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: ゆャゅヅャや ュシや 
 ......................... 

 

 ラョゅをャや : フタャや 
 

 ラハ ケΑケボゎ 
  ゅΑやケョャや ネやヱルぺ 



 

 ゅΑやケョャや ネやヱルぺ 
 

 

  メよホヱ ∩サゅミバルΙや ラヱルゅボャ ゅ⇔ボプヱ ¬ヱッャや ネゅバセ メヱェΑ ∩メヱボタョ ウヅシ ヵぺ ヶワ ゅΑやケョャや
 ヴヤハ フケバゎャや ラョ キよ Ι ∩ゅヰゎゅョやキカゎシやヱ ゅΑやケョャや ネやヱルぺ ヴヤハ フケバゎャやプ ∩ゅΑやケョャや  りケゅよハ ヶヰ

  ラハ や ⇔ケヱタ アゎルゎ ヶゎャや るッヘャや ヱぺ ュヱΑルョャΕゅよ ロケヰド ヴヤヅ⊥Α ァゅィコャや ラョ ペΑホケ ゥヱャ ラハ
サゅミバルΙや ペΑケヅ  ソもゅタカャや ゆヤビぺ ヱぺ ラョ キΑキバャや ヴヤハ サミバルョャや ¬ヱッャや ドプゅェΑヱ ∩

  サミバゎ ヶゎャや ンケカΕや キやヱョャやヱ れやヱキΕや ヶホゅよ ラハ フヤゎカョ やクワヱ ∩ヶヤタΕや ¬ヱッヤャ るΑもゅΑコΑヘャや
 ェゎ Ι ゅヰルぺ ゐΑェ ∩¬ヱッャや ∩ヮシミハ キルハ ヶヤタΕや ¬ヱッャや ソもゅタカ ラョ ケΑをミャゅよ ドヘゎ

 りキワゅセョ ペΑケヅ ラハ ケヰドョャゅよ ¬ゅルゎハΙやヱ るΑタカセャや るΑゅルバヤャ サΑもケ メミセよ ゅΑやケョャや ュキカゎシゎヱ
  ヶプ りキハゅショヤャ れゅィやケキャやヱ れやケゅΑシャや ヶプ ゅΑやケョャや ュキカゎシゎヱ ∩りへケョャや ケよハ ヮシヘルャ ソカセャや

Εや れΙゅィョャや ラョ キΑキバャやヱ ∩れゅよヱミシΑヤゎャやヱ れΙΓや ヶプヱ ∩りキゅΑボャや るΑヤョハ ンケカ  

 

 

ゅΑやケョャや オΑケゅゎ :  

   ヴヅシヱャや ケヱタバャや ヶプヱ るΑルゅョヱケャやヱ るΑルゅルヱΑャや ケヱタバャや ヶプ るョキカゎショャや ゅΑやケョャや れルゅミ
  コルヱケよャや ラョ れルゅミ ¬やヱシ ∩ラキバョャや ラョ ⇔ΚΑヤホ るよキェョ ソやケホぺ ラハ りケゅよハ るヅゅシよよ るΑよヱケヱΕや
  るボΑケヅ ゅョぺ ∩るΑゅピヤャ メヱボタョャや ゅヰェヅシ ラハ ¬ヱッャや サミバゎ ヶゎャやヱ ∩るッヘャや ヱぺ ケΑキタボャや ヱぺ

や ラョ ∂ヶヤヅョャや ペΑホケャや ヶィゅィコャや ゥヱヤャや  るルΑキョ ラョ れゎぺ るシミゅハ りキゅョ ラョ るボΑホケ るボよヅよ フヤカャ
 ヰゎホヱ ュキカ⊥ゎシやヱ ケセハ サキゅシャや ラケボャや メΚカ るΑホキルよャや  メョバャ ペよもコャやヱ ケΑキタボャや ラョ アΑコョ ゅ

 ュゅハ ヶプ るΑルキバョャや るッヘャゅよ ヶィゅィコ ウヅシ ¬Κヅ るΑヤョハ フゅセゎミや ュゎヱ ∩るシミゅバャや りキゅョャや
ϭϴϯϱやヱルぺ ヴゎセ るハゅルタ ヶプ るをΑキェャや れゅΑルボゎャや ヶプ ュキボゎャや ヴャま やクワ ンキぺ キホヱ ∩ ゅΑやケョャや ネ

  ュヱΑルョャΕや ラョ るボΑホケ るボよヅ ゆタよ るΑャゅェャや ゅΑやケョャや ノルタゎヱ ∩るヘヤゎカョャや ゅヰゎゅョやキカゎシやヱ
  ヶプ るョキカゎショャや ゅΑやケョャや ゅョぺヱ ∩るΑィゅィコ るェΑヘタ ケヰド ヴヤハ るッヘャや ヱぺ ケヱヰタョャや

  ヶョゅョΕや ウヅシャや ヴヤハ ュヱΑルヱョャΕや ケΑカよゎ ュゎΑプ ンケカΕや るΑケタよャや れやヱキΕやヱ れゅよヱミシヤゎャや
ッボャや メィぺ ラョ フヤカャや ラョ ⇔Ιキよ ァゅィコヤャ ヮシヘル ァゅィコャや ラョ るΑョワヱャや れゅシゅミバルΙや ヴヤハ ¬ゅ  



 

 

 

ゅヰゎゅョやキカゎシやヱ ゅΑやケョャや ネやヱルぺ :  

   ⇔Ιヱボタョヱ ゅ ⇔ョハゅル ゅヰェヅシ ラヱミΑ ラぺ ゆィΑプ ゅヰゎゅョやキカゎシやヱ ゅΑやケョャや ネやヱルぺ れヘヤゎカや ゅョヰョ
  キィヱゎヱ ∩ケをバよゎゎ ヱぺ れゎセゎゎ ラぺ ラヱキよ るヅホゅシャや るバセΕや メョゅミ サミバよ ュヱボゎャ ∩るΑゅピヤャ キΑィ メミセよ

 ゎャやヱ ゅΑやケョャや ネやヱルぺ ラョ キΑキバャや ラョ ゅΑやケョャや ラヱミゎゎ ゐΑェ ∩るタゅカャや ヮゎゅョやキカゎシや ゅヰルョ メミャ ヶ
  ゅワケヱキよ ヶゎャやヱ るΑルェルョャや ゅΑやケョャや ヱワ ヶルゅをャやヱ ∩るェヅショャや ゅΑやケョャや ヱワ メヱΕや ラΑΑシΑもケ ラΑハヱル

 ノヅボャや メミセ ヴヤハ ヱぺ るΑルやヱヅシぺ ヱぺ るΑィΑヤΑヤワま ヱぺ るΑケもやキ ラヱミゎ キボプ ゅヰャゅミセぺ ヶプ ネヱルゎゎ
めプゅミョャや 

 

 

るェヅショャや ゅΑやケョャや  :  

 ヤハ ¬ゅΑコΑヘャや ュヤハ コミケΑ  ラミャ ∩ゆケゅィゎャや ケよハ りケバボョャやヱ るよキェョャや れゅシキバャやヱ ゅΑやケョャや るシやケキ ヴ
プ ∩ロゅよゎルや ヵぺ るΑキゅバャや ゅΑやケョャや ラヱケΑバΑ Ι ウヅシャや れやク ゅΑやケョャや ヶワ るェヅショャや ゅΑやケョャゅ

  ゅョミ りケヱタャや サミバゎヱ ∩るΑィケゅカヱ るΑヤカやキ れゅΑルェルョ ラヱキよ るΑシゅΑホ ゅΑやケョ キバゎ ヶワヱ ∩ヵヱゎショャや
 ケΑピタゎ ヱぺ ケΑよミゎ ヱぺ キゅバよま ヱぺ ゆΑケボゎ ヱぺ ゆヤホ ラヱキ ヶワ  ゅΑやケョャや ロクワ ヴヤハ ケヱをバャや ラミョΑヱ ∩

 るΑルよΖャ るΑィケゅカャや れやケヱミΑキャや ヴャま れゅハゅボャや ヴャま れゅョゅョェャや ラョ ∩ゅ⇔よΑケボゎ ラゅミョ ヵぺ ヶプ 

 



るΑルェルョャや ゅΑやケョャや  :  

   キョゎバΑ やクワヱ りケバボョャや ゅΑやケョャやヱ るよキェョャや ゅΑやケョャや ゅョワ ラΑシΑもケ ラΑハヱル ラョ ゅΑやケョャや ロクワ ラヱミゎゎ
ぺ コミケョャや ヱェル ゅ ⇔ヰィゎョ サミゅバャや ウヅシャや ラゅミ やクま ゅョ ヴヤハ ゅヰャゅミセぺ ヶプ ネヱルゎゎヱ ∩ヮルハ や⇔キΑバよ ヱ

  ュゎΑシヱ ∩ゅワケΑピタゎ ヱぺ りケヱタャや ュΑカッゎャ ゅョま ュキカゎシゎ るΑヱケミャや ゅΑやケョャや ⇔Κをョプ ∩ゅヰゎゅョやキカゎシやヱ
ワ ゥケセるΑゎΓや ケヱヅシャや ヶプ ラΑハヱルャや ラΑク  :  

 

 

  :るよキェョャや ゅΑやケョャや  ゅΑやケョャや ロクワ メョバゎ ゐΑェ ∩りケバボョャや れゅシキバャや メョハ メをョ ゅΑやケョャや ロクワ メョバゎヱ
 ¬ヱッャや キゅバよま ヴヤハ  ケヱタ ゅΑやケョャや ラョ ネヱルャや やクワ ラハ アゎルΑヱ ∩ゅヰゎケぼよ ラハ ゅヰΑヤハ ヅホゅシャや

 ⇔ョもやキ りケピタ⊥ョ ゅ ラみプ メミセャや ゐΑェ ラョヱ ∩りへケョャやヱ ュシィャや ラΑよ るプゅショャや ラハ ケドルャや チピよ ∩
 りへケョャや ュやキカゎシや ュゎΑヱ ∩りキハゅよゎョャや りへケョャゅよ ヴョシゎヱ ∩ァケゅカヤャ ゅ⇔Αルェルョ ラヱミΑ ヶィケゅカャや ゅヰェヅシ

シゎヱ ∩るΑヘヤカャや るΑぼケヤャ れやケゅΑシャや ゅΑやケョ ヶプ るよキェョャや ネケゅセャや ¬ヱッ れゅシミゅハ ヶプ ュキカゎ  

 

 

  :りケバボョャや ゅΑやケョャや  ヴヤハ メョバゎ ゐΑェ ∩るよキェョャや れゅシキバャや メョハ メをョ メョバゎ りケバボョャや ゅΑやケョャや
  ネヱルャや やクワ ヶプ るルヱミゎョャや りケヱタャや メミセ キョゎバΑヱ ∩ゅヰゎケぼよ ヶプ ゅヰΑヤハ ヅホゅシャや ¬ヱッャや ノΑョィゎ

  ラみプ るルΑバョ るヅボル キルハヱ りケｚよミ ⊥ョ ケヰドゎプ ∩りへケョャやヱ ュシィャや ラΑよ るプゅショャや ヴヤハ ゅΑやケョャや ラョ
るよヱヤボョ ケヰドゎ りケヱタャや ぺケョャゅよ りへケョャや ロクワ ヴョシゎヱ ∩ るホΚェャや ゅΑやケョ ヶプ ュキカゎシゎヱ るよケゅボゎョャや り

 ∩メハゅセョャやヱ れやケゅΑシヤャ るΑョゅョΕや ウΑよゅタョャや ヶプ りキΑヘョ ヶワヱ ∩ヮィヱヤャ りケΑよミ りケヱタ るΑぼケャ
 ラゅルシΖャ ケよミぺ りケヱタ ヴヤハ メヱタェヤャ ラゅルシΕや ¬ゅよヅぺ ゅヰョキカゎシΑヱ 

 

 

 



 ゅΑやケョャや れゅョやキカゎシや  :  

ャま ラョ キよ Ι ∩ゅヰハヱル ゆシェよ ゅヰゎゅョやキカゎシやヱ ゅΑやケョャや ネやヱルぺ ヴヤハ フケバゎャや メΚカヱ りケドル ¬ゅボ
ヤゎカョ ュやキカゎシや ュゎΑ ヶゎャや れΙゅィョャや ヴヤハ ケをミぺ るタェゅプ  フヤゎカゎ ゐΑェ ∩ゅヰΑプ ゅΑやケョャや ネやヱルぺ フ

 ヮΑプ るョキカゎショャや メゅィョヤャ ゅ⇔バよゎ ゅヰハヱルヱ ゅヰΑケΑゅバョヱ ゅヰゎゅシゅΑホ ヶプ ゅΑやケョャや ロクワ 

 


