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 ュΑェケャや ラョェケャや 聴 ュシよ 
るΑゅルミャや 

¬ゅヘカΗやヱ ケゎシャや : るピャ 
. ヶヤタΕや ヴルバョャや  りキやケま コやヱィ ノョ ロゅルバョ ュコΙ ヮよ キΑケぺ ドヘャ :⇔ ゅェΚヅタや 

 .ヶヤタΕや ヴルバョャや りキやケま ラョ ノルゅョ Κプ ゆヱィヱャや ヶルバΑ ゅルワ コやヱィャやヱ  

 ゐΚをャや るΑゅルミャや ラゅミケぺ ゅルャ ウッゎΑ ペよゅシャや フΑケバゎャや ラョ: るΑゅルミャや ラゅミケぺ 
1- ヴルミョャや ドヘヤャや    .)キヱタボョャや ケΑビ( ヮよ2-.)キヱタボョャや(ヮルハ ヴルミョャや ヴルバョャや  

3-. るルミョョ ケΑビ  ュぺ るルミョョ りキやケΗや ロクワ れルゅミ ¬やヱシ キやケョ ケΑビ ヶボΑボェャや ヴルバョャや メバィゎ ヶゎャや るルΑケボャや  

Αボェャや れやケΑよバゎャや ラΑよ メタゅヘャや キェャや ヶワ るルΑケボャや ロクワヱボ るΑ . るΑゅルミャやヱ  

ノΑプケ キゅィルャや メΑヱヅ/ ヅケボャや ンヱヰョ りキΑバよ るルΚプ : ヶェΑッヱゎ メゅをョ  キゅョバャや  

ゅョ ヴャま ケドルャゅよ  ヴルミョャや ヴルバョャや ゅョルまヱ キヱタボョ ケΑビ ヮよ ヴルミョャや ドヘヤャや ラぺ ウッゎΑ るボよゅシ るヤをョぺ ラョ ペよシ
 キやケョャやヱ キヱタボョャや ヱワ ヮルハ ヶプ  メゅをョャや  メヱヅ ヴャヱΕや ラΑゎΑゅルミ ヶルゅをャやヱ ペルバャや メヱヅ ラハ るΑゅルミ メヱΕや

 ヶヤタΕや ヴルバョャや りキやケま ラョ ノルョΑ ノルゅョ Ιヱ ゆシルャやヱ メタΕや ュケミ ラハ るΑルゅをャやヱ るョゅボャや ュキハ ゅルワ)るルΑケボャや(
.ペヅルョャやヱ メボバャやヱ サゅΑボャゅよ ポャクヱ ヶヤタΕや ヴルバョャや るバルゅョョ 

:ラΑもΑセ ヶプ )メシケョャや コゅィョャや– りケゅバゎシΙや(ヵヱピヤャや コゅィョャやヱ るΑゅルミャや ラΑよ ベケヘャや 
 1-りケゅバゎシΙや( ヵヱピヤャや コゅィョャや ヶプ るルΑΑケボャや-  ヶヤタΕや ヴルバョャや りキやケま ノルョゎ ) メシケョャや コゅィョャや  

やケま ラョ ノルョゎ Ι るΑゅルミャや ヶプ るルΑケボャや ゅョぺ. ヶヤタΕや ヴルバョャや りキ  

2- るΑヤミ( りキキバゎョ れゅホΚハ メシケョャや コゅィョヤャヱ るヰよゅセョャや るホΚハ  りケゅバゎシΙや ヶプ るホΚバャや– るΑもコィ
. ュヱコヤャや るホΚハ ヶワ るΑゅルミャや ヶプ るホΚバャや るバΑよヅ ゅョぺ)........ 

 ぺ:ラΑョシホ ヴャま ュシボルゎ ュヱコヤャや るホΚハ-ゆ                ヶヤボハ ュヱコャ- ヶプケハ ュヱコャ  

 ラぺ ヵぺ :ヶヤボバャや ュヱコヤャや ⇔Ιヱぺ 
 メボバャやヱ サゅΑボヤャ ノッカゎ  るホΚハ )ヴルバョャや(ヮルハ ヴルミョャやヱ )ドヘヤャや( ヮよ ヴルミョャや ラΑよ ヅよケゎ ヶゎャや るホΚバャや

 )キゅィルャや メΑヱヅ( Κをョプ ペヅルョャやヱ.るョゅボャや メヱヅ  ペヅルョャやヱ りケヱケッャゅよ  ヶルバΑ フΑシャや るャゅョェ メヱヅ  

 キΑャゅボゎャやヱ れやキゅバャやヱ フケバヤャ ノッカゎ ヮルハ ヴルミョャやヱ ヮよ ヴルミョャや ラΑよ るホΚバャや ラヱミゎヱ:ヶプケバャや ュヱコヤャや ゅΑルゅを
ノョゎィョャや ヶプ  ヴャま ュシボルΑヱ1-       ュゅハ ヶプケハ ュヱコャ2-  ソゅカ ヶプケハ ュヱコャ  



 ケΑピゎよ ケΑピゎΑ Ιヱ フケバャやヱ キΑャゅボゎャやヱ れやキゅバャや ラョ サゅルャや ヮΑヤハ フケゅバゎΑ ゅョ ヱワ:ュゅハ ヶプケハ ュヱコャ-1
 ラよやヱ∩るルΑヘシャや ラハ るΑゅルミ  ュΑャや れルよヱ∩ ラΑΑケタョャや ラハ るΑゅルミ メΑルャや ¬ゅルよぺ: ゅルャヱホ ヮルョヱ ラゅミョャやヱ ラゅョコャや

ソヤャや ラハ るΑゅルミ メΑヤャや.  

 チバΑ ュヱΑヱ( ヴャゅバゎ 聴 メヱボミ ⇔ ゅバョ ュゅバャや ヶプケバャや ュヱコヤャやヱ ヶヤボバャや ュヱコヤャ ノッカΑゅョ れゅΑゅルミャや ラョヱ
)....ヶワヱ ゅヰΑプ ペヘルぺ ゅョ ヴヤハ ヮΑヘミ ゆヤボΑ ウよタぺヱ( ュキゅルャや ヶプ ヮャヱホヱ ).....ヮΑキΑ ヴヤハ ュャゅドャや  ロクワヱ

 ュキゅルャや ラほよ ノョゎィョャや ヶプ ⇔やキもゅシ ゅプケハ れェよタぺ ゅヰルぺ ゅョミ  ペヅルョャやヱ メボバャゅよ サゅΑボヤャ ノッカゎ れゅΑゅルミャや
. ヮΑヘミ ゆヤボΑ ヱぺ ヮΑキΑ ヴヤハ チバΑ 

.ソゅカセΕや フヤゎカや ヱぺ ラゅミョャや ヱぺ ラゅョコャや フヤゎカや ヮョヰョ ゅヰΑルゅバョ ラハ ケよバゎ メドゎシ るボよゅシャや れゅΑゅルミャやヱ 

 フケバャや ラョ ネヱルャや やクワヱ ソゅカ ラョコ ヱぺ るタゅカ るもΑよよ ヅよゎケΑ ヵクャや ヱワヱ:ソゅカ ヶプケハ ュヱコャ-2
プ ゅルΑヤハ ゆバタΑ Κをョプ フヤゎカョ ラョコ ヶプ スΑバΑ ラョ ヴヤハ ヮョヰプ  ゆバタΑ メヱボル ラぺ るΑケッェャや るもΑよャや ヶ

 ロクワ ラΑほプ.)ュケミャや ラハ れゅΑゅルミ( キゅョケャや ケΑをミ れルぺ ヱぺ メΑタヘャや メヱコヰョ ゆヤミャや ラゅよィ れルぺ ソカセャ
 ゅョよヱ ヶッゅョャや ラョコャや ヶプ ゅワゅルバョ ラハ れケよハ ヶルゅバョャや ロクヰプ∩ ケッゅェャや ゅルケタハ ラョ ヶルゅバョャや ゆシゅルゎΑ

. るボよゅシャや るΑヱキよャや るもΑよャや ノョ 
 ノッΑ ラΚプ( メをョ ゅヰョヰプ ラΑョキホΕや ヴヤハ ゆバタΑ るタゅカ れゅΑゅルミ ケッゅェャや ゅルケタハ ヶプ ゅッΑぺ ゅルャ ラェルヱ

 ュコェャやヱ ュシェャや ラハ  るΑゅルミ )フヱケェャや ヴヤハ ヅゅボルャや ヶヤハ キゅョゎハΙや ラハ るΑゅルミ ) ケヰド ヮャ ラΚプ(ゅルャヱホヱ∩
クヱヘル れやク るΑハゅョゎィや るΑタカセ ヱ  ゅルルゅョコよ るタゅカ ヶヰプ ヴョやキボャや ゅヰプケバΑ Ι キホ ヶルゅバョャや ロクワヱ   るヅヤシ

.ゅワケΑビ ラヱキ れゅバョゎィョ ヴヤハ ケタゎボゎ キホヱ 

るよシル ラハ るΑゅルミ-3  フヱタヱョ ラハ るΑゅルミ-2   るヘタ ラハ るΑゅルミ-1:るΑゅルミャや ネやヱルぺ 
 ケミクル ラミャヱ りケセゅよョ るヘタャや ケミクル Κプ ゅョ フヱタヱョよ るヘタ ペェヤル ラぺ ゅヰΑプ キΑケル: るヘタ ラハ るΑゅルミ-1

ャ るホΚハ ヮΑプ ⇔やケΑよバゎ フヱタヱョャゅよ ゥケタル ゅヰΑプヱ ケヱミクョャや ラΑよヱ るヘタ ラョ ヮボェヤル ラぺ キΑケぺ ゅョ ラΑよ ュヱコ
 ゅワケΑビヱ ュキルャや ヱぺ るハゅィセャや ヱぺ ュケミャや ラハ りケΑをミ ゅヰゎヤをョぺヱ るヘタャや ラハ ゐェよルヱ :メゅをョ  

 やキケョぺ ヮゎケΑセハ キゅシ      キゅョバャや ノΑプケ キゅィルャや メΑヱヅ 

 ペヅルョャやヱ メボバャゅよ サゅΑボヤャ ノッカΑ ヮルぺ ゅョミ ゅヰェッヱぺヱ れゅΑゅルミャや ンヱホぺ ヱワ るΑゅルミャや ラョ ネヱルャや やクワヱ ゅヰΑプヱ
 ゐェよルヱ フヱタヱョャゅよ ゥケタル ヮΑプ.るヘタャや ラハ  

 ラョ メボゎルルプ ヮよ るタゎカョ るヘタよ ウΑケタゎャや ヴャま フヱタヱョャや ケミク ポケゎル ゅヰΑプヱ:フヱタヱョ ラハ るΑゅルミ-2
フヱタヱョャや ラハ ゐェよャやヱ るヘタャや ケミク るヅゅシよよ( フヱタヱョャや ヴャま るヘタャや ロクワ メゅをョ)  

 ゆゅッカ ュヰルョ ヮヘミ ヶプ ラョミ      りゅルホ ュヰルョ ヮヘミ ヶプ ラョヱ 



¬ゅシルャや ラハ るΑゅルミ ヶルゅをャや ケヅセャやヱ∩ メゅィケャや ラハ るΑゅルミ メヱΕや ケヅセャや ュヰャゅィケ ラぺ ラハ るΑゅルミ ヮヤミ れΑよャやヱ∩
.ュヰヘバッ ヴヤハ メΑャキ やクワヱ ュヰもゅシルミ 

 フヱタヱョ ラハ るΑゅルミャやヱ ラョ  ネヱルャや やクワヱ∩ゅヰプキやケョヱ るョヤミャゅミ ヱキよΑ ヮルΕ るヘタ ラハ るΑゅルミャや ラョ フバッぺ
. るΑゅルミャや フΑケバゎ ノョ チケゅバゎΑ Ι ヮルぺ ヴルバョよ ヮΑプケハ ヱぺ るΑヤボハ ヮΑプ るホΚバャや ラヱミゎ るΑゅルミャや 

 るヘタャや ケミク るヅゅシよよ( フヱタヱョャゅよ ヅゅよゎケや ヮャ ¬ヶセよ るヘタャや ベゅェャ ま ゅヰΑプヱ:るよシル ラハ るΑゅルミャや -3や
 ケハゅセャや メヱホ ポャク メゅをョ.)ヮゎやク フヱタヱョャゅよ Ι フヱタヱョャゅよ ヅゅよゎケや ヮャ ¬ヶセよ ゅヰホゅタャまヱ 

やヱ        ヮヤド ノよゎΑ ラョΑャやヮよゅミケ ヶプ ヶセョΑ キィョャ  

 るΑゅルミ ゅルワヱ ゅョルまヱ りケセゅよョ フヱタヱョャゅよ れゅヘタャや ロクワ ペェヤΑ ュャ ラミャヱ キィョャやヱ キヱィャやヱ ケΑカャや ラハ
 フヱタヱョャゅよ ヅゅよゎケや ゅョヰャ ゆゅミケャやヱ メドャやヱ ゆゅミケャゅよ るΑルゅをャやヱ メドャゅよ りケョ ゅヰボタャぺ.  

 ヶボΑボェャや ヴルバョャや りキやケま ノルョゎ るルΑケボャや ラΕ るΑゅルミャや フΑケバゎ ノョ チケゅバゎΑ るΑゅルミャや ラョ ネヱルャや やクワヱ ゅルワ ∩
 コゅィョャや ヴャや ヱぺ ヶヤボバャや コゅィョャや ヴャま るΑゅルミャや ネやヱルぺ ラョ ネヱルャや やクワ ¬ゅョヤバャや チバよ ァケカぺ キホ ポャクャ

 ヶタカセ ネゅルゎホや ラハ ¬ゅルよ ヵぺケャや やクワ メボルぺヱ メシケョャや ケヱゅィョ メドャや )ヮヤド ノよゎΑ ラョΑャや( ケハゅセャや メヱボプ
ゅルワヱ ヶヤタΕや ヴルバョャや りキやケま ノルョゎ ゅルワ るルΑケボャや ラΕ りケヱゅィョャや ヮゎホΚハ メシケョ コゅィョ ゅルヰプ ラゅシルΘャ ポ

 メゅをョャや. るΑゅルミヤャ ペよゅシャや フΑケバゎャや ヴヤハ ¬ゅルよ キェやヱ れホヱ ヶプ るΑゅルミャやヱ コゅィョャや ラΑよ ノョィル ラぺ るャゅェゎシや
ケハゅセャや メヱボΑ ヶルゅをャやァケセェャや ラよや ヴヤハ れよケッ るよホ ヶプ       ンキルャやヱ り¬ヱケョャやヱ るェゅョシャや ラま: .  

ゆェゅタ ヶプ メコルゎ ゅョルまヱ るョΑカャや ヶプ メコルゎ Ι るボΑボェャや ヶプ れゅヘタャや ロクワ ヶプ ンキルャやヱ りヱ¬ケョャやヱ るェゅョシャや 
 るホΚハ ゅョ るャゅェャや ロクワ ヶプヱ∩ ヶボΑボェャや ヶヤタΕや ヴルバョャや りキやケま るΑルゅミョま ノョ ポャク チケゅバゎΑ ポャクよヱ るョΑカャや

 ヮΑプ スΑバΑ ヵクャや ラゅミョャや ヶワ )るよボャや(るョΑカャや ラぺ ゐΑェ るΑルゅミョ るホΚハ ゅルワ るホΚバャや  ∨ゅヰよェゅタよ るよボャや
 るΑゅルミャや フΑケバゎ ラΑよ ゅΑヤィ チケゅバゎャや やクミワヱ .ヮよェゅタま チバよャや ゅヰィケカぺ やクャ るよシルャや ラハ るΑゅルミャやヱ ヴャ

.メシケョャや コゅィョャや 
:るΑゅルミャや るビΚよ 

 ⇔やケセゅよョ ヴルバョャゅよ ヶゎほゎ Ι ヶヰプ∩ヮルワク メゅョハまヱ ノョゅシャや ネゅルホま  ゅヰルぺ ゅョミ∩ メΑャキャゅよ ゅよヱェタョ ヮよ ヶゎほゎ メよ
 .るシヱョヤョ るェッやヱ りケヱタ ヶプ ヶルゅバョャや ノッゎ 

 れや¬やケホ ラハ りケゅよハ ヶヰプ∩ゅヰよ ラΑケカ∂Ιや ュコャぺ Ι るΑタカセ ¬やケぺ ゐェよャや やクワ ヶプ キケヱ ゅョ メミ :るドェΚョ
 ラョ れゅヅゅよルゎシやヱ. キゅヰゎィや ヱワ ゅョ ゅヰルョヱ ゆゎミャや ヶプ れよゅを ヱワ ゅョ ゅヰルョ るヘヤゎカョ ケキゅタョ  

 ⇔ ゅプゅヘセ ⇔ ゅヘΑヘカ ⇔ ゅプΚビ ヱぺ ⇔やケゅゎシ ヴルバョャや ュゅョぺ メバィゎ ラぺ キΑケゎ ラぺ ヱワ るΑゅルミャや ヶプ メΑホ ゅョ メョィぺ: るョゎゅカャや
ゅヰヰィヱ ラハ ュゅをヤャや ヅΑョゎ ラΑェ ¬ゅルシェャや ヮィヱ ヴヤハ ゆゅボルャゅミ るΑヤミャゅよ ロケゎシΑ Ι ラミャヱ ヴルバョャや ケゎシΑ ⇔ ゅボΑホケ  

 ラシェャや キやキコΑよケ .チヱョビ キバよ ¬ゅィ ヮルΕ ゅルシェゅルカΑゅセョヱ ゅルΑョヤバョャヱ ゅルャ ケヘビや ゅル.  


