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るΒよゲわャや りケやコヱ           るΑヲルゅをヶプやゲガャや ユシゅィ 
るΒヨΒヤバわャや るヨタゅバャや るボトレョ         ¬ゅΒヨΒミ ( ュヲヤバャや ユジホ- ) ¬ゅΑゴΒプ 

┕┊ｴﾂ│ا ビヱ┃│ ｺヂｷｴｾ┆    ﾔﾞダ- ┕┇┃ダ 

 
 β018/β019ا│ｴヂم ا│ﾐراﾙ┕ :         ━ـ┗ـｸـﾐ ┊ـ┇ـﾊـإﾐダاد :

 
ャやヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャや ゑエ : 
 
1-  ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャやf . ヵキヲヨハ モムゼよ ゅョ ゅエトシ ベゲわガゎ ヶわャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ キギハ  
β-  ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセB :  リョ れゅェゅジヨャや りギェヱ ベゲわガゎ ヶわャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ キギハ

. ヵキヲヨハ モムゼよ ウトジャや 
 
γ-  ゲらΑヲャや るェヲよ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや サゅボΑWb  めプゅムゎ ヶワヱ 2T.m 
4- . るヰイわョ るΒヨミ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセ ゅヨレΒよ るΑキギハ るΒヨミ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや 
5- や ヶワ メゅイヨャや ヅヲボシ るΑヱやコ. ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ ヱ ユジイャや ヶヤハ ヵキヲヨバャや テガャや リΒよ るΑヱやゴャ 
 
6- : ラΕ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ ヶヤハ ヵキヲヨハ ユジイャや ラヲムΑ ゅョギレハ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわヤャ るヨΒホ ゲらミぺ 
   0し = 0  ,Cos 0 = 1  
7-  メゅイヨャや ヅヲトガャ ヵコやヲョ ユジイャや ラヲムΑ ゅョギレハ ユジイャや ベゲわガΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや るヨΒホ ュギバレΑ

 : ラΕ ヶジΒヅゅレピヨャや 0し = 90  ,Cos 90 = 0 
 
8- : ヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャや ゑエャや ペプギわャや ゲΒピゎ るイΒわル モタヲョ ヶプ るΒんエャや るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや ギΒャヲゎ りゲワゅド ヲワ

. モタヲヨャや コゅわイΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや 
9- : ゴレャ りギハゅホ  ゅΒジΒヅゅレピョ Ιゅイョ ギャヲΑ ゑΒエよ ロゅイゎほよ ヵゲジΑ ブヤョ ヶプ ギャヲわヨャや ヵゲΒをゅわャや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや

. ヮよ ギャヲヨャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピわャや ザミゅバΑ 
 

10- : ヵやキやケゅプ ラヲルゅホ-  ゆゲッ ノョ ゅΑキゲヅ ょシゅレわゎ ブヤョ ヶプ りギャヲわヨャや るΑゲΒをほわャや るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや ケやギボョ
 れゅヘヤャや りグワ コゅわイΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒΒピわャや メギバョヱ れゅヘヤャや キギハ 

ヵやキやケゅプ ラヲルゅホ-  ペプギわャや ヶプ ゲΒピわャや メギバョ ょャゅシ ヵヱゅジゎ モタヲョ ヶプ りギャヲわヨャや るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや
ゴヤャ るらジレャゅよ ヶジΒヅゅレピヨャや. リョ 

 
11-  ゅヰャ ギャヲヨャや ょらジャや ザミゅバゎ るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや ラや ヶャや ゲΒゼゎ ヵやキやケゅプ ラヲルゅホ ヶプ るらャゅジャや りケゅセΙや

. ゴレャ りギハゅボャ ゅボらヅ 
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るΒよゲヰムャや れゅミゲエヨャや ヱ れやギャヲヨャや  : 
 

1- : ヶよゲヰムャや ギャヲヨャや メゅイヨャや ヶプ ブヤヨャや マΑゲエわャ るャヱグらヨャや るΒムΒルゅムΒヨャや るホゅトャや リョ ¬ゴィ メヲエΑ コゅヰィ ヲワ
. るΒよゲヰミ るホゅヅ ヶャや ヶジΒヅゅレピヨャや 

β-  るΒんエャや るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや るャキゅバョ リョ ヶよゲヰムャや ギャヲヨャや ヶプ. リョゴヤャ るらジレャゅよ ゅΒらΒィ ゲΒピわゎ ゅヰルや リΒらわΑ 
γ-  ラほプ , ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ ヵコやヲΑ Ι ロゅイゎや ヶプ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ るΒよゲヰミ るレエセ ポゲエわゎ ゅョギレハ

ャや るレエゼャや ヶヤハ ゲをぽΑ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャやるプケゅェ りヲボよ るΒよゲヰム 
4- : ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ポゲエわゎ るレエセ ヶヤハ りゲをぽヨャや りヲボャや れΙゅェ  

 メゅイヨャや るレエゼャや ろヤカキ やクや
るΑコやヲョ ヶワ ヱ ヶジΒヅゅレピヨャや 

0し = 0 
sin 0 = zero 

F = zero 
ュギバレゎ りヲボャや るヨΒホ 

ユΒボわジョ テカ ヶプ るレエゼャや ポゲエわゎ 

 メゅイヨャや るレエゼャや ろヤカキ やクや
るΑヱやゴよ  るヤもゅョ ヱ ヶジΒヅゅレピヨャや 

 
し 

sin し 
F = q v B sin し 

 

 メゅイヨャや るレエゼャや ろヤカキ やクや
るΑキヲヨハ ヶワ ヱ ヶジΒヅゅレピヨャや 

0し = 90 
sin 90 = 1 
F = q v B 

るヨΒホ ゲらミぺ りヲボヤャ 
ヵゲもやキ ケゅジョ ヶプ るレエゼャや ポゲエわゎ 

 

5- . ヶレヨΒャや ギΒャや りギハゅボよ るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや ロゅイゎや キギエΑ 
6-  : るΒジΒヅゅレピヨャや ヵヲボャや ヶヤハ れゅボΒらトわャや リョ 
 ぺس  ヶヤハ れゅルヱゲわムャΕや ゲゼレャ るΒジΒヅゅレピヨャや れΙゅイヨャや ヶプ るルヲエゼヨャや れゅヨΒジイャや フやゲエルや るΒタゅカ ブΒドヲゎ

. ケヲダャや リΑヲムわャ コゅヘヤわャや るセゅゼャ ヶヤカやギャや ウトジャや 
 ゆس  フゲエレゎ ヶィケゅガャや ¬ゅツヘャや リョ るョキゅボャや るルヲエゼヨャや れゅヨΒジイャや モバイΑ チケΖャ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや

バわらョ. チケΙや ウトシ ヶャや モダゎ ヶわャや るΒルヲムャや るバセΙや りギセ ブヘガΑ ゅヨョ , ゅヰレハ りギ 
 

7-  りヲボャ ゅツΑや チゲバわΒシ マヤシ  ヶプ ギェやヱ ロゅイゎや ヶプ るミゲエわョ るΒよゲヰミ れゅレエセ リョ ラヲムヨャや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや
るプケゅェ . ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ヮバッヱ ギレハ 

8-  ケゅΒゎ ヮよ ゲヨΑ ユΒボわジョ マヤシ ヶヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや れΙゅェ: ヶよゲヰミ 
 ヅヲトガャ ヵコやヲョ マヤジャや ラゅミ やクや

メゅイヨャや 
0し = 0 

sin 0 = zero 
F = zero 

ュギバレゎ りヲボャや るヨΒホ 
 

 メゅイヨャや ヶヤハ モΒヨΑ マヤジャや ラゅミ やクや
るΑヱやゴよ 

し 
sin し 

F = B I L sin し 
 

 ヶヤハ ヵキヲヨハ マヤジャや ラゅミ やクや
メゅイヨャや ロゅイゎや 

0し = 90 
sin 90 = 1 
F = B I L 

るヨΒホ ゲらミぺ りヲボヤャ 
 

 
9-  りヲボャや. ヶレヨΒャや ギΒャや りギハゅボよ ゅワゅイゎや キギエΑ るΒジΒヅゅレピヨャや 

10-  ヶワ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ネヲッヲョ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ヮよ ゲヨΑ マヤシ ヶヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや ゲらわバゎ
. るΒよゲヰムャや れゅミゲエヨャや フゅゼわミぺ ヶプ ヶジΒもゲャや ぺギらヨャや 
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11- : ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや るΒムΒルゅムΒョ るホゅヅ ヶャや るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや リョ や¬ゴィ メヲエΑ コゅヰィ ヲワ メゅイョ キヲィヱ ヶプ
. ょシゅレョ ヶよゲヰミ ケゅΒわよ ロギΑヱゴゎ ギバよ ヶジΒヅゅレピョ 

1β-  ラやケヱギャや ロゅイゎや ザヘル ヶヤハ ナプゅエゎ ヶャゅわャゅよ ヱ ケゅΒわャや ロゅイゎや ザムハ ヶワ ポゲエヨャや ヶプ るボヤエャや ヶヘダル るヘΒドヱ
. ポゲエヨヤャ 

1γ -  ゅΑキヲヨハ ブヤヨャや ヵヲわジョ ウらダゎ ゅョギレハ ュギバレΑ ヶわェ ブヤヨャや ヶヤハ ゅΒイΑケギゎ ュゴバャや モボΑ ブヤヨャや ラやケヱキ ノョ
 メゅイヨャや ヅヲトカ ヶヤハ. リΒわセゲヘャゅよ るボヤエャや ヶヘダル メゅダゎや ュギバャ ヶもゅよゲヰムャや ケゅΒわャや ケヱゲョ ュギバレΑ ゑΒェ  ゲヨわジΑ リムャ

 ノホやヲヨャや Ιキゅらゎ リΒわヤャや るボヤエャや ヶヘダルヱ リΒわセゲヘャや リΒよ ザョΚわャや キヲバΑヱ ヶゎやグャや ロケヲダホ ょらジよ ブヤヨャや ラやケヱキ
や ヱ ァやヱキコΙや ュゴバャ ヮジヘル ロゅイゎΙや ヶヤハ ナプゅエΑ ゅヨョ ブヤヨャや ヶプ ケゅヨャや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザムバレΒプ ケやゲヨわシ

. ブヤヨャや ラやケヱキ 
 

 : るΒよゲヰムャや れΙヲエヨャや 
 

1- : ヶゎやグャや ゑエャや    ゲΒピゎ るイΒわル ゅルゅダボル ヱぺ りキゅΑコ ブヤヨャや コゅわイΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピゎ ゐヱギェ
 ヮジヘル ブヤヨャや ヶプ るΑゲΒをほゎ るミゲエョ りヲホ ギャヲゎ ヶャや ヵキぽΑ ヮΒプ ケゅヨャや ケゅΒわャや 

β-  ロゅイゎや ザムハ ヶんェ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒゎやク るΑゲΒをほゎ るミゲエョ りヲホ ギャヲゎ ブヤヨャや りゲもやキ ヶプ ケゅヨャや ケゅΒわャや りギセ りキゅΑコ ギレハ
もやギヤャ ヶヤタΕや ケゅΒわャや. りゲもやギャや ヶプ ロケヱゲョ めトらΑ ヱ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ヲヨル ュヱゅボΑ ヱ りゲ 

γ-  ロゅイゎや ザヘル ヶプ ヶんェ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒゎやク るΑゲΒをほゎ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ ブヤヨャや りゲもやキ ヶプ ケゅΒわャや りギセ モΒヤボゎ ギレハ
. ゥゅわヘヨャや ヶプゲヅ リΒよ りケやゲセ ゐギエΑ ヱ ¬テらよ りゲもやギャや ヶプ ケゅΒわャや りギセ ヂヘガレゎ ヶャゅわャゅよ ヱ りゲもやギヤャ ヶヤタΕや ケゅΒわャや 

4-  ギレハ ブヤョ ヶヤハ りゴヰィΕや りグワ ヵヲわエゎ ゅョギレハ モΒピゼわャや ヶプ ゲΒカほゎ ナェΚル るΒルヱゲわムャΙや りゴヰィΕや ヂバよ モΒピゼゎ
 れゅヘヤャや リョ ゲΒらミ キギハ ヮャ ゅヰヤカやキ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ , 

5-   ブヤヨヤャ ゑエャや モョゅバョL  : ブヤヨャや ヶプ りギャヲわヨャや るΒゎやグャや るΑゲΒをほわャや るΒもゅよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ケやギボョ ヲワ
 メギバヨよ ケゅΒわャや りギセ ゲΒピゎ ょらジよ1A . るΒルゅを モミ ヶプ 

6-  ヵゲレヰャや りギェヲよ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ サゅボΑH  めプゅムゎ ヶワヱ Vs/A  
7-  ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ ブヤわガΑ ラぺ リムヨヨャや リョ モよ ゲカぺ ヶャや ブヤョ リョ ブヤわガΑ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ

. ブヤヨャや モカやキ テシヲャや りキゅョ ネヲル フΚわカほよ ギェやヲャや 
8-  . やギィ ゲΒらミ モムゼよ キやキゴΑ ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ ラほプ ブヤヨャや ヶプ ヵギΑギェ ょヤホ ノッヱ ギレハ 
9-  るΒジムハ るΒゎやグャや るΑゲΒをほわャや るΒよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ラΕ るらィヲョ るヨΒホ ゅヨもやキ ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ

) ゴレャ りギハゅボャ ゅボらヅ ( ケゅΒわャや りギセ ヶプ ゲΒピわャや ュヱゅボゎ 
10-  ヵゲレヰャやH ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ ヲワ:  ゅワケやギボョ るΑゲΒをほゎ るミゲエョ りヲホ ヮΒプ ギャヲわゎ ブヤヨャ1V  りギセ ゲΒピゎ ギレハ

 メギバヨよ ブヤヨャや ヶプ りケゅヨャや ケゅΒわャや1A . るΒルゅを モムャ 
11- : メキゅらわヨャや ゑエャや  ゑΒエよ リΒヤカやギわョ ヱぺ リΑケヱゅイわョ リΒヘヤョ リΒよ ゐギエΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャや ゲΒをほわャや ヲワ

 ヶャや ヶもやギわよΕや ブヤヨャや ヶプ ケゅヨャや ケゅΒわャや りギセ ヶプ ゲΒピわャや ヵキぽΑ ブヤヨャや りゲもやキ ヶプ るΒもゅよゲヰミ るバプやキ りヲホ ギャヲゎ
ゲΒピわャや やグワ るョヱゅボョ ヶヤハ モヨバΑ ヵグャや ヵヲルゅんャや 

1β- : リΒヘヤョ リΒよ メキゅらわヨャや ゑエャや モョゅバョ ブヤョ ヶプ りギャヲわヨャや るΑゲΒをほわャや るΒもゅよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ケやギボョ ヲワ
 メギバヨよ ケヱゅイヨャや ブヤヨャや ヶプ ケゅΒわャや りギセ ゲΒピゎ ょらジよ1A . るΒルゅを モミ ヶプ 
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1γ- : ヶよゲヰムャや メヲエヨャや   リョ るイゎゅレャや りキキゲわヨャや るΒもゅよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや ヂヘカ ヱや ノプケ ヶヤハ モヨバΑ コゅヰィ ヲワ
. キキゲわャや ケやギボョ ヶヤハ モΑギバゎ ヵぺ ゐギエΑ ラぺ ラヱキ リョ キキゲわョ ヶもゅよゲヰミ ギヰィ ケギダョ 

14 -  ヶャゅわャゅよ ヱ ろよゅを ヮゎギセ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ラΙ , ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ギヰィ ヂヘカ ヱぺ ノプケ ヶプ メヲエヨャや ュギガわジΑ Ι
ミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ Ιブヤヨャや ヶプ るΒよゲヰ 

15- : ヶャゅんヨャや メヲエヨャや  . リΒヘヤヨャや リΒよ りケギボャや ヶプ りケゅジカ ヵぺ ょらジΑ Ι ヵグャや メヲエヨャや ヲワ 
16-  ヮわもゅヘミ ヶャゅんヨャや メヲエヨャや100% . りケギボャや ヶプ ギボプ ょらジΑ Ι ヱ 
17-  ラヲムΑ ギヰイャや ノプやケ メヲエヨャゅプ ケゅΒわャや りギセ ヱ ギヰイャや リΒよ ヶよゲヰムャや メヲエヨャや ヶプ るΒジムハ るホΚバャや ラぺ ナェΚル

 ケゅΒわヤャ ノプやケ ラヲムΑ ギヰイャや ヂプゅカ メヲエヨャや ヱ ケゅΒわヤャ ヂプゅカ 
18- :  リΒららジャ マャク ヱ るバΒらトャや ヶプ ヶャゅんョ メヲエョ ギィヲΑ Ι 

ぺ- ¬やヲヰャや ヶプ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや リョ ¬ゴィ ラやギボプ 
ゆ- るホゅトャや リョ ¬ゴィ ラやギボプ . ヵギΑギエャや ょヤボャや ヶプ ヱ リΒヘヤヨャや ポΚシぺ ヶプ るΑケやゲェ るホゅヅ モムセ ヶヤハ 

19- : ヶャゅんヨャや ゲΒビ メヲエヨャや      リョ モホぺ ヮわもゅヘミ ラヲムゎ ヵグャや メヲエヨャや ヲワ100 % . 
β0- : メヲエヨャや り¬ゅヘミ    ブヤヨャや ヶプ るΒよゲヰムャや りケギボャや ヶャや ヵヲルゅんャや ブヤヨャや ヶプ るΒよゲヰムャや りケギボャや リΒよ るらジレャや ヶワ

. ヶもやギわよΕや 
β1-  メヲエヨャや り¬ゅヘミ. りギェヱ ゅヰャ ザΒャ 
ββ-  = ヶャゅんヨャや メヲエヨャや り¬ゅヘミ1      ヱぺるイゎゅレャや りケギボャや ヵヱゅジゎ るヤカやギャや りケギボャや 
βγ-  ヶャゅんヨャや ゲΒビ メヲエヨャやるイゎゅレャや りケギボャや ヵヱゅジゎ Ι るヤカやギャや りケギボャや   ギェやヲャや リョ モホぺ ヮゎ¬ゅヘミ ラヲムゎ ヱ

ウΒエダャや 
β4- ボプ ゐギエΑ ュやギガわシΙや リミゅョぺ ヶャや ギΒャヲわャや れゅトエョ リョ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや モボル ギレハ るΒよゲヰムャや りケギボャや ヶプ ギ

. モボレャや ポΚシぺ ヶプ りケやゲェ モムセ ヶヤハ るャヲボレヨャや 
β5-  ヂヘカ ヱ るトエヨャや リョ モシゲヨャや ギヰイャや るヨΒホ ノプケ ょイΑ ポΚシΕや ヶプ りキヲボヘヨャや りケギボャや るヨΒホ モΒヤボわャ マャグャ

 ゅョギレハヱ , ギΒャヲわャや れゅトエョ ギレハ ケゅΒわヤャ るツプゅカ ギヰイヤャ るバプやケ れΙヲエョ ュギガわジΑ ヶャゅわャゅよヱ . モシゲヨャや ケゅΒわャや るヨΒホ
 モダゎ. メコゅレヨャや ヶプ ュギガわジゎ ヶムャ ケゅΒわヤャ るバプやケ ギヰイヤャ るツプゅカ れΙヲエョ ュギガわジゎ るレΑギヨャや ヶャや 

 
 : キキゲわヨャや ケゅΒわャや 

 
1- : キキゲわヨャや ケゅΒわャや りケヱギャや ヶプ やゲヘタ ヵヱゅジΑ ヮゎギセ ケやギボョ メギバョ ヱ りケヱキ ブダル モミ ヮワゅイゎや ゲΒピΑ ケゅΒゎ ヲワ

. りギェやヲャや 
β- : キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ るャゅバヘャや りギゼャや    ケゅΒわャや りギセ ヶワ ゅヰイわレΑ ヵグャや ゅヰジヘル りケやゲエャや るΒヨミ ギャヲΑ ヵグャや ゲヨわジヨャや

. ゅヰジヘル るΒレョゴャや りゲわヘャや メΚカ るヨΒボャや ザヘル ゅヰャ るΒョヱぺ るョヱゅボョ ヶプ キキゲわヨャや ケゅΒわャや 
γ- . ヶヨヌバャや るゎギセ ノョ ゅΑキゲヅ ょシゅレわゎ キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ るャゅバヘャや りギゼャや 
4-  ヶヨヌバャや ヮゎギセ キキゲわョ ケゅΒゎ ケヱゲョmI  るョヱゅボヨャや ヶプR   るΒレョコ りゲわヘャt Βヨミ ギャヲΑ ゅワギャヲΑ ヶわャや りケやゲエャや る

 ヮゎギセ ゲヨわジョ ケゅΒゎ掘型ヂ匝    ゅヰジヘル るΒレョゴャや りゲわヘャや メΚカ ヱ ゅヰジヘル るョヱゅボヨャや ヶプ. 
5-  リョ ヱぺ ケゅΒわャや りギセ リョ るャゅバヘャや るヨΒボャや ゅヰΒヤハ モイジゎ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ヶヤハ モヨバゎ ヶわャや るΒもゅよゲヰムャや りゴヰィΕや

 ヱ ゲわΒョΕや ( サゅΒボャや ゴヰィぺ ラぺ ゅヨミ , ギヰイャや ケやギボョ. テボプ るャゅバヘャや ユΒボャや ザΒボゎ ) ゲわΒヨわャヲヘャや 
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6-  るΑケやゲエャや るホゅトャや ょジエゎE  るョヱゅボヨャや ヶプR  るΑケやゲエャや りケギボャや ヱP . るャゅバヘャや りギゼャや ヶヤハ キゅヨわハΕゅよ 
7- : るΒョヱΕや るョヱゅボヨャやR ザΒャ ヱ テボプ るΑケやゲェ るホゅヅ ヶャや ゅヰヤヨミほよ るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや メヲエゎ ヶわャや るョヱゅボヨャや ヶワ

. ヶゎやク ゲΒをほゎ ゅヰΑギャ 
8-  ノレダゎ ヶヤハ ヱぺ ヮレハ アゎゅレャや ヶゎやグャや ゑエャや ¬ゅピャΕ ゅィヱキゴョ ゅヘャ フヲヘヤョ ブヤョ モムセ ヶヤハ るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや

. ユΒボわジョ マヤシ モムセ 
9-  ヶよゲヰムャや ギヰイャや ヱ ケゅΒわャや ラぺ ナェΚル テボプ るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや キキゲわヨャや ケゅΒわャや りゲもやキ ヶプ

 ケヲトャや ヶプ リΒボヘわョ思 = zero 
10-  やゲヨわジョ ヱぺ やキキゲわョ ラゅミぺ ¬やヲシ ケゅΒわャや ネヲル ゲΒピわよ ゲΒピわゎ Ι るΒョヱΕや  るョヱゅボヨャや るヨΒホ 
11-  キキゲゎ ゲΒピわよ ゲΒピわゎ  Ι  るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや るヨΒホ. キキゲわヨャや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや 
1β- : ヶボレャや ヶんエャや ブヤヨャや   ヶゎやグャや ヮんェ モョゅバョ ラぺ ゑΒェ , ヶんェ ゲΒをほゎ ヮャ ヵグャや ブヤヨャや ヲワL  ヮわョヱゅボョ ヱ  ゲΒらミ

 るΒョヱΕやR  るョヱギバョ 
1γ-   ペらジΑ ブヤヨャや ギヰィ ラぺ ナェΚル テボプ  ヶボレャや ヶんエャや ブヤヨャや ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや キキゲわヨャや ケゅΒわャや りゲもやキ ヶプ

 )ケヲヅ るΑヱやコ ( りケヱキ ノよゲよ ケゅΒわャや 思 = 90 = ヾ/β 
14-  モミ ヮワゅイゎや ヱ ケゅΒわャや りギセ ケやギボョ ゲΒピゎ ょらジよ ヱ ヶボレャや ヶんエャや ブヤヨャや りゲもやキ ヶプ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ケヱゲョ ギレハ

りヲホ ブヤヨャや ヶプ ギャヲわΑ りケヱキ ブダル  ヶプ ケゅΒわャや ケヱゲョ ペΒバΑ ゅヨョ ゅヨもやキ ゅヰららジョ ザミゅバΑ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ
 ケゅΒわャや ギヰイャや ペらジΒプ ブヤヨャや. 

15- ブヤヨヤャ るΒんエャや るバルゅヨヨャや . ヮャΚカ リョ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ケヱゲヨャ ブヤヨャや ゅヰΑギらΑ ヶわャや るバルゅヨヨャや ヶワ: 
16-  るバルゅヨヨャや ウらダゎ ヶャゅわャゅよヱ , ゲヘタ ヵヱゅジΑ キキゲわャや ラゅプ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや るャゅェ ヶプ ヵヱゅジゎ ブヤヨヤャ るΒんエャや

. ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ゲもやヱキ ヶプ るΒんェ るバルゅヨョ ヵぺ ゲヰヌゎ Ι ヶャゅわャゅよヱ , ゲヘタ 
17-  れやキキゲわャや ラΙ , るツヘガレヨャや れやキキゲわャや リハ るバヘゎゲヨャや れやキキゲわャや モダプ ヶプ るΒんエャや れゅヘヤヨャや ュギガわジゎ

ェ るバルゅヨョ ギイゎ るツヘガレヨャや れやキキゲわャや ゅヨレΒよ りゲもやギャや ヶプ ゲヨΑ Κプ りゲΒらミ るΒんェ るバルゅヨョ ギイゎ るバヘゎゲヨャや るツヘガレョ るΒん
. りゲもやギャや ヶプ ゲヨわプ 

るΑケやゲェ るホゅヅ ヶャや るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや メヲエゎ Ι ゅヰルや ヵぺ , るΒョヱぺ るョヱゅボョ ろジΒャ ブヤヨヤャ るΒんエャや るバルゅヨヨャや  س 18
 るΒジΒヅゅレピョ るホゅヅ ヶャや モよ ,BU . ブヤヨヤャ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヶプ ラゴわガゎ 

19-  ヶヤハ ゲカほわΑ ブヤヨャや ギヰィ ラぺ ナェΚル テボプ  ヶよゲヰムャや ブんムヨャや ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや キキゲわヨャや ケゅΒわャや りゲもやキ ヶプ
 )ケヲヅ るΑヱやコ ( りケヱキ ノよゲよ ケゅΒわャや 轄 = 90 = ヾ/2 

β0-  ギヰィ ベゲプ ヮレハ アわレΑ ゅヨョ ブんムヨャや ヶエトシ ヶヤハ るΒよゲヰムャや れゅレエゼャや ユミやゲゎ るイΒわル ブんムヨャや るバルゅヨョ ほゼレゎ
.  ギヰイャや ケゅΒわャや ペらジΑ ヶャゅわャゅよヱ ヶジムハ 

β1-  るΑヲバジャや るバルゅヨヨャやCX :. ヮャΚカ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ケヱゲヨャ ブんムヨャや ゅヰΑギらΑ ヶわャや るバルゅヨヨャや ヶワ 
ββ- るヨΒボャや るΒもゅヰル Ι ブんムヨャや るバルゅヨョ ラほプ ヶャゅわャゅよ ヱ ゲヘタ ヵヱゅジΑ ケゅΒわャや キキゲゎ ラほプ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや るャゅェ ヶプ 

. ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ゅヰΒプ ゲヨΑ Ιヱ るェヲわヘョ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや りゲもやキ ラぺ ヵぺ , 
 ゲヨΑ ヶャゅわャゅよ ヱ ょホゅバわヨャや ヒΑゲヘわャや ヱ リエゼャや ヶわヤヨハ ょホゅバゎ ょらジよ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ケヱゲヨよ ブんムヨャや ウヨジΑ ゅヨレΒよ

. ブんムヨャや ヶェヲャ リΒよ るャコゅハ りキゅョ キヲィヱ リョ ユビゲよ りゲもやギャや ヶプ キキゲわヨャや ケゅΒわャや 
βγ- イゎ るバヘゎゲヨャや れやキキゲわャや ラΙ , キキゲわャや るバヘゎゲョ リハ キキゲわャや るツヘガレョ れやケゅΒわャや モダプ ヶプ れゅヘんムヨャや ュギガわジゎ ギ

 ヶプ ゲヨゎ Κプ やギィ りゲΒらミ るΑヲバシ るバルゅヨョ ギイゎ るツヘガレヨャや れやキキゲわャや ゅヨレΒよ ケゅΒわャや ゲヨΒプ りゲΒピタ るΑヲバシ るバルゅヨョ
. りゲもやギャや 
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β4-  るΒよゲヰムャや るホゅトャや リョ ¬ゴィ ヵぺ メヲエΑ Ι ブんムヨャや ラほプ ヶャゅわャゅよヱ るΒョヱぺ るョヱゅボョ ろジΒャ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや
ゲヰムャや メゅイヨャや ヶプ ラゴわガゎ るΒよゲヰミ るホゅヅ ヶャや モよ , るΑケやゲェ るホゅヅ ヶャや. ブんムヨヤャ ヶよ 

β5- : ヶもゅよゲヰムャや リΒルゲャや りゲもやキ ヶヤハ ヵヲわエゎ りゲもやキ ヶワR,L,C   ブんムヨヤャ るΑヲバジャや るョヱゅボヨャや ゅヰΒプ ラヲムゎ リムャヱ
. ヶんエャや ブヤヨヤャ るΒんエャや るバルゅヨヨャや ヵヱゅジゎ 

β6- : リΒルゲャや りゲもやキ ゾもゅダカ 
ぺ- . るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ヵヱゅジゎ るΒんエャや るバルゅヨヨャや 

ゆ-  ケやギボョ ヵヱゅジゎ るΒヤムャや りゲもやギャや るョヱゅボョ ゲヨΑ ヶャゅわャゅよヱ , りゲもやギヤャ るョヱゅボョ モホぺ ヶワヱ . テボプ るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや
. ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ るヨΒホ ゲらミぺ ゅワギレハ 

ァ- . りゲもやギャや ヶプ ヵゲジゎ ヶわャや ケゅΒわャや りギゼャ るヨΒホ ゲらミぺ ヶワ リΒルゲャや ケゅΒゎ りギセ 
キ- . るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや ヶヤハ ギヰイャや ヵヱゅジΑ りゲもやギャや ヶプ ヶヤムャや ギヰイャや 

 ⇒ワ- ヘわョ りゲもやギャや ヶプ ケゅΒわャや ヱ ギヰイャや. ケヲトャや ヶプ リΒボ 
β7- リΒバョ キキゲゎ ヶャや メヲタヲャや ヶャや ケギダヨャや キキゲゎ ゲΒピゎ ペΑゲヅ リハ リΒルゲャや りゲもやキ ヶャや メヲタヲャや リムヨΑ  ヶヨジΑ

 リΒルゲャや キキゲゎ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ノョ るΒんエャや るバルゅヨヨャや ヵヱゅジわΑ ロギレハ 
β8-  . ケヲトャや ヶプ リΒボヘわョ ケゅΒわャや ヱ ギヰイャや ラヲムΑ リΒルゲャや キキゲゎ ギレハ 
β9-  リΒルゲャや キキゲゎ リョ ゲらミぺ キキゲゎ ギレハ . ケゅΒわャや ギヰイャや ペらジΑ 
γ0-  ケゅΒわャや リハ ギヰイャや ゲカほわΑ リΒルゲャや キキゲゎ リョ モホぺ キキゲゎ ギレハ. 

 

 : るΒもゅレんャや るヤタヲャや 
 
1- : るホゅトャや れゅホゅトル   , れやケヲヤよ リΑヲムわャ るΒもゅΒヨΒムャや テよやヱゲャや ペΑゲヅ リハ ヂバらャや ゅヰツバよ ノョ れやケグャや ギエわゎ

 モカやギわゎ ゑΒェ , れゅルヱゲわムャΖャ るホゅトャや れゅΑヲわジョ リΒよ モカやギゎ ゐギエΑヱ れゅホゅトル ユシほよ フゲバΑ ゅョ ラヲムわャ れゅΑヲわジヨャや
. るホゅトャや 

β-  : ヶヤΑ ゅヨミ るホゅトャや れゅホゅトル ユジボゎ 
ぺ- ぽプゅムわャや ベゅトル  ケやギョ モムゼΑ ゅヨョ るΒィケゅガャや るホゅトャや れゅΑヲわジョ リΒよ モカやギゎ ゐヱギェ るイΒわル ぽプゅムわャや ベゅトル ほゼレΑ:

. ぽプゅムわャや ベゅトル ヶヨジΑ ヶもゴィ 
 ゆ- モΒタヲわャや ベゅトル  ヵヲわジョ リョ ヶヤハぺ るホゅヅ れゅΑヲわジョ リΒよ モカやギゎ ゐヱギェ るイΒわル モΒタヲわャや ベゅトル ほゼレΑ:

 ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや リハ メぽジヨャや ヲワヱ . ぽプゅムわャや 
- . ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ モタヲョ りキゅヨャや ラヲムゎ モΒタヲわャや ベゅトル ヶプ れゅルヱゲわムャや れギィヱ やクや 
- . ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅハ りキゅヨャや ラヲムゎ れゅルヱゲわムャΙや リョ ヶャゅカ モΒタヲわャや ベゅトル ラゅミ やクや 

 ァ- るホゅトャや りヲイプ ) りケヲヌエヨャや りヲイヘャや るホゅヅ (  ベゅトル リΒよ ノボΑ ヱ ヮΒプ れゅルヱゲわムャΕや ギィやヲゎ モΒエわジΑ ラゅムョ ヲワ
 ケギホ ょジわムΑ ラぺ ギよΙ モΒタヲわャや ベゅトル ヶャや ぽプゅムわャや ベゅトル リョ ラヱゲわムャΕや モボわレΑ ヶムャ ヱ モΒタヲわャや ベゅトル ヱ ぽプゅムわャや

. りケヲヌエヨャや るホゅトャや りヲイヘャ ヵヱゅジョ るホゅトャや リョ 
γ- らミ るホゅトャや りヲイプ ラゅミ ゅヨヤミ モΒタヲわャや ベゅトル ヶャや ぽプゅムわャや ベゅトル リョ れゅルヱゲわムャΙや メゅボわルや ウらタぺ ゅヨヤミ りゲΒ

 モΒタヲわャや ベゅトル ヶャや ぽプゅムわャや ベゅトル リョ れゅルヱゲわムャΙや メゅボわルや ウらタぺ ゅヨヤミ モホぺ るホゅトャや りヲイプ ろルゅミ ゅヨヤミ ヱ , ょバタぺ
 モヰシぺ 

4- ャや ゅヰヤΒタヲゎ るィケキ ょジェ キやヲヨャや ユΒジボゎ りキゅハや リムヨΑ るホゅトャや れゅホゅトル ¬ヲッ ヶプネやヲルぺ ゐΚを ヶャや ヶよゲヰム 
ぺ  : ヶワヱ- れΚタヲヨャや :  ぽプゅムわャや ベゅトレよ Κダわョ モΒタヲわャや ベゅトル ラヲムΑ ヶわャや ヶわャや キやヲヨャや ヶワ 

 ゆ- やメコやヲバャ  リΒよ りケヲヌエヨャや るホゅトャや りヲイプ ネゅジゎや ラヲムΑ ヶわャや キやヲヨャや ヶワ:4 ev  ヱ12 ev 
 ァ- れΚタヲヨャや ロゅらセぺ  テシヲわョ ゅヰΒプ りケヲヌエヨャや るホゅトャや りヲイプ ネゅジゎぺ ラヲムΑ ヶわャや キやヲヨャや ヶワ: 
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5- や れΚタヲヨャや ロゅらセぺ: るΒボレャ るΒヨワゅジゎ テよやヱケ ヶプ メヲカギャや ヶャや モΒヨゎ ヶワヱ , るバよやゲャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレハ ヶワ
. ケやゲボわシΙや るャゅェ ヶャや メヲタヲヤャ 

6-  りゲェ れゅルヱゲわムャや ヶヤハ りケヲヤらャや ヵヲわエゎ Ιヱ モヨわムョ ヵケヲヤらャや ¬ゅレらャや ラヲムΑ ペヤトヨャや ゲヘダャや りケやゲェ るィケキ ヶプ
. ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ りキゅヨャや モヨバゎ ヶャゅわャゅよ ヱ るミゲエャや 

7-  ヵケヲヤらャや ょΒミゲわャや テよやヱケ ヂバよ ヶプ ゲジミ ゐギエΑ るプゲピャや りケやゲェ るィケキ ヶャや りケヲヤらャや りケやゲェ るィケキ ノプケ ギレハ
 りヲイプ ヮルゅムョ ノレダΒャ りケヲヤらャや ヶプ ヮバホヲョ ラヱゲわムャΙや やグワ ポゲわΑ ヱ るミゲエャや ゲェ ラヱゲわムャや やグワ リハ アわレΑヱ , 

 , りケヲヤらヤャ ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや  リΒジエゎ ヶヤハ ょボんャや ヱ ラヱゲわムャΙや リョ Κミ モヨバΑヱ , ) ょボを ( りケヲヤらャや モヨバわャ
. ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ モタヲヨミ 

8- . るレエゼャや れΚョゅェ ゆヲボんャや ヱ  ゲエャや ラヱゲわムャΙや リョ Κミ ヶヨジΑ 
9-  ゲヰヌゎ ヱ ゲんミぺ れゅルヱゲわムャや ケゲエわΑ ヱ りケヲヤらャや ヶプ ゲんミぺ テよやヱケ ヶプ ゲジミ ゐギエΑ ゲんミぺ りケやゲエャや るィケキ ノプゲよ

らヤャ るΒよゲヰムャや ソやヲガャや リジエわゎ ヶャゅわャゅよ ヱ ) るレエゼャや れΚョゅェ キギハ キやキゴΑ ( ゲんミぺ ゆヲボを るィケキ キやキゴΑヱ , りケヲヤ
. ヶよゲヰムャや ゅヰヤΒタヲゎ 

10-  モタヲヨミ モヨバゎ ゅヰルほプ るプゲピャや りケやゲェ るィケキ ギレハ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ ケギダヨよ るΒボレャや りケヲヤらャや モΒタヲゎ ギレハ
 ロゅイゎや ヶプ ゆヲボんャや ポゲエわゎ ヱ ヶよゲヰムャや メゅイヨヤャ ザミゅバョ ロゅイゎぺ ヶプ れゅルヱゲわムャΙや ポゲエわゎ ゑΒェ. ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ

トタや ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ギャヲΑ ゅヨョ ヶよゲヰムャや メゅイヨャやヶェΚ 
11-  ヶェΚトタΙや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎや ラぺヱ , ゆヲボんャや るミゲエャ るジミゅバョ りゲエャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ ラぺ ナェΚル

. りケヲヤらャや ヶプ ゆヲボんャや るミゲェ ロゅイゎぺ ノョ ペヘわΑ 
1β- ユΒバトわャや  ユワゅジΑ ゅヨョ ヶィケゅガャや ゅヰプΚビ ヶプ れゅルヱゲわムャΙや リョ ブヤわガョ キギハ ゅヰャ ヵゲカや ゲタゅレハ るプゅッぺ ヲワ:

ヶヤハ モタヲヨャや るΒセ りケギボョ りキゅΑコ ヶプ . ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや 
 

1γ-  ょャゅジャや ネヲレャや リョ モタヲヨャや るらセType -N   : ゅヰΒヤハ メヲダエャや リムヨΑ モタヲヨャや ヮらセ りケヲヤよ ユΒバトゎ ギレハ
 ぽプゅムわャや ヵヲわジョ ヶプ れゅルヱゲわムャや ザヨカ ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャやヱ ) れやゴヤプΙ ( るジョゅガャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレバよ るΒボレャや

ゅヰャ 
-  ゲェ ラヱゲわムャや りケヲヤらャや ウレヨゎ フゅツゎ りケク モミ ラΙ るエルゅヨャや りケグャゅよ るプゅツヨャや るジョゅガャや るハヲヨイヨャや りケク ヶヨジゎ

 るミゲエャや 
-  りケヲヤらャや ヶプN- Type   るレエゼャや れΚョゅェ ヱ りゲエャや れゅルヱゲわムャΙや ヶワ るΑゲんミΕや るレエゼャや れΚョゅェ ラヲムゎ

. ゆヲボんャや ヶワ るΒヤホΕや 
-  ょャゅジャや ネヲレャゅよ りケヲヤらャや るΒヨジゎ リョ ユビゲャや ヶヤハN-Type  キギハ ラΙ , ゅΒよゲヰミ るャキゅバわョ りケヲヤらャや ラや Ιや

. れゅルヲゎヱゲらャや キギバャ ヵヱゅジョ りケヲヤらャや ヶプ れゅルヱゲわムャΙや 
14-  : ょィヲヨャや ネヲレャや リョ モタヲヨャや ヮらセType سP    ゅヰΒヤハ メヲダエャや リムヨΑ ヮらセ りケヲヤよ ユΒバトゎ ギレハ

 ヶプ れゅルヱゲわムャや ゐΚを ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャやヱ ) れやゴヤプ ( るんャゅんャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレバよ るΒボレャや モタヲヨャや ヵヲわジョ
ゅヰャ ぽプゅムわャや 

-   やギェやヱ ゅらボを りケヲヤらャや ウレヨゎ フゅツゎ りケク モミ ラΙ るヤらボわヨャや りケグャゅよ るプゅツヨャや るんャゅんャや るハヲヨイヨャや りケク ヶヨジゎ 
-  りケヲヤらャや ヶプP- Type   ヶワ るΒヤホΕや るレエゼャや れΚョゅェ ヱ  ゆヲボんャや ヶワ るΑゲんミΕや るレエゼャや れΚョゅェ ラヲムゎ

.  りゲエャや れゅルヱゲわムャΕや 
- ネヲレャゅよ りケヲヤらャや るΒヨジゎ リョ ユビゲャや ヶヤハ  ょィヲヨャやP-Type  キギハ ラΙ , ゅΒよゲヰミ るャキゅバわョ りケヲヤらャや ラや Ιや

. れゅルヲゎヱゲらャや キギバャ ヵヱゅジョ りケヲヤらャや ヶプ れゅルヱゲわムャΙや 
  

15 -  るΒもゅレんャや るヤタヲャやDiode  :   ヮらゼよ ユエわヤョ ょャゅジャや ネヲレャや リョ モタヲョ ヮらセ リョ るΒもゅレんャや るヤタヲャや ラヲムわゎ
 るヤタヲョ りキゅヨよ ラゅΒィケゅガャや ラゅエトジャや ヶヤトΑ ヱ , ょィヲヨャや ネヲレャや リョ モタヲョ るΒもゅよゲヰミ ポΚシほよ ゅヰヤタヱ モィぺ リョ 

16- トレョ ) ゆヲツレャや ( フやゴレわシΙや るボ : ヶらルゅィ ヶヤハ るレエゼャや れΚョゅェ リョ るΒャゅカ るボトレョ. るΒもゅレんャや るヤタヲャや  
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17- . キヲΑやギャや るョヱゅボョ キやキゴゎ フやゴレわシΙや るボトレョ ユイェ りキゅΑゴよ 
18-  : キヲΑやギャや モΒタヲゎ ベゲヅ 

ぺ- : ヶョゅョΕや コゅΒエルΕや 
-  りケヲヤらャや モΒタヲゎ ギレハP   りケヲヤらャや ヱ るΑケゅトらヤャ ょィヲヨャや ょトボャゅよN  るΑケゅトらヤャ ょャゅジャや ょトボャゅよ 
-  モボΑ マヨシ  フやゴレわシΙや るボトレョ  りゲもやギャや ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ケヱゲョ ヶャや マャク ヵキぽΑヱ ゅヰわョヱゅボョ モヤボΑ ヱ. 
- . ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ モタヲヨミ キヲΑやギャや モヨバΑ ヶャゅわャゅよヱ 

 ゆ- : ヶジムバャや コゅΒエルΕや 
-  りケヲヤらャや モΒタヲゎ ギレハP   りケヲヤらャや ヱ るΑケゅトらヤャ ょャゅジャや ょトボャゅよN  るΑケゅトらヤャ ょィヲヨャや ょトボャゅよ. 
- マヨシ リョ ギΑゴΑ フやゴレわシΙや るボトレョ  りゲもやギャや ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ケヱゲョ ュギハ  ヶャや マャク ヵキぽΑヱ ゅヰわョヱゅボョ ギΑゴΑ ヱ

 ヶヨジΑ やギィ ブΒバッ ケゅΒゎ ¬ゅレんわシゅよヶジムバャや コゅΒエルΙや ケゅΒゎ 
- わヤャ  メコゅバミ キヲΑやギャや モヨバΑ ヶャゅわャゅよヱ. ヶよゲヰムャや ケゅΒ 
 

19 -  モタヲゎ ゅョギレハ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや モΒタヲゎ ヶヤハ モヨバゎ ゑΒエよ , ヶルヱゲわムャや ゥゅわヘヨミ るΒもゅレんャや るヤタヲャや ュギガわジゎ
ヶジムバャや コゅΒエルΙや るボΑゲトよ モタヲゎ ゅョギレハ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ モヨバゎ ヱ ヶョゅョΙや コゅΒエルΙや るボΑゲトよ 

β0-  ヶプ ラや ナェΚル , キキゲわョ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ りゲもやキ ヶプ キヲΑやギャや モΒタヲゎ ギレハ キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ メヱΕや りケヱギャや ブダル
ゅΒわヤャ モタヲヨミ モヨバΒプ ヶョゅョΙや コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ ヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ゲヨΑ ヱ ヶよゲヰムャや ケ ブダル ヶプ

 コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ ヶャゅわャゅよ ヱ ヮワゅイゎや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ザムバΑ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや リョ ヶルゅんャや りケヱギャや
ミ キヲΑやギャや モヨバΑ ヶャゅわャゅよヱ , ヶジムバャや ケゅΒわャや ゲヨΑ Ιヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバ ケゅΒわャや ユΑヲボゎ ヶヤハ キヲΑやギャや モヨバΑ マャグャ ,

. キキゲわヨャや 
 

 : ケヲわシゴルやゲわャや 
 
1- ケヲわシゴルやゲわャや : . るヨバトヨャや れΚタヲヨャや ロゅらセや リョ ノトホ ゐΚを ベゅダわャや リハ るイゎゅル るΒをΚを るヤタヱ リハ りケゅらハ 
β-  ケヲわシゴルやゲわャや ょΒミゲゎ:  ロゅらセや リョ ノトホ ゐΚを リョ ケヲわシゴルやゲわャや ラヲムわΑ: ヶヤΑ ゅヨミ ヶヨジゎ れΚタヲヨャや 
ぺ- ゑハゅらャや E   ヱ ノヨイヨャや リョ モホぺ ゅヰムヨシ ヱ ょもやヲセ るらジル ヶヤハや ヶヤハ ヵヲわエΑ ヲワヱ フゲトャや ヶゎケヲヤよ ヵギェぺ ヶワ

. ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや ヶヤハ りケギホ ユワゲんミぺ ヱ るョヱゅボョ ユヰヤホぺ ヶワ ヱ , りギハゅボャや リョ るミゅヨシ ゲんミぺ 
ゆ- りギハゅボャや B : ムヨシ モホぺ ヱ ,  ょもやヲセ るらジル ユヰヤホぺ ヶワヱ ヶトシヲャや りケヲヤらャや ヶワ ユヰヤホぺ ヱ るョヱゅボョ ユワゲらミぺ ヱ ゅ

 ヶよゲヰミ モΒタヲゎ 
 ァ- ノヨイヨャや C  ヱ , ゑハゅらャや リョ モホぺ ヱ りギハゅボャや リョ ゲらミぺ ゅヰΒプ ょもやヲゼャや るらジル , ヵゲカΕや るΒプゲトャや りケヲヤらャや ヶワ:

.テシヲわョ ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや ヶヤハ ゅヰゎケギホヱ , るトシヲわョ ゅヰわョヱゅボョ ヱ , ゅムヨシ ユワゲらミぺ 
γ-  ケヲわシゴルやゲわャや ネやヲルや : PNP , NPN  . 
4-  モヨハ るボΑゲヅ ゆゅΒジルや るャヲヰシ ヱ るレエゼャや れΚョゅェ ゲΒピゎ ¬ゅレんわシゅよ ラゅハヲレャや ヶプ ゅヰジヘル ヶワ ケヲわシゴルやゲわャや

. モΒタヲわャや ギレハ ヶよゲヰムャや ギヰイャや サゅムバルや ヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや 
5-  るΒよゲヰムャや りゲもやギャや ヶプ ケヲわシゴルやゲわャや ゴョケ ヶプ  ゑハゅらャや ギレハ ユヰシ ノッヲΑE  ノヨイヨャや リハ ロゴΒヨわャC . 
6- : ケヲわシゴルやゲわャや れゅョやギガわシや わシゴルやゲわャや ュギガわジΑ りゴヰィや ヶプ , るΒよゲヰムャや りケギボャや ヱ ギヰイャや ゲΒらムゎ ヶプ ケヲ

. るΒよゲヰムャや れΚイジヨャや ヱ ヲΑキやゲャや 
7-: ポゲわゼヨャや ゑハゅらャや るボΑゲトよ ケヲわシゴルやゲわャや モΒタヲゎ  ポゲわゼョ ゑハゅらャや ラヲムΑ ゑΒエよ ラゅゎゲもやギャや モΒタヲゎ ユわΑ

: ゅヨワヱ , ラゅゎゲもやキ リョ るヤΒタヲわャや ラヲムわゎ ヱ ゅヨヰレΒよ 
1- ==== ゑハゅらャや ヱ りギハゅボャや りゲもやキ< カギヨャや りゲもやキ ヶヨジゎモ 
β- ==== ゑハゅらャや ヱ ノヨイヨャや りゲもやキ< ァゲガヨャや りゲもやキ ヶヨジゎ 
-  ゑハゅらャや るヤタヱ ラヲムゎس ===  りギハゅボャや< ゅΒョゅョや ΚΒタヲゎ 
-  ノヨイヨャや るヤタヱ ラヲムゎس === りギハゅボャや< . ゅΒジムハ ΚΒタヲゎ 
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8- ゲΒらムわャや モョゅバョ  :く    ヱや ノヨイヨャや ケゅΒゎ キゅΑキコや ヶャや ゅヰッゅヘガルや ヱや りギハゅボャや ケゅΒゎ キゅΑキコや リΒよ るわよゅんャや るらジレャや
 ゅヰッゅヘガルや 

9-  ギェやヲャや リョ ゲらミぺ ゅヨもやキ ゲΒらムわャや モョゅバョ ラぺ ゅヨもやキ ギイル マャグャ , りギハゅボャや ケゅΒゎ リョ ゲらミぺ ノヨイヨャや ケゅΒゎ ラや ギイル
. ウΒエダャや 

10- ケゅΒわャや ょジミ るらジル g ケゅΒゎ ヶャや ノヨイヨャや ケゅΒゎ リΒよ るらジレャや ヶワ :. ゑハゅらャや 
11-  リョ モホぺ ケゅΒわャや ょジミ ケやギボョ ラや ゅヨもやキ ギイル , テΒジよ ケやギボヨよ ゑハゅらャや ケゅΒゎ リョ モホや ノヨイヨャや ケゅΒゎ ラや ゅヨよ

. テΒジよ ケやギボヨよ ウΒエダャや ギェやヲャや 
1β-  ゲΒらムわャや モョゅバョく  ケゅΒわャや ょジミ ヱg . リΑケゅΒゎ リΒよ るらジル ゅヨヰルΙ りギェヱ ゅヨヰャ ザΒャ 
 
 

 : りケグャや ァクゅヨル 
 
1- : ラヲわャやキ ァクヲヨル    ラぺ ゲらわハや ゲピタぺ ヵゲカや ¬やゴィぺ ヶャや ヮヨΒジボゎ リムヨΑ Ι ヱ りキゅヨャや リョ ¬ゴィ ゲピタぺ りケグャや

. りキゅヨャや ソやヲカ モヨエΑ ヱ ヮレョ 
β- : ラヲジョヲヅ ァクヲヨル   ラやヱ るらャゅシ ヵゲカや ヱ るらィヲョ れゅレエセ ヶヤハ ヵヲわエゎ りケグャや ラぺ ラヲジョヲヅ チゲわプや

クヲヨレよ ァクヲヨレャや ヶヨジΑ マャグャ , オΒトらャや モカやキ ょヤャや ノΑコヲわミ , るらィヲョ るヤわミ モカやキ ネコヲわゎ るらャゅジャや れゅレエゼャや ァ
. るガΒトらャや 

γ- : キケヲプケクケ ァクヲヨル   るΒらャゅシ れゅヨΒジィ ゅヰャヲェ ケヱギΑ ヱ るレエゼャや るらィヲョ ヱ りゲΒピタ りやヲル リハ りケゅらハ りケグャや
. れゅルヱゲわムャや ヶヨジゎ るレエゼャや 

4-  ナェΙヱ ょワグャや リョ るエΒヘタ ヶヤハ ) るレエゼャや るらィヲョ れゅヨΒジィ ヶワヱ ( ゅヘャや るバセぺ リョ モΒシ キケヲプケクケ ペヤヅぺ
: ヶヤΑゅョぺ-  ラヱキ ゅヘャや れゅヨΒジィ ユヌバョ クゅヘルフやゲエルや 

ゆ- ゅヘャや れゅヨΒジィ リョ モΒヤホ キギハ フやゲエルや 
ァ- ゅヘャや れゅヨΒジィ リョ やギィ モΒヤホ キギハ キやギゎケや 
5- ルヨ: ケヲよ ァクヲ  ザヨゼャや メヲェ ょミやヲムャや ケヱギゎ ゅヨミ れやケやギョ ヶプ りやヲレャや メヲェ ケヱギゎ れゅルヱゲわムャΙや ラや ケヲよ ゲらわハや

. ヶらミヲムャや ァクヲヨレャゅよ ァクヲヨレャや ヶヨジΑ マャグャ , 
6-  ラや ゴゎゲワ ヱ モΑヲジミゅョ ヱ アルヲΑ リョ Κミ チゲわプやるィヲョ リハ りケゅらハ ¬ヲツャや 
7- ゲピダャや るΒワゅレわョ れゅヨΒジィ リハ りケゅらハ ¬ヲツャや ラや リΒゎヲΒル チゲわプや ゅヨレΒよ 
8-  れゅヘタ ヱ るィヲヨャや ソやヲカ モヨエΑ ¬ヲツャゅプ , ¬ヲツヤャ るィヱキグヨャや るバΒらトャや リハ ケヲダゎ リΒわゼレΑや ノッヱヱ

 ユΒジイャや 
9- : マルΚよ れゅΒッゲプ 
ぺ- ヶヤハ モよ ゲヨわジョ モΒシ モムゼよ りキゅヨャや リョ ゾわヨゎ Ιヱ ゑバらレゎ Ι るΒハゅバセΙや るホゅトャや  るホゅトャや リョ れやギェヱ りケヲタ

 るヨムャや ヱぺ れゅルヲゎヲヘャや ヶヨジゎ ゅヰツバよ リハ るヤダヘレョ ヱ るバよゅわわョ 
 ゆ- ロキキゲゎ ノョ ゅΑキゲヅ ょシゅレわゎ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ 
 

10- ラヲゎヲヘャや るホゅヅ : . Κボわジョ ギィやヲわΑ ラや リムヨΑ るホゅトャや リョ ケギホ ゲピタぺ ヲワ 
11- : マルΚよ ろよゅを   . ロキキゲゎ ヱ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ リΒよ るらジレャや ヵヱゅジΑ ろよゅを ケやギボョ 
1β-  メヲイャや りギェヱ ゲΒビ るホゅトャや サゅΒボャ るヘヤわガョ れやギェヱ ポゅレワJ  ろャヲプ ラヱゲわムャΙや りギェヱ ヶワヱev  
1γ- ろャヲプ ラヱゲわムャΙや :   ユヰレΒよ ギヰイャや ベゲプ リΒトわボル リΒよ ラヱゲわムャや モボレャ メヱグらヨャや モピゼャや ヲワ1V . 
14- :  ヶもヲッヱゲヰムャや ゲΒをほわャや  ょシゅレョ キキゲゎ ヮャ ¬ヲッ ヅヲボシ るイΒわル るレΒバョ れやゴヤプ リョ れゅルヱゲわムャΙや ゐゅバらルや 
15- : るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや  キキゲゎ ヱク ¬ヲッ ヅヲボシ るイΒわル れやゴヤヘャや ウトシや リョ るんバらレヨャや れゅルヱゲわムャΙや ヶワ

. ゅヰΒヤハ ょシゅレョ 
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16-  : モピゼャや るャやキf  . ゴヤヘャや ウトシ リョ ラヱゲわムャΙや ゲΑゲエわャ ュゴヤΑ るホゅトャや リョ ケギホ モホや 
17- らわバャや キキゲゎ: る  . ゴヤヘャや ウトシ リョ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや ゲΑゲエわャ ュゴヤΑ キキゲゎ モホぺ 
 

18-  るΑヱゅジョ テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ラぺ マャク ヶレバョ , るらわバャや キキゲゎ リョ ゲらミぺ ヱぺ ヵヱゅジョ ロキキゲゎ ¬ヲッ テボシ やクや
. ゑハゅらャや ウトシ リョ るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ゲΑゲエゎ ¬ヲツャや ネゅバセ ノΒトわジΑ ヶャゅわャゅよヱ , モピゼャや るャやキ リョ ゲらミぺ ヱぺ 

 
19-  やクや るャやキ リョ モホぺ テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ラや マャク ヶレバョ るらわバャや キキゲゎ リョ モホや ロキキゲゎ ヶもヲッ ネゅバセ テボシ

. ゴヤヘャや ウトシ リョ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや ゲΑゲエゎ ¬ヲツャや ネゅバセ ノΒトわジΑ Ι ヶャゅわャゅよヱ モピゼャや 
 

β0-  , モョゅムャゅよ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ゾわヨΑ ラヱゲわムャΙや ラほプ モピゼャや るャやキ リョ ゲらミぺ テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ろルゅミ やクや
ヱ リョ ヮレムヨゎ ラヱゲわムャΖャ るΒミゲェ るホゅヅ ヶャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ヶホゅよ メヲエわΑ ヱ ゑハゅらャや りケク リョ ラヱゲわムャΙや ケゲエわΑ

. ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ケやゲョや ヱ るミゲエャや 
 

β1-  ゅヨレΒよ ) テボプ ゴヤヘャや りキゅョ ネヲル ヶヤハ ブホヲわゎ ゅヰルΙ (ゲΒピわゎ Ι モピゼャや るャやキ ラほプ , テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅヅ りキゅΑゴよ
 るミゲェ るホゅヅ キやキゴゎるんバらレヨャや るΒもヲッヱゲヰムャや れゅルヱゲわムャΙや るハゲシ キやキゴゎ ヶャゅわャゅよヱ , るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや 

 
ββ-  るホゅヅ ゲΒピわゎ Ι ヶャゅわャゅよヱ ゲΒピわゎ Ι ) れゅルヲゎヲヘャや ( テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅヅ ラゅプ テホゅジャや ¬ヲツャや りギセ りキゅΑゴよ

. ゅヰわハゲシ Ιヱ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ 
βγ- よ モピゼャや るャやキ ヵヱゅジゎ ヮわホゅヅ ヶもヲッ ネゅバセ テボシ やクや ラヲムゎ りケゲエわヨャや るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや ラゅプ テらヌャゅ

. ゲヘタ ヵヱゅジゎ ゅヰわミゲェ るホゅヅ 
 

β4-  : ノトボャや ギヰィcutV  . れゅルヱゲわムャΙや フゅボΑや ヶャや ヵキぽΑ ギヰィ ベゲプ ゲらミや ヲワ 
β5-  ギヰィ りキゅΑコ ヶャゅわャゅよ ヱ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ りキゅΑコ ヶャや ヵキぽΑ テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅヅ りキゅΑコ

. ノトボャや 
 

β6-  りギセ りキゅΑコ るミゲェ るホゅヅ リョ ゲΒピΑ Ι ヶャゅわャゅよ ヱ テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅヅ リョ ゲΒピΑ Ι テホゅジャや ¬ヲツャや
ノトボャや ギヰィ リョ Ιヱ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや 

 
β7-  るミゲェ るホゅヅ キやキゴゎ ヱ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ キやキゴゎ ヱ ヶィヲヨャや メヲトャや モボΑ , テホゅジャや ¬ヲツャや キキゲゎ りキゅΑゴよ

. ノトボャや ギヰィ キやキゴΑヱ  ゅヰわハゲシ キやキゴゎ ヱ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや 
 

β8-  Ιヱ ¬ヲツャや キキゲゎ ヶプ ゲをぽΑ Ι ヶャゅわャゅよヱ ¬ヲツャや るホゅヅ リョ ゲΒピΑ Ι テホゅジャや ヶもヲツャや ネゅバセや りギセ ゲΒピゎ
ノトボャや ギヰィ Ιヱ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ Ιヱ ヶィヲヨャや ヮャヲヅ 

 
 β9-  ブホヲわゎ モよ ヶィヲヨャや ヮャヲヅ Ιヱ ロキキゲわよ Ιヱ テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅトよ ゲをほわゎ Ι  ) るらわバャや キキゲゎ( モピゼャや るャやキ

ネヲル ヶヤハ テボプ . ゴヤヘャや りキゅョ 
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: りケグャや りやヲル 
 
1- りやヲレャや :  るレエゼャや るャキゅバわョ れゅルヱゲわΒル ヱ るレエゼャや るらィヲョ れゅルヲゎヱゲよ ヶヤハ ヵヲわエΑ るレエゼャや ょィヲョ ユΒジィ 
β- ラヲヤミヲΒレャや ) れゅルヱゲわΒレャや ヱ れゅルヲゎヱゲらャや ( りやヲレャや モカやキ ユΒジィ ヵや ヶヤハ ペヤトΑ ユシぺ: 
γ- ヵケグャや キギバャや  :Z  れゅルヱゲわムャΙや キギハ = れゅルヲゎヱゲらャや キギハ ヲワ 
4- ヶヤわムャや キギバャや  :A   . れゅルヱゲわΒレャや キギハ + れゅルヲゎヱゲらャや キギハ ヲワ 
5-  リョ ゲらミぺ ラヲゎヱゲらャや るヤわミヱ , れゅルヱゲわΒレャや るヤわムャ ゅらΑゲボゎ るΑヱゅジョ れゅルヲゎヱゲらャや るヤわミ ヶャゅわャゅよヱ , ラヱゲわムャΙや るヤわミ

ゅヰよ るトΒエヨャや れゅルヱゲわムャΙや るヤわミ モヨヰΑ ヱ ゅヰゎやヲル ヶプ りゴミゲョ りケグャや るヤわミ 
6- ゲもゅヌレャや : . ヶヤわムャや キギバャや ヶプ ブヤわガゎ ヱ ヵケグャや キギバャや ザヘル ゅヰャ れやケク ヶワ 
7-  ソやヲガャや ヶプ ブヤわガゎ ヱ ヵケグャや キギバャや ザヘル ゅヰャ ラΙ るΒもゅΒヨΒムャや ソやヲガャや ザヘル ゅヰャ ゲもゅヌレャや ラほプ ヶャゅわャゅよヱ

もゅΑゴΒヘャや. ヶヤわムャや キギバャや ヶプ ブヤわガゎ ゅヰルΙ るΒ 
8- るΑケグャや モわムャや りギェヱ  :a.m.u    ヵヱゅジゎ層層匝    ラヲよゲムャや りケク るヤわミ リョ隅掃層匝    
9- ラヲムジャや るホゅヅ   . ユΒジイャや るヤわムャ るゃプゅムヨャや るホゅトャや 

10- : るΑヱヲレャや りヲボャや    りやヲレャや れゅルヲヤミヲΒル リΒよ ゆクゅイわャや りヲホ ヶワ 
11- : るΑヱヲレャや りヲボャや ソやヲカ 

ぺ-  , ラヲゎヱゲらャや ヱ ラヲゎヱゲらャや リΒよ るΑヱヲル ゆクゅイゎ ヵヲホ ギィヲΑ ヮルや ヶレバヨよ , ラヲヤミヲΒレャや るレエセ ヶヤハ ギヨわバゎ Ι りヲホ
 ラヱゲわΒレャや ヱ ラヱゲわΒレャや リΒよヱ , ラヱゲわΒレャやヱ ラヲゎヱゲらャや リΒよヱ 

ゆ- . りケヱゅイわヨャや れゅルヲΒヤムΒレャや リΒよ ¬ゅゼレゎ , ヵギヨャや りゲΒダホ りヲホ 
ァ- ャや リョ れゅルヲゎヱゲらャや リョ ァヱコ ノレヨャ ヶヘムΑ るΑヱヲレャや りヲボャや ケやギボョ.るらィヲヨャや ユヰわレエセ ょらジよ ヶよゲヰムャや ゲプゅレわ 

1β-  リΒよ ヶよゲヰムャや ゲプゅレわャや りヲホ ヶヤハ るΑヱヲレャや ゆクゅイわャや ヵヲホ ケやギボョ キやキコや りやヲレャや ヶプ れゅルヱゲわΒレャや キギハ キやコ ゅヨヤミ
 ナヘエΑ ヵグャや ヵヱヲレャや ゆクゅイわャや ょらジよ , りやヲレャや ケやゲボわシや りキゅΑコ ヶャや マャク ヵキぽΑ ヶャゅわャゅよ ヱ れゅルヲゎヱゲらャや

 ゲプゅレわャや ょらジよ キゅバわよΙや リョ れゅルヲゎヱゲらャや. ヶよゲヰムャや 
1γ-  れゅルヱゲわΒレャや キギバャ ヵヱゅジョ れゅルヲゎヱゲらャや キギハ ラぺ ギイル ) モΒヤホ ヶヤわムャや ゅワキギハ ( るヘΒヘガャや るΑヲルΙや ヶプN = Z  
14-  マャクヱ れゅルヲゎヱゲらャや キギハ リョ ゲらミぺ れゅルヱゲわΒレャや キギハ ラぺ ギイル ) ゲΒらミ ヶヤわムャや ゅワキギハ ( るヤΒボんャや るΑヲルΙや ヶプ リムャ

 キギハ りキゅΑコ ょらジよ ゲプゅレわャや りヲホ りキゅΑコ ょらジよ りキゅΑコ ヶャや りやヲレャや ァゅわエゎ ヶャゅわャゅよヱ , るヤΒボんャや るΑヲルΙや ヶプ れゅルヲゎヱゲらャや
. りやヲレャや ケやゲボわシや ヶヤハ ナプゅエゎ ヱ るΑヱヲレャや りヲボャや リョ ギΑゴわャ れゅルヱゲわΒレャや キギハ 

15- るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ  :bE  
- りやヲル リΑヲムわャ ヂバらャや ゅヰツバよ ノョ るトよやゲわョ ゲΒビ れゅルヲΒヤミヲΒル ノヨイゎ リョ りケゲエヨャや るホゅトャや ケやギボョ 

16- わミ ゆゅジェ ギレハ , ゅヰジヘル りやヲレャや るヤわミ リョ ゲらミぺ りやヲレャや れゅルヲムョ るヤわミ ラぺ ギイル ゅワキゲヘヨよ りやヲレャや れゅルヲムョ るヤ
. るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ ヶャや るヤわムャや ヶプ ギボヘャや やグワ メヲエわΑヱ , ゅヰゎゅルヲムョ るヤわミ リハ りやヲレャや るヤわミ ヶプ ギボプ ギィヲΑ ゑΒエよ 

17- : ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ   りやヲレヤャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ テシヲわョ ヶワ 
18-  るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ ザΒャヱ りやヲレャや ケやゲボわシや ヵギヨャ ケゅΒバヨャや ヶワ ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ ゲらわバΑ

. ケやゲボわシや ゲんミぺ ラヲムゎ るΑヱヲル ヅゲよ るホゅヅ テシヲわョ ゲらミや ゅヰャ ヶわャや りやヲレャや ラぺ ヶレバヨよ , ゅヰジヘル 
19- ケやゲボわシや るΑヲルΙや ゲんミぺ ヶワ ヵケヱギャや メヱギイャや ヶプ ) テシヲわョ ヶヤわミ キギハ ゅヰャ ( るトシヲわヨャや るΑヲルΙや  ゅヰャ ラΙ

 やギィ るΒャゅハ ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ 
β0-  ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ ゅヰャ ラΙ ケやゲボわシや モホぺ ラヲムゎ ) ゲΒピタ ヶヤわミ キギハ ゅヰャ ( るヘΒヘガャや るΑヲルΙや

 ゅヰトよケ るホゅヅ キやキゴΑ ヱ ヶヤわムャや ゅワキギハ キやキゴΒャ るΒィゅョギルや るΑヱヲル れΚハゅヘゎ ヶプ メヲカギャや ヶャや モΒヨゎヱ , りゲΒピタ
ジゎ ヱ ラヲΒヤミヲΒル モムャ るΑヱヲレャや. ゲボわ 

β1-  ラヱゲわムャや モムャ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ ゅヰャ ラΙ ケやゲボわシや モホぺ ラヲムゎ ) ゲΒらミ ヶヤわミ キギハ ゅヰャ ( るヤΒボんャや るΑヲルΙや
 モムャ ヵヱヲレャや ゅヰトよケ るホゅヅ キやキゴΑ ヱ ヶヤわムャや ゅワキギハ モボΒャ るΑケゅトゼルや れΚハゅヘゎ ヶプ メヲカギャや ヶャや モΒヨゎヱ , りゲΒピタ

. ゲボわジゎ ヱ ラヲΒヤミヲΒル 
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: ヶハゅバセΙや メΚエルΙや 
 
1-  ヅゅゼレャやヶハゅバセΙや :  ウらダわャ りゲボわジョ ゲΒビ るΑヲルΙ ヶィケゅカ ゲをぽョ ラヱキ リョ ゲヨわジョ ヶもゅボヤゎ メΚエヨッや るΒヤヨハ

. ゅヰわヤわミ モボゎ ヱ ゅヰわルヲΒヤミヲΒル リΒよ テよゲャや るホゅヅ キやキゴゎ ゑΒェ ケやゲボわシや ゲんミぺ 
β-  ゅヘャや れゅハゅバセや ヶワヱ れゅハゅバセΙや リョ ネやヲルや ゐΚを ゐゅバらルや りゲボわジヨャや ゲΒビ るΑヲルΙや メΚエヨッや るΒヤヨハ ペプやゲΑ
g  ゅわΒよ れゅハゅバセや ヱく  ゅョゅィ れゅハゅバセや ヱけ . 
γ- : ラゅΒシゅシや ラゅハヲル ヶャや ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや ユジボレΑ 

ヶバΒらトャや ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや 
 

ゅΒバΒらヅ りキヲィヲョ るバゼヨャや りやヲレャや ラヲムゎ ゅョギレハ 
 

ヶハゅレトタΙや ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや 
 

ゅΒハゅレトタや りゲツエョ るバゼヨャや りやヲレャや ラヲムゎ ゅョギレハ 
 

4- : ゅヘャや メΚエヨッや 
 ュヲΒヤΒヰャや ゲダレハ りやヲル リハ りケゅらハ ゅヘャや れゅヨΒジィ殺蚕匝想  ヶャゅわャゅよヱ , るレエゼャや るらィヲョ れゅヨΒジィ ヶヰプ ヶャゅわャゅよヱ ,

, ゅΒらジル るムΒヨシ るホケヲよ ゅヰプゅボΑや リムヨΑ ヱ るゃΒトよ ヶプ マャグャ , りゲΒらミ ゲらわバゎ ゅヰわヤわミ 
 モボΒプ れゅルヱゲわΒレャや リョ リΒレをや ヱ れゅルヲゎヱゲらャや リョ リΒレをや ギボヘゎ ゅヰルゅプ りやヲレャや リョ ゅヘャや れゅヨΒジィ ゐゅバらルや ギレハ ゅワキギハ

ケやギボヨよ ヵケグャやβ  ケやギボヨよ ヶヤわムャや ゅワキギハ モボΑ ヱ ,4 . 
 
5- : ゅわΒよ メΚエヨッや 

 ゅわΒよ ゅヨΒジィく  るらャゅシ れゅルヱゲわムャや  ヶワ蚕貸層宋 ,   試貸層宋  アわレΑ ,  るΒバΒらトャや るΑヲルΙや メΚエヨッや リハ アわレゎ ヱ
ムャΙや ペヤトレΑ ヱ , ラヱゲわムャやヱ ラヲゎヱゲよ ヶャや りやヲレャや モカやキ ラヱゲわΒレャや メヲエゎ るイΒわル りやヲレャや モカやキ ラヱゲわムャΙや リョ ラヱゲわ

. ゅわΒよ ユΒジィ りケヲタ ヶヤハ りやヲレャや 
-  ケやギボヨよ メΚエヨッΙや リハ るイゎゅレャや りやヲレヤャ ヵケグャや キギバャや キやキゴΑ ヶャゅわャゅよ1 . ヲワ ゅヨミ ヶヤわムャや キギバャや モヌΑ ヱ 
-  ヶプ ゲΒジゎ , ュヲΒレョヲャΙや リョ ペもゅホケ ノツらよ ゅヰプゅボΑや リムヨΑ , ゅヘャや るバセや リョ ゲらミぺ るハゲジよ ゅわΒよ れゅハゅバセや ゲΒジゎ

 れゅルヱゲわムャΙゅよ ュギトダゎ ゅョギレハ ゅヰわホゅヅ ギボヘゎ ラや モらホ れゅプゅジヨャ ¬やヲヰャや 
 
 ゅョゅィ ゐゅバらルや : س 6

ゅをや るャゅェ ヶプ るイゎゅレャや りやヲレャや ラヲムゎ ゅョ ゅらャゅビ ゅわΒよ ヱぺ ゅヘャや ユΒジィ るバゼヨャや りやヲレャや ゑバらゎ ゅョギレハ ヶャや ァゅわエゎ ヱ , りケ
 ゅョゅィ るバセやヱ , ケやゲボわシΙや ヵヲわジョ ヶャや キヲバわャ ゅョゅィ るバセや りやヲレャや ペヤトゎ マャグャ , りゲボわジョ ウらダわャ るホゅヅ ベΚヅや

 ゅヰャヱ , るΒジΒヅゅレピヨャや Ιヱ るΒよゲヰムャや れΙゅイヨャゅよ ゲをほわゎ Ι ヶャゅわャゅよ ヱ るヤわミ ゅヰャ ザΒャ ヱ るルヲエゼョ ゲΒビ れゅルヲゎヲプ ヶワ
ヱ ベやゲわカΙや ヶヤハ りゲΒらミ りケギホ ゅヰャ ヶャゅわャゅよヱ りゲΒらミ るホゅヅ  モんョ るヤΒボんャや キやヲヨャや リョ ゅバハケキ ヶャや ゅヰプゅボΑや ァゅわエΑ

. ソゅタゲャや 
 
7- .るイゎゅレャや りやヲレヤャ ヶヤわムャや キギバャや Ιヱ ヵケグャや キギバャや リョ ゲΒピΑ Ι ゅョゅィ るバセや ゐゅバらルや ヶャゅわャゅよ 
 
8- : ヶハゅバセΙや モヤエわャや モシΚシ   ゲカや ゅバゼョ やゲダレハ ヶトバΒャ ゅワギェぺ モエレΑ ヶわャや るバゼヨャや ゲタゅレバャや るハヲヨイョ

. ゲボわジョ ゲダレバよ ヶヰわレΑ ヶわェ 
9- : ブダレャや ゲヨハ  . ノゼヨャや ゲダレバャや れやケク るΑヲルぺ キギハ ブダル モヤエわわャ ュコΙや リョゴャや 

10- . ゲカや ヶャや ゲダレハ リョ ブダレャや ゲヨハ ブヤわガΑ 
11-  ュギガわジΑ ノゼヨャや ラヲよゲムャややヱゅΒョヲヨャや りゅプヱ オΑケゅゎ ギΑギエわャれ  . 
1β- ヶプ ソゅタケ ヶャや メヲエわゎ ヶわャや ュヲΒルやケヲΒャや ゲもゅヌル ュギガわジΑ るレΒバャや ラヲムゎ オΑケゅゎ ギΑギエゎ  るΒエャや ゲΒビ キやヲヨヤャ . 
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 : ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや ヱ ケゅトゼルΙや 
 
1-  るΑヱヲレャや れΚハゅヘわャや :  . ゲタゅレバャや るΑヲルぺ ヶプ ゲΒΒピゎ ヶャや ヵキぽゎ ヶわャや れΚハゅヘわャや 
 
β- : ラゅハヲル ヶャや るΑヱヲレャや れΚハゅヘわャや ユジボレゎ 
ぺ- ゲピタぺ るΑヲルぺ ゐΚを ヱぺ リΒゎやヲル ヶャや  りやヲレャや ユジボレゎ ゑΒェ : るΑケゅトゼルや るΑヱヲル れΚハゅヘゎ 

 ゆ- りギΑギィ りやヲル ラヲムわャ るΑヲルや ゐΚを ヱぺ リΒゎやヲル ギエわゎ ゑΒェ : るΒィゅョギルや るΑヱヲル れΚハゅヘゎ 
 
γ-  ヶャや メヲエわΑ れΚハゅヘわヨャや モわミ リョ ¬ゴィ ラΙ るΑヱヲレャや れΚハゅヘわャや リΒルやヲホ ヶヤハ るヤわムャや ¬ゅボよ ラヲルゅホ ペらトΑ Ι

 ゅバョ るホゅトャや ヱ るヤわムャや ナヘェ ラヲルゅホ ペらトΑ リムャヱ ,アゎやヲレャや ノョ るホゅヅ 
 
4- : ヵヱヲレャや ケゅトゼルΙやル モハゅヘゎ ヲワ リΒゎやヲル ヶャや  ユΒジイよ ゅヰプグホ ギバよ りゲボわジョ ゲΒビ るヤΒボを りやヲル ヮΒプ ユジボレゎ ヵヱヲ

. るホゅヅ ベΚヅや ノョ るボプやゲわョ ヱ やケやゲボわシや ゲんミぺ ヱ ゅルコヱ ブカぺ ゲんミぺ ヱぺ 
 
5-  ラヱゲわΒレよ りやヲレャや フグボゎ ゑΒェめトよ   アゎやヲレャや るヤわミ ゅヨもやキ ラヲムゎヱ , アゎやヲレャや ノョ ゲんミぺ ヱぺ リΒゎやヲル ヶャや ゲトゼレわャ 

わミ リョ ¬ゴィ ラΙ れΚハゅヘわヨャや モわミ リョ モホぺ アゎやヲレャや ノョ るホゅヅ ヶャや メヲエわゎ れΚハゅヘわヨャや モ 
6-  Ιヱ るΒよゲヰムャや れΙゅイヨャゅよ ゲをほわΑ Ι ヶャゅわャゅよ ヱ るレエゼャや メキゅバわョ ヮルΙ るΑヱヲル るヘΑグボミ めトらャや ラヱゲわΒレャや ュギガわジΑ

 るΒジΒヅゅレピヨャや 
 
7- : モジヤジわヨャや モハゅヘわャや ケゅトゼルや モミ リハ アわレゎ ゑΒェ , ギΑギィ ケゅトゼルや ヶャや ロケゅトゼルや ヵキぽΑ ヵグャや モハゅヘわャや ヲワ

 れやケゅトゼルΙや リョ ギΑゴヨャや ゐやギェや ゅヰレムヨΑ れゅルヱゲわΒル ギΑギィ 
 
8- : ヵヱヲレャや モハゅヘヨャや ょΒミゲゎ 
ぺ-  モΒボんャや ¬ゅヨャや ヱ ろΒプやゲイャや ュギガわジΑO2D  モハゅヘわャや ケやゲヨわシや ラゅヨツャ マャク ヱ れゅルヱゲわΒレャや るハゲシ ¬ゅトよΙ

モハゅヘわャや ラΙ , モジヤジわヨャや . めトよ ラヱゲわΒル ヶャや ァゅわエΑ 
ゆ-  るΒヤヨハ めトらゎ ヶャゅわャゅよ ヱ モハゅヘわャや リョ るイゎゅレャや れゅルヱゲわΒレャや ソゅダわョや ヶプ ュヲΒョキゅムャや ラゅらツホ ュギガわジΑ

. ヮΒプ ユムエわャや リムヨΑ メギバョ ヶプ モハゅヘわャや ¬ゅボよΙ , モハゅヘわャや メギバョ ヶプ ユムエわャや ゅレレムヨΑ ヱ ケゅトゼルΙや  
 
9- : ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや   ルや ギエわゎ ゅョギレハ ヶィゅョギルΙや モハゅヘわャや ゐギエΑ ゲらミぺ りやヲル ラヲムわャ りゲΒピタ るΑヲ 
 

10- : ヶィゅョギルΙや モハゅヘわャや ゐヱギェ ヅヱゲセ 
ぺ- . るΑヲルΙや リΒよ るΒもゅよゲヰムャや ゲプゅレわャや ヵヲホ ヶヤハ ょヤピわヤャ マャクヱ , やギィ りゲΒらミ るΑヲルΙや るハゲシ ラヲムゎ ラぺ ょイΑ 

ゆ-  ヵヱヲレャや モハゅヘわャゅよ ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや るΒヤヨハ ヶヨジΑ マャグャ , れゅィケギャや リΒΑΚョ ヶャや るΑヲルΙや りケやゲェ るィケキ ノプケ
. ヵケやゲエャや 

 
11- . ュヲイレャや ヶプ ゐギエゎ ヶわャや れゅΒヤヨバャや , ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや れゅΒヤヨハ るヤんョぺ リョ 
 

1β-  ヱやヲル ラヲムわャ リΒィヱケギΒヰャや るΑヲルや アョキ ヶャや ヵキぽΑ ゅヨョ やギィ りゲΒらミ ラヲムゎ ゅヰゎケやゲェ るィケキ ザヨゼャや ヱ ュヲイレャや
. るヤもゅワ るホゅヅ ヱ ュヲΒヤΒワ 

 
 


