャゅバヨャや   ∇リ ∠ヨよ  ⊥ラヲヰΑ ヮΒヤハ  ⊥ゲ ∇ヰ ∠ヨャや ヶャゅピャや リョ  ⌒モ ∇ィ∠ぺ  ⌒るらト ⌒カ  ⌒¬ゅレ ∇ジ ∠エャや. 

 
やクまヱ   : ゲハゅゼャや メゅホ   ∠キやケぺ   ⊥聴  ∠ゲ⇒⇒ ∇ゼ⇒∠ル  ∃るヤ⇒⇒Βツ⇒∠プ             ∇ろΑヲ⇒⊥ヅ  ∠ゥゅ⇒ゎ∠ぺ ゅヰ⇒ャ  ∠ラゅ⇒ジ⌒ャ  ⌒キヲ⇒ジ ∠ェ 

                                 Ιヲャ  ⊥メゅバわセや  ⌒ケゅｚレャや ゅヨΒプ  ∇れ ∠ケヱゅィ               ゅョ  ∠ラゅミ  ⊥フ ∠ゲバ⊥Α  ⊥ょΒ ⌒ヅ  ⌒フ ∇ゲ∠ハ  ⌒キヲバャや  
ヮらセ  ∠るヤΒツヘャや ヶわャや  ⊥ゲ ⌒ゼ⇒∠わ∇レ∠ゎ  ⌒ょ∠ら⇒∠ジ⌒よ キヲ⇒ジエャや る⇒エもやゲよ  ⌒キヲ⇒⇒バャや ヶわャや  ⊥ゲ ⌒ゼ⇒∠わ∇レ∠ゎ  ⌒ょ∠ら⇒∠ジ⌒よ ケゅ⇒ｚレャや . 

 
           リ⇒ ⌒ョヱ  ⌒ゲ⇒Βガャや  ⊥¬ ∇テ⇒⊥よ  ∠マ⌒ら∇Β⇒∠シ ヶ⌒∂レ⇒∠ハ        ⊥ネ ∠ゲ ∇シ∠ぺ  ⌒ょ ∇エぁジャや ヶプ  ⌒ゲΒジ ∠ヨャや  ⊥ュゅヰ ∠イャや  

ヮらセ メゅェ  ゲ⇒ ぁカほゎ  ⌒メヲ⇒タ ⊥ヱ ¬ゅ⇒トバャや ヲヰプ  ∀モ⇒⇒Βャキ ヴヤハ  ⌒ヮ⌒ゎゲ⇒ん⇒ミ ∧ メゅエよ  ⌒ょ⇒エジャや  ⌒る⇒ゃΒトらャや ヶプ ゅワ ⌒ゲ∇Β⇒∠シ  ⊥ラヲ⇒ムΒプ マ⇒ャク  ⇔Κ⇒⇒Βャキ ヴヤハ 
 ⌒りケやゴ∠ビ ゅヰ⌒もゅョ  . 

 
√ ⇒⇒  ∠メゅホ  ⊥リ⇒∇よや  ⌒ ∂ヶ ⌒ョヱ ぁゲャや: やク⌒ま ∠ヱ  ∀ぼ ⊥ゲ⇒⇒ ∇ョや  ∠ゥ∠ギ⇒⇒ ∠ョ  ⇔ぺ ∠ゲ⇒⇒⇒ ∇ョや  ⌒ヮ⌒ャやヲ⇒∠レ⌒ャ          ∠メゅヅ∠ぺ ∠ヱ  ⌒ヮ⇒⇒Βプ  ∇ギ⇒∠ボ⇒∠プ  ∠キやケ∠ぺ  ⊥ロ ∠¬ゅ⇒イ⌒ワ 

                        ∇ヲ∠ャ  ∇ユ∠ャ  ∇ケ ⌒∂ギ∠ボ⊥Α  ⌒ヮΒプ  ∠ギ⇒∇バ⊥よ ヴボ∠わ ∇ジ ⊥ヨ∇ャや             ∠ギ∇レ ⌒ハ  ⌒キヱケ ⊥ヲ∇ャや ゅヨ∠ャ  ∠メゅヅ∠ぺ  ⊥ロ ∠¬ゅセ ⌒ケ 
 ⌒ヮ⇒⇒⇒⌒ャやヲ∠ル : ⌒ヮ⇒⇒⌒もゅ⇒ト⇒⇒∠ハ  ∩ ヴボ∠わ ∇ジ ⊥ヨ∇ャや :¬ゅ⇒ヨ∇ャや   ⌒キヱケ ⊥ヲ⇒⇒∇ャや∩ : ⊥メやゴ⇒⇒∇ル⌒ま  ⌒ヲ⇒∇ャ ｚギ⇒ャや ヶプ  ⌒ゲ⇒⇒∇ゃ⌒ら ∇ャや  ⌒ょ⇒∇ヤ⇒⇒ ∠イ⇒⌒ャ  ⌒¬ゅ⇒ヨ∇ャや  ∩  ⊥ロ ∠¬ゅ⇒セ ⌒ケ : ⊥ヮ⇒∠ヤ⇒∇ら⇒ ∠ェ   

 ⊥ヮ⇒⇒ｚら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャや   : ⊥メゅ⇒⇒ェ  ⌒る⇒⇒∠ャゅヅ⌒ま  ⌒ゥ ∇ギ⇒⇒ ∠ヨ⇒∇ャや  ∇リ⇒⇒ ⌒ョ  ⌒モ⇒⇒⇒⇒⇒ ∇ィ∠ぺ  ⌒メやヲ⇒⇒⇒⇒⇒ｚレ⇒ャや    ⊥ヮｚら∠ゼ ⊥ヨ∇ャや  ⌒ヮ⌒よ   : ⊥メゅ⇒⇒ェ  ⌒る⇒⇒∠ャゅヅ⌒ま  モらエャや ギバらャ ヴボジわジヨャや    
 ⊥ヮ ∇ィ ∠ヱ  ⌒ヮ∠らｚゼャや     : ⊥メゅ⇒⇒⇒⇒ェ  ⌒¬ ∇ヶ⇒ｚゼ⇒ャや ゅ⇒⇒⇒ヨ⇒ｚヤ⇒⊥ミ  ∠メゅ⇒ヅ  ｚメキ ヴヤハ  ∃るダΒボ∠ル 

 
 

  ∃れゅヰΒらゼゎ ヴャま ∠るΒゎΓや ∠るΒレヨツャや ⌒れゅヰΒらゼわャや ⌒メ ∂ヲェ  るΒヤΒんヨゎ: 
 

≒.  ∇ギ⇒∠ボ∠ャ  ∠ゲ⇒ ∠ヰ∠ド  ぁペ⇒ ∠エ∇ャや  ∠ギ⇒⇒∇バ∠よ ∩ ⌒ヮ⌒もゅヘ ∠カ Ι ∠ヱ  ∠ょ⇒ ∠イ∠ハ  ⊥ザ ∇ヨｚゼャゅ∠プ ゅヰ⊥ら ⊥イ ∇エ∠Α  ⊥ュゅ⇒⇒ヨ⇒∠ピ∇ャや  ⇔ ゅ⇒レ⇒Β⇒ェ  ｚユ⇒⇒⇒⊥を  ⊥コ ⊥ゲ⇒⇒∇ら⇒∠ゎ  ∇リ ⌒ョ  ⌒¬やケ ∠ヱ  ⌒ょ⇒ ⊥エぁジャや. 
 

 ∩ ⌒ヮ⌒もゅヘ ∠カ ∠ギ⇒⇒∇バ∠よ ぁペ⇒ ∠エ∇ャや ∠ゲ⇒ ∠ヰ∠ド ∇ギ⇒∠ボ∠ャ  モんョ.⌒ょ⇒ ⊥エぁジャや ⌒¬やケ ∠ヱ ∇リ ⌒ョ ⊥コ ⊥ゲ⇒⇒∇ら⇒∠ゎ ｚユ⇒⇒⇒⊥を ⇔ ゅ⇒レ⇒Β⇒ェ ⊥ュゅ⇒⇒ヨ⇒∠ピ∇ャや ゅヰ⊥ら ⊥イ ∇エ∠Α ザ ∇ヨｚゼャや 
 

≪.  ⌒ろ⇒ ∠ィ ∠ゲ⇒⇒カ ∠ケ ⊥ケｚグ⇒⇒⇒∠バ⇒∠わ⇒∠Β⇒∠プ ⌒ヮ⇒⇒ ⌒シ ∇ヲ⇒∠ホ ∇リ ⌒ョ ⊥ァ ⊥ゲ⇒ ∇ガ∠Α ⊥ユ⇒⇒ ∇ヰ⇒ｚジャゅ∠プ ∩ゅワｚキ ∠ケ ∇ノ ⌒ト⇒∠わ⇒ ∇ジ⇒∠Α ∇ユ⇒⇒∠ヤ⇒∠プ ⌒ヮ⇒⇒Β⇒プ ∇リ⇒⇒ ⌒ョ ⊥る⇒⇒ ∠ヨ⌒ヤ∠ム∇ャや.⊥ロぁキ 
 

 ∩ゅワｚキ ∠ケ ∇ノ ⌒ト⇒∠わ⇒ ∇ジ⇒∠Α ∇ユ⇒⇒∠ヤ⇒∠プ ⌒ヮ⇒⇒Β⇒プ ∇リ⇒⇒ ⌒ョ ⊥る⇒⇒ ∠ヨ⌒ヤ∠ム∇ャや ⌒ろ⇒ ∠ィ ∠ゲ⇒⇒カ モんョ⇒∠Β⇒∠プ ⌒ヮ⇒⇒ ⌒シ ∇ヲ⇒∠ホ ∇リ ⌒ョ ⊥ァ ⊥ゲ⇒ ∇ガ∠Α ユ⇒⇒ ∇ヰ⇒ｚジャや ⊥ロぁキ ∠ケ ⊥ケｚグ⇒⇒⇒∠バ⇒∠わ. 
 
 

 リヨツわゎ りケゅらハ パヲダΑ  ⇔ ゅヰΒら⇒ ∇ゼ⇒∠ゎ  ⇔ ゅ∂Β⇒⌒レ ∇ヨ ⌒ッ  ∇リ ⌒ョ  ⌒∂モ⇒⊥ミ  ⌒リ⇒∇Β∠プ ∠ゲ⇒∠ヅ ゅ⇒ヨΒ⇒プ ヶヤ⇒∠Α:  
 

 ⊥ょもゅダヨャや  ⇒⇒  ⊥ゲヰヌ⊥ゎ  ∠モツプ  ⌒ユΑゲムャや  ⊥ケゅレャやヱ  ⊥ギΑゴゎ  ∠ょワグャや  ⇔¬ゅボル 
    ⊥ょもゅダヨャや  ⊥ゲヰヌ⊥ゎ  ∠モツプ  ⌒ユΑゲムャや ∩ Ι ∠ヱ  ⊥ケゅレャゅプ  ∠ょ⇒ ∠イ∠ハ  ⊥ギΑゴゎ  ∠ょワグャや  ⇔¬ゅボル 

 
 ⇒⇒ ⊥ギハヱ  ⌒ユΑゲムャや  ｚユを  ⊥ベゲらャやヱ ロ ⊥ぼゅトハ  ⊥ヮら⊥ボ∇バΑ  ⊥ゲトヨャや. 

 ⊥ギハヱ  ⌒ユΑゲムャや  ｚユを ロ ⊥ぼゅトハ  ⊥ベゲらャゅプ ょイハ Ιヱ  ⊥ヮら⊥ボ∇バΑ  ⊥ゲトヨャや. 
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≫√ 

 
 ⌒ネヱゲ⇒ぁゼャ∠や ∠ヱ ⌒¬ゅ⇒ィ ｚゲャ∠や ∠ヱ ⌒る⇒∠よ ∠ケゅボ ⊥ヨ∇ャ∠や ⊥メゅ⇒⇒バ∇プ∠ぺ 

: ヴャゅバゎ 聴 ¬ゅセ ラま  る⇒∠よ ∠ケゅボ ⊥ヨ∇ャ∠や メゅ⇒⇒バ∇プ∠ぺ  [   ゥゲセ ヴャま  ベゲトわレシ  ネヲッヲヨャや やグワ ヶプ モムゼよ マャクヱ ∩ ]  ネヱゲ⇒ぁゼャ∠や ∠ヱ ¬ゅ⇒ィ ｚゲャ∠や ∠ヱ
ユミゅルキヲハ ゅヨミ ウッやヱヱ テジらョ 

 
≒. キギエΑ メゅバプぺ)  るよケゅボヨャや ¬ゅィゲャや∩ ネヱゲゼャや∩(  ゅエッヲョ ゅワゅレバョ. 
≪. リΒらΑ ユムェ ラやゲわホや ゲらカ メゅバプぺ)  るよケゅボヨャや ¬ゅィゲャやヱ ネヱゲゼャやヱ(  ラほよ. 

 
:ヶワ るをΚを ネやヲルぺ ヴャま ゅヰャ キゲゎ ヶわャや ゅヰΒルゅバョ ケゅらわハゅよ メゅバプΕや ログワ  ユジボレゎ 

 
    ⌒る⇒∠よ ∠ケゅボ ⊥ヨ∇ャ∠や ⊥メゅ⇒バ∇プ∠ぺ       :) . ⌒ゲ⇒⇒∠ら ∠ガ∇ャ∠や ⌒ネヲ⇒ホ ⊥ヱ ⌒ゆ ∇ゲ⇒⊥ホ ヴヤ⇒∠ハ ぁメ⊥ギ⇒⇒∠ゎ     ( . ∠マ∠セ ∇ヱ∠ぺ ⇒⇒⇒  ゆ ∠ゲ⇒∠ミ ⇒⇒⇒   ∠キゅ⇒ミ 

 
-    ⊥ゲゼわレΑ   ⊥ゲΒガャや キゅミ⇒⇒    . サゅレャや ｚユバΑ  ラぺ ⊥ユΒバレャや マセヱぺヱ⇒⇒⇒⇒       ヮわヨェゲよ   サゅレャや ∠ポケやギわΑ ラぺ ⊥聴 ヴジハヱ 

 
   ⌒¬ゅ⇒ィ ｚゲャ∠や ⊥メゅ⇒バ∇プ∠ぺ  : ∠ペ∠ャ ∇ヲ∠ヤ ∇カ⌒や ⇒⇒⇒  ン ∠ゲ ∠ェ  ⇒⇒⇒  ヴジ∠ハ  .) . ⌒ユ⇒ ∇シ⌒ ⌒Κ⌒ャ ⌒ゲ⇒∠ら ∠ガ∇ャ∠や ⌒ネヲ⇒ホ ⊥ヱ ⌒¬ゅィ ∠ケ ヴヤ∠ハ ぁメ⊥ギ⇒∠ゎ (    

                    
-   .) ゅレ⊥ボ⌒∂プ ∠ヲ⊥Α ( ゅレ∠ボ⌒∂プ ∠ヲ⊥Α ∇ラ∠ぺ ⊥聴 ヴジ∠ハ   .ヴヘ∇ゼ⊥Α ∇ラ∠ぺ ⊥ヂΑゲ ∠ヨ∇ャ∠や ン ∠ゲ ∠ェ   . ∠ゲ ⌒ジ∠ム∇レ∠Α ∇ラ∠ぺ ⊥モ ⌒ヅゅら∇ャ∠や ∠ペ∠ャ ∇ヲ∠ヤ ∇カ⌒や 

 
  ⊥メゅ⇒バ∇プ∠ぺ: ⌒ネヱゲぁゼャ∠や     ∠ュゅ⇒ホ ⇒⇒ ∠ほ ∠ゼ∇ル∠ぺ ⇒⇒⇒ ∠モ⇒∠バ ∠ィ ⇒⇒⇒ ∠ペ⇒⌒ヤ⇒ ∠ハ  ⇒⇒⇒ ∠グ⇒ ∠カ∠ぺ ⇒⇒⇒  ｚょ⇒∠ワ ⇒⇒⇒ ∠ぺ ∠ギ⇒⇒⇒∠よ  ⇒⇒⇒ ∠ペ⌒ヘ∠ヅ ⇒⇒ ネ ∠ゲ∠セ 

                             )   . ⌒ゲ⇒⇒∠ら ∠ガ∇ャ∠や ヶプ ⌒¬ ∇ギ⇒⇒∠ら∇ャ∠や ∠ヱ ⌒ネヱゲぁゼャ∠や ヴヤ∠ハ ぁメ⊥ギ⇒⇒∠ゎ  ( 
         ."るΑゅヰレャや ギバよ ヮャ ⊥ペ∂ヘダΑ ｚょワヱ ∩ヮΒャま ヶピダΑ ⊥ケヲヰヨイャや グカぺヱ ∩ロゲバセ ⊥ギゼレΑ ⊥ゲハゅゼャや ほゼルぺ " 

 
-    .⊥メヱゴ⇒⇒∠Α ぁゲ⇒ ∠エ∇ャ∠や ∠ぺ ∠ギ⇒⇒⇒∠よ  ⇒⇒          ⌒ラゅト∠ゼ∇レ∠Α ⌒ラゅボΑゲ∠ヘ∇ャ∠や ∠ペ⌒ヘ∠ヅ ⇒⇒      .⊥ヮ∠シヱケ⊥キ ⊥ノ⌒よゅわ⊥Α ⊥ょ⌒ャゅ∂トャ∠や ネ ∠ゲ∠セ 

        
-   . ∠ラ ∇ヱ ∠ケゅら∠わ∠Α ⊥ゆ ∂Κぁトャ∠や ｚょ⇒∠ワ          . ⊥ザ⇒ｚヘ∠レ∠わ∠Α ⊥ウ⇒∇ら ぁダャ∠や ∠ペ⇒⌒ヤ⇒ ∠ハ ⇒⇒           . ⊥ゲ⇒ ⌒ヨ ∠ヰ∇レ∠Α ⊥ゲ⇒⇒∠ト ∠ヨ∇ャ∠や ∠グ⇒ ∠カ∠ぺ  ⇒⇒ 

 
-  ∠ラヲツ∠ヰ∇レ∠Α ∠ラヲヨ⌒ヤ ∇ジ ⊥ヨ∇ャ∠や ∠ュゅ⇒ホ  ⇒⇒         . ⊥ポ ｚゲ⇒ ∠エ∠わ∠Α ⊥ょ ⌒ミ ∇ヲ ∠ヨ∇ャ∠や ∠ ほ∠ゼ∇ル∠ぺ  ⇒⇒⇒            . ⊥ゲ⇒⌒ヘ ∇ダ∠ゎ ⊥ウ⇒Α ∂ゲャ∠や ⌒ろ∠ヤ⇒∠バ ∠ィ. 

 
  :  ) ゅヰ⊥ヤ ∠ヨ∠ハ    (   

 
-  モヨバゎ. ゅワゲらカ ヴヨジΑヱ ゲらガャや ょダレゎヱ ゅヰヨシや ヴヨジΑヱ ぺギわらヨャや ノプゲわプ )ラゅミ( モヨハ )ゅヰゎやヲカぺヱ キゅミ( 
-  . ゅヰヨシや ヴャま キヲバΑ ゲΒヨッ ヴャま ギレジョ ネケゅツョ ゅヰヤバプ   るΒヤバプ るヤヨィ Ιま ラヲムΑ Ι キゅミ ゲらカ 
-  . ヮルやゲわホや ノレわヨΑ ゅヰツバよ ヱ るΑケギダヨャや )  ラぺ  ( ⇒⇒よ ラゲわボΑ ゅヰツバよ 

 
 

  :  )  ∇ラ∠ほ⌒よ ゅワ ⌒ゲ⇒∠ら ∠カ ⊥ラやゲ⇒⌒わ∇ホ⌒や   (   
 

- ) ヴジ∠ハ ⇒⇒ ∠マ∠セ ∇ヱ∠ぺ ⇒⇒  ∠ゆ ∠ゲ⇒∠ミ ⇒⇒ ∠キゅ⇒ミ ( ∠ノ⇒⇒ ∠ョ  ∇ラ∠ほ⌒よ ゅヰ⌒ゎやヲ ∠カ∠ぺ ∠ヱ ∠キゅミ ⌒ゲ∠ら ∠カ ⌒ラやゲ⌒わ∇ホ⌒や ⊥コヲ⇒イ⇒∠Α 
-  ∇ラ∠ほ⌒よ ゅヰ⌒ゎやヲ ∠カ∠ぺ ∠ヱ ∠キゅミ ⌒ゲ∠ら ∠カ ⌒ラやゲ⌒わ∇ホ⌒や ょイΑ )  ∠ペ∠ャ ∇ヲ∠ヤ ∇カ⌒や ⇒⇒ ンゲ ∠ェ(  ∠ノ⇒⇒ ∠ョ 
-  ∇ラ∠ほ⌒よ ゅヰ⌒ゎやヲ ∠カ∠ぺ ∠ヱ ∠キゅミ ⌒ゲ∠ら ∠カ ⌒ラやゲ⌒わ∇ホ⌒や ⊥ノ⇒⌒レ⇒∠わ ∇ヨ∠Α  ∠ノ⇒⇒ ∠ョ.⌒ネヱゲ⇒ぁゼャ∠や ⌒メゅ⇒バ∇プ∠ぺ 
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≫∽ 

 
 
 )   フゲダわΑ Ι ゅョヱ メゅバプΕや ログワ リョ フゲダわΑ ゅョ  ( 

 
   . マセヱぺ リョ モハゅヘャや ユシや モヨバΑ ゅヨミ ネケゅツヨャやヱ ヶッゅヨャや ヶプ ラΚヨバわジΑ マセヱぺヱ キゅミ 

 
-   ⊥キヲ⇒バ∠Α ⊥ゲ⇒⌒プゅジ ⊥ヨ∇ャ∠や  ) ⊥キゅ⇒ム∠Α ( ∠キゅ⇒ミ 
- ろムセヱぺ チゅョ   .ゲトヨゎ ラぺ ¬ゅヨジャや    マセヲゎ ネケゅツョ       . ゲトヨゎ ラぺ ¬ゅヨジャや 
-  ¬ゅヨジャやるムセヲョ モハゅプ ユシや                .ゲトヨゎ ラぺ 

 
 ラゅハケゅツョ ゅヨヰヤプ "モバィ"ヱ "ペ⌒ヘヅ" Ιま ∩ヶッゅヨャや ヴヤハ りケヲダボョ ゅヰルΕ りギョゅィ ネヱゲゼャや メゅバプぺ    . 

 
 ベゲヘΑ リΒよ  メゅバプぺ) ∩るよケゅボヨャや ∩¬ゅィゲャや ネヱゲゼャや(  ヶプ ュゅヨわャや ラゅダボレャやヱ 

                                  
  )     ゅヰルゅダボルヱ ゅヰョゅヨゎ  (  

 
 : るダホゅル  ⌒ネヱゲ⇒ぁゼャ∠や ∠ヱ ⌒¬ゅ⇒ィ ｚゲャ∠や ∠ヱ ⌒る⇒∠よ ∠ケゅボ ⊥ヨ∇ャ∠や ⊥メゅ⇒⇒バ∇プ∠ぺ ヶゎほゎ 

 
 )ラゅミ( モヨハ モヨバゎゅヰヨシや ヴヨジΑヱ ぺギわらヨャや ノプゲわプ    るΒヤバプ るヤヨィ Ιま ラヲムΑ Ι キゅミ ゲらカ ヱ  ゅワゲらカ ヴヨジΑヱ ゲらガャや ょダレゎヱ

.ゅヰヨシや ヴャま キヲバΑ ゲΒヨッ ヴャま ギレジョ ネケゅツョ ゅヰヤバプ 
  

  : マャク リョヱ 
 

- や ネ ∠ゲゼプ :⊥ュゅバトャや ｚギ ⌒ハ⊥ぺラヱヲハギヨャ  グカぺヱ ∩ヮわプゲビ ヴャま ラヲヰィヲわΑモミ ヮャ ほΒヰヨャや ラゅムヨャや ヴプ ザヤイΑ ユヰレョ 
-  マセヱぺ ⊥ゲトヨャや  キゅミヱ ∩ノトボレΑ ラぺヲイャや  ∠ゆ ∠ゲ∠ミヱ ∩メギわバΑ  ⊥¬やヲヰャや .ょΒトΑ 
-  ヴジバプ ∩ヮヤワぺ ヴャま ょΑゲピャや ベヲセ キやコ ⊥ュゅΑΕや        .  ユヰレΒよ ∠ゆゲ∠ボ⊥ゎ ラぺ 
-  ンゲェ ∀ギΑコ  ペャヲヤカや  ⇒⇒  ベヲヘわΑ ラぺ ⊥ラΚジムャや . ∠ギヰわイΑ ラぺ 

 
 
 

  ヶゎほゎ: るョゅゎ  ⌒ネヱゲ⇒ぁゼャ∠や ∠ヱ ⌒¬ゅ⇒ィ ｚゲャ∠や ∠ヱ ⌒る⇒∠よ ∠ケゅボ ⊥ヨ∇ャ∠や ⊥メゅ⇒⇒バ∇プ∠ぺ 
 

≒.  ヴジ∠ハ ∠ヱ{ :ヴャゅバゎ 聴 メゅホ ∇Β∠セ やヲ⊥ワ ∠ゲ ∇ム∠ゎ ∇ラ∠ぺ ヴ∠ジ∠ハ ∠ヱ ∇ユ⊥ム∠ャ ∀ゲ∇Β ∠カ ∠ヲ⊥ワ ∠ヱ ゅ⇔ゃゅ⇔ゃ∇Β ∠セ やヲぁら ⌒エ⊥ゎ ∇ラ∠ぺ  Ι ∇ユ⊥わ∇ル∠ぺ ∠ヱ ⊥ユ∠ヤ∇バ∠Α ⊥ ｚ乖 ∠ヱ ∇ユ⊥ム∠ャ ｘゲ∠セ ∠ヲ⊥ワ ∠ヱ
} ∠ラヲ ⊥ヨ∠ヤ∇バ∠ゎ 

 
≪.  マセヱぺメゅレΑ ラぺ . りゴもゅイャや 粍 

 
≫.  ペャヲヤカやテらヰゎ ラぺ . ュΚジよ りゲもゅトャや 

 
 ) やヲワゲムゎ ラぺ ( メヱぽヨャや ケギダヨャや ヴャま ギレシほプ ラほよ ラゲわボョ モバヘよ ヶヤゎ ヮルΕ ゅョゅゎ ¬ゅィ  ) ヴジハ ( ラぺ メヱΕや メゅんヨャや ヶプ ナェΚゎ 

 
  マセヱや ヮヤんョヱ ∩ ヮャ モハゅプ ヲワ ヵグャや ラぺ ( メヱぽヨャや ケギダヨャや ヴャま ギレシぺ メゅレΑ ヮヤんョヱ ∩ヮャ モハゅプ ヲワ ヵグャや )  - 

  
 ラぺ ( メヱぽヨャや ケギダヨャや ヴャま ギレシぺ ペャヲヤカや テらヰゎ ヮャ モハゅプ ヲワ ヵグャや ) 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫∝ 

 
 

      :  ヶゎほΑ ゅヨΒプ テカ ヮわエゎ ゅヨョ ュゅわャや ゲΒビヱ ュゅわャや リΒよ ∇ゴ⌒∂Βョ 
 

モバボャや ゾホゅル るョゅゎ 
ヴジハ ゲゼわレΑ ∇ラ∠ぺ ⊥ゲΒガャや  ヴジ⇒∠ハ ヮΒプ りキゅバジャや ヱ  ⇔やゲョぺ ヂプゲゎ  ラぺ ヴジハ 
マセヱぺ ヶヰわレゎ ∇ラ∠ぺ ⊥りやケゅらヨャや  ろ∠ム⇒∠セ ∇ヱ∠ぺ  ∇ラ∠ぺ ∠マ⇒∠セ ∇ヱ∠ぺ ケゅらわカΙや  ぺギらΑ 

.ペャヲヤカや . ロゅカぺ ギハゅジΑ ラぺ リョぽヨャや  ペャヲヤカや . モヨヰヨャや ギヰわイΑ  ラぺ ペャヲヤカや 
キゅミ . ベゲゼゎ ザヨゼャや れキゅミ . ロヱギバャ モィゲャや キゅミ 

 ∠グ⇒⇒ ∠カ∠ぺ  ⌒る ｚヨ⌒ボ ∇ャや ヴヤ∠ハ ⊥ザ⇒⌒プゅレ⊥Α ⊥ょ⌒ャゅ∂トャや ∠グ⇒ ∠カ∠ぺ .∠りゴ⇒⌒もゅイ∇ャや ⊥ょ⌒ャゅ∂トャや ∠グ⇒⇒ ∠カ∠ぺ 
ネゲセ . サゅレャや リΒよ メギバΑ ユミゅエャや ネゲセ  ユミゅエャや ネゲセリΒルやヲボャや 
ぺギよ ゲミやグΑ ょャゅトャや ぺギよ . りΚダャゅよ ヮョヲΑ ょャゅトャや ぺギよ 

  
    

 モカギΑ モバプ) ∩るよケゅボョ ∩¬ゅィケ ネヱゲセ (ヴヤハ るヤヨィ るΒヨシや  ⇔ やゲΒピョ ゅョ ュゴヤΑ. 
≒- ケゅイセΕや ベケヲ⊥ゎ.                                           ⌒れグカぺ ケゅイセΕや ベケヲ⊥ゎ.        
≪- ブΒｚダャや ヶ ⌒ツ∠ボ∇レ∠Α.                                           ∠マ∠セヱぺ ブΒｚダャや ラぺ ヶ ⌒ツ∠ボ∇レ∠Α.     
≫-  ⊥¬ゅカ ｚゲャや ュヱギΑ.                                            ヴ∠ジ∠ハ  ⊥¬ゅカ ｚゲャや  ∇ラ∠ぺ ュヱギΑ. 
√- ゆゲエャや  ⊥ノ ∠ツ∠ゎ ゅワケやコ ∇ヱぺ .                                 キゅムゎ ゆゲエャや  ⊥ノ ∠ツ∠ゎ ゅワケやコ ∇ヱぺ. 
∽- ヴ ｚヨ ⊥エャや ラぺ ベケゅヘゎ ヂΑゲヨャや .                            ⌒ろボャヲヤカや ヴ ｚヨ ⊥エャや ラぺ ベケゅヘゎ ヂΑゲヨャや. 
∝- ラゅヨヤピャや ラヲジプゅレわΑ ヶプ るェゅら ⌒∂ジャや .                       ペ⌒ヘヅ ラゅヨヤピャや ラヲジプゅレわΑ ヶプ るェゅら ⌒∂ジャや. 
 

                                      ⌒テ∇ら ｚツャや ∠ノ ∠ョ ゅヰ ∠ョゅョ∠ぺ ∀ゆヲヤ∇ト ∠ョ ∠ヲ⊥ワ ゅョ⌒ ヶヤΑ ゅヨョ  るヤヨィ モミ ヴヤハ  モカキぺ 
-                   ュゴヤΑ ゅョ やゲΒピョ るΒャゅわャや  るヤヨイャや ヴヤハ  ) るよケゅボヨャや  ( メゅバプぺ リョ ⇔Κバプ      .ゅワケやコ ∇ヱぺ ⊥ノ ∠ツ∠ゎ ゆゲエャや 

                                         .ゅワケやコ ∇ヱぺ ⊥ノ ∠ツ∠ゎ ゆゲエャや キゅムゎ 
-                                          ュゴヤΑ ゅョ やゲΒピョ るΒャゅわャや  るヤヨイャや ヴヤハ  )  ¬ゅィゲャや    ( メゅバプぺ リョ ⇔Κバプ     .ュヱギΑ ⊥¬ゅカ ｚゲャや               

                                      .ュヱギΑ ∇ラ∠ぺ ⊥¬ゅカ ｚゲャや ヴ∠ジ∠ハ 
-        .ベケヲ⊥ゎ ケゅイセΕや                                                 ュゴヤΑ ゅョ やゲΒピョ るΒャゅわャや  るヤヨイャや ヴヤハ  ) ネヱゲゼャや     ( メゅバプぺ リョ ⇔Κバプ

                                        .ベケヲ⊥ゎ ケゅイセΕや ⌒れグカぺ 
 
√   : ⌒テ∇ら ｚツャや ∠ノ ∠ョ ゅヰ ∠ョゅョ∠ぺ ∀ゆヲヤ∇ト ∠ョ ∠ヲ⊥ワ ゅヨ⌒よ るΒャゅわャや るヤヨイャや ヶプ  オシゅレャや フゲエャゅよ メギらわシや   : 

          ∀ゾヤガョ ペΑギダャや ∂モバャ ⇒                 .   ュゴヤΑ ゅョ ⇔やゲΒピョ  ) ¬ゅィゲャや  ( ギΒヘΑ ゅ ⇔ガシゅル ⇔Κバプ 
                                      ゾヤガΑ ラぺ / ゾヤガΑ ペΑギダャや ヴジハ 

         ュゴヤΑ ゅョ ⇔やゲΒピョ  )ネヱゲゼャや    ( ギΒヘΑ ゅ ⇔ガシゅル ⇔Κバプ    . ゲヘジヤャ ラヱギバわジΑ  ラヱゲプゅジヨャや  ラま   ⇒ 
                                      ゲヘジヤャ ラヱギバわジΑ  ラヱゲプゅジヨャや  ネゲセ 

                ュゴヤΑ ゅョ ⇔やゲΒピョ  )  るよケゅボヨャや  ( ギΒヘΑ ゅ ⇔ガシゅル ⇔Κバプ    ゆゲわボΑ  ラゅエわョΙや ギハヲョ ラま  ⇒                                      
                                       ゆゲわボΑ  ラゅエわョΙや るΑやギよ   キゅミ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫∵ 

 
 テらツΑ ユシや メゅバプぺ るよケゅボヨャや ¬ゅィゲャやヱ ネヱゲゼャやヱ ゅレΒらョ ょらジャや. 

 
 やテらッ ユシや メゅバプぺ るよケゅボヨャや ¬ゅィゲャやヱ ネヱゲゼャやヱ  るΒャゅわャや りゲボヘャや ヶプ ゅレΒらョ ょらジャや. 

  リΒヨヤジヨャや ギレハ るミケゅらヨャや ュゅ∂ΑΕや リョ るバヨイャや ュヲΑ ゲらわバΑ ( ٕ ヵキゅレΑ ラぺ ラクぽヨャや マセヲΑヱ ぺギらゎ ラぺ るバヨイャや りΚタ キゅムゎ ゅョヱ
 ヴジバプ  るヨェゲャやヱ りゲヘピヨャや ヮレョ ラヲィゲΑ ユヰよケ ラヱゲヘピわジΑ やヲボヘヅヱ ギイジヨャや ヴャま ラヲヰイわΑ  ラヲヤダヨャや ネゲセ ギホヱ Ιま  りΚダヤャ

や ュヲΑ る∂Βヨワぺ ∂ラほよ ∂マセ Ιヱ ∩   ユヰわハゅヅ モらボわΑ ラぺ 聴 ゅヨャ ∃ネヲらシぺ ∂モミ るバヨイャや ュヲΑ ラヱゲヌわレΑ ユヰプ リΒヨヤジヨャや ギレハ ∀りゲΒらミ るバヨイャ
 ∩ヮャ ょΒイわシや ∂Ιま ヴャゅバゎ 聴 ヲハギΑ ユヤジョ ∀ギらハ  ゅヰボプやヲΑ Ι るよゅィま るハゅシ るバヨイャや ュヲΑ ヶヘプ ∩モもゅツヘャやヱ れやゲΒガャや リョ ヮΒプ

や やグワ ヶプ ) 民 ( ユΑゲムャや メヲシゲャや ヴヤハ りΚダャやヱ ¬ゅハギャや リョ ゲんムΑ ラぺ リョぽヨャや ンゲェヱ)  . ポケゅらヨャや ュヲΒャ 
 
≒. るボよゅジャや りゲボヘャや リョ ) ゅヰゎやヲカぺヱ キゅミ ( るガシゅレャや メゅバプΕや ァゲガわシや : 

オシゅレャや モバヘャや オシゅレャや モバヘャや ユシや 
- キゅムゎ -  ⊥りΚタ るバヨイャや 
- マセヲΑ -  ⊥ラクぽヨャや 
- ネゲセ - ラヲヤダヨャや 
- ) ペヘヅ (     やヲボヘヅ - ) るハゅヨイャや ヱやヱ (   やヲボヘヅ 
- ヴジハ - ) るャΚイャや ナヘャ (  聴 
- ンゲェ -  ⊥リョぽヨャや 

 
 

 パヲダΑ  ⇔ やゲΒらバゎ リヨツわΑ Κバプ リョ メゅバプぺ ) るよケゅボヨャや ¬ゅィゲャや∩ ネヱゲゼャや∩(. 
: ⌒テ∇ら ｚツャや ∠ノ ∠ョ ゅヰ ∠ョゅョ∠ぺ ∀ゆヲヤ∇ト ∠ョ ∠ヲ⊥ワ ゅヨ⌒よ ⌒る∠Β⌒ャゅ∂わャや ⌒モ ∠ヨ ⊥イ∇ャや ⌒ラヲヨ ∇ツ ∠ョ ∇リ∠ハ ∇ゲ⌒∂ら ∠ハ 

 ∇プ∠ぺ ∇リ ⌒ョ ∀オ ⌒シゅル ∀モ⇒∇バ⌒プ (           . ヶヘわガゎ ザ ∇ヨｚゼャや   ⇒ ぺ           ) ⌒る∠よ ∠ケゅボ ⊥ヨ∇ャや ⌒メゅバ            ⌒れ∠キゅ⇒ミ.ヶヘ⇒∠わ ∇ガ∠ゎ ⊥ザ⇒ ∇ヨｚゼャや 
 ⌒シゅル ∀モ⇒∇バ⌒プ (    .    ギェヲわゎ ゆゲバャや フヲヘぁタ ⇒ ゆ  ) ⌒¬ゅィ ｚゲャや ⌒メゅ⇒バ∇プ∠ぺ ∇リ ⌒ョ ∀オ              . ∠ギ⇒ ｚェ ∠ヲ⇒∠わ∠ゎ ∇ラ∠ぺ  ゆゲバャや ⊥フヲ⇒ヘ ぁタ ヴジ∠ハ 

 ぁゼャや ⌒メゅバ∇プ∠ぺ ∇リ ⌒ョ ∀オ ⌒シゅル ∀モ⇒∇バ⌒プ ( . ⌒¬ゅレ⌒ら∇ヤ⌒ャ ⌒テΒト ∇ガｚわャや ヶプ  ぺギらΑ サギ⇒∇レ ∠ヰ ⊥ヨ∇ャや   ⇒ ァ ⌒ネヱゲ         ∠よ ⌒¬ゅレ⌒ら∇ヤ⌒ャ ⊥テ ⌒∂ト ∠ガ⊥Α ⊥サ⌒ギ⇒∇レ ∠ヰ ⊥ヨ∇ャや ∠ぺ ∠ギ⇒ 
 ∀オ ⌒シゅル ∀モ⇒∇バ⌒プ (      .   ゲΒガヤャ ゅレボプヲΑ ヴャゅバゎ 聴  ⇒ キ     ) ⌒¬ゅィ ｚゲャや ⌒メゅ⇒バ∇プ∠ぺ ∇リ ⌒ョ              . ゲΒガヤャ  ゅレボプヲΑ ラぺ 聴 ヴジハ 

 
  ∇ゆ⌒ ∂ヲタ ほトガャや ヵヲエレャや ゅヨΒプ  ヶゎほΑ :                                                        
-                                         . ∠ベゅプ ∇Γや やヲよヲイ∠Α ラぺ ⊥る⇒∠ャゅ⇒ ∂ェ ｚゲャや   ∠ネ ∠ゲ∠セ ラヲよヲイ∠Α                                  
-                                          . ⊥ゲ ⌒ダ∠わ∇レ∠Α ぁペ ∠エ∇ャや ∠ペ∠ャ ∇ヲ∠ヤ ∇カ⌒や                ∠ゲ ⌒ダ∠わ∇レ∠Α ∇ラ∠ぺ 
-                                                    .⇔やギ⇒⇒⌒もゅシ ⊥メ ∇ギ⇒⇒∠バ∇ャや ンゲ ∠ェ       ∠キヲ⇒ジ∠Α ∇ラ∠ぺ 
-                                                  ウイレΑ   ペΑギダャや ンゲェ        ウイレΑ ラぺ 
-                         . メギバΑ  ヶッゅボャや ペャヲヤカや                             メギバΑ ラぺ 
-                                      . ユヰレヅヲャ やヱキヲバΑ ラぺ  ァゅイエャや ペヘヅ    ラヱキヲバΑ 

 
: ヶゎほ⇒∠Α ゅ ∂ヨ ⌒ョ ∃る∠ヤ ∇ヨ ⊥ィ ⌒∂モ⇒⊥ミ ∠ュゅョ∠ぺ ∀ゆヲヤ∇ト ∠ョ ∠ヲ⇒⊥ワ ゅヨ⌒よ ∇モ ⌒ヨ ∇ミ∠ぺ 

-  ∠ぺ ∠ギ⇒⇒∠よ                                      . ⊥ヂ⇒∠ヰ∇レ∠Α  ぁヶ⌒よ ∠ゲ⇒∠バ∇ャや ⊥ゆゅらｚゼャや          ) ネヱゲゼャや  ギΒヘΑ オシゅル モバプ  ( 
-  ンゲ⇒ ∠ェ                                     .やヱギ⇒⇒ ｚェ ∠ヲ⇒⇒∠わ∠Α ∇ラ∠ぺ ∠ラヲヨ⌒ヤ ∇ジ ⊥ヨ∇ャや         )¬ゅィゲャや ギΒヘΑ オシゅル モバプ  ( 
-  ⊥キゅ⇒ム∠Α           .∠る⇒⇒∠レ⇒Αギ⇒⇒ ∠ヨ∇ャや ∠ゲ⇒ ⊥ヨ⇒∇ピ∠Α ∇ラ∠ぺ / ∠る⇒⇒∠レ⇒Αギ⇒⇒ ∠ヨ∇ャや ⊥ゲ⇒ ⊥ヨ⇒∇ピ∠Α  ⊥ゲ⇒⇒∠ト ∠ヨ∇ャや      ) オシゅレャや モバヘヤャ ユシや  ( 
-  ∠ゆ ∠ゲ⇒⇒∠ミ             コヲ⇒∠ヘ∇ャや ∠ペ⇒⇒⌒∂ボ ∠エ⊥Α ∇ラ∠ぺ / ∠コ ∇ヲ⇒⇒∠ヘ∇ャや ⊥ペ⇒⇒⌒∂ボ ∠エ⊥Α   ペ⇒⌒よゅジ∠わ ⊥ヨ∇ャや       ()  るよケゅボヨャや ギΒヘΑ オシゅル モバプ 
-  ブΒｚダャや ∠マ∠セヱぺ ∠Α ラぺヶ ⌒ツ∠ボ∇レ .                                                     ) オシゅレャや モバヘヤャ ゲらカ ( 
-   キゅムゎゆゲエャや                                      .ゅワケやコ ∇ヱぺ ⊥ノ ∠ツ∠ゎ              ) オシゅレャや モバヘヤャ ユシや  ( 
-  ラゅヨヤピャや ペ⌒ヘヅラヲジプゅレわΑ                             .るェゅら ⌒∂ジャや ヶプ               ) オシゅレャや モバヘヤャ ゲらカ ( 
-  ∧¬Κピャや ギわセやヴジバプ                        . ヮゎｚギェ ブヘガ⊥Α ∇ラぺ ⊥聴             )¬ゅィゲャや ギΒヘΑ オシゅル モバプ ( 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

≫∫ 

 
 ⊥ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや  ノよやゲャや ⌒ゲ⇒⇒Β⇒ボ⇒∠ヘ⇒ ∇ャや ⊥ギ⇒⇒Β⇒ハ :  ) れゅ⇒∂Α ｚゴ⇒ャや リ⇒∠ジ ∠ェ ⊥ギ⇒ ∠ヨ ∇ェ∠ぺ ( 

 
ヌャやりゲワゅ ヶわャや ャヱゅレゎヰゅ ょゎゅムャや    :      りゅルゅバョ ボヘャや¬やゲ るボゼョヱ ャやヲェぺヰユ ヶプ キゅΒハΕや 
 

 ウッヲΑ ウョΚョ ギΒハ ゲΒボヘャや ゅヨミ ゅヰヨシケ ょゎゅムャや. 
 .¬ゅΒレビΕや ギレハヱ ∩¬やゲボヘャや ギレハ ギΒバャや ゲワゅヌョ リΒよ ラコやヲΑ 

 
∨⌒ょ⇒⇒⌒ゎゅ⇒ム∇ャや ⌒ヵ∇ぺ ∠ケ ヶプ ⌒ゲ⇒⇒⇒Βボ∠ヘ∇ャや ⊥ギ⇒⇒Β⇒ハ ⊥モ⇒⇒ｚん ∠ヨ∠わ∠Α ∠ユ⇒⇒Βプ 

 
 ⌒る⇒ｚΒ⌒レΑ ∂ギャや ⌒ゲ⇒⌒もゅバｚゼャや ヶプ ⊥モ⇒ｚん ∠ヨ∠わ∠Α. ⌒る⇒ｚΒ ⌒ョ ∇ヲ∠ボ∇ャや ∠ヱ  ( ∠ギ⇒⇒⇒Β⇒バ∇ャや ヶ∂ヤ⇒ ∠ダ⊥Α   ⇒⇒   ∠り ∠ゲ⇒∠ら∇ボ ∠ヨ∇ャや ⊥ケヱゴ⇒∠Α ∠息    ⇒⇒⇒ ⌒ヮ⇒⌒ら ∇エ ∠タ ∠ヱ ⌒ヮ⇒⌒ャへ ヴヤ⇒∠ハ ⊥ギ⇒⇒⇒⌒∂Β⇒∠バ⊥Α  

    ⇒⇒⇒⇒ ⌒ヮ⇒⇒⇒⌒∂よ ∠ケ ∠ヱ ⌒ヮ⇒⇒⌒レ∠ヅ ∠ヲ⌒ャ ∃ゲ⇒⇒ ∇ム⊥セ ∠ヱ ∃ソΚ ∇カ⌒ま ∠ゲ⇒⇒ ⌒ワゅヌ ∠ョ ⌒リ⇒ΑキゅΒ ∠ヨ∇ャや ∠ヱ ⌒ペ⇒⌒もや ∠ギ⇒ ∠エ∇ャや ∠ヱ ⌒ギ⇒⇒ ⌒ィゅジ ∠ヨ∇ャや ∠リ ⌒ョ ⊥モ⇒⇒∠バ ∇イ∠Α  ) 
 
  ∨ ⌒ょ⌒ゎゅム∇ャや ⌒ヵ∇ぺ ∠ケ ヶプ ⌒¬やゲ∠ら⊥ムャや ∠ヱ ゅセゅら∇ャや ⌒ギΒハ ⊥ゲ ⌒ワゅヌ ∠ョ ゅョ 

 
 ⌒ゲΒを ∠ヱ ヶプ ⊥ょぁヤ∠ボｚわャや ⇒⇒ . ∃れΚ ⌒タ ⌒ゲ∇Β⇒∠ビ ∇リ ⌒ョ ⌒スやゲ⌒ヘ∇ャや                       . ∃る∠Β ⌒エ ∇ツ∠ゎ ⌒ゲ∇Β∠ビ ∇リ ⌒ョ ⌒スゅら ⌒ム∇ャや ⌒ウ∇よ∠ク ヶプ ⊥ザ⊥プゅレｚわャや ∠ヱ ⇒⇒ 

 ∠ ほｚわャや ∠ヱ ⇒⇒.⌒ゆゅらｚゼャや ∠ヱ ⌒る∠レΑ ∂ゴャや ヶプ ⊥ペぁル                                       .⌒ゆやゲｚゼャや ∠ヱ ⌒ュゅバｚトャや ヶプ ⊥リぁレ∠ヘｚわャやヱ ⇒⇒ 
 ぁジ∠らｚわャや ∠ヱ ⇒⇒. ⌒ヲ ∇ヰｚヤ∇ャや ∂ヱ ⌒りｚグｚヤ∇ャや ヶプ ⊥テ                                          . ⌒ヲ⇒ ∇ワ ｚゴャや ∠ヱ ⌒ヮ⇒Β⌒∂わャや ∠リ⇒∇Β∠よ ヵキゅ⇒ヰｚわャや ∠ヱ ⇒⇒ 

 
 

  ゅ ∂ヨ ⌒ョ ∃ゲ⇒⇒Βら⇒バゎ ⌒∂モ⇒⊥ム⌒よ ⊥ギ⇒⇒ ∠ダ∇ボ⊥Α やクゅ ∠ョ∨ヶヤ⇒∠Α 
-  ∨) ∠ゲ⇒⌒プゅ∂レャや ∠ケヱゲ∂ジャや ⊥ロ ⌒ゲ ∇ム⊥Α (ゅヰ⊥よゅら⇒ ∇シ∠ぺ ∇ゲ⇒ｚプ ∠ヲ⇒∠わ∠ゎ ∇ユ∠ャ ヶわｚャや ⌒り ∠キゅ⇒バｚジャゅ⌒よ ⊥ヮ⇒∠ヤ ∇ワ∠ぺ ∠ヱ ⊥ヮ⇒∠ジ∇ヘ∠ル ∠ゲ⇒ ⌒バ ∇ゼ⊥Α ∇ラ∠ぺ ⊥メ ⌒ヱゅエ⊥Α ⊥ヮ⇒ｚル∠ぺ ヶレ⇒∇バ∠Α 
-  ∇リ ⌒ョ ⌒スやゲ⇒⌒ヘ∇ャや ⌒ゲ⇒Βをヱ ヶプ ⊥ょぁヤ∠ボｚわャや ∃れΚ ⌒タ ⌒ゲ∇Β∠ビ         :   ¬ゅΒレビΕや フゲゎ 
-  ⌒ウ∇よ∠ク ヶプ ⊥ザ⊥プゅレｚわャや  ∇ャや ∃る∠Β ⌒エ ∇ツ∠ゎ ⌒ゲ∇Β∠ビ ∇リ ⌒ョ ⌒スゅら ⌒ム    :ヶワゅ⇒らｚゎ よ ¬ゅΒレビΕや ⌒バぁシ ∠ヲｚわユヰ . ⌒ヮ⇒⌒よ ⌒クぁグ⇒⇒∠ヤ⇒ｚわャや ∠ヱ ⌒ュゅ⇒バｚトャや ヶプ 
-  ∠ヘｚわャや.⌒ゆやゲｚゼャやヱ ⌒ュゅバｚトャや ヶプ ⊥リぁレ         :.⌒ゆやゲｚゼャや ∠ヱ ⌒ュゅ⇒バｚトャや ∠リ ⌒ョ ⌒ケゅん ∇ム⌒わシ ∇Ιや ∠ヱ ⌒フやゲ⇒ ∇シ ⌒ ∇Ηや 

 
      ( ∠ケやヱ ∇ェ ∠ヨ ⊥ロゅわ  ⌒ャ ∇ヤ ∠ヘΒボ⇒ ⌒ゲ  ⊥ホ ∠ら ∇Β ∠モ  ∇ャやΒバ⇒ ⌒ギ! 

              ∠Α ∠ョ ンゲ ⌒ィゅわ⇒ ∠ゲ  ∇ャや ∠ヨ ⌒よΚ ⌒ザ  ∠ヱ ぁヤャや ∠バ⇒ ⌒ょ  ∠ヱ ∇ャや ∠エ ∇ヤ ∠ホ ンヲ⇒ ⌒ギ  ｚコや ｚΑ ∠レ ∇ろ  ⌒ィやヱ ⊥ゎゅヰ ∇ャや ゅヰ ∠ら ∂ヤ ⌒ケヲ ｚΑ ⊥る  ⌒よ ∇ャゅ ⊥バ ⌒チヱゲ  ∇ャや ∠イ ∂グや ∠よ ⌒る  ∠ヱ ｚレャや ⌒クゅヨ ⌒ァ  ∇ャや ⊥ヨ ∇ピ⇒ ⌒ゲ ∠Α ⌒る 
 ∠プ ∠Β ∇レ ⊥ヌ ⊥ゲ  ⌒ま ∠ャ ∇Β ∠ル ゅヰ ∠ヌ⇒ ∠ゲ  ∂ゲャや ⌒ビや⇒ ⌒ょ  ∇ャや ∠ヨ ∇エ ⌒ュヱゲ..... ) 
 

 リΒらΑ メゅェ ゲΒボヘャや モらホ ∩ギΒバャや ヶプヱ ヮもゅレをぺ.  
 

  : ギΒバャや モらホ     ∠Α⇒ ∇ム ⊥よ ⊥ゲ ⊥ヮ ヴシΕや  リョ ヶルゅバΑヱ ゴイバャや ヱ  ユャΕやヱ ラゅョゲエャや     
    ヮルΕ ∠Α ∠ョ ンゲ ⌒ィゅわ⇒ ∠ゲ  ∇ャや ∠ヨ ⌒よΚ ⌒ザ  ∠ヱ ぁヤャや ∠バ⇒ ⌒ょ  ∠ヱ ∇ャや ∠エ ∇ヤ ∠プ ンヲ ∠Β ∇レ ⊥ヌ ⊥ゲ  ⌒ま ∠ャ ∇Β ∠ル ゅヰ ∠ヌ⇒ ∠ゲ  ∂ゲャや ⌒ビや⇒ ⌒ょ  ∇ャや ∠ヨ ∇エ ⌒ュヱゲ ∠ヱ ∩ ∠Α⇒ ∇グ ⊥ミ⇒ ⊥ゲ  ∠ぺ ∇ヅヘ⇒⇒ ∠ャゅ ⊥ヮ  ∇ャや ⌒∂ケゅヘ ∠リΑ  ヶプ
 ∠ェ ⌒ルゅレ ⌒ヮ ∠ヱ ∩ ⊥ワ ∇ユ  ∠Α ∇エ ⊥ヤ ∠ラヲヨ  ⌒よ ｚんャゅ⇒ ∇ヲ ⌒ゆ  ∇ャや ∠イ⇒Αギ⇒ ⌒ギ ∠ヱ ∩ ∇ャや ぁヤ ∇バ⇒ ∠ら⇒ ⌒る  ∇ャや ⊥ヨ ∠ジ ⌒∂ヤ ∠Β⇒ ⌒る ∠ヱ ∩ ∠ ∇Εや ∇ミ ∠ヤ⇒ ⌒る  ｚゼャや⇒ ⌒ヰ ｚΒ ⌒る ∠ヱ ∩ ぁレャや⇒ ∇ゴ ∠ワ⇒ ⌒る  ∇ャや ⊥ヨ ∇ヨ ⌒わ ∠バ⇒ ⌒る   ヮよケ リョ ょヤトΒプ

 ヲャ ヴレヨわΑヱ るヨェゲャやぺ ュゅΑΕや ラ ∠ゎ ∇ヨ⇒ ⌒ョ ヶツ ∇リ  ∠ビ⇒ ∇Β⇒ ⌒ゲ ハ⇒Β⇒⇒ ∃ギ  ∠ヱ ∠ョ Ι ∇ヲ ⌒シ ∃ユ. 
 

  : ギΒバャや ¬ゅレをぺ  ギセぺ ラヲムΑロキΙヱぺ れゅィゅェ ヶらヤΑ ラぺ ノΒトわジΑ Ι  ヮルΕ  ヮヨャほゎ ンヲホぺ ヮルゴェヱ ヮよゲミヱ   
 プ ⌒ザ⌒もゅら∇ャや ⌒ろ⇒∇Β∠ら ∇ヤ⌒ャ ∀る ∠エΒツ∠プ ∠ヱ ∩ ⌒ゲ⇒Βボ∠ヘ∇ャや ⌒ギ⇒⌒ャやヲ∇ヤ⌒ャ ∀るｚャ∠グ ∠ョ ∠キゅΒ ∇ハ∠ ∇Εゅ ュヱゲエヨャや ゲΒボヘャゅよ テΒエゎ ギΒバャゅよ ノわヨわャや ヱ るイヰらャや ゲワゅヌヨプ ∩ . 

 
 ) モΒヤバゎ ( るボよゅジャや りケゅらバャや ヶプ ヮヤらホ ゅヨよ テカ ヮわエゎ ゅョ るホΚハ 
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≫∬ 

 
 モヤバΑ りギセ りゅルゅバョ ギャやヲャや ゲΒボヘャや ヶプ ギΒバャや ラヱキ ロやヲシ. 

 ∠Α⇒ ∇ム ⊥よ ⊥ゲ ⊥ヮ    ゴイバャや ヱ  ユャΕやヱ ラゅョゲエャや  リョ ヶルゅバΑヱ ヴシΕや ∠ ⌒Ε ｚル⇒⇒ ∠Α Ι ⊥ヮ ∇ジ ∠わ ∠ぺ ⊥ノΒト ⊥イ ∇エ∠Α ∇ラ⇒ ∠ョ ∠ょ ⌒ワゅら ∇ャや ∠ア ∇ャや ⌒ギΒバ ∠ヨ ∇ジ ∠ハヲヨ ∠ヱ ∠る ∇ャや ∠ヨ ∇ゲ ⌒も ｚΒ ∠る
 ⊥ミ ヶプ ⌒∂モ  ∠ョ ∠ハ ∃ラゅム ∇リ  ∠ぺ ∇よ ∠ョ ⌒ヮ⌒もゅレ ∠ノ  ∠ハ ∇イ ∠ぺ ⌒ロ ⌒ゴ ∇ラ ⊥ヰ∠バ⌒∂わ ∠ヨ⊥Α ∇ユ  ⌒よ ∠イ ⌒ルゅ ⌒ョ ∃ょ ∇レゅヰ ヱ  ∠ ⌒Ε ∇ャや ｚラΒバ⇒⇒ ⌒ヰ ∇ヌ⊥Α ∠ギ⇒ ∠プ ⊥ゲ ∇ボ⇒ ∠ゲ  ヮわΒよ  ∠ヱ ⊥カ ⊥ヤ⇒ ⊥ロ ｚヲ  ∠ョ ∇リ ⌒ョ ⌒ワゅら⇒ ∇ャや ⌒アΒバ⇒⇒. ⌒ギ 

 
 

        ( ⊥ザ∇ヤ∠ヘ∇ャや ∠ヱ ∩⊥ヮ⊥ヤ⊥ミ∇ほ∠ル ヵグｚャや ⊥ユ ∇エｚヤ∇ャや ∠ヱ ∩⊥ヮ⊥ジ∠ら∇ヤ∠ル ヵグｚャや ⊥ゆ ∇ヲ⇒ｚんャや ∠リ∇Α∠ぺ ∩ゅルゅよ∠ぺ ゅΑ : ∠ラヲヤ⌒もゅシ ｚギ⇒⊥よ Ι ⊥ロ⊥キΙ ∇ヱ∠ ほ∠プヵグｚャや ∨⊥ヮ⊥ボ⌒ヘ∇レ⊥ル 
 ∨ ⊥リ∠ジ ∠エ∇ャや ∠ヱ ⊥ユ⇒Βョｚギャや ゅヰ∇レ ⌒ョ ∠ヱ ∩⊥ユ ⌒シゅら∇ャや ∠ヱ ⊥ザ⌒よゅバ∇ャや ゅヰ∇レ ⌒ョ ヴ∂わ∠セ ∃ロヲ⇒ィ ⊥ヱ ヱク ∠ヲ⇒⊥ワ ∇ュ∠ぺ ∩ ∃サゅル ∠ラヱキ ∃サゅレ⌒ャ ⊥ギ⇒Β⇒バ∇ャや やグ⇒ワ∠ぺ 
  ∇ユ ⊥ヰ⊥らΒイ⊥Β∠プ ∨⌒ウ⌒ャゅム∇ャや ⌒ユΒゃｚゼャや ⌒ヮ ∇ィ ∠ヲ∇ャや やグ⇒ヰ⌒よ ゅルゅよ∠ぺ ゅΑ ⊥リ ∇エ∠ル ゅル ∠ゲ⇒をへ ∠ユ⌒ャ ∠ヱ ｚゴャや ∠ヱ ⌒り ∠キ ⌒ケゅら∇ャや ⌒る∠バ ∇ョｚギャゅ⌒よ ⌒る⇒∠レΑゴ ∠エ∇ャや ⌒り ∠ゲ⇒ ∇ヌｚレャや ∠ヱ ∩ ⌒る⇒∠ホ ⌒ゲ⇒エ ⊥ヨ∇ャや ⌒り ∠ゲ⇒∇プ ∩

 ∠ボ⇒∇プ∠ぺ ∇ユ⇒⊥ワゅよ∠ぺ ｚラ∠ぺ ∠ヱ ∩ ⌒メゅヘ ∇ヅ∠ ∇Εや ⌒¬Ι ⊥ぽ⇒∠ワ ∇リ ⌒ョ ⊥ゲ⇒∠ボ ∇ェ∠ぺ ∇ユ⇒ ⊥ヰｚル∠ぺ ∂Ι⌒ま ∠ラヲヨ∠ヰ∇ヘ∠Α Κ⇒∠プ. ⌒メゅィ ⌒∂ゲャや ⌒¬Ι ⊥ぽ⇒∠ワ ∇リ ⌒ョ ⊥ゲ⇒  ) 
 

  ⊥ウッヲΑ ゅョ  ⊥ヮジムバゎ  ⊥れΙぼゅジゎ ∩¬ゅレよΕや ケヱキ ユワギャやヱ ゅヰΒヤハ 
 

   ヱぺ ∠ゎ ぁゼャや ヴョゅレバ⇒ ⊥ケヲ  ⌒よ ∠ ∇Εゅ ∠ャ ⌒ユ  ∠ぺ ヶプ ∇シ ⌒ゃ ∠ヤ ⌒る  ∠ ∇Εや ∇よ ⌒¬ゅレ  ∠ ⌒Ε ⌒ヰΒよ ∇ユ  ∇ャや ヶプ ⌒ヘ ∇ボ ∠ゲ ⌒り  ∂ジャや ⌒よゅ ∠ボ ⌒る ∠ヱ . ⌒∂ッ ∇ウ  ∠ク ⌒ャ ∠マ 
    
 ⇒⇒ ∠ィ ∠¬ゅ  ぁジャや ⊥メやぽ  ∠ ∇Εや ｚヱ ⊥メ  ⊥ョ ∠バ ⌒∂ら ∠ハ ⇔やゲ ⌒リ  ぁゼャや ⌒ケヲバ  ⌒よ ∇ャゅ ⌒エ ∇ゲ ⌒ラゅョ  .) ∨ ⊥ヮ⊥ジ∠ら∇ヤ∠ル ヵグｚャや ⊥ゆ ∇ヲ⇒ｚんャや ∠リ∇Α∠ぺ ( 
 
 ⇒⇒ ⊥を⇒⇒ ｚユ  ∠ゎレ⇒⇒ ぁゼャや ヴョゅバ⇒⇒ ⊥ケヲ  ⌒よ ∠ ∇Εゅ ∠ャ⇒⇒ ⌒ユ Βェ⇒⇒ ∠リ  ∠ヱ ∠ィ⇒⇒ ∠ぺ やヱギ ∇ル ⊥ヘ ∠ジ ⊥ヰ ∇ユ  ∠ョ ∇エΒョヱゲ⇒ ∠リ  ∠ラヱキ  ∠ビ ∇Β⇒⇒ ⌒ゲ ⌒ワ⇒⇒ ∇ユ. 
                                      ∠ワ∠ぺ (⇒バ∇ャや やグ⇒Β⇒) ∨ ∃サゅ⇒⇒ル ∠ラヱキ ∃サゅ⇒⇒レ⌒ャ ⊥ギ 
 
⇒⇒  ∠ヱ ∠よ ∠ヤ ∠ヒ  ぁゼャやバ⇒ ⊥ケヲ  ⌒ク ∇ケ ∠ヱ ∠ゎ⇒⇒ ⊥ヮ  ⌒ま ヶプ ∇ド ⌒ケゅヰ  ｚジャや⇒⇒ ∠ガ⇒ ⌒テ  ⌒Ι ∇カ ⌒わ ⌒タゅダ ⌒ヰ ∇ユ  ∇ユ⇒⇒⊥ワ ⌒よ ∠ヰ⇒⇒⇒ ⌒グ ⌒ロ  ∇ャやエ⇒⇒ ⌒メゅ. 
  ) ∨ ⌒ウ⇒⇒⌒ャゅム∇ャや ⌒ユΒゃ⇒⇒ｚゼャや ⌒ヮ⇒⇒ ∇ィ ∠ヲ⇒∇ャや やグ⇒⇒ヰ⌒よ ゅルゅ⇒⇒よ∠ぺ ゅΑ ⊥リ⇒⇒ ∇エ∠ル ゅ⇒⇒ル ∠ゲ⇒をへ ∠ユ⇒⇒⌒ャ ∠ヱ (  
 
 ヱ  ∠ルゅミ ∇ろ  ⌒ま ∠よゅィ ∠ ∇Εや ⊥る ⌒ゆ  ∠ ⌒Ε ∇よ ⌒ヮ⌒もゅレ    :∩⌒り ∠キ ⌒ケゅ⇒⇒ら∇ャや ⌒る⇒∠バ ∇ョｚギャゅ⌒よ  ⌒る⇒⇒∠レΑゴ⇒ ∠エ∇ャや ⌒り ∠ゲ⇒⇒ ∇ヌｚレャや ∠ヱ ∩ ⌒る⇒⇒∠ホ ⌒ゲ ∇エ ⊥ヨ∇ャや ⌒り ∠ゲ⇒⇒∇プ ｚゴ⇒ャや ∠ヱ  ろルゅミヱ  ∠ぺ ∇よ ∠ヤ ∠ヒ  ⌒ョ ∇リ  ⊥ミ⇒ ⌒∂モ  ∠ミ ∃ュΚ 

 ｚわャや ヶプ ∇バ ⌒ゲΒら  ∠ハ ∇リ  ∠ハ ∇イ⇒ ⌒ゴ ⌒ロ  ∠ヱ ⊥ェ ∇ゴ ⌒ル⇒ ⌒ヮ.   : メゅボΑ ゅヨミヱ ∠よ ∠ビΚ ∇ャや ⊥る ∇ャや ⌒リ∠ハ ヶレ∇ピ⊥ゎ ⌒メゅエ ⌒メゅボ ∠ヨ  
 
    ⌒ ∇Ηや ゅョ ∇ェ ｚャや ⊥サゅジ ∠ゎ ヵグ ∠ゲ ∠ワ ⊥ヮ∠ミ ∇ャや やグ ∠イ ⊥ル ヶプ ⊥ゆやヲ ∠ ∇Εや ⌒サヲヘ ∇よ∨ ⌒¬ゅレ 
 ∠ヱ ∠ホ ∠ノ  ⊥ル ヶプ ⌒シヲヘ ⌒ヰ ∇ユ  ∠ぺ ｚル ⊥ヰ ∇ユ  ∠ぺ ∇ェ ∠ボ⇒⇒ ⊥ゲ  ∠ ∇Εや ∇ヅ ⌒メゅヘ ∠ヱ ∩ ∠ぺ ｚラ  ∠ぺ ⊥ワゅよ ∇ユ  ∠ぺ ∇プ ∠ボ⇒⇒ ⊥ゲ  ⌒∂ゲャや ⌒メゅィ. 
 

 
 テらレわジΑ るΒャヱぽジョ ¬ゅΒレビΕや ヶプ りゅルゅバョ ¬やゲボヘャや. 
 

 ∠ぺ ∠ホ⇒⇒ ∇ャや ｚゲム⇒ ⌒ゎゅ⇒ ⌒よ ⊥ょ ∠ ほヤャや ｚラ⇒⇒ ∠ィ ∠ヮ ∠バ⇒⇒プ ∠モ⇒ハ ヶ⇒Β⇒⇒⇒ ∇ャや ⌒ギ ⌒ヘ⇒ ∇ト⇒⇒ ∠コ ⌒ゲミ⇒⇒ ∠ヱ ∩⇔りゅハ ヶプ⇒Β⇒⇒⇒ ⌒ギ  ∠ ∇Εや ∇ッ ∠ゎ ヴエ ∇ツ ⌒エ ∠Β⇒ ⌒ョ ⇔る ∇リ  ∠ぺ ∇ィ⇒⇒ ∇ャや ⌒モ ∠ヘボ⇒Β⇒⇒. ⌒ゲ 
 ∠ヱ ∇シや⇒⇒ ∠わ⇒ ∇レ⇒ ∠ム⇒ ∠ゲ  ∠ぺ ∠Α ∇ラ ∇エ⇒⇒⇒ ⊥ギ ∠ゐ ∇ャや ∠バ⇒⇒ ∇ム⇒ ∠ヱ ⊥ザ ∠ぺ ⊥Α ∇ラ⇒ ∇ャや ∠ウ⇒⌒ら ∇ダ ∠ヘ⇒ボ⇒Β⇒⇒ ⊥ワ ⊥ゲ⇒⇒ ∠ヲ⇒  ∇ャや ⊥ヨ⇒ ∠ゴ ∂ミ⇒⇒ ⌒よ  ヶ ⊥ボ⇒ ⌒ゎ ｚヲ ⌒ヮ  ∠ェ ∂わ ∠Α ヴ ∇バ ⌒イ⇒⇒ ∠ヱ ∩ ∠ゴ ∇ャや ⌒ヨ ∇ジΒム⇒ ⊥Α ⊥リ ∠ツ⇒ ∂エ ヶ
 ⌒よ ⌒ダ ｚエ⇒ ⌒わ⇒ ⌒ヮ  ∠ェ⇒ ∂わ ∠Α ヴヨ⇒⇒⇒. ∠れヲ 

 
 ゾヤガわジΑ りヲハギャや ヶわャや ヱ ヮィ ょゎゅムャや ∩ゅヰΒャま ゅレΒらョ ゲをぺ モヨバャや ゅヰよ 

   ∇ャや ∠ヰ⇒ ∠ギ ⊥フ  ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ャ⌒ま ヶョ ∇ゲ∠Α ヵグ⇒ｚャや ⌒ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ∠リ ⌒ョ ⊥ょ⌒ゎゅム∇ャや   : 
 ⇒⇒ ∠ャ ∇ヘ⇒ ⌒ろ  ⌒ ∇Ιや ∇ル ⌒わら⇒⇒ ⌒ロゅ  ⌒ま ∠セ ヴャ⇒⇒ ∠エΑゲ ⌒る  ⌒リ⇒⇒Βミゅジ ∠ヨ∇ャや ∠ヱ ⌒¬やゲ⇒⇒∠ボ⇒⊥ヘ⇒∇ャや.              ⌒ソ ∇ゲ ⌒エ∇ャや ⇒⇒ ∠ハ ∠ぺ ヴヤ ⌒¬やキ  ∠ェ⇒⇒ ⌒ ∂ペ  ⌒ ¬やゲボヘャや. 
 ⇒⇒ ⌒ ∇Ιや ∇ホ⇒ ⌒わ⇒ダ⇒⇒ ⌒キゅ  ∠ョ ヶプ ⌒ワゅヌ⇒⇒ ⌒ゲ  ｚわャや⇒⇒ ∠ゲ ⌒フ.                          ⇒⇒ ⌒ ∇Ιや ∇よ ⌒わバ⇒⇒⇒ ⌒キゅ  ∠ハ ⌒リ ャや⇒ ｚト⇒ ∠ヨ⇒⇒ ⌒ノ  ⊥ェ ヶプ⇒ボ⇒⇒ ⌒ベヲ  ∇ャや⇒ ⊥ヘ⇒ ∠ボ⇒⇒⇒ ⌒¬やゲ. 
 

ゲをぺヱ モヨバャや ヰよ りヲハギャや ログ   モプゅムわャや ゲゼわレΑ  ヶハゅヨわィΙや ノヨわイヨャや キやゲプぺ リΒよ  ノヨわイヨャや キやゲプぺ リΒよ るらエヨャやヱ りキヲヨャや ゲゼわレわプ
.⇔ ゅムシゅヨわョ ⇔ ゅΑヲホ ノヨわイヨャや ウらダΒプ 

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√≡ 

 
 

 リΒらΑ ケヱキ ドゅヘャΕや ょΒミやゲわャやヱ ヶプ ペΒボエゎ フギワ ょゎゅムャや 
 ∇ャや ∠ヰ⇒ ∠ギ ⊥フ  ⌒ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ∠リ ⌒ョ ⊥ょ⌒ゎゅム∇ャや ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ャ⌒ま ヶョ ∇ゲ∠Α ヵグ⇒ｚャや   :まりケゅを るボヘゼャや ハヤヴ メゅェ ゲΒボヘャや りヲハギャやヱ ゎギハゅジヨャヮ  . 

 ドゅヘャΖャ ラゅミヱ ヶプ ケヱキ ょゎゅムャや ゅヰョギガわシや ヶわャや ょΒミやゲわャやヱ  : ゅヰレョヱ ∩ マャク 
 

  ⊥る∠ヤΒヨ ∠イ∇ャや ⊥れやケゅら ⌒バ∇ャや ∠ヱ ⊥ゲ⇒⇒⌒∂を ∠ぽ ⊥ヨ∇ャや ぁヵ⌒ヲ⇒∠ピぁヤ∇ャや ⊥ゆヲヤ∇シ⊥ ∇Εや : 
-  ∠ヱ ( ∠ワ⇒ ⌒ャ ∇モ ∇ヤ ∠ヘΒボ⇒Βハ ⌒ゲ⇒∨) ∀ギ   ∇ャや ⌒ゎゅム ⊥Α ∠ょ ∠ぺ ⊥ギ⇒⇒Αゲ ∠Α ∇ラ ∠ャ : ∠メヲ⇒ボ ∇Β ⌒ャ ∠ザ⇒ ∇ヤ ∠ヘ ∀ギ⇒⇒Β⇒ハ ⌒ゲ⇒Βボ Ηりケゅを るボヘゼャや ハヤヴ メゅェ ゲΒボヘャや りヲハギャやヱ 

ゎギハゅジヨャヮ . 
- キゅΒハΕや るャグョ ャヤギャやヲ ゲΒボヘャや      : まりケゅを るボヘゼャや ハヤヴ メゅェ ゲΒボヘャや りヲハギャやヱ ゎギハゅジヨャヮ . ّ 

 
- ゲΒボヘャや ヶミゴΑ ゎヲボよ ヮヴわェ ゴイバΑ  :  ラゅΒよ ケヱキ ゲΒボヘャや ヱ もゅトハヮ ヱ シまヰョゅヮ ゅヨよ ヨΑヤマ るョギガャ わイヨャや ノヨ 

 
-  ⊥Α ∇ム ⌒ゲ ⊥ロ  ∂ジャや ∠ケヱゲ  ∂レャや ⌒プゅ⇒ ∠ゲ   : ∠Α ∇バ ヶレ⇒ ∠ぺ ｚル⇒ ∠ぺ ⊥メ ⌒ヱゅエ⊥Α ⊥ヮ ⊥Α ∇ラ ∇ゼ ⌒バ⇒ ∠ル ∠ゲ ∇ヘ ∠ジ⇒ ∠ヱ ⊥ヮ ∠ぺ ∇ワ ∠ヤ⇒ ⌒よ ⊥ヮバｚジャゅ⇒ ∠キゅ ｚャや ⌒り ∇ユ∠ャ ヶわ  ∠ゎ ∠わ⇒ ∠ヲ ｚプ⇒ ∇ゲ  ∠ぺ ∇シ⇒ ∠ャ ゅヰ⊥よゅら⇒ ∠ギ ∇Α⇒. ⌒ヮ 

 
-  ∠ヱ ( ∠ャ ⌒ム⇒ ｚリ  ∇ャやヨ ∠⇒ ∠ゲ ∠チ  ∠ぺ ⌒ヱ  ∇ャや ∠ヨ⇒⇒ ∇ヲ ∠れ  ⌒ま ∇ラ  ⇔ぺ ∇タ ∠ら ∠ウ  ⊥ぺ ∇ョ ⌒レ ｚΒ⇒⇒ ∠る  ∇ャや⇒ ∠ヘ⇒ボ⇒Β⇒⇒ ⌒ゲ  ⌒や ∇ョ ∠わ⇒ ∠レ⇒⇒ ∠ノ  ∠ミ ∇ャゅ ∠ガ ∇Β⇒⇒ ⌒ゲ∩  ∠ヱ ∠ハ⇒⇒ ｚゴ  ∠ミ ｚジャゅバ⇒⇒ ∠キゅ ⌒り )  . 
-  ∠ィ ∠バ⇒⇒ ∠モ  ∇ャや ⌒ゎゅム⇒ ∇ャや ⊥ょ ∠ヘ⇒ボ⇒Β⇒ ∠Α ∠ゲ ∠わ ∠ヨ ∂レ ∇ャや ヴ ∠ヨ⇒ ∠ゲ ∠ぺ ∠チ ⌒ヱ  ∇ャや ∠ヨ⇒ ∇ヲ ∠プ ∠れ ∠Α Κ ⌒イ⇒⇒ ⊥ギ ⊥ロ  ∠ミ Ι ゅヨ⇒⇒  ∠Α ⌒イ⇒ ⊥ギ  ∇ャや ∠ガ ∇Β⇒⇒ ∠ヱ ∠ゲ ｚジャや⇒ ∠キゅバ ∠り 

 ∠プ ∩ ∇シゅ⇒ ∠わ⇒ ∠プ ンヲ⇒ ∇ボ⇒⇒ ⊥ゲ ⊥ロ  ⌒ま ∇ャや ヴャ ∠ガ ∇Β⇒ ⌒ゲ  ∠ヱ ｚゼャや⇒⇒ ⌒∂ゲ  ∠ィバ⇒Βヨ⇒⇒ ⇔ ゅ  . 
 
  ∃り ∠ゲ⇒⇒⌒∂を ∠ぽ ⊥ョ ∃り ∠ケヲタ ヶプ ⌒ノ⌒ホやヲ∇ャや ⊥チ ∇ゲ⇒∠ハ  : 

 
ョリ るャキΕや ヶわャや ギレわシや ゅヰΒャま ょゎゅムャや ペΒボエわャ ヮプギワ: 

              るャキぺ るΒバホやヱ りゲをぽョ モんョ: 

- るダホ モィゲャや ヵグャや モΑゅエゎ ヶプ ギΒバャや ヴわェ よゅタぺヮ チゲヨャや   
- キゅジプ るボらトャや るΒレピャや ヶわャや モピわジゎ るボらトャや りゲΒボヘャや . 
- チゲハ ゆゅらシぺ れヱゅヘわャや リΒよ ¬ゅΒレビΕや ヱ ボヘャや ¬やゲ . 

 
 ⌒ ∂ヶ⌒レ⇒∠ピ∇ャや ヶ∠ャゅェ ∠リ∇Β∠よ ⊥る⇒⇒∠ヤ∠よゅボ ⊥ヨ∇ャや  ⌒ギ⇒⇒⇒⇒Β⇒バ∇ャや ヶプ ⌒ゲ⇒⇒Βボ∠ヘ∇ャや ∠ヱ : 

 
ギΒハ ゲΒボヘャや : Ι ギイΑ ゅョ ヶらヤΑ るィゅェ ロキΙヱぺ ヮゎゲシぺヱ Ιヱ ギイΑ リョ ヮバヘレΑ ∩ ァゲガΑヱ ギΒバヤャ. ザエΑヱ るャグヨャゅよ . 
ギΒハ ヶレピャや : ヶツボΑ ヶレピャや ギΒバャや ヶプ :  ょヤボわャや ヶプ ゲΒをヱ スやゲヘャや リョ ゲΒビ れΚタ ヱ  ザプゅレわャや ヶプ ウよク スゅらムャや リョ ゲΒビ 

るΒエツゎ,  ペルほわャや ヶプ るレΑゴャや    ヱ  リレヘわャや ヶプ ュゅバトャや ゆやゲゼャやヱ. 
  

 
  ⌒ョ ｚヨ ∇ユ∠ャ ゅ  ⊥ょ⌒ゎゅム∇ャや ⌒ヮ∇Β∠ャ⌒ま ∇ギ⌒レ∠わ ∇ジ∠Α  ⌒メヲタ ⊥ヲ∇ヤ⌒ャ  ⌒プ ∠ギ⇒∠ワ ヴャ⌒ま ⌒ヮ  ⌒ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ∠リ ⌒ョ : 

  ⇒⇒ ぁヵ⌒ヲ⇒∠ピぁヤ ∇ャや ⊥ゆヲヤ∇シ⊥ ∇Εや ⌒バ∇ャや ∠ヱ ⊥ゲ⇒⇒⌒∂を ∠ぽ ⊥ヨ∇ャや.⊥る∠ヤΒヨ ∠イ∇ャや ⊥れやケゅら             ⇒⇒⇒ .∃り ∠ゲ⇒⇒⌒∂を ∠ぽ ⊥ョ ∃り ∠ケヲタ ヶプ ⌒ノ⌒ホやヲ∇ャや ⊥チ ∇ゲ⇒∠ハ 
  ⇒⇒. ⌒る⇒⇒⇒ｚレ⇒⇒ぁジャや ∠ヱ ⌒ゆゅ⇒⇒わ ⌒ム∇ャや ∠リ ⌒ョ ∀る⇒⇒ｚャ ⌒キ∠ぺ                               ⇒⇒⇒  ⌒ギ⇒⇒⇒⇒Β⇒バ∇ャや ヶプ ⌒ゲ⇒⇒Βボ∠ヘ∇ャや ∠ヱ ⌒ ∂ヶ⌒レ⇒∠ピ∇ャや ヶ∠ャゅェ ∠リ∇Β∠よ ⊥る⇒⇒∠ヤ∠よゅボ ⊥ヨ∇ャや. 

 
 

 : ネヲッヲヨャや リョ りキゅヘわジヨャや ユΒボャや 
 

 ⇒⇒ソゲエャや ハヤヴ ¬やキぺ りゅミゴャや       ⇒⇒ネゲらわャや れゅホギダャゅよ モヨハヱ ゲΒガャや       ⇒⇒ゅッゲャや るハゅレボャやヱ      ⇒⇒りゅシやヲョ ゲΒボヘャや ヱまわルゅハヮ 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√≒ 

 
     : れゅハヲッヲヨャや るビΚよ)  ゲΒボヘャや ギΒハ( : ネヲッヲョ 

 
  ( ∠ヱ ∇ム⊥Α ぁジャや ⊥ロ ⌒ゲ⇒ ∂レャや ∠ケヱゲ ⌒プゅ⇒ ∠ハ ∠ゲ⇒ ⌒ ∇Ηや ヴヤ ∇ャ ⌒よ ⌒ュゅヨ ∠ら ∇Β ⌒ヮ⌒わ⇒  ∠ヱ ∠ホ ∇ヤ⇒ ⌒ヮ⇒⇒⇒⌒ら )   

                        ∇セや ∠ゲ ⌒ゥ  ∂ダャや ∠ケヲ ∠り  ∇ャや ∠ヘ ⌒∂レ ｚΒ⇒ ∠る ∩ ∠ヱ ∠よ ⌒∂Β⇒ ∇リ  ∠ル⇒ ∇ヲ ∠ハゅヰ ∩ ∠ヱ ∇ャや ∠ヨ ∇バ⇒ ｚャや ヴレ⇒ ∠ぺ ヵグ ∇ヱ ∠ッ ∠エ ∇わ ⊥ヮ. 
 
 ∠セ⇒ ぁジャや ∠ヮｚら ⌒よ ∠ケヱゲ ∠ム ⌒もゅ ∠Α ∃リ ∇レ ⌒ヘ⇒ ⌒ョ ⊥ゲ ∇レ ⊥ヮ∩  ∠ヱ ⊥ワ⇒ ∠ヲ  ⊥Α ∇イ ⌒ら ∠ハ ⊥ロ ⊥ゲ ∠ハ ヴヤ⇒ ∠ギ ぁレャや ⌒ュ ⌒ケヲヘ∩   ∠ヱ ∠ェ ∠グ ∇ャや ∠フ ⊥ヨ ∠ヮｚら∠ゼ ⌒ヮ⌒よ ∩) リ⌒もゅム∇ャや ( ∠ヱ ∠キ ｚメ  ∠ハ ∠ヤ ∇Β ⌒ヮ  ⌒よ ∠ゼ ∇ヶ ∇リ ⌒ョ ∃¬
 ⌒タ ⌒ゎゅヘ ∠ヱ ⌒ヮ ⊥ワ⇒ ∂レャや ( ∠ヲ ⌒プゅ⇒ ∠ゲ  ∠ハ ) ∠シ ヴヤ⇒ ∇Ιや ⌒モΒら ⌒わシ ∠バ ∠ケゅ ∇ャや ⌒り ∠ヨ ∇ム ⌒レ ｚΒ ⌒る   ∠ヱ ⌒ワ ∠ヶ  ⊥ゎ ∠イ ⌒∂ジ ⊥ギ  ｚわャや ∠ム ぁヤ ∠ブ  ⌒ま ヶプ ∇ドヰ⇒ ｚジャや ⌒ケゅ ∠キゅバ.⌒り 
 

  ∇ハや ∠わ ∠ヨ ∠ギ  ∇ャや ⌒ゎゅム ⊥ょ  ∠ハ ⌒ ∇Ιや ヴヤ ∇シ ⌒わ ∠ケゅバ ⌒り  ∠ゎ ヶプ ∇エ⇒Βボ⇒ ⌒ペ  ∠ワ⇒ ∠ギ ⌒プ⇒ ⌒ヮ . 
   ∠ェ⇒⇒ ⌒∂ギ ∇キ  ∠ワ⇒ ⌒グ ⌒ロ  ⌒ ∇Ιや ∇シ ⌒わ ⌒れやケゅバ ⊥を ∩⇒⇒ ｚユ  ⊥や ∇ク ⊥ミ⇒ ⌒ゲ  ∇ャや ∠ヰ⇒⇒ ∠ギ ∠フ  ｚャや⇒ ∠ェ ヵグ ｚボ⇒ ∠ボ⇒ ∇わ⇒ ⊥ヮ. 
≒ ∠ゎ ⇒ ⊥ウΒダ  ∇ャや ∠エ ∇ジ ∠ゲ ⊥り  ∠ル ヶプ ∇ヘ ⌒ジ ⌒ヮ. 
≪ ∠ワ ⇒ ⌒グ ⌒ロ  ⌒ル ∠バ ⊥ヨ ∠マ  ⌒シやヱ ∠バ ∀る  ⌒よゅシ ∠ピ ∀る. 
≫ ∇ャや ⇒ ⊥ボ ∇ギ ∠ケ ∠り  ∠ゎ ∇ゲ ∠ェ ⊥ユ  ∇ャや ∠ヘ ∠ゲΒボ. 
√ ∇ャや ⇒ ∠バ ∇イ ∠ゴ  ⊥Α ∇ギ ⌒ケ ⊥ポ  ∇ャや ∠ヨ ∠ルヲバ ∠る. 
∽ ∇ャや ⇒ ⌒エ ∇ゲ ∠ラゅョ  ⊥Α ∇ガ ⌒ト ⊥め  ぁトャや ∠ャヲヘ ∠る. 
 ∇ャや ∠ヰ⇒⇒ ∠ギ ⊥フ : ⌒まを⇒⇒ ∠ケゅ ⊥り  ｚゼャや ∠ヘ ∠ボ ⌒る  ∠ハ ∇ャや ヴヤ ∠ヘΒボ⇒⇒ ⌒ゲ  ⌒ャ ∠ヨ⇒⇒⇒ ⌒∂ギ  ∠Α⇒⇒⇒ ⌒ギ  ∇ャや ∠バ⇒⇒⇒ ∇ヲ ⌒ラ  ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ャ⌒ま. 
 

  ∠よ ⊥ペ⌒ヤ∇ピ⊥Α ( ∠ハ ⊥ヮ∠よゅ ⊥よ ヴヤ) ⌒ヮ ⌒シ ∇ぽ    ∠ヱ ⌒∂ッ ⌒ウ  ∇ャや ∠ガ ｚわャや ヶプ ∠メゅΒ ∇バ ∂ジャや ⌒ゲΒら ⌒よゅ ∠ヱ ∩⌒ペ ∠ぺ ∇リ⌒∂Β∠よを⇒.⊥ロ ∠ゲ 
 ⌒や ( ∇シ ⌒わ ∠ケゅバ ∀り  ∠ョ ∇ム ⌒レ ｚΒ ∀る )    ∠セ⇒⇒ ∇ャや ∠ヮｚら ⊥ら⇒ ∇ぽ ⌒よ ∠サ ⌒み ∇ルジ⇒ ∠Α ∃ラゅ ∇エ⇒ ⌒ら ∠よ ヶプ ⊥ヮ⊥ジ ∇Β ⌒ヮ⌒わ ∧ ∠ェ ∂わ ∠Α Ι ヴ ∇バ⇒ ∠ヤ ⌒よ ∠ユ ⌒ヮ⇒ ∇Γや ∠カ ∠ラヱゲ. 
 ∠ヱ ⊥ワ⇒ ∠ヲ  ⊥Α ∠イ ⌒∂ジ⇒ ∠ゎ ⊥ギ⇒ ∇ャや ヵケやヲ ∠ヘΒボ⇒ ∠ヱ ⌒ゲ ∇ルや ⌒ム ⊥ロ ∠¬ゅヘ  ∠よ ヶプ ∇Β ⌒ヮ⌒わ  ∠ゎ ⌒キゅヘΑ⇒ ⌒ャ ⇔ ゅ ∇ヤ ∠ヨ ∠グ ｚャ⇒ ∠ヱ ⌒る ⌒シ ∇わ⇒ ⌒ャ ⇔やゲ ∇ヤ ∠ヘ ∠エΒツ . ⌒る 
 

  ∠ヱ ⌒∂ッ ⌒ウ  ∇ャや ∠ガ ∠メゅΒ  ∠ヱ ( ヶプ ∇ハや ∠わ⇒ ∠ヤ ∠ア  ∇ャや ∠ヰ⇒ ぁユ  ∠タ ヶプ⇒⇒ ∇ギ ⌒ケ ⌒ロ  ⊥ョ ) ∠ら ⌒∂Β ∠ル ⇔ ゅレ ∇ヲ ∠ハ⇒ ⊥ヮ∩  ∠ヱ ∠ぺ ∠を⇒⇒ ∠ゲ ⊥ロ. 
 ∠セ⇒⇒ ｚら ∠ヮ  ∇ャや ∠ヰ⇒⇒ ⌒よ ｚユレ⇒⇒ ∃サゅ  ∠Α ∠わ ∠ケゅダハ⇒⇒ ∠ラヲ  ∠ハ ∠シ ヴヤ⇒⇒ ⌒モΒら  ⌒ ∇Ιや ∇シ⇒⇒ ⌒わ ∠ケゅバ ⌒り  ∇ャや ∠ヨ ∇ム⇒ ⌒レ⇒ ｚΒ⇒⇒ ⌒る   ∠ヱ ⌒ワ ∠ヶ  ⊥ゎ ∠イ⇒ ⌒∂ジ⇒⇒ ⊥ギ  ⊥ョバ⇒⇒ルゅ⇒⇒ ∠りゅ ャや⇒ ｚゲ ⊥ィ⇒⇒⇒ ⌒モ  ∠ヱ ∠ゎ⇒ ∠ ほ ぁコ ∠ョ⇒⇒⇒ ⊥ヮ 
ャや⇒ ｚレ⇒ ∇ヘ⇒ ⌒ジ⇒⇒ ｚヶ. 
 
 

  ∇ャや ⌒ウ ⌒∂ッ ∠ヱ ∠ガ ∠Α ゅヨΒプ ∠メゅΒヤ⇒ ∠ヱ ∩ヶ ⌒∂Β∠よ⇒⇒ ∠Αゅビ ∇リ⇒⇒ ∇ャや ∠る ⌒ゎゅム⇒⇒ .⊥ヮ∇レ ⌒ョ ⌒ょ 
    ⇒ ぺ⇒  ∠キ ( ∠カ⇒ ∇ャや ∠モバ⇒Β⇒⇒⇒ ⌒よ ⊥ギ ∠ツ ∇ヲ ⌒もゅッ⇒⇒ ∠ヱ ⌒ヮ ⌒もΚΒ ⊥カ⇒⇒:) ⌒ヮ 

-  ∠セ ｚら ∠ヮ  ∇ャや ∠ギΒバ  ⌒よ ∠バ ∃ユΒヌ  ∠ョ ヶプ ∇ヲ ⌒ミ ⌒ら ⌒ヮ  ∠ヱ ∠レΑコ ⌒わ ⌒ヮ  . 
-  ∠ヱ ∠Α ∇ヰ⇒ ⌒ギ ⊥フ  ⌒ま ∠よ ヴャ ⌒ラゅΒ  ⌒や ∇ェ ⌒わ⇒ ⌒キゅゼ  ∠ョ ⌒ワゅヌ⇒ ⌒ゲ  ∂ゴャや ∠レΑ⇒ ⌒る  ∇ャや ヶプバ⇒⇒ ⌒ギΒ . 

 
  ⇒ ゆ⇒  ⊥ョ ( ∠ツ⇒⇒ ｚゲ ∠ョ ∠る  ∠ ∇Εや ∇ルヘ⇒⇒ ⌒サゅ  ∠ャΒヰ⇒ ∠ん⇒⇒ ∠る  ∇ャや⇒ ∠ボ⇒ ∇ヤ⇒ ⌒ょ :) 

-  ∠セ⇒ ｚら ∠ヮ  ∠ ∇Εや ∇ル ∠サゅヘ  ⌒よ ∂レャゅ ⌒ケゅ  ∠ヱ ∇ャや ∠ボ ∇ヤ ∠ょ  ⌒よ ∠ゲ ⊥ィ⇒ ∃モ  ⊥ョ ∇わ ∠バ⇒ ∃ょ  ∠Α ∇ヤ ∠ヰ⇒ ⊥ゑ  . 
-  ∠ヱ ∠Α ∇ヰ⇒⇒⇒ ⌒ギ ⊥フ  ⌒ョ ∇リ  ∠ク ⌒ャ⇒ ∠マ  ⌒ま ∠よ ヴャΒ⇒⇒ ⌒ラゅ  ∠ぺ ∠ャ⇒⇒⇒ ⌒ユ  ∠ヱ ∠ゎ⇒ ∠バ⇒⇒⇒ ⌒ょ  ⊥ ∇Εや ∇シ⇒⇒ ∠ゲ ⌒り . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√≪ 

 
るΒレムヨャや ⊥りケゅバわシΙや 

るΒレムヨャや ⊥りケゅバわシΙや    :ゼゎ⇒ ∀ヮΒら ⊥ェ⇒⇒ ∇レ ⌒ョ ∠フ ⌒グ⇒ ⊥ヮ ∠ゼ ⊥ヨャや⇒ヮ⌒よ ヮｚら  .ヮョコやヲャ ∇リ ⌒ョ ¬ヶゼよ ⊥ヮャ ∠ゴ ⌒ョ ⊥ケヱ ∠フ ⌒グ ⊥ェ 
  : ナェΙ 

≒. わャ ⌒ ∂ヲ ∠エΑ ∃れやケゅバわシや ヴャま ⌒れゅヰΒらゼわャや ⌒モ Α  るΒレムョ フグ ⊥エ ヮよ ヮらゼヨャやヱΑヮョコやヲャ ∇リ ⌒ョ ¬ヶゼよ ⊥ヮャ ゴョゲ  
≪.  ∃れやケゅバわシや ⌒モΑ ⌒ ∂ヲ ∠エわャ     るΒレムョ ヴャま ⌒れゅヰΒらゼゎ   キゅバΑ  ヮよ ヮらゼヨャや ) ヮよ ヮらゼヨャやヱ ヮらゼヨャや ( ヮΒらゼわャや ゅプゲヅ モヨわムΒプ 

 
 : ∃れやケゅバわシや ヴャま ∠るΒャゅわャや ⌒れゅヰΒらゼわャや ⌒メ ⌒ ∂ヲ ∠ェ 

-               .∀る⇒⇒⇒∠ら⇒⌒∂Β∠ヅ ゅ⊥ワ ⊥ケゅ⇒⇒⇒ヨ⇒⌒を りゲイセ ⊥ラゅ⇒⇒ヨΑΗや            .∀る⇒⇒⇒∠ら⇒⌒∂Β ∠ヅ ⊥ロ ⊥ケゅ⇒⇒⇒ヨ⇒⌒を ⊥ラゅ⇒⇒ヨΑΗや 
-  ∠メヲシ ｚゲャや ｚラま  ⌒ヮ⇒⇒⌒よ ⊥¬ゅツ⇒∠わ⇒ ∇ジ⊥Α ∀ケヲ⇒⇒レ∠ャ    .                    ⊥メヲ⇒⇒シ ｚゲャや ∠¬ゅッ∠ぺ . ⌒ゲ⇒⇒∇Β⇒ ∠ガ∇ャや ヴャ⌒ま ゅレ⇒Αギ⇒ ⊥ヰ∠プ ゅ⇒⇒レ⇒∠ゎゅΒ ∠ェ 
- ラへゲボャや ユΑゲムャや ネヲらレΑ  るΒよゲバャや     ヴエダヘャや                ラへゲボャや ユΑゲムャや るΒよゲバャゅよ ヂΒヘΑ ヴエダヘャや    

 
  ⌒メ ⌒ ∂ヲ ∠ェ   りケゅバわシΙや ヮΒらゼゎ ヴャま   : 

- . ヴヰぁレャや ヶ⇒ャヱ⊥ぺ ⌒ヵ∇ぺ ∠ゲ⇒⇒⌒よ ⌒ゐキやヲ⇒エャや ヶプ ⊥¬ヶツわジ∠ル             ヴヰぁレャや ヶ⇒ャヱ⊥ぺ ヵ∇ぺ ∠ケ    ケヲル ⊥¬ヶツわジ∠ル ヮよ ⌒ゐキやヲ⇒エャや ヶプ 
-  ⊥モ⇒⊥わボΑ  ⊥モ⇒ホゅバャや  ∠モ∠ジムャや ヶプ  ⊥モ∠ジ∠ムャや                                   ヮ ⌒ジヘル  ∀ヱギ⇒ハ  ⊥ょ⇒ ⌒イ∠Α ヮ⇒ヤわ⇒ホ ヶプ  ⌒ザ⇒ヘレャや .  
-   りゅ⇒⇒Βエャや  ⊥る⇒ヨヅΚ⇒わョ         ⌒ァやヲ⇒ョΕや                                ｚラま  ∠りゅ⇒Βエャや  ∀ゲ⇒ ∇エ∠よ  ⊥ユ⇒ ⌒ヅΚわョ  ⌒ァやヲ⇒ョΕや .                 

 
 ゥゲセや  モミ りケゅバわシや るΒレムョ ヶヤΑ ゅヨΒプ ゅレΒらョ ゅワゲをぺ ヶプ ヴレバヨャや. 

 
 ⊥ゲ⇒ ⌒ハゅ∂ゼャや ∠メゅホ :     ⊥る⇒ｚΒ⌒レ ∠ヨ∇ャや やク⌒ま ∠ヱゅワ ∠ケゅ⇒ヘ⇒ ∇ド∠ぺ ∇ろ∠ら∠ゼ⇒∇ル∠ぺ        ⊥ノ⇒∠ヘ⇒∇レ∠ゎ Ι ∃る⇒ ∠ヨΒヨ∠ゎ ｚモ⇒⇒⊥ミ ∠ろ⇒∇Β⇒∠ヘ∇ャ∠ぺ 

 フグェヱ ズェヲャゅよ るΒレヨャや ヮらセ るΒヨわェ  ギΒジイゎ るΒレヘャや ゅヰわヨΒホヱ ) ゅワ ∠ケゅヘ ∇ド∠ぺ ∇ろ∠ら∠ゼ∇ル∠ぺ ( ヮョコやヲャ リョ ¬ヶゼよ ヴゎぺヱ  ヮよ ヮらゼヨャや
. ヮわΒワやゲミ ンギョ ラゅΒよヱ  れヲヨャや 

 
  ⇔ ゅェ ⌒キゅョ ヶ∂ら∠レ⇒∠わ ⊥ヨ∇ャや ∠メゅホ :       ⊥ギ⇒ ∇イ ∠ヨ∇ャや ∠ヶ⌒プヲ⇒ハ  ⊥ュ ∠ゲ⇒∠ム∇ャや ∠ヱ ∠ろΒプヲ⇒ハ ∇ク⌒ま       ⊥ユ⇒⇒∠ャ∠Εや ∠マ⌒もやギ⇒ ∇ハ∠ぺ ヴャ⌒ま ∠マ∇レ⇒∠ハ ∠メやコ ∠ヱ 

 ギイヨャや ヮらセ ギイョヱ ュゲミ  ゾΒガゼゎ るΒレヘャや ゅヰわヨΒホヱ ) ∠ヶ⌒プヲ⇒⇒⇒⇒ハ( ヮョコやヲャ リョ ¬ヶゼよ ヴゎぺヱ  ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ラゅジルΗゅよ
.  ゥヱギヨヨャや 

 
 ∠メゅボプ るハゅイゼャゅよ ⇔ ゅョヲホ ゲカへ ∠ゥギョヱ  : .ユヰャ ゅ６ボェ ノΒツ⊥ゎ Ιぺ ∇ユヰ⊥プヲΒシ ∇ろヨジ∇ホ∠ぺ 

    ) ∇ろ⇒ ∠ヨ⇒∠ジ⇒∇ホ∠ぺ ( ⌒ヮ⇒⇒ ⌒ョ ⌒コやヲ⇒∠ャ ∇リ ⌒ョ ∃¬ ∇ヶ∠ゼ⌒よ ⌒ヮ∇Β∠ヤ∠ハ ｚメ ∠キ ∠ヱ ⌒ヮ⇒⌒よ ∠ヮｚら∠ゼ ⊥ヨ∇ャや ∠フ∠グ⇒⇒ ∠ェ ∠ヱ ∩ ∃ラゅ⇒ジ∇ル⌒み⌒よ ∠フヲΒぁジャや ∠ヮｚら⇒⇒∠セ  ∀ゾ⇒Β⇒ガ∇ゼ⇒∠ゎ ∠マ⇒⌒ャ∠ク ヶプ ∠ヱ ∩
.⌒ ユヰゎヲホヱ ユヰわハゅイゼャ 

 
 ァゲガわシや りケゅバわシや るΒレムョ ヶプ ゾル ュギボョ ヮャ. 

 ⊥ァゅ ｚイエャや メゅホヱ    :   ⇔ ゅシヱ ⊥ぼ ⊥ケ ン ∠ケΕ ヶルま ギホ ∇ろ∠バ∠レΑぺ . ゅ ∠ヰ⊥ら ⌒ェゅ ∠ダ∠ャ ヶ∂ル⌒まヱ ゅヰ⊥プゅト⌒ホ ∠ラゅェヱ 
 サヱぼゲャや ヮらセるバルゅΒャや ケゅヨんャゅよ  りケギホ リΒらΑ  ギΒジイゎ ゅヰΒプヱ    ∇ろバレΑぺ ヲワヱ ヮョコやヲャ リョ ¬ヶゼよ フヱグエヨャや ヮよ ヮｚらゼヨヤャ ∠ゴョ ⊥ケヱ

 .  ヮもやギハぺ リョ モΒレャや リョ ァゅイエャや 
 

:ュΚジャや  ヮΒヤハ ゅΑゲミコ ラゅジャ ヴヤハ ヴャゅバゎ メゅホヱ 
          ヶ⌒∂ル⌒ま ⌒ ∂ゆ ∠ケ ∠メゅ∠ホ{}ゅ６Β⌒ボ∠セ ⌒ ∂ゆ ∠ケ ∠マ⌒もゅ∠ハ⊥ギ⌒よ リ⊥ミ∠ぺ ∇ユ∠ャ ∠ヱ ゅ⇔ら∇Β ∠セ ⊥サ∇ぺ ｚゲャや ∠モ∠バ∠わ ∇セや ∠ヱ ヶ⌒∂レ ⌒ョ ⊥ユ ∇ヌ∠バ∇ャや ∠リ∠ワ ∠ヱ 

. リワヲャやヱ ゲらムヤャ  ギΒジイゎ ゅヰΒプヱ  "モバわセや" ヲワヱ ヮョコやヲャ リョ ∃¬ヶゼよ ヮΒャま ∠ゴョ ⊥ケヱ ∩ヮよ ヮｚらゼヨャや フ⌒グェ ユを ⌒キヲホヲャゅよ ⊥サぺゲャや ∠ヮ⌒∂ら⊥セ 
 

 パヲダΑ りケゅらハ リヨツわゎ りケゅバわシや   : るΒゎΓや れゅヨヤムャや リョ 
 ) るΒョΚシΗや りケゅツエャや ∩  るΒよゲバャや るピヤャや ∩ れヲヨャや ∩ ギシΕや ∩ ゲヨボャや ∩ チケΕや ( 

- ユジわらゎ チケΕや ヶプ ノΒよゲャや.            ゅルケやコ ゲヨボャや ヶプ ゅレわΒよ .   
- ュゴワ ギシΕや ヮョヲダカ ヴヤハ ヅゅジらャや るョΚバャゅよ るΒもゅヰレャや.       ょゼルぺ れヲヨャや ロケゅヘドぺ ゅヰよゅΒルぺヱ ヶプ ラゅムシ るΑゲボャや.    
- るピヤャや るΒよゲバャや           . ペΑゲトャや ゅレャ ¬ヶツゎ   りケゅツエャや れケゅルぺ るΒョΚシΗや  ゅよケヱぺ 
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√≫ 

  
]     ザレイヤャ るΒプゅレャや  Ι[ 

 . ユミゅルキヲハ ゅヨミ ウッやヱヱ テジらョ モムゼよ マャクヱ ∩ ]   ザレイヤャ るΒプゅレャや  Ι   [   ゥゲセ  ヴャま ベゲトわレシ :  ヶャゅバゎ 聴 ¬ゅセ ラま 
 

 ロギΒヘゎ ヵグャや ヴレバヨャや ヴャま モダゎ ラぺ メヱゅェヱ  るΒャゅわャや るヤヨイャや ぺゲホや " ∠Ι  "   ゅヰΒプ  . 
                                                           ∀ゆ ⌒クゅ⇒ミ ∠リ⇒ ⌒ョ ∇ぽ⇒ ⊥ョ Ι 

                       ⊥ユ⇒⊥ワ ∠ヱ ゅヰ ⌒ヨ⇒ ∇シや ⌒ザ⇒∇レ ⌒ィ ⌒キやゲ⇒∇プ∠ぺ ⌒ノΒヨ ∠ィ ∇リ⇒∠ハ ) ゆ ⌒グ⇒∠ム∇ャや ( ∠ヲ⇒⊥ワ ∠ヱ ∠ゲ⇒∠ら ∠ガ∇ャや ∇ろ⇒∠ヘ∠ル  )  Ι ( ラぺ ギイゎ 
               ) ∠ラヲ⇒レ ⌒ョ ∇ぽ ⊥ヨ∇ャや (ゅ⇒ヰ ⌒ヨ⇒ ∇シや ⌒ザ⇒∇レ⇒ ⌒ィ ∇リ⇒∠ハ ゅワ ∠ゲ⇒∠ら⇒ ∠カ ヶヘ⇒∇レ⇒∠ゎ  ゅヰルΕ ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι"  ゅヰΒヨジル やグャ . 

     
ゅ⇒ヰ⊥ヤ ∠ヨ⇒∠ハ   :   

 
 ゅワ ∠ゲ∠ら ∠カ ヴ ｚヨ∠ジ⊥Α ∠ヱ ゲ∠ら ∠ガャや ⊥ノ∠プ ∇ゲ∠ゎ ∠ヱ ∩ゅヰ ∠ヨシや ヴ ｚヨ∠ジ⊥Αヱ ∠ぺギわらヨャや ⊥ょ ⌒ダレ∠わ∠プ ｚラま ∠モ ∠ヨ∠ハ ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι" ⊥モ ∠ヨ∇バ∠ゎ  .. ヅヱゲゼよ リムャヱ 

 
  ゅヨプ ゅヰヤヨハ ヅヱゲセ   ∨ "ザレイヤャ るΒプゅレャや :Ι" るヤヨィ  Βプ ヅゲわゼ⊥Α ゅヰ:るバヨわイョ るΒャゅわャや れゅヘダャや 

 
≒⇒⇒  ゲィ フゲェ ゅヰΒヤハ モカギΑ ∂Ιぺ.   ≪⇒⇒  ソゅプ ゅヰヨシや リΒよヱ ゅヰレΒよ モダヘΑ Ιぺ  ≫⇒⇒  リΒゎゲムル ゲらガャやヱ ユシΙや リョ モミ ラヲムΑ ラぺ . 
 

 れゅヘダャや ログヰプ るバヨわイョ るヤヨィ ゅヰΒヤハ ペヤトΑ ヶわャや るヤヨイャや ヶプ ペボエわゎ ラぺ ょイΑ   "ザレイヤャ るΒプゅレャや :Ι"  
                 ゅヰΒプ ょダレΑ ヶわャやヱやヨシゅヰ  ノプゲΑヱ ゅヰΒプゲらカ. ゅワ  

                            ゅレャヲホ モんョ :  "   りゅΒエャや ノョ ∠サほΑ Ι ヱ サほΒャや ノョ ∠りゅΒェ Ι   " 
 

    やクみプゲィ フゲェ ゅヰΒヤハ モカキ ゅヰ⊥ヤヨハ ∠モ∠ト∠よ  ゅワケやゲムゎ ュゴヤΑ Ιヱ. 
    

 ∃ゲΒヨッ Κよ ペプゅレヨャや   .    ゲィ フゲエよ ろボらシ ゅヰルΕ  るヤヨヰョ Ι ( ∩  ケヱゲイョ ユシや : ∃ゲΒヨッ ) 
 

  . ゅワケやゲムゎ ょィヱヱ モヨバゎ Κプ るプゲバョ ゅヰヨシや ¬ゅィ やクま ゅョぺ : モんョ 
 

. ⊥れゅらレャや Ιヱ ¬やゲエダャや ヶプ ⊥¬ゅヨャや Ι  ゅヰャ モヨハ Ι るヤヨヰョ Ι (ゅワケやゲムゎ ょィヱヱ  ) るプゲバョ ゅヰヨシや ラΕ 
 

 んョ ゅワケやゲムゎ ょィヱヱ ゅヰヤヨハ ヶピャぺ ∩ モタゅプ ゅヨヰレΒよ モダプ やクま ゅョぺ: モ 
 

 .∀ネキゅガョ Ιヱ ∀リもゅカ ゅレレΒよ Ι  プ  ゅヰヨシやヱ ) Ι ( リΒよ モダプヱ " ゅレレΒよ " ゲらガャや ュギボゎ (ゅワケやゲムゎ ょィヱヱ ゅヰヤヨハ ヶピャほ. 
 
    ユシや  ) るΒプゅレャや Ι (   (  :フゅツヨャゅよ ヮΒらゼャや ∩フゅツヨャや ∩キゲヘヨャや  ) 
 
≒-  キゲヘヨャや  :ゅハヲヨイョ ヱぺ ヴレんョ ラゅミ ラまヱ ∩フゅツヨャゅよ ゅヰΒらセ Ιヱ ゅ⇔プゅツョ ザΒャ ゅョ ヮよ ギダボΑ 
 

ユシや ヱ ヮよ ょダレΑ ゅョ ヴヤハ ゅヨもやキ ヶレらョ キゲヘヨャや "Ι" . 
 

   "Ι" ユシや るΒプゅレャや  ゲΒジムゎ ノヨィ ヱぺ や⇔キゲヘョ ラゅミ ラま ∩ウわヘャや ヴヤハ ヴレらΑ: モんョ ∩ 
 

                 Ι" ∀キヲボェ リョぽョ  ∠りゅジ⊥ホ Ιヱ  ラヲよヲらエョ"  
   ∩   ウわヘャや ヴヤハ ヶレらョ るΒプゅレャや Ι ユシや : リョぽョ ∠りゅジ⊥ホ  ウわヘャや ヴヤハ ヶレらョ るΒプゅレャや Ι ユシや : 

 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√√ 

 
 

  "Ι" ユシや ¬ゅΒャや ヴヤハ ヴレらΑ るΒプゅレャや  ヴレんョ ラゅミ ラま: モんョ ∩ 
     ⇒⇒⇒ Ι  ⌒リΑギッ   . ⌒ラゅバヨわイョ  ヴヤハ ヶレらョ るΒプゅレャや Ι ユシや .  ヴレんョ ヮルΕ ¬ゅΒャや 
 

 "Ι" ユシや ¬ゅΒャや ヴヤハ ヴレらΑ るΒプゅレャや ゲミグョ ノヨィ ラゅミ ラま ユャゅシ   : モんョ ∩ 
    ⇒⇒⇒ Ι ∠リΑギイョ  ヴヤハ ヶレらョ るΒプゅレャや Ι ユシや     . ∠ラヲョヱゲエョ . ユャゅシ ゲミグョ ノヨィ  ヮルΕ ¬ゅΒャや 
 

  ユシや  ( Ι  )るΒプゅレャや  ヴヤハ ヴレらΑ   ゲジムャや ノヨィ ラゅミ ラま ユャゅシ ゑルぽョ   : モんョ ∩ 
    ⇒⇒⇒ Ι ∃れΚワゅィ  ∀れゅョゲわエョ . ユャゅシ ゑルぽョ  ノヨィ ラゅミ ラま ゲジムャや ヴヤハ ヶレらョ るΒプゅレャや Ι ユシや 
      
≪-  フゅツヨャや   : :ヮΒヤハ ペヤトΑ ロゅレバョ ヮよ モヨムΑ ロギバよ ケヱゲイョ ゲカへ ユシや ヮΒャま ユツレΑ 

       ヮΒャま フゅツヨャや"    ギよΙヱ∩)りゲムル ヮΒャま フゅツョ ロギバよ ヶゎほΑ ( りゲムル ヴャま ⇔ ゅプゅツョ ラヲムΑ ラぺ 
          ゅ⇔よヲダレョ ゅ⇔よゲバョ ラヲムΑ るャゅエャや ログワ ヶプヱ   : モんョ ∩ 

 
 ⇒⇒ Ι ∠ペΑギタ  ∀ノプゅル ∃¬ヲシ    :るエわヘャや ヮらダル るョΚハヱ ゆヲダレョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや 
 

 ⇒⇒⇒ Ι ∇ヶボΑギタ ラゅバプゅル ∃¬ヲシ   : るΒプゅレャや Ι ユシや.  るプゅッΘャ ラヲレャや ろプグェヱ ヴレんョ ヮルΕ ¬ゅΒャゅよ ゆヲダレョ ザレイヤャ 
 
⇒⇒  Ι ∠¬ゅホギタぺ バプゅル ∃¬ヲシ ラヲ :るエわヘャや ヮらダル るョΚハヱ ゆヲダレョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや 
 
 ⇒⇒ Ι ⌒れゅボΑギタ  ∀れゅバプゅル  ∃¬ヲシ  :.ユャゅシ ゑルぽョ ノヨィ ヮルΕ ∧ りゲジムャゅよ ゆヲダレョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや 
 
 ⇒⇒ Ιヶヤハゅプ  ラヲョキゅル ∃ゲΒカ : ヮルΕ ¬ゅΒャゅよ ゆヲダレョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや ユャゅシ ゲミグョ ノヨィ .  るプゅッΘャ ラヲレャや ろプグェヱ 
 
 
≪-  : フゅツヨャゅよ ヮΒらゼャや 
 

 ロゅレバョ ユヨわΑ  ¬ヶセ ヮよ モダゎや ゅョ ヲワヱ ∩ モハゅプ ユシや(  ] ⇔や [ ラヲレョ ペわゼョ ユシや ⇔ ゅらャゅビ ヲワヱ-  メヲバヘョ ユシや-  )... るピャゅらョ るピΒタ 
         ゆゲバョ ヮルぺ ゅ ⇔ツΑぺ フゅツヨャゅよ ヮΒらゼャや ユムェヱゆヲダレョヱ   : モんョ ∩ 

 
   Ι"や ⇔ゴΑゴハ  ∀ラゅヰョ ヮ⊥らルゅィ "               トらゎケや ギボプろ  "ゴΑゴハ" よヮよ モハゅプ ヶワヱ "ヮらルゅィ" るヨヤム 

 
  " Ιヱゅ⇔バルゅタ  ∀ノ∂Βツョ ∠フヱゲバヨャや "    トらゎケや ギホヱろ  "ノルゅタ"よヮャ ヮよ メヲバヘョ ヲワヱ "フヱゲバヨャや" るヨヤム 

 
 " Ιヱゅ⇔ボΒヘセ  "∀ロヱゲムョ サゅｚレャや ヴヤハ   トらゎケやヱろ  "ペΒヘセ"よ ケゅイャゅケヱゲイヨャやヱ .ヮよ ペヤバわョ ヲワヱ "サゅレャや ヴヤハ" 
 

 れゅヰΒらレゎ : 
≒ ّ  ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ゲらカ フグェ コヲイΑ : モんョ  ュΚムャや ベゅΒシ リョ ユヰ⊥プ やクま    マセ Ι モヰシ ラゅエわョΙや 

     レらョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや : マセ ∩ょダル モエョ ヶプ ウわヘャや ヴヤハ ヴ  ロゲΑギボゎ フヱグエョ ゅワゲらカヱ  )マャク ヶプ ( 
 
   サほよ Ι :   マΒヤハ サほよ Ι キヲダボヨャやヱ ュΚムャや リョ ュヲヰヘョ ヮルΕ るΒプゅレャや Ι ゲらカ フグェ 
 
≪  ⇒⇒)マΒヤハ Ι( ュΚムャや リョ ∠ユ ⌒ヰ⊥プ やクま Ι ユシや フグエΑ ギホ 

 マΒヤハ Ι  )マΒヤハ ァゲェ Ι( ヱぺ )マΒヤハ サほよ Ι(  : ゲΑギボわャやヱ ュΚムャや リョ ュヲヰヘョ ヮルΕ るΒプゅレャや Ι ユシや フグェ 
     ケキゅル やグワヱ ∩. 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√∽ 

 
 
≫ ⇒⇒⇒)ょダル モエョ ヴプ ウわヘャや ヴヤハ ヴレらョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや( ⇔ ゅヨもやキ ゆゲバ⊥ゎ るΒャゅわャや れゅヨヤムャや 

 ギよ Ι (ّ   ゲヘョ Ιّ  マセ Ιّ  ょΑケ Ιّ   サほよ Ιّ  メやギィ Ιّ   スゅボル Ιّ  ァゲェ Ιّ ノルゅョ Ι .)  
       )や⇔キゲヘ ⊥ョ ¬ゅィ るボよゅジャや れやケゅらバャや ヶプ Ι ユシや ラぺ ナェΙ( 
 
√ ّ : モんョ ゅワケやゲムゎ コヲイΑ るヤョゅバャや Ι        . ∀ノプゅル ∠メゅヨワま Ιヱ ∠モジミ Ι 

             .) ∀ノプゅル( るΒルゅんャや Ι ゲらカ ヮΒヤハ メギΑ フヱグエョ ヴャヱΕや Ι ゲらカ ゅレワ 
 
∽ّ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ヴヤハ ュゅヰヘわシΙや りゴヨワ メヲカキ リムヨΑ 

          : メゅんョ ∨ マバョ ザャゅィ ブΒッ Ιぺ 
 
∝ . ゅヨΒシ Ι    : 

-  . ラま モヨハ モヨバゎ ザレイヤャ るΒプゅル : Ι 
- . フゅツョ ヶシヱ ∩ るエわヘャゅよ ゆヲダレョ Ι ユシや : ヶシ 
- . ヮΒャま フゅツョ ゲィ モエョ ヶプ ラヲムジャや ヴヤハ ヶレらョ メヲタヲョ ユシや : ゅョ 
- ヲィヲョ ロゲΑギボゎ ゅよヲィヱ フヱグエョ Ι ゲらカヱ 

 
 

 れゅ⇒らΑケギゎ   ( ヴヤハザレイヤャ るΒプゅレャや Ι   りケゲボヨャや フやギワΖャ ゅ⇔ボプヱ  ): 
 

 リΒよ ゲをぺ Ι るΒプゅレャや ザレイヤャ ヴレバョ よやゲハまヱ ⇔ ほ 
 

 : ヶヤΑ ゅヨΒプ ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι ロギΒヘゎ ヵグャや ヴレバヨャや  ∇リ⌒∂Βよ 
    ∀ュヱゴヰョ ∃ペェ ∠ょェゅタ Ι . 

     ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι ロギΒヘゎ ヵグャや ヴレバヨャや:     . ペェ ょェゅタ モミ リハ るヨΑゴヰャや ザレィ ヴヘル 
 ∠ぺギわらヨャや ⊥ょ ⌒ダレ∠わ∠プ ｚラま ∠モ ∠ヨ∠ハ ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι" ⊥モ ∠ヨ∇バ∠ゎゅワ ∠ゲ∠ら ∠カ ヴ ｚヨ∠ジ⊥Α ∠ヱ ゲ∠ら ∠ガャや ⊥ノ∠プ ∇ゲ∠ゎ ∠ヱ ∩ゅヰ ∠ヨシや ヴｚヨ∠ジ⊥Αヱ  .. ヅヱゲゼよ リムャヱ 

 
    ウイレΑ ∠メヲジミ Ι. 

ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι ロギΒヘゎ ヵグャや ヴレバヨャや :        . メヲジミ モミ リハ ゥゅイレャや ザレィ ヶヘル 
∩ゅヰ ∠ヨシや ヴｚヨ∠ジ⊥Αヱ ∠ぺギわらヨャや ⊥ょ ⌒ダレ∠わ∠プ ｚラま ∠モ ∠ヨ∠ハ ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι" ⊥モ ∠ヨ∇バ∠ゎ ゅワ ∠ゲ∠ら ∠カ ヴ ｚヨ∠ジ⊥Α ∠ヱ ゲ∠ら ∠ガャや ⊥ノ∠プ ∇ゲ∠ゎ ∠ヱ  .. ヅヱゲゼよ リムャヱ 

 
 ゲヨボャや ウトシ ベヲプ れゅらル Ι . 
         ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι ロギΒヘゎ ヵグャや ヴレバヨャやゲヨボャや ウトシ ベヲプ れゅらレャや ザレィ キヲィヱ ヶヘル   : 

 ∩ゅヰ ∠ヨシや ヴｚヨ∠ジ⊥Αヱ ∠ぺギわらヨャや ⊥ょ ⌒ダレ∠わ∠プ ｚラま ∠モ ∠ヨ∠ハ ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⊥るΒプゅｚレャや "∠Ι" ⊥モ ∠ヨ∇バ∠ゎゅワ ∠ゲ∠ら ∠カ ヴ ｚヨ∠ジ⊥Α ∠ヱ ゲ∠ら ∠ガャや ⊥ノ∠プ ∇ゲ∠ゎ ∠ヱ  .. ヅヱゲゼよ リムャヱ 
 

 キギェ ユシや Ι るΒプゅレャや ザレイヤャ ゅワゲらカヱ ヶプ   るボよゅジャや りゲボヘャや.  
メゅんヨャや Ι ユシや Ι ゲらカ 

≒. Ι  ⌒リΒヤホゅハ  ⌒ラゅヨゎゅゼわョ  ⌒リΒヤホゅハ  ⌒ラゅヨゎゅゼわョ 
≪. Ι モΒらシ ヴャま るョΚジャや リョ るレジャぺ るョゅバャや モΒらシ ヴャま るョΚジャや 

≫. Ι  ∠リΒジプゅレわョ ヶプ ゲΒガャや ラヲョキゅル  ∠リΒジプゅレわョ ラヲョキゅル 
√. Ι ケやキ ょわミ ヶプ るレΑギヨャや ケやキ ょわミ ヶプ るレΑギヨャや 

 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√∝ 

 
 : るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィや ユを るΒャゅわャや りゲボヘャや ぺゲホや 

    ヮジヘル ヮよ モピゼΑ ゅョ ギイΑ ラぺ ノΒトわジΑ )Κヨヰョ( ょャゅヅ Ιヱ ∩ ヮわヨΒホ ポケギΑ マセ Ι ヮルΕ ∧ ヮビやゲプ ろホヱ モヨヰョ ユヤハ ょャゅヅ Ι "
 ゅヨハ モプゅビ ヮレヅヱ ゅらエョ Ιヱ ∩ ヮビやゲプ ろホヱ ∩ パやゲヘャや れゅホヱぺ メΚピわシや リハ )ラヲワゅシ( リΒダヤガョ リΒヤョゅハ Ιヱ ∩ )ヮレヅヱ( ギΒヘΑ

.  " ろホヲャや るヨΒホ ラヲプゲバΑ )マセ( Κよ ユヰプ ∩ るハギャや Ιヱ ユヰΒヤハ ゲトΒジゎ るェやゲャや Ιヱ ∩ メヲジミ Ιヱ )モプゅビ( ユヰレΒよ Κプ 
 
  -キギェ ユシや Ι るΒプゅレャや ザレイヤャ ゅワゲらカヱ ヶプ   るボよゅジャや りゲボヘャや.  

≒- ヱ ∩ ゅプゅツョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや ヮトらッや. 
                           ( Ι ∠ょャゅヅ ) モヨヰョ ユヤハ 

 
≪- .ょらジャや リΒよヱ ¬ゅΒャや ヴヤハ ゅΒレらョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや 

                         ΙヱリΒヤョゅハ  リΒダヤガョ ラヲワゅシ  
 

≫- ヱ ∩ フゅツヨャゅよ ゅヰΒらセ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι ユシや ヮトらッや. 
                          Ιヱ ⇔らエョ ゅヮレヅヱ 

 
√-  Ι ユシや.ウわヘャや ヴヤハ ゅΒレらョ ザレイヤャ るΒプゅレャや 

                               Ιマセ ポケギΑ 
 

∽- .ょらジャや ゅレΒらョ ゅヰヤヨハ モヨワぺ るΒプゅル Ι 
                ネギャや Ιヱ ユヰΒヤハ ゲトΒジゎ るェやゲャや Ιヱ 

 
 モカギΑ Ι るΒプゅレャや ザレイヤャ ヴヤハ るヤヨィ るΒヨシや  ⇔やゲΒピョ ゅョ ュゴヤΑ. 

-             . ヮヤヨハ ヶプ ゲダボΑ Ι ベキゅダャや ユヤバヨャや Ι. ヮヤヨハ ヶプ ゲダボΑ ∃ベキゅタ ∠ユヤバョ 
-                              サゅレャや ヮらエΑ Ι ュゅヨレャや ゆヲらエョ ∠ュゅヨル Ι 

    
 ブドヲΑ Ι るΒプゅレャや ザレイヤャ ゅヘΒドヲゎ ゅヅヱゲゼョ.  

  
( るヨヤミ モカキぺ ) ょャゅヅ ヴャヱΕや ヶプ ラヲムゎ ゑΒエよ モヨィ ゐΚを ヶプ ヨシや ⇔ ゅ ∩ フゅツョ ザレイヤャ るΒプゅレャや "Ι" ⇒⇒ャ 

ヰΒらセ るΒルゅんャや ヶプ ヱ ⇔ ゅ ∩ キゲヘョ るんャゅんャや ヶプ ヱ ∩ フゅツヨャゅよ . ュゴヤΑ ゅョ ゲΒビ ヱ 
  

) キゲヘョ( . ∀ょもゅビ ょャゅヅ Ι    ⇒⇒⇒   ) フゅツヨャゅよ ヮΒらセ( .  ∀ュヲョグョ ゲΒガヤャ ⇔ ゅらャゅヅ Ι ⇒⇒     ) フゅツョ (   ∀モヨヰョ   ∃ユヤハ ∠ょャゅヅ Ι 
 
 

   メヲエΑ Ι るΒプゅレャや ザレイヤャ リョ るヤョゅハ ヴャま るヤヨヰョ ヱ ザムバャや. 
 

 .ァや ∇ゲ∠シ Κよ ラゅダエャや ろΑゲわセ⌒や                   ァや ∇ゲ∠シ Ι ラゅダエャや ろΑゲわセ⌒や  ゅヰャ.  
                

 .ウΑギョ Ιヱ ¬ゅ ∠イ⌒ワ りギΒダボャや ヶプ Ι              Ι ¬ゅイヰャや  りギΒダボャや ヶプ  Ιヱ ャや.ウΑギヨ 
 

 .ラヲトルゅホ リΒレョぽョ Ι                               Ι ャやレョぽヨヲラヲトルゅホ ラ  ラヲョキゅル ラヲダヤガヨャや  Ιヱ. 
 

  ヶバョ ヵゲ∠わ∇プ ∠キ Ι.ヶヨヤホ Ιヱ                         Ι  ヶバョ Ιヱ ヶバョ ゲ∠わ∇プ ∠キ ヶバョユヤホ 
 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

√∵ 

 
 や テらッ  テカ ヮわエゎ ゅョ  モミ ヶプゾル  ヶヤΑ ゅヨョ  : 

 
≒.  Ι ∠ゲΒカ ょ⌒∂ヤボわ ⊥ョ むゲョや ⌒∂キ ⊥ヱ ヶプ. 
≪.  Ι ∠ょェゅタ .ュヲョグョ ∃キヲ ⊥ィ    
≫.  ロゅよぺ ゅ⇔Βタゅハ Ιペｚプ ∠ヲ ⊥ョ . 
√. -  Ι ∠¬ゅΒェ                             . ユヤバャや ヶプ    
∽. -  Ι ∠リョギョ                  . モボバャや ペエわジΑ ゲヨカ  
∝. -  Ιヱ ∠メやギ ⌒ィ                           . アエャや ヶプ  
∵. -  Ι ∠リョぽョ ネキゅガョ  

  
   ⇔ ゅヨシや ヶゎほΑ ゅヨョ ユシや モミ モバィや  ⇒⇒ャ " :⇔ ゅらシゅレョ ⇔やゲらカ ヮよ ペエャぺヱ ∩ザレイヤャ るΒプゅレャや "Ι 

 
  .ヮ∠ヤ ∠ヨ∠ハ ∀リ⌒ボ⊥わョ                              ∀ュヲョグョ ヮヤヨハ ⇔ ゅレボわョ Ι 
  ユヰャゅヨハぺ ヶプ ラヱギ ⌒イ ⊥ョ .                  ラヲヤセゅプ ユヰャゅヨハぺ ヶプ リΑギイョ Ι 
 .フヱゲバョ ノルゅタ                           ∀ロヱゲムョ ∃フヱゲバョ ∠ノルゅタ Ι 
 .ラゅボΑギタ                                  . ラゅヨタゅガわョ  リΒボΑギタ Ι 

 
 ∩るΒャゅガャや リミゅョΕや ヶプ ザレイヤャ るΒプゅレャや "Κャ" ユシや ノッヮトらッやヱ ¬ゅヘΒわシや ノョ ∩:ユシΙや ネやヲルぺ 

 Ι    リΒボプゅレョ .ラゅよヲらエョ                           Ι   リΒレョぽョ .ラヲらもゅカ 
 Ι    るレョぽョ .りゲΒボプ                                 Ι   ヮャヲホ ⇔ ゅよクゅミ .ネゅイセ 
 Ι  リΒΑコやヲわョ リΒトカ.ラゅΒボわ∇ヤ∠Α                       Ι  ∃れゅボプゅレョ .れゅョ ∠ゲわエ ⊥ョ 

 
ょΑケギゎ∽  : ∠ ほ∠ト ∠ガ∇ャや ⌒ゆ ⌒ ∂ヲ ∠タ :ヶヤ⇒∠Α ゅヨΒ⇒プ 

≒. ∠ゆゅわ ⌒ミ ⌒ょ∠わ ∇ム ∠ヨ∇ャや ヴヤ∠ハ Ι ⇒                             Ι  ∠ゆゅわミ ⌒ょ∠わ ∇ム ∠ヨ∇ャや ヴヤ∠ハ .                                     
≪. ⌒ラゅ⇒⇒バ ⌒ヅゅ⇒ボ∠わ ⊥ョ ⌒ラやヲ⇒ ∠カ∠ぺ Ι ⇒                          ヲ⇒ ∠カ∠ぺ ΙΑ ⌒ラゅ⇒⇒バ ⌒ヅゅ⇒ボ∠わ ⊥ョ ⌒リ 
≫. ∀ノ⇒⌒もゅッ ∠フヱゲ∇バ ∠ヨ∇ャや Ι ⇒                              Ι ∀ノ⇒⌒もゅッ ∠フヱゲ∇バ ∠ョ   
√リ⇒Βョ ⌒キゅル ∠リ⇒Αギ⇒ ⌒ヰ∠わ ∇イ ⊥ョ Ι ⇒                            ョ ⌒キゅル ∠リ⇒Αギ⇒ ⌒ヰ∠わ ∇イ ⊥ョ Ιヲラ 
 
 

 . ュゴヤΑ ゅョ ⇔やゲΒピョ ザレイヤャ るΒプゅレャや Ι オシゅレャや モバヘャゅよ メギらわシや 
    

 ザΒャ  ⊥モヨヰヨャや ゅ⇔トΒゼル  ∀テΒゼル ∠モヨヰョ Ι              . 
  ⇔ ゅよヲらエョ ⊥ゆやグムャや ザΒャ ∠ゆやグミ Ι            . ヲらエョ ∀ゆ 
 ザΒャ  ⊥ユヰレャや  ⇔ ゅΑヲホ.                    ∠ユヰル Ι  ∀ヵヲホ 

 
 
  : ⌒テ⇒∇ら ｚツャや ∠ノ ∠ョ ⌒る⇒∠Β⌒ャゅ∂わャや ⌒モ ∠ヨ ⊥イ∇ャや ヶルゅバ ∠ョ ∇リ⇒∠ハ ) ⌒ザ∇レ ⌒イ∇ヤ⌒ャ ⌒る∠Β⌒プゅ∂レャや :Ι ( ⇒よ ∇ゲ⌒∂ら ∠ハ 

≒. . ∠ラヲ⇒⇒ボ⇒⌒プゅレ ⊥ョ ゅレ⇒∠レ∇Β∠よ ∠ザ⇒∇Β∠ャ                          Ι ⇒⇒ボ⇒⌒プゅレ ⊥ョΒ.ゅレ⇒∠レ∇Β∠よ ∠リ                                      
≪. . ぁズ⇒⊥ピ∠Α Ι ⊥ユ⌒ヤ⇒⇒ ∇ジ ⊥ヨ∇ャや                              ∇ Ι ∠ユ⌒ヤ⇒⇒ ∇ジ ⊥ョ   ぁズ⇒⊥ピ∠Α .          
≫. .⊥ヮ⊥ヤ⇒∇バ⌒プ ∠ウ⊥ら∠ホ ∇リ ∠ョ ⊥ょ ⌒ェゅダ⊥ル Ι                    ∀ょェゅダョ  ヮヤバプ ⇔ ゅエΒらホ Ι  
√.  ∇リ⇒∠ャ ⊥メ ⌒クゅ⇒よ ｚュ∠グ⇒⊥Α . ∃フヱゲ⇒∇バ ∠ョ                     Ι  ∠メ ⌒クゅ⇒よ  ∃フヱゲ⇒∇バ ∠ョ   ∀ュヲョグョ 
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√∫ 

 
                                                  ∇ャや ∠エ ⊥りゅΒ  ∠ヱ ∂レャやサゅ  ) ヶらレわヨヤャ ( 

 ⊥ヨ∇ャや ∠ょ∠ジ∠わ ∇ミや ∂ら∠レ⇒∠わ ⌒ョ ⇔り ∠ゲ⇒Βら∠ミ ⇔りゲ⇒∇ら ⌒カ ヶ ∇リ  ∠ゎ ⌒ヮ⌒よ ⌒ケゅイ  ⌒モ⇒ ぁョ∠ ほ⇒ｚわャや∠や ヴャ⌒ま ∠メゅヨ⇒∠プ ∩  ヶプ ⌒る∠ヤΒヨ ∠イ∇ャや ⌒ユ⇒⇒∠ム⇒ ⌒エ∇ャゅ⌒よ ∠マ⇒⌒ャ∠ク ∇リ⇒∠ハ ∠ゲ⇒⇒ｚら⇒∠ハ ∠ヱ ∩⌒りゅ⇒⇒Β ∠エ∇ャや ヶプ
 ∠ミ ⌒ロ ⌒ゲ⇒∇バ⇒ ⌒セ ∠ゎ ゅヨ ｚレャや やグ⇒⇒∠ワ ヶプ ンゲ⇒ ∠ル ヵグ⇒∂ャや ⌒∂ゾ⇒ ∠ゲ⇒ ⌒ヮ⇒Β⇒プ ン  ∠ゎ ∠る⇒ ∠タΚ ⊥カ ⌒ヮ⇒よ ⌒ケゅイ  ⌒ャ ⌒りゅ⇒Β ∠エ∇ャや ヶプ ⌒ョ ∠ユ⇒ｚヤ⇒∠バ⇒∠わ⇒∠レ ∇レ⇒.ゅ⇒⇒ヰ 

  

      ⌒り ∠ギ⇒⇒Βダ∠ボ∇ヤ⌒ャ ∠る∠ジΒ⌒も ｚゲャや ∠り ∠ゲ⇒ ∇ム⌒ヘ∇ャや   : ⌒ペ⇒⌒もゅ⇒ボ⇒ ∠エ⌒ャ ⊥ウ⇒Βエｚダャや ⊥ユ⇒⇒ ∇ヰ∠ヘ⇒∇ャや .ゅ⇒⇒⇒レ ⌒ョΙへ ∇リ⇒ ⌒ョ ⊥ブ⇒⇒⌒∂ヘ⇒ ∠ガ⊥Α ⌒¬ゅΒ⇒ ∇セ∠ ∇Εや 

 : ラやヲレバャや  ∠ヅ ∂ゴャや るバΒらラゅョ 
     : るジΒもゲャや  りゲムヘャや ∂レャや ∠ィ サゅ ∠Α ⇔ ゅバΒヨ ∂ゴャや ラヲムゼラゅョ   ∩  プ ⊥ラゅジルΗゅ  ∠ハ ⊥ギ ぁヱ  ∠ル ∇ヘ ⌒ジ ⌒ヮ∩  ｚゼャやヱ ⊥ゲ  ∠ヅ ∀るバΒら  ⌒ヮΒプ 

≒  ⇒ ∂レャや ∠ょ ⌒エ ∠タ ∇ら∠ホ ⊥サゅ ｚゴャや やク ゅレ∠ヤ  ゅルゅョ          ∠ヱ ⊥ワゅ⇒∠レ∠ハ⇒ ∇ユ  ⌒ョ ∇リ  ∠セ⇒⇒ ∇ほ ⌒ヮ⌒ル  ∠ハ ゅ⇒ョ⇒レ⇒ルゅ⇒⇒⇒ゅ 
≪  ⇒ ∠ヱ⇒∠ゎ⇒⇒ ∠ヲ ｚャ⇒⇒⇒ ∇ヲ⇒ ｚダ⇒⊥ピ⇒⌒よ や⇒⇒ ⊥ヰ⇒ぁヤ⇒⊥ミ ∃る⇒⇒ ∇ユ  ⌒ョ⇒ ∇レ   ⇒⇒  ∩⊥ヮ⇒⇒⇒  ∠ヱ ⌒ま ∇ラ  ∠シ⇒⇒⇒⇒ ∇バ∠よ ｚゲ⇒ ⊥ヰ ∠ツ⇒ ∇ユ  ∠ぺ ∇ェΒ⇒ルゅ⇒ゅ 
≫  ⇒ヨ⇒ｚよ ⊥ケ⇒⇒ ∇エ⇒⊥ゎ ゅΒレ ｚダャや ⊥リ⇒ ⌒ジ⇒⇒ ∠ャ ∠ノ   ⇒⇒⇒ΒャゅΒ   ⌒ヮ⇒⇒⇒⇒⇒ ∩ ∠ャ ∠ヱ⇒ ⌒ム⇒ ∇リ⇒  ⊥ゎ⇒ ∠ム⇒⇒⇒⇒⇒ ⌒Ηや ⊥ケ ⌒∂ギ ∇ェ⇒ジ⇒⇒ルゅ⇒⇒ゅ 
√  ⇒ ∠ヱ ∠ャ ゅ∂ル∠ ほ∠ミ⇒ ∇ユ  ∠Α ∇ゲ ⌒よ ゅ⇒レΒプ ∠チャや ⌒ょ∇Α ∠ゲ ∇ギ            ∇ワ∠キ⇒⇒ ∠ョ ⊥ヮ⇒∠ルゅ⇒ハ∠ぺ ヴ∂わ⇒ ∠ェ ⌒ゲ⇒⇒ ∇リ  ∠ぺハ⇒⇒ルゅ⇒⇒⇒ゅ 
∽  ⇒ヨｚヤ⇒⊥ミ⇒⇒ ∠ぺ ゅ⇒⇒∠ら⇒∇ル⇒⇒ ∠ホ ⊥ラゅ⇒⇒⇒ョ ｚゴ⇒ャや ∠ろ⇒⇒⇒レ⇒⇒⇒  ⇔りゅ⇒   ｚミ ∠ケ⇒ ∇ャや ∠ょ ∠ヨ⇒⇒ ∇ゲプ ⊥¬⇒ ∇ャや ヶ ∠ボ⇒レ⇒ ⌒シ ⌒りゅ⇒⇒⇒ルゅレ⇒ゅ 

 
≒.  ユヰルゅョコ サゅレャや ょエタ ギホゅレらバゎぺ ヵグャや ヮルほセ ヶプ ユヰらバゎぺヱ ∩ゅレヤらホ . 
≪. ユヰェゲプ ギホ ラゅミ ラまヱ ∩ラゅョゴャや リョ やヲヤョぺ ゅョ やヲピヤらΑ ユャ ∩るダピよ やヲゎゅョ ユを ∩ラゅョゴャや やヲらエタ  ゲんミぺ ユヰダピル ギボプ ∩⇔ ゅレΒェ

ユヰェゲプ ゅヨョ . 
≫. ゲΑギムわャやヱ り¬ゅシΗゅよ ラゅジェΗや ァゴヨΑ ラゅョゴャや ラま  リジェぺ やクま ラゅョゴャや ラぺ :ヶレバΑ  ∩ヮゎキゅハ ログワ ∩⇔やゲカへ ¬ゅシぺヱ ケギミ ⇔Ιヱぺ

 ユを ヴトバΑユわΑ Ι リジェぺ やクまヱ ノィゲΑ ラゅジェΗや . 
√. ゅルキゅジェ ゅヰΒヤハ ヮルゅハぺ ヴわェ ∩ラゅョゴャや ゐキやヲェ リョ ヮΒシゅボル ゅョ ゅレヘムΑ ユャ  ヴヤハ ラゅョゴヤャ ⇔ ゅルやヲハぺ やヱケゅダプ ∩ゅルぼやギハぺヱ

ゅレΒャま り¬ゅシΗや . 
∽.  .⇔ ゅエョケ ゅワゲ∂ΒダΒプ ラゅレ∂ジャや りゅレボャや マヤゎ ヶプ ラゅジルΗや ょ∂ミケ ∩ゅレミΚワ ヮよ ょヤトΑ ⇔や ∂ゲセ ヱぺ ⇔やギΒミ ヵぺ :⇔りゅレホ ラゅョゴャや ろらルぺ やクま

:ヶレバΑ .ゅレよ ネゅボΑΗや ヶプ ゲワギャや ゲョぺ ユわΑ ラゅジルΗや ラぺ 
 
 

 : ラやヲレバャや ∀¬ゅ⇒⇒よ⌒ま 
   : るジΒもゲャや  りゲムヘャや ⌒ラやヲ∠ヰ∇ヤ⌒ャ ⊥ノ ∠ツ ∇ガ∠Α Ι ∠ヱ ⌒ヮ ⌒ジ∇ヘ∠レ⌒よ ヶ ∂エ ∠ツ⊥Α ⊥ユΑゲ∠ム∇ャや 

∝  ⇒ヘぁレ⇒ャや ⊥キやゲ ⊥ョ ∠ヱ⇒⇒ ∠ぺ ⌒サヲ ∇タ ∠ピ⇒⇒ ⌒ョ ⊥ゲ⇒ ∇リ⇒   ∠ぺ ∇ラ      ∠わ⇒∠ル⇒バ⇒⇒⇒⇒Βプ ンキゅ⇒⇒⇒ ∇ラ∠ぺ ∠ヱ ⌒ヮ  ∠わ∠ル⇒ヘ⇒⇒⇒⇒⇒ヴルゅ⇒ 
∵  ⇒ ∠ビ⇒ ∇Β⇒ ∠ぺ  ∠ゲ ｚラ   ∇ャや ∇ャや ヶ⇒ホΚ⊥Α ヴわ⇒∠ヘ⇒ ∠ヨ⇒Αゅレ⇒⇒   ゅ   ⊥Α Ι ∠ヱ ∃れゅ⇒エ⌒ャゅ⇒ミ⇒ホΚ⇒⇒⇒ ∇ャや ヶ ∠ヰ⇒⇒⇒ルやヲ⇒⇒⇒⇒ゅ 
∫  ⇒⇒∠ャ ∠ヱ⇒⇒ ∠ヲ  や ∇ャや  ｚラ ∠エ ∇ら⇒∠ゎ  ∠りゅ⇒Β ∠エ⇒⌒ャ  ヴ⇒ボ⇒⇒⇒∠バ⇒∠ャ     ∃ ∂ヶ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒レｚヤ⇒ ∠ッ∠ぺ ゅ⇒ル ∇キ ∠ギ⇒⇒ ∇イ⇒ぁゼャや ゅバ⇒⇒⇒ゅ⇒ルゅ 
∬  ⇒ ∠ヱ ∇ユ⇒∠ャ やク⌒ま  ⊥ム⇒∠Α⇒⇒ ∇リ   ∇ャや  ∠リ⇒ ⌒ョ ∠ヨ⇒⇒ ∇ヲ ⊥よ  ⌒れ⇒ ∠プ     ｘギ⇒⇒ ⌒ヨ⇒ ∇ャや ∠リ ∠バ⇒イ⇒⇒ ∠ぺ ゴ ∇ラ  ∠ゎ ∠ィ ∠ラヲ⇒ム⇒ら⇒⇒ルゅ⇒⇒ゅ 

≒≡ ⇒ ∇ユ∠ャ ゅョ ぁモ⊥ミ  ∇リ⊥ム∠Α  ∠ ∇Εや ヶプ ⌒ょバｚダャや ∠リ ⌒ョ    ⇒⇒∇ル⇒ ⊥ヘ⇒ ⌒ザ  ∇ヰ∠シ⇒プ ∀モ⇒ ⌒ま ゅヰΒ ⊥ワ やク⇒⇒ ∠ヲ ルゅミ⇒⇒⇒⇒ゅ 
∝.  ゅΒルギャや ログワ リョ ラゅジルΗや ギΑゲΑ ゅョ ゲボェぺ ∩ ギェΕ ュヱギΑ Ι ヮルΕ ∧ヮヤィΕ ⇔ ゅツバよ ゅレツバよ モわボΑ ラぺ リョ . 
∵.  ⌒∂ゲ⇒ ⊥エ∇ャや ン∠ギ⇒⇒∠ャ ⊥れ ∇ヲ⇒ ∠ヨ∇ャや⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ ⊥ラ ∠ヲ⇒ ∇ワ∠ぺ ∠ヱ ⌒ヮ⇒∇Β∠ャ∠ま ぁょ⇒⇒ ∠ェ∠ぺ ⊥ヮ⇒Αゲ⇒∠ム∇ャや ⊥れ ∇ヲ⇒ ∠ヨ∇ャゅ⇒∠プ ∩ ⌒∂メぁグ⇒⇒ャや ⌒りゅΒ⇒ ∠ェ ∇リ⇒ ⌒ョ ∀ゲ⇒∇Β⇒ ∠カ ⌒ザ⇒⇒∇ヘｚレャや ⌒ユ⇒Αゲ⇒∠ム∇ャや ∇リ⇒ ⌒ョ ⌒ヮ

.⇔ ゅ⇒ルやヲ⇒⇒⇒∠ワ ∠ヱ ⇔ ∂Ι⊥ク ヴボ⇒∇ヤ⇒∠Α ∇ラ∠ぺ  
∫.    ∇ヘ∠ル ⊥チ ⌒∂ゲ⇒⇒∠バ⊥Α ヵグ⇒ｚャや ∠ネゅ⇒イぁゼャや ゅル ∇ゲ⇒∠ら∠わ⇒ ∇ハΙ ⇔る∠Β⇒⌒ホゅよ ⊥りゅ⇒Β ∠エ∇ャや ⌒ろ∠ルゅミ ∇ヲ⇒∠ャ ⊥ュ ⌒ゲ⇒ ∇エ∠Α ⊥ヮ⇒ｚル∠ ⌒Ε ∧ ∇ユ⇒ヰ∠ボ ∠ヨ ∇ェ∠ぺ ∠ヱ ⌒サゅ∂レャや ｚモ⇒ ∠ッ∠ぺ ⌒モ⇒∇わ⇒∠ボ∇ヤ⌒ャ ⊥ヮ⇒∠ジ

.ゅヰ∇レ ⌒ョ ⊥ヮ∠ジ∇ヘ∠ル 
∬. ∩メゅエよ ヮレハ ゾΒエョ Ι れヲヨャやヱ ∩れヲヨャゅよ るバトボレョ りゅΒエャや ろルゅミ やクみプ  ヲワ リらイャや メゅヨバわシゅプ ∩ヮレョ ヶイレΑ Ι リらイャやヱ

メグャやヱ ゴイバャや . 
≒≡. ヶプ ょバダわジΑ ゅヨョ ノボΑ ユャ ゅョ モミ ラま ノホヱ やクま モヰシ ヲヰプ ∩サヲヘレャや.  
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√∬ 

 
 

  ⊥ウッヲΑ  ∠メゅェ ラゅョゴャや ノョ サゅレャや ユヰヘホヲョヱ リョ ログワ メゅエャや. 
 

-  ンゲΑ  ゲハゅゼャや  ゅヰらボバΑ ゅョ ラゅハゲジプ ヂバらヤャ りキゅバジャや ろエレョ やクみプ りギェやヱ メゅェ ヴヤハ ゲヨわジゎ Ι るらヤボわョ りゅΒエャや ラぺ
∩サぽらャやヱ ユΒバレャや リョ アΑゴョ ヶヰプ マャグャ ∩ユャぺヱ ¬ゅボセ  ユャΕやヱ りグヤャやヱ 

 
 
 ∠ョ ∇ヲ ⌒ホ⇒ ⊥ブ  ∂レャや ⌒サゅ  ⌒ョ ∇リ  リョ ログワ メゅエャや : 

- ンゲΑ  ゲハゅゼャや  ラぺ ンゲΑ マャグミ ∩ ヂバらャ ユヰゎやキゅバョ ヱ ユヰヤゎゅボわよ ゅワヱキやコ モよ ゲワギャや ょもゅダヨよ やヲヘわムΑ ユャ サゅレャや ラぺ
. リΑゲカΔャ ¬やギバャや るヘホヱ ブボΑ ヵグャや ユヰレョヱ ラやヲヰャやヱ メグャや ヂプゲΑ ヵグャや ゲエャや ユヰレョ サゅレャや  

 
 ∨れゅΒよΕや ヶプ ゲハゅゼヨャや コゲよぺ ゅョ 

-  ラゅョゴャや れゅらヤボゎヱ サゅレャや メやヲェΕ ヴシΕやヱ ラゴエャや 
-  メグャや リョ ケヲヘレャやΔャ ¬やギバャやヱ ラやヲヰャやヱ. リΑゲカ 
- .ュやギホΗやヱ るハゅイゼャや ょェヱ ラゅバイゼャゅよ ゆゅイハΗや 

 
 ユシゲΑ ゅイヰレョ モョゅバわヤャ ノョ りゅΒエャや サゅレャやヱ ヶプ ¬ヲッ ヮヨヰプ ゾレャや. 

 
-  りキヲヨャやヱ ウョゅジわャや     :プ .ゅ⇒⇒ヰ⌒ヤ ∇ィ∠ぺ ∇リ⇒ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒ツ⇒∇バ∠よ ゅレ⇒ ⊥ツ⇒∇バ∠よ ∠ヶ⌒レ⇒∇ヘ⊥Α ∇ラ∠ぺ ゅ⇒Β∇ル ぁギ⇒ャや ぁペ⇒ ⌒エ∠わ ∇ジ∠ゎ Κ 

-  ザヘレャや りゴハ   :プ ヴッ ∇ゲ⇒∠Β. ⌒ラやヲ⇒⇒⇒ ∠ヰ∇ャゅ⇒⌒よ ヴッ ∇ゲ⇒∠Α Ι ∠ヱ ⌒れ ∇ヲ⇒ ∠ヨ∇ャゅ⌒よ ぁゲ⇒⇒ ⊥エ∇ャや 

- -  るハゅイゼャや    :プ ∇ユ ⊥ヰ∠ハゅイ⊥セ ∠ヱ ∇ユ ⊥ヰ∠ルゅら ∠ィ ∠ノΒヨ ∠イ∇ャや ⊥メゅレ∠Α ⊥れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャゅ∠プ ⌒リ∇ら ⊥イ∇ヤ⌒ャ ∠ケ ⌒∂ゲ∠ら ⊥ョ Κ .   

-    : ギもやギゼャゅよ るルゅヰわシΙや ⊥ヤ⇒ ⌒∂ャ∠グ⇒⊥ゎ ⌒ゆゅ⇒バ ⌒∂ダャや ⊥る⇒∠ら∠ャゅピ ⊥ョ ⇒⇒⇒⇒ ⊥ロ ⊥ゲ⇒ ∇ョ∠ぺ ∠ラゅワ ∠ノ∠ホ ∠ヱ やク⌒ま ∠ロヱゲ⇒ ∇ム ∠ヨ∇ャや ラΕ  .ゅ⇒ヰ 
 
  ⊥モ⌒∂ヤバΑ モΑヲヰゎ ∩れΚムゼヨャや ヱぺ ゅヰレΑヲヰゎ リョ るヰィヱ ゲヌル ゲハゅゼャや: 

 
-  ラΕユ⇒⇒ ∇ヰ∠ヘ⇒∇ャや ⇒Βエｚダャやウ  ⌒ペ⇒⌒もゅ⇒ボ⇒ ∠エ⌒ャ  ⌒¬ゅΒ⇒ ∇セ∠ ∇Εや ゅ⇒⇒⇒レ ⌒ョΙへ ∇リ⇒ ⌒ョ ⊥ブ⇒⇒⌒∂ヘ⇒ ∠ガ⊥Α ∩  ヮΒヤハ ラゅワ  りゅΒエャや るバΒらヅ ラゅジルΗや ユヤハ やクみプ

 モらボゎ  ゅヰョΙへ: ラぺ ユヤハ やクま ヮルみプ ∩ 
-   ゅョ ∠ヱ ゲ⇒⇒ジΑ ゅ⇒ョ ⌒ラゅョ ｚゴ⇒ャや ヶプゲ⇒⇒⇒ツ⇒∠Α  ヶッケ  ヴャゅバゎ 聴 ¬ゅツボよ 

 
-  ゅ⇒Β∇ル ぁギ⇒ャや ゅ⇒⇒ヰ⌒ヤ ∇ィ∠ぺ ∇リ⇒ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒ツ⇒∇バ∠よ ゅレ⇒ ⊥ツ⇒∇バ∠よ ∠ヶ⌒レ⇒∇ヘ⊥Α ∇ラ∠ぺ ぁペ⇒ ⌒エ∠わ ∇ジ∠ゎ Ι リΑゲカΓや ノョ ウョゅジゎ 

 
-   れヲヨャや ∇ユ ⊥ヰ∠ハゅイ⊥セ ∠ヱ ∇ユ ⊥ヰ∠ルゅら ∠ィ ∠ノΒヨ ∠イ∇ャや ⊥メゅレ∠Α   ⇔ ゅルゅらィ ズΒバΑ  ラゅよ ヴッゲΑ Ι. 

 
-  ∠ノ∠ホ ∠ヱ やク⌒ま ⊥ロヱゲ⇒ ∇ム ∠ヨ∇ャや ⊥ロ ⊥ゲ⇒ ∇ョ∠ぺ ∠ラゅワ    ∩ モらボゎ  ヮΒヤハ ラゅワ¬ゅツボャや . ゆゅバダャや るらャゅピョヱ 
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∽≡ 

 
 

 ギΒバΑ ヮよヲヤシほよ るビゅΒタ  ⇔るヨムェ リョ ∩ゾｚレャや ゅレΒらョ ゅワゲをぺ ヶプ ヮゎゅΒェ. 
-  ∇エ⇒⊥ゎ ゅヨ⇒ｚよ ⊥ケ⇒レ ｚダャや ⊥リ⇒ ⌒ジ⇒Β⇒ ∠ャ ∠ノΒ⇒ ⌒ヮ⇒⇒⇒⇒⇒     ⇒⇒⇒Βャゅ ∩ ∠ャ ∠ヱ⇒ ∇リ⇒ ⌒ム ⇒⊥ゎ⇒ ∠ム⇒⇒⇒⇒ ⊥ケ ⌒∂ギや ⌒ ∇Η ∇ェ⇒ジ⇒ルゅ⇒⇒ゅ 

               : るヨムエャや ぁゲ⇒⇒⊥ジ∠Α ゅ⇒ョ ⌒ラゅョ ｚゴ⇒ャや ヶプ . ぁゲ⇒⇒⇒ ⊥ツ⇒∠Α ゅョ ∠ヱ           : ゅワゲをぺ. ロケギホヱ 聴 ¬ゅツボよ ヴッゲャや 
 

    ⇒ ｚヤ⇒⊥ミ⇒ヨ⇒⇒⇒ ∠ら⇒∇ルぺ ゅ⇒⇒ ∠ホ ⊥ラゅ⇒⇒⇒ョ ｚゴ⇒ャや ∠ろ⇒⇒⇒レ⇒⇒⇒⇒ ｚミ ∠ケ     ⇔りゅ⇒⇒⇒⇒ ∇ャや ∠ょ ∠ヨ⇒ ∇ゲ ∇ャや ヶプ ⊥¬ ∠ボ⇒⇒レ⇒ ⌒シ ⌒りゅ⇒⇒レ⇒ルゅ⇒ゅ 
             : るヨムエャや. ⌒ヮ⇒⇒⇒ ⌒ョΙへ ⌒る⇒⇒∠ヘ⇒∠ハゅツ⊥ョ ヶ⇒プ ⊥ラゅジ∇ル ⌒ ∇Ηや ⊥ユ ⌒ヰ⇒ ∇ジ⊥Α     : ゅワゲをぺ  . リΑゲカΓや ¬やグΑま リハ ネゅレわョΙや 

 ⇒ ⌒ョ ⊥ゲ⇒∠ピタぺ ⌒サヲヘぁレ⇒ャや ⊥キやゲ ⊥ョ ∠ヱ ∇ラぺ  リ⇒    ⇒バわ⇒∠ル⇒⇒⇒プ ンキゅ⇒⇒Β⇒ ∇ラ∠ぺ ∠ヱ ⌒ヮ  ∠わ∠ル⇒⇒ヴルゅ⇒ヘ 
        : るヨムエャやゅ⇒⇒ヰ⌒ヤ ∇ィ∠ぺ ∇リ⇒ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒ツ⇒∇バ∠よ ゅレ⇒ ⊥ツ⇒∇バ∠よ ∠ヶ⌒レ⇒∇ヘ⊥Α ∇ラ∠ぺ ゅ⇒Β∇ル ぁギ⇒ャや ぁペ⇒ ⌒エ∠わ ∇ジ∠ゎ Ι.    : ゅワゲをぺ  . リΑゲカΓや ノョ ウョゅジわャや 

 ⇒ ∇Β∠ビ⇒⇒ ∠ぺ ∠ゲ ∇ャや ｚラ ∠ヘ⇒⇒ ∇ャや ヶ⇒ホΚ⊥Α ヴわ⇒ ∠ヨ⇒⇒   ゅΑゅレ  エ⌒ャゅ⇒ミ⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥Α Ι ∠ヱ ∃れゅ⇒⇒⇒⇒ホΚ⇒⇒⇒⇒ ∇ャや ヶ ∠ヰ⇒⇒⇒⇒ルやヲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ゅ 
        : るヨムエャや ⌒ラやヲ⇒⇒⇒ ∠ヰ∇ャゅ⇒⌒よ ヴッ ∇ゲ⇒∠Α Ι ∠ヱ ⌒れ ∇ヲ⇒ ∠ヨ∇ャゅ⌒よ ぁゲ⇒⇒ ⊥エ∇ャや ヴッ ∇ゲ⇒∠Α.      : ゅワゲをぺ    ラやヲヰャやヱ メグャや ヂプケヱ るョやゲミ ヶプ りゅΒエャや  . 

 ⇒ ∇ユ⇒∠ャ やク⌒まヱ  ∇リ⊥ム⇒∠Α  ∇ャや ∠リ⇒ ⌒ョ ∠ヨ ⌒ヲ ⊥よ ⌒れ⇒⇒⇒⇒ ∠プ     ｘギ⇒⇒ ⌒ヨ ∇ャや ∠リ ∇イ∠バ⇒⇒ ⌒ゴ  ∠ぺ ∇ラ  ∠ゎ⇒ ∠ィ ∠ラヲ⇒ム⇒ルゅら⇒⇒ゅ 
       : るヨムエャや. ∇ユ ⊥ヰ∠ハゅイ⊥セ ∠ヱ ∇ユ ⊥ヰ∠ルゅら ∠ィ ∠ノΒヨ ∠イ∇ャや ⊥メゅレ∠Α ⊥れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャゅ∠プ ⌒リ∇ら ⊥イ∇ヤ⌒ャ ∠ケ ⌒∂ゲ∠ら ⊥ョ Ι      : ゅワゲをぺリらイャや ヂプケヱ るハゅイセ ヶプ りゅΒエャや    . 

 
 ⇒ ⊥ミ⇒ ∇ユ∠ャ ゅョ ぁモ  ∠Α⇒ ∇リ⊥ム  ∇バ ｚダャや ∠リ ⌒ョ⇒ ⌒ょ ∠ ∇Εや ヶプ    ⇒⇒∇ル⇒ ⊥ヘ⇒⇒ ⌒ザ  ∠シ⇒⇒ ∇ヰ⇒⇒プ ∀モ⇒ヰΒ⇒ ⌒ま ゅ ⊥ワ やク⇒⇒ ∠ヲ ミ⇒⇒ルゅ⇒⇒ゅ 

-       : るヨムエャや     .ノホヱ ラま リΒワ ザヘレャや ヴヤハ ょバタ ゲョぺ モミ     : ゅワゲをぺヱ ¬ゅツボャや モらボゎゅ⇒ヰ⊥ヤ⇒⌒∂ャ∠グ⇒⊥ゎ ⌒ゆゅ⇒バ ⌒∂ダャや ⊥る⇒∠ら∠ャゅピ ⊥ョ    

 
 キ⊥ギエΑ るホΚハ ゲΒらバゎ ゅヨよ ヮヤらホ )  るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま(.  

 
≒  ⇒ ∂レャや ∠ょ ⌒エ ∠タ ∇ら∠ホ ⊥サゅ ｚゴャや やク ゅレ∠ヤ  ゅルゅョ          ∠ヱ ⊥ワゅ⇒∠レ∠ハ⇒ ∇ユ  ⌒ョ ∇リ  ∠セ⇒⇒ ∇ほ ⌒ヮ⌒ル  ∠ハ ゅ⇒ョ⇒レ⇒ルゅ⇒⇒⇒ゅ 
≪  ⇒ ∠ヱ⇒∠ゎ⇒⇒ ∠ヲ ｚャ⇒⇒⇒ ∇ヲ⇒ ｚダ⇒⊥ピ⇒⌒よ や⇒⇒ ⊥ヰ⇒ぁヤ⇒⊥ミ ∃る⇒⇒ ∇ユ  ⌒ョ⇒ ∇レ   ⇒⇒  ∩⊥ヮ⇒⇒⇒  ∠ヱ ⌒ま ∇ラ  ∠シ⇒⇒⇒⇒ ∇バ∠よ ｚゲ⇒ ⊥ヰ ∠ツ⇒ ∇ユ  ∠ぺ ∇ェΒ⇒ルゅ⇒ゅ 

       
 るホΚハ  ヶルゅんャや ろΒらャや ゅヨよ ヮヤらホ  ) るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま (. 

 
∽  ⇒ヨｚヤ⇒⊥ミ⇒⇒ ∠ぺ ゅ⇒⇒∠ら⇒∇ル⇒⇒ ∠ホ ⊥ラゅ⇒⇒⇒ョ ｚゴ⇒ャや ∠ろ⇒⇒⇒レ⇒⇒⇒  ⇔りゅ⇒   ｚミ ∠ケ⇒ ∇ャや ∠ょ ∠ヨ⇒⇒ ∇ゲプ ⊥¬⇒ ∇ャや ヶ ∠ボ⇒レ⇒ ⌒シ ⌒りゅ⇒⇒⇒ルゅレ⇒ゅ 

   
るホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ ゅヨよ ヮヤらホ  ) るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま (. 

 
∝  ⇒ヘぁレ⇒ャや ⊥キやゲ ⊥ョ ∠ヱ⇒⇒ ∠ぺ ⌒サヲ ∇タ ∠ピ⇒⇒ ⌒ョ ⊥ゲ⇒ ∇リ⇒   ∠ぺ ∇ラ      ∠わ⇒∠ル⇒バ⇒⇒⇒⇒Βプ ンキゅ⇒⇒⇒ ∇ラ∠ぺ ∠ヱ ⌒ヮ  ∠わ∠ル⇒ヘ⇒⇒⇒⇒⇒ヴルゅ⇒ 

  
 るホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ ゅヨよ ヮヤらホ  ) るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま (. 

 
∫  ⇒⇒∠ャ ∠ヱ⇒⇒ ∠ヲ  や ∇ャや  ｚラ ∠エ ∇ら⇒∠ゎ  ∠りゅ⇒Β ∠エ⇒⌒ャ  ヴ⇒ボ⇒⇒     ∃ ∂ヶ  ⇒∠バ⇒∠ャ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒レｚヤ⇒ ∠ッ∠ぺ ゅ⇒ル ∇キ ∠ギ⇒⇒ ∇イ⇒ぁゼャや ゅバ⇒⇒⇒ゅ⇒ルゅ 

   
るホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ ゅヨよ ヮヤらホ  ) るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま (. 

 
∬  ⇒ ∠ヱ ∇ユ⇒∠ャ やク⌒ま  ⊥ム⇒∠Α⇒⇒ ∇リ   ∇ャや  ∠リ⇒ ⌒ョ ∠ヨ⇒⇒ ∇ヲ ⊥よ  ⌒れ⇒     ｘギ⇒ ∠プ⇒ ⌒ヨ⇒ ∇ャや ∠リ ∠バ⇒イ⇒⇒ ∠ぺ ゴ ∇ラ  ∠ゎ ∠ィ ∠ラヲ⇒ム⇒ら⇒⇒ルゅ⇒⇒ゅ 

  るホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ ゅヨよ ヮヤらホ  ) るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま (. 
 

≒≡ ⇒ ∇ユ∠ャ ゅョ ぁモ⊥ミ  ∇リ⊥ム∠Α  ∠ ∇Εや ヶプ ⌒ょバｚダャや ∠リ ⌒ョ    ⇒⇒∇ル⇒ ⊥ヘ⇒ ⌒ザ  ∇ヰ∠シ⇒プ ∀モ⇒ ⌒ま ゅヰΒ ⊥ワ やク⇒⇒ ∠ヲ ルゅミ⇒⇒⇒⇒ゅ 
  るホΚハ テカ ヮわエゎ ゅョ ゅヨよ ヮヤらホ  ) るイΒわル  ⇒⇒  ⇒⇒  モΒヤバゎ ⇒⇒⇒  モΒャキ ⇒⇒  モΒダヘゎ  メゅヨィま (. 

 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽≒ 

 
 

 ラコやヲΑ リΒよ ろΒよ ョ キギエョリ ゾレャや ゾルヱ ヶィケゅカ リョ ゑΒェ ヴレバヨャや. 
-    ⇒⇒⇒ΒャゅΒャ ∠ノΒレ ｚダャや ⊥リ⇒ ⌒ジエ⇒⊥ゎ ゅヨ⇒ｚよ ⊥ケ        ⌒ヮ⇒⇒⇒⇒⇒ ∩ ∇リ⇒ ⌒ム⇒∠ャ ∠ヱ  ∠ム⇒⊥ゎ⇒⇒ジェΗや ⊥ケ ⌒∂ギ⇒⇒⇒ゅルゅ 

-  ｚギャや ∇ワ⇒ ⊥ゲへ ⌒カ⇒ ⊥グ  ∠ぺ ゅョ ∇ハ⇒ ∠トヴ ∩ ⊥ョ ∠ム⇒ ⌒∂ギ ⊥ケ ゅョ     ∠ぺ ∇タ ∠ヘ ∩ヴ⇒ ∠ヱ ⊥ョ ∇ヘ ⌒ジ⇒⇒ ⊥ギ ョ⇒ ∠ぺ ゅ ∇ワ ∠ギ⇒ ∠ャ ン⇒ ⊥ヮ  ⌒よ ∠Β⇒⇒⇒⇒ ⌒ギ 
  ラぺ ヶプ ラやゲハゅゼャや ペヘゎや ⊥キヲ⇒⇒バ∠Α ∇モ⇒∠よ ∩ ∠ラゅジ ∇ェ ⌒ ∇Ηや ぁユ⇒⇒⇒⌒わ⊥Α Ι ∠ヱ ⊥リ⇒⇒ ⌒ジ ∇エ⊥Α ∠ヱ ∩ヶト⇒∇バ⊥Α ゅヨΒ⇒プ ⊥ノ ⌒ィ ∇ゲ∠Α ｚユ⇒⇒⊥を ∠ヶト⇒∇バ⊥Α ∇ラ∠ぺ ⌒ゲ⇒⇒ ∇ワｚギャや ⊥り ∠キゅ⇒ハ

 .⇔やゲ⇒⇒ ⌒カへ ∠¬ゅ⇒シ∠ぺ ∠ヱ ∠ケｚギ⇒⇒∠ミ ⇔Ι ｚヱ∠ぺ ∠リ⇒⇒∠ジ ∇ェ∠ぺ ∇ラ⌒ま ∠ヲ⇒⇒ ⊥ヰ∠プ ∩⊥ヮ ⊥ダ⇒⇒ ⌒∂ピ∠レ⇒⊥Α ゅヨ⌒よ ⊥ヮ⊥よヲ⇒⇒ゼ∠Α ∠ヱ ⊥ロ ⊥ケ ⌒∂ギ⇒⇒∠ム⊥Β⇒∠プ 
  ⇒⇒⇒ ⌒バ⇒∠シ やク⌒み∠プ ⊥ゲ⇒ ⌒∂ム⇒∠バ⊥ゎ ゅョ ∠ラゅハゲ⊥ジ⇒∠プ ⌒ゥゅイｚレャや ヱ∠ぺ ⌒メゅヨ∇ャや ⌒ヱ∠ぺ ⌒ギ⇒⇒∠ャ ∠ヲ⇒∇ャや ⌒ヱ∠ぺ ⌒る ｚエ ⌒∂ダャゅ⌒よ ⌒ュゅ⇒∂Α∠ ∇Εや ⌒ヂ⇒∇バ∠よ ヶプ ⌒サゅ∂レャや ⊥ヂ⇒∇バ∠よ ∠ギ  ⌒ロ ⌒グ⇒ ∠ワ ⊥りゅΒ ∠エ∇ャや

 ⌒モ⇒∠ゼ⇒∠ヘ∇ャや ⌒ヱ∠ぺ ⌒ゲ⇒∇ボ⇒∠ヘ∇ャや ⌒ヱ∠ぺ ⌒れ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや ⌒ヱ∠ぺ ⌒チ ∠ゲ ∠ヨ∇ャゅ⌒よ ∠り ∠キゅバｚジャや. 
 

  ∇ラ ⌒コやヱ  ∠よ ∇Β ∠リ⇒  ⌒プ ⌒りゲ⇒ ∇ム  ∠ら∇ャや ∇Β ⌒ろ  ∂んャや ⌒ゑ⌒ャゅ  ⌒ろ⇒∇Β∠ら ∇ャや ∠ヱ  ∂わャや ⌒ョ ヶャゅ ∇リ  ∠ェ ⊥ゑ∇Β  ⌒∂ゎΙや ⊥ベゅ⇒ヘ  ⊥フΚ⌒わ ∇カΙや ∠ヱ. 
 ⊥ヨ∇ャや ⇒⇒ ∂ら⇒∠レ⇒∠わ : ヶ ∇エ⇒⊥ゎ ゅヨ⇒ｚよ ⊥ケΒレ ｚダャや ⊥リ⇒ ⌒ジ⇒ ∠ャ ∠ノ ∇リ⇒ ⌒ム⇒∠ャ ∠ヱ ⌒ヮ⇒⇒⇒⇒⇒     ⇒⇒⇒ΒャゅΒ ⇒∠ム⇒⊥ゎ⇒ ⌒ ∇Ηや ⊥ケ ⌒∂ギ ∇ェジ⇒⇒ルゅ⇒ゅ 

 ∠¬ゅシ やク⌒ま    ゅヰ∠プヱゲ⊥タ ｚラ∠ぺ ⌒ュゅ∂Α∠ ∇Εや ⌒り ∠キゅ⇒ハ ∇リ ⌒ョ ∠ヱ : ゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ∠カΓや ⇒⇒ ⊥ょ⌒ルゅィ ｚゲ⇒∠シ ∀ょ⌒ルゅィ ゅヰ∇レ ⌒ョ 
 ∠Α ⇒⇒ ｚわ⇒ ⌒ラゅ⇒ボ⇒⌒ヘ⇒  :ヶ⇒⇒⇒⇒プ ∂ゴャや ｚラぺ ⊥ラゅジェΗやヱ ⊥り¬ゅシΗや ヮ⇒Βプ ∠ラゅョ. 

 ∠Α ∠ヱ ⇒⇒ ⌒ラゅ⇒ヘ⌒ヤ∠わ ∇ガ  :ヶプ ⊥ヨ∇ャや ｚラ∠ぺゅヨ∠レ⇒∇Β⇒∠よ ∩ ⌒ラゅ⇒ジ⇒ ∇ェ ⌒ ∇Ηや ヴヤ⇒∠ハ ⌒ラゅ⇒ョ ｚゴ⇒ャや ⌒り ∠¬ゅ⇒シ⌒ま ∠ょ⇒⌒ルゅィ ⊥ょ⇒⌒∂ヤ⇒∠ピ⊥Α ヶ∂ら⇒∠レ⇒∠わ 
                         ∠Α ∂んャや ンゲ⇒⇒ ヶルゅ⇒⇒ ∀ュ ∇ヲ⇒⇒∠Α : ⌒ラゅョ ∇ヲ⇒⇒∠Α ∠ゲ⇒⇒ ∇ワｚギ⇒ャや ｚラ∠ぺ . ∠マ⇒⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ ∀ュ ∇ヲ⇒⇒∠Α ∠ヱ ∩ ∠マ⇒∠ャ 

  
  ∠Α ⊥メヲボ ヶ∂ら∠レ∠わ ⊥ヨ∇ャや:             ∠ヱ ∂ル∠ ほ∠ミ⇒ ∇ユ∠ャ ゅ  ∠Α ∇ゲ ⌒よ ゅ⇒レΒプ ∠チ⇒ャや ⌒ょ∇Α ∠ゲ ∇ギ      ∇ワ∠キ ∠ョ ⊥ヮ⇒∠ルゅ⇒ハ∠ぺ ヴ∂わ⇒ ∠ェ ⌒ゲ⇒⇒ ∇リ  ∠ぺハ⇒⇒ルゅ⇒  ゅ 

                    : ⊥ゲ⇒⇒⇒⇒カへ ⊥メヲ⇒ボ⇒Α ∠ヱ        ⊥ょΒ⇒バ∠ルゅルやヲ⇒ ⌒シ ∀ょ∇Β⇒∠ハ ゅ⇒レ⌒ルゅョ ∠ゴ⌒ャ ゅョ ∠ヱ     ゅレΒプ ⊥ょ∇Β⇒∠バ∇ャや ∠ヱ ゅレ∠ルゅョ ∠コ 
 

 . ⌒リ⇒∇Β⇒∠わ ∇Β∠ら ∇ャや ヴレ⇒∇バ ∠ョ ∠リ⇒∇Β∠よ ∠ベ ∇ゲ⇒∠ヘ∇ャや ⌒ウ ⌒∂ッ ∠ヱ 
 ⇒⇒ ∇ャや ⊥ヨ ∠わ ∠レ ∂ら ヶ ( ⌒ラゅョ ｚゴャや ⌒モ⇒∇バ⌒プ ∇リ ⌒ョ ∠ヶ ⌒ワ ゅヨｚル⌒ま ⌒ヮ⇒⇒⌒ゎゅΒ⇒ ∠ェ ヶプ ∠ラゅジ∇ル ⌒ ∇Ηや ⊥ょ⇒⇒Βダ⇒⊥ゎ ヶわｚャや ∠ょ⇒⇒ ⌒ハゅわ ∠ヨ∇ャや ｚラ∠ぺ ⊥ケ ⌒∂ゲ⇒∠ボ⊥Α. ⌒ヮ ⌒ジ∇ヘ∠ル ⌒ラゅジ∇ル ⌒ ∇Ηや ∠ヱ ) ⌒ケ ∠ギ⇒∠ボ∇ャや 

.⊥ヮ∇レ ⌒ョ ヶルゅバ⊥Α ゅョ ⊥ょ∠ら∠シ ∠ヲ⊥ワ ⊥ロ ∠ギ ∇ェ ∠ヱ ∠ラゅジ∇ル ⌒ ∇Ηや ｚラ∠ぺ ⊥ケ ⌒∂ゲ⇒∠ボ⊥Α ∠ヱ ∩ ∠ラゅョ ｚゴャや ⊥む ⌒∂ゲ∠ら⊥Β∠プ ⊥ゲ⇒ ∠カΓや ゅ ∂ョ∠ぺ ⇒⇒ 
 

                  :    ヶらレわヨャや メゅホ      ⇒⇒∇ルΕや ヶプ ⌒ょバｚダャや ∠リ ⌒ョ リ⊥ム∠Α ユ∠ャ ゅョ ぁモ⊥ミ⇒ ⌒ザ⊥ヘ  ∩ ∠シ⇒⇒ヰ⇒クま ゅヰΒプ ∀モワ や⇒⇒ゅルゅミ ヲ 
                  ホ⇒ ∠メゅ  ∇ャや ⊥ら ∇エ ⊥わ⇒⇒ ⌒ゲ ぁヵ:  ∠ャ ∠バ⇒ ∇ヨ⇒ ⊥ゲ ∠ポ ョ⇒⇒ ∇ャや ゅ ∠ヨ ∇ム⇒ ⊥ロヱゲ  ⌒ま ∂Ι ∇ケや ゎ ⌒⇒ボ⇒⇒ ⊥よゅ⇒ ⊥ヮ      ∠ヱ ∠ぺ ∇よ⇒⇒ ⊥ゲ ⊥ゥ  ⌒ョ ∂ヨ⇒⇒ ∠ェ ゅ⇒⇒ ｚモ ョ⇒⇒ ⊥Α ゅ⇒ ∠わ⇒ ｚホヲ⇒ ⊥ノ 

    ラぺ  ラやゲハゅゼャや ペヘわΑ ∠ ∇Εや ∇ョ⇒⇒ゲ   ∠Α ∇ダ ⊥バ⇒ ⊥ょ  ∠ハ⇒ ｚレャや ヴヤ ∇ヘ⇒ ⌒ザ  ∠ホ⇒ ∇ら⇒ ∠モ  ⊥ヱホ⇒⇒ ⌒ハヲ⇒ ⌒ヮ  ∠プ ⌒み ∠ヱ やク ∠ホ⇒⇒ ∠ノ ヱ ∠ラゅ⇒⇒ワ ∠シ⇒⇒ ⊥ヰ⇒⇒ ∇モ. 
 

ネヲッヲヨャや るビΚよ       :( : ネヲッヲョ  サゅレャやヱ りゅΒエャや ) 
:ゅヰわャΙキヱ ゅヰハヲル リΒよヱ るΒャゅわャや るΒビΚらャや ケヲダャや ウッヱ 

 . ゅルゅョゴャや やク ゅレヤらホ サゅレャや ょエタ 
 るΒレムョ りケゅバわシや  : りゲらカヱ∩ ゅヨもやキ サゅレャやヱ リョゴャや ュコΚゎ ヴヤハ メギΑ ゅヨョ∩ ゲゼらャや ょエダΑ ラゅジルみよ ラゅョゴャや ヮらセ ゑΒェ 
ゲシヱ∩ ヮよ サゅレャや  ゅヰャゅヨィ.ゾΒガゼわャや 

 . ヮレョ ユヰヤミ るダピよ やヲャヲゎ 
 ペヤエャや ヶプ るダピャゅよ モΒェゲャや ギレハ ラゅジルΗや ゅヰよ ゲバゼΑ ヶわャや ヴシΕやヱ りケやゲヨャや ヮらセ ゑΒェ∩ るΒエΑゲダゎ りケゅバわシや 

. モΑヲヰわヤャ りゲムル れ¬ゅィヱ∩ 
 . れゅエャゅミ ゅΑゅレヨャや ヶホΚΑ 

ゅヨョ ヮィヲャや サヲらハ ギΑギセ ラゅジルみよ れヲヨャや ヮらセ ゑΒェ るΒレムョ りケゅバわシや ∩ ヮゎヲジホヱ れヲヨャや りギセ  ウッヲΑ 
 

- りゅレホ ラゅョゴャや ろらルぺ ゅヨヤミ 
るΒレムョ りケゅバわシや     :..ヮよ ヮらゼヨャや フグェヱ ろらレゎ ヶわャや りゲイゼャゅよ ラゅョゴャや ヮらセ  

 りケゅバわシや るΒエΑゲダゎ   : モΒらシ ヴヤハ ヮよ ヮらゼヨャゅよ ゥゲタヱ ヮらゼヨャや フグェヱ りゅレボャゅよ ゲワギャや ギもゅムョヱ ゲワギャや ょハゅダョ ヮらセ
 ヴヤハ るャΙギヤャ るΒエΑゲダわャや りケゅバわシΙやヰらもゅダョヱ ゲワギャや ょハゅわョ キギバゎヱ ネヲレゎゲシヲ  ゅヰャゅヨィ. ゾΒガゼわャや 

 . ゅルゅジェΕや ケギムゎ 
ギΒジイわャや ゅヰャゅヨィ ゲシヱ∩ ヶャゅΒヤャや ロヲヘタ ゲムバゎ ヵグャや ¬ゅヨャゅよ ラゅジェΗや ヮらセ ゑΒェ るΒレムョ りケゅバわシや 

 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽≪ 

 
 ∇シΙや⇒ ∇ダｚわャや ⊥り ∠ケゅバ⌒わ⇒エΑゲ⇒ ⊥るｚΒ   : 

 ゼゎ⇒ ⊥ェ ∀ヮΒら⇒⇒ ∇レ ⌒ョ ∠フ ⌒グ⇒ ∠ゼ ⊥ヨャや ⊥ヮ⇒ ⊥ヮｚら  ⊥タヱ⇒ ⌒∂ゲ ∠ゥ  ∠ゼ ⊥ヨャゅよ⇒ ⌒ヮｚら  ⌒よ⇒⇒ ⌒ヮ  ⌒ ∂ヶボΒボエャや ヴレバ ∠ヨャや ⌒り ∠キやケ⌒ま ∇リ ⌒ョ ⊥ノ∠レ ∇ヨ∠ゎ ∃る∠レΑゲ∠ホ ⌒キヲィ ⊥ヱ ∠ノ ∠ョ. 
 

≒.  りケゅバわシや ヴャま ヮΒャま ゅョギボョ ゅヰΒらゼゎ メヲエΑ  るΒエΑゲダゎ.ザムバャやヱ 
 

  ∃れやケゅバわシや ヴャま ∠るΒャゅわャや ⌒れゅヰΒらゼわャや ⌒メ ⌒ ∂ヲ ∠ェ   るΒエΑゲダゎ : 
 

- エャゅミ ⊥ヮ⊥らヤホ.⇔るよΚタヱ ⇔りヲ∇ジ∠ホ ⌒りケゅイ                                 ⇒⇒  サゅレャや ュΙべよ ゲバゼゎ Ι りケゅイェ ギィヲΑ 
-  ⊥ュΚミ  ∃ラΚプ りヱΚエャや ヶプ ⌒ギ ∇ヰｚゼャゅミ                                  ⇒⇒⇒ ゐギエわΑ ゅヨレΒェ ギヰセ ヴャま ノヨわジゎ 

 
  ⌒メ ⌒ ∂ヲ ∠ェ   れやケゅバわシΙや  ⌒れゅヰΒらゼわャや ヴャま : 

 
- . ¬やギハΕや ヴヤハ ギシΕや ヂボルや                                    ⇒⇒⇒  ギシΕゅミ ヵギレイャや ヂボルや 
-  ∠ゴ∇ルぺ ⌒メヲシケ ヴヤハ ⊥聴 ∠メ    ⇔やケヲルΙ Α ⊥メやゴ  ∠Α .ゅレΑギ ∇ヰ       ⇒⇒⇒   ∠ゴ∇ルぺ ⌒メヲシケ ヴヤハ ⊥聴 ∠メ    ラへゲボャや  ⇔やケヲルΙ Α ⊥メやゴ  ∠Α .ゅレΑギ ∇ヰ 

 
≪. ゥゲゼΑ りケゅバわシや  るΒエΑゲダゎ ゅレΒらョ ゅワゲをぺ ヶプ ヴレバヨャや. 
≫. .ヮャ ュギボョ ゾル ヶプ  るΒエΑゲダゎ りケゅバわシや ァゲガわジΑ 

 
≒ : ヴャゅバゎ ∠メゅホ ⇒(  ∠マ∇Βャま ⊥ロゅレャゴルぺ ∀ゆゅわミ ∠ァ ⌒ゲ ∇ガ⊥わ⌒ャ ⌒ケヲレャや ヴャま ⌒れゅヨヤ⊥ヌャや リ ⌒ョ ∠サゅｚレャや) 

 
 ⇒⇒ ぺれゅ⇒⇒ヨ⊥ヤ⇒⇒ぁヌャや   : ( ∀れゅ⇒⇒⇒⇒ヨ⊥ヤ⇒⊥ド ∀メΚ⇒⇒⇒ ｚツャや ( ⊥ヮ⇒ｚ⇒ら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャや ∠フ ⌒グ⇒⇒ ⊥ェ ∠ヱ ∩ ⌒れゅ⇒ヨ⇒⊥ヤ⇒ぁヌャゅ⇒⌒よ ⊥メΚ⇒ ｚツャや ∠ヮ⇒⇒⌒∂ら⇒⇒⇒⊥セ ) ⊥メΚ⇒ ｚツャや  ∠ゥ ⌒∂ゲ⇒⇒ ⊥タ ∠ヱ  )

( ⌒ヮ⇒⇒⌒よ ⌒ヮ⇒⇒ｚら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャゅ⌒よ  ⌒れゅ⇒ヨ⊥ヤ⇒ぁヌャや.)  
 

 ⇒⇒ ゆケヲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒∂レ⇒ャや     : ( ∀ケヲ⇒⇒⇒⇒ル ⊥る⇒⇒∠Αやギ⇒⇒ ⌒ヰ∇ャや ( ⊥ヮ⇒ｚら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャや ∠フ ⌒グ⇒⇒⇒⇒ ⊥ェ ∠ヱ ∩ ⌒ケヲ⇒⇒∂レ⇒ャゅ⇒⌒よ ⊥る⇒⇒∠Αやギ⇒⇒ ⌒ヰ∇ャや ⌒ろ⇒⇒ ∠ヰ⌒∂ら⇒⇒⊥セ ) ⊥る⇒⇒∠Αやギ⇒⇒ ⌒ヰ⇒∇ャや  ∠ゥ ⌒∂ゲ ⊥タ ∠ヱ ∩)
.) ⌒ケヲ⇒⇒∂レャや ( ⌒ヮ⇒⇒⌒よ ⌒ヮ⇒ｚら⇒∠ゼ⇒ ⊥ヨ∇ャゅ⌒よ   : ヴレバヨャや ヶプ ゅワゲをぺヱジャや ⌒ゲ⇒をΖャ ∀ギ⇒Βジイゎ ゅヰ⇒Βプ め⌒∂Β⇒⇒ ⌒メΚツヤャ ヴヤハ ケヲレヤャ ⌒リジエャや ⌒ゲをΕやヱ

. ⌒ラゅジルΗや 
 
≪ ⌒キゅョ ヶホヲセ ∠メゅホヱ ⇒ ∠メヲシゲャや ⇔ ゅェ  :   ∠プ ⊥サゅレャやヱ ∠ろ∇Βゎぺ ∇ヲ ∠ゎ Ι ヴッ  ユヰよ ぁゲ ⊥ヨ   ∠タ ヴヤハ Ιま ∠レ ∠ホ ∃ユ⇒ ∇ギ ワ⇒ ∠タ ヶプ ∠ュゅ ∠レ ⌒ユ 

) ユレタ ( ヮよ ヮｚらゼヨャゅよ ∠ゥ ｚゲタヱ)ゲプゅムャや( ヮ⇒ｚらゼヨャや ∠フ∠グ⇒⇒ェヱ ⌒ユ∠レ ∠ダャゅよ ∠ゲプゅムャや ヮｚら∠セ   ジイゎ ゅヰΒプ⇒⇒⇒ジャ ギΒ⇒⇒⇒ェ ⌒¬ヲ⇒⇒ ⌒ゲプゅムャや ⌒メゅ
 . ⌒ロ ⌒ゲ∇ヘ⊥ミ ⌒ょらジよ ⌒るｚΒルゅジルΗや リ ⌒ョ ⌒ロ ⌒キ ぁゲ ∠イ∠ゎヱ 

 
 ∠メゅホ  ∠ぺ ∇ェ ∠ヨ⇒⇒ ⊥ギ ョやケ⇒ヶ  :    ∠ミ⇒ ∇ユ  ⌒∂ダャや ヶプ ⌒ョ ゅら ∇リ  ⊥ビ ⊥ダ⇒ ∃リ  ⌒ッゅル⇒ ∃ゲ     ∠ヱ ∠ぺ ∇Α ∠ム⇒⇒⇒ ∃る プ⇒ ⌒ド ヶ ⌒∂ヤ⇒⇒⇒⇒ ⌒ヮ  ∇ャや⇒ ⊥ヨ ∇ジ⇒⇒⇒ ∠わト⇒⇒⇒ ⌒ゆゅ⇒ 

 ∇シΙや⇒ ⌒わバ⇒⇒ ∠ケゅ ⊥り   :(  ⊥ビ⇒ ∇ダ ∃リ  ⌒ッゅル ∃ゲ )  ∩ ∠セ⇒ ｚら ∠ヮ  ∇ャや ⊥ヘ ⊥わ⇒ ｚヲ ∠り  ∠ヱ ∇ャや ∠イ ∠メゅヨ  ⌒よ ∇ャゅ ⊥ピ⇒ ∇ダ⇒ ⌒リ  ∂レャや⇒ ⌒ッゅ⇒⇒ ⌒ゲ ∠ヱ ∩ ∠ェ⇒ ∠グ ∠フ  ∇ャや ⊥ヨ⇒ ∠ゼ⇒ ∠ヮｚら  
 ∇ャや ( ⊥ヘ ⊥わ ｚヲ ∠り  ∠ヱ ∇ャや ∠イ ∠メゅヨ )∩  ∠ヱ ∠タ ⌒よ ∠ゥ ｚゲ ∇ャゅ ⊥ヨ ∠ゼ ｚら ⌒ヮ  ⌒よ ⌒ヮ  ⊥ビ ( ∇ダ ∃リ  ⌒ッゅル ⌒ゲ ) 
 

√. ) ⌒ケヲ⇒∂レャや ヴャ⌒ま ⌒れゅヨ⊥ヤ⇒ぁヌャや ∠リ ⌒ョ ∠サゅ⇒∂レャや ∠ァ ⌒ゲ ∇ガ⊥わ⌒ャ ∠マ⇒∇Β∠ャ⌒ま ⊥ロゅ⇒レ∇ャ ∠ゴ∇ル∠ぺ ∀ゆゅ⇒わ ⌒ミ ( :ヴャゅバ∠ゎ ∠メゅホ 
  ヮよ ヮらゼヨャゅよ ゥゲタヱ ヮらゼヨャや フグェヱ ケヲレャゅよ ラゅヨΑΗや ヮらセ ∩  ヮよ ヮらゼヨャゅよ ゥゲタヱ ヮらゼヨャや フグェヱ れゅヨヤヌャや ゲヘムャや ヮらセ

. ラゅジルΗや りゅΒエャ ラゅヨΑΗや るΒヨワぺ りケヲダャや ウッヲゎヱ 
 

∽.   ヶボゎゲΑ ケギらャや ヴャま ュぺ ヴバジΑ ゲエらャや ヴャま    ンケキ ゅヨプ ヅゅジらャや ヶプ ヶゼヨΑ モらホぺヱ  : ゲハゅゼャや メゅホ  
フグェヱ ュゲムャや ヶプ ゲエらャゅよ るヘΒヤガャや ヮらセ  ヮらゼヨャや フグェヱ ヲヤバャや ヶプ ケギらャゅよ るヘΒヤガャや ヮらセ ラ  ヮよ ヮらゼヨャゅよ ゥゲタヱ ヮらゼヨャや

  ヮよ ヮらゼヨャゅよ ゥゲタヱ. ヮわルゅムョ ヲヤハヱ るヘΒヤガャや ュゲミ ウッヲゎ りケヲダャやヱ 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽≫ 

 
]  ネケゅツヨャや モバヘャや ゆやゲハま [ 

 . ユミゅルキヲハ ゅヨミ ウッやヱヱ テジらョ モムゼよ マャクヱ ∩ ]  ネケゅツヨャや モバヘャや ゆやゲハま [   ゥゲセ  ヴャま ベゲトわレシ :  ヶャゅバゎ 聴 ¬ゅセ ラま 
 

  : ギΒヰヨゎ"モハゅプ ょもゅルヱ モバプ" リョ ヱぺ "モハゅプヱ モバプ" リョ りゲダわガヨャや ゅヰゎケヲタ ヶプ ラヲムわゎ るΒヤバヘャや るヤヨイャや   . 
   ∨   モバヘャや ネやヲルぺ ゅヨプ 

           ぺゲホや るΒヤバヘャや るヤヨイャや ァクゅヨル  テカ ゅヰわエゎ ヶわャや メゅバプΕや ナェΙヱ るΒャゅわャや: 
 

 ろョゅル リョΕや ⊥メゅィケ ゲ ⌒ヰシヱ ⊥るレΑギヨャや  
  ⊥ナプゅエΑ .リΒレヅやヲヨャや りゅΒェ ヴヤハ るヅゲ∂ゼャや メゅィケ 
  ∇ュゲわェゅプ  メゅィゲャや ¬Ιぽワ ∇ュ∂ギホヱ .るルヲバヨャや ユヰャ 

 
" モんョ ゅΒッゅョ ヶゎほΑ るΒヤバヘャや るヤヨイャや ヶプ モバヘャや ラぺ ナェΚΑ ∩ュゲわェや" モんョ や ⇔ゲョぺ ヱぺ "ナプゅエΑ" モんョ ゅハケゅツョ ヱぺ "ゲヰシ ∩ュゅル 

 ∇ュ∂ギホ " . 
 メゅバプΕやャやるをΚん :  "ャやッゅヨヶヱ ∩Εやゲョ:  .ゅヨもやキ ラゅΒレらョ ゅョぺ"ャや ∩"ネケゅツヨプ" やゲセゅらョ Ιゅダゎや ヮよ ろヤダゎや やクま Ιま ∩ゆゲバョ ヲヰ 

 .ラヲムジャや ヴヤハ ヴレらΒプ "りヲジレャや ラヲル" ヱぺ ∩ウわヘャや ヴヤハ ヴレらΒプ ∧ギΒミヲわャや ラヲル 
  ゅよゲバョ ラヲムΑ リΒわャゅエャや リΒゎゅワ ゲΒビ ヶプヱ . 
  
 ∨ ネケゅツヨャや モバヘャや ゆやゲハみよ キヲダボヨャや ゅヨプ 

ャや りケゅらバャや ぺゲホやるΒャゅわ  るハケゅツヨャや メゅバプΕや テらッ ナェΙヱ: テカ ゅヰわエゎ ヶわャや 
 ⊥ベケヲ⊥ゎ ノΒよゲャや ヶプ ⊥ケゅイセΕや    ギホヱ ヶミ るボΑギエャゅよ ⊥ろΒレハ ∠ベケヲゎ ゅワ ⊥ケゅイセぺ  ユャ ∩リムャ ∇ベケヲ⊥ゎ .ケヱグイャや ⊥るヘΒバッ りゲイセ ゅヰレョ 

    ( : メゅバプΕや  ラぺ ナェΚル ⊥ベケヲ⊥ゎ   ⇒⇒⇒ ∠ベケヲゎ  ⇒⇒ ∇ベケヲ⊥ゎ   )ゲΒピゎれ ワゲカへ るョΚハゅ ゅョゴィヱ ∩ゅらダルヱ ∩ゅバプケ . プ ゆやゲハみ ネケゅツヨャや
Αヶレバ ヮャやヲェぺ ょジェ ヴヤハ ∩ゅョゴィヱ ∩ゅらダルヱ ∩ゅバプケ ロゲカへ るョΚハ ゲΒピわゎ ラぺ. 

 
[ ≒ ⇒⇒ネケゅツヨャや モバヘャや ノプケ ] 

 .ュゴイャや ヱぺ ょダレャや れやヱキぺ リョ りやキぺ ヮボらジゎ ユャ やクま ⊥ネケゅ ∠ツ⊥ヨ∇ャや ⊥モ∇バ⌒ヘ∇ャや ⊥ノ∠プ ∇ゲ⊥Α   
          
 ナェΙ  るΒャゅわャや りケゅらバャや ヶプ テカ ゅヰわエゎ ヶわャや メゅバプΕや: 

 (  ⊥ケギダゎ ュヲΑ ｚモミ るΒホやゲャや ⌒キΚらャや ヶプ ⊥ブエダャや ヱヴャやヲわΑ ¬ゅジョヱ ゅェゅらタ ゅワ ⊥ケヲヰド ∩ ラヲΒヘエ∂ダャやヱラヲボよゅジわΑ  メヲダエャや ヶプ
れゅボΒボエわャやヱ ¬ゅらルΕや ヴヤハ  ゑΒェラヱゲゼレΑ マャク .ブヰヤわヨャや むケゅボヤャ ヮｚヤミ  ) 

ヶャやヲわャや ヴヤハ ヶワ るハヲプゲョ るハケゅツョ メゅバプぺ るボよゅジャや るヤんョΕや ヶプ  "  リョヱ "ラヱゲゼレΑ ∩ラヲボよゅジわΑ ∩ヴャやヲわΑ ∩ケギダゎ ウッやヲャや
 リΒヤバヘャや ヶプ ラヲレャや れヲらをヱ ∩ヶルゅんャや ヶプ りケギボョヱ メヱΕや ヶプ りゲワゅド るヨツャや ヶヰプ ゲカΓ モバプ リョ ブヤわガゎ ノプゲャや るョΚハ ラぺ

.リΑゲΒカΕや 
プ ネケゅツヨャや モバヘャゅ  ネヲプゲヨャや :るΒゎΓや ケヲダャや ヴヤハ ヶゎほΑ 
 ゲカΓや ウΒエタ    : りゲワゅヌャや るヨツャゅよ ノプゲΑ : モんョ     .  .ゲ∂ツエわΑ ∩ユヤバわΑ ∩ザプゅレ⊥Α ∩ュギボわΑ 
 ゲカΓや モわバョ      :ャや るヨツャゅよ ノプゲΑ りケギボヨ  : モんョ       . .ヴ∠ボらΑ ∩ヴ∠ホゲΑ ∩ヲ ⊥ヨジΑ ∩ヶレらΑ  
 るジヨガャや メゅバプΕや   : ノプゲΑラヲレャや れヲらんよ  : モんョ     .   .ゅバョ ラやゲミやグ⊥Α ∩リΒレ∂Αゴわゎ ∩ラヲルヱゅバわΑ 

 
 : ょΑケギゎ ⌒∂Βハ:ゅヰ ⌒バプケ ょらシ リΒよヱ るΒゎΓや モヨ ⊥イ∇ャや ヶプ るハヲプゲヨャや るハケゅツヨャや メゅバプΕや ∇リ 

  ⊥ベヲヘわΑ ヮゎゲミやグョ ヶプ ゾヤガヨャや  .                                           りゲワゅヌャや るヨツャゅよ ノプゲΑ      
  ギヰわイヨャやヴ∠バジΑ ベヲヘわャや ヴャま   .                                            ャや るヨツャゅよ ノプゲΑりケギボヨ 
  リョぽヨャやヲ ⊥ィゲΑ  ⇔ ゅヨもやキ 聴 ヲヘハ                                              .ャや るヨツャゅよ ノプゲΑりケギボヨ 
  ( ∠ ｚ乖 ｚリ ⌒ム∠ャ ∠ヱ ∠ろ∇ら∠ら ∇ェ∠ぺ ∇リ ∠ョ ヵ ⌒ギ ∇ヰ∠ゎ Ι ∠マｚル⌒まヵ ⌒ギ ∇ヰ∠Α  ⊥¬ゅ∠ゼ∠Α ∇リ ∠ョ  ).              ャや るヨツャゅよ ノプゲΑりケギボヨ 
  ラヲレョぽヨャやラヱギバジΑ 聴 リョ ゆゲボャゅよ   .                                    ノプゲΑラヲレャや れヲらんよ 
  ラゅらャゅトャやラやギバわジΑ . ラゅエわョΚャ  .                                          ノプゲΑラヲレャや れヲらんよ 
 ろルぺ リΒヌプゅエゎ . ⇔ ゅヨもやキ りΚダャや ヴヤハ  . .                                 ノプゲΑラヲレャや れヲらんよ 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽√ 

 
[  ≪ネケゅツヨャや モバヘャや ⊥ょダル ⇒⇒ ] 

 ネケゅツヨャや モバヘャや ょダレΑ やクま  ヮボらシ  リョ  りやキぺ    るΒャゅわャや ょダレャや れやヱキぺ : 
 ∩リャ ∩ラぺ ラクま  ∩ ∩ ヶミ  ヱぺ ∩ るΒららジャや ¬ゅプヱ ∩ ヴわェ ∩ るΒバヨャや ヱやヱ  ∩るらホゅバャや ュΙ ∩モΒヤバわャや ュΙ" キヲエイャや ュΙ . 

 
     " ∇ラぺ"    :  ネケゅツヨヤャ るらタゅレャや るΑケギダヨャや 

 ⌒∂ケゅ ｚツャや リョ ∠ベキゅダ⊥ゎ ∇ラぺ ェゅダゎ ∇ラぺ ギΒヘヨャや リョヱ  ∩  サゅジェΗや ∠ギ∂ヤらわョ ∠ょ   .ナボΒャや ∂ヶミｚグャや 
  

    : ∇リ∠ャ   メゅらボわシやヱ ょダルヱ ヶヘル フゲェ . 
 リャヱ ょィやヲャや ヶプ ∠ゲ ∂ダホぺ リャヱ ギヰバャや ∠ラヲカぺ リャ  ブΒバツャや りゲダル リハ ヴルやヲゎぺ. 

 
     ペよゅシ ュΚミ ゆやヲィ ヶプ ヶゎほゎ マャグよ ヶヰプ ゆやヲィ フゲェ :ラクま  
 ヅゲわゼΑヱ ラぺゆやヲイャや るヤヨィ メヱぺ ヶプ "ラクま" ノボゎ ∩Κらボわジョ ゅワギバよ モバヘャや ラヲムΑ  

ヱ モタゅプ ゅヨヰレΒよ モダヘΑ Κプ ∩ゅワギバよ モバヘャゅよ "ラクま" モダわゎ ラぺ . 
          マよ ヶボわャほシ.¬ゅジョ るバよやゲャや ヶプ ∠るヤΒヤャや     -  ∠ょワグル ラクま .るワゴレヤャ ゅ⇔バョ 

 
     ∇ヶ∠ミ    (  :ょダルヱ ヵケギダョ フゲェ ) 
 ⊥ろゃィ ｚリゃヨヅぺ ヶミ  ょΒらトャや ⊥れゲツェぺヱ  マΒヤハヶムャ .ポやゲΑ 

{ や ∇ヲ∠シ∇ほ∠ゎ Κ∇Β∠ム⌒ャ } ∇ユ⊥ミゅ∠ゎへ ゅ ∠ヨ⌒よ やヲ ⊥ェ ∠ゲ∇ヘ∠ゎ Ι ∠ヱ ∇ユ⊥ム∠ゎゅ∠プ ゅ ∠ョ ヴ∠ヤ∠ハ 
 

    :ヱ∠ぺ   
 .ヵゲΒヨッ ∠ヶ ⌒ッケぺ ヱぺ ∃ソΚカみよ ヶヤヨハ ⊥リボゎぺ            ヴャま ヴレバヨよ" ラぺ." 
  ⊥¬ヶ ⌒ジ ⊥ヨ∇ャや ⊥ょ∠ホゅバ⊥Α ∠ケグわバΑ ∇ヱ∠ぺ  .                        ｚΙま ヴレバヨよ"  ラぺ  ." 

 
           :ヴわェ 
  ∠モΒヤャや ⊥ゲヰシほシ ∠ノヤトΑ ヴわェ " ゥゅらダャや         ヴャま :ヴレバヨよ  ラぺ." 
  ∃∂ギイよ ⊥モヨハほシ ∠ベ ｚヲヘゎぺ ヴわェ  :ヴレバヨよ"              ."ヶミ 

 
  るΒららジャや ¬ゅプ ギバよ  : 

ゅョ ゅヰヤらホ ゅヨハ ょらジわΑ ゅワギバよ  ヱ  ゅよヲダレョ ゅワギバよ ネケゅツヨャや ヶゎほΑ 
   ( ヶッゅヨャや リョ ⊥ユヤバわル モワ ∠ゲらわバレプ !!ゲッゅエャや ヶプ   ヱるボΒボエャや  ヮレョ ⊥ユｚヤバわΑ Ι ゅレツバよ ラぺ : ほトガャや ヶプ ∠ノボΒプ    ゅル ∠ケ∇グ ⌒ェ ゅルグカぺ ｚΚヰプ

 ∠ょｚレイわレプ れやゲ∠ん∠バャや ) . 
   りケゅらバャや ぺゲホや るボよゅジャや テカ ゅヰわエゎ ヶわャや メゅバプΕや ヶプ モョほゎ ヱ  ギバよ れ¬ゅィ ゅヰルΕ  るよヲダレョ ゅヰルぺ ギイゎるΒららジャや ¬ゅプ   ¬ゅヘャや ログワヱ

ゅヰボらシ やクま マャク ラヲムΑ ゅヨルまヱ  ゅよヲダレョ ゅワギバよ ネケゅツヨャや ヶゎほΑ 
 :ヶヤΑ ゅョ      

  ぺ-   ヶヘレャや   : モんョ :    . ∠ュギ⇒⇒ルほプ ゅらルク ろヤバプ ゅョ 
 ゆ-   ょヤトャや ゲョΕや( モヨゼΑヱ :-  ヶヰレャや-  ュゅヰヘわシΙや-  ヶレヨわャやّ ¬ゅィゲャや  ⇒⇒ヂΒツエわャや ) 

: モんョ     
 ややヱギヰわィ  ユムわシやケキ ヶプやヲボボエわプ . ラヱギΑゲゎ ゅョ                     ゲョΕや  
  りキゅ⇒⇒らバャや リ⇒ハ やヲヤシゅムわゎ Ι やヲ⇒⇒ョギレわプ.                           ヶヰレャや 
 . ゆやヲんャや メゅレわプ りゅミコ リョ マΒヤハ ゅョ ァゲガゎ モワ                 ュゅヰヘわシΙや 
 ゅレわΒャ  ゅルゲΒヨッ ヴッゲルヴッゲΒプ . 聴 ゅレハ                      ヶレヨわャや 
 モバャ  ⇔Κヰシ ヶゎほΑ ラゅエわョΙや. ウΑゲわジレプ                          ¬ゅィゲャや  
 グカぺ ｚΚワ ゆゅらゼャや  ∠ケ∇グ ⌒ェユワ プわらｚレイ やヲ ヂΒツエわャや                 れやケ ⌒∂ギガヨャや 

 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽∽ 

 
 :るΒバヨャや ヱやヱ   

 :ゅワゅレバョ  ∩ゅヰヤらホ ゅヨャ ゅワギバよ ゅョ るらェゅダョプモわガΑ Ιヱ ∩ゅヰルゅムョ "ノョ" るヨヤミ ノッヱ ウダΒ .ヴレバヨャや 
るΒゎΓや るヤんョΕや ナェΙ   : 

-  サゅレャや ヴヤハ ヵギわバΑ Ι ぁヶミグャや ⊥ラゅジルΗや ∠グ ⊥カほΑヱ.ユヰレョ ロ ∠ケ∇グ ⌒ェ 
- .る∠ワΚ∠よ ∠マャク ∂ラみプ ∩ユヰレョほゎヱ ∠サゅｚレャや ユ⌒ャゅ∠ジ⊥ゎ Κプ 

ゅヰボらシ やクま マャク ラヲムΑ ゅヨルまヱ ゅよヲダレョ ゅワギバよ ネケゅツヨャや ヶゎほΑ ヱやヲャや ログワ      :ヶヤΑ ゅョ 
  ぺ-   : モんョ : ヶヘレャや     リョぽヨャや  ΙユヤヌΑ  サゅレャや  ヮホヲボェ リハ ノプやギΑヱ . 
 ゆ-   ゲョΕや( モヨゼΑヱ : ょヤトャや-  ヶヰレャや-  ュゅヰヘわシΙや-  ヶレヨわャや- )¬ゅィゲャや 

  
:"るらホゅバャや ュΙ ∩モΒヤバわャや ュΙ" キヲエイャや ュΙ  

 ギミぽヨャや ヶヘレャや ギΒヘゎ :キヲエイャや ュΙ ." ∇リ⊥ム∠Α ユャ" ギバよ ヱぺ " ∠ラゅ∠ミ ゅ ∠ョ" ギバよ ノボゎ ヶわャや ヶワ ゅヰルほよ ゅΑヲエル キギエゎヱ 
" :マャヲボミ  ゅ⇔ボプゅレョ リミぺ ユャ:ラへゲボャや メヲホ マャク リョヱ "サゅレャや リΒよ ゅョ ∠ギ ⌒ジプΕ ゅ ⇔ョゅ ｚヨ∠ル ろレミ ゅョヱ ∠ゆ ⌒グミΕ 

 
ゅワギバよ ゅョ ヴヤハ ょゎゲわΑ ゅヰヤらホ ゅョ ラぺ ギΒヘゎ クま ∩ゅヰヤらホ ゅヨΒプ ゅららシ ゅワギバよ ゅョ ラヲムΑ ヶわャや ヶワヱ :モΒヤバわャや ュΙ.  

       "ロヱギルゅバΒャ ⊥りゅピトャや ヂプケヱ ∩サゅｚレャや ∠ユヤジ⊥Βャ ⊥メヲシゲャや ギワゅィ" :ゅレャヲボミ 
 
 るらホゅバャや ュΙ  :  ヶワヱめィゅヘョ ゲョぺ ヲヰプ ∩ゅヰヤらホ ゅヨャ るらジレャゅよ ノホヲわョ ゲΒビ ゅワギバよ ゅョ ラヲムΑ ヶわャや 
 やゲヌわレョ リムΑ ユャ  . 

      : ヴャゅバゎ ヮャヲホ モんョ. }ゅ⇔ル ∠ゴ ∠ェ ∠ヱ や ６ヱ⊥ギ∠ハ ∇ユ ⊥ヰ∠ャ ∠ラヲ⊥ム∠Β⌒ャ ∠ラ ∇ヲ∠ハ ∇ゲ⌒プ ⊥メへ ⊥ヮ∠ト∠ボ∠わ∇ャゅ∠プ{ 
   
 
    ネケゅツヨャや モバヘャや ょダル れゅョΚハ 

    ヱぺ ∩ ゲカΓや ウΒエタ モバヘャや ラゅミ やクま : りゲワゅヌャや るエわヘャや. ¬ゅΒャや ヱぺ ヱやヲャゅよ ⇔Κわバョ 
 リャ : モんョ ∠メヲホぺ ペエャや Ιま   ⇒⇒⇒ ヶミ キゅヰわィΙや リョ ギよΙ ∠ヲヨジル ⇒⇒⇒⇒  ラぺ ヶッゅボャや ヴヤハ ∠ヶツボΑ . ペエャゅよ 

 
   . ブャΕゅよ ゲカΓや モわバョ モバヘャや ラゅミ やクま : りケギボヨャや るエわヘャや 

        リャ : モんョ  ∇ヴバシぺ . ⇔やギよぺ ゲセ ヶプ 
 

   :   ラヲレャや フグェ . るジヨガャや メゅバプΕや リョ ラゅミ やクま 
              ラぺ ユムΒヤハ : モんョ やヲヤダゎ. るΒジヘレャや るェやゲャや モΒらシ りΚダャゅプ  ∧ 

 
 : ヮΒらレゎ. ヮヤんョ ゆヲダレョ ヲヰプ ヮヤらホ  ゆヲダレョ ネケゅツョ モバプ ヴヤハ フヲトバヨャや ネケゅツヨャや モバヘャや 
         ヱ ∠モシゅムわル Ιぺ ゅレΒヤハ : モんョ ∠メクゅガわル. ベヲヘわャや リハ ゑエらャや ヶプ 

 
ょΑケギゎ  : るΒゎΓや れやケゅらバャや ヶプ るよヲダレヨャや るハケゅツヨャや メゅバプΕや ∇リ⌒∂Βハ    : 

≒-  ギらハ ∂Ιま ヮヰィヱ リョ やヲよゲワ ロヲエヨ∠ャ ゅヨヤプ ∩ュや ｚヲ∠バャや ⊥ギΒヘ ∠ェ 聴 ギらハ ユヰΒプヱ ∩ラヲらバヤΑ ラゅΒらダよ ゆゅトガャや リよ ゲヨハ ｚゲョ
 ラゅミ ゅヨプ ∩聴ゲ⌒ヘ∠Β⌒ャボプケ ノョ ゆ ⊥ゲ ∇ヰ∠ゎ ユャ マャ ゅョ :ゲヨハ ヮャ メゅボプ ∩ :メゅボプ ∩マもゅ るらΑケ ヴヤハ ポぺ ユャ リΒレョぽヨャや ゲΒョぺ ゅΑフゅカほプ  ∩マゎヲトシ

 るボΒッ ペΑゲトャや リムゎ ユャヱノシヱほプ .ロゲヅゅカ るハゲシヱ ヮわレトプ リョ ゲヨハ ょイバプ ∩マャ 
  

≪-  ヴャま ゅレィゲカ ペもやギエャやウΑゲ⊥レ⌒ャ  リャヱ ∩モヨバャや ¬ゅレハ リョ ゅレシヲヘルキヲバル .ザヨゼャや ょΒピゎ ヴわェ 
ペΑギダャや るらゎゅバョ ゲんムゎ Ι ラヲヰΒプ . ∠マ⊥ト ∠ガ∠シ ヮΒヤハ 

-  るルゅョΕゅよ ⊥ウタゅレャや ゲョほΑ ユャラヲガΑヱ ユムエャや ヶッゅボャや メヲ∠わ∠Α ユャヱ ∩.ユヤ ∇ヌ∠Αヱ 
 ⇒⇒  ゅらヅケ リムゎ Ιゲダバわプ ⇔ ゅジよゅ∠Α Ιヱ ∩.ゲ∠ジ∇ム⊥わプ 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽∝ 

 
]ネケゅツヨャや モバヘャや ュゴィ[ 

 
 :ょヤトャや ゆやヲィ ヶプ ュゴイャや 

   :るΒャゅわャや るヤんョΕや ヶプ テカ ゅヰわエゎ ヶわャや メゅバプΕや ナェΙ 
-  ∇ユ⌒ボわシや ∇ユレピゎ.聴 ゅッ ⌒ケヱ ゲΒヨツャや ∠るェやケ 
-  マもゅトカぺ リョ ∇ユｚヤバゎヱょレイわゎ .ゅワゲΒビ ヶプ ネヲホヲャや 
-  ∇キｚキ ∠ゲわゎ Ι ∇ペ⌒∂ボエ⊥ゎ.ギΑゲゎ ゅョ 

 ヶプ ゲョΕや ヲワヱ ょヤトャや ヴヤハ メギΑ ゅョ ゅヰΒヤハ ュギボゎ ギホヱ ∩るョヱゴイョ るボよゅジャや るヤんョΕや ヶプ "ペボエゎ ∩ょレイわゎ ∩ユレピゎ" メゅバプΕや
. ゑャゅんャや メゅんヨャや ヶプ ヶヰレャやヱ ∩リΒャヱΕや リΒャゅんヨャや 

 
  " るΒワゅレャや :Ι ∩ょヤトャや ュΙ ∩ゅヨャ ∩ユャ" フゲェぺ るバよケぺ ヶワヱ  :やギェやヱ Κバプ ュゴイゎ ヶわャや フヱゲエャや 

:ゅヨャ ∩ユャ :ヶャヱΕや るハヲヨイヨャや 
   :るΒャゅわャや るヤんョΕや ヶプ テカ ゅヰわエゎ ヶわャや メゅバプΕや ナェΙ 

  ゲカギΑ ユャ             . モヨバャや ヶプ ⇔やギヰィ ギイヨャや 
 .  ヶッゅヨヤャ ロゅレバョ ょヤボΑヱ ∩ヮョゴイΑヱ ∩ろらんヨャや ネケゅツヨャや ヶヘレΑ ヮルぺ マャク ヴレバョヱ "ょヤホヱ ュゴィヱ ヶヘル フゲェ"  :  ユャ 

 
   ⊥ュΚ⊥ピ∇ャや ゲ∠ら∠ミ ∇ゆグヰわΑ ゅ ｚヨ∠ャ ∠ヱ                       . 

  . ヶッゅヨヤャ ロゅレバョ ょヤボΑヱ ∩ヮョゴイΑヱ ∩ろらんヨャや ネケゅツヨャや ヶヘレΑ ヮルぺ マャク ヴレバョヱ "ょヤホヱ ュゴィヱ ヶヘル フゲェ :ゅヨャ 
 
   ゅレワ メやぽジャやヱ  :∨  ) ゅヨャ ∩ ユャ ( リΒよ ベゲヘャや ゅョ 
 .モらボわジヨャや ヶプ ∠ヶ⌒ヘ⊥ル ゅョ ゐヱギェ ノホヲゎ ノョ ヶッゅヨャや ヶヘレゎ ゅヰルみプ "ゅ ∂ヨャ" ゅョぺ ∩モらボわジヨャゅよ ゅヰャ ラほセ Ιヱ ヶッゅヨャや ヶヘレゎ : " ∇ユャ" 

 
ょΑケギゎ :   :マャク ヮΒプ ウヤダΑ メゅんョ モミ ヶプ "ユャ" リョ ⇔Ιギよ "ゅ ｚヨャ" ノッヱ るΒゎΓや るヤんョΕや ぺゲホや 

≒- .ザョぺ るボΑギエャや ヴャま ょワグル ユャ 
≪  ⇒⇒.ゲヘジャや リョ ヵギャやヱ ゲツエΑ ユャ                     ヨャゅ ゲヘジャや リョ ヵギャやヱ ゲツエΑ 
≫- .ノトボレΑ ユャヱ ゲトヨャや メゴル 
√- .⇔やギェぺ るェケゅらャや ケコぺ ユャ 
 

 ュΙ :るΒルゅんャや るハヲヨイヨャや  ゲョΕや ∩  :Ι  るΒワゅレャや: 
 
    ヶプ テカ ゅヰわエゎ ヶわャや メゅバプΕや ナェΙ りケゅらバャや :るΒャゅわャや 
 (ユヰわΑゲエよ ⊥ケやゲェΕや マジヨわΒャ ヱ やヲバプやギΒャゅヰレハ ラヲバΒトわジΑ ゅョ モムよ リΑゲカΓや ⌒れゅΑゲェ ヴヤハ ⌒ギわバゎ Κプ ポゲわゎ Ιヱ  ヵギわバΑ ポ ∠ゲΒビ

.マわΑゲェ ヴヤハ ) 
 ヶプ ュΚャや ヴヨジゎ ( マジヨわΒャ   ⇒⇒⇒ やヲバプやギΒャ   ) ュΙ" ゅヰレハ  ゲョΕや"   

ヴヨジゎ ゅヨミ Ι" "  ヶプ   ( ⌒ギわバゎ Ι  ⇒⇒ ポゲわゎ Ι )   るΒワゅレャや Ι " 
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∽∵ 

 
 

   :リΒヤバプ ュゴイΑ ゅョ  リョ りやキぺ ギバよ ノホヱ やクま モバヘャや ヴヨジΑヱ ∩ ]るョコゅイャや ヅゲゼャや れやヱキぺ[ リΒヤバプ ュゴイゎ ヶわャや れやヱキΕや
. ヅゲゼャや ゆやヲィ モバプ ヶルゅんャや ュヱゴイヨャや モバヘャやヱ ∩ ヅゲゼャや モバプ メヱΕや ュヱゴイヨャや 

 
-   るョコゅイャや ヅゲゼャや れやヱキぺ :  ゅ ∠ョ ∠ヱ ∇リ ∠ョ ∠ヱ ∩ ⌒ラゅ∠プ ∇ゲ ∠ェ ゅヨ⊥ワ ∠ヱ ゅョ クまヱ ラま ∩りやキぺ ∠り ∠ゲ ∇ゼ∠ハ ゅ∠わ∠レ∇をぺ :リ∇Β∠ヤ∇バ⌒プ ュゴイゎ ヶわャや れやヱキΕや

 ∠ョ ∠ヱ ゅ ∠ヨ ∇ヰョ ∠ヱ ∀¬ゅ ∠ヨ ∇シ∠ぺ ゅ ∠ヰ⊥バΒ ⌒ヨ ∠ィ ∠ヱ ぁヵ∠ぺ ∠ヱ ゅ ∠ヨ∠ヘ∇Β∠ミ ∠ヱ ゅ ∠ヨ⊥ん∇Β ∠ェ ∠ヱ ヴｚル∠ぺ ∠ヱ リΑぺヱ ラゅΑぺヱ ヴ∠わ  
- . ヅゲゼャゅよ ゆやヲイャや テよゲャ フゲェ ヶワヱ  : ∇ラま       .                    聴 ゅッケ ∇モレゎ ゲΒガャや ∇モバヘゎ ラま. 
- . るΒヅゲゼャや " ∇ラ⌒ま" ヴレバヨよ フゲェ : ゅ⇒ ∠ョ∇ク⌒ま                               ∇ユ⊥ホ∠ぺ ∇ユ⊥ボ∠ゎ ∇ラ⌒ま : ロゅレバヨプ ∩ ∇ユ⊥ホ∠ぺ ∇ユ⊥ボ∠ゎ ゅョ∇ク⌒ま. 
- モホゅバヤャ ヅゲセ ユシや : ∇リ ∠ョ                                                       ⊥ヮ⊥よ ⌒ケゅ ∠イ∠ゎ ∇キキゴゎ ∇ゲプゅジΑ ∇リ ∠ョ   . 
- モホゅバャや ゲΒピャ ヅゲセ ユシや : ゅョ                                                  ∇Β ∠ガ∇ャや ヶ⌒プ ∇ペヘレゎ ゅ ∠ョ. ⌒ヮ⌒よ ∠ゴ ∇イ⊥ゎ ⌒ゲ 
-  : ゅヨヰョ モホゅバャや ゲΒピャ ヅゲセ ユシや 

-  ⌒モ∠バ∇ヘ∠Α ∠ょ∇ヤ∠ボャや ヵ ⌒ゲ ⊥ョ∇ほ∠ゎ ゅ ∠ヨ ∇ヰ ∠ョ ⌒マｚル∠ぺ ∠ヱ *** ヶヤ⌒ゎゅホ ⌒マｚら ⊥ェ ｚラ∠ぺ ヶ⌒∂レ ⌒ョ ⌒ポ ｚゲ∠ビ∠ぺ : モんョ 
 

- ラゅョゴヤャ ヅゲセ ユシや : ヴわョ                                                     ∇ょシゲゎ マシヱケキ ∇モヨヰゎ ヴわョ.         
-  ユシや :  ラゅΑぺラゅョゴヤャ ヅゲセ                                                         . マバョ ∇ァゲカぺ ∇ァゲガゎ ラゅΑぺ 
- ラゅムヨヤャ ヅゲセ ¬ゅヨシぺ : ゅヨ⊥ん∇Β ∠ェヱ ∩ ヴｚル∠ぺヱ ∩ ゅヨ∠レ∇Αぺヱ ∩ ∠リ∇Α∠ぺ 

) ⊥れ ∇ヲ ∠ヨャや ⊥ユ⊥ム ∇ミ ⌒ケ ∇ギ⊥Α やヲ⊥ルヲ⊥ム∠ゎ ゅ ∠ヨ∠レ∇Α∠ぺ( 
 

 ⌒よゅビ ヶプ ゅ ⇔ェゅ ∠イル *** ⊥聴 ∠マ∠ャ ∇ケ ⌒∂ギ∠ボ⊥Α ∇ユ⇒⌒ボ∠わ ∇ジ∠ゎ ゅ⇒ ∠ヨ⊥ん∇Β ∠ェラゅ⇒ョ ∇コ∠Εや ⌒ゲ⇒ 
 

- マ⇒⇒ボ⇒プヲ⇒⇒Α 聴 ヴヤハ モミヲわゎ  ヴルぺ 
 

- . メゅエヤャ ヅゲセ ユシや : ゅヨヘΒミ                                          ポヲヤョゅバΑ サゅレャや モョゅバゎ ゅヨヘΒミ : モんョ 
- ラゅムョ フゲド ヱぺ ラゅョコ フゲド ヱぺ ∩ モホゅバャや ゲΒピャ ヱぺ ∩ モホゅバヤャ ラヲムわプ ∩ ヮΒャま フゅツゎ ゅョ ょジエよ ゅワゅレバョ ヅゲセ ユシや  :ヵぺ  
-  モんョ モホゅバヤャ ヵぺ     : .ヮ ∇エダレゎ ヮ∇ホキゅダゎ むゲョや ∂ヵぺ 
-  モホゅバャや ゲΒピャ ヵぺ     :ロ ∇ケグエゎ りゲョ ポクぽΑ ¬ヶセ ヵぺ .   
-  : モんョ ラゅョゴヤャ ヵぺ .ヮ ∇ヨレわピゎ るタゲヘャや ヮΒプ ∇ウレジゎ ろホヱ ∂ヵぺ 
- : モんョ ラゅムヨヤャ ヵぺ   .ヮレムジゎ ヮΒプ マホコケ ∇ギイゎ ∃ラゅムョ ∂ヵぺ  

 
ゅヰ⊥よやゲハ⌒まヱ ⊥るジヨガャや ⊥メゅバプΕや 

:るヤんョΕや 
≒-  :ラΚピわゼΑ ラΚョゅバャや            ΚピわゼΑ リャ ラΚョゅバャや               .ΚピわゼΑ ユャ ラΚョゅバャや : 
≪- :ラΚピわゼゎ ゅヨわルぺ              :Κピわゼゎ リャ ゅヨわルぺ                       .Κピわゼゎ ユャ ゅヨわルぺ 
≫-  :ラヲヤピわゼΑ メゅヨバャや                 :やヲヤピわゼΑ リャ メゅヨバャや               .やヲヤピわゼΑ ユャ メゅヨバャや 
√- ヲヤピわゼゎ ユわルぺ :ラ                 :やヲヤピわゼゎ リャ ユわルぺ                       .やヲヤピわゼゎ ユャ ユわルぺ 
∽- :リΒヤピわゼゎ ろルぺ                  :ヶヤピわゼゎ リャ ろルぺ                       .ヶヤピわゼゎ ユャ ろルぺ 
 .るらヅゅガョ ¬ゅΑ ∇ヱぺ ∃る∠ハゅ ∠ヨ ∠ィ ⊥ヱやヱ ∇ヱぺ ⌒リ∇Β∠レ∇をや ⊥ブ⌒ャぺ ヮよ ろヤダゎや ネケゅツョ モミ ヶワ るジヨガャや メゅバプΕや 
 ゅバプΕや.ゅヰプグエよ ュゴイゎヱ ょダレゎヱ ∩ラヲレャや れヲらんよ ノプゲゎ るジヨガャや メ 

ょΑケギゎ : キギェ :ゅヰよやゲハま るョΚハ リΒよヱ ∩ヶゎほΑ ゅヨΒプ るジヨガャや メゅバプΕや 
≒- .ラヲヤバヘゎ Ι ゅョ ラヲャヲボゎ ユわルぺ 
≪- .ゅボヘ∇わΑ ユャヱ ラゅムΑゲゼャや ブヤわカや 
≫- .ラヲホ ⌒ゲ ∇ジ∠Α ユワヱ ソヲダヤャや ゲル ユャ 
√- .ヮΒレジ ∇エ⊥ゎ ヮΒイャゅバゎ モヨハ ∂ヵぺ 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽∫ 

 
 ゆやゲハま ヴヤハ れゅらΑケギゎ ( モバヘャやネケゅツヨャや ) りケゲボヨャや フやギワΖャ ゅ⇔ボプヱ 

≒.  ァゲガわシや  ヶヤΑ ゅヨョ ゾル モミ リョ   ⇔Κバプ ハケゅツョ ⇔ ゅ  ヮよやゲハま るョΚハ ⇔ ゅレΒらョ ∩ ⇔ ゅよヲダレョ 
   ｚΚ∠ゃ⌒ャ ∠リΑ ⌒ケ ⌒グ∇レ ⊥ョ ∠ヱ ∠リΑ ⌒ゲ ⌒∂ゼ∠ら ⊥ョ ⇔Κ⊥シ ⊥ケ{ ∠ラヲ⊥ム∠Α  } ⌒モ⊥シ ぁゲャや ∠ギ∇バ∠よ ∀る ｚイ ⊥ェ ⌒ ｚ乖 ヴ∠ヤ∠ハ ⌒サゅｚレヤ⌒ャ  
  ⌒聴ヱ ∇ラ∠クまユヰ∠Βョゲル  ∠モヘトャや ⊥ょΒ ⌒ゼ⊥ゎ ... ∃ゆゲエよょΒゼヨャや ⌒モらホ リョ . 
  Κ∇Β∠ム⌒ャ{ :ラへゲボャや メヲホや ∇ヲ∠シ∇ほ∠ゎ  Ι ∠ヱ ∇ユ⊥ム∠ゎゅ∠プ ゅ ∠ョ ヴ∠ヤ∠ハ やヲ ⊥ェ ∠ゲ∇ヘ∠ゎ} ∇ユ⊥ミゅ∠ゎへ ゅ ∠ヨ⌒よ 
  ∇ラ∠ぺ ∇ユ⊥わ∇ら ⌒ジ ∠ェ ∇ュ∠ぺ{ :ラへゲボャや やヲ⊥ヤ ⊥カ ∇ギ∠ゎ } ∠リΑ ⌒ゲ⌒よゅ ｚダャや ∠ユ∠ヤ∇バ∠Α ∠ヱ ∇ユ⊥ム∇レ ⌒ョ やヱ⊥ギ∠ワゅ ∠ィ ∠リΑ ⌒グｚャや ⊥ ｚ乖 ⌒ユ∠ヤ∇バ∠Α ゅ ｚヨ∠ャ ∠ヱ ∠るｚレ ∠イ∇ャや   
 {  ∠ラゅ∠ミ ゅ ∠ョ ∠ヱ ⊥ ｚ乖  ∇ユ ⊥ヰ∠よ ⌒∂グ∠バ⊥Β⌒ャ  ∇ユ ⌒ヰΒ⌒プ ∠ろ∇ル∠ぺ ∠ヱ  } . 
  ⌒ャ ∩ゅ⇔レΒ⌒ら ⊥ョ ゅ ⇔エ∇わ∠プ ∠マ∠ャ ゅ∠レ ∇エ∠わ∠プ ゅｚル⌒ま{ ∠ゲ⌒ヘ∇ピ∠Β  } ∠ゲ ｚカ∠ほ∠ゎ ゅ ∠ョ ∠ヱ ∠マ⌒ら∇ル∠ク ∇リ ⌒ョ ∠ュｚギ∠ボ∠ゎ ゅ ∠ョ ⊥ ｚ乖 ∠マ∠ャ . 
  ゲハゅゼャや メヲホ  : リ∠レ∠シ ⌒ゲΒカ ヶプ リΒハゅｚジャや ⌒リ∠レ∠シ ... リハ ∠メ ⌒ギハぺ Κプ ヶレボ⌒∂プ ∠ヱ ⌒ ∂ゆケ   
  ゲハゅゼャや メヲホ  :Ι  ∠ヮ∇レ∠ゎ ヶヌハ ろヤバプ やクま マΒヤハ ∀ケゅハ ... ヮ∠ヤんョ ∠ヶゎほゎヱ ∃ペ⊥ヤ ⊥カ リハ 
  ヱぺ ∠ょ∇バ ｚダャや ｚリ∠ヤ ⌒ヰ ∇ジ∠わ ∇シΕ ∠ポ ⌒ケ ∇キぺゲよゅダャ Ιま ⊥メゅョΓや れキゅボルや ゅヨプ ... ヴレヨャや  
    ∇ユ ⌒ヰ∇Β∠ヤ∠ハ ヴ∠ツ∇ボ⊥Α Ι{ :ケゅレャや モワぺ リハ ラへゲボャや メヲホヲ⊥ゎヲ ⊥ヨ∠Β∠プ}ゅ ∠ヰ⌒よや∠グ∠ハ ∇リ ⌒ョ ∇ユ ⊥ヰ∇レ∠ハ ⊥ブｚヘ ∠ガ⊥Α Ι ∠ヱ や 

≪. ァゲガわシや   ゾル モミ リョヶヤΑ ゅヨョ   ⇔Κバプ ハケゅツョ ⇔ ゅ  ヮよやゲハま るョΚハ ⇔ ゅレΒらョ ∩ ⇔ ゅョヱゴイョ 
   { や ∇ヲ∠ャゅ∠バ∠ゎ ∇モ⊥ホ  ⊥モ∇ゎ∠ぺ  ∇ユ⊥ム∇Β∠ヤ∠ハ ∇ユ⊥ムぁよ ∠ケ ∠ュ ｚゲ ∠ェ ゅ ∠ョ   }  
 { :ラへゲボャや メヲホ  ∇ユ∠ャ ⌒ゲ ∇ワｚギャや ∠リ ⌒ョ ∀リΒ ⌒ェ ⌒ラゅ∠ジ∇ル ⌒ ∇Ηや ヴ∠ヤ∠ハ ヴ∠ゎ∠ぺ ∇モ∠ワ ∇リ⊥ム∠Α  ⇔やケヲ⊥ミ∇グ ∠ョ ⇔ ゅゃ∇Β∠セ  }  . 
 ゲハゅゼャや メヲホ   :  ゅヨャヱ ヶレ ∇ミケキほプ ｚΙまヱ ... ∃モミへ ∠ゲΒカ ∇リムプ ⇔Ιヲミほョ ⊥ろレミ ラみプ ⌒ベ ｚゴ ∠ョ⊥ぺ 
 ラへゲボャや メヲホ  :   {  ∇ペ⌒ヘ∇レ⊥Β ⌒ャ  ⌒ヮ⌒わ∠バ∠シ ∇リ ⌒ョ ∃る∠バ∠シ ヱ⊥ク . } 
 ラへゲボャや メヲホ     : Ι ゅ∠レｚよ ∠ケ{ゅ∠ル∇グ ⌒カや ∠ぽ⊥ゎ   }ゅ∠ル∇ほ∠ト ∇カ∠ぺ ∇ヱ∠ぺ ゅ∠レΒ ⌒ジ∠ル ∇ラ⌒ま . 
 ラへゲボャや メヲホ       : ∇リ ∠ョ ∠ヱ{ ⌒ペｚわ∠Α ∠ ｚ乖 ∇モ∠バ ∇イ∠Α . }⇔ ゅィ ∠ゲ ∇ガ ∠ョ ⊥ヮ∠ャ . 
    ラへゲボャや メヲホ    :}⊥ ｚ乖 ⊥ヮ ∇ヨ∠ヤ∇バ∠Α ∃ゲ∇Β ∠カ ∇リ ⌒ョ やヲ⊥ヤ∠バ∇ヘ∠ゎ ゅ ∠ョ ∠ヱ{ 
  メヲホハゅゼャや:ゲ   ゅヨヰョヱ ∇リムゎラまヱ ... ∃る∠ボΒ⌒ヤ ∠カ リョ むゲョや ギレハ ゅ ∠ヰ∠ャゅ ∠カ  ⌒サゅｚレャや ヴヤハ ヴヘガゎ  ⌒ユ∠ヤ ∇バ⊥ゎ   

≫.  Α ゅヨΒプ ヵヲエレャや ほトガャや ∇ゆ ⌒ ∂ヲタ ヶヤ                                                         : 
  ⊥ケヱゴゎ ラぺ ヶルゲジΑゅル                                                            ヱゴゎ ∠ケゅル 
  ⊥ュギカぺ ヶミ ユヤバゎぺ リヅヲャや                                                         ∠ュギカぺ     
  ⊥グΒヨ∇ヤ⌒∂わャや ⊥ュ ∠ゲ ∇エ⊥Α ⊥ギヰわイΑ ∇ヱ∠ぺ ∠り∠ ほ∠プゅム ⊥ヨ∇ャや.                                           ∠ギヰわイΑ 
  ぁユわΑ ヴｚわ ∠ェ ∠スや ∠ゲ⌒ヘ∇ャや ⊥ュ ∠ゴ∇ャ∠ ほ∠シ ヶもゅ∠ヘ ⌒セ                                             ｚユわΑ       
 レわプ ∠フヱ ⊥ゲ∇バ ∠ヨ∇ャや ノ∠レ ∇タ⌒や ∇モ  ∠ゲ ∇ムぁゼャや                                                 ∠メゅレわプ 
  ∇モヨヰゎヱ ⌒サゅｚレャや ⌒ゆヲ⊥Β⊥ハ ヴ∠ャ⌒ま ∇ゲ⊥ヌ∇レ∠ゎ ∠Ι マ ⌒ジ∇ヘ∠ル ∠ゆヲ⊥Β⊥ハ                          ∠モヨヰゎ 
  ∇ゲダバわプ ゅらヅケ リムゎ Ι ∇ゲ∠ジ∇ム⊥わプ ⇔ ゅジよゅ∠Α Ιヱ ∩                                     ∠ゲジムゎ ⇒⇒  ∠ゲダバゎ 
  ⊥ラヲヰΒプ ペΑギダャや るらゎゅバョ ゲんムゎ Ι . ∠マ⊥ト ∠ガ∠シ ヮΒヤハ                             ∠ラヲヰΑ 
 イレΑ ⌒サゅｚレャや ン∠ク∠ぺ ∇ょレわイΑ リョヲ . ∇ユ⊥ワや∠ク∠ぺ ∇リ ⌒ョ                                    ⊥アレΑ 
  ⊥ュギレゎ ∠マ⌒わ∇ホ ∠ヱ ∇リ ⌒ョ ∇ノΒツゎ ゅ ∠ョ . ⌒ヮΒ∠ヤ∠ハ                                               ∇ュギレゎ 
 ゼ ∇ヨ∠ゎ ゅヨんΒェヶ  ヴヤハ アΒヤガャや めヅやヲセ ゅ６Βボ∠ル ⇔¬やヲワ ペ∠ゼ∇レ∠ゎ                    ⌒ズヨゎ 
 キゅバゎ Ιヵ .ポゲΒビ ゆヲΒバよ マジヘル モ∠ピ ∇ゼ∠ゎ Ιヱ サゅレャや                           ⌒キゅバゎ 
  ⊥ヘ ∇ガゎ ゅョラヲ ムャゅヨハぺ リョユ ヰヨヤ∇バ∠Αゅ .聴 

 
≫  . るΒゎΓや モヨイャや ヶプ ネケゅツョ モミ ヴヤハ ∇リ∠ャ ∇モ ⌒カ ∇キ∠ぺ  ⊥ロ ∠ゲカへ テらッやヱ  
≒-  ⊥ょ⌒もゅピャや ⊥キヲ⊥バ∠Α                       .     .................................. 
 ≪- ゥゅら ｚダャや ヶプ ⊥ゲ ｚカ∠ほわΑ ∀ギヨエョ       .     .................................. 

≫- ヵギ ∇ェ ∠ヱ ⊥ゲプゅシ⊥ぺ                    .     .................................. 
 √-  ⌒ヮ⌒らル∠ク ヴャま ⊥キヲ⊥バ∠Α ⊥ょ⌒ル∇グヨャや          . .................................. 

 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∽∬ 

 
  ∵ . ⌒∂Βハ ∇リ  リΒよヱ ∩るョヱゴイヨャや るハケゅツヨャや メゅバプΕや るΒゎΓや れやケゅらバャや ヶプ ゅヰョゴィ るョΚハ 
≒- .リΑゲヰセ グレョ ロケゅらカぺ ノヨシぺ ユャヱ ∩ヶボΑギタ ケぺ ユャ 

................................................................................................................................................. 
≪- .ゅ６Βボ∠ル ⇔¬やヲワ ペ∠ゼ∇レ∠ゎ モΒレャや フゅヘッ ヴヤハ ズ ∇ヨ∠ゎ ゅヨんΒェ 

................................................................................................................................................. 
≫- .ポゲΒビ ゆヲΒバよ マジヘル モ∠ピ ∇ゼ∠ゎ Ιヱ サゅレャや キゅバゎ Ι 

................................................................................................................................................. 
√- .ロやクぺ リョ ⊥アレ∠Α ロヱギハ ケ∠グ ∇エ∠Α リョ 

................................................................................................................................................. 
∫ .ヱグエヨャや ヅゲゼャや ゆやヲィ ゲミグよ るΒゎΓや るΒヅゲゼャや モヨイャや モヨミぺ:るヤヨィ モミ ヶプ るハケゅツヨャや メゅバプΕや ゲカやヱぺ テらッやヱ ∩フ 
≒-  ¬やヲヰャや ンゲイョ ヶプ ユレ∠ゎ ラま   .............................................................................. 
≪-  ⇔やゲΒんミ ∇ゲ ∠ヰ ∇ジ∠Α リョ           .............................................................................. 
≫-  ギΑゲらャゅよ るャゅシケ モシゲゎ ヴｚルぺ   .............................................................................. 
√-  ポギャやヱ ノト⊥ゎ ゅョ クま..........................         ..................................................... 
∬. ヮトらッやヱ ∩ ょシゅレョ ネケゅツョ モバヘよ ヶヤΑ ゅヨョ るヤヨィ モミ ヶプ れゅビやゲヘャや モヨミぺ . 
≒ -   ⇒プ ポケゅィ ヴャま リジェぺ ............................................... . ロゲΑギボゎ 
≪ -   ⇒ャ モヨヰヨャや リムΑ ユャ ............................................... . りゅΒエャや ヶプ ヮャゅョへ 
≫ -   ヴわェ ⇔やギイョ モドほシ ............................................... . ヶわΑゅビ ヴャま 
√ -   ⇒ャ 聴 リムΑ ユャ ............................................... Εや. ¬ゅΑゲよ 

≒≡ . ュゴヤΑ ゅョ ゲΒビヱ ∩  ヶゎほΑ ゅヨΒプ メヲタヲヨャや ユシや ラゅムョ ⇔ ゅョコゅィ ヅゲセ ユシや ノッ. 
 . ロキヲヰイョ ブハゅツΑ ラぺ ヮΒヤハ ベヲヘわャや ヶピらΑ ヵグャや 

................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................. 
 . ユヰルほセ ヲヤバΑ リャ ユヤバャや モツプ ラヱゲムレΑ リΑグャや 

................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................. 
≒≒ . るΒゎΓや モヨイャや ヶプ メゅバプΕや モバィや. ょヤトャや ゆやヲィ ヶプ るョヱゴイョ 

≒-    ⇔ ゅレョへ ズΒバゎ
.................................................................................................................................................   

≪- . ユムルゅヅヱぺ ヴヨェ ラヲルヲダゎ 
................................................................................................................................................. 

≫- . ギΑゲゎ ゅョ ペボエゎ  
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   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝≡ 

 
るよクゅムャや るヨェゲャや : サキゅジャや ネヲッヲヨャや 

 
   : ネヲッヲヨャや ゅヰャヱゅレわΑ ヶわャや るΒツボャや ∇ャや ∠ボ ⌒ツ ｚΒ ⊥る  ⌒ワ ∠ヶ  ∇ャや ∠ヨ ∇ヘ ⊥ュヲヰ  ∇ャや ⌒ヅゅガ ⊥め  ⌒ャ ｚゲヤ ∇ェ ∠ヨ ⌒る ∠ぺ ∩ ∇ヱ  ⊥Α ゅョ ∠ジ ∂ヨ ⌒よ  ヴ ｚゲャゅ ∇ェ ∠ヨ ⌒る  ∇ャや ⌒クゅム ∠よ ⌒る. 
 : りゲムヘャや      ｚゲャや ∇ェ ∠ヨ ⊥る  ∠ビ ヶプ ∇Β ⌒ゲ  ∠ョ ∠エ ⌒∂ヤ ∠シ ゅヰ ∠ら ∀ょ  ⌒ャ ⌒ ∇Θ ∇ッ ⌒ケやゲ  ⌒よ ∇ャゅ ∠ヘ ∇ゲ ⌒キ  ∠ヱ ∇ャや ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ. 

 
 ∨ ネヲッヲヨャや リョ ょゎゅムャや ヮΒャま ヴバジΑ ヵグャや フギヰャや ゅョ 
-  リョ サゅレャや ゲΑグエゎヱ るホキゅダャやヱ るよクゅムャや るヨェゲャや リΒよ ベゲヘャや ウΒッヲゎ.るョゅバャや ベヲボエャや ヶプ テΑゲヘわャや 

 
 ∨るΒツボャや マヤゎ ゾガΑ ょゎゅムャや ろヤバィ ヶわャや } ゆゅらシΕや { れやケゲらヨャや ゅョ 

 
≒. .サゅレャや ウャゅダョ モΒトバゎ ヮΒヤハ ょゎゲわΑ ヵグャや メゅヨワΗや 
≪. .ヮヤヨハ ヶプ ラヱゅヰわΑ ゅヰΒプ ヮバホヲョ ヶプ リヅやヲョ モミ ろヤバィ ヶわャや るヨェゲャや ヴッヲプ 

 
 ∨ ネヲッヲヨャや リョ りキゅヘわジヨャや ユΒボャや ゅョ 
1-  メギバャやヱ ュゅヌレャゅよ ュやゴわャΙや 
2-  ょΒヤピゎ.るΒダガゼャや ヴヤハ るョゅバャや るエヤダヨャや 

 
≒ ⇒⇒ゲミグΑ ぺギらョ  ⌒∂ヂバよ ¬ゅヨム ⊥エャや ヶプ  )  るヤよゅボョ りヲジボャや( ∩ ゅレΒらョ ヮバプやヱキ. 

 
 ∇ャや ∠ヨ ∇ら ∠ギ ⊥ぺ  ∠ ∇Εや ｚヱ ⊥メ  (ザゎヲャ :   )       ⇔ ゅツΑぺ るヨェゲャゅよ りヲジボャやヱ るヨェゲャゅよ るヨェゲャや モよゅホ ": メヲボΑ :ザゎヲャ 

         ッヲプ ⇔ ゅΒらバセ ⇔Κィケ ヮルヲミ リョ るボヤトレョ ヮゎケゅらハ れ¬ゅィノ るΒダガゼャや ベヲボエャや ヶプ ぺギらヨャや やグワ 
ヶ⌒ルゅ∂んャや ⊥ぺ ∠ギ∇ら ∠ヨ∇ャや  (サヲΒセヲヘルヲミ ) :    メギバャゅよ りヲジボャやヱ るヨェゲャゅよ るヨェゲャや モよゅホ " メヲボΑ 

        るョゅバャや るエヤダヨャや ょルゅィ リョ るャほジヨャや ヴャま ゲヌレプ ユΒヤホま ヴヤハ ⇔ ゅΒャやヱ ラゅミヱ ⇔ ゅヨミゅェ ヮルヲミ リョ るボヤトレョ ヮゎケゅらハ れ¬ゅィ 
 
ヱ ∇ャや ゅ⇒⇒ボ∠ヘｚゎ⌒や ∠ヨ ∇ら⇒ ∠ギ ⌒ラへ   ヶプ ⌒る ∠ヨ ∇ェ ｚゲャゅ⌒よ ⌒る ∠ヨ ∇ェ ｚゲャや ⌒る∠ヤ∠よゅボ ⊥ョ ヱ.⌒り ∠ヲ ∇ジ∠ボ∇ャや ⌒る∠ヤ∠よゅボ ⊥ョ ヶプ ゅ⇒⇒ヘ∠ヤ∠わ ∇カ⌒や 

      . ⌒る ∠ヨ ∇ェ ｚゲャゅ⌒よ ∠り ∠ヲ ∇ジ∠ボ∇ャや ∠モ∠よゅホ :⊥メ ｚヱ∠ ∇Εや   . ⌒メ ∇ギ∠バ∇ャゅ⌒よ ∠り ∠ヲ ∇ジ∠ボ∇ャや ∠モ∠よゅホ :ヶルゅ∂んャや 
 
 

≪  ⇒⇒ウッヲΑ ケゅをΓや るらゎゲわヨャや ヴヤハ リΑぺギらヨャや ヶプ モョゅバわャや ノョ ベヲボエャや ゅヰΒハヲレよ 
 
  ∇ャや ∠ヨ ∇ら ∠ギ ⊥ぺ  ∠ ∇Εや ｚヱ ⊥メ  (ザゎヲャ :   )      ⌒ ∇Θャ ∇ル ⌒ラゅジ  ∇ャや ∠エ⇒ ぁペ  ∠ぺ ヶプ ∇ラ  ⊥Α ⌒ョゅジ ∠ウ  ∠ド ∇リ ∠ョ ∠ヤ ∠ヨ ⊥ヮ  ∠ぺ ∇ヱ  ∠ぺシ⇒ ∠¬ゅ  ⌒ま ∠ャ ∇Β⇒ ⌒ヮ∩  ∠ぺ ∇ヱ  ∠ャ⇒⇒ ∇ユ  ∠Α⇒⇒ ⊥ゲ ｚキ  ∠ャ⇒⇒ ⊥ヮ  ∇ャや ∠メゅヨ  ｚャや⇒⇒ ヵグ
 ⌒や ∇ホ⇒ ∠わ⇒⇒ ∠ゲ ∠ッ⇒⇒ ⊥ヮ  ⌒ョ ∇レ⇒⇒ ⊥ヮ. 

 
ヶ⌒ルゅ∂んャや ⊥ぺ ∠ギ∇ら ∠ヨ∇ャや  (サヲΒセヲヘルヲミ ) :      ∠ッ ∠ケヱゲ ∠り  ⊥ョ ∠ホゅバ⇒ ∠ら⇒ ⌒る  ｚャや⇒ ∠ぺ ヵグシ⇒ ∠¬ゅ  ∠ェ ヶプ⇒ ∃ ∂ペ  ⌒ョ ∠リ  ∇ャや ⊥エボ⇒ ⌒ベヲ  ∇ャや ｚョゅバ⇒ ⌒る ∠ェ ∧⇒ ∂わ ∠Α ヴ ∠わ ∠エ ｚボ⇒ ∠ペ  ∠ ∇Εや ∇ョ⇒ ⊥リ 

 ∇ャや ヶプ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ. 
 
 ∠Α⇒ ∇ギハ⇒ ⌒ま ヲ ∠ッ ヴャ ∠ケヱゲ ⌒り  ⊥ョ ∠ホゅバ ∠ら ⌒る  ⊥ミ⇒ ∠ョ ⌒∂モ ∇リ  ∠Α ∇ゲ ∠ゎ ⌒ム⇒ ⊥ョ ⊥ょ ∠ャゅガ ∠ヘ ∠ぺ ⇔る ∇ヱ  ∠ィ ∠ヨΑゲ ∠ゎ ⇔る ⊥ツ⇒ ⌒よ ぁゲ ∇ャゅ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ  ∠ぺ ∇ヱ  ⌒よ ∇ャゅ ∠エ⇒ ∇ャや ⌒ ∂ペバ⇒ ⌒∂ュゅ ∠ヱ ∩ ∠Α⇒ ∇ギハ⇒ ⌒ま ヲ ∠ゎ ヴャ ∇ピ⇒ ⌒ょΒヤ 
 ∇ャや ∠ヨ ∇ダ ∠ヤ ∠エ ⌒る  ∇ャや ｚョゅバ⇒ ⌒る  ⌒ャ ∇ヤ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ  ∠ハ ∇ャや ヴヤ ∠ヨ ∇ダ ∠ヤ ∠エ ⌒る  ∇ャや ｚタゅガ⇒ ⌒る. 
 
 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝≒ 

 
 

≫ ⇒⇒⇒モヤバΑ  ∠¬Κハま  ⌒ ∂ょゎゅムャや ペエャや ュゅバャや ヴヤハ ペエャや ソゅガャや ギレハ ゅヨヰィやゴわョや 
  

 ∩ るョゅバャやヱ るΒダガゼャや るエヤダヨャや れやク ブホやヲヨャや ノョ モョゅバわャや ヶプ るヘΑゴヨャや るヨェゲャやヱ るボΒボエャや るヨェゲャや リΒよ サゅレャや テヤカ ギボわルや
.ノヨわイヨャや ヴヤハ マャク りケヲトカ ウΒッヲゎヱ ∩ゲダボヨャや るらホゅバョ ヶプ ラヱゅヰわャやヱ 

 
  ∠ホ⇒ ∇ギ  ∠Α ∠わ⇒ ∠カやギ ⊥モ  ∇ャや ∠エ ｚゼャや ぁペ ∇ガ ⌒ダ ぁヶ  ∠ヱ ∇ャや ∠エ ∇ャや ぁペ ぁュゅバ.     ∠ョ ∇モ⌒∂ん  ⌒ャ ∠グ ⌒ャ ∠マ∩  ⊥ョ ∠ら ⌒∂Β ⌒ま ⇔ ゅレ ∠ぺ ヴャ ⌒ ∂ヵ  ∇ャや ∠ヨ ∇ら ∠ギ ∠ぺ ∇Α ⌒リ  ∠ゎ ⊥モΒヨ  ∠ワ ヶプ ⌒グ ⌒ロ  ∇ャや ∠ャゅエ ⌒る ∨ 

 ∇ヱ∠ぺ ( ∠マ⇒∠わ∠ハゅシ ∠ベ ⌒ゲ ∇ジ∠Α ∇ラ∠ぺ ｘゾ⌒ャ ∠メ ∠ヱゅェ やク⌒ま ∠ザ∇Β∠ャ ⌒る∠ホ ⌒ゲｚジャや ∠ケ ∠ゲ ∠ッ ｚリ ⌒ム∠ャ ∠ヱ ∩ ∠マ⊥わ∠ハゅシ ⊥る∠ハゅ∂ジャや ∠ヱ ∠マ⊥ャゅョ ⊥メゅヨ∇ャゅ∠プ ) ∠マ⇒ ぁダ ⊥ガ∠Α ∃¬ ∇ヶ∠セ ｚヵ∠ぺ
.⌒ノ ∠ヨ∠わ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ⌒ベヲ⇒ボ ⊥ェ ∇リ ⌒ョ ⇔ ゅ⇒∂ボ ∠ェ ⌒ベ ⌒ケゅ∂ジャや ⊥る⇒∠ら∠ホゅバ ⊥ョ ∇ろ ∠エ∠ら ∇タ∠ぺ ∠ヱ ∩ ∠マ∇Β∠ヤ∠ハ ⇔やケヲダ∇ボ ∠ョ 

 ∠ヱ ) サヲΒ∇セヲヘ∇ルヲミ ( ⌒ぺ ∠ギ⇒∇ら ∠ョ ヴャ⌒ま ⊥モΒ⇒ョ∠ぺ ⌒る∠ャゅエ∇ャや ⌒ロ ⌒グ⇒∠ワ ヶプ ∠ヱ ⌒∂ュゅ⇒バ∇ャや ⌒ ∂ペ⇒ ∠エ∇ャや ∠りゅ⇒ハやゲ ⊥ョ ｚラ∠ ⌒Ε ∠マ⌒ャ∠ク ∠ヱ ∧⊥ヮ⇒∠わ∠よヲボ⊥ハ ∠メゅレ∠Β⌒ャ ⌒ベ ⌒ケゅ⇒∂ジャや ⌒リ∠ハ ⊥ヒ⌒∂ヤ⇒∠よ⊥ぺ
.⌒ ∂ヶ ⌒ダ ∇ガｚゼャや ⌒ ∂ペ ∠エ∇ャや ⌒りゅ⇒ハやゲ ⊥ョ ∇リ ⌒ョ ヴャ ∇ヱ∠ぺ ゅレ⊥ワ 

 
 
√  ⇒⇒⇒ベゲヘΑ リΒよ るヨェ ｚゲャや るホキゅダャや るヨェゲャやヱ るよクゅムャや Ιギわジョ ブホヲヨよ リョ りゅΒエャや 

 
 :るよクゅムャや るヨェゲャや  ベヲボェ ノΒツゎ ヱ るΒダガゼャや ベヲボエャや ヶプ ラヱゅヰわャやヱ るヨェゲャゅよ りヲジボャやヱ るヨェゲャゅよ るヨェゲャや るヤよゅボョ ヶワ

ノヨわイヨャや 

:るホキゅダャや るヨェゲャや  . ヶダガゼャや ペエャや ヴヤハ ュゅバャや ペエャや ょΒヤピゎヱ メギバャゅよ りヲジボャやヱ ∩ るヨェゲャゅよ るヨェゲャや るヤよゅボョ ヶワ 

ブホヲョ リョ りゅΒエャや : 

 :ヴャヱΕや るエヤダヨャやゅヰΒプ ケヲョΕや ヵゲイゎ るヨヌわレョ ヶヰプ ュコゅェ ゅワゲΑギョ  ヱぺ ゾガセ ヴヤハ ろバホヱ るよヲボバャや ∩ ュやゲΑ ゅョ リジェぺ ヴヤハ
.ュゅヌレャや やグヰよ ろバヘわルや フヲャΕや ラぺ Ιま リΒダガセ 

 :るΒルゅんャや るエヤダヨャやギェぺ ゲツΑ Ι ユΒェケ リΒャ ゅワゲΑギョや  ゅヰΒプ ゲんミ ∩ リΒダガセ ヱぺ ゾガセ るヨェケ ょらジよ ヴッヲヘャや ゅワキヲジゎ ∩
わプ ヶルゅイャや ヴヤハ ノボゎ ユャヱ メゅヨハΕや ゆゅエタぺ ヴヤハ るよヲボバャやヱ ∩ サゅレャや ウャゅダョ ろヤトバゎヱ メゅヨワΗや.リΒヘドヲヨャや ヶホゅよ ンキゅヨ 

 
∽  ⇒⇒リΒらΑ ケゅをΓや るらゎゲわヨャや ヴヤハ)  るヨェ ｚゲャや るホキゅダャや(  ヱ) るヨェゲャや ) るよクゅムャや 

 
  ⌒Ι ∇ル ⌒わ ⌒ケゅゼ  ⌒ワゅド ∠ゲ ⌒り  ｚゲャや ∇ェ ∠ヨ ⌒る  ∇ャや ⌒クゅム ∠よ ⌒る  ∀ケゅをへ  ∠カ ∠ゲΒト ∀り  ∇ャや ヶプ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ∩  ⊥や ∇ク ⊥ミ ∇ゲ.ゅワ 

 
 ∠Α ∇ほ ∠ョ ∇ャや ⊥リ ∠ヨ ∇ゲ ⌒ョ ⊥¬ ∠リ  ∇ャや ⌒バ⇒ ∠プ ⌒ゆゅボ ∠Β ∠わ ∠ゲ ｚゎ ⊥ょ  ∠ハ ∠ク ヴヤ ⌒ャ:マ 

  ⌒や ∇ル ⌒わゼ⇒ ⊥ケゅ  ∇ャや ∠イ ∠ヨΑゲ⇒ ⌒る  ∇ャや ヶプ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ. 
 . ⌒るｚΒ ⌒ョヲム ⊥エ∇ャや ⌒ウ⌒ャゅダ ∠ヨ∇ャや ヶプ ⌒ラ ⊥ヱゅヰｚわャや ⊥ネヲΒ⇒⊥セ 
 .⌒ノ ∠ヨ∠わ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ヶプ ⌒る⇒ ∠ヨΑゲ ∠イ∇ャや ⊥ケゅ⇒ゼ⌒わ∇ル⌒や 
 .⌒ノ ∠ヨ∠わ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ヶプ ⌒る⇒ ∠ヨΑゲ ∠イ∇ャや ⊥ケゅ⇒ゼ⌒わ∇ル⌒や 

 
  ∠ぺ ゅョ ∠を⇒⇒ ⊥ゲ  ⌒や ∇ル ⌒わ ⌒ケゅゼ  ｚゲャや ∇ェ ∠ヨ ⌒る  ∂ダャや ⌒キゅ ∠ホ⇒ ⌒る  ∇ャや ヶプ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ∨ 

 ⊥Α⇒ ∠ぽ ∂キ ⌒ま ヵ ⊥ホ ヴャ⇒⇒ ｚヲ ⌒り  ∇ャや ∠バ ⌒れゅホΚ  ∠よ ∇Β⇒ ∠リ  ∠ぺ ∇プ⇒ ⌒キやゲ  ∇ャや ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ ∠ヱ ∩ ∠ゎ ∇ガ ∠わ⇒ ∠ ∇Εや ヶヘ ∇ョ ⊥チやゲ  ｚレャや ∇ヘ ⌒ジ ｚΒ ⊥る  ⌒ョ ∇レ⇒ ⊥ヮ  ∇ャや ( ∠エ ∠ジ⇒ ⊥ギ ∇ャや ∩ ⌒エ ∇ボ⇒⇒ ⊥ギシ ∩⇒ ⊥¬ヲ  ｚヌャや⇒ ⌒∂リ   ) 
 ∠ヱ ∠ゎ ∇レ ∠わ ⌒ゼ ⊥ゲ  ∇ャや ∠ヨ ∠エ ｚら ⊥る  ∠よ ∇Β ∠リ  ∠ぺ ∇プ ⌒キやゲ  ∇ャや ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ ∠ヱ ∩ ⊥Α ∇ダ ⌒ら ⊥ウ  ∠ホ ⌒ヲ ∂Α ⌒キゅホ ⇔ ゅ ∠ハ ⇔やケ ⊥ョ ヴヤ ∠ィやヲ ∠ヰ ⌒る  ∠ ∇Εや ∠コ ⌒れゅョ. 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝≪ 

 
 
∝  ⇒⇒⇒ラコやヲΑ リΒよ)  モィゲャや ょΒトャや(  ヱ) モィ ｚゲャや ュコゅエャや(  リョ るヰィヱ ゲヌル ょゎゅムャや. 

ユェゲΑヱ ラヱゅヰわヨャやヱ メヲジムャやヱ るヨΑゲイャや ょムゎゲョ リハ ヮレΒハ ヂヨピΑヱ ∩ やギェぺ ヵクぽΑ Ι リョ ヲワ  ヶゼゎゲヨャや  ベケゅジャやヱ モヨヰヨャやヱ 
モよ マャク ヂプケ ょゎゅムャや ンぺケ **  ロゲらわハや . ギェやヱ モィケ るヨェゲよ サゅレャや フΙへ ヴャま ¬ゅシぺ ヮルΕ ュゲイョ ゲらミぺ 

 
 ｚゲャや ⊥ィ ⊥モ  ∇ャやバ⇒ ⌒キゅ ⊥メ  ∇ャやエ⇒ ⌒コゅ ⊥ュ  :  ｚャや⇒ ⊥Α ヵグ ⌒プゅム ⊥め  ∠ヱ ⊥Α ⌒ホゅバ⇒ ⊥ょ ∠ヱ ∩ ∠Α ∇レ ∠ヘ ⊥ノ  ∠ヱ ∠Α ⊥ツ⇒ ぁゲ. 
   ノヨわイヨヤャ モツプぺ ょゎゅムャや ゲヌル るヰィヱ リョ ヲワヱ  ∠ ⌒Ε ｚル⇒ ⊥ヮ  ∠Αバ⇒ ⊥キヲ  ⌒よ ∇ャゅ ∠ガ ∇Β⇒ ⌒ゲ  ∠ハ ∇ャや ヴヤ ∠ヘ⇒ ∇ゲ ⌒キ  ∠ヱ ∇ャや ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ. 
 
∵  ⇒⇒ゲミグΑ ヵぺケ ょゎゅムャや ヶプ ゲΑクゅエョ ペΒらトゎ るヨェゲャや ∩るホキゅダャや ゅエッヲョ ヮィΚハ. 

. ヶダガゼャや ペエャや ヴヤハ ュゅバャや ペエャや ょΒヤピゎヱ メギバャゅよ りヲジボャやヱ ∩ るヨェゲャゅよ るヨェゲャや るヤよゅボョ ヶワ :るホキゅダャや るヨェゲャや 
 

 ギホヱ ∠ェ⇒ ｚギ ∠キ  ∇ャや ⌒ゎゅム ⊥ょ  ⊥セ⇒ ⌒ャ ⇔ ゅヅヱゲ ∇ヤ ⌒コゅエ ⌒ュ:  
 ∠ぺ ⇒⇒ ∠Α ∇ラム⇒ ⌒キゅハ ∠ラヲ ⊥Α ⇔Ι ⌒プゅム ∇ャや ⊥め ⊥ヨ ∇イ ∠わ ⌒ヰ⇒ ∠ギ∩  ∠ヱ ⊥Α ⌒ホゅバ⇒ ∇ャや ⊥ょ ⊥ヨ ∠ボ . ∠ゲ ⌒∂ダ    ∠ぺ ⇒⇒ ∠Α ∇ラバ⇒ ∠ェ ∠キヲ ∇ゴ ⊥ヮ ⊥ョ  ⌒よ ｚレャゅ ∇ヘ ∠ハ ⌒ノ ∇ャや ヴヤ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ∠ぺ ⌒ノ ⌒ヱ  ∇ャや ∠ヨ ∇ダ ∠ヤ ∠エ ⌒る. 
 ∠ぺ ⇒⇒ ∠Α ∇ラ ∇バ⇒ ⌒ゲ ∠ョ ∠フ ∠Α ヴわ ∇レ ∠ヘ ｚんャや ⊥ノ⇒ ∠ヱ ⊥ゆやヲ ∠ョ ∠Α ヴわ ⊥ツ⇒ ∇ャや ぁゲ ⌒バ⇒. ⊥ゆゅボ 
 

  ∠プ (Κ  ⊥よ⇒⇒ ｚギ  ⌒ョ ∠リ  ∇ャや ∠バ⇒⇒ ∇ギ ⌒メ  ∠ラヱキ  ｚゲャや ∇ェ ∠ヨ ⌒る ) 
        ぺ⇒ ∠Α やクゅョ ⇒ ∇ボ ⌒ダ ∇ャや ⊥ギ ⌒ゎゅム ⌒よ ⊥ょ ｚわャゅ ∇バ ⌒ゲΒら  ∂ジャや ⌒よゅ ⌒ペ∨ 

バ∇ャや ∠メやゴ∇ル⌒ま ∠ヱ ∩⌒ノ ∠ヨ∠わ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ⌒ ∂ペ⇒ ∠ェ ヶプ ⊥め ⌒ト⇒ ∇ガ⊥Α ∇リ ∠ョ ⌒∂モ⇒⊥ミ ⌒る∠ら∠ホゅバ ⊥ョ ヶプ ⌒メ ⌒キゅバ∇ャや ⌒ラヲルゅボ∇ャや ∠ペΒら ∇ト∠ゎ ⊥ょ⌒ゎゅム∇ャや ⊥ギ⇒ ⌒ダ∇ボ∠Α ( ゅヰぁボ ⌒エ∠わ⇒ ∇ジ∠Α ヶわｚャや ⌒る∠よヲ⇒ボ⇒
 ⌒ヮ⇒⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ ⌒ベゅヘ ∇セ ⌒ ∇Ηや ∠ュ ∠ギ⇒∠ハ ∠ヱ  ∩) ∃ュ ∇ゲ⇒ ⊥ィ ∇リ ⌒ョ ∠ょ∠ム∠ゎ ∇ケ⌒や ゅョ ⌒ケ ∇ギ⇒∠ボ⇒⌒よ. 

 
      ⇒ ゆ⇒  ⌒よ ∠わ ∇ト ⌒ペΒら  ∠ワ⇒ ∇ャや やグ ∠ヨ ∇ら⇒ ∠ギ ⌒ぺ  ∠ゎ ∠わ ∠エ ｚボ ⊥ペ  ｚゲャや ∇ェ ∠ヨ ⊥る∩  ∠ハ ⌒∂ヤ ∇モ  ∠ク ⌒ャ ∠マ. 

 ⌒る⇒ ∠ヨ⇒Αゲ ∠イ∇ャや ヴヤ⇒∠ハ ヶツ⇒∇ボ∠レ⇒∠ジ⇒∠プ ⌒ノ ∠ヨ∠わ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ⌒ ∂ペ⇒ ∠ェ ヶプ ⇔ ほ⇒∠ト ∠カ ∠ょ⇒∠ム∠ゎ ∇ケ⌒や ∇リ ∠ョ ｚモ⇒⊥ミ ∠ヱ ∠ヶ⌒ルゅイ∇ャや ゅレ∇ら∠ホゅハ やク⌒ま ゅレｚル∠ ⌒Ε  ⊥ユ⇒ ∠ェ ∇ゲ⇒∠ル ∠マ⇒⌒ャ∠グ⇒⌒よ ∠ヱ ∩ ⌒¬ゅト⇒ ∇カ∠ ∇Εや ∠ヱ
⇒⇒Βャ ∠キ ⊥ゲ⇒⇒∇Β ∠カ ∠ヱ ∩ ⌒ブ⇒∇バ ｚツャや ∠ヱ ⌒ブ⇒ぁヤ ∠ガｚわャや ⌒ゆゅら⇒ ∇シ∠ぺ ∇リ ⌒ョ ⊥ヮ⇒ ⊥ダ⌒∂ヤ ∠ガ⊥ル ∠ヱ ∩ ∠ノ ∠ヨ∠わ ∇イ ⊥ヨ∇ャや ⌒ソゅ⇒ダ⇒⌒ボ∇ャや ヶプ ∇ユ⇒⊥ム∠ャ ∠ヱ ( :ヴャゅ⇒バ∠ゎ ⌒聴 ⊥メ ∇ヲ⇒∠ホ ∠マ⌒ャ∠ク ヴヤ∠ハ ∃モ

 .) ⌒ゆゅ⇒⇒ら∇ャ∠ ∇Εや ヶャヱ⊥ぺ ゅ⇒⇒Α ∀りゅ⇒Β ∠ェ 
 

  ∠Α ⊥メヲボ  ∇ャや ⌒ゎゅム ⊥ょ ∠ヱ ( : ∠ぺ ∇ェ ∠Α ⇔ ゅルゅΒ ∇ヨ ∠わ ⌒ゴ ⊥ァ  ∇ャや ∠エ ∂ボ⇒⇒) ⌒ラゅ    ∇ャや ゅョ ∠エ ∂ボ⇒⇒ ⌒ラゅ  ｚヤャや⇒ ⌒ラやグ  ∠Α ∠わ ∠エ⇒ ｚギ ∠ハ ⊥ゐ ∇レ ⊥ヰ ∇ャや ゅヨ ⌒ゎゅム⇒∨ ⊥ょ 
 ⇒⇒⇒ :ゅ⇒ヨ⊥ワ ⌒ラゅ⇒⇒∂ボ ∠エ∇ャや) ⊥るｚΒ ⌒ダ ∇ガｚゼャや ⊥る ∠エ∠ヤ ∇ダ ∠ヨ∇ャや ( ぁヶ ⌒ダ ∇ガｚゼャや ぁペ⇒ ∠エ∇ャや    ∠ヨ∇ャや ( ⌒ノ⇒ ∠ヨ⇒⇒∠わ⇒ ∇イ⇒ ⊥ヨ∇ャや ぁペ⇒⇒⇒⇒ ∠ェ ⇒⇒⇒.) ⊥る⇒⇒⇒ ｚョゅ⇒⇒⇒バ∇ャや ⊥る⇒⇒⇒ ∠エ∠ヤ ∇ダ 

 
  ∠よ ⌒∂Β⇒ ∇リ  ∠ケ ∇ぺ ∠Α⇒⇒ ∠マ  ⊥ミ ヶプ⇒ ∃∂モ  ⌒ョ ∂ヨ ∠Α ゅヤ⇒ ∠ョ ∩ヶ ∠ノ  ｚわャや ∇バ⇒Βヤ⇒ ⌒モ: 

      ≒ ｚゲャや ⇒ ⊥ザΒも  ｚャや ⊥Α ヵグ ⌒シゅエ ⊥ょ  ∠ョ ∇ゲ ⌒ヮΒシヱぼ. 
 ｚゲャや ∇ぺ ⊥ヵ ∠ケ : ⊥ィ⇒ハ ∀モ⇒ ⌒キゅェ ∀メ⇒⇒ ⌒コゅ ∀ュ 
 ｚジャや ∠ら ⊥ょ ∠ ⌒Ε :⇒ｚル⇒ ⊥ヮ  ⊥Α ⌒プゅエ⇒⇒⇒ ⊥ナ  ∠ハ⇒ ∇ャや ヴヤ ∠バ⇒ ∠ヨ⇒⇒ ⌒モ ∠ヱ ∩ ∠Α ∇バ⇒⇒ ⌒ギ ⊥メ  ∠よ ∇Β⇒⇒ ∠リ   ∇ャや ∠ヨ ∇ゲ ∠リΒシヱぼ ∠ヱ ∩ ⊥Α⇒ ∠ョ ヶハやゲ ⌒ャゅダ ∠ウ  ∂レャや⇒⇒ ⌒サゅ. 

 
      ≪ ∇ャや ⇒ ⊥ヨ ∠ヲ ｚド ⊥ブ  ｚャや ∠Α ヵグ ∠わ ∠ハゅボ⇒ ⊥ザ  ∠ハ ∇リ  ∠ぺ ⌒¬やキ  ⌒ィやヱ ⌒ら⇒ ⌒ヮ. 

 ぁペ⇒ ⌒エ∠わ⇒⇒⇒ ∇ジ∠Α ∠ヱ ∀モ⇒ ⌒ヨ ∇ヰ ⊥ョ : ⊥ヵ∇ぺ ｚゲ⇒ャや ∠ゆゅ⇒⇒⇒⇒ボ⇒⇒ ⌒バ∇ャや 
 ｚジャや⇒ ∠ら⇒ ⊥ょ ∠ ⌒Ε : ｚル⇒ ⊥ヮ  ⊥Α Ιハやゲ⇒⇒ ∠ッ ヶΒヨ⇒⇒ ∠ゲ⇒ ⊥ロ ∠ヱ ∩ ⊥ΑΙ⇒ ∠ぽ⇒ ∂キ ⌒ィやヱ ヵ ∠ら⇒⇒⇒ ⊥ヮ  ∠ヱ ⊥Α Ι ⌒プゅエ⇒⇒⇒ ⊥ナ  ∠ハ ∠ョ ヴヤ ⌒ャゅダ ⌒ウ  ∂レャや⇒⇒⇒ ⌒サゅ. 

 
    ≫ ∇ャや ⇒ ∠ピ⇒ ⌒レ ぁヶ  ｚャや⇒ ∠Α ヵグ ∇バ⇒ ⌒ト⇒ ⊥ブ  ∠ハ ∇ャや ヴヤ ∠ヘΒボ⇒ ⌒ゲ. 
 ｚゲャや ∇ぺ ⊥ヵ ∠ハ :ト⇒ ∀フヲ  ∠ケ ∀ユΒェ  ∠Α ∇ジ ∠わ ⌒エ ぁペ  ぁゼャや ∇ム ∠ゲ 
 ｚジャや ∠ら ⊥ょ ∠ ⌒Ε : ｚル ⊥ヮ  ∠Α ∇レ ⊥ゼ⇒ ⊥ゲ  ∇ャや ∠ガ ∇Β ∠ゲ  ∇ャや ヶプ ⊥ヨ ∇イ ∠わ ∠ヨ ⌒ノ  ∠ヱ ∠Α ｚわ ⌒ら ⊥ノ  ⊥シ ｚレ ∠る  ｚゲャや ⌒メヲシ ヶプ  ｚわャや ∇ガ ⌒ブΒヘ  ∠ハ ⌒リ  ぁツャや ∠バ ⌒¬ゅヘ  ∠ヱ ∠ワ ∠Α やグ ｚわ ⌒ヘ ⊥ペ  ∠ョ ∠ノ  ｚゲャや ∇ェ ∠ヨ ⌒る  ∂ダャや ⌒キゅ ∠ホ ⌒る. 

 
    √ ｚゲャや ⇒ ⊥ィ⇒ ⊥モ  ｚャや⇒ ∠Α ヵグ⇒ ∂ジャや ンゲ ⌒ケゅ ∠ベ  ∠ヱ ⊥Α Ι ∠ら⇒ ⌒∂ヤ ⊥ヒ  ∠ハ ∇レ⇒ ⊥ヮ. 

: ⊥ヵ∇ぺ ｚゲャや    ∠ケ ⊥ィ⇒ ∀モ  ∠シ⇒ ∇ヤ ⌒ら ｘヶ  ⊥Α ⌒ツ⇒⇒ ぁゲ  ⌒よ ∇ャゅ ⊥ヨ ∇イ ∠わ⇒ ∠ヨ ⌒ノ. 
 : ⊥ょ∠らｚジャや ∠ ⌒Ε ｚル⇒ ⊥ヮ⇒  ⌒よ ∠ヨ⇒ ∇ヲ ⌒ホ⇒⇒⇒ ⌒ヘ⇒⇒ ⌒ヮ  ∠クャ ⌒⇒ ∠マ  ⊥Α ∠イ⇒⇒ ⊥む ⌒∂ゲ  ∂ジャや⇒⇒ ⌒ケゅ ∠ハ ∠ベ⇒ ヴヤ  ∇ャや ∠バ⇒⇒⇒ ∇ヲ ∠キ ⌒り  ⌒ャ ｚジヤ⇒ ⌒ゲ ∠ホ⇒⇒⇒ ⌒る  ∠ヱ ｚわャやヨ⇒⇒⇒ヰΒプ ヵキゅ⇒⇒.ゅ 

 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝≫ 

 
     : れゅハヲッヲヨャや るビΚよ( : ネヲッヲョ   るよクゅムャや るヨェゲャや ) 

 
  .: ヶヤΑ ゅヨΒプ るΒレヘャや りケヲダャや ネヲル ウッヱ 

 
 モィゲャや ペヤヅ . ヮわハゅイセ 

 
ゅヨョ∩ ペヤトゎ ラぺ リムヨΑ りぺゲョゅよ るハゅイゼャや ヮらセ るΒレムョ りケゅバわシや ゲシヱ∩ るヨェゲャや ヴッヲプ ゲをぺ ウッヲΑ ヰャゅヨィゅ .ゾΒガゼわャや 

 
 . ヮΒレΒハ サゅバレャや ょハやギΑ 

 
ゅヨョ リΒバャや ょハやギΑ ラゅジルみよ サゅバレャや ヮらセ ゑΒェ るΒレムョ りケゅバわシや ゲシヱ るハギャや ンギョ ウッヲΑ . ゾΒガゼわャや ゅヰャゅヨィ 

 
 . ユもやゲイャや ヶらムゎゲョ リハ ヮΒレΒハ ヂヨピΑ 

 
リハ るΑゅレミ ゲシヱ るヨΑゲイャや ケゅゼわルΙ ヵキぽゎ ヶわャや るよクゅムャや るヨェゲャや  ゅよヲエダョ ヴレバヨャゅよ ラゅΒゎΗやヱ ネゅレホΗや ヴヤハ ゅヰゎケギホ ゅヰャゅヨィ
. モΒャギャゅよ 

 
  るよクゅムャや るヨェゲャや 

 
      : るΒレムョ りケゅバわシや- ∩} るよクゅムャや るヨェゲヤャ ヶらヤジャや ゲをΕや ヴヤハ メギΒャ {∩  ゆクゅミ ラゅジルみよ るヨェゲャや ケヲタ 
ゲシヱ . ゾΒガゼわャや ゅヰャゅヨィ 

 
 るΑゲゼらャや るΒバヨイャや れギジプ 

 
: るΒレムョ りケゅバわシや-  ゲシヱ }るハゅヨイャや ヴヤハ るよクゅムャや るヨェゲャや ヴッヲプ ゲをぺ ウッヲゎ { ゅヰャゅヨィ ゲシ ∩ ギジヘΑ ¬ヶゼよ るハゅヨイャや ケヲタ

. ウΒッヲわャや ゅヰャゅヨィ 
 

 ラやゲョΕや テヤわガΑヱ ラゅボエャや ァゴわヨΑ 
 

  : るΒレムョ りケゅバわシや- ヶゼよ ゅヨヰレョ モミヱ ラやゲョΕやヱ ラゅボエャや ケヲタ¬  モヤガャやヱ るヨェゲャや ヴッヲプ ゲをぺ  ウッヲゎ {∩ ァゴわヨΑ ヵキゅョ
. ギΒジイわャや ゅヰャゅヨィゲシヱ るよクゅムャや るヨェゲャや ょらジよ ノヨわイヨャや ヶプ ゐギエΑ ヵグャや 

 
 - サヲΒセヲヘルヲミ ぺギらョ ヴヤハ ゲΒジル 

 
    : るΒレムョ りケゅバわシや-  るヨェゲャや ヶプ ヮΑぺケ ゆやヲダよ ヶェヲゎ ゅヰャゅヨィ ゲシヱ ∩ ヮΒヤハ ゲΒジル ペΑゲトよ ぺギらヨャや ケヲタ 
 

 - ユもゲイャや ヶらムゎゲョ リハ ヮレΒハ ヂヨピΑ 
 

リΒゃトガヨャや るらシゅエョ ュギハヱ モワゅイわャや ヶワヱ るヘタ リハ るΑゅレミ . 
 
  

 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝√ 

 
るΑゅレムャや : ヶレヘャや ベヱグわャや 

         るΑゅレムャや     : ラぺ ゲミグゎ :     ∀ナヘャ  ∠ペヤヅぺ  ∠ギΑケぺヱ ヮよ  ⊥ュコΙ  ⊥ロゅレバョ ノョ  ⌒コやヲィ りキやケま マャク ヴ∠レバヨャや  . 
- るビΚよ  るΑゅレムャや :  ラゅΒゎΗや ヴレバヨャゅよ  ⇔ ゅよヲエダョ ヮΒヤハ モΒャギャゅよ ヶプ コゅイΑま ヱ ユΒジイゎ . 
- れΙΙキ   :  るΑゅレムャや  フヲタヲョ リハ るΑゅレミ ∩  るヘタ リハ るΑゅレミ...........  

 
 ァゲガわジΑ るΑゅレミ リョ ゾル ュギボョ ヮΒャま ゅレΒらョ ゲシ ゅヰわビΚよ. 
  ∠メゅ⇒⇒ホ ヴャゅ⇒⇒⇒バ∠ゎ ( : ∠ュ ∇ヲ⇒⇒⇒⇒∠Α ∠ヱ  ぁヂ⇒⇒∠バ⇒∠Α  ⊥ユ⇒⇒⇒⌒ャゅ⇒⇒ｚヌャや ヴヤ⇒∠ハ  ⌒ヮ⇒⇒∇Α ∠ギ⇒⇒∠Α  ⊥メヲ⇒⇒ボ∠Α  ゅ⇒⇒⇒Α ヶレ⇒∠わ∇Β∠ャ  ⊥れ∇グ⇒⇒⇒ ∠ガｚゎや  ∠ノ⇒ ∠ョ  ⌒メヲ⇒⇒シ ｚゲャや  ⇔ΚΒら⇒⇒∠シ  ) 

 ぁヂ⇒∠バ∠Α  ⊥ユ⇒⇒⌒ャゅ⇒⇒ｚヌャや ヴヤ⇒ハ  ∀る⇒⇒⇒⇒∠Αゅ⇒レ⇒ ⌒ミ  :  ⌒ヮ⇒⇒∇Α ∠ギ⇒⇒∠Α  るヘタ ⌒リ⇒∠ハ  ⌒ュ ∠ギ⇒⇒⇒⇒⇒ｚレ⇒ャや. 
 

  ∠メゅ⇒⇒ホ ヴャゅ⇒⇒⇒バゎ :    (Ι ∠ヱ ゲ⌒⇒⇒ ⌒∂バ ∠ダ⊥ゎ  ∠ポｚギ⇒⇒⇒⇒ ∠カ  ⌒サゅ⇒⇒∂レヤ⌒ャ Ι ∠ヱ  ⌒ズ⇒ ∇ヨ⇒∠ゎ ヶプ  ⌒チ ∇ケ ∇Εや  ⇔ ゅ⇒⇒⇒ェ ∠ゲ⇒ ∠ョ  )≒∫  /ラゅヨボャ 
ゲ⌒⇒⇒∂バ ∠ダ⇒⊥ゎ  ∠ポｚギ⇒⇒⇒ ∠カ   ⌒サゅ⇒⇒⇒⇒ｚレ⇒ヤ⇒⌒ャ ∀る⇒⇒∠Αゅ⇒⇒レ⇒ ⌒ミ :  ⌒リ⇒∠ハ   ⌒ゲ⇒⇒⇒⇒ぁら⇒∠ム⇒ｚわャや るヘタ 

 
  ∠メゅホ ヴャゅバゎ ( : ∇ゲ⇒⇒⌒ら ∇タゅ⇒∠プ  ⌒ユ⇒⇒ ∇ム ⊥エ⌒ャ  ∠マ⇒⇒⇒⌒∂よ ∠ケ Ι ∠ヱ  ∇リ⇒⊥ム⇒∠ゎ  ⌒ょ⇒ ⌒ェゅダ⇒∠ミ  ⌒れヲ⇒⇒エ∇ャや  ∇ク⌒ま ンキゅ⇒⇒⇒⇒⇒ル  ∠ヲ⇒⇒⇒⇒⊥ワ ∠ヱ  ∀ュヲ⇒⇒⇒⇒ヌ⇒ ∇ム ∠ョ  ). 

 ⌒ょ⇒⇒ ⌒ェゅタ  ∀る⇒⇒∠Αゅ⇒レ⇒ ⌒ミ :  ⌒れヲ⇒⇒⇒⇒エ∇ャや  ∇リ⇒∠ハ   ∠ザ⇒⊥ルヲ⇒Α フヲタヲョ  ⌒ヮ⇒∇Β∠ヤ⇒∠ハ  ⊥ュΚｚジャや 
 

  ∠メゅホ  ⊥ゲ⇒ ⌒ハゅ∂ゼャや  ⇔ ゅら ⌒ヅゅガ ⊥ョ  ∠ギ⇒⇒ ⌒イ ∇ジ ∠ヨ∇ャや ヴダ⇒∇ホ∠Εや:   ⊥ギ⇒Β⇒ハ⊥ ほ∠シ  ⌒ポ∠ギ⇒⇒ ∇イ ∠ョ ゅΑ  ⇔やケゅ⇒Α ⌒キ ゅワ ∠ケやコ   
                                                                         ⊥ゲ⇒∇Β ∠カ  ⌒ュゅ⇒⇒ル∠ ∇Εや  ｚモ⇒⇒ ∠エ⇒∠プ  ∠リ⇒∇Β∠よ  ⌒ュやゲ⇒⇒⇒ ⌒ミ  

 ⊥ゲ⇒⇒⇒⇒∇Β ∠カ  ⌒ュゅ⇒⇒⇒⇒ル∠ ∇Εや   : ∀る⇒⇒∠Αゅ⇒⇒⇒レ⇒ ⌒ミ  ⌒リ⇒∠ハ   フヲタヲョ メヲ⇒⇒シ ｚゲャや  ) 民 (. 
 

  ∠メゅ⇒ホ  ⊥ゲ⇒ ⌒ハゅ∂ゼャや ヶプ  ⌒¬やゲ⇒ ∇シ ⌒ ∇Ηや:      ∇リ ⌒ョ  ⌒ゲ∇Β ∠カ  ∃ろ∇Β∠よ ヶプ ゅルぁギャや  ∠ラゅミ ンゲぁジャや   
                                                                            ⌒ゲ∇Β ∠ガ⌒ャ ∠ヱ  ∃ろ∇Β∠よ ヶプ  ⌒ネヲよ ⊥ケ  ⌒ュゅｚゼャや 

 ⌒ゲ⇒⇒⇒∇Β ∠カ  ∃ろ⇒⇒∇Β∠よ ヶプ   :  ゅ⇒⇒⇒⇒⇒ルぁギ⇒⇒ャや ∀る⇒⇒∠Αゅ⇒⇒⇒レ⇒ ⌒ミ  ⌒リ⇒∠ハ  ⌒る⇒⇒∠ら⇒∇バ⇒∠ム∇ャや.    ⌒ゲ∇Β ∠カ  ∃ろ⇒∇Β∠よ ヶプ  ⌒ネヲよ ⊥ケ  ⌒ゲ∇Β ∠カ :  ⌒ュゅｚゼャや  ∃ろ⇒∇Β∠よ ヶプ  ⌒ネヲよ ⊥ケ  ⌒ュゅｚゼャや 
  

 リΒらΑ ヴレムヨャや ヮレハ ヶプ ゾル ュギボョ ヮΒャま. 
メゅホ ヶらレわヨャや ヶプ るバΒホヱ ブΒシ るャヱギャや ヶレらよ ゆΚミ   : 

 ∇ユ⊥ワゅ∂ジ ∠ヨ∠プ  ⊥ユ ⊥ヰ⊥ト∇ジ⊥よ ∠ヱ  ∀ゲΑゲ ∠ェ           ∇ユ ⊥ヰ ∠エ∂ら ∠タ ∠ヱ  ⊥ユ ⊥ヰ⊥ト∇ジ⊥よ ∠ヱ  ⊥ゆや ∠ゲ⊥ゎ 
 ∇リ ∠ョ ∠ヱ ヶプ ヮ∂ヘ∠ミ  ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ  ∀りゅ∠レ∠ホ       ∇リ ∠ヨミ ヶプ ヮ∂ヘ∠ミ  ∇ユ ⊥ヰレョ  ⊥ゆゅツ ⌒カ 

 ≒- ヴｚレミ ラヲムよ ユヰトジよ  ⇔やゲΑゲェ リハ ユヰゎキゅΒシ ユヰゎゴハヱ ラヲムよヱ∩ ユヰトジよ  ⇔ ゅよやゲゎ リハ ユヰわィゅェ ユヰャクヱ るΑゅレムャゅプ∩ ヶプ リΒらΒミゲわャや 
リハ るヘダャや . 

≪- ヴｚレミヱ リヨよ モヨエΑ りゅレホ リハ モィゲャや リヨよヱ∩ ヶプ ヮヘミ  ∀ゆゅツカ リハ りぺゲヨャや メゅホヱ :ゅヨヰルま ¬やヲシ ヶプ ブバツャや ュゅョぺ りヲトシ 
ブΒシ るャヱギャや ヮゼトよヱ ゅわヤムプ∩ リΒわΑゅレムャや  ∀るΑゅレミ リハ フヲタヲョ . 

 
 ろャゅホ ¬ゅジレガャや  ヶプ ゅヰΒカぺ ゲガタ   ∃息  :     ⊥モΑヲヅ  ⌒キゅイレャや  ⊥ノΒプケ  ⌒キゅヨバャや          ゲ⊥Βんミ  ⌒キゅョゲャや やクま ゅョ ゅわセ 

 モΑヲヅ キゅイレャや  :るΑゅレミ リハ るヘタ るハゅイゼャや ∩ ュゴヤΑ リョ メヲヅ るャゅヨェ ブΒジャや メヲヅ ヮらェゅタ ∩ ュゴヤΑヱ リョ メヲヅ ユジイャや 
るハゅイゼャや   . 

ノΒプケ  キゅヨバャや : るΑゅレミ リハ るヘタ るバプゲャや るヨヌバャや ヱ  ヶプ ヮョヲホ . 
りゲんミ キゅョゲャや :  るΑゅレミ リハ るヘタ ュゲムャや   . 

  
 リΒよケゅ ｚツャや  ⌒∂モムよ  ∠ヂΒよぺ  ∃ュ∠グガョ      ∠リΒレハゅトャやヱ  ∠ノョゅイョ  ⌒ラゅピッΕや 

 " ⊥ノョゅイョ ラゅピッΕや  "   : ) ょヤボャや ( フヲタヲョ リハ るΑゅレミ  : キやケぺ ゲハゅゼャや ブタヱ ヮΒェヱギヨョ ユヰルほよ ラヲレバトΑ ゆヲヤボャや ろホヱ 
ゆゲエャや フゲダルゅプ リハ ゲΒらバわャや ゆヲヤボャゅよ  ヴャま ゅョ ヲワ ウヤョぺ ノホヱぺヱ ヶプ ザヘレャや ヲワヱ  " ⊥ノョゅイョ ラゅピッΕや  "∩  ｚラΕ ゆヲヤボャや ユヰヘ⊥ゎ 

ヮレョ クま ヶワ ノヨわイョ ギボエャや . ヂピらャやヱ 
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  ⌒ゥゲセや  ∠ろΒらャや ヶゎΓや  ⌒リΒよヱ  ∠るΑゅレムャや ヶわャや ヮよ   : 
ゅレ ∇ジ∠ヤプ ヴヤハ  ⌒ゆゅボ ∇ハ∠Εや ヴ ∠ョ ∇ギ∠ゎ ゅレ ⊥ョヲ⊥ヤ⊥ミ ... ∇リムャヱ ヴヤハ ゅレ ⌒ョやギ∇ホ∠ぺ ゲ⊥ト∇ボ∠Α ゅョｚギャや 
るΑゅレミ リハ るハゅイゼャや ユヰプ ラヲヰィやヲΑ ユワ¬やギハぺ ¬ゅョギャゅプ ユワケヱギダよ ゲトボゎ ヴヤハ ユヰョやギホぺ ∩ ゲシヱ メゅヨィ るΑゅレムャや ラゅΒゎΗや ヴレバヨャゅよ 

 ⇔ ゅよヲエダョ ヮΒヤハ モΒャギャゅよ ヶプ コゅイΑま ユΒジイゎヱ . 
 

  ⌒ゥゲセや  ∠ろΒらャや ヶゎΓや  ⌒リΒよヱ  ∠るΑゅレムャや ヶわャや ヮよ   : 
 ∠Ι∠ぺ ゅΑ  ⇔るヤ ∇ガ∠ル  ∇リ ⌒ョ  ⌒れや∠ク  ∃ベ ∇ゲ ⌒ハ  ...マ∇Β∠ヤ∠ハ  ⊥る ∠ヨ ∇ェ ∠ケ ∠ヱ  ⌒ ∂乖  ⊥ュΚ∂ジャや 
  ヮルみプ ヴｚレミ ∩ ⌒るヤガレャゅよ リハ りぺゲヨャや ヶわャや ゅヰぁらエΑ .∩ ゲシヱ メゅヨィ るΑゅレムャや ラゅΒゎΗや ヴレバヨャゅよ  ⇔ ゅよヲエダョ ヮΒヤハ モΒャギャゅよ ヶプ コゅイΑま 

ユΒジイゎヱ . 
 

  ⇔る∠プヲ⊥ピ ∇ゼ ∠ョ   ヴ∠ビ ∠ヲ∇ャや ∠ュ ∇ヲ∠Α ∇ユ ⊥ヰ ∠ェゅ ∠ョ ∇ケ∠ぺ ン ∠ゲ∠ゎ ∀ュ ∇ヲ∠ホ  :  ゲハゅゼャや メゅホ ⌒ラゅ ∠ヨ∇わ ⌒ムャや ⌒リ ⌒ヅや ∠ヲ ∠ヨ⌒よ     
                                       ゆヲヤボャや 

                         
  リ ∠ョ ∠ヱ∠ぺ{ : ヴャゅバゎ メゅホヱ ⌒る∠Β∇ヤ ⌒エ∇ャや ヶ⌒プ ⊥ ほｚゼ∠レ⊥Α   } ∃リΒ⌒ら ⊥ョ ⊥ゲ∇Β∠ビ ⌒ュゅ ∠ダ ⌒ガ∇ャや ヶ⌒プ ∠ヲ⊥ワ ∠ヱ 

                          ¬ゅジレャや 
 

      ヶヘホ ゅヰャ  ⊥ろヤホ ケやゲ ∇シΕや ノッ ∇ヲ ∠ョ ヴャま ... ゅヰ⊥らΒよキ ｚゆ∠キヱ ゅワゅレよゲ∠セ ゅヨヤプ              
                                    ょヤボャや : ケやゲシΕや ノッヲョ 

 
   ΙΚジャや ⊥ヮ∠をケヱぺ ロゅよぺ ラほミ ... ヴわェ ｚベケヱ ｚベキ ケゅレャや ⊥モΒヤシ 

                     ブΒジャや   :   フヲタヲョ リハ るΑゅレミ 
  

   " メゅヨハぺ リョ ュギホ ゅョ ヴヤハ ヮΒヘミ モィゲャや ょｚヤホ " るヘタ リハ るΑゅレミ (  ュギレャや リハ るΑゅレミ) 
 
 

  ⌒ロ ⌒ゲ ∠ヨ∠ん⌒よ ∠テΒ ⌒ェ⊥ぺ ∠ヱ{: ヴャゅバゎ メゅホ ヴ∠ヤ∠ハ ⌒ヮ∇Βｚヘ∠ミ ⊥ょ⌒∂ヤ∠ボ⊥Α ∠ウ∠ら ∇タ∠ ほ∠プ ∠ヰΒ⌒プ ∠ペ∠ヘル∠ぺ ゅ ∠ョ ゅ ∇ユ∠ャ ヶ⌒レ∠わ∇Β∠ャ ゅ∠Α ⊥メヲ⊥ボ∠Α ∠ヱ ゅ ∠ヰ ⌒セヱ ⊥ゲ⊥ハ ヴ∠ヤ∠ハ ∀る∠Α ⌒ヱゅ ∠カ ∠ヶ ⌒ワ ∠ヱ
            }や⇔ギ ∠ェ∠ぺ ヶ⌒∂よ ∠ゲ⌒よ ∇ポ ⌒ゲ ∇セ⊥ぺりゲジエャやヱ ュギレャや リハ るΑゅレミ 

 
 
≫  りキギエョ るヘタ リハ るΑゅレミ リヨツわゎ りケゅらハ  パヲダΑ ⇒⇒ 

- . るハキヱ るェやケ ヶプ ズΒバゎ ヶわャや るヨバレヨャや りぺゲヨャや   . ヴエツヤャ ュゅレゎ りぺゲヨャや ログワ 
-  . ヮヤバプ ほトカ  ヴヤハ ラΚプ ュギル                          . ⊥ヮｚレ ⌒シ ∀ラΚプ ∠ネゲホ 
- . ヮヤツプヱ ヮヨヤバャ ⇔やケヲヰゼョ ラΚプ ウらタぺ               . ⌒ラゅレらャゅよ ヮΒャま ⊥ケゅゼΑ ⊥ラΚプ 
- . ⇔ ゅバΑゲシ ラゅムヨャや ケキゅビ ラΚプ                          ∃るョゅバル ヶェゅレィ ∠ょミケ. 

 
-  :⊥メヲ⇒⇒ボ∠ル    :    ュゲムャや るヘタ   ヮらヤミ ラゅらィ ∩  キゅョゲャや ゲΒんミ  ∀ラΚ⇒⇒⊥プ. 
-  :     るェやゲャや るヘタ. リΑギΒャや るヨハゅル るルΚプ ⇒⇒  . ヴエツャや ヴャま ュゅレゎ るルΚプ 
-       : るハゲジャや るヘタ. ∃るョゅバル ヶェゅレィ ∠ょミケ  ラΚプ 
-   :     りゲヰゼャや  るヘタ ⌒ラゅレらャゅよ ヮΒャま ⊥ケゅゼΑ 
-    :    ュギレャや  るヘタ. ⊥ヮｚレ ⌒シ ∀ラΚプ ∠ネゲホ 
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メゅバプΕや ¬ゅレよ 

 モバヘャや ¬ゅレよネケゅツヨャや 
  ⊥るヘΒヘガャや ヱぺ ⊥るヤΒボんャや ⌒ギΒミヲわャや ⊥ラヲル ヮよ ∇ろヤダゎや ラま: 

                                        ∂リ ∠ョヲボわャ : モんョ . ⌒ウわヘャや ヴヤハ ∂ヶレ⊥よّ  ! マらィやヲよ ∇リ ∠ョヲボわャ 
 

  ⌒ラヲムジャや ヴヤハ ∠ヶ⌒レ⊥よ ∩ ⌒りヲジレャや ラヲル ヮよ ろヤダゎや ∇ラまヱ: 
                                                                 . ネヱゲゼヨャや ∠グΒヘレゎ ∠リ∇バ⌒よゅわ⊥Α ⊥れゅシギレヰヨャや : モんョ 

 
 .ヮゎゅョΚハヱ ゲョΕや モバヘャや ¬ゅレよ れΙゅェ リΒらΑ 

 
 ∩ ⌒り ∠ヲ ∇ジ⌒∂レャや ⊥ラヲル ヮよ ∇ろヤダゎや ラま マャクヱ . ラヲムジャや ヴヤハ ⌒モタΕや ヶプ ∀ヶレらョ ⌒ゲョΕや ⊥モバプ 

 
     . ∇サケキや : モんョ ∩ ∀¬ヶセ ヮよ ∇モダわΑ ユャ ∩ ⌒ゲ ⌒カΓや ∠ウΒエタ ⇔ラゅミ ヱぺ ∩ ∠リ∇シ ⊥ケキや : モんョ 
 
 . ∀¬ヶセ ⌒ロ ⌒ゲ ⌒カべよ ∇モダわΑ ユャヱ . ⌒ゲ ⌒カΓや ぁモ∠わ∇バ ⊥ョ ∠ラゅミ ラま ∩ ロ ⌒ゲ ⌒カへ ⌒フ∇グ ∠ェ ヴヤハ ヴレら⊥Αヱ 

 
      モんョ  :  ∠マ ⌒ジ∇ヘ∠レ⌒よ ⊥アルや       ∠マ⌒ホ ∇コ ⌒ゲャ ∠ノシぺ ヱ      . ⌒る∂ヤジャや ∠ヲ ∇エ∠ル ∠り ∠ゲ⊥ムャや ⌒ュ ∇ケや ヱ 

 
  ⌒るらヅゅガヨャや ¬ゅΑ ヱぺ るハゅヨイャや ヱやヱ ヱぺ リΒレをΙや ⌒ブャほよ ⇔Κダわョ ∠ラゅミ ラま ∩ ラヲレャや ⌒フ∇グ ∠ェ ヴヤハ ヴレら⊥Αヱّ  るジヨガャや メゅバプΕや ヶプ    

 
                     . ヶらワクや ∩ やヲらワクや ∩ ゅらワクや : モんョ 

 
  ⌒ギΒミヲわャや ヶルヲル ンギェま ヮよ ろヤダゎや やクま ウわヘャや ヴヤハヱّ  ⌒るヤΒボんャやヱ ⌒るヘΒヘガャや: 

 
                                        . ｚリ∠よ ∠ゲ ∇セやヱ ∇リ∠よ ∠ゲ ∇セや : モんョ  

  
 ま ⊥ブャΕや ∇ろ∠わ∠ら∠を ∩ ⌒ゲョΕや ヶプ ⌒る∠ら∠ヅゅガ ⊥ヨャや ⌒¬ゅΑ ヱぺ ⌒るハゅヨイャや ヱやヱ ヱぺ ∩ ⌒るΒレんわャや ⌒ゲΒヨツよ ⊥りキギゼヨャや ⌒ギΒミヲわャや ⊥ラヲル ろヤダゎや やク

ゅヰ∠バ ∠ョ  ⊥ラヲレャや ∇れ ∠ゲ ⌒ジ⊥ミ ∠ヱ .: 
 
 : モんョ     ⌒ラゅら⊥わミや  . るジヨガャや ⌒メゅバプΕや リョ ヮルΕ ラヲレャや フグェ ヴヤハ ヶレらョ ゲョぺ モバプ : 

 
 リΒレミゅジャや ⌒¬ゅボわャや リョ ⇔やケ∠グ ∠ェ ⊥¬ゅΒャやヱ ⊥ヱやヲャや ⊥フグエ⊥ゎヱ: 

 
 るジヨガャや メゅバプΕや リョ ∩ ラヲレャや フグェ ヴヤハ ヶレらョ ゲョぺ モバプ : リ⊥ら⊥わミや  . ｚリ⊥ら⊥わミや : モんョ  

 
- : ヶヤΑ ゅヨョ モミ ヶプ ヵヲエレャや ほトガャや ゆ⌒ ∂ヲタ 

 
  れゅΒわヘャや ゅヰわΑぺ ⇒⇒ ∠シ ⊥ケキや ∠リ . キゅヰわィゅよ 

 ヲハキや ⇒⇒フヱゲバヨャや ヴャま   ヶプ ヴバシやヱ ゲΒガャや 
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 .ヶッゅヨャや モバヘャや ¬ゅレよ れゅョΚハ リΒらΑ 

 
-  ⌒ウ∇わ∠ヘャや ヴヤハ ヶッゅヨャや ⊥モバヘャや ヴレら⊥Α   モんョ ヮもゅレよ ヶプ ⊥モタΕや ヲワヱ ∩. ⊥ょもゅピャや ∠キゅハ : 

 
-  ∃るｚヤ ⌒ハ ∠フゲェ ⊥ロ ⊥ゲ ⌒カへ ∠ラゅミ ∇ラみプ  . ⌒ロゲカへ ヴヤハ ∃ケギｚボ ⊥ョ ∃ウわプ ヴヤハ ∠ヶレ⊥よ ∩ ヴレよヱ ゅハキヱ ヴョケ モんョ ∩ 

 
-  リΒレミゅジャや ⌒ネゅヨわィΙ ∩ ⊥ロ ⊥ゲカへ ∠フ ⌒グ ⊥ェ ∩ ゑΒルほわャや ⊥¬ゅゎ ヮよ ろヤダゎや ∇ラみプّ  ¬ゅわャやヱ ブャΕやّ ∩ ∇ろ∠ハ∠キヱ ∇ろ ∠ョ ∠ケ モんョ 

        .リΒレミゅジャや ⌒¬ゅボわャΙ ⌒るプヱグエヨャや ⌒ブャΕや ヴヤハ りケギボョ ∃るエわヘよ ロぼゅレよ ⊥ラヲムΒプ  
 

-  ¬ゅΒャや ヱぺ ヱやヲャゅよ ⌒ゲ ⌒カΓや ∠モわバョ ヶッゅヨャや ∠ラゅミ ∇ラまヱ ヮよやゲハま ヶプ モョゅバ⊥Α ヮルみプ ∩ ∩ ⌒ゲ ⌒カΓや ⌒ウΒエダャや ⌒モバヘャや ∠るヤョゅバョ
. ⊥ろ∇Β ⌒ッ ∠ケヱ ⊥れ ∇ヲ∠ヘ∠ハ : モんョ 

 
-  るハゅヨイャや ヱやヱ ヮよ ろヤダゎや ラま ∩ ⌒ユ ｚツャや ヴヤハ ヴレら⊥Αヱ∩: 

 
    . やヲらバャヱ やヲよゲセ : モんョ . ヱやヲャや ∠ょ ⌒シゅレ⊥Βャ ⌒ユ ｚツャや ヴヤハ ヴレら⊥Α 

 
-  ⇔ ゅェヲわヘョ ヱやヲャや ∠モらホ ゅョ ∠ヶ⌒ボ∠よヱ ∩ リΒレミゅジャや ⌒¬ゅボわャΙ ∇ろ∠プ ⌒グ ⊥ェ ∩ ブャΕゅよ ⌒ゲ ⌒カΓや ｚモ∠わ∇バ ⊥ョ ∠ラゅミ ∇ラま ゅョぺّ  ヴヤハ ⇔るャΙキ

 ⌒るプヱグエヨャや ⌒ブ⌒ャΕや: 
 

     . るプヱグエヨャや ブャΕや ヴヤハ ケギボョ ユッ ヴヤハ ⇔ ゅΒレらョ ∃グもギレハ ラヲムΑヱ ∩ や ∇ヲ∠ハ∠キヱ やヲ ∠ョ ∠ケ モんョ 
 

-  ⌒グ ⊥ェ ∩ ¬ゅΒャや ヱぺ ヱやヲャゅよ ゲカΓや モわバョ ラゅミ やクまヱヮヤらホ ゅョ ｚユ ⊥ッヱ ⊥ロ ⊥ゲ ⌒カへ ∠フ  . るハゅヨイャや ヱやヱ ょシゅレΒャ ヮプグェ ギバよ ∩ 
 

       ヱ やヲ ∇ハ∠キ : モんョやヲ⊥ッ ∠ケ . 
 

-  ∃ポ ⌒∂ゲ ∠エ∠わ ⊥ョ ∃ノ∇プ ∠ケ ゲΒヨッ ヮよ ∠モダゎや やクま ∩ ラヲムジャや ヴヤハ ヶレ⊥らΑヱ: 
 

         モんョ. ∠リ∇ら∠わ∠ミヱ ∩ ゅレ∇らわミヱ ⌒ろ∇ら∠わ∠ミ ∠ヱ ぁろ∇ら∠わ∠ミ : 
 

∩ ⌒ブャΕゅよ ⌒ゲ ⌒カΓや ぁモ∠わ∇バ ⊥ヨャや ⊥モバヘャや ∠モダゎや やクまヱ  ヱぺ ∩ ⇔やギハゅダプ ⇔るバよやケ ろルゅミ ラま ⇔¬ゅΑ ⊥ヮ⊥ヘ⌒ャ∠ぺ ∇ろ∠ら⌒ヤ⊥ホ ∩ ∃ポ ⌒ゲ ∠エ∠わ ⊥ョ ∃ノ∇プ ∠ケ ⌒ゲΒヨツよ
∩ ⊥¬ゅΒャや ゅヰ⊥ヤ ∇タ∠ぺ ⇔るんャゅを ろルゅミ         . ⊥ろ∇Βゎぺヱ ⊥ろΒΒエわシや ヱ ⊥ろΒトハぺ : モんョ 

 
 ⌒ゲ ⌒カΓや ∠モわバョ ∠ラゅミ ラみプ . ⊥れ ∇ヲム∠セ ∠ヱ ∩ ⊥れ ∇ヲ∠ハ∠キ : モんョ .ゅヰ⌒ヤタぺ ヴャま ∇れｚキ ⊥ケ ∩ ヱやヲャや ゅヰ⊥ヤタぺ ⇔るんャゅを ろルゅミ ∇ラみプ ⌒ヱやヲャゅよ   ヱぺ

 ⌒ヮ⌒ャゅェ ヴヤハ ∠ヶボよ ∩ ⌒¬ゅΒャや            . ⊥ろ∇Βッ ∠ケ ∠ヱ ⊥れ ∇ヲ∠ヘ∠ハ : モんョ ∩ 
 
 

- : ヶヤΑ ゅヨョ モミ ヶプ ヵヲエレャや ほトガャや ゆ⌒ ∂ヲタ 
"プ ∠ホ ｚギタ ラヲレョぽヨャや ∩ュΚシΗや るΑやギよ ヶ ∠ダヤカやヱ やヲ ∠よｚグミ ラヲボプゅレヨャやヱ ∩やヲ ∠ハキゅカヱ やヲやヲ" 
 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝∫ 

 
 るャゅシケ るよゅわミ ゲΒらバわャや  

 るよゅわミ るΒヘΒミ るャゅシケ   るΒダガセ . 
 

 ゲタゅレハ  るΒダガゼャや るャゅシゲャや : 
 

                                   ポゅレワ ¬やゴィぺ ヱぺ ゲタゅレハ るレΒバョ りキゅハ ゅョ ギィヲゎ ヶプ るャゅシゲャや ゲΒビ ∩るΒヨシゲャや ヶワヱ : 
 
     :ぺギらャや るヤヨジらャゅよ ا

                            ヶワヱ ラヲムゎ るよゅわムよ りケゅらハ "ユジよ 聴 リヨェゲャや ユΒェゲャや "ヶプ テシヱ るエヘダャや. 
 
 : オΑケゅゎ るよゅわミ るャゅシゲャや ラやヲレバャやヱ ا
 

    ょわムゎヱ ユシや るレΑギヨャや ヶわャや ギィやヲわゎ ゅヰΒプ  ⇔ ゅΒャゅェ ユを ゅヰバ⌒ら∇わ⊥ゎ るヤタゅヘよ (∩)∩  ∂ユをヱ ょわムゎ オΑケゅゎ ュヲΒャや ヵグャや ょわムゎ ヮΒプ ∩るャゅシゲャや 
ラヲムΑヱ マャク ヶプ ゲトシ モダヘレョ ギバよ るヤヨジらャや ヴヤハヱ ケゅジΑ るエヘダャや. 

 
 : ユシや モシゲヨャや ヮΒャま ا
 

ラほミ ょわムゎ "ヴャま ラΚプ "ヱぺ "ヴャま ヶカぺ ょΒらエャや ラΚプ "ヱぺ "ヴャま ヶボΑギタ ゴΑゴバャや ラΚプ "ゲミグゎヱ ヮヨシや  ⇔Ιギよ リョ "ラΚプ"∩ ヱぺ 
マレムヨΑ ュギハ ゲミク ユシΙや ¬ゅヘわミΙやヱ るヘダャゅよ モんョ "ヴャま ヶボΑギタ ゴΑゴバャや "ヱぺ "ヴャま モΒョコ るシやケギャや ゴΑゴバャや "∩ロヲエルヱ ょわムゎヱ 

マャク ヴヤハ メヱぺ ゲトジャや ヮバ⌒ら∇わ⊥ゎヱ るヤタゅヘよ . 
 
 :るΒエわャや ヱぺ りケゅらハ るョギボヨャや ا
 
 ラヲムゎヱ りケゅらハ りゲΒダホ モんョ "ュΚジャや ユムΒヤハ るヨェケヱ 聴 ヮゎゅミゲよヱ"∩ ヱぺ "るΒエゎ るらΒヅ ギバよヱ"∩ ヱぺ ギホ ラヲムゎ りケゅらハ るヤΑヲヅ 

 ⇔ ゅハヲル ゅョ モヨエゎヱ ヴレバョ るΒエわャや ュΚジャやヱ ベゅΒわセΙやヱ ヲエルヱ マャク ユをヱ ゅヰバらわ⊥ゎ るヤタゅヘよ. 
 
  :ネヲッヲヨャや ザΒもゲャや ا
 

リヨツわΑ ネヲッヲヨャや りヲハキ ヴャま るらシゅレョ るレΒバョ ヱぺ るゃレヰゎ るらシゅレヨよ ∩るレΒバョ ヱぺ ギホ リヨツわΑ るヤゃシぺ れやケゅジヘわシやヱ るレΒバョ リハ 
メゅエャや リハヱ るエダャや モヨバャやヱ ヲエルヱ ∩マャク ヱぺ ギホ リヨツわΑ るよヲィぺ ヴヤハ れケゅジヘわシや ∩るヤゃシぺヱ ヱぺ るΑぺ ノΒッやヲョ ょビゲゎ ゐギエわャゅよ 
ゅヰΒプ ノョ モ∠シゲヨャや ヮΒャま. 

 
 :  りケゅらハ るヨゎゅガャや ヱぺ ュΚジャやا
 

ヶワヱ りケゅらハ ユわわガゎ ゅヰΒプ マわャゅシケ モんョ "ケゅヌわルゅよ ポキケ パケゅヘよ ゲらダャや "ヱぺ "ろョ⊥キ ゲΒガよ"∩ ヱぺ る∂Αぺ りケゅらハ モヨエゎ ヴレバョ ュΚジャや 
ベゅΒわセΙやヱ るらエヨャやヱ ヲエルヱ マャク. 

 
ユシや モ ا ⌒シゲヨャや :   
 
   ヶプヱ るΑゅヰレャや ょイΑ ラぺ ノ∂ホヲゎ るャゅシゲャや ヱぺ ラぺ ょわムゎ マヨシや ヶプ モヘシぺ ケゅジΑ るエヘダャや. 
 
 
 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∝∬ 

 
  ≒ ⇒⇒.ゅョ ゾガセ ヱぺ ゅョ るヰィ ヴャま ゲΑギボゎ るャゅシケ ょわムΑ 

                             ケヨヤバヨャ ゲムセ るャゅシマわ ヤッゅヘャや ュヲΒャや るらシゅレヨよ  るユヤバヨヤャ ヶヨャゅバャや 
                                                         宥友勇優夢 

  ¬ゅをΚんャや∫/≒≡/≪≡≒∬ュ 
   : ヮΒャま モシゲヨャやるヤッゅヘャや ヶわヨ∂ヤバョ  / 

 (ュΚ∂ジャや ユムΒヤハ るヨェケヱ 聴  ギバよヱ るらΒヅ るΒエゎ ... ヮゎゅミゲよヱ) 
 ヲャヱ ∩ユャゅバャや れゅピャ モムよ ゲムゼャや れゅヨヤミ ∂モミ ⌒マバョゅジョ ヴヤハ ⊥れキゲシ ろレムャ マｚボェ ⌒マΒプヲゎ ゲムゼャや れゅヨヤミ ろルゅミ ヲャ ∩るヤッゅヘャや ヶわヨ∂ヤバョ 

 
 ∃ょェ リョ マよ ⊥ペΒヤΑ ゅヨよ ⌒れやケゅらバャや マャ ⊥ろら∂ゎゲャ ∩れゅヨヤミ リョ マヤィΕ ヵゲヅゅカ ヶプ ⊥ケヱギΑ ゅ ∂ヨハ ゲ∂らバ⊥ゎ ラぺ ノΒトわジゎ フヱゲエャや ろルゅミ 

 
ヱ ⌒ろレミ るヤッゅヘャや ヶわヨヤバョ ゅΑ ⌒ろルほプ ∩ゲガプヱ アΒジル リョ ろャゴビ リョ ⌒ろルぺヱ ∩ゆケギャや ゅレャ れケゅルぺ ヶわャや るプゲバヨャやヱ ユヤバャや りケゅレョ ⌒ろャコ Ι 

 
 ユΒヌハ リョ ゅレΒヤハ ⌒ろホギビぺヱ ∩るΒよゲヨャやヱ るヨヤバヨャやヱ ュΖャ ⌒メゅんョ ∠ゲΒカ ⌒ろレミ モよ ∩ネやギよΗやヱ ユヤバャや リョ ゅ⇔ヅゅジよ ゅレわィやグシヱ ゅレヤヰィ 

 
Εや モΑキゅレホ ゅレャ ヶヤバゼわャヱ ∩キゅセケΗやヱ ウダレャや ゅレャ ヶョ∂ギボわャ るボΒヨバャや マよケゅイゎヱ マゎやゲらカ ゅレヤタヲゎ ヶわャや るヤタヲらャや ゅレΒトバ⊥ゎヱ モョ 

 
 .ウΒエダャや ロゅイゎΚャ 

 
 

 マヨヤハ リョ やヲヤヰル リヨョ マャク ゲΒビ ヱぺ ゲΑギョ ヱぺ ゲΑコヱ ヱぺ ヶョゅエョ ヱぺ サギレヰョ ヱぺ ユヤバョ ヱぺ ょΒらヅ ∂モミ ∂ラぺ ヲャ ∩るヤッゅヘャや ヶわヨヤバョ 
 

 ヴよヲヅヱ ∩ュΚムャや ヶ ∂イヰゎ るΒヘΒミ ゅレわヨヤハ リヨャ ヴよヲトプ ∩ラゅレわョΙやヱ ゲムゼャや れやケゅらバよ チケΕや れΖわョΙ ∩ヮΒヤハ マヤツヘよ ペトル ゲΒプヲャや 
 

 ュΚホΕやヱ ゲゎゅプギャやヱ ょわムャや リョ モバイわャ ∩るプゅボんャやヱ るプゲバヨャや ケヱグよ ゅレャヲボハ ヶプ ケグらわャ ゅヰゎゅΒェヱ ゅワゲヨハヱ ゅヰわホヱ リョ ゅレわトハぺ リヨャ 
 

 :マャ メヲボル ラぺ ⌒マΑギΑ ヴヤハ ろィゲガゎ ヶわャや メゅΒィΕや モミ ヴヤハヱ ∂ヶヤハ ユわエ⊥Α るヤッゅヘャや ヶわヨヤバョ ゅΑ ょィやヲャやヱ ∩ベヱギダャや ゅレボΑギタ 
 

 ⇔ゲムセや ヶプ ヮハケゴΑ ラぺ ユヤバヨヤャ リムヨ⊥Α ゅョ ∂ユワぺ ∂ラま ∩るΒャゅピャや ヶわヨヤバョ .や⇔ギよぺ ∃¬ヶセ リハ ゲらバゎ Ι りゲΒピタ るヨヤミ ゅヰ∂ルぺ リョ ユビゲャや ヴヤハ ∩ 
 

 ⇔Κバプ ⌒ろルぺヱ ∩モョΕや ヲワ ヮレワクヱ ょャゅトャや ょヤホ  ウらタほプ ∩ヶゎほΑ ラぺ モらホ ゅ⇔ホゲゼョ モらボわジヨャや リョ ⌒ろヤバィヱ ゅレよヲヤホ ヶプ モョΕや ⌒ろハケコ 
 

 やクま ∂Ιま ベギダよ ゅヰヤヨエΑ ラぺ ∃ゾガセ ∂ヵぺ ヴヤハ ょバダΑ ∩るΒョゅシヱ るヤΒヤィ るャゅシケ ユΒヤバわャや るャゅシゲプ ∩るボΒボエャや リョ や⇔ギィ ⇔るらΑゲホ ュΚェΕや 
 

 ∂ラみプ やグヰャヱ ∩るバΒヤトャや ヶプ ゅ ⇔ョヱキ ヮよΚヅ ラヲムΑ ラぺ ヮプギワ ⇔Κッゅプ ゅ ⇔ヨヤバョ ゾガゼャや やグワ ラゅミ  ∃ユヤバョ ∂モムャ ゅ ⇔ヨΒヌハ や ⇔ゲィぺ ∂ギハぺ ヴャゅバゎ 聴 
 

 .ヮヘピセヱ ユヤバャや ょェ ゅ⇔バΒヨィ ゅレΒプ ⌒ろシゲビ ギホ ヶわヨヤバョ ゅΑ ろルぺヱ ∩ ∃メゅΒィΕ サゅレャや ∂モミ ゅヰよ ノヘわレΑ るΑケゅィ るホギタ ユヤバャや ∂ラΕ ∧モッゅプ 
 
 ヶエヨシゅプ ポゲムゼル ラぺ るヤッゅヘャや ヶわヨヤバョ ゅΑ ゅレャ  ヴヤハゅレルほよ マャ メヲボル ゅ⇔バΒヨィ ゅレルまヱ ∩ベゅワケまヱ ∃ょバゎ リョ マャ ロゅレららシ ゅョ ∂モミ  

 
.ラヲムル ラぺ ゅレャ れキケぺ ゅヨミ ラヲムレシヱ ∩ゅレよ マ∂レド リジェ ギレハ ゅ ⇔ョヱキ ラヲムレシ 

  
れゅΒレョΕや ベケぺヱ ヴレヨャや ょΒヅぺ ノョ 

                                                                                                   ............. マわレよや / モシゲヨャや 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∵≡ 

 
 
  ≒ ⇒⇒ るヰィ ヴャま ゲΑギボゎ るャゅシケ ょわムΑ.ゅョ ゾガセ ヱぺ ゅョ 

                          ケヨヤバヨャ ゲムセ るャゅシマ モッゅヘャや  ユヤバヨヤャ ヶヨャゅバャや ュヲΒャや るらシゅレヨよ 
                                                         宥友勇優夢 

  ¬ゅをΚんャや∫/≒≡/≪≡≒∬ュ 
   : ヮΒャま モシゲヨャやモッゅヘャや ヶヨ∂ヤバョ  / 

 (ュΚ∂ジャや ユムΒヤハ るヨェケヱ 聴  ギバよヱ るらΒヅ るΒエゎ ... ヮゎゅミゲよヱ) 
 ま フΙへ ユヰΒヤハ や ⇔ゲダわガョ ∩るヤΑヲトャや リΒレジャや るヨムェ メゅΒィΕや ⊥リ∂ボヤΑ ヲワヱ ヮΒャま ∩ユΒヌバャや ヶ∂よゲヨャや ヴャまヱ ∩るバヨゼャやヱ ⌒¬ヲツャや ヴャ 

 
 ∂モムよヱ ∩モヨバャやヱ ∂ギイャやヱ モョΕやヱ ょエャゅよ りゲ∂トバョ ゅヰ⊥んバよぺ ユヤバヨヤャ ゲムセ るャゅシケ ∩りゅΒエャや ノョ るヤΑヲトャや ⊥ヮよケゅイゎ ユヰャ ゅ ⇔ェケゅセヱ メゅΒョΕや

 ユΒボャや.モΒィ ¬やケヱ ⇔ΚΒィ メゅΒィΖャ ゅワやギワぺ ヶわャや るΒルゅジルΗや 
 

 ∩るョΕや ベΚカぺ る∂Βャヱぽジョ ⌒ヮ⌒ボゎゅハ ヴヤハ ⊥モヨエΑ ヵグャやヱ ∩ゆゅ∂わムャやヱ ラヲ∂Βもやヱゲャや ヮレハ ネギよぺヱ ∩¬やゲバゼャや ヮレハ ∠ょわミ ヵグャや ヴャま 
 

や ノヨわイョ ¬ゅレよ ⌒ヮ⌒ホゲハヱ ⌒ロ ⌒ギヰィヱ ヮ⌒わホヲよ ⊥メヱゅエΑ ヲワヱ ヮΒャま ∩ゅヰもゅレよぺ ⌒ユΒヤバゎ るΒャヱぽジョ モヨエΑヱ ∩ゅヰ⌒ゎゅプゲダゎヱ ゅヰ⌒ャゅバプぺヱ るヤΒツヘャ 
 

 ヶプ ヶホヲセ ギヨェぺ ¬やゲバゼャや ゲΒョぺ ヮレハ メゅホ ゅヨャ ∀モワぺ ヲワヱ ∩ゲΑギボゎヱ ュやゲわェや モムャ ∀モワぺ ヲワヱ ヮΒャま ∩るプゲバヨャやヱ ユヤバャや ヴヤハ ユもゅボャや 
 

:ゅヰよ メゅホ ヶわャや ヮ⌒ゎギΒダホ 
Ιヲシケ ∠ラヲムΑ ラぺ ⊥ユ∂ヤバヨャや ∠キゅ⇒ミ                Κ⇒Βイらわャや ⌒ヮ⇒⌒∂プ ∠ヱ ⌒ユ∂ヤバヨヤャ ∇ユ⇒⊥ホ 

        ヵグャや リョ ｚモィぺ ヱぺ ∠フゲセぺ ∠ろヨヤハぺ ∨Ιヲボハヱ ゅ⇔ジ⇒ヘルぺ ⊥めゼレΑヱ ヶレらΑ 
ヴャヱΕや ∠ラヱゲ⇒ボャや ⌒ユヤボャゅよ ∠ろヨｚヤハ              ∃ユ∂ヤ⇒バョ ∠ゲΒ⇒カ ｚユヰヤャや ∠マルゅエら⇒シ 
ΚΒら⇒シ ∠リΒらヨャや ∠ケヲ⇒レャや ⊥ヮ∠わΑギワヱ          ⌒ヮゎゅヨヤド リョ ∠モボバャや やグワ ∠ろ⇒ィゲカぺ 

    
わΑ ∇ラぺ ヴヤハ るヨもゅホヱ ∩ヶヰわレゎ Ι ヶわャや るプゲバヨャやヱ ブゼムャや ヴヤハ るヨもゅホ りゅΒエャや ログワ ⊥りゲΒジヨプ ユャ ゅ⇔ゃΒセ るハゅシ モミ ヶプ ラゅジルΗや ユ∂ヤバ 

 
 ゅヰわプゲハ るレヰョ サギホぺ ヶプ ラヲムΒャ ギヰわィやヱ ∠サケキヱ ∠モ ⌒ヨ∠ハ ヮｚルΕ ∩ょミヲムャや やグワ ヴヤハ ユ∂ヤバョ ⌒∂モムャ や ⇔ゲムゼプ ∩モらホ リョ ⊥ヮ⊥プゲバΑ リムΑ 

 
 るΑヱゅヨシ ユΒャゅバゎ ゅワやギワぺヱ ∩リΑギャやヱ ベΚカΕや るΑゲゼらャや ユ∂ヤハ ヵグャや ペヤガャや ギ∂Βシ ∩メ ∂ヱΕや ユ∂ヤバヨャや ゅト ⊥カ ヴヤハ や ⇔ゲもゅシ ∩るΒルゅジルΗや 

 
 ギ ∂ヨエョ ゅルギΒシ メヱΕや ユ∂ヤバヨャや ∩ゲゼらャや ユヤエΑ ヵグャや モッゅヘャや ノヨわイヨヤャ ザシぽゎ-ユ∂ヤシヱ ヮΒヤハ 聴 ヴ∂ヤタ- ラぺ ∠ヵやギΑ ∇ろャヱゅェ ゅヨ∂ヤミ . 

 
 ンケやヲわゎヱ れゅヨヤムャや ¬ゅョ ⊥ょツレΑ ∩りヱギボャや ユヤバヨヤャ ゲムセ るャゅシケ ∠ょわムゎ フゲェぺ ユΒヌバャや ュゅボヨャや やグワ  リョ ⇔Κイカ ュΚムャや 

 
     ⊥ヮ∇わ∠プゲハ ユ∂ヤバョ ⌒∂モミ ヴャま ∩ヶらヤホ ベゅヨハぺ リ ⌒ヨプる∂Αゲゼらャや   や ⇔ゲムセヱ や ⇔ゲΑギボゎ ∩れゅョゅジわよやヱ ゲムセ モΒシやゲョヱ ∩れゅ∂Βエわャや リョ フΙへ 
 

 ょエャや ¬ゅヨよ ゅヰ∂Αケヱ ベΚカΕや ネケコヱ ∩メヲボバャや ァゅわルま リョ ⊥ユヌハぺ チケΕや ヶプ ザΒヤプ ∩ポケゅらヨャや ユヰィゅわルまヱ ∩ユΒヌバャや ユヰ⌒ヤヨバャ 
 

ワほゎ りキゅハま ヴヤハ や ⇔ケキゅホ ⇔ΚΒィ ノヨわイヨャや ギダエΒプ ∩チゅΒよヱ ∃モョぺ リョ ⊥モよゅレシ ろらレわャ ∩¬ゅボレャやヱ メゅヨイャやヱ ユヤエΑ ゅョ ¬ゅレよヱ ∩ギジプ ゅョ モΒ
.∂ュゅハ モムゼよ ノヨわイヨャやヱ や⇔キゲプ ラゅジルΗや ヮよ 

 
れゅΒレョΕや ベケぺヱ ヴレヨャや ょΒヅぺ ノョ 

                                                                               ............. マレよや / モシゲヨャや 
 
 



   (  キヱハゅホ 由 / キやキハま                                                                       ケセゅハ )  るΑもゅヰルャや りケミクョャや  

 

∵≒ 

 
 

.モヨバャや るエヤダヨャ ゅらヤヅ ゅヰΒプ ヮィヲΑ るΒヨシケ るャゅシケ ょわムΑ 
るΒヘΒミ るよゅわミ るャゅシケ るΒヨシケ 

 
≒. ぺギらゎ るャゅシゲャや  ⇔ ゅヨもやキ るヤヨジらャゅよ (ユジよ 聴 リヨェゲャや ユΒェゲャや )ラヲムゎヱ るよヲわムョ テシヱ るエヘダャや. 

 
≪. ょわムル ヴヤハ リΒヨΒャや リョ るエヘダャや オΑケゅわャや ュヲΒャゅよ ゲヰゼャやヱ るレジャやヱ. 

 
≫. リ∂Βバル るヰイャや るヤらボわジヨャや るャゅシゲヤャ ゅワぺギらルヱ ⇒よ モッゅプΕや ( /ラゅムヨャや ヮ ∂ィヲヨャや ヮャ )リΒョゲわエヨャや. 

 
√. ゅヰバらわル ゲトジよ ギΑギィ るΒエわャゅよ ヴヤハ リΒヨΑ るエヘダャや :ュΚジャや ユムΒヤハ るヨェケヱ 聴 ヱ ヮゎゅミゲよ. 

 
∽. ブダわレヨよ るエヘダャや ょわムル ネヲッヲヨャや キやゲヨャや るよゅわムャ るエヘダャや ¬やヲシ ラゅミ ょヤヅ るヘΒドヱ ヱぺ ∩ヴハギわシや Κんョ ょわムゎ 

ネヲッヲヨャや :ょヤヅ るヘΒドヱ ヱぺ ヴハギわシや やグムワヱ. 
 

∝. ょわムル ゅワギバよ モΒダヘゎ ネヲッヲヨャ るャゅシゲャや. 
 

∵. ユわわガル るャゅシゲャや. 
 

∫. るΑゅヰレよ るャゅシゲャや ヴヤハヱ フゲトャや ケゅジΒャや リョ るエヘダャや ょわムル ユシや モシゲヨャや ヮゎゅョヲヤバョヱ るΒダガゼャや ヮバΒホヲゎヱ. 
 

宥友勇優夢 
るΒよゲわャや ゲΑコヱ ヶャゅバョ ヴャま 

≒∝ /≒≡  /≪≡≒∬ 
: るΒよゲわャや ゲΑコヱ ケヲわミギャや クゅわシΕや 

  モΒらシ ヶプ ギヰィ リョ ヮよ ラヲョヲボゎ ゅョ ヴヤハ モΑゴィ ゲムセヱ るらΒヅ るΒエわよ ユムャ ゑバよぺ ∩ ヮゎゅミゲよヱ 聴 るヨェケヱ ユムΒヤハ ュΚジャや
.ろΑヲムャや るらΒらエャや ゅレわャヱキ ヶプ ユΒヤバわャゅよ チヲヰレャや 

..........ギバよヱ 
 リヅヲャや やグ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ワ ウャゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タ ヴヤハ ギΑギゼャや ユムタゲェ リョ るボを ヴヤハ ゅルぺヱ ログワ ヶわャゅシゲよ ユムャ モシケぺ : ュゲわエヨャや ゲΑコヲャや りキゅΒシ 

 
 ¬やヲシ ヶシケギヨャや ヅゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ゼレャや れゅハゅシ りキゅΑコ ヴヤハ ユムゎキゅΒシ るボプやヲョ ヶプ ノヨトル ゆΚトャや リエレプ ∩ ゆΚトャや ヮもゅレよぺ ウャゅタヱ 

 
 マャクヱ ∩ るΒプゅボんャや ヱぺ るΒレヘャや ヱぺ るΒッゅΑゲャや るトゼルΕや リハ Κツプ ゆΚトャや ノΒヨィ サヲ⇒⇒⇒⇒⇒ヘル ヶプ るΒヨワぺ リョ る⇒⇒ト⇒⇒⇒ゼレャや ログヰャ ゅヨャ 

 
 ュヲΒャや メΚカ ヅゅゼレャやヱ るΑヲΒエャや ゅレΒプ ゑらゎヱ ∩ ゅレボゎゅハ ヴヤハ りゅボヤヨャや る⇒⇒⇒⇒⇒Βシやケギャや ¬ゅらハΕや りゲんミ リョ ブヘガゎ るトゼルΕや ログワ ラぺ 

 
るΒヨワぺ モボゎ Ι ヶヰ⇒プ ∩ ゅレェやヱケぺヱ ゅレャヲボハヱ ゅルキゅジィぺ ¬ゅ⇒⇒⇒レ⇒よ ヶプ ギハゅジゎ ゅヰルぺ ゅヨミ ∩ ヶシやケギャや  ヶわャや フケゅバヨャやヱ ュヲヤバャや リハ 

 
.るΒシやケギャや キやヲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヨャや ヶプ ゅワゅボヤわル 

 
 ペΒプヲわャや ユムャ ヲィゲルヱ ∩ ゆΚトャや マもゅレよΕ ポケギタ るよゅェケ ヴヤハ ラゅレわョΙやヱ ゲムゼャや ゾャゅガよ ゲΑコヲャや りキゅΒシ ユムャ ュギボわル ュゅわガャや ヶプヱ

.キやギジャやヱ 
                                                                                               トャや. / ょャゅ 

 
 


