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    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒ 

                                                               
 

                                                  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

れゅハヱッヱョ ケセハ ヶルゅをャや 

   ゅヰルハ ゆゅィョ 

 ヶルΑよケセャや キヱハゅホ 由 / キやキハま 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪ 

 

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 

 
≒ 

 
 れゅΑへュヱゲャや りケヲシ リョ 

 メやぽジャや ヴャま メヱΕや メやぽジャや リョ ゑャゅんャや 

 
 

 リョ≫  ヴャま∽ 
 
 

 
≪ 

 
¬ゅボヤャや 

 メやぽジャや ヴャま メヱΕや メやぽジャや リョャやノよやゲ 
 
 

 
 

 リョ∝  ヴャま∬ 

 
≫ 

 
 

 
ゲΒシΕや ュぺ 

ャや メやぽジャや ヴャま メヱΕや メやぽジャや リョザョゅガ 
 
 

 
 

 リョ≒≡  ヴャま ≒√ 

 
√ 
 

 るピヤャやれやキゅバャやヱ リΑギャやヱ 
  

メやぽジャや ヴャま メヱΕや メやぽジャや リョ ザョゅガャや 
 
 

 
 

 リョ≒∽  ヴャま≒∬ 

 
∽ 

 
 

ヮΒャグバゎ Ι 
メやぽジャや ヴャま メヱΕや メやぽジャや リョ ザョゅガャや 

 
 

≪≡ リョヴャま   ≪√ 

 
∝ 
 

 ゆゅトガャや リよ ゲヨハ るΒダガセ 
メやぽジャや ヴャま メヱΕや メやぽジャや リョ ノよやゲャや 

 
 

≪∽ リョヴャま   ≪∫ 

 

 

 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≫ 

ヮわΒルやギェヱヱ 聴 りケギボよ るボヅゅル れゅΑへ  :  メヱΕや ⊥ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや 
ぺゲホや : メヱΕや メやぽジャや  リΒわΑΓや リΒわヨΑゲムャや   リΒわΒャゅわャや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 

  ゅレゎゅΑべよ やヲよグミヱ やヱゲヘミ リΑグャや ゅョぺヱ . ラヱゲらエΑ るッヱケ ヶプ ユヰプ れゅエャゅダャや やヲヤヨハヱ やヲレョへ リΑグャや ゅョほプ " : ヴャゅバゎ メゅホ
 ヶプ ギヨエャや ヮャヱ . ラヲエらダゎ リΒェヱ ラヲジヨゎ リΒェ 聴 ラゅエらジプ . ラヱゲツエョ ゆやグバャや ヶプ マゃャヱほプ りゲカΓや ¬ゅボャヱ

" ラヱゲヰヌゎ リΒェヱ ゅΒゼハヱ チケΕやヱ れやヲヨジャや . 
 
≒や ユΑゲムャや ラへゲボャや ょΒャゅシぺ リョ ⇒⇒ ∨ れゅΑΓや リョ マャク ギイゎ リΑほプ ∩ ょΒワゲわャやヱ ょΒビゲわャ 

-  ゅヰヨΒバルヱ るレイャゅよ れゅエャゅダャや やヲヤヨハヱ やヲレョへ リΑグャや れゅΑΓや ろらビケ. 
-  ょΒワゲわャや ギイル ゅヨミャ ゆゅジエャやヱ ゑバらャや ュヲΒャ ゲムレヨャや 聴 れゅΑべよ ギェゅイャや ゲプゅムヤプ ょΒピΑ Ι ユレヰィ ゆやグハ ロぼやゴイ

 . ヮレハ ブヘガΑ Ιヱ ヮレハ 
 
≪ リΒよ テよゲャや ヴヤハ れゅΑΓや ソゲェ リョ るヨムエャや ゅョ ⇒⇒ ∨ ギェやヱ ベゅΒシ ヶプ  モヨバャゅよ ¬やゴイャや 

 -  . るレイャや ユΒバル リョ リョぽヨャや ゲヌわレΑ ゅョヱ ウャゅダャや モヨバャやヱ ラゅヨΑΗや ヶプ ょΒビゲわヤャ 
 - ユもやキ ゆやグハ リョ ゲプゅムャや ゲヌわレΑ ゅョヱ ケゅムルΗやヱ キヲエイャやヱ ゲヘムャや リョ ゲΒヘレわャやヱ 

 
≫ ⇒⇒ . りΚダャや れゅホヱほよ るボよゅジャや るヨΑゲムャや れゅΑΓや ゲ∂ミグゎリ⌒∂Βよ  . マャク 

 -  : るΒルΓや れゅホヱΕや ヶプ マャクヱ りΚダャや ゅレワ ヶレバΑ ヵグャや ウΒらジわャゅよ れゅΑΓや ょャゅトゎ 
 - . ) ラヲジヨゎ リΒェ ( ¬ゅゼバャやヱ ゆゲピヨャや    - . ) ラヲエらダゎ リΒェ ( ウらダャや 
 - . ) ゅΒゼハヱ ( ゲダバャや      - . ) ラヱゲヰヌゎ リΒェヱ ( ゲヰヌャや 

 
√ ∨ るホΚバャや ログワ れキゅプぺ やクゅョヱ ∨ リΒΒャヱΕや リΒわΑΓや リΒよ るホΚバャや ゅョ ⇒⇒ 
  . ゲヘムャや リョ ゲΒヘレわャやヱ ラゅヨΑΗや ヶプ ょΒビゲわヤャ リΑゲプゅムャやヱ リΒレョぽヨャや リョ モミ ¬やゴィ リΒよ ベゲヘャや コゲらゎ ∩ るヤよゅボョ るホΚハ 

 
∽リミゅョΕゅよ ギヨエャやヱ ∩ れゅホヱΕゅよ ウΒらジわャや れゅΑへ ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ペエャや テよケ  :  モヤハ ⇒⇒ 

∩ ヮエΒらジゎヱ 聴 ゲミグよ ゅシゅジェ ゅヌボΑ ゅェヲわヘョ ヮらヤホ モヌΒプ ヴャゅバゎ 聴 ウΒらジゎ ヴヤハ リョぽヨャや ゑエャ  ヴャゅバゎ 聴 ユバレプ
ジャや ヶプ りゲゼわレヨャや ロキゅらハ リョ  ょィヲわジゎ  チケΕやヱ れやヱゅヨ ギヨェ  ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ヮヰΑゴレゎヱ ペャゅガャや. 

∝ リョ ゾヤガわシや ⇒⇒ΑΓや. ゅヰΒヤハ ⇔Κャギョ ∩  るΒツホ  るボよゅジャや るヨΑゲムャや れゅ 
  るボよゅジャや れゅΑΓや  るΒツホ : ヶワヱ ) るΒルゅヨΑま (: 

                   ( ヱ ゲカΓや ュヲΒャゅよ ラゅヨΑΗや 聴 ギΒェヲゎ ヴャゅバゎ )  ラゅムョヱ ラゅョコ モミ ヶプ ロギヨェヱ ヮヰΑゴレゎヱ 
 ゅヰΒヤハ モΒャギャやヱ     れゅΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ  ::  ラぺ リョぽヨャや るレイャや ロぼやゴィ ゲプゅムャや ヱ  ∩  ユレヰィ ゆやグハ ロぼやゴィ. 

                                                  .れゅホヱΕや モミ ヶプ ヴャゅバゎ 聴  ウΒらジゎ  ヴヤハ ゑエャや リョ 
 
∵ ⇒⇒ ∨ 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 

-  るッヱケ ヶプ ユヰプ ラヱゲらエΑ        :ケやゲヨわシや . リョぽヨャや ロゅボヤΑ ヵグャや ユΒバレャやヱ りキゅバジャや    
-  ⌒ゆやグ∠バ∇ャや ヶ⌒プ ∠マ⌒ゃャヱ⊥ ほ∠プ ∠ラヱ ⊥ゲ ∠ツ ∇エ ⊥ョ    :  ュやヱキユヰレハ  ゅ⇔らダビ ケゅヘムャや ゆやグハ 

 
∫ ⇒ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや:   ヮわエゎ 

  : るボよゅジャや れゅΑΓや ヮャヲェ ケヱギゎ ヵグャや コケゅらャや ヴレバヨャや 
 -                                   .  ウャゅダャや モヨバャやヱ ラゅヨΑΗや- . ゲプゅムャやヱ リョぽヨャや リョ モミ れゅヘタ 
 -               . ヮわΒルやギェヱヱ ヮゎケギホヱ 聴 るヨヌハ モもΙキ-  ロギェヱ ヮΑゴレわャやヱ ギヨエャやヱ りキゅらバヤャ ペエわジヨャや ヴャゅバゎ 聴  

 
  ∠ ほ∠プ { ⌒れゅエ⌒ャゅ ｚダャや やヲ⊥ヤ ⌒ヨ∠ハ ∠ヱ やヲ⊥レ ∠ョへ ∠リΑ ⌒グｚャや ゅ ｚョ ∠ラヱ ⊥ゲ∠ら ∇エ⊥Α ∃る ∠ッ ∇ヱ ∠ケ ヶ⌒プ ∇ユ ⊥ヰ∠プ  } 

  ⇒⇒     ゲΒジヘゎ ⇒⇒ モΒヤバゎ ⇒⇒  ギΒミヲゎ  ( ヮヤらホ ゅヨよ テカ ヮわエゎ ゅョ るホΚハ るイΒわル 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  √ 

 : ヶルゅんャや メやぽジャや  ぺゲホや  ΑΓやるヨΑゲムャや れゅ   るΒャゅわャや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 

 リョヱ . ラヲィゲガ⊥ゎ マャグミヱ ゅヰゎヲョ ギバよ チケΕや ヶΒエΑヱ ヶエャや リョ ろΒヨャや ァゲガΑヱ ろΒヨャや リョ ヶエャや ァゲガΑ " : ヴャゅバゎ メゅホ
 ゅヰΒャま やヲレムジわャ ゅィやヱコぺ ユムジヘルぺ リョ ユムャ ペヤカ ラぺ ヮゎゅΑへ リョヱ . ラヱゲゼわレゎ ゲゼよ ユわルぺ やクま ユを ゆやゲゎ リョ ユムボヤカ ラぺ ヮゎゅΑへ

ゅΑへ リョヱ . ラヱゲムヘわΑ ュヲボャ れゅΑΓ マャク ヶプ ラま るヨェケヱ りキヲョ ユムレΒよ モバィヱ フΚわカやヱ チケΕやヱ れやヲヨジャや ペヤカ ヮゎ
 マャク ヶプ ラま ヮヤツプ リョ ユミぼゅピわよやヱ ケゅヰレャやヱ モΒヤャゅよ ユムョゅレョ ヮゎゅΑへ リョヱ . リΒヨャゅバヤャ れゅΑΓ マャク ヶプ ラま ユムルやヲャぺヱ ユムわレジャぺ
 ゅヰゎヲョ ギバよ チケΕや ヮよ ヶΒエΒプ ¬ゅョ ¬ゅヨジャや リョ メゴレΑヱ ゅバヨヅヱ ゅプヲカ ベゲらャや ユムΑゲΑ ヮゎゅΑへ リョヱ . ラヲバヨジΑ ュヲボャ れゅΑΓ

ボバΑ ュヲボャ れゅΑΓ マャク ヶプ ラま " ラヲヤ 
 
≒  リョ アわレわシや ⇒⇒ΑΓやるヨΑゲムャや れゅ  . ヮΒヤハ ⇔Κャギョ ∩  ゅ６Βョゅシ ６ヴレバョ 

 ヴヤハ メギゎ  ヱ ペャゅガャや りケギホ ゲヰヌゎ  れゅΑへ リョ ラヲムャや ヶプ ゅョ モミ      :   ヴレバヨャや   ヮわΒルやギェヱ 
    :   モΒャギャや ヱ   ゅィやヱコぺ ゅレジレィヱ ゅレヘレタ リョ ゅレャ ペヤカヱ ∩ るヘヤわガョ ケやヲヅぺ リョ ゲゼらャや ユを ∩ ゆやゲゎ リョ ュキへ ペヤカ   

                             . るヨェケヱ りキヲョ ァやヱコΕや リΒよ モバィヱ ∩ ユヰΒャま モΒヨルヱ ユヰヘャほレャ 
-  ゅレルやヲャぺヱ ゅレゎゅピャ  フΚわカやヱ ∩ ゅヰッゅヘガルやヱ ゅヰわプゅんムよ チケΕや ペヤカヱ ∩ ゅヰハゅジゎやヱ ゅヰハゅヘゎケゅよ れやヲヨジャや ペヤカ

    . ロゅらわセΚャ ゅらレイゎヱ ゴΒΒヨわャや モヰジΒャ     
-  ょヤトャ ケゅヰレャやヱ ∩ ラやギよΕや るェやケヱ ュヲレヤャ モΒヤャや モバィ . ベコゲャや   
-  ギバよ チケΕや ヮよ ろらレΒプ  ¬ゅヨジャや リョ ゲトヨャや メゴレΑヱ ∩ ゲトヨャや ヶプ ゅバヨヅヱ ∩ ペハやヲダャや リョ ゅプヲカ ベゲらャや モバィ

. ネケコ Ιヱ ゅヰΒプ れゅらル Ι りギョゅィ りギョゅワ ろルゅミ ラぺ 
 ≪ " ラヱゲゼわレゎ ゲゼよ ユわルぺ やクま ユを ゆやゲゎ リョ ユムボヤカ ラぺ ヮゎゅΑへ リョヱ " ⇒⇒ 

           ュΚハΑャや メギ ベゅらト  ∨ るボよゅジャや るΑΓや ヶプ ポゲエわヨャや ヶエャや ゲゼらャやヱ ろΒヨャや リミゅジャや ゆやゲわャや リΒよ 
 -  ヶわャやヱ ゅヰΒヤハ ラヲゼΒバΑ ヶわャや チケΕや ログワヱ ゲゼらャや リΒよ るボΒをヲャや るヤダャやヱ るホケゅガャや 聴 りケギホ ヴヤハ メギゎ
 ラヲボわヤΑ ゲΒらムャや キヲィヲャや ベゅトル ヶプ ユヰヨムエゎヱ ゅヰヨムエゎ ヶわャや ザΒョやヲレャや ヶプヱ ユヰレΑヲムゎ モタぺ ヶプ ゅヰよ 
    

≫ リョ ゾヤガわシや ⇒⇒ΑΓや. ゅヰΒヤハ ⇔Κャギョ ∩  るΒツホ  るボよゅジャや るヨΑゲムャや れゅ 
- るボよゅジャや   るΑΓや   るΒツホ  ゑバらャや るΒツホ    :     ヶワヱ ) るΒらΒビ  るΒルゅヨΑま (   : 
- :   れゅΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ ゅヰΒヤハ モΒャギャや ヱ   

o   ゅヰΒプ れゅらレャや  ァゲガΑヱ チケΕや ヶΒエΑ ヲヰプ   るヨΒヌバャや ヴャゅバゎ 聴 りケギホ 
o  ゆゅジエヤャ  ユワケヲらホ リョ サゅレャや ァゲガΑ  ラぺ  ケキゅボャ ゅワゅΒェぺ ヵグャや ラま ヱ 

 
≫. ゅヰェゅイル ザシぺヱ  ∩ ゅワヲヨシ ヴヤハ ⇔Ιギわジョ ∩ るΒョゅシ るΒルゅジルま るホΚハ ゾレャや リョ ∇キギェ ⇒⇒ 

    : れゅΑΓや ヶプ りキケやヲャや るホΚバャや   ) ァやヱゴャや (  :  るホΚハ ヶワヱ    ) るΒルゅジルま    ( 
- : ァやヱゴャや るホΚハ  ヲヨシ ヴヤハ モΒャギャや   ラぺ   ヴャゅバゎ 聴 チケΕや ケゅヨハまヱ りゅΒエャや ケやゲヨわシΙ ァやヱゴャや ネゲセ

ゅヰもゅレよヱ.                         ) ラヱゲムヘわΑ ュヲボャ れゅΑΓ マャク ヶプ ラま ( 
- . るレΒルほヨトャやヱ るェやゲャやヱ  ∩ るヨェゲャや ヱ りキヲヨャやヱ リムジャや     :  ゅヰェゅイル ザシぺヱ 

                                             )   るヨェケヱ りキヲョ ユムレΒよ モバィヱ ゅヰΒャま やヲレムジわャ  ( 
√ ⇒⇒.ユヰャやヲェぺヱ ゲゼらャや れゅィゅエよ るΒルヲムャや ゲワやヲヌャや テらゎゲゎ  マャク ウッヱ 

-   ユヰルやヲャぺヱ  サゅレャや  るレジャぺ フΚわカや ヶプ  ゅららシ チケΕやヱ れやヲヨジャや ペヤカ   :  ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⌒れやヱゅヨｚジャや ⊥ペ∇ヤ ∠カ 
                                          .れゅゃΒらャや フΚわカやヱ チケΕや ウトシ ヴヤハ ¬やヲィΕや フΚわカや ヴャま マャク  キヲバΑヱ 

-  : ケゅヰｚレャや ∠ヱ モ∇Βｚヤャや                 ∩ ラギらャや るェやケヱ ュヲレヤャ モΒヤャや モバイΒャ ∩ ケゅヰレャやヱ モΒヤャや ょホゅバゎ 
                                      ベコゲャや ょヤトャ ケゅヰレャやヱ   . ゲゼらャや ナヘエャ るΒゎゅΒエャや ユヌレャや ユヌハぺ リョ マャクヱ 

- : ゲトヨャや メヱゴル                  . ヮゎゅΒェ ヮャ ナヘエゎ ヶわャや ゲゼらャや ヴヤハ 聴 ユバル ユヌハぺ リョ ¬ゅヨャや るヨバル 
 
∽  ⇒⇒ . マャク リΒよ . ロキゅらバよ ヴャゅバゎ 聴 るヨェケ ュゅヨゎ ヴヤハ メギΑ ゅョ れゅΑΓや ヶプ 

- ヨルヱ ユヰヘャほレャ ゅィやヱコぺ ¬ゅジル ゅレジレィヱ ゅレヘレタ リョ ゅレャ ペヤカ ヴャゅバゎ ヮルぺ. ユヰΒヘャま モΒ 
-  . ベコゲャや ょヤトャ ケゅヰレャやヱ ∩ るェやゲャやヱ  ュヲレヤャ モΒヤャや モバィ ヴャゅバゎ ヮルや 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ∽ 

:  ゑャゅんャや メやぽジャや  ぺゲホや  ΑΓやるヨΑゲムャや れゅ   るΒャゅわャや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
 " : ヴャゅバゎ メゅホ  . ラヲィゲガゎ ユわルや やクま チケΕや リョ りヲハキ ユミゅハキ やクま ユを ロゲョほよ チケΕやヱ ¬ゅヨジャや ュヲボゎ ラぺ ヮゎゅΑへ リョヱ

 ヶプ リョ ヮャヱ ヴヤハΕや モんヨャや ヮャヱ ヮΒヤハ ラヲワぺ ヲワヱ ロギΒバΑ ユを ペヤガャや ぺギらΑ ヵグャや ヲワヱ . ラヲわルゅホ ヮャ モミ チケΕやヱ れやヲヨジャや
. " ユΒムエャや ゴΑゴバャや ヲワヱ チケΕやヱ れやヲヨジャや ヶプ 

≒ ⇒⇒ . ヮわΒルやギェヱヱ モィヱ ゴハ 聴 りケギホ れゅΑΓや コゲらゎ  . マャク ウッヱ 
-  リョ りケギボよ Ιま ラヲムΑ Ι れゅミゲエャや りケギボョ るヨΒヤシ るヨヌわレョ チケΕやヱ ¬ゅヨジャや ュゅΒホ. ゲΒよギゎヱ 聴 
-  るレシ ペプヱ ヮわゃΒゼョヱ 聴 りキやケΗ チケΕやヱ れやヱゅヨジャや ヶプ リョ モミ ネヲツカ ヶプ ヴャゅバゎ 聴 るΒルやギェヱ ヱギらゎ ゅヨミ

. リΑゲプゅムャや りゅダバャや リョ ラゅミ ヲャヱ ギェぺ ゅヰレハ ギΒエΑ Ι るョヲシゲョ 
 

≪ ⇒⇒  るボよゅジャや れゅΑΓや ゅヰわレヨツゎ  ラゅわトよやゲわョ  ラゅわΒツホ ポゅレワ. ゅヨヰΒヤハ ⇔Κャギョヱ ∩ ゅヨヰダヤガわシや . 
≒  :      ヮわΒルやギェヱヱ ペャゅガャや キヲィヱ  : るΒツホ  ⇒⇒ 

  :  れゅΑΓや ヶプ キケヱ ゅョ ゅヰΒヤハ   モΒャギャや ヱ 
                                            }   ⌒ロ ⌒ゲ ∇ョ∠ ほ⌒よ ⊥チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⊥¬ゅヨｚジャや ∠ュヲ⊥ボ∠ゎ ∇ラ∠ぺ ⌒ヮ⌒ゎゅΑへ ∇リ ⌒ョ ∠ヱ { 

                                                   ∇リ ∠ョ ⊥ヮ∠ャ ∠ヱ { }  ∠ラヲ⊥わ⌒ルゅホ ⊥ヮ∠ャ ｘモ⊥ミ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⌒れやヱゅヨｚジャや ヶ⌒プ 
 ヮわゃΒゼョヱ モィヱ ゴハ 聴 りキやケΗ チケΕやヱ れやヱゅヨジャや ヶプ リョ ぁモミ ネヲツカ ヱ チケΕやヱ ¬ゅヨジャや ュゅΒホ 

                                                          ヮわΒルやギェヱ ヱ ペャゅガャや りケギホ  ギミぽΒャ  . 
≪:  るョゅΒボャやヱ  ゑバらャや :  るΒツホ ⇒⇒⇒  

 " ∠ラヲ ⊥ィ ⊥ゲ ∇ガ∠ゎ ∇ユ⊥わ∇ル∠ぺ やク⌒ま ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠リ ⌒ョ ⇔り ∠ヲ ∇ハ∠キ ∇ユ⊥ミゅハ∠キ やク⌒ま ｚユ⊥を  "          :     ゅヰΒヤハ モΒャギャやヱ 
                                   " ⌒ヮ∇Β∠ヤ∠ハ ⊥ラ ∠ヲ ∇ワ∠ぺ ∠ヲ⊥ワ ∠ヱ ⊥ロ⊥ギΒ ⌒バ⊥Α ｚユ⊥を ∠ペ∇ヤ ∠ガ∇ャや や ⊥ぼ ∠ギ∇ら∠Α ヵ ⌒グｚャや ∠ヲ⊥ワ ∠ヱ  " 

ヱメΙギわシΙや ュゅボョ ヶプ れゅΑΓや ログワ ヴゎほゎ  ヴヤハ ケキゅホヱ ∩ヮもゅレプま ヶヤハ ケキゅホ ラヲムャや やグワ ネギよぺ ヵグャや ペャゅガャや ヮャΗや ラぺ ヶヤハ
. ギΑギィ リョ ヮボヤカ りキゅハま     ゑバらャや るΒツホ ギミぽわャ   

 

≫  ⇒⇒ ∨ 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  
- チケΕやヱ ¬ゅヨジャや ュヲボゎ  : 

    ヮわヨムェヱ 聴 ゲΒよギわよ ろらんゎ チケΕやヱ ∩ 聴 りケギボよ ギヨハ Κよ マシゅヨわゎ  . ゲΒよギゎヱ 聴 リョ りケギボよ 
- : ラヲわルゅホ   
- チケΕやヱ れやヲヨジャや ヶプ リョ モミ  ヴャゅバゎ ロゲョΕ ラヱキゅボレョ ラヲバッゅカ ラヲバセゅカ. 

 
-      : ヴヤハΕや モんヨャや ヮャヱ 

                                 ) 聴 Ιま ヮャま Ι ヮルぺ ( ゅΒヤバャや るヘダャや  . 
                          ) ゲΒダらャや ノΒヨジャや ヲワヱ ¬ヶセ ヮヤんヨミ ザΒャ ( 

 

√⇒⇒  ∇キ∂ギェ: るボよゅジャや るヨΑゲムャや れゅΑΓや リョ   (  リΒよヱ ∩ ⊥ ゅホゅらヅョやギガわシや ゲをぺヮ リｚΒバョ ヴレバョ ヴヤハ ⌒∂メΙギわシΙや ヶプ ) 
 

-   ( ∠ラヲ⊥わ⌒ルゅホ ⊥ヮ∠ャ ｘモ⊥ミ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⌒れやヱゅヨｚジャや ヶ⌒プ ∇リ ∠ョ ⊥ヮ∠ャ ∠ヱ )     : ⌒れやヱゅヨｚジャや  (  : ベゅらトャやx   ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや  ) 
                 . ヮわゃΒゼョヱ 聴 りキやケΗ チケΕやヱ れやヲヨジャや ヶプ リョ モミ ネヲツカ メヲヨセ : ギΒヘΑ 

-     ぺ ∠ギ∇ら∠Α   ( ベゅらトャやx       ⊥ロ⊥ギΒ ⌒バ⊥Α ): 
        ジΑ ペヤガャや ぺギよ ヵグャゅプ ペヤガャや ゑバよ ヴヤハ  るヨΒヌバャや ヴャゅバゎ 聴 りケギホ ウッヲΑ ヲワヱ ヮゎキゅハま ヮΒヤハ モヰマャク ヴヤハ ケキゅホ 

 
 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ∝ 

や   : ヶルゅんャや  ⊥ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャ¬ゅボヤャや 
ぺゲホや : メヱΕや メやぽジャや   ユを  るΒャゅわャや りゲボヘャや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 

ヱ  ( れケヱゅジゎ ゆヲボバΑ ュヲヨヰャや ∩ ヱ ヮわらバゼゎ ∩ラやゴェΕや ろツホぺヱ ヮバイツョ ゆヱゲムャや . ユャヱ ギバΑ ゅジヘレわョ ギイΑ ∩ヮヨヰャ ヱぺ 
りヲヤシ リョ ヮヨャぺ ∩ Ιま リΒわハゅシ:  るハゅシ ネゴヘΑ ゅヰΒプ ヴャや ヮよケ ヴヤダΑ ギイジΑヱ ∩ ∩ギイヰわΑヱ ゑレエわΑヱ ゅヨヰヤわジョ ヮレョ ゲらダャや 

∩ やギイレわジョ ラゅヨΑΗゅよ リΒボΒャやヱ ∩ るハゅシヱ ゾヤガΑ ゅヰΒプ ヴャま ヮジヘル ヶツボΑヱ  ∩ ペェ ンゲミグャや ヮΑギャヲャ ∩ ユを ギイレわジΑ ノョギャゅよ 
ゥヱゲわジΑヱ ¬ゅムらャゅよ ∩ ウジわプ ∩ヮルヲヘィ ヮルヱぽセ  ヂΒヘゎヱ . リヨプ りΚダャや ゲミグャやヱ ラゅミ ユヰヤわジΑ やゲらタ ゅルゅヨΑまヱ ∩ リョヱ 

リΒガシ ノョギャや ラゅミ ヴボヤΑ ゅルゅレゃヨヅやヱ  るェやケ . ) 

≒  ⇒⇒ゾヤガわシや  るボよゅジャや りゲボヘャや リョ)  ⇔るヨΒホ  ゅシケキ ⇒⇒⇒( ∩  ⇔Ιギわジョ 
- : るヨΒボャや  . モΒヨイャや  ゲらダャや 
- : サケギャや   ゲらタや ヴヤハ  リエヨャや やゲらタ   ⇔ΚΒヨィΙヱ キヲバゎ ンヲムゼャや  マジヘル ゲΒピャ .  ヴャゅバゎ 聴 
- : メΙギわシΙや    ュΚジャや ヮΒヤハ ゆヲボバΑ ヮヤバプ ゅョ やグワヱ  ∩ぶゅよ リヌャや リジェ ノョ ΚΒヨィ ユワゲらタ  ラヲムΑ ラヲエャゅダャや                  

                         リヨプ ( りΚダャや ゲミグャやヱ ラゅミ ユヰヤわジΑ やゲらタ ) ゅルゅヨΑまヱ 
 
≪ ⇒⇒ ブシヲΑヱ ゆヲボバΑ るダホ ヶョゲゎّ  ュΚジャや ゅヨヰΒヤハّ  るΒョゅシ フやギワぺ ヴャま 

 .フやギワΕや ログワ リョ リΒレをや ウッヱ 
-  ヴヤハ ゲらダャやヱ ∩¬ゅツボャゅよ ラゅヨΑΗや ヶプ モんヨャや ろよゲッ ヶわャや るヨΒヌバャや れゅΒダガゼャや マヤわよ ¬やギわホΙや ヴャま りヲハギャや

.ラやゲヘピャやヱ ヲヘバャやヱ ュゲムャやヱ ウヘダャやヱ ∩ギもやギゼャや 
- .ノヨトャやヱ りゲΒピャやヱ ギジエャや リョ ゲΒヘレわャや 

≫   ⇒⇒ ∂ギェ ∇キ リョ ゐやギェぺ るダボャや  ⇔りギボハ ∩ ゅレΒらョ ゅヰｚヤェ. 
-    るジΒもゲャや りギボバャや   : 

 ¬Κらャや ヶプ ゆヲボバΑ ヶボよろらホゅバゎヱ ヮΒヤハ  ょもゅダヨャや りギセヱ れゅらムレャや   ブシヲΒャ ロギボヘよ ユヰゎゲΒビヱ ヮゎヲカま ギジェ ょらジよ
 ヮレョ. ヮΒャま ゅヨヰゎキヲハ ヶプ ヮヤョぺ キやキコや マャク ノョヱ ⇔やギΑギセ ゅ⇔ルゴェ ラゴェ  リΒョゅΒレよ ギボプ ブシヲΑ ギボプ ヴャま ユッ ゅヨャヱ 

- モエャや:    
 ヮゎヲカま リハ ブシヲΑ ヲヘハヱ  ∩ ⇔やゲΒダよ ゆヲボバΑ りキヲハヱ ゲダョ ヶプ ヮΒカぺヱ ュΚジャや ヮΒヤハ ブシヲΑ ヴヤハ フゲバわャや

.  ゲダョ ヶプ ブシヲΒよ ユヰハゅヨわィやヱ 
 

√や ⇒⇒ブゼミ   リハょルゅイャや ヶジヘレャや ヶプ   ヶヤΑ ゅヨョ ゐギェ モミ. 
 ユヰゃトガよ ユヰプやゲわハや  ギバよ ヮゎヲカま リョ ュΚジャや ヮΒヤハ ブシヲΑ  ウョゅジゎヱ ヲヘハ    : ゐギエャや 

                        ウョゅジわゎヱ ヲヘバゎ  りゲΒらムャや ゆヲヤボャや ラみプ  ¬ゅΒらルΕや るヨェケ   : ヶジヘレャや ょルゅイャや 
 
∽ ⇒⇒ゎ ゅョ ∇リ⌒∂Βよ リョ ヮダヤガわジヶャゅわャや ブホヲヨャや: 
  ゆヲボバΑ ネゴプّ  ュΚジャや ヮΒヤハّ.ギイヰわャやヱ りΚダャや ヴャま 

 ヴヤハ マャク メギΑ ヱ ゆヲボバΑ ラゅヨΑま  :ّ  ュΚジャや ヮΒヤハّ  聴 ァゲヘよ ヮわボをヱ ¬ゅツボャゅよّ  ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシّ  ヮレョ ユヰヤわジΑ
.ラやヲヤジャやヱ ゲらダャや 

 
∽ ⇒:   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 

 るホΚハ ゅョ ヮわエゎ テカ  よゅヨ ヮヤらホ るボよゅジャや りゲボヘャや ヶプ)  モΒダヘゎ ّ メゅヨィま ّ るイΒわル ّ モΒヤバゎ(  

 ギイレわジΑ ゆヲボバΑ ラゅミ ( ノョギャゅよ ゥヱゲわジΑヱ : りケゅらバャや ログワ リョ ゾヤガわジΑ   .  ) ¬ゅムらャゅよ 
     もゅビ ギΒバΑ ラぺ リムヨΑ ¬ゅムらャや    ⇒⇒⇒         .⇔ ゅら     .  ゲらダャや ノョ ヴプゅレわΑ  ¬ゅムらャや   ⇒⇒⇒           )     (     )      ( 
     ヅヱ るェやケ ヮΒプ ¬ゅムらャや  ⇒⇒⇒       )     (  . ブバツャや ゲワゅヌョ リョ ゲヰヌョ ¬ゅムらャや   ⇒⇒⇒ヨ)  /   ( .   ザヘレヤャ るレΒルほ 

 
 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ∵ 

ぺゲホや :  ヶルゅんャや メやぽジャや   ユを  るΒャゅわャや りゲボヘャや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
(  ∧ ゆヲボバΑ ヴヤハ ゾΒヨボャや ヴボャほプ ∩ ゲΒゼらャや ¬ゅイプ ∩ ゅヰボΑゲヅ ゲΒバャや ろバトホヱ ∩  キゅハ ギホ ロゲダよ やクみプ∧ ゆゅを ギプ ロギセケヱ    

 ⇔ ゅジヘル ュゲミぺ ラゅミ ブシヲΑヱ  ラやヲッゲャやヱ りゲヘピヨャや ヮΒャま やヲらヤヅ ユを ∩ ユワゲョぺ リョ ラゅミ ゅヨよ ロヲをギェヱ ∩ ユヰわダホ ヮΒヤハ やヲダホヱ
ヲカ モΒトΑ ラや リョプ ユヰゃプゅムΑ ラぺ リョ ⇔やゲよ ノシヱぺヱ ∩ ユヰよ: ユヰャ メゅホ ... ∧ ヮΒよぺ ヶレよヱ ヮゎヲカま  やヲェゲよ ゅョ ユヰプ ∩ ユヰわャゴ 

  ) リΒヨェやゲャや ユェケぺ ヲワヱ ユムャ 聴 ゲヘピΑ : ュヲΒャや ユムΒヤハ ょΑゲんゎ Ι  
≒  ⇒⇒ゾヤガわシや  るボよゅジャや りゲボヘャや リョ)  ⇔るヨΒホ  ゅシケキ ⇒⇒⇒( ∩  ⇔Ιギわジョ 

- : るヨΒボャや       ウョゅジわャやヱ ヲヘバャや 
-    : サケギャやゆヲヤボャゅプ マヨヤド リヨハ ヲヘバわャ  りゲΒらムャや ヴジレゎ モミ ¬ゅトカぺ ヶッゅヨャや ゅヨヰョ ろヨヌハ . 
-   : メΙギわシΙややヱほトカぺ  ブシヲΑ りヲカま ∩ やヲプゲわハやヱ やヲヨジホぺヱ ∩ ヴヤハ モΒツヘゎ 聴 ヮャ .. ろゎほプ りキケ モバヘャや " 

ヲヘバャや Ι{  " ウヘダャやヱ  ∠ょΑ ∠ゲ∇ん∠ゎ  ⊥ユ⊥ム∇Β∠ヤ∠ハ  ∠ュ ∇ヲ∠Β∇ャや { ! モよ キやコ ヴヤハ マャク ¬ゅハギャゅよ ユヰャ りゲヘピヨャゅよ    るヨェゲャやヱ} ゲヘピΑ 
聴 ユムャ ヲワヱ ユェケぺ リΒヨェやゲャや { 
 

≪ ⇒⇒ ュΚジャや ヮΒヤハ ブシヲΑ  ウョゅジゎヱ ヲヘハノョ ユヰゃトガよ ユヰプやゲわハや  ギバよ ヮゎヲカま ∨ ヲワ ゅヨプ . ヶジヘル ょルゅィ リハ ブゼムΑ . 
ウョゅジわゎヱ ヲヘバゎ  りゲΒらムャや ゆヲヤボャや ラみプ  ¬ゅΒらルΕや るヨェケ   : ヶジヘレャや ょルゅイャや . 

 
≫ ⇒⇒. ポヲヤジャや ヶプ ゅワゲをぺ ゅエッヲョ ∩るΒジヘル ⇔るヤハ るダボャや リョ ヶヤイわシや  

   : るΒジヘレャや るヤバャや 
                           ヴヤハ ゲトΒシ ヵグャや ギジエャやヱ ギボエャやゅミ ユワゅよぺ ラぺ ユヰレョ ゅ⇔レド ブシヲΑ りヲカま サヲヘルラ   ブシヲΑ ょエΑ  

                                     . ユヰレョ ゲんミぺ リΒョゅΒレよ ロゅカぺヱ 
  : ポヲヤジャや ヶプ ゅワゲをぺ 

              やヲホやクぺヱ ∩ ょイャや ょワゅΒビ ヶプ ブシヲΑ ユワゅカぺ やヲボャぺヱ ラゅトΒゼャや サヱゅシヲャ ブシヲΑ りヲカま ノツカ 
                        . ¬やグΑΗや ラやヲャぺ リΒョゅΒレよ 

 
√ ⇒⇒  リョ ヮダヤガわジゎ ゅョ ∇リ⌒∂Βよヶャゅわャや ブホヲヨャや: 

 ブシヲΑ ラぺ   ヮもゅレよΕ ゆヲボバΑ ギΒミほゎّ  ユヰヨハコ ヶプ ょもグャや ヮヤミぺ ラまヱّ .¬やヲヰャや ザヘレわΑ ヶェ 
 ヴヤハ マャク メギΑ ヱ   : ゅヨャ ユヰゎゲヌル ヶプ ¬ゅよΓや ゅヰよ ゲバゼわジΑ るシゅェ るボんャやヱ ラゅヨΑΗゅよ るヨバヘヨャや るホキゅダャや りヲよΕや るヘヅゅハ
 ラヱぽゼよ モダわΑ.ユワキΙヱぺ 

 
∽や ⇒⇒ブゼミ   リハょルゅイャや ヶジヘレャや ヶプ   ヶヤΑ ゅヨョ ゐギェ モミ. 

        : ゐギエャやリΒョゅΒレよ ギボプ ギバよ リΒョゅΒレよヱ ブシヲΑ りキヲハ ヶプ ゆヲボバΑ モョぺ キギイゎ . 
                               : ヶジヘレャや ょルゅイャやヮΒプ リヌャや リジェヱ ぶゅよ ユΒヌバャや ラゅヨΑΗや 

  リョ ロギミほゎ ノョ  ヮもゅレよぺ ノョ ュΚジャや ヮΒヤハ ゆヲボバΑ ウョゅジゎユヰよグミ 
                           : ヶジヘレャや ょルゅイャや.ユΒヌバャや りヲらレャや ュゅボョ ノョ ょシゅレわゎ  ゆΕや ウョゅジゎヱ るヨェケ 

 
 ∝ ⇒:   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 

 るホΚハ ゅョ ヮわエゎ テカ  よゅヨ ヮヤらホ るボよゅジャや りゲボヘャや ヶプ ) :   モΒダヘゎ ّ メゅヨィま ّ るイΒわル ّ モΒヤバゎ  ( 
 (    ∩ ユヰわダホ ヮΒヤハ やヲダホヱラやヲッゲャやヱ りゲヘピヨャや ヮΒャま やヲらヤヅ ユを ∩ ユワゲョぺ リョ ラゅミ ゅヨよ ロヲをギェヱ     .  )

: りケゅらバャや ログワ リョ ゾヤガわジΑ 
- ゆヲヤボャや  りゲΒらムャや ヴジレゎ モミ ¬ゅトカぺ ヶッゅヨャや ゅヨヰョ ろヨヌハ . 
- フやゲわハΙや ペエャゅよ るヤΒツプ ヲャヱ ラゅミ マャク ギバよ れやヲプ ろホヲャや   . 
- ラヲジヨヤわΑ ラヲレョぽヨャや ァゲヘャや ギレハ りギセ  ¬ΚわよΙや.  
-  リヨェゲャや ゲΒよやギわよ るボんャやヮわヨェゲよ  リΒボΒャやヱ . 

 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ∫ 

ぺゲホや :  ゑャゅんャや メやぽジャや   ユを  るΒャゅわャや りゲボヘャや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
  ∩ リΒバセゅカ ヮΑギΑ リΒよ ラヲヘボΑ ノΒヨイャやヱ ∩ ヮゎヲカま リョ ゲゼハ ギェぺ ゅヨヰャヲェ ヱ ∩  ヮわェゅシ ヶプ ヮΑヲよぺ ブシヲΑ ンぺケヱ ( ノプゲプ

ヮヤツプ ⇔やゲミやク ∩ ヮヨバルぺ ⇔やゲミゅセ ¬ゅヨジャや ヴャま ヮΑギΑ  モΑヱほゎ リョ ヶレわヨヤハヱ ∩ マヤヨャや リョ ヶレわΒゎへ ギホ ゆケ ( : メヲボΑ ヲワヱ ..
)  リΒエャゅダャゅよ ヶレボエャぺヱ ゅ ⇔ヨヤジョ ヶレプヲゎ  りゲカΓやヱ ゅΒルギャや ヶプ ヶャヱ ろルぺ  チケΕやヱ れやヱゅヨジャや ゲヅゅプ ∩ ゑΑキゅェΕや 

 
≒  ⇒⇒ゾヤガわシや  るボよゅジャや りゲボヘャや リョ)  ⇔るヨΒホ  (∩  ⇔Ιギわジョ 

- : るヨΒボャや  リョ ュゅヨゎ ∩ゲムゼャや フやゲわハΗや ょワやヱ モツヘよ . ユバレャや 
- : メΙギわシΙや ∩  ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ユバレヨャや ヴャま るヨバル リョ  ヮΒプ ゅョ ブシヲΑ ノィケぺ ギボプ 

 }ゆ ∠ケ  ∇ギ∠ホ ヶ⌒レ∠わ∇Β∠ゎへ  ∠リ ⌒ョ  ⌒マ∇ヤ ⊥ヨ∇ャや   ゑΑキゅェΕや モΑヱほゎ リョ ヶレわヨヤハヱ ...} 
 
≪ ⇒⇒.ノヨわイヨャや ¬ゅレよぺ リΒよ ギジエャや ケゅゼわルや ヴヤハ るらゎゲわヨャや アもゅわレャや ウッヱ 

-  ヴヤハ ¬ゅツボャやヱ りヱやギバャや ケゅゼわルやヱ るΒワやゲムャやヱ ギボエャや りケゅをま.りキヲヨャや 
- .ノヨわイヨャや マムヘゎ ヶャゅわャゅよヱ るゃΒジャや れやキゅバャや ゲゼルヱ るΒハゅヨわィΙや れゅホΚバャや ろΒわヘゎ 

 
≫ ⇒⇒ ∇メギわシや ヴヤハ  ⌒∂ゲをぺ  ⌒∂ラゅヨΑΗや ぶゅよ ヶプ  ⌒∂ザヘル リョぽヨャや .   ヮ ⌒∂ミヲヤシヱ 
 

 ⌒∂ゲをぺ  ⌒∂ラゅヨΑΗや ぶゅよ ヶプ  ⌒∂ザヘル リョぽヨャや   :  リΒボΒャや るヨΒヌバャや るボんャやヱ 聴 るヨェゲよ ユビケ リョコ メヲヅ .  ¬Κらャや 
 
  ⌒∂ゲをぺ  ⌒∂ラゅヨΑΗや ぶゅよ ポヲヤシ ヶプ リョぽヨャや  : 

 
:  ゲムゼャやヱ ゲらダャや   

- ュΚジャや ヮΒヤハ ブシヲΑ ギボヘャ  ュΚジャや ヮΒヤハ ゆヲボバΑ ゲらタ 
- . ヮゎヲカま ¬やグΑま ヴヤハ   ュΚジャや ヮΒヤハ  ブシヲΑ  ゲらタ 
-  ゅヨワやゲレプ ヶプ りギゼャや ゲよゅタ リΑ ゅヨワやゲルヱ ∩ ヶプ ¬ゅカゲャや  リΒバッやヲわョ リΑゲミゅセ 

: ウョゅジわャやヱ ヲヘバャや 
-  リョ ュΚジャや ヮΒヤハ ブシヲΑ  ウョゅジゎヱ ヲヘハ.ユヰゃトガよ ユヰプやゲわハや  ギバよ ヮゎヲカま 
- .ユヰゃトガよ ユヰプやゲわハや  ギバよ ロキΙヱぺ リョ ュΚジャや ヮΒヤハ ゆヲボバΑ アョゅジゎヱ 
 

√  ⇒⇒ リョ ヮダヤガわジゎ ゅョ ∇リ⌒∂Βよヶャゅわャや ブホヲヨャや  : 

 .ょイャや るよゅΒビ ヶプ ブシヲΑ ¬ゅボャま ヴヤハ りヲカΗや ネゅヨわィや 
 ヴヤハ マャク メギΑ ヱノヨわイヨャやヱ キゲヘャや リョぺ キギヰゎ りゲΒトカ るΒハゅヨわィや るプへ りゲΒピャやヱ ギジエャや ラま  : 

 
∽ ⇒⇒( るΒダガセ モΒヤエゎ メΚカ リョ ょゎゅムャや ネゅトわシや ゅルギΒシ  )ブシヲΑ るΒダガゼャや ログワ ヮΒャま ヶョゲゎ ゅョ コゲらΑ ラぺマャク ウッヱ . 

るΒダガセ モΒヤエゎ メΚカ リョ ょゎゅムャや ネゅトわシや  ゅルギΒシ  るヤよゅボョヱ ヲヘバャやヱ ラやゲヘピャやヱ ウヘダャや ヴャま ヲハギΑ ラぺ )ブシヲΑ (
ラゅジェΗゅよ り¬ゅシΗや . 

 
 ∝ ⇒:   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 

 るホΚハ ゅョ ヮわエゎ テカ  よゅヨ ヮヤらホ るボよゅジャや りゲボヘャや ヶプ ) :   モΒダヘゎ ّ メゅヨィま ّ るイΒわル ّ モΒヤバゎ  ( 
 (   ヮヤツプ ⇔やゲミやク ∩ ヮヨバルぺ ⇔やゲミゅセ ¬ゅヨジャや ヴャま ヮΑギΑ ノプゲプ   : りケゅらバャや ログワ リョ ゾヤガわジΑ   .  ) 
- ゆヲヤボャや  りゲΒらムャや ヴジレゎ モミ ¬ゅトカぺ ヶッゅヨャや ゅヨヰョ ろヨヌハ . 
-  ∩ゅヰらワやヲャ るヨバレャや るらジル やグヰプ ヴハキぺ メゅヨムャ ヶヘルヱ  ∩ゲムゼャや ャょイバヤ 
- ラヲジヨヤわΑ ラヲレョぽヨャや ァゲヘャや ギレハ りギセ  ¬ΚわよΙや.  
- ヮわヨェゲよ  リΒボΒャやヱ リヨェゲャや ゲΒよやギわよ るボんャや . 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ∬ 

ぺゲホや :   ノよやゲャや メやぽジャや   ユを  るΒャゅわャや りゲボヘャや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
 ユミやゲ⇒⇒ェぺ ゅョヱ ∩ "-  ヴシΕや ヶセやヲビ ヶレハ やヲエΑゴゎヱ ∩ ユヰャや ケゅバセ ヶレハ やヲツヘレゎ ラぺ ユゎキケぺ ヲャ-  ヶプ やヲ⇒⇒よゲツゎ ラぺ

 ｚヶ⌒レ∠よ ゅ∠Α { ヮわヨェケヱ 聴 ゥヱケ リョ リΒジもゅΑ ゲΒビ ∩ ゲらダャやヱ ゆぺギャゅよ リΒヨダわバョ ∩ ヮ⇒Βカぺヱ ブシヲΑ リョ リΒジジエわョ チケΕや
 ∠ ほ∇Β∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ⌒ヮΒ ⌒カ∠ぺ ∠ヱ ∠ブ⊥シヲ⊥Α リ ⌒ョ ∇やヲ⊥ジｚジ ∠エ∠わ∠プ ∇やヲ⇒⇒⇒⊥ら∠ワ∇クや ." } ∠ラヱ ⊥ゲ⌒プゅ∠ム∇ャや ⊥ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ｚΙ⌒ま ⌒ ∂乖 ⌒ゥ ∇ヱ ｚケ リ ⌒ョ ⊥サ∠ほ∇Β∠Α ∠Ι ⊥ヮｚル⌒ま ⌒ ∂乖 ⌒ゥ ∇ヱ ｚケ リ ⌒ョ ∇やヲ⊥シ 

 
≒ ⇒⇒ゾヤガわシや  るボよゅジャや りゲボヘャや リョ)  ⇔るヨΒホ   ( ∩  ⇔Ιギわジョ . ゅヰΒヤハ 

 
 : るヨΒボャや   ヴャゅバゎ 聴 ァゲプ ヶプ  モョΕや 
  ∩ ゲΒピわΑ Ι ロぼゅィケヱ ∩ ¬Κらャや ヶプ  ゆヲボバΑ ヶボよ : メΙギわシΙや ヮヤョぺ キやコ リΒョゅΒレよ ギボプ ブシヲΑ ギボプ ヴャま ユッ ゅヨヤプ

. ゅヨヰゎキヲハ ヶプ  ⌒ョ ⊥サ∠ほ∇Β∠Α ∠Ι ⊥ヮｚル⌒ま ⌒ ∂乖 ⌒ゥ ∇ヱ ｚケ リ ⌒ョ ∇やヲ⊥シ∠ほ∇Β∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ⌒ヮΒ ⌒カ∠ぺ ∠ヱ ∠ブ⊥シヲ⊥Α リ ⌒ョ ∇やヲ⊥ジｚジ ∠エ∠わ∠プ ∇やヲ⇒⇒⇒⊥ら∠ワ∇クや ｚヶ⌒レ∠よ ゅ∠Α { リ
} ∠ラヱ ⊥ゲ⌒プゅ∠ム∇ャや ⊥ュ ∇ヲ∠ボ∇ャや ｚΙ⌒ま ⌒ ∂乖 ⌒ゥ ∇ヱ ｚケ 

 
≪ ⇒⇒  リョ ヮダヤガわジゎ ゅョ ∇リ⌒∂Βよヶャゅわャや ブホヲヨャや  : 

   : ブシヲΒャ ロギボプ リョ ュΚジャや ヮΒヤハ ゆヲボバΑ ブホヲョ 
                 ゲらタ :  モΒヨイャや ゲらダャや Ι ネゴィ ヮΒプ モよ ユΒヤジゎ ヴッケヱ ギヨェヱ  

. ヮよ リヌャや リジェヱ ヴャゅバゎ 聴 ヴャま ¬ヲイヤャや ベギタヱ  ユΒヌバャや  ラゅヨΑΗや   :    ヴヤハ マャク メギΑ 
 

 ≫  ⇒⇒  るΒダガゼャや ログワ ヮΒャま ヶョゲゎ ゅョ コゲらΑ ラぺ ) ゆヲボバΑ ( るΒダガセ メΚカ リョ ょゎゅムャや ネゅトわシやマャク ウッヱ . 

 ヶプ ヴヤハΕや モんヨャや ゆゲッ リョ るΒダガゼャや ログワ ヮΒャま ヶョゲゎ ゅョ コゲらΑ ラぺ ) ゆヲボバΑ ( るΒダガセ メΚカ リョ ょゎゅムャや ネゅトわシや
ャや りヲよΕや るヘヅゅハ コやゲよま マャグミヱ ヮィゲヘよ るボんャやヱ ぶゅよ ラゅヨΑΗやヱ ギもやギゼャやヱ リエヨャや ヴヤハ ゲらダャやるホキゅダ . 

√や ⇒⇒ ゑバらョ ゲミク  )  ょらシ  (.ヮレよや るョΚジよ  ∠ゆヲボバΑ キゅボわハや 
 

- サゅジェま   ヮジヘル ヶプ リョゅムャや ゆΕや   .  ヮらヤホ ヶプ ケヲバセ   .ヴャゅバゎ 聴 ヮヨヤハ ゅヨョ ユヤハ 
 
∽や ⇒⇒ブゼミ   リハょルゅイャや ヶジヘレャや ヶプ   ヶヤΑ ゅヨョ ゐギェ モミ. 

 .  ょイャや ヶプ ヮもゅボャま ヱ ヮΒよぺ リハ ロキゅバよみよ ブシヲΑ りヲカま ュゅΒホ 
                      ユワケヲバセ     : ヶジヘレャや ょルゅイャや ギジエャゅよ ヱ りゲΒピャや ヮレョ  . 

 . ュΚジャや ヮΒヤハ ブシヲΑ ギボヘャ  ュΚジャや ヮΒヤハ ゆヲボバΑ ゲらタ 
    . ヮよ リヌャや リジェヱ ヴャゅバゎ 聴 ヴャま ¬ヲイヤャや ベギタ    : ヶジヘレャや ょルゅイャや 
 

∝ ⇒⇒:   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 
 

   ( ヶセやヲビ ヶレハ やヲエΑゴゎヱヴシΕや  (    ゅヰわホΚハ るボよゅジャや りゲボヘャや ヶプ ヮヤらホ ゅヨよ   : 
 (モΒダヘゎ ّ メゅヨィま ّ ギΒミほゎ  ⇒⇒ モΒヤバゎ  ( 

 
    (ヮ⇒Βカぺヱ ブシヲΑ リョ リΒジジエわョ チケΕや ヶプ やヲ⇒⇒よゲツゎ ラぺ (  ゅヰわホΚハ るボよゅジャや りゲボヘャや ヶプ ヮヤらホ ゅヨよ   : 

 (モΒダヘゎ ّ メゅヨィま ّ るイΒわル ّ モΒヤバゎ  ( 
 

 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒≡ 

りキΑタホ  : ゐャゅをャや  ⊥ネヱッ ∇ヱ ∠ョ∇ャや"  ュぺ ケΑシΕや"  ヶよΕ サやケプ  ヶルやキョェャや 

ぺゲホや : メヱΕや メやぽジャや ユを  るΒャゅわャや れゅΒよΕや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
≒.  ∀ゑΒ∠ビ ⌒ポゅボ∠シ ⌒ゲΒシ∠Εや ｚュ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ             ⊥ゲΒシ∠Εや ∠ヶ⌒ボ∠ャ ゅョ ⌒マレ ⌒ョ ∃ロゲ⊥ム⌒よ 
≪.         ∀ゑΒ∠ビ ⌒ポゅボ∠シ ⌒ゲΒシ∠Εや ｚュ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ     ⊥ゲΒ⇒⇒⇒ジ∠Α Ι ∠ヱ ⊥ユ⇒⇒Βボ⊥ΑΙ ∠ゲｚΒ⇒ ∠エ∠ゎ 
≫.  ゅΑ∠ぺ ⌒ポゅボ∠シ ⌒ゲΒシ∠Εや ｚュ⊥ぺ         ∀ゑΒ∠ビ    ⊥ゲΒゼ∠らャや ヶゎほ∠Α やギ⌒ヘャゅ⌒よ リ ∠ョ ヴャ⌒ま 
√.          ヴ∂よ ∠ゲ⊥ゎ リ ∠ヨ⌒ャ ⌒ゲΒ⇒シ∠Εや ｚュ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ   ⊥ケヲバ⊥ゼャや ∠ヱ ∠ょ⌒もやヱ∠グャや ⌒ ∂ろ ⊥ョ ギ∠ホ ∠ヱ 

 
≒ ⇒⇒∨ ゅヰヨェケ ヶプ りギΒダボャや ログワ れギャヱ ヶわャや るヘヅゅバャや ゅョ 
  ゅヰレハ ギΒバよ ヲワヱ ヮョぺ ギボヘャ りケやゲヨャやヱ ユャΕやヱ ラゴエャや るヘヅゅハ. 
 

    ≪  ⇒⇒ ∇ゾヤガわシや  リョ れゅΒよΕや  るボよゅジャや)  ⇔るヨΒホ  ( ∩  ⇔Ιギわジョ  . ゅヰΒヤハ 
- . ソΚカΗやヱ ¬ゅプヲャや             ⇒⇒ ュΕや ゲよ         ⇒⇒. ゅヰャΚィまヱ ュΕや ゲΑギボゎ 

 (るヨェゲャゅよ ヮョΕ ケゲムわヨャや ヮもゅハキ   )  ゅヰホやゲヘャ ギΑギゼャや ヮルゴェヱ 
 
≫ ⇒⇒ れゅΒよΕや リョ モャキ ∩ ヮョほよ るボΒヨバャや ゲハゅゼャや るホΚハ れゅΒよΕや コゲらゎ. るボよゅジャや 

      : ヶプ マャク ゲヰヌΑヱ ∩ ヮョほよ ゲハゅゼャや るホΚハ れゅΒよΕや ザムバゎ 
-  るヨェゲャゅよ ヮョΕ ケゲムわヨャや ヮもゅハキ 
-  . ゲシΕや リョ ヮィヱゲカ ュヲΑ ヮェやゲプぺ ヮミケゅゼゎ リヨャ ギボわプや 
- . ⇔ΚΒヨィ ロやゲゎ ラぺ ょエゎ リヨャ ギボわプや 
 
 
√. ロゲをぺ リΒよヱ ∩ マャク ヴヤハ モャキ . ケやゲムわャや るΒレヘャや ゲハゅゼャや モもゅシヱ リョ ⇒⇒ 

 ( ナヘヤャ ゲハゅゼャや ケやゲムゎ. ノイヘわャやヱ りゲジエャやヱ ヴシΕや ケゅヰドま ヮッゲビヱ ∩ ) ゲΒシΕや ュぺ ゅΑぺ 
 
∽ ¬やギレヤャ ) ゅΑぺ ( ゲハゅゼャや ケゅわカや : モヤハ  ⇒⇒. 

. ラゅムヨャや ヶプ りギΒバよ ろルゅミ ラまヱ ∩ ヮジヘル リョ ゅヰよゲホ ヴヤハ メギΑ 
 
∝∨ ) ュぺ ( るヨヤミ ヴャま ゲΒシΕや るプゅッま キゅプぺ やクゅョ ⇒⇒ 
   - ゲΒシぺ ヮルΕ ュΙΓや ログワ るャやコま リハ ゲハゅゼャや ゴイハ ギΒヘゎ ゅヨミ ∩ ゅヰレよや ゲシぺ ょらジよ ∩ ゅヰョΓやヱ ュΕや りゅルゅバョ コやゲよま 
 
∵. マャク ウッヱ . れやケゅらバャやヱ ドゅヘャΕや ケゅΒわカや ヶプ ゲをぺ ゲハゅゼャや るヘヅゅバャ ⇒⇒ 
   - るヘヅゅハりゲジエャやヱ ヴシΕやヱ ラゴエャや  ゲΒシΕや ュぺ ヶワヱ りキギエョ ⇔ゅドゅヘャや れケゅわカやّ  ロゲミّ  ヴよゲゎ リヨャّ   ろョ 
     るヘヅゅハるヨェゲャやヱ ょエャや カや ヮョほよ ゲらャやヱ ..... ⇔ ゅんΒビ ポゅボシ : ヶワヱ ⇔ ゅドゅヘャぺ れケゅわ 
 
      ∫ ⇒⇒ ヶジヘレャや ブホヲヨャや ウッヱ ャモム  ゲΒらバゎ   ヶヤΑ ゅヨョ. 

-  ( ⌒ゲΒシ∠Εや ｚュ⊥ぺ  : )  ログワ るャやコま リハ ゲハゅゼャや ゴイハ ギΒヘゎ ゅヨミ ∩ ゅヰレよや ゲシぺ ょらジよ ∩ ゅヰョΓやヱ ュΕや りゅルゅバョ
. ゲΒシぺ ヮルΕ ュΙΓや 

-   ( ∠ゲｚΒ⇒ ∠エ∠ゎ ⊥ゲΒ⇒⇒⇒ジ∠Α Ι ∠ヱ ⊥ユ⇒⇒Βボ⊥ΑΙ: )   ⇔ ゅららシ ロぼゅハキ ラヲムΑ ラぺ ヶプ ゲハゅゼャや ¬ゅィケ るヨェゲャゅよ ヮョぺ ゲヨピΑ ⇔やギΒミぺ
. ゲΒガャやヱ 

- ) ろョ ギホヱ (    :. ヮョぺ れヲョ ょらジよ ロゲヰヌョヱ ヮジヘレよ ュゅヨわワΙや ヶプ るらビゲャやヱ ノプやギヤャ ゲハゅゼャや ラやギボプ 
 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒≒ 

 メやぽジャや ヶルゅんャや ぺゲホや : ユを  るΒャゅわャや れゅΒよΕや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
≒.         ∃ゲエ∠よ ∠ヱ ∃∂ゲ∠よ ヶプ ∠ケゅシ ⌒マ⊥レよ⌒や やク⌒ま     ⊥ゲΒイ∠わジ∠Α ヱ∠ぺ ⊥ヮ∠ャ ヲハギ∠Α リ ∠ヨ∠プ 
≪.  ⊥ケヱゲ⇒⇒⊥ジャや ⌒ヮ⌒よ ∂ユ⇒⇒⌒ヤ⊥Α ラ∠ぺ ∀ュぽ⊥ャ ∠ヱ           ∃リ⇒Β∠ハ ∠ゲΑゲ⇒∠ホ ∠ろ⇒Βら∠Α ラ∠ぺ ∀ュやゲ ∠ェ 
≫.  ⊥ゲΒ⇒⇒ゼ∠ハ Ι ∠ヱ ⌒マ⇒Α ∠ギ∠ャ ∀ギ⇒∠ャ ∠ヱ Ι ∠ヱ          ゅΑゅレ ∠ヨャや ∠ヱ ゅ⇒Αやコ ∠ゲャや ⌒ろ⇒⇒ホ⊥ク ギ∠ホ ∠ヱ 
√.  ⌒らヤ∠ホ ⊥ょΒら ∠ェ ∠ゆゅビ ∠ヱ ⊥ケヲツ⊥ェ ⌒ヮ⌒よ ⌒¬ゅヨ∠ジャや ⊥る∠ム⌒もΚ ∠ョ          ∃ラゅム ∠ョ リ∠ハ ⌒マ 

 
≒ ⇒⇒. マャク ウッヱ . れやケゅらバャやヱ ドゅヘャΕや ケゅΒわカや ヶプ ゲをぺ ゲハゅゼャや るヘヅゅバャ 

-  りゲジエャやヱ ヴシΕやヱ ラゴエャや るヘヅゅハ  モんョ リョ ドゅヘャぺ ゅヰレハ ゲらバゎ  ヶワヱ  (  :  ヲハギΑ リョّ  ュやゲェّ  ギャヱ Ιّ 
 ゅΑやコゲャやّ . ゆゅビ ) 

-  ゲらャやヱ るヨェゲャやヱ ょエャや るヘヅゅハ  モんョ リョ ドゅヘャぺ ゅヰレハ ゲらバゎ  ⌒マ⌒らヤ∠ホ ⊥ょΒら ∠ェ : ヶワヱ  -  ¬ゅヨジャや るムもΚョ≡ 
 

≪ ⇒⇒. るボよゅジャや れゅΒよΕや リョ モャキ ∩ ヮョほよ るボΒヨバャや ゲハゅゼャや るホΚハ れゅΒよΕや コゲらゎ 
      : ヶプ マャク ゲヰヌΑヱ ∩ ヮョほよ ゲハゅゼャや るホΚハ れゅΒよΕや ザムバゎ 
-   ゅヰルほミヱ ∩ ヮョぺ れヲョ ギバよ ゅヨヰャ ユバヅ Ι りキゅバジャやヱ ゥゲヘャや ラぺ ゲハゅゼャや ンゲΑ. ヮΒヤハ ュやゲェ 
- . ゅヰよ るトΒエヨャや ょもゅダヨャやヱ ュΙΓや ヮョぺ リハ ノプギΑ ラぺ ロゴイバャ ヮヨャほゎ 

 

≫. ロゲをぺ リΒよヱ ∩ マャク ヴヤハ モャキ . ケやゲムわャや るΒレヘャや ゲハゅゼャや モもゅシヱ リョ ⇒⇒ 
-   やグワヱ ∩ るャゴハヱ りギェヱ ヶプ ズΒバゎ ゅヰルぺ ギΒヘΑ : ) ゲΒゼハ Ι ∩ ギャヱ Ι ( ヮャヲホ ヶプ " Ι " ヶヘレャや フゲェ ケやゲムゎ

りゲジエャやヱ ヴシΕゅよ ゲハゅゼャや サゅジェま ペヨバΑ . ヮョぺ りゅプヱ ヴヤハ 
  

√  ⇒⇒ケヱゲジャや ヮよ ユヤΑ ラぺ ュぽャヱ            リΒハ ゲΑゲホ ろΒらΑ ラぺ ュやゲェ 
 - よ ゲハゅゼャや サゅジェま ろΒらャや ザムバΑ⇒:    ヴシΕやヱ りケやゲヨャや 

 
∽  ⇒⇒や ヶプ ゅョ リΒよ れゅΒよΕ りゅルゅバョ ( ゲワゅヌョ リョ . Ιギわジョ  ) 

 : りゅルゅバヨャや ゲワゅヌョ 
-  ュΕや ろハゲイゎ ラゴエャや りケやゲヨャやヱ ベやゲヘよ . ゅヰレよや     (  ゅΑゅレ ∠ヨャや ∠ヱ ゅ⇒Αやコ ∠ゲャや ⌒ろ⇒⇒ホ⊥ク ギ∠ホ ∠ヱ )         
- Ι りギΒェヱ ュΕや りゅプヱ ギャヱ ゅヰバョ Ιヱ ァヱコ .          ( ⊥ゲΒ⇒⇒ゼ∠ハ Ι ∠ヱ ⌒マ⇒Α ∠ギ∠ャ ∀ギ⇒∠ャ ∠ヱ Ι ∠ヱ   ) 

 
∝. リョゅんャや ろΒらャや ヶプ るムもΚヨャや ケヲツェヱ ∩ ゲハゅゼャや ゆゅΒビ リΒよ ノヨイャや  : モヤハ  ⇒⇒ 

- ( ヮレョ ゲΒカ ユワ リョ ケヲツエよ ゲらダわΑヱ ∩ ンゴバわΑ ラぺ ゲハゅゼャや キやケぺ ヮョぺ リハ ヮよゅΒビ チヲバゎヱ ∩ ) るムもΚヨャや 
  

∵∨ ) ゅΑやコゲャや ( ヴヤハ ) ゅΑゅレヨャや ( ブトハ キゅプぺ やクゅョ  ⇒⇒ 
  -  . りゅルゅバョヱ ュヲヨワヱ ∩ ュΙへ ゅヰヤミ ゲハゅゼャや ュぺ りゅΒェ ラぺ キゅプぺ 
  
       ∫ヶジヘレャや ブホヲヨャや ウッヱ  ⇒⇒  ヶヤΑ ゅヨョ   ゲΒらバゎ モムャ. 
- ラゅレゃヨヅΙやヱ ケヱゲジャやヱ りキゅバジャや   : リΒハ ゲΑゲホ 
- : ゅΑゅレヨャやヱ ゅΑやコゲャや ろホク . ゅヰΒャま ろャへ ヶわャや るΑゅヰレャやヱ ∩ ゅヰゼΒバゎ ろルゅミ ヶわャや りゅΒエャや りケやゲョ 
- . ブバツャやヱ ∩ るャゴバャやヱ りギェヲャや  : ゲΒゼハ Ιヱ マΑギャ ギャヱ Ι 

 

 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒≪ 

ぺゲホや :  ゑャゅんャや メやぽジャや ユを  るΒャゅわャや れゅΒよΕや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
∬ ⌒ムら∠Β⌒ャ .⇒Βプ ⌒ろヨ⊥タ ∃ュヲ∠Α ぁモ⊥ミ ⌒マ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ⇔り ∠ゲ∠よゅダ⊥ョ                        ⌒ヮ ⊥ゲΒイ∠ヰャや ∠ヶ ⌒ヨ ∠ェ ギ∠ホ ∠ヱ 

≒≡ ⌒ムら∠Β⌒ャ.⇒⇒ヨ⊥ホ ∃モΒ∠ャ ｚモ⊥ミ ⌒マ⇒Βプ ⌒ろ⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲΒレ ⊥ヨャや ⊥ゲイ∠ヘャや ヵギ∠わら∠Α ラ∠ぺ ヴャ⌒ま                        ⌒ヮ 
                    ≒≒                    ∃フヲガ∠ョ ∃ギ ∠ヰ∠トツ⊥ョ ｚモ⊥ミ ⌒マ ⌒ムら∠Β⌒ャ.     ∠ィ∠ぺ⇒⇒ ∠ホ ∠ヱ ⌒ヮΒゎゲ⇒⇒⇒ ⊥ゲΒイ ⊥ヨャや ｚゴ∠ハ ギ 

                     ≒≪ . ⌒ムら∠Β⌒ャ⇒⇒⇒                     ∃ゲΒボ∠プ ∃リΒムジ ⌒ョ ｚモ⊥ミ ⌒マ     ⊥ゲΑコ ⌒ユヌ∠バャや ヶプ ゅョ ∠ヱ ⌒ヮΒわん∠ビ∠ぺ 
 

≒ ⇒⇒. マャク ウッヱ . れやケゅらバャやヱ ドゅヘャΕや ケゅΒわカや ヶプ ゲをぺ ゲハゅゼャや るヘヅゅバャ 
-      (  ラゴエャやヱ ヴシΕや ⌒ムら∠Β⌒ャ⇒ ⌒ろヨ⊥タ ∃ュヲ∠Α ぁモ⊥ミ ⌒マ   ⇒⇒ ⌒ムら∠Β⌒ャ⇒⇒ ∃モΒ∠ャ ｚモ⊥ミ ⌒マヨ⊥ホ⇒ ⌒ろ   ⇒⇒ ∃ギ ∠ヰ∠トツ⊥ョ ｚモ⊥ミ ⌒マ ⌒ムら∠Β⌒ャ  ⇒⇒ ｚモ⊥ミ ⌒マ ⌒ムら∠Β⌒ャ

 ∃ギ ∠ヰ∠トツ⊥ョ  ) 
-  ゆゅイハΗやヱ コやゴわハΙゅよ ⇔ ゅィヱゴヨョ  ⇒⇒ ブΒバツャや りゲダル  ⇒⇒   ュゅΒボャやヱ ュヲダャや  (   : ) ュΕや ょホゅレョ キやギバゎ ( 

)  リΒムジヨャや りギハゅジョ  

≪  ⇒⇒ ∇ゾヤガわシや  リョ れゅΒよΕや  るボよゅジャや)  ⇔るヨΒホ  ( ∩  ⇔Ιギわジョ  . ゅヰΒヤハ 
-    (    .  ュヲヤヌヨャや りゲダル ∃フヲガ ∠ョ ∃ギ ∠ヰ∠トツ⊥ョ ｚモ⊥ミ ⌒マ ⌒ムら∠Β⌒ャ ) 
-    . ¬やゲボヘャや ヴャま ラゅジェΗや(  ⌒ムら∠Β ⌒ャ⇒⇒⇒ ∃ゲΒボ∠プ ∃リΒムジ ⌒ョ ｚモ⊥ミ ⌒マ)        

 
≫. ロゲをぺ リΒよヱ ∩ マャク ヴヤハ モャキ . ケやゲムわャや るΒレヘャや ゲハゅゼャや モもゅシヱ リョ ⇒⇒ 

-  リΑゲΒんムャや ギレハ ゅワケギホ ヲヤハヱ ヮョぺ るルゅムョ ヲヨシ ギΒヘΑ  ) マムΒらャ ( ゲハゅゼャや ケやゲムゎ. 
- . ゅヰらホゅレョ りゲんミヱ ネヲレゎヱ キギバゎ ギΒヘΑ ) モミ ( ケやゲムゎ 

 
√∨ マΑやケ ヶプ ゅヰヨワぺ ゅョヱ ∨ ょホゅレヨャや ログワ ゅヨプ ∩ ヮョぺ ょホゅレョ ゲハゅゼャや コゲよぺ ⇒⇒ 

-  ュゅΒダャやّ  モΒヤャや ュゅΒホّ  りギイレャやヱ るョゅヰゼャやヱ り¬ヱゲヨャやّ ラゅジェΗやヱ ゲらャや . 
-  モΒヤャや ュヲボΑヱ ュヲダΑ ラぺ ラゅジルΗや ノΒトわジΑ ゲらダャゅよ ラΕ ∩ ゲらダャや : ょホゅレヨャや ログワ ユワぺヱ メゅヨハぺ モミ ヴャま ヮバプギΑヱ

. ゅヰゎゅバらゎ モヨエゎヱ ∩ ゲΒガャや 
 

∽∨ やクゅヨャヱ ∨ ヮミケゅセ リヨプ ∩ ロギェヱ ゲハゅゼャや ヴヤハ ¬ゅムらャやヱ ラゴエャや ゲダわボΑ ユャ  ⇒⇒ 
-  るヨもゅタ ゅヰΒツボゎ ろルゅミ ゅヰルΕ ュゅΑΕや 
-  りギらバわョ るヨもゅホ ゅヰΒツボゎ ろルゅミ ゅヰルΕ モΒヤャや 
- . ヮΒヨエゎヱ ∩ ロゲΒイゎ ろルゅミ ゅヰルΕ ブもゅガャや ュヲヤヌヨャや 
- ブトバゎ ろルゅミ ゅヰルΕ ゲΒボヘャやヱ リΒムジヨャや . ヮんΒピゎヱ ヮΒヤハ 
  

∝  ⇒⇒や ヶプ ゅョ リΒよ れゅΒよΕ  ( ゲワゅヌョ リョ ょエャや. Ιギわジョ  ) 
   : ょエャや  ゲワゅヌョ 
-  ゲハゅゼャや ¬ゅハキヮョΕ .  
- ロぼゅムよヱ ギΑギゼャや ヮルゴェ ゅヰΒヤハ   . 
- キやギバゎ ゅヰらホゅレョ ゲΒらバわャやヱ リハ ャ ギΑギゼャや ヮルゴェヮゎケゅジガ .  ゅワギボヘよ 

 
       ∫ヶジヘレャや ブホヲヨャや ウッヱ  ⇒⇒  ヶヤΑ ゅヨョ   ゲΒらバゎ モムャ. 
-  ヶヨェ ギホヱゅヰヤヨエゎヱ ∩ ゅワゲらタ りヲホ  :  ゲΒイヰャや 
-  . ゅヰルゅヨΑま りヲホヱ ∩ ギらバわャや : ゲΒレヨャや ゲイヘャや ヵギわらΑ ラぺ ヴャま 
-  : ゲΒイヨャや ゴハ ギホヱ .  ュΕや ザヘル ヶプ りギイレャやヱ ∩ るョゅヰゼャや るヘタ モタほゎ 
-   : ゲΑコ ユヌバャや ヶプ ゅョヱ  )ベゅヘルΗや ょェヱ ケゅんΑΗや ( / ヮΒャま るィゅェ ヶプ ろルゅミ ラまヱ ∩ ¬ゅトバャや ヴヤハ ゅヰタゲェ ギΒヘゎ 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒≫ 

 :  ノよやゲャや メやぽジャやぺゲホや ユを  るΒャゅわャや れゅΒよΕや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
  

≒≫ ∂ョ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ.⇒⇒ ∠ミ ⊥ロゅ⇒ ∠ヅ ∃∂ユ∠ワ ユ⇒⇒⇒⇒                        ∃モΑヲ   ⊥ゲΒダ∠ル ⊥ヮレ ⌒ョ リ⊥ム∠Α ユ∠ャ ⌒マ⌒よ ヴツ∠ョ 
≒√ ∂ョ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ.⇒⇒ ∠ミ ⊥ロゅ⇒ ⊥ケヲヰ⊥ド ⊥ヮ∠ャ ∠ザΒ∠ャ ∠れゅョ ⌒マ⌒らヤ∠ボ⌒よ                           ∃ラヲダ∠ョ ∃ゲ ⌒シ ユ 
≒∽ ゅΑ∠ぺ. ⊥ゲΒダ∠ボャや ⊥モ ∠ィ∠Εや ゅヰ∠ルヱキ ∠ヱ ⌒マわ∠ゎ∠ぺ                          ヶよゲ⊥ボ⌒よ ンゲゼ⊥よ ユ∠ミ ⊥ロゅ ∂ョ⊥ぺ 

 
≒ ⇒⇒ . るボよゅジャや れゅΒよΕや ラヲヨツョ リハ ゅヰよ ゲらバゎ マよヲヤシほよ りゲムプ ∇ヒタ 
- .ケやゲシΕや ナヘェヱ ュヲヨヰャや メゅヨわェや ヶプ ュΕや るハヱケ ヴヤイわゎ 
 
≪ ⇒⇒. マャク ウッヱ . れやケゅらバャやヱ ドゅヘャΕや ケゅΒわカや ヶプ ゲをぺ ゲハゅゼャや るヘヅゅバャ 
 (  ラゴエャやヱ ヴシΕや ∂ョ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ⇒⇒ ⊥ロゅ  ∠ミ⇒ ∠ヅ ∃∂ユ∠ワ ユ⇒⇒⇒⇒   ∃モΑヲ ⇒⇒   ⊥ケヲヰ⊥ド ⊥ヮ∠ャ ∠ザΒ∠ャ ∠れゅョ ⇒⇒   ⊥ゲΒダ∠ボャや ⊥モ ∠ィ∠Εや   ) 

≫  ⇒⇒ ∇ゾヤガわシや  リョ れゅΒよΕや  るボよゅジャや)  ⇔るヨΒホ  ( ∩  ⇔Ιギわジョ  . ゅヰΒヤハ 
-       . モヨエわャやヱ ゲらダャや (   ∂ョ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ⇒⇒ ∠ミ ⊥ロゅ⇒ ∠ヅ ∃∂ユ∠ワ ユ⇒⇒⇒⇒   ∃モΑヲ ... ユ∠ャ ⌒マ⌒よ ヴツ∠ョ ⊥ゲΒダ∠ル ⊥ヮレ ⌒ョ リ⊥ム∠Α ) 
-         . ゲジャや ラゅヨわミ     ( ∂ョ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ⇒⇒ ∠ミ ⊥ロゅ⇒  ∃ラヲダ∠ョ ∃ゲ ⌒シ ユ...     ⊥ケヲヰ⊥ド ⊥ヮ∠ャ ∠ザΒ∠ャ ∠れゅョ ⌒マ⌒らヤ∠ボ⌒よ ) 

 
√. ロゲをぺ リΒよヱ ∩ マャク ヴヤハ モャキ . ケやゲムわャや るΒレヘャや ゲハゅゼャや モもゅシヱ リョ ⇒⇒ 

-  ヮョぺ ヴヤハ ノイヘわャやヱ りゲジエわャや ケゅヰドΗ ) ロゅョぺ ゅΑ ( ヶプ ¬やギレャや 
-  ) ユミ ( ケやゲムゎケやゲシΕやヱ ュヲヨヰャや りゲんミ モヨエわャ ゅヰわヨΑゴハヱ ∩ ゅワゲらタ りヲホ ギΒヘゎ ∩ るΑゲらガャや 

 
∽∨ マΑやケ ヶプ ゅヰヨワぺ ゅョヱ ∨ ょホゅレヨャや ログワ ゅヨプ ∩ ヮョぺ ょホゅレョ ゲハゅゼャや コゲよぺ ⇒⇒ 

ّ  ュヲヨヰャやヱ ギもやギゼャや ヴヤハ ゲらダャやّ . ゲジャや ナヘェヱ ¬ゅプヲャや 
-  モΒヤャや ュヲボΑヱ ュヲダΑ ラぺ ラゅジルΗや ノΒトわジΑ ゲらダャゅよ ラΕ ∩ ゲらダャや : ょホゅレヨャや ログワ ユワぺヱ メゅヨハぺ モミ ヴャま ヮバプギΑヱ

. ゅヰゎゅバらゎ モヨエゎヱ ∩ ゲΒガャや 
 

 
∝  ⇒⇒  ラヲダョ ( ⇒よ ゲジャや ブタヱ キゅプぺ やクゅョّ  れゅョ- ∨ ) ケヲヰド ヮャ ザΒャ 

       ギェΕ ゅヰよ ウらゎ ユャヱ ∩ ケやゲシΕや ろルゅタ ⇔やゲΒんムプ ∩ ゲジヤャ るヨゎゅミ ギヰバャゅよ るΒプヱ ヮョや ラぺ ゲハゅゼャや ギミぽΑ 
                    ラヲムΑ ヮわΑゅハケヱ ゲジャや るルゅΒタ れゅィケキ ヴヤハほプ. ¬ゅヘわカΙやヱ れヲヨャゅよ 

   
 

       ∵ヶジヘレャや ブホヲヨャや ウッヱ  ⇒⇒  ヶヤΑ ゅヨョ   ゲΒらバゎ モムャ. 
- . リΒバヨャや ょヤヅ ュギハ ヶプ ゅヰジヘル りゴハヱ ュヲヨヰャや モヨエゎ ヶプ ゅヰゎヲホヱ ュΕや るヨΑゴハ : ゲΒダル ヮレョ リムΑ ユャ 
- . キヲヰバャやヱ ケやゲシΕや ナヘェヱ ∩ るヨヤムャや るルゅョぺ ヴヤハ ギΑギゼャや ュΕや ソゲェ  : ケヲヰド ザΒャ れゅョ 

∫ャ ⇒⇒ るΒもゅゼルΗや ょΒャゅシΕやヱ るΒルゅΒらャや ケヲダヤ ケヱキロゲムプヱ ゲハゅゼャや るヘヅゅハ コやゲよま ヶプ  れゅΒよΕや リョ マャク ヴヤハ メギわシや .. 

 ) ユミ ゲシ ラヲダョ マらヤボよ れゅョ ザΒャ ヮャ ケヲヰド ) 
ゾΒガゼゎ ゲハゅゼャや ゲジャや ヶプ ょヤホ ュΕや ヶプ りケヲタ リもゅミ ヶェ れヲヨΑ るャΙギヤャ ヴヤハ ¬ゅプヱ ヮョぺ ゅヰわルゅョぺヱ ゅヰルゅヨわミヱ 

ギΑギゼャや ケやゲシΖャ . 
 (  ∂ョ⊥ぺ ゅΑ∠ぺ⇒⇒ ⊥ロゅぺ )やギΒバよ ヮゎゅルゅバョヱ ュΕや ギボヘャ ペΒヨバャや ラゴエャや ケゅヰドま ヮッゲビ ¬やギル ヶらヤヅ ヶもゅゼルま ゆヲヤシ  ゅヰレハ  ヶプ

 ゲシΕや 
 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒√ 

ャや メやぽジャやザョゅガ  ぺゲホや : ユを  るΒャゅわャや れゅΒよΕや ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
                 ≒∝.                         ヶィゅル⊥ぺ リ ∠ヨ⌒ャ ∠ヱ ヶム∠わセ∠ぺ リ ∠ョ ヴャ⌒ま   ∠ホゅッ やク⌒ま⇒⇒⇒ ゅヨ⌒よ ろ ⊥ダャや ゅヰΒプ⇒⇒⇒ ⊥ケヱギ 
                 ≒∵ハ⊥キ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ.⇒⇒⇒⇒ ∠Β ⌒ハやキ ⌒¬ゅ⇒⇒⇒                           ヴ∂ホ ∠ヱ⊥ぺ ∃る Β ⌒ッ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ィ ∠ヱ ⌒¬ゅ⇒Βレ∠わシ∠ぺ ∃ヮ⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲ 
                  ≒∫ ∠わヘ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ                           ヴ∂プ ∠ヲ ⊥ヨャや ∠ケギ∠ボャや ⊥ノ∠プギ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ.⇒ョ∠Εや ⊥ウ⇒⇒ ⊥ゲジ∠バャや⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲΒ 
                   ≒∬.Βヤ∠ホ リ∠ハ ゅ∂ル∠ぺ ⌒マレ∠ハ ヴ∂ヤ∠ジ⊥ル⇒⇒⇒ゲΒダ∠ル ンゲカ⊥Εや ヶプ ⌒れゲ ⌒タゅョ ヴャ⌒ま                            ∃モ 

≒. るボよゅジャや れゅΒよΕや メΚカ リョ  マャク ウッヱ ∩ ヮゎゅΒェ ヶプ ユΒヌハ ケヱキ ゲハゅゼャや ュΕ  ⇒⇒ 
- . ロケギタ ヮよ ペΒツΑ ゅョヱ ∩ ヮョヲヨワ ヮΒャま ヲムゼΑ ヵグャや ペΑギダャや ヶワ 
-  ヶワヱ. ゲダレャやヱ ラゅョΕやヱ るΑゅヨエャゅよ ヮャ ヲハギゎ ヶわャや 
- . ヮャ ゲΒガャや ヮΒプ ゅョ ヴャま ヮヰィヲゎヱ ソΚカまヱ ベギダよ ヮエダレゎ ヶわャや ヶワヱ 
- . ヮレハ ヮヘヘガΑヱ ∩ ロ¬Κよヱ ロケギホ 聴 ノプゲΑ ヮャ ゅヰもゅハギよ ヶわャや ヶワヱ 
- . ゲΒジハ ゲョぺ モミ ヴヤハ ヮレΒバΑ ヵグャや メぼゅヘわャやヱ モョΕや ヮジヘル ヶプ ろんよ ヶわャや ヶワヱ 

≪ ⇒⇒: ヶヤΑゅョ モヨミぺ 
-  やグワ ヶプ ゲハゅゼャや ゲらバΑ: ろΒらャや    ゲΒダル ンゲカΕや ヶプ れゲタ ゅョ ヴャま            モΒヤホ リハ ゅルぺ マレハ ヴヤジル 

 ゅレワ ゲハゅゼャや ゲらバΑれヲヨャや るボΒボエよ ヮルゅヨΑま リハ. 
  

≫∨ やクゅヨャヱ ∨ ンヲイレャやヱ ンヲムゼャや リΒよ ベゲプ ポゅレワ モワ ∨ ヶィゅルぺ リヨャ ヱぺ ヶムわセや リョ ヴャま ⇒⇒ 
- .ヮレハ ユヤヌャや ノプギャ リΒバョヱ ゲΒダル リハ ゑエらΑ ヵグャや ュヲヤヌヨヤャ ンヲムゼャや 

          ゅヰジルぺヱ ゅワやヲヤシ ザヘレャや ヮΒプ ギイゎヱ ∩ ⇔ ゅルゅムョヱ ⇔ ゅジヘル ょΑゲボヤャ ヶヰプ ンヲイレャや ゅョぺ 
 
√ ⇒. マャク ウッヱ . れやケゅらバャやヱ ドゅヘャΕや ケゅΒわカや ヶプ ゲをぺ ゲハゅゼャや るヘヅゅバャ 

るホキゅタ ゲハゅゼャや るヘヅゅハ れ¬ゅィ    ラゴエャやヱ ヴシΕや  : モんョ リョ ゅヰレハ りゲらバョヱ るヘヅゅバャや マヤわャ るヨもΚョ ドゅヘャΕや れ¬ゅィヱ   
                           (ヶムわセぺ リョ ヴャま∩ ゅヨよ ろホゅッ .ゲΒジバャや ゲョΕや∩ケヱギ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ダャや ゅヰΒプ ) 

∽  ⇒⇒ ∇ゾヤガわシや  リョ れゅΒよΕや  るボよゅジャや)  ⇔るヨΒホ  ( ∩  ⇔Ιギわジョ  . ゅヰΒヤハ 
-   ロケギホヱ 聴 ¬ゅツボよ ゅッゲャや   ゲカΓや ュヲΒャゅよ ラゅヨΑΗや ⇒⇒  . 

                   (Βヤ∠ホ リ∠ハ ゅ∂ル∠ぺ ⌒マレ∠ハ ヴ∂ヤ∠ジ⊥ル⇒⇒⇒ ∃モ⇒⇒  ゲΒダ∠ル ンゲカ⊥Εや ヶプ ⌒れゲ ⌒タゅョ ヴャ⌒ま) 
-    (    . ュΕや るハゅヅΒ ⌒ッ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ィ ∠ヱ ⌒¬ゅ⇒Βレ∠わシ∠ぺ ∃ヮ⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲ  ⇒⇒   ∠わヘ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ⇒ョ∠Εや ⊥ウ⇒⇒ジ∠バャや ⊥ゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲΒ   ) 

  
 ∝. ロゲをぺ リΒよヱ ∩ マャク ヴヤハ モャキ . ケやゲムわャや るΒレヘャや ゲハゅゼャや モもゅシヱ リョ ⇒⇒ 

-  ヶプ " ヵぺ  " ュゅヰヘわシΙや  フゲェ ケやゲムゎ( ヮャヲホ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ ハ⊥キ⇒⇒⇒⇒ ⌒¬ゅ  ⇒⇒ ⌒よ ⌒ ∂ヵ∠ほ Β ⌒ッ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ⌒¬ゅ  ゲハゅゼャや るィゅェ りギセ リΒらΑ : )
.  ヮョぺ りゅプヱ ヴヤハ りゲジエャやヱ ヴシΕゅよ ゲハゅゼャや サゅジェま ペヨバΑ やグワヱ ∩  ゅヰよ ヮヅゅらゎケやヱ  ヮョΕ 

-  " ュゅヰヘわシΙや  フゲェ ケやゲムゎリ ∠ョ  ( ヮャヲホ ヶプ " ⊥ノ∠プギ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ  ⇒⇒ ∠わヘ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ⇒ ⊥ウ  ゲハゅゼャや るィゅェ りギセ リΒらΑ : )
 ∩  ヮョΕ ∩   ゅヰよ ヮヅゅらゎケやヱゅジェま ペヨバΑ やグワヱ. ゅヰゎゅプヱ ヴヤハ りゲジエャやヱ ヴシΕゅよ ゲハゅゼャや サ 

 
∫ャ ⇒⇒ るΒもゅゼルΗや ょΒャゅシΕやヱ るΒルゅΒらャや ケヲダヤ ケヱキロゲムプヱ ゲハゅゼャや るヘヅゅハ コやゲよま ヶプ . れゅΒよΕや リョ マャク ヴヤハ メギわシや . 

   : ケヱギダャや ゅヰΒプ ゅヨよ ろホゅッるΑゅレミ ヶェヲゎ パヲヤらよ ユヰャや ラゴエャやヱ ヮよ ゅピヤらョ ゅヨΒヌハ Ι リムヨΑ ヮヤヨエゎ 
: コヲイΑヱ   ゅヰよ ペΒツΑヱ ∩ ラゅムヨャや やグワ ヶプ ギィやヲわΑ ヵキゅョ ¬ヶゼよ ュヲヨヰャや ヮらセヱ ∩ ラゅムヨよ ケヱギダャや ヮらセ るΒレムョ りケゅバわシや

 ュΙΓやヱ ュヲヨヰャや りゲんミ ヴヤハ メギゎヱ ラゅムヨャや    . 
   ヶム∠わセ∠ぺ リ ∠ョ ヴャ⌒ま ∨ヶィゅル⊥ぺ リ ∠ヨ⌒ャ ∠ヱ   . ヶヘレャや  ヮッゲビ ュゅヰヘわシや  ヶらヤヅ ヶもゅゼルま ゆヲヤシぺ  ∨ 
    ハ⊥キ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ⇒⇒⇒⇒ ∠Β ⌒ハやキ ⌒¬ゅ⇒⇒⇒    ヴ∂ホ ∠ヱ⊥ぺ ∃る∨    ヶヘレャや  ヮッゲビ ュゅヰヘわシや  ヶらヤヅ ヶもゅゼルま ゆヲヤシぺ   .                
   Β ⌒ッ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ィ ∠ヱ ⌒¬ゅ⇒Βレ∠わシ∠ぺ ∃ヮ⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲ. ヶヘレャや  ヮッゲビ ュゅヰヘわシや  ヶらヤヅ ヶもゅゼルま ゆヲヤシぺ ∨. 
 ヴ∂プ ∠ヲ ⊥ヨャや ∠ケギ∠ボャや ⊥ノ∠プギ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ  .ヶヘレャや  ヮッゲビ ュゅヰヘわシや  ヶらヤヅ ヶもゅゼルま ゆヲヤシぺ          ∨ 
  ∠わヘ∠わジ⊥Α リ ∠ヨ⌒よ⇒ョ∠Εや ⊥ウ⇒⇒ジ∠バャや ⊥ゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ⊥ゲΒ ヶヘレャや  ヮッゲビ ュゅヰヘわシや  ヶらヤヅ ヶもゅゼルま ゆヲヤシぺ  ∨ 

 ゎ るΒもゅゼルΗや ょΒャゅシΕや ログワヱ ゲハゅゼャや サゅジェま ペヨバΑ やグワヱ ∩   ゅヰよ ヮヅゅらゎケやヱ ∩  ヮョΕ ゲハゅゼャや るィゅェ りギセ リΒら
ヰゎゅプヱ ヴヤハ りゲジエャやヱ ヴシΕゅよ. ゅ 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒∽ 

 ⊥ネヱッ ∇ヱ ∠ョ∇ャや: ノよやケャや         . ラΑキャやヱ れやキゅバャやヱ るピヤャや 

   メやぽジャや メヱΕや       :ぺゲホや りゲボヘャや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
( ろジΒャ るボΒボェ るョΕや ヶプ やグワ ゲワゅヌャや ヵグャや ヱギらΑ リョ ょバセ ノヨわイョ ュヲムエョ ヮレΒルやヲボよ ∧ヮハゅッヱぺヱ リムャヱ マヤゎ るボΒボエャや 

ヶワ リもゅムャや ヶェヱゲャや  ∂⌒リわムヨャや ヶプ ∩ょバゼャや ゾャゅガャや ヮャ リョ ∩ヮわバΒらヅ ケヲダボヨャや ヮΒヤハ ヶプ ヮらΒミゲゎ ゲΒダバミ ∧りゲイゼャや Ι 
ンゲΑ ヮヤヨハ りゲイゼャやヱ ゅヰヤミ ヶワ ヮヤヨハ).  

≒ ⇒⇒ゲわカや モヨムヨャや ウΒエダャや ゅヨョ ヶヤΑ ノッヲよ ゅトカ ヮわエゎ    : 
      : ヲワ るボよゅジャや  りゲボヘヤャ  ょジルΕや ラやヲレバャや 

-     ゲワゅド  るョΕや. 
-  リもゅムャや ヶェヱゲャや . . 
-  ゾもゅダカ るョΕや . 
-      るミゲわゼョ れゅヨシ . 

≪ ) ヶェヱゲャや リもゅムャや (ゆ キヲダボヨャや ウッヱ  ⇒ ょゎゅムャや ゲヌル ヶプ ヮわΒヨワぺ  リΒよヱ 
  )  ヮレΑキヱ ヮゎやキゅハヱ ヮわピャ (ヶワヱ ょバゼヤャ るダャゅガャや れゅヨジャや : ) ヶェヱゲャや リもゅムャや ( ュヲヰヘョ 

. ゅヰゎギェヱヱ るョΕや  りヲホ ペΒボエわャ るバプやギャや るΒヘガャや りヲボャや ヶワ        : ょゎゅムャや ゲヌル ヶプ ヮわΒヨワぺ 
 
≫アわレわシや ⇒⇒ ヮィヱ フΚわカΙや リΒよ ュヲヰヘョ るョΕや ンギャ ょゎゅムャや ゅヰョヲヰヘョヱ ンギャ リΑゲカΓや . 

るョΕや ンギャ ょゎゅムャや  :ゲヰヌゎ るボΒボェ るョΕや  ンギャ ょゎゅムャや ヶプ ゅヰゎゅヘタ るタゅガャや ゅヰよ  ヶワヱ ヶわャや ヵキぽゎ ヴャま りヲホ るョΕや 
ゅヰゎギェヱヱ ログワヱ れゅヘダャや るタゅガャや ヶワ  るピヤャや リΑギャやヱ れやキゅバャやヱ  (リもゅムャや ヶェヱゲャや .) 

ゅヰョヲヰヘョヱ ンギャ リΑゲカΓや    :ケヲョΕや りゲワゅヌャや リョ ウャゅダョ るミゲわゼョ  リΒルやヲホヱ  ネゅッヱぺヱ るタゅカ ギェヲゎ ゆヲバゼャや ヶプ 
ゲワゅヌャや ザΒャヱ ユヰャ テよやケ ヶボΒボェ ユワギェヲΑ ユヰヤバイΑヱ るョぺ るΒボΒボェ   . 

 
√ウッヱ ⇒⇒  キヲダボヨャや メヲボよ ょゎゅムャや  : 
 (やグワヱ リもゅムャや ヶェヱゲャや ヲワ りケヲダャや ンゲらムャや ょジレヤャ ヶプ ヵヱク るイΒセヲャや リョ キやゲプΕや ) 

リもゅムャや ヶェヱゲャや  (るピヤャや リΑギャやヱ れやキゅバャやヱ    )ヶワ ヶわャや テよゲゎ るョΕや ゅワギェヲゎヱ  モんョ るトよやケ ょジレャや ヶプ ゅヰゎヲホ ヶプ 
テよゲャや リΒよ サゅレャや . 

 
∽ょゎゅムヤャ ⇒⇒  ∀ヵぺケ ヶプ りゲボヘャや るボよゅジャや  .ロゲミクや Κヤバョ. 
  ンゲΑ ょゎゅムャや ラぺ るボΒボェ るョΕや   ゲヰヌゎ ヶプ ゅヰゎゅヘタ るタゅガャや ゅヰよ  ヶワヱ ヶわャや ヵキぽゎ ヴャま りヲホ るョΕや ゅヰゎギェヱヱ ログワヱ 

れゅヘダャや るタゅガャや ヶワ  るピヤャや リΑギャやヱ れやキゅバャやヱ  (リもゅムャや ヶェヱゲャや .) 
 
∝ ⇒⇒ウッヱ  ケヱキ  (リもゅムャや ヶェヱゲャや  )ゅヨミ ろヨヰプ リョ りゲボヘャや  るボよゅジャや    . 
    ゅヰゎギェヱヱ るョΕや りヲホ ヴャま ヵキぽゎ ヱ りギェやヲャや りゲシΕや モんョ ゅヰトよやゲゎ ヶプ るョΕや モバイゎ ヶわャや るタゅガャや れゅヘダャや ログワ 
 
∝  : モヤハ ⇒⇒ リョ ォΚジルΙやヱ ユヰヘヤシ リョ サゅレャや ヂバよ ぼゲらゎ. ユヰわピャ ゆやキへヱ ユヰガΑケゅゎ 
   るピャ ゅヰΒヤハ ラヲョギボΑヱ ∩ ゅヰよやキへヱ ユヰわピャ ラヲワゲムΒプ ユヰわピヤャ るΑヲホ るΒらダハ ユヰャ ろジΒヤプ ∩  ヶらレィΕや るピヤよ   ユワケゅヰらルΙ

. ヶらレィΕや 
   
 
∵ ⇒⇒ゾヤガわシや リョ ゾレャや れゅヨシ るΒダガセ ょゎゅムャや  . 

-  ょゎゅムャや ギΑギセ ¬ゅヨわルΙや ヮわョΕ ゅヰをやゲゎヱ  ⇔Κんヨわョ ヶプ  ゅヰわピャ ゅヰレΑキヱ ゅヰゎやキゅハヱ  
- ょゎゅムャや マジヨわョ ユΒボャゅよ るΒルゅジルΗや るΒレΑギャやヱ りギヨわジヨャや リョ  るピャ るョΕや ゅヰレΑキヱ ゅヰゎやキゅハヱ . 

 
 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒∝ 

   メやぽジャや ヶルゅんャや       :ぺゲホや りゲボヘャや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
 
(やクまヱ ろルゅミ るピヤャや ログヰよ ∩るャゴレヨャや ろルゅミヱ ゅヰわョぺ るダΑゲェ ∩ゅヰΒヤハ るツワゅル ∩ゅヰよ るバジわョ ∩ゅヰΒプ りゲらムョ ∩ゅヰルほセ ゅヨプ ヶゎほΑ 

マャク Ιま リョ ゥヱケ テヤジわャや ヶプ ゅヰらバセ るボよゅトヨャやヱ リΒよ ヮわバΒらヅ モヨハヱ ∩ヮわバΒらヅ ヮルヲミヱ ギΒシ ∧ロゲョぺ ペボエョヱ ∩ロキヲィヱ 
モヨバわジョヱ ∩ヮゎヲホ グカΓやヱ ∩ヮボエよ ゅョほプ やクま ラゅミ ヮレョ ヶカやゲわャや メゅヨワΗやヱ ポゲゎヱ るピヤャや るバΒらトヤャ ∩るΒホヲジャや ケゅピタまヱ 

∩ゅワゲョぺ リΑヲヰゎヱ ∩ゅワゲトカ ケゅんΑまヱ ゅワゲΒビ ょエャゅよ ∧ケゅらミΗやヱ やグヰプ ょバセ ュキゅカ Ι ∩ュヱギガョ ノよゅゎ Ι ∩ネヲらわョ ブΒバッ リハ 
ブΒャゅムゎ りキゅΒジャや ) . 

≒  ⇒⇒ゅョ るΑゅピャや ヶわャや フギヰΑ ゅヰΒャま ょゎゅムャや リョ  りゲボヘャや  ∨るボよゅジャや 
           . るヤΒタΕや ゅヰゎやキゅハヱ ゅヰレΑギよ マジヨわャやヱ ゅヰわピャ ヴヤハ ドゅヘエャや りケヱゲツよ ゅヰヤらボわジョヱ るョΕや ゲッゅェ テよケ 

 
 ≪ ⇒⇒リΒよ るΒヨワぺ るピヤャや ヱ ゅヰダもゅダカ ヶプ りゅΒェ るョΕや ヱ ゅヰルゅΒミ ヱ ゅヰわルゅムョ.      

: るョΕやヱ るピヤャや  . るョΕや ギエわゎ ゅヰよヱ ∩ ゅヰャゅョへヱ ゅヰゎゅェヲヨヅヱ るョΕや ケゅムプぺ るピヤャや ザムバゎ 
   : るョΕや ヴヤハ るピヤャや ゲをぺ      

 . ゲムヘャや るΒョヲホ モんヨゎ ヶワヱ ∩ ゅヰΒルゅバョヱ ゅワケゅムプぺ ヶプ るョΕや りケヲタ ザムバゎ るピヤャや 
 . ユΒホヱ ラゅバョ リョ ヮΒプ ゅョ ュゅヰヤわシやヱ ゅヰをやゲゎ ¬ゅΒェま ヶプ 
  るホΚバャや るΑヲボゎ ヶプ. るョΕや キやゲプぺ リΒよ るΒヘヅゅバャやヱ るΒェヱゲャや 

 
 ≫  ⇒⇒ゾヤガわシや アもゅわレャや るらゎゲわヨャや ヴヤハ  : ヶゎほΑ ゅョ 

コやゴハま :  るピヤャや      りキやケΗや りゲェ ラヲムゎ ゅヰわΒダガセヱ ゅヰダもゅダガよ るョΕや ゴΒヨわゎ ゅワコやゴハまヱ るピヤャや ヴャま ¬ゅヨわルΙゅよ. 
 
√ ⇒⇒ ャゲヨバわジヨヤ  ヮヤもゅシヱ ヶプ りゲトΒジャや ヴヤハ ∩るョΕや  ゅワゲミクや ゅΑギらョ Αぺケ  マ.    
  ゲヨバわジヨヤャ メヱΕや フギヰャやゅヰヤわエΑ ヶわャや メヱギャや るピャ ヴヤハ ¬ゅツボャや   ブヅやヲハヱ ケゅムプぺ リハ ゲらバゎ ヶわャや ヶワ るピヤャや ラΕ

 ゆヲバゼャや マヤゎ メゅョへヱ.  ヮャ るバよゅゎ ゅヰよヲバセ モバィ ヱ るョΕや マヤゎ メΚわェや ゲヨバわジヨャや ヴヤハ モヰジΒプ 

∽ ⇒⇒ キヲダボヨャや ウッヱ  るピヤャゅよ  ょゎゅムャや ゲヌル ヶプ ゅヰわΒヨワぺ  リΒよヱ 
   るョΕや ギェヲゎ ヶわャや ゅヰΒルゅバョヱ ゅワケゅムプぺ ヶプ るョΕや りケヲタ モんヨゎ るピヤャや :  )  るピヤャや ( ュヲヰヘョ.  
        タ ヶプ るョΕや ゅヰよ ギエわゎ  : ょゎゅムャや ゲヌル ヶプ ヮわΒヨワぺュ ヴレバヨャや グカぺ ょΒャゅシぺヱ ゲΒムヘわャや ケヲ 

∝⇒⇒   モヤハ   :りヲホ るョΕや ヶプ りヲホ ゅヰわピャ  .  
  ゅヨレΒェ ラヲヰゎ るピヤャや ヴヤハ ょバセ ラヲヰΑ ロゲョぺ ヴヤハ ロヱギハ  ∩ メグΑヱ やグワ ょバゼャや ラヲムΑヱ ロゲョぺ ヴャま ブバッ ラΙグカヱ ∧ 

リョヱ やグワ チゲヘΑ ヶらレィΕや ゲヨバわジヨャや ヮわピャ ゅ ⇔ッゲプ ヴヤハ るョΕや りゲヨバわジヨャや  . 
 
∵ ⇒⇒ ⇒⇒よ キヲダボヨャや ゅョ  ) るョΖャ ヵヲボャや ペヤガャや (   ∨ 
  : ) るョΖャ ヵヲボャや ペヤガャや ( ュヲヰヘョ  . るピヤャやヱ リΑギャゅよ マジヨわャや リハ るイゎゅレャや むキゅらヨャや 

   : ょゎゅムャや ゲヌル ヶプ ヮわΒヨワぺ. ゲッゅエャゅよ ヶッゅヨャや テらゎゲΑヱ るョΕや ュギボわゎ ヮよヱ るョΖャ りゅΒエャや ウレヨΑ 
 
∵ ⇒⇒ :   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 

-     : ヶワ るボよゅジャや りゲボヘャや   ヶプ ょゎゅムャや  ゅヰェゲトΑ ヶわャや るΒツボャや ⇒⇒ 
-     ゅヰΒルゅバョヱ ゅワケゅムプぺ ヶプ るョΕや りケヲタ ザムバゎ るピヤャや 
-   .  ゅヰΑぺゲよ るヤボわジョ るΑヲホ ラヲムゎ ゅヰわピヤよ ユわヰゎ ヶわャや  るョΕや 
-     ユΒホヱ ラゅバョ リョ ヮΒプ ゅョ ュゅヰヤわシやヱ ゅヰをやゲゎ ¬ゅΒェま ヶプ ケヱキ るピヤャ 
-   ゲャや るホΚバャや るΑヲボゎ ヶプ ケヱキ るピヤャ るョΕや キやゲプぺ リΒよ るΒヘヅゅバャやヱ るΒェヱ 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒∵ 

   メやぽジャや ゑャゅんャや         :ぺゲホや りゲボヘャや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
  (( るピャ ュギボゎ ょルゅイャや りゴΑゴハ るョぺ ユャゅバャや ヶプ ザΒャヱ ∧ゅワゲんミぺ ヱぺ ヮヤミゅゼョ れ¬ゅィ ゅヰレョヱ ∩るヤバャや ログヰよ ⇔ヴヤわらョ ベゲゼャやヱ

 ヲャヱ ∧るΒレヅヲャや ¬ゅΒセΕや キヱギェ ¬やケヱ リョ Ιま ゅ⇔バッヲョ るΒらレィΕや ¬ゅΒセΖャ ラヲプゲバΑ Ι やグヰよヱ ∩ゅヰジヘル るピャ ヴヤハ ゅワゲΒビ
ゼョ ゲんミΕ ゅ ⇔ヨシゅェ ゅ ⇔ィΚハ ロギェヱ やグワ ラゅムャ ∩やグヰよ リΒΒホゲゼャや リエル ゅルグカぺ.ゅレヤミゅ   ) ) 

 
≒ ⇒⇒  :るボよゅジャや りゲボヘャや  リョ ょゎゅムャや ゅヰΒャま フギヰΑ ヶわャや るΑゅピャや ゅョ 
  : ヴャま るボよゅジャや りゲボヘャや  ヶプ ょゎゅムャや ヲハギΑ 
  るΒよゲバャや るピヤャや ヴヤハ るΒらレィΕや れゅピヤャや ユΑギボゎ ヱ ょΑゲピわャや れやヲハキ ¬やケヱ フやゲイルΙや りケヲトカ ヴャま ヮΒらレわャや 

 
 
≪ ⇒⇒ .    ゅヰヤわエΑ ヶわャや メヱギャや るピャ ヴヤハ ¬ゅツボャや ゲヨバわジヨヤャ メヱΕや フギヰャや : モヤハ 

ラΕ るピヤャや ヶワ ヶわャや ゲらバゎ リハ ケゅムプぺ ブヅやヲハヱ  メゅョへヱ マヤゎ ゆヲバゼャや ヶヰプ モんョ ょジレャや ラゅジルΘャ やクみプ ノトボルや リハ ヮわピャ 
ノトボルや リハ ょジル  ヮΒッゅョ. 

 
≫ ⇒⇒    ∨ ベゲゼャや ゅヰよ ヶヤわよや ヶわャや るヤバャや ゅョ ヱぺ   ゅョ  ゅヰわャヱゅレゎ  ヶわャや るΒツボャや  :るボよゅジャや りゲボヘャや 
 
(ケゅヰらルや リΒボヤバわヨャや れゅピヤャゅよ るΒらレィΕや るピヤよ ヶらレィΕや ∩ マャク ユヰルΕ ろジΒャ ユヰャ るΒらダハ るΑヲホ ユヰわピヤャ ラヲヤイガΑヱ リョ  

ユヰわΒョヲホ ∩ ラヲワゲムΑヱ ユヰわピャ ゅヰよやキへヱ )  . . 
 
√  ⇒⇒: ヶゎほΑ ゅョ ヴヤハ るらゎゲわヨャや れゅΒらヤジャや ゾヤガわシや 
   : るΒらレィΕや れゅピヤャゅよ ペヤバわャや     るピヤよ サゅレャや ヂバよ ケゅヰらルや : ヴャま ヵキぽΑ  ヶらレィΕや 

≒. . メク Ιま ょバセ  るピャ ろャク ゅヨプ  : ラやヲヰャやヱ メグャや 
             ) ヮャ るバよゅゎ るョΕや ログワ ラヲムゎヱ. ヮわピャ ゲヨバわジヨャや チゲヘΑ ょバセ るピャ メグゎ ゅヨレΒェ ( 

≪. . ゲヨバわジヨヤャ  ノよゅゎ るョΕや ログワ モらボわジョ モバイΑヱ るョΕや ログワ オΑケゅゎ ヲエョ 
≫.   るョΖャ  ヶョヲボャや ペヤガャや ヶプ  るΒらレィΕや るピヤャや ゲをぽゎ 

 
∽ ⇒⇒. るΒョヲボャや ユヰわピヤよ ろΒヨシ やクま サゅレャや ヂバよ ゲヌル ヶプ ゅワゲエシヱ ゅヰボΑゲよ るΒらレィΕや ¬ゅΒセΕや キゅボわプや   : ヶゎほΑ ゅョ モヤハ 

     ラΕ るヨΒホ ¬ゅΒセΕや ユワギレハ ロケギダヨよ Ι ゅヰジヘレよ   ∩ メゅΒガャゅよヱ ユワヲわヨャや ゅヰΒプ Ι るボΒボエャゅよ . 
 
 
∝ ⇒⇒るΒらレィΕや れゅピヤャゅよ ラヲボヤバわΑ リΑグャや れゅヨシ ウッヱ 
≒ .ザΒャ ユヰャ ¬ゅヨわルや ユヰわピヤャ ブバツャ ユヰレΑギゎ ユヰΒヤガゎヱ リハ ユヰわΒョヲホ  
≪ .ラヲヤイガΑ リョ ユヰわΒョヲホ るΒよゲバャや  ラヱグらレΑヱ  ユヰガΑケゅゎ . 
≫ .るヨΒホ ¬ゅΒセΕや ゅワケギダヨよ  ヶらレィΕや Ι  ゅヰわヨΒボよ るボΒボエャや . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒∫ 

    メやぽジャやノよやゲャや      :るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒゎΓや りゲボヘャや ぺゲホや    : 
 ヶプ ヶハゅヨわィΙや ペヤガャや るボΒボェ ヲワ リΑギャやヱ( ゲワゅヌヨャや フΚわカや ヴヤハ りギェやヱ るボらヅ ゅヰヤミ ゆヲヤボャや モバイΑ ヵグャや ヲワヱ ∩るョΕや

 ヴヤハ るョΕや れゅらを ロゲΒピよ Ι ヮよヱ ∩ょバゼヤャ ヶルヲルゅボャや ゲΒヨツャや マャグよ ヲヰプ ∩ゅヨヰレΒよ ゅョヱ るャコゅルヱ るΒャゅハ るΒハゅヨわィΙや
)  . .ょヤボャや るΒルゅジルま ヴレバョ ロやヲシ ヶプ Ι ヮΒプヱ ∩るΒジヘレャや ゅヰヤもゅツプ 

≒ ⇒⇒   ょゎゅムャや ゅヰΒャま フギヰΑ ヶわャや るΑゅピャや ゅョ :るボよゅジャや りゲボヘャや  リョ 
  : ヴャま るボよゅジャや りゲボヘャや  ヶプ ょゎゅムャや ヲハギΑ 

. ヮよ マジヨわャやヱ ゅヰレΑキ ヴヤハ ドゅヘエャや りケヱゲツよ ゅヰヤらボわジョヱ るョΕや ゲッゅェ テよケ 
 
≪ ⇒⇒ リΑギャや ゅヰΒプ ブバッ るョぺ モミ : モヤハ  れケゅヰルや. ⇔ ゅΒシゅΒシヱ ⇔ ゅΒハゅヨわィや 
   るΑゅビ ユヰャヱ ゲΒボヘャやヱ ヶレピャや ∩ ブΒバツャやヱ ヵヲボャや ズΒバΒプ  サゅレャや りゅΒエャ テよゅツャや  ヲワ ラゅヨΑΗやヱ  ヶレΑギャや ネコやヲャや  ラΕ

.⇔ ゅΒシゅΒシヱ ⇔ ゅΒハゅヨわィや  るョΕや ウイレわプ ヴャゅバゎ 聴 ゅッケ ヶワヱ りギェやヱ 
 
≫ ⇒⇒   ∨るボよゅジャや りゲボヘャや リョ ろヨヰプ ゅヨミ るョΕゅよ リΑギャや るホΚハ  ゅョ 

ヶョΚシΗや リΑギャや リョ ヮホΚカぺ ノヨわイヨャや ギヨわジΑ るヤッゅヘャや るΒホΚカΕや ユΒボャや ザヘレャや ヶプ ろらんゎ ヮよヱ 
 
√ ⇒⇒: キヲダボヨャや ウッヱ   )   るョΕや ヶプ ヶハゅヨわィΙや ペヤガャや るボΒボェ ヲワ リΑギャやヱ ( 
  るョΕや ゅヰΒヤハ ュヲボゎヱ  リΑギャや リョ ギヨわジ⊥ゎ ロキやゲプぺ ヮよ マジヨわΑヱ ノヨわイヨャや ヮΒヤハ ュヲボΑ ヶわャや るΒハゅヨわィΙや ユΒボャやヱ むキゅらヨャや . 
 
∽ ⇒⇒  : ヶゎほΑ ゅョ  ヴヤハ るらゎゲわヨャや アもゅわレャや ゾヤガわシや リΑギャや フゅバッま 

  るシギレワ ろヤわカや リΑギャや ブ⊥バッ やクみプ るヤッゅヘャや ユΒボャや ザヘレャや ヶプ ろらんゎ ヮよヱ ヶョΚシΗや リΑギャや リョ ヮホΚカぺ ノヨわイヨャや ギヨわジΑ
 ウイレゎ Ι ヱ ⇔ ゅΒハゅヨわィや るョΕや ゲボわジゎ Κプ れゅΑゅピャや ろヘヤわカやヱ ∩ ヶレピャや ヴヤハ ゲΒボヘャや ギボェヱ ゲΒボヘャや ヶレピャや ユヤドヱ  ノヨわイヨャや

  .  ⇔ ゅΒシゅΒシ 
 
∝ : モヤハ ⇒⇒:  ゅヰャ ゅヰわΑゅハケヱ るΒレΑギャや れやヱギレャやヱ アョやゲらャゅよ るャヱギャや ュゅヨわワや. 

-  りヲホ ヮヨビゲゎ Ι ∩ ⇔ ゅΒよぺ ょバゼャや モバイΑヱ るョΕや ゲΒヨッ ドゅボΑま ヶプ モもゅシヲャや ンヲホぺ ヲワ リΑギャや ラΕ 
- . ⇔ ゅΒシゅΒシ ゅヰェゅイルヱ   ⇔ ゅΒハゅヨわィや るョΕや ケやゲボわシや ヴャま ヵキぽΑ リΑギャゅよ マジヨわャやヱ 

 
∵⇒⇒ ザヘレャや ヶプ ヵヲボャや ウΒエダャや リΑギャや ゅヰゃゼレΑ ヶわャや るヨΒヌバャや メヲタΕや ゲをぺ ウッヱ 

 ∩  ヶシゅΒジャや ゥゅイレャや ほΒヰわΑ ∩ザヘレャや ヶプ ヵヲボャや ウΒエダャや リΑギャや ゅヰゃゼレΑ ヶわャや るヨΒヌバャや メヲタΕや ログヰよ るョΕや ろムジヨゎ やクま
.モヨバャや ギイヨよ ラゅヨΑΗやヱ ∩ペエャや ヶプ るよΚダャやヱ ∩ れゅらんャや ヴヤハ るョΕや ¬ゅヨハコ ヶよゲΑ リΑギャや ラΕ マャク 

 
∫ ⇒⇒わシや :リΑギャや るΑヲボゎ  : ヶゎほΑ ゅョ  ヴヤハ るらゎゲわヨャや アもゅわレャや ゾヤガ 

- . るョΕや ゲΒヨッ ドゅボΑま ヶプ モもゅシヲャや ンヲホぺ リΑギャや      ⇒⇒.  りヲホ ヮヨビゲゎ Ι ∩ ⇔ ゅΒよぺ ょバゼャや モバイΑ 
-  . ザヘレャや ヶプ ラヲルゅボャゅよ ュやゴわャΙや ヴャま ヵキぽΑ るバΑゲゼャゅよ リΑギわャや 
- ゲボわシや ヴャま ヵキぽΑ リΑギャゅよ マジヨわャや ⇔ ゅΒハゅヨわィや るョΕや ケや  ヱ るョΕや ゥゅイル.  ⇔ ゅΒシゅΒシ 

 
∫ ⇒⇒ ウッヱ  ∠ウョΚョ  ⌒∂るΒダガゼャや るゃセゅレャや ヶプ メΚド メヲタΕぺ るヨΒヌバャや リΑギヤャ 

- .モョΕや ベギタヱ ∩るヨヤムャや ベギタヱ ∩ぺギらヨャや ベギタ モィケ ヲワ リョぽヨャや モィゲャや 
- ヮΒャま るΒレヅヲャや りゅΒエャや ろィゅわェや ゅヨヤミ オΑケゅわャや ヶプ ゲヰヌΑ ヵグャや モィゲャや ヲワヱ 
- メΚボわシΙや ヴャま ヮわョぺ キヲボΑ ヵグャや モィゲャや ヲワヱ . 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≒∬ 

   や メやぽジャやザョゅガャ       :るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒゎΓや りゲボヘャや ぺゲホや    : 
(   ゅヰレョ ヮハやゴわルや モヰジΑ Κプ ∩ゅヰゎゅョヲボョヱ ゅヰダもゅダガよ るΒョゅジャや ヮゎやク ヶプ ょバゼャや ゲダエレΑ ∩れやキゅバャやヱ リΑギャやヱ るピヤャゅよヱ

 るミヲゼャや ヮヤヨバゎ ゅョ モヨバΑ ゲヨわシやヱ ∩ノツバツわΑ ユャヱ メグガレΑ ユャ ゲヰボャや リョ メゅェ ヴャま めイャぺ やクまヱ ∧ヮガΑケゅゎ リョ ヮプゅジわルや Ιヱ
ゴカヲャや Ιま ゅヰジヘル リョ テバゎ ユャ ∩ゅヰジヘレャ ポゲわ⊥ゎ ユャ ラま りキゅエャや)  . 

≒ ⇒⇒   ゅョ ∨ れやキゅバャゅよ キヲダボヨャや 
 ペΒボエわャ  るΒよゲバャや ゆヲバゼャや ゅヰΒプ ポゲわゼゎヱ ∩ ゲッゅエャや ヶプ ゲヨわジゎヱ  キやギィΕや れやキゅハ リョ ヶャゅエャや モΒイャや ゐケやヲわΑ ゅョ  ヶワ

   ザヘル モミ ヶプ ⇔ ゅΒボΒボェ ⇔ ゅゃΒセ   ヶプ リヅヲャや  ょェ  モバイゎヱ ょバゼヤャ マよゅゼわャやヱ るヘャΕや ∩ ヮレヅヱ ブャほΑ ラゅジルΗや モバイΑ ゅヨョ
.   ロゲΒビ ヶプ ゆやゲわビΙゅよ ゲバゼΑヱ 

 
≪ ⇒⇒   : ヴヤハ るらゎゲわヨャや アもゅわレャや ゾヤガわシや  ヶッゅヨャや メΚィま  
    ヱぺ . るョΕや りギェヱ ヶプ れやキゅバャや ケヱキ ギミぽゎ るャキΕや ゲミクや 

∩ヮわヘシΚプヱ ∩ヮャゅトよほよ ょバゼャや ゅヰよ  テらゎゲΑ  ヶわャや るΒェヱゲャや るヤΒシヲャや ヲワ  ょバセ モミ ヶプ  ヮゎやキゅハヱ ヶッゅヨャや ュやゲわェや 
 ヮらレゎヱ ⇔ ゅΒボΒボェ ⇔ ゅΒジヘル ⇔ ゅゃΒセ リヅヲャや モバイΑ  ゅヨョ ロゲッゅェ ヶプ  るΒェ るヨΒヌバャや ユワケヲタ ラヲムゎ やグヰよヱ ∩ヮもゅよキぺヱ ヮもゅヨヤハヱ

ヶらレィΕや リハ ゴΒヨわャや ゥヱケ ヶレヅヲャや ヶプ . 
 
≫⇒⇒  . ょゎゅムャや ゲヌル ヶプ れやキゅバャや ヱ リΑギャや リΒよ るホΚバャや リΒよ 

 ヴヤハ ゅヰャゅヨわセや ヶプヱ ∩ザヘレャや ヶプ ヶよキぺ サゅシぺ ヴヤハ ゅヰョゅΒホ ヶプ リΑギャゅミ れやキゅバャや れやキゅハ キゅムゎヱ ∧モΒヤエわャやヱ ユΑゲエわャや
 ユワグカほΑヱ ∩マよゅゼわャやヱ るヘャΕや ロキやゲプぺ ヶプ ペボエΑヱ ∩ヮレヅヱヱ ヮヤΒらホ ヶプ ロゲダエΑ ∩ヮよ ゅ ６タゅカ ゅ⇔ボΒッ ゅ⇔レΑキ ラヲムゎ ょバゼャや

.  . ヶッゅヨャや メΚィま ヲワ ∧ギェやヱ ょワグヨよ ゅ⇔バΒヨィ 
 
√ ⇒⇒ボョヱ ゅヰダもゅダガよ るΒョゅジャや ヮゎやク ヶプ ょバゼャや ゲダエレΑ ∩れやキゅバャやヱ リΑギャやヱ るピヤャゅよヱ  ( :   キヲダボヨャや ウッヱ ∩ゅヰゎゅョヲ

ゅジわルや Ιヱ ゅヰレョ ヮハやゴわルや モヰジΑ Κププ)  ヮガΑケゅゎ リョ ヮ 
    るヤボわジョ るΑヲワヱ メΚボわシや ゅヰャ ウΒダゎヱ るタゅガャや ゅヰゎゅヨシ ゅヰΒプ ウツわゎ   ゅヰゎやキゅハヱ ゅヰレΑキヱ ゅヰわピヤよ るョΕや ろムジヨゎ やクま

. ゅヰガΑケゅゎヱ ゅヰΒッゅョ リハ ゅワキゅバよま ヱぺ ゅヰわΑヲワ リョ るョΕや ネやゴわルや ょバダΒプ ゅワゲΒビ リハ 
 
∽ : モヤハ ⇒⇒ キやギィΕや ヱ ¬ゅよΓや  リハ るをヱケヲヨャや  るヤΒタΕや れやキゅバャや ヴヤハ ろΑヲムャや ¬ゅレよぺ ソゲェ 

          .ギェやヱ ょワグヨよ ⇔ ゅバΒヨィ ょバゼャや テよゲゎヱ ∩るョΕや ¬ゅレよぺ リΒよ マよゅゼわャやヱ るヘャΕや ペボエゎ れやキゅバャや 
 
∝ ⇒⇒∨ ⇔ ゅΒシゅΒシ ゅヰェゅイルヱ ⇔ ゅΒハゅヨわィや るョΕや ケやゲボわシや ペボエわΑ ブΒミ 
  ⇔ ゅΒハゅヨわィや るョΕや ケやゲボわシや  マジヨわャや マャグミヱ ゅヰよ ュゅヨわワΙやヱ るヨもΚヨャや るルゅムヨャや ゅヰャやゴルま∩ ゅワゲΑギボゎヱ ゅヰわピャ ュやゲわェゅよ マャクヱ :

. ヮレヅヲよ ラゅジルΗや テよゲゎ ヶわャや れやキゅバャやヱ リΑギャゅよ 
 ⇔ ゅΒシゅΒシ るョΕや ゥゅイル  ヶシゅΒジャや ゥゅイレャや ほΒヰゎ ∩ ザヘレャや ヶプ ヵヲボャや ウΒエダャや リΑギャや ゅヰゃゼレΑ ヶわャや るヨΒヌバャや  メヲタΕや   :

バΒらトャや れゅヘダャや モバイΑ ヮルΕ ょバゼヤャ ラゅヨΑΗやヱ ∩ ペエャや ヶプ るよΚダャやヱ ∩ るΒシゅΒジャや るハゴレャや ヴヤハ れゅらんャや ヮもゅヨハコ ヶプ るΒ
. モヨバャや ギイヨよ 

∵ ⇒⇒ゾヤガわシや ウョΚョ るΒダガセ ょゎゅムャや れゅヨシヱ ヮよヲヤシぺ  るボよゅジャや りゲボヘャや リョ. 
- ウョΚョ るΒダガセ  りケゅツエャゅよ ロコやゴわハやヱ       ヮレΑギよ ギΑギゼャや ヮムジヨゎ ヱ     るΒよゲバャや るピヤャゅよ ヮヘピセ  :  ょゎゅムャや

.るΒョΚシΗや 
- れゅヨシヱ .: ヶヤΑ ゅヨよ るボよゅジャや りゲボヘャや ヶプ  ヶバプやゲャや  ゆヲヤシぺ  コゅわヨΑ   :  ヮよヲヤシぺ 
- . ゅワゲΒビ リハ モボジゎヱ るョΕや ギエわゎ ゅヰよ マジヨわャゅよヱ るョΕや ゴΒヨわゎ れやキゅバャやヱ リΑギャやヱ るピヤャゅよ  :  ヴレバヨャや るホキ 
- ヮガΑケゅゎ リョ ヮプゅジわルや Ιヱ ゅヰレョ ヮハやゴわルや モヰジΑ Κプ :   ょΒミゲわャや るルゅわョ 
-   リョ メゅェ ヴャま めイャぺ やクまヱ :  りケゅらバャや るェゅダプ ノツバツわΑ ユャヱ メグガレΑ ユャ ゲヰボャや 
- ゴカヲャや Ιま ゅヰジヘル リョ テバゎ ユャ ∩ゅヰジヘレャ ポゲわ⊥ゎ ユャ ラま りキゅエャや るミヲゼャや ヮヤヨバゎ ゅョ モヨバΑ ゲヨわシや : ゲΑヲダわャや るプやゲヅ 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪≡ 

   :  ザョゅガャや ⊥ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャやペΑケコ リよや ゲハゅゼヤャ : ヮΒャグバゎ Ι 
 メヱΕや メやぽジャや    :ぺゲホや   れゅΒよΕや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
≒.  ラみプ ヮΒャグバゎΙ⇒⇒⇒⇒⇒バャや⇒バャヲΑ メグ         ヮ⇒⇒⇒⇒⇒   ヮバヨ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ジΑ ザΒャ リムャヱ ゅボェ ろヤホ ギホ 
≪.         ヮよ ｚゲッぺ ⇔やギェ ヮエダル ヶプ れコヱゅィ    ダレャや ラぺ ⌒れ ∇ケ∂ギホ ゑΒェ リョ⇒⇒⇒⇒⇒ヘレΑ ウヮバ⇒ 
≫.         ⇔Ιギよ ヮらΒルほゎ ヶプ ペプゲャや ヶヤヨバわシゅプ    ヮバィヲョ ょヤボャや ヴレツョ ヲヰプ ヮヘジハ リョ 
√.      ヮヤヨエΑ ょトガャゅよ ⇔ ゅバヤトツョ ラゅミ ギホ       ヤツプ⇒⇒⇒⇒⇒トガよ ろバ ⊥バ⊥ヤ ∇ッぺ リΒらャや ゆヲ⇒⇒⇒⇒ ⊥ヮ 
∽. ΒヘムΑ⇒     ヮャ ∂ラぺ ギΒレヘわャや るハヱケ リョ ヮ⇒       ョ⇒レャや リ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ミ ンヲヮ⇒⇒⇒ハ ∂ヱゲΑゅョ ュヲΑ モ⇒ 

≒  ⇒⇒∨ ゅヰΒャま ょヤトΑ やクゅョヱ ∨ りギΒダボャや ログワ ヶプ ゲハゅゼャや ょヅゅガΑ リョ 
 りギΒダボャや ログワ ヶプ ゲハゅゼャや ょヅゅガΑ  ヮジヘル ヱぺ ヮわィヱコ  ュヲヤャや ラΕ ∧ ヮャゅェゲゎヱ ロゲヘシ ヴヤハ ヮョヲヤゎ Ιぺ ゅヰΒャま ょヤトΑヱ ∩

 ヮルΕ ∧ ヮらΒルほゎヱ ヮよゅわハ ヶプ ブトヤわゎ ラぺ ゅヰΒャま ょヤヅ ゅヨミ ∩ ヮよ ゲッぺ ヵグャや ノΑゲボわャや ヴャま ウダレャや ギェ れコヱゅイゎ ギホヱ ∩ ヮΑクぽΑ
. るよゲピャや ヴャま ヮバプキ ヵグャや ヵぺゲャや ブバッヱ ギ⊥バらャやヱ ベやゲヘャや リョ フヲガャゅよ ゲバゼΑ ヲワヱ ∩ ヮよ モェ ゅヨャ ユャほわョ ょバわョ 

 
≪シぺ ゅョ ⇒⇒∨ ヮΒプ ゅワゲをぺ ゅョヱ∨ ゲハゅゼャや るよゲビ ゆゅら 

 ょャゅトヨプ ∧ ヮレヅヱ ヶプ ヮバよゅレョ ろヘィヱ ヮよゅらシぺ ろホゅッ ラぺ ギバよ ズΒバャや るバシヱ ベコゲヤャ ⇔ ゅらヤヅ ヮレヅヱ リハ ゲハゅゼャや ゆゲわビや
 ゅΒルギャや キΚよ ギダボΑ リΒヨもやキ メゅェゲゎヱ モェ ヶプ ヲヰプ ∩ ヮバヨィ ノΒトわジΑΙ ヵグャや ベコゲャや ヴヤハ ヶバジャや ヴャま ヮバプギゎ りゅΒエャや

 りギΒバらャや ∩ ヮジヘル ヶプ るよゲピャや れゲをぺ ギホヱ アもゅわル ゲヅやヲガャや ゆやゲトッやヱ ユジイャや メヲエルヱ ユャΕや ネゲイゎヱ フヲガャゅプ ∧ ヮヨジィヱ
. るよゲピャや マヤゎ ゅヰレハ れゲヘシぺ 

 
≫. るボよゅジャや れゅΒよΕや    ロコゲらΒゎ ヵグャや  ヶジヘレャや ブホヲヨャや ゾヤガわシや  ⇒⇒ 

 ¬ゅボらャや ヶプ るらビゲャやヱ ∩ モボレわャやヱ ゲヘジャや ヶプ るらビゲャや リΒよ るジΑゲプ ノホヱ∩ ゅΒルギャや ょヤヅ ヶプ ヅやゲプΗや ヴヤハ ュキゅル ラゅジルま ブホヲョ
 ょルゅィ ヴャま. ょエΑ リョ 

 
√ ⇒⇒キギェ  ャや ⇔るΒツボ  るボよゅジャや れゅΒよΕや ゅヰわャヱゅレゎ ヶわャや∩ ゅレΒらョ ブホヲョ ゲハゅゼャや ゅヰレョ.                   

      :  るエΒダレャや   (  ∨ るΒジムハ アもゅわレよ ヶゎほゎヱ ∩ ヂプゲゎ ヴわョヱ ∩ るエΒダレャや モらボゎ ヴわョ ) 
ブホヲョ ゲハゅゼャや ゅヰレョ    : ヶハやゲゎヱ ペェ ヴヤハ ろルゅミヱ ∩ メやギわハやヱ ペプゲよ ろョギホ やクま るエΒダレャや モらボゎ るΒジヘレャや るャゅエャや

るエΒダレャや ヂプゲゎヱ ゲカΓや フゲトヤャ  モワゅイわゎヱ モヅゅよ ヴヤハ ろルゅミヱ ∩ メやギわハΙや ギェ れコヱゅイゎヱ ブレハヱ りギゼよ ろョギホ やクま
. るΒジヘレャや ユヰわャゅェヱ リΑゲカΓやゲハゅゼョ 

 
∽ るボよゅジャや  れゅΒよΕや  ヶプ るΒルゅジルΗや ユΒボャや コゲよぺ ゾヤガわシや    ⇒⇒ 

- . ウダレャや ヶプ メやギわハΙやヱ ペプゲャや            - ヮジヘレャ ラゅジルΗや るらシゅエョ 
           ⇒⇒ . ザヘレャや リョ ベキゅダャや ペエャや れヲダャ ¬ゅピタΗや - ザヘレャや ノョ ュゅイジルΙや りケヱゲッ 

 
∝. マャク ウッヱ . ゲハゅゼャや るよゲイゎ るΑゅヰル リハ りケゅらバャや ログワ ブゼムゎ ∩ " ヮバィヲョ ょヤボャや ヴレツョ ヲヰプ " ⇒⇒ 

 ヮョギルヱ ∩ ヮャ ヮジヘル ょΒルほゎ リョヱ ∩ ヮゎゅらビケヱ ヮゎゅェヲヨヅ ペΒボエゎ ヶプ ヮヤゼプ リョ ゅワゅレィ ヶわャやヱ ヮョヲヨワヱ ヮョΙへ リハ ブゼムゎ
ヴヤハ るエΒダレヤャ ¬ゅピタΗや ュギハ 

∵ ⇒⇒マャク ウッヱ ∩ ヮハゅらヅヱ ゲハゅゼャや るΒダガセ ウョΚョ リハ れゅΒよΕや ブゼムゎ 
- . ケヲョΕや モもΚイよ チヲヰレャやヱ るΒャヲゃジヨャや モヨエゎ ヴヤハ りケギボャや 

 
∫ ⇒⇒:  ヮわエゎ テカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ モムャ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 

  ⇒⇒ぺ          ヮ⇒⇒⇒⇒⇒⇒バャヲΑ メグ⇒⇒⇒⇒⇒バャや ラみプ ヮΒャグバゎΙ    ザΒャ リムャヱ ゅボェ ろヤホ ギホヮバヨ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ジΑ 
   ろΒらャや ヶプ ∩ メヱΕゅよ ヶルゅんャや ゲトゼャや るホΚハ ペよゅジャや : 

     モΒヤバゎ                       モΒダヘゎ  ⇒⇒                 るイΒわル ⇒⇒                      ギΒミヲゎ ⇒⇒ 
 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪≒ 

 ヶルゅんャや メやぽジャや    :ぺゲホや   れゅΒよΕや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
-  Ιま ゲ⇒⇒⇒⇒ヘシ リョ ゆへ ゅョヮ⇒⇒バョゴΑ ユビゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ャゅよ ゲヘシ ヴャま ュゴハ             ヮ⇒⇒イハコぺヱ 
-          ヮ⇒⇒ヘ∂ヤムゎ ラぺ Ιま ⊥ょ⌒ャゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒∠トヨ∠ャや ヴよほゎ    ヮバヨイΑ ザ⇒⇒⇒⇒⇒⇒Βャ リムャヱ ⇔ ゅΒバシ ベコゲヤャ 
-          モ⇒⇒⇒エゎゲョヱ ∂モ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ∠ェ ヶプ ヲワ ゅヨルほミ   ヮ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⊥ハ ∠ケ∇グΑ 聴 ¬ゅツヘよ モ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ミヲョ 
- ゅョゴャや やクまネ          ヴレビ モΒェゲャや ヶプ ロやケぺ   ヮバよゲョ ヲワヱ ヴエッぺ ギレジャや ヴャま ヲャヱ 

 
≒. マャク リΒよ ∩ りゅΒエャや ヶプ ヮわヘジヤプヱ ゲハゅゼャや ょワグョ リハ れゅΒよΕや ブゼムゎ ⇒⇒ 

- . ゅヰャ ズΒバャや るバシ ペΒボエゎ ヴャま ヮェヲヨヅヱ ヮわィヱゴャ ヮらェ 
- . ユもやギャや メゅェゲわャやヱ ゲヘジャや ヶプ ヮわらビケ 
- . ギΒビゲャや ズΒバャゅよ ザヘレャや るΒレヨゎヱ ∩ ゅΒルギャや ょヤヅ ヶプ ヅやゲプΗや 
- . 聴 ¬ゅツプ ヶプ ヶバジャやヱ メヲイわャゅよ ネヲャヱ 
- . ヮゎゅΑゅビ ペΒボエゎ ヴャま メヲタヲャや モΒらシ ヶプ ゲヅゅガヨャや るヰィやヲョ ヴヤハ メゅらホΗやヱ りゲョゅピヨャや ょェ 

 
≪∨ ゲハゅゼャや りゅΒェ ヶプ ゲヘジャや ヮヤんヨΑ ヵグャや ゅョ ⇒⇒ 

        ょェ ヶプ ヮハヲャヱ ノらゼΑ ゲヘジャや ∩ りゲョゅピヨャやヱ メゅェゲわャや ょェヱ ∩ 聴 ¬ゅツプ ヶプ メヲイわャやヱ ゲヘジャゅよ ネヲャヱ ゲハゅゼャや
やヱ モボレわャや. ズΒバャや ギビケ ヶプ ヮゎゅェヲヨヅ ペΒボエゎ リムヨΑ ヮルぺ ゲヘジャや ヶプ ンゲΑヱ ∩ ヮゎゅΒレョぺ ヶらヤΑヱ ∩ ヮェヲヨヅ ペボエΑヱ メゅェゲわャ 

 
≫- . マΑぺケ リΒよ ∨ ゲハゅゼャや メゅョ ゅヨヰΑぺ ヴャまヱ ゅヨヰエッヱ . ラゅわッケゅバわョ ラゅわらビケ ゲハゅゼャや ろよクゅイゎ 

 ∩ ) ヮわィヱコ ( ょエΑ リョ ゑΒェ ¬ゅボらャや ヶプ るらビゲャやヱ モボレわャやヱ ゲヘジャや ヶプ るらビゲャや リΒよ るジΑゲプ ゲハゅゼャや ノホヱ スゅハ ギホヱ
 ゲダわルや ギホヱ ∩ ヮわィヱコ ケやヲイよ ヴボらΒャ ヮらゎゅバゎ るΒルゅんャやヱ メゅェゲわャやヱ ゲヘジャや ヴヤハ ヮんエゎ ヴャヱΕゅプ ∩ リΒわらビゲャや リΒよ ネやゲダャや

. 聴 ¬ゅツプ ヶプ メヲイわャゅよ ネヲャヲャやヱ ゲヘジヤャ ょエヨャや ゲョゅピヨャや ょルゅイャや 
 
√ウッヲΑ ⇒⇒ ゲワゅヌョ りゅルゅバョ  ⌒∂ゲハゅゼャや ∩ヮィヱコヱ ゅレΒらョ ゅヰよゅらシぺ.     

-     : ゲヨわジヨャや ゲヘジャや ヶヰわレΑ ラゅミ ゅョ. ヮレハ ⇔ ゅヨビケ ⇔やギΑギィ ⇔やゲヘシ ぺギらΑ ヴわェ ゲヘシ リョ 
-     : ベコゲャや ¬やケヱ ょバわャや. ンヱギィ ラヱキ ベコゲャや ¬やケヱ ⇔ ゅΒバシヱ ∩ ヮゎゅΑゅビ ペΒボエゎ ヶプ ⇔やゲΒらミ ⇔やギヰィ メグらΑ ラゅミ 
-  チケΕや ネゅボよ モミ ヴャま メゅェゲわャや  :  ゲヘジャや ヴャま ロゲトッや ゅヨョ ヮΒャま ノヤトわΑ ゅョ ヮΒプ ペボエΑ ⇔ ゅルゅムョ ギイΑ ユャ 
- プ : ヮΒプ ヒャゅらヨャや ゥヲヨトャや ヶプ ヮΒルゅョほ. ゅΒルギャや リミゅョぺ ギバよぺ ヴャま ヮバプギΑ ラゅミ ヮェヲヨヅヱ ヴレピャやヱ ¬やゲんャや ペΒボエゎ 

. りギΒェヱ ユャほわゎヱ ヶルゅバゎ ゅヰミゲゎ ギホヱ ゅヰィヱコ るよゲビ ょらジよ りケやゲヨャや ろハゲイゎ ギボプ : るィヱゴャや ゅョぺ 
 
∽. ⇔ ゅプΚわカやヱ ソゅホゅヘゎや リΒΒャゅわャや リΒわΒらャや リΒよ ラコやヱ ⇒⇒ 

-   ユ⇒ビゲャゅよ ゲ⇒ヘシ ヴヤハ ュゴハ    ヮイハコぺヱ Ιま ゲヘシ リョ ゆへ ゅョ :  ペΑケコ リよや メヲボΑヮ⇒⇒バョゴΑ 
-  モらボゎ ゲワギャや ゲカへ ヮィヲよ ヮΒャま ギムゎ ユャ  ¬ヶゼャや リハ ヶジヘル ろプゲダルや やクま : サヱぺ リよ リバョヱ 

. ) キキゲわャや ( ァゅハゴルやヱ ユャぺ リョ ヮよゅタぺ ゅヨヰョ ゲヘジャやヱ メゅェゲわャや ヴヤハ ケやゲタΗや : ペΑケコ リよや : フΚわカΙや 
ヱ れゅらんャや ( . ラゅョゴャや ゲカへ ヶプ ヮャ ペボエゎヱ ¬ゅィ ヲャ ヴわェ ザヘレャや ヮわプゅハ ¬ヶゼよ ヶャゅらΑ Ι : ゲカΓや ゲハゅゼャや) キキゲわャや ュギハ 

 
 ∝⇒⇒  ウッヱ ゅョ ブゼムゎ  モミ ヮレハ りケゅらハ: ヶヤΑ ゅヨョ 

-   "ヮ⇒⇒バョゴΑ ユビゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ャゅよ  "    :. ゲヘジャや ヶプ ヮわらビゲャ ヮハヲツカヱ  ゲハゅゼャや ラゅハクま 
-  : ヮバヨイΑ ザΒャ モゼプ Αヱ ゲハゅゼャやシほ るらΒカヱ ヮ.  るΑキゅヨャや ヮゎゅェヲヨヅ ペΒボエゎ ヶプ ヮヤョぺ  
-  : ギレジャや ヴャま ヲャヱらビケゲハゅゼャや る ヮェヲヨヅヱ ヮゎゅΑゅビ ペΒボエわャ モボレわャやヱ ゲヘジャや ヶプ . 

  
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪≪ 

 ゑャゅんャや メやぽジャや    :ぺゲホや   れゅΒよΕや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
                              るヤ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タやヱ ラゅジルΗや りギ⇒⇒⇒⇒⇒ワゅイョ ゅョヱ     ⇒⇒バトボゎ ラゅジルΗや る⇒⇒⇒ハキΙヱ⇔ ゅホコケヮ⇒⇒ 
                               ユヰ⇒⇒⇒ホコケ サゅレャや リΒよ 聴 ユ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ジホ ギホ     ヮバ⇒⇒⇒ΒツΑ ペ⇒⇒⇒ヤカ リョ 聴 ペヤガΑΙ 
                             ⇒ヰレムャジヤプ ⇔ ゅタゲェ やヲヘ⇒⇒ヤミ ユ⇒⇒      ンゲゎ ろ      ⇒⇒バレボΑ れゅΑゅピャや ンヲシヱ ⇔ ゅホコゲわジョヮ 
                             ヱろヨジホ ギホ ベやコケΕやヱ ∩ ベコゲャや ヶプ ソゲエャや  ラま Ιぺ ヶピよヶピよ  ⇒ハゲダΑ ¬ゲヨャやヮ 

 
 ≒ ⇒⇒キギェ  ャや ⇔るΒツボ  るボよゅジャや れゅΒよΕや ゅヰわャヱゅレゎ ヶわャや∩ ゅレΒらョ ブホヲョ ゲハゅゼャや ゅヰレョ.                   

 :  ゅヰレョ ゲハゅゼャや ブホヲョヱ ベコゲャや るΒツホ 
  サゅレャや リΒよ ベやコケΕや ユジホ ギホ ぶゅプ メヲヨガャやヱ モジムャや ヮバレヨΑΙ ヱ  ヮΒヤハ ゥゅエャΗや ヮらヤイΑ Ι ベコゲャや  ラゅよ ゲハゅゼャや リョぽΑ 

 ュゲエΑ Ιヱ ょヤヅ ヶプ ヅゲヘΑ ヵグャやヱ ベコゲャや リョ ゲΒんムャゅよ Ιま ユヰΒバシ ヶプ ラヲバレボΑ Ι サゅレャや リョ ⇔やゲΒんミ リムャ ヮボヤカ リョ ⇔やギェぺ
. キゅらバャや リΒよ 聴 ヮヨジホヱ ∩ ヮャ ケギボョ ラゅジルΗや ベコケ ラΕ ゅヰムヤヰΑヱ ヮジヘレャ ユャゅド ベコゲャや 

 
≪ ⇒⇒マャク ウッヱ. るΒルゅヨΑま ペもゅボエよ ペトレゎ ゲハゅゼャや るよゲイゎ 

  . ウッヱ ∩ りゅΒエャや ヶプ るボΒヨバャや れΚョほわャゅよ れゅΒよΕや ログワ ヂらレゎ 
- . メヲヨガャやヱ モジムャや ヱぺ ベゅゼャや モヨバャゅよ ケギボΑ ベコゲャゅプ ∩ ベコゲャや ヶプ るヤΒェ Ι 
-  ヮボヤカ ノΒツΑ Ι 聴ヱ ∩ キゅらバャや リΒよ ュヲジボョ ベコゲャや 
- メヱゴゎ キヲエイャゅよ ∩ ユバレャや ュヱギゎ ゲムゼャゅよ 
- ゴヨャや ヶプ ょビゲΑヱ ∩ ヮよ ノレボΑ Ι ゅΒルギャや ヶプ ベコケ リョ ラゅジルΗや ヴレィ ゅヨヰョ. ギΑ 
- . ポΚヰャや ヴャま ロゲΒダョヱ ∩ ヶボセ ゅΒルギャやヱ ベコゲャや ょヤヅ ヶプ ヅゲヘヨャや 

 
≫- . マャク ウッヱ ∩ るΒルゅジルΗや ザヘレャや ケやヲビぺ リョ ⇔ ゅらルゅィ ゲゼハ ヶルゅんャや ろΒらャや ヶプ ゲハゅゼャや ゲらシ 

. ヮャ 聴 ユジホ ゅヨよ ロゅッケヱ ヮわハゅレホ ュギハヱ ラゅジルΗや ノヨヅ ヶプ ょルゅイャや やグワ モんヨわΑ 
 

 √ ⇔ ゅプΚわカやヱ ソゅホゅヘゎや リΒΒャゅわャや リΒわΒらャや リΒよ ラコやヱ ⇒⇒. 
- ヮ⇒⇒⇒⇒⇒バトボゎ ラゅジルΗや る⇒⇒⇒ハキ Ιヱ ⇔ ゅホコケ            るヤ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タやヱ ラゅジルΗや りギ⇒⇒⇒⇒⇒ワゅイョ ゅョヱ 
-           ヮヤェやヱケ ょバわゎ ユャ ¬ゲヨャや ベコゲΑ ギホ       ょバわャやヱ ケゅヘシΕや ヱク  ¬ゲヨャや ュゲエΑヱ 

 ヮΒプ るヤΒェ Ι ュヲジボョ ベコゲャや ラぺ : ラゅボヘわΑ 
 モジムャやヱ ベコゲャや ヶプ ギΑゴΑ Ι ヶバジャや ラぺ ンゲΑ ペΑケコ リよや : ラゅヘヤわガΑヱ. ヮバトボΑ Ι 

 . ゲヘジャやヱ ヶバジャや ヴヤハ ゾΑゲエャや ラゅジルΗや ュゲエΑ ギホヱ ょバゎ Κよ ベコゲΑ ギホ ラゅジルΗや ラぺ ンゲΑ ゲカΓや ゲハゅゼャや 
 
∽- ∨ ノトボヨャや やグワ ヶプ れゅヘタヱ ベΚカぺ リョ ゲハゅゼャや ロゲムレわジΑ ヵグャや ゅョ 

- . ゲゼハ ヶルゅんャや ろΒらャや ヶプ マャク ウツわΑヱ ゅΒルギャや ょヤヅ ヶプ ヅやゲプΗやヱ ノヨトャや 
- ュヲジボョヱ 聴 ギΒよ ベコゲャや ラぺ ラゅジルΗや モワゅイゎ . ゲゼハ ゑャゅんャや ろΒらャや ヶプ マャク ウツわΑヱ ゲゼらャや リΒよ 

 
∝ ⇒⇒:  ヮわエゎ テカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ モムャ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 

  ⇒⇒ぺ             るヤ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒タやヱ ラゅジルΗや りギ⇒⇒⇒⇒⇒ワゅイョ ゅョヱヮ⇒⇒⇒⇒バトボゎ ラゅジルΗや る⇒⇒⇒ハキΙヱ⇔ ゅホコケ 
   ろΒらャや ヶプ ∩ メヱΕゅよ ヶルゅんャや ゲトゼャや るホΚハ ペよゅジャや : 

      ⇒⇒                      モΒヤバゎギΒミヲゎ                      モΒダヘゎ  ⇒⇒                 るイΒわル ⇒⇒ 
  ⇒⇒ぺ          ユヰ⇒⇒⇒ホコケ サゅレャや リΒよ 聴 ユ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ジホ ギホ      ヮバ⇒⇒⇒ΒツΑ ペ⇒⇒⇒ヤカ リョ 聴 ペヤガΑΙ 

   ろΒらャや ヶプ ∩ メヱΕゅよ ヶルゅんャや ゲトゼャや るホΚハ ペよゅジャや : 
     モΒヤバゎ                       ⇒⇒                      ギΒミヲゎ ⇒⇒モΒダヘゎ  ⇒⇒                 るイΒわル 

 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪≫ 

 ノよやゲャや メやぽジャや    :ぺゲホや   れゅΒよΕや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
       ヮバレヨΑ ゑΒェ リョ ヴわヘャや ヶトバΑ ゲワギャやヱ      ヮ⇒ヨバトΑ ゑΒェ リョ ヮバレヨΑヱ  やヲヘハ 
       ヮわシゅΒシ リジェぺ ユヤプ ⇔ ゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ムヤョ ろΒトハぺ    ヮバヤ⇒⇒ガΑ マヤヨャや サヲジΑ Ι リョ モミヱ 

ムセ            Κよ ユΒバレャや ゆヲを ⇔ ゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ジよΙ やギ⇒⇒ビ リョヱ⇒⇒ヮ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ハゴレΑ 聴 ヮレバプ ヮΒヤハ ゲ 
        ヮわホゲプ ギバよ ヶ∂ヤ ⌒カ ヮ⇒⇒ィヱ リ⇒⇒⇒ョ ろツわハや    ヮ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ハゲィぺ ゅョ ゅヰレョ ネゲイΑ ⇔ ゅシほミ 
 

 ≒ ⇒⇒  ログワ ヂらレゎウッヱ ∩ りゅΒエャや ヶプ るボΒヨバャや れΚョほわャゅよ れゅΒよΕや  マャク   . 
- ベコゲャや ノホヲわΑ ゑΒェ リョ ヮョゲエΑ ギホヱ ょジわエΑ Ι ゑΒェ リョ ラゅジルΗや ヶトバΑ 聴 
- りケやキΗや リジェヱ るヨムエャゅよ ラゅダゎ ラゅジルΗや るムヤヨョ. 
- メヱゴゎ キヲエイャゅよ ∩ ユバレャや ュヱギゎ ゲムゼャゅよ . 
 

 
≪や  ⇒⇒ゲミク ユバレャや ヶわャや ゅヰエレ ⊥ョ ∩ゲハゅゼャや ヮヘホヲョヱ ∩ゅヰレョ ゅョヱ ょゎゲゎ   ヮΒヤハ . 

- ユバレャや ヶわャや ゅヰエ⌒∂レ ⊥ョ ゲハゅゼャや : 
 モΑゴΑ 聴ヱ ゅヰレョ ュゲエΑ ユバレャや ゲムゼΑΙ リョ モミヱ  ∩ ゅヰΒヤハ ナプゅエΑ ユャヱ ケやゲボわシΙや るヨバル ゲハゅゼャや  ヴャゅバゎ 聴 ウレョ

.  ゅヰΒヤハ ゲムゼΑ Ι リヨョ ヮヨバル 
- : ゲハゅゼャや ブホヲョ      ヮΒプ ネヲホヲャや ゆゅらシぺヱ ∩ ほトガャゅよ ゲハゅゼャや リョ フやゲわハま 

                 . るΒィヱゴャや ヮゎゅΒェヱ ロケやゲボわシやヱ ヮムヤョ ネゅッぺ ヮルぺ      : ほトガャや 
- : マャク ゆゅらシぺヱ 

             . ゅワゲムセ ュギハヱ るヨバレャゅよ ロキヲエィヱ ∩ ロゲΒムヘゎ ヶプ キゅジプヱ ∩ りキゅΒボャやヱ りケやキΗや ¬ヲシ 
- : マャク ヴヤハ ょゎゲゎヱ 

               りギΑギゼャや ュヲヨヰャやヱ ュΙΓや ヶルゅバΑ ウらタほプ ヮわィヱゴャ ヮホやゲプ ギバよ ゲハゅゼャや るャゅェ ろャギよ 
 

 
≫. マャク リΒよ ∩ ヮΒプ ネヲホヲャや ゆゅらシぺヱ ∩ ほトガャゅよ ゲハゅゼャや リョ フやゲわハま るボよゅジャや  れゅΒよΕや ヶプ ⇒⇒ 

-  : マャク ゆゅらシぺヱ ∩ るΒィヱゴャや ヮゎゅΒェヱ ロケやゲボわシやヱ ヮムヤョ ネゅッぺ ヮルぺ ほトガャや 
-   ∩ ロゲΒムヘゎ ヶプ キゅジプヱ ∩ りキゅΒボャやヱ りケやキΗや ¬ヲシ. ゅワゲムセ ュギハヱ るヨバレャゅよ ロキヲエィヱ 

 
√. ⇔ ゅプΚわカやヱ ソゅホゅヘゎや リΒΒャゅわャや リΒわΒらャや リΒよ ラコやヱ ⇒⇒ 

       ヮバレヨΑ ゑΒェ リョ ヴわヘャや ヶトバΑ ゲワギャやヱ      ヮ⇒ヨバトΑ ゑΒェ リョ ヮバレヨΑヱ  やヲヘハ 
                                ヶルほわャや ヮダボレΑ ザΒャ マホコケヱ               ⊥¬ゅレバャや ベコゲャや ヶプ ギΑゴΑ ザΒャヱ 

 
∽-  ヵグャや ゅョ∨ ノトボヨャや やグワ ヶプ れゅヘタヱ ベΚカぺ リョ ゲハゅゼャや ロゲムレわジΑ 

- . るΒィヱゴャや りゅΒエャやヱ ろΒらャや りケやキま ¬ヲシ 
- ヮヨバル ヴヤハ 聴 ゲムセ ラゅジルΗや ヶジレΑ ヵグャや キヲエイャや . 

∝ ⇒⇒:  ヮわエゎ テカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ モムャ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 
 ぺ  ⇒         ヮバレヨΑ ゑΒェ リョ ヴわヘャや ヶトバΑ ゲワギャやヱ        やヲヘハヮ⇒ヨバトΑ ゑΒェ リョ ヮバレヨΑヱ  
   ろΒらャや ヶプ ∩ メヱΕゅよ ヶルゅんャや ゲトゼャや るホΚハ ペよゅジャや : 

      ⇒⇒                      モΒヤバゎギΒミヲゎ                      モΒダヘゎ  ⇒⇒                 るイΒわル ⇒⇒ 
 ゆ  ⇒⇒        ヮわシゅΒシ リジェぺ ユヤプ ⇔ ゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ムヤョ ろΒトハぺ    ヮバヤ⇒⇒ガΑ マヤヨャや サヲジΑ Ι リョ モミヱ 

     ろΒらャや ヶプ ∩ メヱΕゅよ ヶルゅんャや ゲトゼャや るホΚハ ペよゅジャや : 
      ⇒⇒                      ギΒミヲゎ ⇒⇒                      モΒヤバゎ るイΒわル                モΒダヘゎ  ⇒⇒ 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪√ 

 ザョゅガャや メやぽジャや    :ぺゲホや   れゅΒよΕや るΒゎΓや ユを ょィぺ ゅヨハ ゅワギバよ リョ るヤゃシぺ: 
- タΕ⇒⇒ ラゲらャ⇒⇒⇒⇒レバわヨΑ  Ι ゲワギ⇒⇒     ヮ⇒⇒⇒⇒よ  ヶ    ⇒わヨΑ メゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ェ ヶプ ヶよ Ιヱ⇒⇒ヮバ⇒⇒ 
- ィゲプ ょボバョ ヵケゅらトタや ラほよ ⇔ ゅヨヤハ⇒⇒⇒⇒⇒         ゅ  Βッほプ⇒⇒バ⇒⇒⇒⇒シヱぺ れゲムプ ラま ゲョΕや ペ⇒ヮ 
- レわホゲヘよ ろレッぺ ヶわャや ヶ⇒⇒⇒⇒ャゅΒヤャや ∂モハ⇒⇒⇒⇒バ⇒⇒ヨイゎヱ ゅョヲΑ ヶレバヨイわシ ヶヨジィ          ゅ⇒⇒ヮ 
- ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ェぺ ∇モ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⊥ピゎ ラまヱ      ヮわΒレョ ゅレョ やギ  よΙ⇒ヶプ ギ ヮバ⇒らわΒシ ヶルゅ⇒⇒⇒んャや ロギ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ビ 
- レャ ベやゲ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヘャや やグワ ⇔やギよぺ ュギΑ ラまヱ⇒⇒⇒⇒         ゅ バレダル 聴 ¬ゅ⇒⇒⇒ツボよ ヵグャや ゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヨプ⇒⇒ヮ 

≒-  マャク ウッヱ . ゅヰレョ ァヱゲガャや モΒらシヱ ∩ ヮわよゲイゎヱ ゲハゅゼャや りゅルゅバョ るタΚカ れゅΒよΕや ろレヨツゎ 
ガャや モΒらシヱ ∩ ヮわボセぺヱ ゲハゅゼャや ろレッぺ ヶわャや ベやゲヘャや るよゲイゎ れゅΒよΕや コゲらゎ : るレエヨャや ログワ リョ ァヱゲ 

-   ベやゲヘャや ュΙへ ヴヤハ ゲらダャや. 
- ヮィゲプヱ 聴 るヨェケ ヶプ モョΕやヱ ¬ゅィゲャや . 
- . れヲヨャや ギバよ ヱぺ ゅΒルギャや ヶプ ょエΑ リヨよ ¬ゅボヤャや ヶプ ¬ゅィゲャやヱ モョΕや 
- ベやゲヘャや ュやキ ラま 聴 ¬ゅツボよ ュΚジわシΙやヱ ゅッゲャや . 

 
≪- ∨ るよゲイわャや ログワ リョ りキゅヘわジヨャや ユΒボャや ゅョ 

-  ゲハゅゼヨャやヱ ュΙΓやヱ ュヲヨヰャや ヴヤハ ゲらダャや. 
-  ⇔やゲジΑ ゲジバャや ギバよ ラほよ ラゅヨΑΗや . 
- 聴 るヨェケ リョ サほΒャや ュギハ . 
- 聴 ¬ゅツボよ ゅッゲャや . 

 
≫- . ゅヰエッヱ るΒジヘル るャΙキ ゲハゅゼャや るよゲイゎ ヶプ リョゴヤャ 

       ∩ ゥゲヘャゅよ ヶゎほΑ ゲワギャや ヴヤハ ロゲらダプ ∩ ヮゎゅルゅバョヱ ヮョΙへ リョ ゾヤガわャや ヶプ ヶャゅΒヤャやヱ ゲワギャや ヴヤハ メヲバΑ ゲハゅゼャや
  ヮよ リエレプ ∩ ュやキヱ ベやゲヘャや リョコ メゅヅ ラまヱ ∩ ょエΑ リヨよ ヶボわヤΑ ギホ ギピャやヱ ∩ ⇔ ゅョヲΑ ヮわらΒらエよ ヮバヨイゎ ギホ ヶャゅΒヤャやヱ
 .ラヲヨヤジわジョ ラヲッやケ 

 
√- ∨ やクゅヨヤプ ∩ ゲらダャゅよ ギΑギセ ペヤバゎ リハ れゅΒよΕや ブゼムゎ 

      Βらシ ヮョゅョぺ ギイΑ ユヤプ ヮョヲヨワヱ ∩ ヮョΙへ ゲΒシぺ ノホヱヱ ∩ ベやゲヘャやヱ ギバらャや ヶプ ヮわΑゅビ ペΒボエゎ ヶプ ペヘカぺ ゲハゅゼャや ラΕ ⇔Κ
 . ァゲヘャや ヮΒボバΑ ゲらダャや ラほよ リョぽΑ ヮルΕ ゲらダャゅよ Ιま やグワ モミ リョ ソΚガャやヱ ァヱゲガヤャ 

 
∽. ⇔ ゅプΚわカやヱ ソゅホゅヘゎや リΒΒャゅわャや リΒわΒらャや リΒよ ラコやヱ ⇒⇒ 

         ヮバヨイゎヱ ゅョヲΑ  ヶレバヨイわシ     ヶヨジィ ゅレわホゲヘよ  ろレッぺ ヶわャや ヶャゅΒヤャや モハ :  ペΑケコ リよや メゅホ 
              ゅョギバよ リΒわΒわゼャや 聴 ノヨイΑ ギホヱ : ゲカへ ゲハゅセ メゅホヱ           ゅΒホΚゎ Ι ラぺ リヌャや モミ ラゅレヌΑ 

. ¬ゅボヤャや ヶプ キヲィヲョ モョΕや : ゅボヘゎや 
          ) モバャ ( ュギガわシや ゑΒェ ¬ゅボヤャや ヶプ ¬ゅィケヱ モョぺ ヮΑギャ ゲハゅゼャやヱ  ヶャゅΒヤャや ヴャま モバヘャや ギレシぺ : ペΑケコ リよや :ゅヘヤわカや 

 ヴャま モバヘャや ギレシぺ ヶルゅんャやヱ ノヨイΑ ギホ ( ュギガわシや ヱ モィヱ ゴハ 聴- ヶホΚわャや ヶプ マゼャや ギΒヘゎ )   ラゅレヌΑ 
∝ ⇒:  ヮわエゎ テカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ モムャ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 
 ぺ  ⇒        ゅィゲプ ょボバョ ヵケゅらトタや ラほよ ⇔ ゅヨヤハ        シヱぺ れゲムプ ラま ゲョΕや ペΒッほプ⇒⇒⇒⇒ヮバ  
   ろΒらャや ヶプ ∩ メヱΕゅよ ヶルゅんャや ゲトゼャや るホΚハ ペよゅジャや : 

      ⇒⇒                      モΒヤバゎ ギΒミヲゎ                     モΒダヘゎ  ⇒⇒                 るイΒわル ⇒⇒ 
 ゆ  ⇒⇒  よ ヶレバわヨΑΙ ゲワギャ ラゲらタΕ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ェ ヶプ ヶよΙヱ           ヮ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒わヨΑ メゅ⇒⇒ヮバ 

     るホΚハ ヮヤらホ ゅヨよ  ろΒらャや やグワ  : 
     モΒヤバゎ                      モΒダヘゎ  ⇒⇒                 るイΒわル ⇒⇒                      ギΒミヲゎ ⇒⇒ 

 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪∽ 

ャや ⊥ネヲッ ∇ヲ ∠ヨ∇ャや サキゅジ    : ゲヨハ るΒダガセ ゥゅわヘョ . 
   Εや メやぽジャやメヱ   :るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒゎΓや りゲボヘャや ぺゲホや    : 

メヲタヲャや モヰジΑ ベキゅタ ゥゅわヘョ るΒルゅジルま るΒダガセ モムャヱ  (  ゆゲプ ...れゅΒダガゼャや フΚわカや ょジェ ヴヤハ ょバダΑ ヱぺ ヮΒャま
.ゥゅわヘョ モミ ヮΒプ ケゅエΑ ネゴハゴョ ゆゅよ ヮΒヤハ モΒゃッ ろΒよ ゆケヱ ∩ ゲΒピタ ゥゅわヘョ ヮイャゅバΑ リΒムョ ゆゅよ ヮΒヤハ オョゅセ ろΒよ 

 ...るダΒボレャや ヱ るヤΒツヘャゅよ Ιヱ るョゅョギャやヱ リジエャゅよ Ιヱ ∩ ゲらムャやヱ ゲピダャゅよ リΒわボヤバョ ゅレワ るよヲバダャやヱ るャヲヰジャや ろジΒヤプ
ヨャや るヤヰシ るヨΒヌハ るΒダガセ ゆゲプ. ゲΒジハ ヱぺ ヶヘカ ゅヰェゅわヘョ るヤΑゴワ るΒダガセ ゆケヱ ∩ ゥゅわヘ 

  ろヤトワ ラま ヱ キゅらハ リよや リェギヨゎ Ι  ゅヨΑギャや ヮよゅセ ヴわェ キヲイャゅよ ロやギΑ 
ョ れやゲトカ ゅヰルみプ⇒⇒⇒⇒⇒シヱゅシヱ リ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヮ  ョゲミ Ιヱ Κガよ Ι ノレヨΑ ヱ ヶトバΑ⇒⇒ゅ  ) 

≒ ⇒⇒ :   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカ 
   : るタヲボレヨャや るΒダガゼャや 

-     .    ゅヰΒヤハ ユムエャや モヰジΑ                                     ⇒⇒  .  ゅヰヨヰプ ょバダΑ 
-   ヰΒヤハ ユムエャや ヶプ ゅルゲΒエゎ ゅ                                     ⇒⇒  ウわヘャや モツバョ ゆゅよ ゅヰΒプ ザΒャ 

   :   るヨΒヌハ るΒダガゼャや ろルゅミ ゅヨヤミ  ヮルぺ ょゎゅムャや ンゲΑ 
-        . ゅヰェゅわヘョ るプゲバョ ょバタ                                ⇒⇒   .   ゅヰェゅわヘョ るプゲバョ ノレわヨΑ 
-      ゅヰェゅわヘョ るプゲバョ  モヰジΑ                                   ⇒⇒  モヰジΑ  ゅヰェゅわヘョ るプゲバョ ょバダΑ ヱや. 

≪ ⇒⇒. ゆゅトガャや リよ ゲヨハ れゅヘタ リョ ヶゎほΑ ゅヨョ りケゅらハ モミ ヮレハ ブゼムゎ ゅョ リΒよ 
-                   . ヮわらΒワ ろヤホ ヮムエッ ゲんミ リョ                          ) ギイャや ヱ ュゴエャや ( 
-       メΚェ やヲャゅホ ラやヱ ユワギヤィゅプ ュやゲェ ゲヨガャや やヲャゅホ ラま (          : ゲヨガャや ヶよケゅセ ヶプ りギΒらハ ヶよΕ ゲヨハ メゅホ

 }  ュゴエャや ヱ メギ⇒⇒⇒バ⇒ャや  {    ) ユヰホゅレハぺ ゆゲッゅプ 
 

≫ ⇒⇒.るΒダガゼャや ゥゅわヘヨよ キヲダボヨャや ヶプ ヵぺケ ょゎゅムヤャ   マャク ウッヱ 
 ゥゅわヘョ ラぺ ょゎゅムャや ンゲΑ ヶプ ペヨバわヤャ ゅヰレョ ペヤトレルヱ ¬ゅヨヌバャや リΒよ るΒダガゼャや マヤゎ ゴΒヨゎ ヶわャや るヨジャや ヲワ るΒダガゼャや

.. ゅヰルやケギィヱ ゅワケやヲシぺ ¬やケヱ グヘレゎヱ るΒダガゼャや ゆやヲよぺ ゅレャ ウわヘゎ ヶわャや りやキΕや ヲヰプ ゅヰらルやヲィ るプゅミ リョ るΒダガゼャや るシやケキ 
 
√ ⇒⇒ ∩ ⇔ ゅボェ ヵケギル Ιヱ( : るΒゎΓや りケゅらバャゅよ キヲダボヨャや ゅョ ∩ るジガャや リョ ュぺ るバプゲャや リョヱ ∩ モ ∇ガ⊥らャや リョ ュぺ ュ ∠ゲ∠ムャや リョ ⊥ヮヤヨハぺ

 ∨ ュヲョグヨャや リらイャや リョ ュぺ りキヲヨエヨャや るハゅイゼャや リョヱ  ) 
.ゅワゴΒヨゎ ウョΚョ ゅヰャ ギィヲΑ Ιヱ キギエョ ぺギらョ ペプヱ ゲΒジゎ Ι ヶわャや  るタヲボレヨャや るΒダガゼャや ゲョぺ リョ りゲΒエャや 

∽ ⇒⇒∨ リΒわΒらャや リΑグヰよ ょゎゅムャや モんヨΑ リヨャ  マャク ヶプ ょゎゅムャや ヵぺケ ゅョヱ 
ゅヨΑギャや ヮよゅセ ヴわェ キヲイャゅよ ロやギΑ              ろヤトワ ラま ヱ キゅらハ リよや リェギヨゎ Ι 
ゅョゲミ Ιヱ Κガよ Ι ノレヨΑ ヱ ヶトバΑ               ヮ⇒シヱゅシヱ リ⇒ョ れやゲトカ ゅヰルみプ 

リΑグヰよ ょゎゅムャや モんヨΑ  ラヱギイΑヱ ゅヰゎゅプゲダゎ モΒヤエゎ ヶプ サゅレャや ケゅわエΑ ヶわャや りゴわヰヨャや るタヲボレヨャや るΒダガゼヤャ リΒわΒらャや
. ゅヰわΒダガセ ゥゅわヘョ ヴャま メヲタヲャや ヶプ るピャゅよ るよヲバタ 

 ゲΑギボゎ ヶプ ゅルギΒヘΑ サヱゅシヲャゅよ メゅヨハΕや ゲΒジヘゎ ラΕ ∩るヤΒエャや るヤホ ヮΒャま ゅレゃイヤゎ るヤΒェ ゲΒジヘわャや やグワ ラぺ ょゎゅムャや ンゲΑ ヱ
 ヮレムャヱ ∩ ヮホΚカぺヱ ヮャゅヨハぺ ゲΑギボゎヱ  ゅヰらェゅタ  . ゲΒジヘわャや ポゲゎ ヲワヱ : るΑゅヰレャや ヶプ ギェやヱ ⇔ヴレバョ ヮャ ゲΒジヘゎ 

∝ ⇒⇒.ゑェゅらヤャ ⇔ ゅェゅわヘョ るヨΒヌバャや れゅΒダガゼャや ゆゲホぺ リョ ゆゅトガャや リよ ゲヨハ : モヤハ 
  . ウッやヱ ゲΒビ ヱぺ ウわヘャや モツバョ ゆゅよ ゅヰΒプ ザΒヤプ ュゅヌハ ゆやヲよぺ ヴヤハ ゅヰャゅヨわセや リョ ユビゲャや ヴヤハ ゅヰルΕ 

 
∵ ⇒⇒∨ ゲヨハ るΒダガセ ヴヤハ ゲトΒジΑ ヵグャや テよゅツャや ゅョ 

     ヴヤハ ゲトΒジΑ ヵグャや テよゅツャや ヲワ ゲヨハ ラゅヨΑまヮゎやケヲシ ヱ ヮバプやヱキヱ ロケゅムプぺヱ ヮホΚカぺ 
∫ ⇒⇒  ゅヰレョ リΒわレをや ゲミクや .   ネヲッヲヨャや ヶプ ょゎゅムャや ゆヲヤシぺ れゅヨシ れゲヰド 

   ラゅワゲらャやヱ るイエャや ヴヤハ キゅヨわハΙや         . るボΒホキ りゲセゅらョ るエッやヱ るピヤャや 
 . るΒャゅΒガャや ケヲダャや るヤホ         . るΒバΑギらャや れゅレジエヨャや ュやギガわシや 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪∝ 

   メやぽジャやゅんャやヶル  :るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒゎΓや りゲボヘャや ぺゲホや    : 
( ヵグャや ｚリムャヱ ∩ ⌒ヮ⌒ゎやケヲシヱ ヮバプやヱキ ヴヤハ ⊥ゲトΒジΑ ゅヨミ ⌒ロ ⌒ケゅムプぺヱ ⌒ヮ⌒ホΚカぺ ヴヤハ ⊥ゲトΒジΑ ヵグャや テよゅツャや ヲワ ∠ゲヨハ ラゅヨΑま ラま

 ⌒ヮよ ⊥ギΑゲル ∩ゅヰΒヤハ ⊥ゲトΒジΑ ヵグャや  テよゅツャや ⌒るプゲバョ ⊥ゲΒビ ⊥ゲカへ ∀¬ヶセ るΒダガゼャや ゥゅわヘヨよ ⊥ロ⊥ギΑゲル リΒよ ⊥ロ ⊥ゴΒヨゎ ヶわャや ∠るヨジャや
ヱ ノプやヱギャやヱ ケゅムプΕやヱ ⌒ベΚカΕや ヴヤハ ヮゎゲトΒシヱ ∠ラゅヨΑΗや ヶプ ヴわェ ¬ゅヨヌバャや  ∃サヲヘル ヶプ ンヲボΒャ ∠ラゅヨΑΗや ラみプ∩ ⌒れやケヲジャや

 "るΒダガゼャや ゥゅわヘョ" リハ ⊥ゑエらル ゅレワヱ . サヲヘレャや マヤゎ フΚわカゅよ ⊥ロ⊥ギ ⌒ワやヲセヱ ⊥ヮ⊥ゎゅΑへ ブヤわガゎ ユを ∃れやゲΒんミ) 
≒ ⇒⇒ :   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 
    :  リヨムΑ るΑゲヨバャや るΒダガゼャや ゥゅわヘョ ょゎゅムャや ンゲΑ   ⇒⇒ 

    ヴヤんヨャや ゅヰわヘタ ヶプ ヵギレイャや るバΒらヅ ヶプ                                ⇒⇒  ュゅヌレヤャ ヮらェ ヶプ     . 
   .  ヮャギハ ヱ ヮョゴェ ヶプ                                                    ⇒⇒  ヵヲボャや ヮルゅヨΑま ヶプ      . 

≪ ⇒⇒  マャク ヶプ ょゎゅムャや ヵぺケ ウッヱ .  ゅヰャ ⇔ ゅヘタヱ るΒダガゼャや ゥゅわヘョ ギバΑ Ι  /  . るΒダガゼャや ゥゅわヘョ テよやヲッ ゲミクや 
 ペヨバわヤャ ゅヰレョ ペヤトレルヱ ゅヰヤカやキ ヴャま ゅレよ グヘレゎ りやキぺ ヮレムャヱ ∩ ゅヰダもゅダガャ ⇔Κんヨョ Ιヱ ゅヰャ ⇔ ゅヘタヱ るΒダガゼャや ゥゅわヘョ ザΒャ

  ゅヰらルやヲィ るプゅミ リョ るΒダガゼャや るシやケキ ヶプ. 
≫ ⇒⇒  ∨ るΒダガセ モミ ゥゅわヘョ ヴヤハ フゲバわャや モヰジΑ モワ 

. ゅワゲピタ ヱぺ ゅワゲらムよ テらゎゲΑ Ιヱ るΒダガゼャや フΚわカや ょジエよ ょバダΑ ヱぺ ヮΒャま メヲタヲャや モヰジΑ ゥゅわヘョ るΒダガセ モムャ  
√⇒ ゲヨハ るΒダガセ ヶプ りゲトプ ラゅミ ヵゲムジバャや ろヨジャや ⇒モャキ  .  マャク ヴヤハ 

  " るヤボハ ゅヰルみプ るレヨジャやヱ ユミゅΑま " ヮョゅバヅヱ ヮルギよ ヶプ ヵギレイャゅよ リジエΑ ゅョ ょエΑ ラゅミ 
 . チケΕや ヴヤハ ¬ヅヲャや ギΑギセ ヴゼヨΑ ラゅミ 
 . モΒガャや ゆヲミケヱ るΑゅョゲャやヱ るェゅらジャや ユΒヤバわよ ゲョほΑ ラゅミ 
 ヮハケヱ モホ ヮトボシ ゲんミ リョヱ ヮわらΒワ ろヤホ ヮムエッ ゲんミ リョ ラΕ メゴヰャや リョ ケグエΑヱ ∩ ギイャゅよ ゲョほΑ ラゅミ 

∽ ⇒⇒やメギわシ ヴヤハ モタほゎ ュゅヌレャや ヶプ るバΒらヅ ゲヨハ ヶプ ュゅバャや ソゅガャやヱ  
 ヱぺ  . ゲヨハ るバΒらヅ ヶプ るヤΒタぺ るヘタ ュゅヌレャや ラぺ ヴヤハ モャキ 

- . マャグよ Κィケ モミヲΑヱ フヲヘダャや ヵヲジΑ ヴわェ ゲらムΑ Ι りΚダャや ギレハ 
- .  ウΑヱやゲわャや ヶプ ギェやヱ むケゅホ ヴャま やヲバヨわイΑ ラぺ サゅレャや ゲョほΑ 
- りΙヲャや ザヤイョヱ ペΑゲトャやヱ ベヲジャや ヶプ ュゅバャや ュゅヌレャや ヴヤハ ソゲエΑ 
-  ぺ   : ヶプ モんヨゎ るャヱギヤャ ゅョゅヌル ュゅホぺ-  ゆ . リΑヱやヱギャや ¬ゅゼルま-   リΒヨヤジヨャや ¬ゅダェま 

                                            ⇒ィ- ギレイャや れゅィケキ ょΒゎゲゎ 
∝⇒ ⇒ ヮゎゅΒェ リョ ブホやヲョ メΚカ リョ ゲヨハ るΒダガセ ヶプ ヵギレイャや るバΒらヅ ヴヤハ モャキ≡    
  ゅミ ギボプ ∩ Κヨハヱ Ιヲホ ゲヨハ るΒダガセ ヶプ ヵギレイャや るバΒらヅ れゲヰド  ヮョゅバヅ ヱ ヮルギよ ヶプ ヵギレイャゅよ リジエΑ ゅョ ょエΑ ラ

 ヶゼヨΑ ゅヨミ ∩ れヲダャや ヵケヲヰィ チケΙや ヴヤハ ¬ヅヲャや ギΑギセ ヶゼヨΑ  ラゅミヱ ∩ メコゅヰヨャや リョ ケグエΑヱ ギイャゅよ ゲョほΑ ラゅミヱ
るΒシヱゲヘャやヱ るェゅらジャやヱ るΑゅョゲャや ユヤバわよ ゲョほΑ ラゅミヱ ∩ ラヲヨヤムわΑ ゅヨミヱ キヲレイャや≡ 

∵ ⇒⇒ ⇔ ゅェゅわヘョ るヨΒヌバャや れゅΒダガゼャや ゆゲホぺ リョ ゆゅトガャや リよ ゲヨハ : モヤハ.ゑェゅらヤャ 
 ヴヤハ ゅヰャゅヨわセや リョ ユビゲャや ヴヤハ ヱ りゲΒエョ るΒダガセ ろジΒャ ヶヰプ るタヲボレョ ゲΒビ るヤョゅミ るΒダガセ るΑゲヨバャや るΒダガゼャや

. ウッやヱ ゲΒビ ヱぺ ウわヘャや モツバョ ゆゅよ ゅヰΒプ ザΒヤプ ュゅヌハ ゆやヲよぺ 
∫  ⇒⇒リΒよ ケヱキ ゥゅわヘョ るΒダガゼャや ヶプ ユヰプ ∩ゅワキゅバよぺ  ⇔Ιギわジョ. 
  リ娃娃ョ ロゲ娃娃Βビ リ娃娃ハ ロゴ娃娃Βヨゎ ヶ娃娃わャや るヨ娃娃ジャや ヲ娃娃ワヱ ゅワケやヲ娃娃シぺ ¬やケヱ ゅ娃娃レよ グ娃娃ヘレゎヱ ゅ娃娃ヰよやヲよぺ ゅ娃娃レャ ウわ娃娃ヘゎ ヶ娃娃わャや りゲΒピ娃娃ダャや りやキΕや ヲ娃娃ワ

 . ¬ゅヨヌバャや 
 ヱぺ ゲ娃娃らムヤャ  る娃娃ホΚハ Ιヱ   ゲΒ娃娃ジハ ヱぺ ヶ娃娃ヘカ ゅ娃娃ヰェゅわヘョ る娃娃ヤΑゴワ るΒ娃娃ダガセ ゆケヱ . ゥゅ娃娃わヘヨャや るヤヰ娃娃シ る娃娃ヨΒヌハ るΒ娃娃ダガセ ゆケ ヱ

. るΒダガゼャや ゥゅわヘヨャ メヲタヲヤャ ウらボャや ヱぺ リジエャや ヱぺ ゲピダャや 
∬ ⇒⇒  ゅヰレョ リΒわレをや ゲミクや . ネヲッヲヨャや ヶプ ょゎゅムャや るΒダガセ リョ ウョΚョ れゲヰド 

  .るΒハヲッヲヨャや  ⇒⇒      . るΑヲピヤャや るヤΒダエャや ¬やゲを  ⇒⇒ .ゲヨハ るΒダガゼよ ょイバョ ⇒⇒   .るプゅボんャや ノシやヱ 
 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪∵ 

  や メやぽジャやゑャゅんャ   :るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒゎΓや りゲボヘャや ぺゲホや    : 
ギェヱ ゲヨハヱ ∩ ゲヨハ ヶプ ゅヰヤミ るエッやヱ ゾもゅダガャや ログワ ( ヴわェ ∩ ゾもゅダガャや ログワ ノΒヨィ ヶプ ヮャゅんョぺ リΒよ ウッやヱ ロ

 ゾもゅダガャや ログワ ノΒヨイよ ブダわョ るよヱゲバャやヱ ュΚシΗや ヶプ ユΒヌハ リハ メほシ コゅピャΕや ブΒャほわよ ゅ⇔バャヲョ ⇔やギェぺ ラぺ ヲャ ゅレΒャま モΒガΒャ
)  ゆゅトガャや リよ ゲヨハ ユシや ヮャやぽシ リハ ギィやヲャや ゆやヲイャや ラゅムャ ゅヰゎΙゅェ コゲよぺヱ ベギタぺ ヴヤハ 

≒ ⇒⇒ :   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 
-   :   ユムエャや ザャゅイョ ヶプ ¬ゅムゎΙや リハ りΙヲャや ヮΒヰル ゅヰΒヤハ メギΑ ヶわャや るヨΒボャや 

  . ュゴエャや                  .      ゲヨハ るルヲゼカ         .  るΑギイャや                    .   ノΑゲジャや フゲダわャや 
≪⇒⇒  ヶプ ヵぺケ ょゎゅムヤャ  ゲヨハ るΒダガセ ゥゅわヘョ  マャク ウッヱ . 

. るΒィクヲヨレャや ゅヰゎゅヘタ ヶプ ) ヵギレイャや るバΒらヅ ( ヶプ モんヨわΑ  ゲヨハ るΒダガセ ゥゅわヘョ ラぺ ょゎゅムャや ンゲΑ 
 
≫ ⇒⇒   マャク ウッヱ . ノΑゲジャや フゲダわャや ヴヤハ るヨもゅホ  ゲヨハ ギレハ るΑギレイャや るバΒらヅ ラぺ ょゎゅムャや ンゲΑ 
 ヶらレャや ヴャま ょヤヅ  ゑΒェ ヮΒわΒレを ネゴレΑ ラぺ  ヮバわヨゎ ヴヤハ メギΑ やグワヱ マャク ギバよ リΒヨヤジヨャや ギッ ⇔ ゅらΒトカ ュヲボΑ Κプ リΒΒヤヘジャや

. ペΑゲヅ ゆゲホぺ リョ チゲピャや ヴャま グヘレΑ ヵグャや ノΑゲジャや フゲダわャや ヴヤハ るヨもゅボャや ヵギレイャや るバΒらトよ 

√ ⇒⇒ゲヨハ るバΒらヅ ヶプ ュゅヌレャや リΒよ ラコやヱ ⇒⇒ ヮレハ 聴 ヶッケ ⇒⇒ ヶャゅんヨャや ヵギレイャや るバΒらヅヱ.. 
-    ゲヨハ ギレハ ュゅヌレャや ヱ ヮわバΒらヅ ヶプ るヤΒタぺ るヘタ .ロギレハ ヵゲトプ ゲョぺ 
-  ヵギレイャや ギレハ ュゅヌレャや .りキゅバャやヱ ラやゲヨャやヱ ユヤバわャゅよ るらジわムョ るヘタ 

 
 ∽⇒⇒リΒらΑ ⇒ ゾもゅダガャや ヴヤんヨャや ∩るΑギレイヤャ ゅヰヅゅらゎケやヱ るΒダガゼよ ゲヨハ. 

 るハゅイゼャやّ  ュゴエャやّ  るェやゲダャやّ  るルヲゼガャやّ  フゲゼャや ヴヤハ りゲΒピャやّ  りギイレャやّ  りヲガレャやّ  ュゅヌレャやّ  るハゅトャやّ  
 ょィやヲャや ゲΑギボゎّ  ゲヨハ ヶプ ゲプヲわゎ ろルゅミ れゅヘダャや ログワ モミヱ  .れゅΒャヱぽジヨャや キヱギェ ヶプ コゅイルΗや ょェ  

ゅヰヅゅらゎケやヱ るΒダガゼよ ゲヨハ. 
 " るヤボハ ゅヰルみプ るレヨジャやヱ ユミゅΑま " ヮョゅバヅヱ ヮルギよ ヶプ ヵギレイャゅよ リジエΑ ゅョ ょエΑ ラゅミ 

. チケΕや ヴヤハ ¬ヅヲャや ギΑギセ ヴゼヨΑ ラゅミ 
 . モΒガャや ゆヲミケヱ るΑゅョゲャやヱ るェゅらジャや ユΒヤバわよ ゲョほΑ ラゅミ 

 ヮハケヱ モホ ヮトボシ ゲんミ リョヱ ヮわらΒワ ろヤホ ヮムエッ ゲんミ リョ ラΕ メゴヰャや リョ ケグエΑヱ ∩ ギイャゅよ ゲョほΑ ラゅミ 
 
∝ ⇒⇒ . ょゎゅムャや ヵぺケ  ウッヱ  ∨   リΒレョぽヨャや リョ ロゲΒビヱ ゲヨハ ラゅヨΑま リΒよ ⇔ ゅホゲプ ギイゎ モワ 
   ロギワやヲセヱ ヮゎゅΑへ ブヤわガゎ ユを ∃れやゲΒんミ ∃ サヲヘル ヶプ ンヲボΒャ ラゅヨΑΗや ラみプ ∩ リΒレョぽヨャや リョ ロゲΒビ リハ ゲヨハ ラゅヨΑま ブヤわガΑ

   .  サヲヘレャや マヤゎ フΚわカゅよ 
 
∵ ⇒⇒∨ るΒダガゼャや ゥゅわヘョヱ るΒダガゼャや テよゅッ リΒよ ベケゅヘャや ゅョ 

   テよゅツャや         ゅヰバプやヱキヱ ゅヰホΚカぺ ヶプ ユムエわΑヱ るΒダガゼャや ヴヤハ ゲトΒジΑ ヵグャや モョゅバャや ヲワ ∩ テよゅツャやヱ
. ラゅヨΑΗや ヲワ ゲヨハ るΒダガゼャ 

 るΒダガゼャや ゥゅわヘョ       ゥゅわヘヨャや やグワ ∩ ゅワゲΒビ リハ ゅワゴΒヨゎ ヶわャや るヨジャやヱ ∩ るΒダガゼャや ユヰヘャ モカギヨャや ヲワ
.るΒダガゼャや ログワ ヶプ ゴΒヨわャや リヅやヲョ ヴヤハ フゲバわャや ヶプ ゅルギハゅジΑ  

∫  ⇒⇒  .  マャク ウッヱ .るャヱギャや ラヱぽセヱ ュゅバャや ュゅヌレャや ヶプ るヨΒヌハ れやコゅイルま ゲヨバャ 
   ≒- . りΙヲャや ザヤイョヱ ペΑゲトャやヱ ベヲジャや ヶプ ュゅバャや ュゅヌレャや ヴヤハ ソゲエΑ 
 ≪-  : ヶプ モんヨゎ るャヱギヤャ ゅョゅヌル ュゅホぺ 
     ぺ-  ゆ        . リΑヱやヱギャや ¬ゅゼルま- . リΒヨヤジヨャや ¬ゅダェま  ァ- .ギレイャや れゅィケキ ょΒゎゲゎ 

 
 



 

    ケセハ ヶルゅをャや                        ) れゅハヱッヱョ ( ベヱヘゎャや れゅよΑケキゎ              キヱハゅホ 由 / キやキハま  ≪∫ 

    メやぽジャやノよやゲャや      :るヤゃシぺ リョ ゅワギバよ ゅヨハ ょィぺ ユを るΒゎΓや りゲボヘャや ぺゲホや    : 
 ゅョ ょエΑ ラゅミ ∩ りヲシΕゅよ ヵゲムジバャや ろヨジャや ヲワ ザΒャヱ ∩ ゅヰΒヤハ ゲトプ ヶわャや りゲトヘャゅよ ヵゲムジバャや ろヨジャや ヲワ マャク  (

 るヤボハ ゅヰルみプ るレヨジャやヱ ユミゅΑま(( : メヲボΑ ラゅムプ ∩ ヮΒプ リジエわジヨャゅよ ザΒャ ゅョ ロゲムΑヱ ∩ ヮョゅバヅ ヱ ヮルギよ ヶプ ヵギレイャゅよ リジエΑ
ムΒヤハヱ ∩))エッ ゲんミ リョ( ラΕ メコゅヰヨャや リョ ケグエΑヱ ギイャゅよ ゲョほΑ ラゅミヱ.... ユムゎヲホ ヶプ ギダボャゅよ ユム リョヱ ∩ ヮわらΒワ ろヤホ ヮ

.ヮハケヱ モホ ヮトボシ ゲんミ  ) 
≒ ⇒⇒ :   ヮわエゎ ゅトカ ノッヲよ ヶヤΑ ゅヨョ ウΒエダャや モヨムヨャや ゲわカや 
    : ヶワ ょジェ ょバダΑ ヱぺ モヰジΑ るΒルゅジルΗや るΒダガゼャや ゥゅわヘョ ⇒⇒ 

-      . ゲピダャやヱ ゲらムャや   れゅΒダガゼャや フΚわカや    .    るョゅョギャやヱ リジエャや     るダΒボレャやヱ るヤΒツヘャや 
   ⇒⇒ るΒダガゼャや ゥゅわヘョ ギバΑ: 

-         .     ゅヰダもゅダガャ ⇔Κんヨョ ヱ ゅヰャ ⇔ ゅヘタヱ        .   ゅヰャ ⇔ ゅヘタヱ Ι ゅヰダもゅダガャ ⇔Κんヨョ 
-        .    りゴΒヨヨャや  ゅヰダもゅダガャ ⇔Κんヨョ              ザΒャ ゅヰャ ⇔ ゅヘタヱ ヱ   . ゅヰダもゅダガャ ⇔Κんヨョ Ι 

 
≪ ⇒⇒   マャク ヶプ ょゎゅムャや ヵぺケ ウッヱ ∨ るΒダガセ ヵぺ ゥゅわヘョ ヴャま メヲタヲヤャ  るレΒバョ ゲΒΑゅバョ ギィヲゎ モワ 

 るΒダガセ ゆケヱ . ゥゅわヘヨャや るヤヰシ るヨΒヌハ るΒダガセ ゆゲプ ∩ るΒダガゼャや ゥゅわヘョ  ヴャま メヲタヲヤャ  るレΒバョ ゲΒΑゅバョ ギィヲゎ Ι
ダガゼャや ゥゅわヘヨャ メヲタヲヤャ ウらボャや ヱぺ リジエャや ヱぺ ゲピダャやヱぺ ゲらムヤャ . るホΚハ Ιヱ  ゲΒジハ ヱぺ ヶヘカ ゅヰェゅわヘョ るヤΑゴワ. るΒ 

 
≫⇒⇒  ヶプ ヵぺケ ょゎゅムヤャ  ゲヨハ るΒダガセ ゥゅわヘョ  マャク ウッヱ . 

. るΒィクヲヨレャや ゅヰゎゅヘタ ヶプ ) ヵギレイャや るバΒらヅ ( ヶプ モんヨわΑ  ゲヨハ るΒダガセ ゥゅわヘョ ラぺ ょゎゅムャや ンゲΑ 
  

√ ⇒⇒   . ヮΒヤハ ⇔Κャギョ   マャク ウッヱ .  ⇔ ゅΑゲムジハ ラゅミ ゲヨハ ¬ゅツホ ラぺ ょゎゅムャや ンゲΑ 
 ノレヨャ ベゲトャや ゆゲホぺ マヤジΑ  ヮルぺ メ ⇔ ゅΑゲムジハ  ゲヨハ ¬ゅツホ ラゅミ ヶプ ュヲボャや るΒヤハ ヴヤハ ギエャや ヮわョゅホま  マャク モΒャキヱ ケゲツャや

 やヲよゲセ ュヲボャや るΒヤハ リョ るハゅヨィヱ ケやゲッヱ メギレィ ゅよぺヱ ゆゲムΑ ギバョ リよ ゲヨハ ラぺ ヵヱケ ギボプ ゲヨガャや やヲよゲセ ヵグャや ペゼョキ
 サヱぼケ ヴヤハ ユワヲハギΑ ラほよ " りギΒらハ ヴャま モシケほプ ゲヨハ マャク ヒヤらプ " ゅルゲわカゅプ ゅルゲΒカ ゅルま " : やヲよゅィほプ やヲヤゃシヱ ゲヨガャや

 ⇔Ιやぽシ  ユヰャほジΑヱ キゅヰセΕや やヲャゅホ ラまヱ ユワヱギヤィゅプ ュやゲェ やヲャゅホ ラみプ " ュやゲェ ュぺ ゲヨガャや メΚェぺ " ゾボレΑ Ιヱ ヮΒヤハ ギΑゴΑ Ι 
." ユヰホゅレハぺ やヲよゲッゅプ メΚェ. 

∽ ⇒⇒ ヶプ るヨヌバャや ょルやヲィ ウッヱ . ギΒャヲャや リよ ギャゅカ メゴハ リΒェ ゆゅトガャや リよ ゲヨハ るΒダガセ ヶプ るヨヌバャや ょルやヲィ ヴヤイわゎ
   . ブホヲヨャや やグワ 

   ギΒャヲャや リよ ギャゅカ メゴハ リΒェ ゆゅトガャや リよ ゲヨハ るΒダガセ ヶプ  ゲヨハ るヨヌハ ろヤイゎ 
-    ギャゅガよ ゲダレャや ラゲわボΑ ラぺ リョ リΒヨヤジヨャや りギΒボハ るルゅΒタ 
- . ギャゅカ リハ り¬ゅヘミ ∂モボゎ Ι モもやギよ ヶプ ゲヨハ るボを 
 
∝ ⇒⇒  ヴヤハ モャキ   : ヶヤΑ ゅョ モミ 

  ⇒⇒ .  ¬ゅツボャや ヶプ ヮャギハヱ ゲヨハ ュゴェ 
-  ユムエャや ザャゅイョ ヶプ ¬ゅムゎΙや リハ りΙヲャや ヮΒヰル. ソゅバャや リよ ヱゲヨバャ ヮΒヰル マャク リョヱ ∩ 
-  ゲヨガャや やヲよゲセ ヵグャや ペゼョキ ヶプ ュヲボャや るΒヤハ ヴヤハ ギエャや ヮわョゅホま . 

       ⇒⇒:  ゲヨハ るルヲゼカ 
    . れヲダャや ヵケヲヰィ ⇒ チケΕや ヴヤハ ¬ヅヲャや ギΑギセ ヴゼヨΑ  ⇒ メコゅヰヨャや リョ ロゲΑグエゎヱ ギイャゅよ ロゲョぺ 

- . ペΑゲヅ ゆゲホぺ リョ チゲピャや ヴャま ロクヲヘルヱ ノΑゲジャや ヮプゲダゎ 
-  ブホヲョ  ゲヨハ  ヱゲヨハ リよ モΒヰシ るャほジョ ヶプ: 

ヶらレャや ヴャま ょヤヅ  ヴヤハ メギΑ やグワヱ マャク ギバよ リΒヨヤジヨャや ギッ ゅらΒトカ ュヲボΑ Κプ リΒΒヤヘジャや ヮΒわΒレを ネゴレΑ ラぺ
. ペΑゲヅ ゆゲホぺ リョ チゲピャや ヴャま グヘレΑ ヵグャや ノΑゲジャや フゲダわャや ヴヤハ るヨもゅボャや ヵギレイャや るバΒらトよ ヮバわヨゎ 

 


