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 りゲミグョベヲヘわャや ュヲヤバャや ヶプ 
 騒曹則全蒼膳全奏則全 太善全叢曽膳富腹全 

/ぺキョェョ キヱョェョ ラΑキャや ケヱル 
CONQ1187@YAHOO.COM 

ϬϱϬϴϭϮϰϰϵϯ 



 
 

: ゅョワ ¬ゅッヘャや ヶプ ラゅゎミケェ チケΖャ 

    -  メヱェ るミケェサョセャや   メミϯϲϱ ュヱΑ ゅよΑケボゎ  ヱ りケワゅド ゐヱキェ ゅヰルハ アゎルΑるバよケΕや メヱタヘャや 

    -  メヱェ るミケェゅワケヱェョ (ゅヰシヘル)  りケヱキ るヤョゅミ メミ Ϯϰ るハゅシ  ヱ りケワゅド ゐヱキェ ゅヰルハ アゎルΑ ケゅヰルャやヱ メΑヤャや  

 

 

 

ケヱキゎ チケΕや メヱェ サョセャや ヶプ ケやキョ ヶィヤΑヤワま  (メミセャや ヶィΑヤワΗや ヮよセΑ るッΑよャや ヵΕ サΑャ ゅΑケもやキ ゅョゅョゎ ) 

ケョボャや Ι ケキタΑ ¬ヱッ ソゅカ ヮよ  ヮルミャヱ サミバΑ ¬ヱッ サョセャや ヅホゅシャや ヮΑヤハ 

ケョボャや ケピタぺ ラョ チケΕや サΑャヱ ヮャ フΚビ ヵヱィ Ιヱ キィヱΑ ヮΑヤハ ¬ゅョ るィケキヱ りケやケェャや ヮΑヤハ るバヘゎケョ やケゅヰル 
るッヘカルョヱ ΚΑャ ポャクャ Ι キィヱΑ りゅΑェ ヴヤハ ウヅシ ケョボャや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや  

ϭ- ケヱキゎ チケΕや メヱェ サョセャや メミ  .............. ュヱΑ ゅよΑケボゎ ヱ アゎルΑ ゅヰルハ ゐヱキェ りケワゅド ........................... 

Ϯ- ケヱキゎ チケΕや メヱェ ゅヰシヘル りケヱキ るヤョゅミ メミ ........ るハゅシ  アゎルΑヱ ゅヰルハ ゐヱキェ りケワゅド ..........................  

ϯ- .................................... Ι ケキタΑ ¬ヱッ ソゅカ ヮよ  ヮルミャヱ サミバΑ ¬ヱッ サョセャや ヅホゅシャや ヮΑヤハ  

ϰ-  メヱェ チケΕや ケヱキゎ.........................  メヱェ チケΕや ケヱキゎヱ.............................. 

 ヶルゅをャや メやぼシャや ケョボャや ケやヱヅぺ ゆゎケ 

        
  

 
      

    太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全           サケキャや メヱΕや :ケョボャやヱ サョセャやヱ チケΕや 

ケやヱヅぺ ケョボャや - ヶワ メゅミセΕや るΑケワゅドャや ケョボヤャ ヶゎャや ゅワやケル ラΕ ケョボャや ¬ゅルをぺ ヮルやケヱキ ケΑピゎΑ メミセ ¬コィャや ¬ゅッョャや 
- ュゎΑ ゆゅシェ ュΑヱボゎャや ヵケィヰャや や¬ゅルよ ヴヤハ ラやケヱキ ケョボャや メヱェ チケΕや ヶプ Ϯϵ ュヱΑ 

ケヱェョ チケΕや ヱワ ヅカ ヶョワヱ メタΑ ラΑよ ゆヅボャや ヶャゅョセャや ゆヅボャやヱ ヶよヱルィャや チケΖャ 

ケやキョャや ヱワ ケゅショャや ヵクャや ヮミヤシΑ ュシィャや ポケェゎョャや メヱェ ュシィ ケカへ 



 

 

 

      サョセャや フヱシミ     ケョボャや フヱシカ 

サョセヤャ ゐキェゎ りケワゅド ケョボヤャ ゐキェゎ りケワゅド 

サョセャや  ¬ヱッ ゆィェΑヱ サョセャやヱ チケΕや ラΑよ ケョボャや ノボΑ ヴヤハ ケョボャやヱ サョセャや ラΑよ チケΕや ノボゎ ゅョキルハ キェやヱ ヅカ 

  ュゎバョ ソケホ ゅヰルほミ サョセャや ケヰドゎヱ ュゎバョ ウよタΑ ヵクャや ケョボャや ヴヤハ ゅヰヤドよ チケΕや ヶボヤゎ 

チケΕや ラョ ペヅゅルョ ラハ サョセャや ¬ヱッ ゆィェΑ ケョボャや  

 るΑヱやコよ ヶシぺケャや ラハ メΑョΑ チケΕや ケヱェョϱ 朔  Ϯϯ   るヘヤゎカョ ゅΑやヱコよ チケΕや ヴヤハ サョセャや るバセぺ ヅヱボシ ゆよシΑ ゅョョ 
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ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや  

ϭ-  りケワゅドフヱシミ サョセャや サョセヤャ ゐキェゎ ......... ノボΑヱ........ ラΑよ チケΕや サョセャやヱ ゆィェΑヱ ¬ヱッ  . ........... 

Ϯ- フヱシカ ケョボャや りケワゅド ゐキェゎ  ................ゅョキルハ ノボゎ .................... ラΑよ サョセャや ケョボャやヱ ヴヤハ ヅカ キェやヱ 

ϯ-  メミ りケョ )ゅワケヱェョ( ゅヰシヘル メヱェ チケΕや ラやケヱキϮϰ るハゅシ  ゆよシΑ ゆホゅバゎ.................ヱ............... 

ϰ- ラやケヱキ るルシ メミ りケョ サョセャや メヱェ チケΕや Α ゆよシゐヱキェ ........................................... 

ϱ-  るΑヱやコよ ヶシぺケャや ラハ メΑョΑ チケΕや ケヱェョ......................................... 

 るョΚハ ノッぺ ヶルゅをャや メやぼシャや )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ- ゅョキルハ ノボΑ ケョボャや ラΑよ チケΕや サョセャやヱ ゆィェΑヱ ¬ヱッ サョセャや  ゐキェゎりケワゅド )        ( サョセャや フヱシミ 

Ϯ- ケヱキゎ  メミ りケョ )ゅワケヱェョ( ゅヰシヘル メヱェ チケΕやϮϰ るハゅシ                                                 )        ( 

ϯ- ケヱキゎ るルシ メミ りケョ サョセャや メヱェ チケΕや                                                         )        ( 

ϰ- チケΕや ケヱェョ  るΑヱやコよ ヶシぺケャや ラハ メΑョΑϱ 朔  Ϯϯ                                                   )        ( 

 ゆよシケゅヰルャやヱ メΑヤャや ゆホゅバゎ 

 

 メミ りケョ )ゅワケヱェョ( ゅヰシヘル メヱェ チケΕや ラやケヱキϮϰ るハゅシ 

 ゆよシゐヱキェ るバよケΕや メヱタヘャや ラやケヱキ るルシ メミ りケョ サョセャや メヱェ チケΕや ( ¬ゅルをぺ チケΕや ケヱェョ メΑョ
サョセャや メヱェ ゅヰルやケヱキ) 



 

 

-  ゅワケよハ ケヱケョャや ノΑヅゎシゎ Κプ るバセΕや ケゅショ ゅルョゅシィぺ チケゎバゎ ゅョキルハ メドャや ラヱミゎΑ 

-    メドャや ヴョシゎ ュシィャや フヤカ るョゎバョ るボヅルョ ポャクャ るィΑゎル ラヱミゎΑヱ 

-  れバヘゎケや ゅョヤミ ゆケピャや ヱェル ゅΑィΑケキゎ ヮワゅィゎや ケΑピゎΑヱ ケタボャや ヶプ クカほΑ ュを ゥゅよタャや ヶプ ΚΑヱヅ メドャや ラヱミΑ
 ¬ゅョシャや ヶプ サョセャや 

-  ヶプ サョセャや ぺキよゎ ゅョキルハ サミゅバョャや ロゅィゎΙや ヶプ ゅΑィΑケキゎ メヱヅャや キやキコΑ ュを りケΑヰドャや キルハ ラヱミΑ ゅョ ケタホぺ ウよタΑヱ
 ゆヱケピャや 

 

∨ ケゅヰルャやヱ メΑヤャや ラヱミゎΑ フΑミ  

 ヶプ ¬ゅルをぺ ラやケヱキ チケΕや メヱェ ゅワケヱェョ ラヱミゎ るヰィ チケΕや るヤよゅボョャや サョセヤャ るもΑッョ ラヱミΑプ ケゅヰルャや ゅョルΑよ 
ラヱミゎ るヰィャや ンケカΕや りキΑバよャや ラハ サョセャや るョヤドョ ラヱミΑプ メΑヤャや 

 ラヱミゎΑ フΑミャやタ フΑ∨ ¬ゅゎセャやヱ 

-  サョセャや メヱェ チケΕや ラやケヱキ ベケピゎシΑϯϲϱ  ゅよΑケボゎ ュヱΑ 

-  メェΑプ ヮΑヤハ るヅホゅシャや りケやケェャやヱ ¬ヱッャや りキセ キやキコゎ サョセャや ヱェル ヶャゅョセャや りケミャや フタル メΑョ ラヱミΑ ゅョキルハ
 . ヶよヱルィャや りケミャや フタル ヶプ ¬ゅゎセャや メタプ メェΑ ゅョルΑよ フΑタャや メタプ 

-  キバよヱϲ バャや ゐキェΑ ケヰセぺ ポゅルワ フΑタャや メタプ メェΑヱ サョセャや ヱェル ヶよヱルィャや りケミャや フタル メΑョ ラヱミΑプ サミ
ヶャゅョセャや フタルャや ヶプ ¬ゅゎセャや メタプ メェΑ ゅョルΑよ 
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 メやぼシャやョ メョミぺ メヱΕやョ ゅサやヱホΕや ラΑよ 

          (サョセヤャ –  メドャや-  ケゅヰルャや – ゅワケヱェョ – ΚΑヱヅ – ヶよヱルィャや – フΑタャや – メΑヤャや – るョヤドョ  ) 

ϭ-  ラヱミゎΑ........................... ゅワケよハ ケヱケョャや ノΑヅゎシゎ Κプ るバセΕや ケゅショ ゅルョゅシィぺ チケゎバゎ ゅョキルハ 

Ϯ- ラヱミΑ メドャや ....................ヶプ ゥゅよタャや ウよタΑヱ ケタホぺ ゅョ ラヱミΑ キルハ りケΑヰドャや 

ϯ- るミケェャや るΑケワゅドャや  .....................ヶルバゎ ラぺ サョセャや ヱキよゎ ゅルャ ゅヰルほミヱ ヶワ ヶゎャや ポケェゎゎ  

ϰ- ヶプ ¬ゅルをぺ ラやケヱキ チケΕや メヱェ ...............ラヱミゎ るヰィ チケΕや るヤよゅボョャや サョセヤャ るもΑッョ ラヱミΑプ ............. 

ϱ- ゅョルΑよ ラヱミゎ るヰィャや ンケカΕや りキΑバよャや ラハ サョセャや .....................ラヱミΑプ ...................... 

ϲ- ゅョキルハ ラヱミΑ メΑョ フタル りケミャや ヶャゅョセャや ヱェル サョセャや キやキコゎ りキセ ¬ヱッャや りケやケェャやヱ るヅホゅシャや ヮΑヤハ メェΑプ メタプ 
............................ゅョルΑよ メェΑ メタプ ¬ゅゎセャや ヶプ フタル りケミャや ....................... 

ゅヰルハ ¬ヱッャや ゆィェ キルハ メミセゎゎ るョゎバョ るボヅルョ ヱワ メドャや 

るミケェャや るΑケワゅドャや サョセヤャ ヶルバゎ ラぺ サョセャや ヱキよゎ ゅルャ ゅヰルほミヱ ヶワ ヶゎャや ポケェゎゎ ラΑよ ベヱケセャや ゆヱケピャやヱ  
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 ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや 

       れゅよミΑヱミャや (–   ポコゅΑルャや–  ゆヰセャや –   るΑヤカやキャや ゆミやヱミャや–  ヶショセャや ュゅドルャや–  )    ゆルクョャや 

ϭ- ¬ゅョシャや ヶプ ノョΙ ヅカ ゅワ¬やケヱ るミケゅゎ ベケゎェゎヱ チケΖャ ヵヱィャや フΚピャや メカキゎ るΑケカタ ノヅホ....................... 

Ϯ- メゎミ ヶワ .......................... るΑケカタ ウよシゎ ヶプ ¬ゅッヘャや ケヱキゎヱ メヱェ ンケゎセョャやヱ オΑケョャや ラΑよ ノボゎヱ サョセャや 

ϯ- ...........................  るよヤタヱ サョセャや ラョ るよΑケボャや ゆミやヱミャや るハヱョィョ ヶワ............. 

ϰ- れゅよミΑヱミャや ュキゅタゎ ラハ るィゎゅル チケΕや ヴヤハ ヅボシゎ ケΑよミ ゅワケョハ るΑコヤプ るΑケカタ ュゅシィぺ............................ 

ϱ- ヶィヤΑヤワま ケやキョ ヶプ サョセャや メヱェ ケヱキΑ ケヱカタャやヱ アヤをャや ラョ ラヱミョ ケΑよミ ュシィ ヱワ ......................... 

ϲ- ...サョセャや メヱェ ケヱキゎ ンケカぺ るΑもゅップ ュゅシィぺヱ ゆミやヱミ るΑルゅョを ラハ りケゅよハ ヱワ ............................. 

 るョΚハ ノッぺ ヶルゅをャや メやぼシャや )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ- るΑヤカやキャや ゆミやヱミャや ラョ チケΕや ゆミヱミ    )        ( 

Ϯ- ケヱキΑヱ ケヱカタャやヱ アヤをャや ラョ ラヱミゎΑ ゆルクョャや  サョセャや メヱェ )        ( 

ϯ-  ンケゎセョャや–  メェコ– サヱルやケヱぺ – )        (    るΑィケゅカャや ゆミやヱミャや ラョ ラヱゎよル 

ϰ- ケヱキゎ れゅよミΑヱミャや メヱェ ンケゎセョャやヱ オΑケョャや ラΑよ ノボゎヱ サョセャや  )        ( 
 

ヶショセャや ュゅドルャや 

サョセャや メヱェ ケヱキゎ ンケカぺ るΑもゅップ ュゅシィぺヱ ゆミやヱミ るΑルゅョを ラハ りケゅよハ ヱワ 

るΑヤカやキャや ゆミやヱミャや れゅよミΑヱミャや るΑィケゅカャや ゆミやヱミャや ゆルクョャや ポコゅΑルャや ゆヰセャや 

 ゆミやヱミャやるΑヤカやキャや 

 

キケゅヅハ メョセゎヱ  るよヤタヱ サョセャや ラョ るよΑケボャや ゆミやヱミャや るハヱョィョ ヶワ - りケワコャや - チケΕや - オΑケョャや 

 ゆミやヱミャやるΑィケゅカャや  ンケゎセョャや   るΑコゅビ るよケゎ ュヰャ : るΑィケゅカャや ゆミやヱミャや–  メェコ– サヱルやケヱぺ - ラヱゎよル 

 ゆルクョャや ケやキョ ヶプ サョセャや メヱェ ケヱキΑ ケヱカタャやヱ アヤをャや ラョ ラヱミョ ケΑよミ ュシィ ヱワ ヶィヤΑヤワま 

れゅよミΑヱミャや メゎミ ヶワ るΑケカタ ウよシゎ ヶプ ¬ゅッヘャや ケヱキゎヱ メヱェ ンケゎセョャやヱ オΑケョャや ラΑよ ノボゎヱ サョセャや 

ポコゅΑルャや れゅよミΑヱミャや ュキゅタゎ ラハ るィゎゅル チケΕや ヴヤハ ヅボシゎ ケΑよミ ゅワケョハ るΑコヤプ るΑケカタ ュゅシィぺ 

ゆヰセャや ヶプ ノョΙ ヅカ ゅワ¬やケヱ るミケゅゎ ベケゎェゎヱ チケΖャ ヵヱィャや フΚピャや メカキゎ るΑケカタ ノヅホ ¬ゅョシャや 

   太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全            サケキャやヶルゅをャや  : ヶショセャや ュゅドルャや 



 

 

- ロコミケョ ヶプ サョセャや ノボゎヱ ヶショセャや ュゅドルャや メミセゎ ゅヰャヱェ ケヱキゎ ノよやヱゎ ゅヰャ サョセャや 

-  ヶショセャや ュゅドルャや ヶプ キΑェヱャや ュィルャや ヶワ サョセャや 

-  チケΕや ヴャま ュヱィルャや ゆケホぺ サョセャや ラΕ ンケカΕや ュヱィルャや ラョ ゅルゅバョャ ケをミぺヱ ケよミぺ サョセャや ゅルャ ヱキよゎ 

- やケやキョ メミセャや ヮΑッΑよ ヵぺ るΑィヤΑヤワま サョセャや メヱェ ゆミやヱミャや れ 

-  るよΑケホ ヱキよゎ りキΑバよャや ュゅシィΕや メバィΑ ヵクャや ゆヱミシヤゎャや ュキカゎシル ¬ゅッヘャや ヴャま ケドルヤャ 

-  ¬ゅッヘャや キやヱケ ゅヰΑプ ュΑボΑヱ るヤΑヱヅ りキョ ¬ゅッヘャや ヶプ ヴボよゎ ヶワヱ るΑャヱキャや るΑもゅッヘャや るヅェョャや メヱキャや ュドバョ ュキカゎシゎ 

-  チケΕや ヴャま ゅヰよケホぺヱ ゆミやヱミャや ケよミぺ ンケゎセョャや 

-  ケゅよピャやヱ コゅピャや ラョ ゆヰゎヤョ メΑク ラヱミΑ サョセャや ラョ ゆケゎボΑ ゅョキルハ ゆルクョャや 

-  れゅミヤヰゎショャやヱ ¬やクビ ヴャま サョセャや るホゅヅ メヱェゎ れゅィゎルョャや . サョセャや ヴャま るΑェャや れゅホヱヤカョャや ュドバョ ァゅゎェゎ
 れゅィゎルョャや メミほゎ ゅョキルハ るΑショセャや るホゅヅャや ヴヤハ メタェゎ 

-  ¬ゅョャや ケΑカよゎよ サョセャや りケやケェ ュヱボゎ 

- よョ サョセャや ヴャま ケドルル Ιぺ ゆィΑキヤィャや ヶプ ベヱケェ ゆよシゎ キホヱ ゅルルΑハぺ ヵクぼゎ ゅワケキタゎ ヶゎャや るホゅヅャゅプ りケセゅ 
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 メやぼシャやメヱΕや  るョΚハ ノッぺ )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ-  ュィルャやりケやケェャやヱ ¬ヱッャや ゅヰルョ ゐバよルΑ るルカゅシャや れやコゅピャや ラョ りケミ ヱワ )        ( 

Ϯ- ュィル れシΑャヱ ゆミヱミ サョセャや ケよバゎ )        ( 

ϯ- ¬やクビ ヴャま サョセャや るホゅヅ メヱェゎ れゅィゎルョャや れゅルもゅミャや )        ( 

ϰ- ゎボΑ ゅョキルハ ゆルクョャやケゅよピャやヱ コゅピャや ラョ ゆヰゎヤョ メΑク ラヱミΑ サョセャや ラョ ゆケ      )        ( 

ϱ- ヶショセャや ュゅドルャや ヶプ キΑェヱャや ュィルャや ヶワ サョセャや )        ( 

ϲ-  ゅワキキハヱ サョセヤャ るバよゅゎ るΑヱケミ ュゅシィぺ ヶワ ゆミやヱミャやϴ めッゎ Ιヱ ゆミやヱミ )        ( 

ϳ- よΑケホ ヱキよゎ りキΑバよャや ュゅシィΕや メバィΑ ヮルΕ ¬ゅッヘャや ヴャま ケドルヤャ ゆヱミシヤゎャや ュキカゎシルる )        ( 

ϴ- )        (  サョセャや メをョ めッΑ ュィルャやヱ チケΕや メをョ めッΑ Ι ゆミヱミャや ラぺ ヱワ ゆミヱミャやヱ ュィルャや ラΑよ ベケヘャや 

ϵ- キヤィャや ヶプ ベヱケェ ゆよシゎ キホヱ ゅルルΑハぺ ヵクぼゎ キホ ゅヰルΕ りケセゅよョ サョセャや ヴャま ケドルル Ιぺ ゆィΑ )        ( 

ュィルャや りケやケェャやヱ ¬ヱッャや ゅヰルョ ゐバよルΑ るルカゅシャや れやコゅピャや ラョ りケミ ヱワ 

ゆミやヱミャや  ゅワキキハヱ サョセヤャ るバよゅゎ るΑヱケミ ュゅシィぺ ヶワϴ  めッゎ Ιヱ ゆミやヱミ 

 



 

   

 

 

 メヱヅャや ュィェャや るヤゎミャや りケやケェャや るィケキ 
 サゅΑボャや りキェヱ ケゎョャや ケゎヤャや ヱヤΑミャや ュやケィ るィケキャや るΑコΑヤΑシャや 
サゅΑボャや コゅヰィ りケヅショャや - ヅΑケセャや 

ヵケゎョャや 
サほミャや ァケキョャや -

ケゅよカョャや ァケキョャや 
ラΑゎヘミャや ヵク ラやコΑョャや ケゎョヱョケをャや 

 

   

 

 

- ヱヘヅΑ ュシィャや ゅョキルハ ラヱミゎ ヮゎプゅをミ メホぺ ラョ るプゅをミ メもゅシャや ヱぺ コゅピャや キヱィヱョャや ヮΑプ  

- るプゅをミ ラΑヤヘャや メホぺ ラョ るプゅをミ ¬ゅョャや ポャクャ るバヅホ ラΑヤヘャや ヱヘヅゎ ヴヤハ ウヅシ ¬ゅョャや  

- メもやヱシャや メホΕや るプゅをミ ラョ ¬ゅョャや ヱヘヅゎ ヴヤハ ヮェヅシ 

- キルハ ラΑカシゎ ¬やヱヰャや ポケェゎゎ ヮゎゅョΑシィ るハケシよ ケよミぺ ケセゎルゎヱ ヴヤハ るェゅショ ケよミぺ ラΕヱ るプゅをミ ¬やヱヰャや ラカゅシャや 
メホぺ ヮルみプ キハゅタゎΑ ヱヘヅΑヱ ベヱプ ¬やヱヰャや キケゅよャや ヵク るプゅをミャや ケよミΕや 

- ポャクャ ヱヘヅΑ キゅヅルョャや ヵクャや ヮよ ¬やヱワ ラカゅシ 
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ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ       ュィェャや (– メホぺ –  るプゅをミャや–  ュィェャや– ヱヘヅゎ – ケゎョヱョケをャや–  ケゎヤャや– キハゅタゎΑ ) 

ϭ-  .....................................りキェやヱ ュィェ りキェヱ ヶプ るヤゎミャや るΑョミ ヶワ 

Ϯ-  .....................................ヱワ キキハ れゅよバミョャや ヶゎャや Ζョゎ ュシィ ゅョ  

ϯ- ゅョ やコΑェ メピセゎ ヶゎャや りキゅョャや るΑョミ ヶワ........................................ 

ϰ- ヱヘヅΑ ュシィャや ゅョキルハ ラヱミゎ ヮゎプゅをミ  ..................ラョ るプゅをミ メもゅシャや ヱぺ コゅピャや キヱィヱョャや ヮΑプ  

ϱ- るプゅをミ ラΑヤヘャや メホぺ ラョ るプゅをミ ¬ゅョャや ポャクャ るバヅホ ラΑヤヘャや  .......................ヴヤハ ウヅシ ¬ゅョャや 

ϲ- るプゅをミ ¬やヱヰャや ラカゅシャや メホぺ ヮルみプ  ..............................ヱヘヅΑヱ ベヱプ ¬やヱヰャや キケゅよャや ヵク るプゅをミャや ケよミΕや 

ϳ-  サゅΑホ りキェヱュィェャや ................................りケやケェャや るィケキ サゅΑホ コゅヰィ ................................ 

るΑケゅΑバョ サゅΑホ れやキェヱャ ヶョャゅハ ュゅドル ヱワ ヵケゎョャや ュゅドルャや 

メヱヅャや ュィェャや るヤゎミャや りケやケェャや るィケキ 

るヤゎミャや ゅョ やコΑェ メピセゎ ヶゎャや りキゅョャや るΑョミ ヶワ  るヤゎミャや サゅΑホ りキェヱヱヤΑミャや ュやケィ  ュやケィャや ヱぺ 

るプゅをミャや りキェやヱ ュィェ りキェヱ ヶプ るヤゎミャや るΑョミ ヶワ 

ュィェャや ヱワ キキハ れゅよバミョャや ヶゎャや Ζョゎ ュシィ ゅョ    りキェヱュシ ヱぺ ケゎヤャや  ュィェャや サゅΑホϯ  

ュィェャや / るヤゎミャや = るプゅをミャや ュシ/ュィ  るプゅをミャや サゅΑホ りキェヱϯ  

  太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                                サケキャやゐャゅをャや  : サゅΑボャや 



 

   

 

 

 

-  ケΑピタ メミセ メミ るェゅショ ゆシェぺ ュを りケΑピタ れゅバよケョ ヴャま メミセャや ュシボル メΑヅゎショ ケΑビ メミセ るェゅショ キゅィΑΗ 

- キゅィΑΗ ュィェ メもゅシ ュゎΑ ノッヱ メもゅシャや ヶプ ¬ゅハヱ サゅΑホ メをョ サほミ るィケキョ ヱぺ ケゅよカョ ァケキョ サゅボΑヱ ンヱゎショ 
るョΚバャや ヶゎャや メタヱ ゅヰΑャま メもゅシャや ヴヤハ アΑケキゎ ケゅよカョャや ロクワヱ るョΑボャや メをョゎ ュィェャや 

-  メミセ ヴヤハ ゆヤタャや ュシィャや ラミΑ ュャ やクまヵコやヱゎョ れΚΑヅゎショ  サゅΑホ ュゎΑ ゐΑェ  ¬ゅョャや ュやキカゎシゅよ ヮョィェ サゅボΑプ
 キバよ ¬ゅョャや ヮΑャま メタΑ ヵクャや ンヱゎショャや サゅΑホ ュゎΑヱ ¬ゅョャや ヶプ ゅョゅョゎ ュシィャや ケョピΑ ュを ¬ゅハヱ ヶプ ¬ゅョャや ラョ るΑョミ ュィェ

 アゎゅル ヵヱゅシΑ ケヱョピョャや ュシィャや ュィェ ラヱミΑヱ . ¬ゅョャや ュィェヱ ケヱョピョャや ュシィャや ュィェ メをョΑ ヵクャやヱ ュシィャや ケョビ
 ラョ ¬ゅョヤャ ヶヤタΕや ュィェャや るョΑホ ゥケヅ ュシィャや ケョビ キバよ キΑキィャや ュィェャや 

 

 ケよミや ラコヱ ヮャ ラヱミΑ やクャ ケよミや ゆクィ りヱボャ チケバゎΑ ケよミΕや ュシィャや 

 ンケカぺ ゆミやヱミ ヴヤハ ケカへ ヴャま ラゅミョ ラョ フヤゎカΑ ラコヱャや 

 = ケョボャや ヴヤハ ュシィ ラコヱϭ/ϲ  = ケョボャや ゆクィ りヱホ ラΕ チケΕや ヴヤハ ヮルコヱϭ/ϲ チケΕや ゆクィ りヱホ ラョ 

ラやコΑョャゅよ るヤゎミャや サゅボゎヱ ラゎヱΑルャや ヱワ ラコヱャや サゅΑホ りキェヱ チよゅルャや ラやコΑョャゅよ ラコヱャや サゅボΑヱ ラΑゎヘミャや ヵク 
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ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ       

ϭ-  ヮャヱヅ メΑヅゎショϱ  ヮッケハヱ ュシϮ  ゆシェや ュシ∨ ヮゎェゅショ 

 

Ϯ- メΑヅゎショ ヮャヱヅ ϴ ュシ ヮッケハヱ ϯ ュシ ゆシェや ヮゎェゅショ ∨ 

 

ϯ-  ヮャヱヅ れΚΑヅゎショ ヵコやヱゎョϱ  ヮッケハヱϯ ヮハゅヘゎケやヱ ュシϮ∨ ヮョィェ ゆシェや ュシ 

 

 

るェゅショャや 

メΑヅゎショャや るェゅショ 

メヱヅャや ケカΓや フケヅャや ヴャま ヮΑプケヅ キェぺ ラョ ュシィャ サゅΑボャや れやキェヱ キキハ ヱワ 

チケバャや 

 メヱヅャや =X チケバャや れΚΑヅゎショ ヵコやヱゎョ ュィェ 

 ヱワキキハ れやキェヱ サゅΑボャや ュシィャ ゅΑッケハ 

 れゅバよケョャや キキハ ヶワゅョ ゅェヅシ ヶヅピゎ ヶゎャや 

 =メヱヅャや X チケバャや X  ネゅヘゎケΙや 

ラコヱャや ュシィヤャ チケΕや ゆクィ りヱホ サゅΑホ ヱワ るΑよクゅィャや ュゅシィΕや ノΑョィ ラΑよ ゆクゅィゎャや ヶワ 



 

 

ケピゎャや ヶもゅΑコΑヘャや ケΑピゎャや ヶもゅΑョΑミャや 
Ι アゎルΑ ヮルハ キやヱョ りキΑキィ ヴボよΑヱ ヴヤハ りキゅョャや るΑヤタΕや  ヱワ ケΑピゎ アゎルΑ ヮルハ りキゅョ りキΑキィ ゅヰャ ソもゅタカ フヤゎカゎ 

ラハ ソもゅタカ りキゅョャや るΑヤタΕや 
メをョ メミセゎ るバヅホ メゅタヤタ ヱぺ ヶルを るホケヱ ヮバΑヅボゎヱ メをョ オよヅ ュゅバヅャや 

ラΑカシゎャや キΑケよゎャやヱ ケΑピゎ ヶもゅΑコΑプ ぺキタ キΑキェャや ケΑピゎ ヶもゅΑョΑミ 
 

-  メもΙキ ゐヱキェ ケΑピゎャや ヶもゅΑョΑミャや   ケΑピゎラヱヤャや  ⇒⇒ゐゅバよルや コゅビ ⇒⇒ ゐゅバよルや るェもやケ ⇒⇒ ゐゅバよルや りケやケェ ⇒⇒ れヱタ 

 ケΑピゎャや ヴヤハ るヤをョぺヶもゅΑコΑヘャや 

- ベケヱャや りキゅョ ヶワ ゅョミ メドゎ フヱシプ ゅヰャ るルヱミョャや りキゅョャや ゅョぺ ゅヰヤミセ ケΑピゎ ベケヱャや ラョ るバヅホ れホコョ ゅョキルハ 

-  ¬ゅョ ヴボよΑ ヮルミャヱ るよヤタャや ヴャま るヤもゅシャや るャゅェャや ラョ ヮゎャゅェ ケΑピゎゎ ¬ゅョャや キョィゎΑ ゅョキルハ メヱェゎャや やクワ ポャクャケΑピゎ ヶもゅΑコΑプ 

-   りケゅΑシャや メミΑワ ヮルョ ノルタΑャ メもゅシ ヴャま メヱェゎΑプ クΙヱヘャや ケヰタΑポャクャ ケよゎバΑ やクワ ケΑピゎ ヶもゅΑコΑプ 

 ケΑピゎャや ヴヤハ るヤをョぺヶもゅΑョΑミャや 

ベやケゎェや るバヅホ ゆセカ メヱェゎゎプ ヴャま キゅョケ ラゅカキヱ ケΑピゎ ヶもゅΑョΑミ )ラゅカキャやヱ キゅョケャや( りキΑキィ りキゅョ れィゎル キホ ゐΑェ   
ケΑピゎ ラヱャ るェゅヘゎャや   ⇒⇒⇒メΑヤェゎ ュゅバヅャや ヶプ ュシィャや ケよゎバΑ ケΑピゎ ヶもゅΑョΑミ  ⇒⇒⇒るΑヤョハ オよヅャや ケよゎバゎ ケΑピゎ ヶもゅΑョΑミ 
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 メヱΕや メやぼシャや るェΑェタャや るよゅィΗや ケゎカや 

ϭ-  るΑヤタΕや キやヱョャや ラハ フヤゎカゎ りキΑキィ キやヱョ ヮルハ アゎルΑ ケΑピゎ ヱワ.................. ケΑピゎャや    ヶもゅΑコΑヘャや(– )ヶもゅΑョΑミャや 

2- ベやケゎェや るバヅホ ゆセカ メヱェゎゎプ ヴャま キゅョケ ラゅカキヱ  ケよゎバΑケΑピゎ  ................     (ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 

3- ゅョキルハ れホコョ るバヅホ ラョ ベケヱャや ケΑピゎ ゅヰヤミセ ポャクャ ケよゎバΑ ケΑピゎ.............(      .........ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 

4- メヱェゎ キΑキェャや ヴャま ぺキタ ケよゎバΑ  メヱェゎャや やクワケΑピゎ       ................             (ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 

5- ゅョキルハ キョィゎΑ ¬ゅョャや ケΑピゎゎ ヮゎャゅェ ヮルミャヱ ヴボよΑ ¬ゅョ ポャクャ ケよゎバΑ ケΑピゎ(  ......................ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや ) 

6- ラΑカシゎャや キΑケよゎャやヱ ケよゎバΑ ケΑピゎ.........................     .....                    (ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 

7- ケΑピゎャや ..................Ι アゎルΑ ヮルハ キやヱョ りキΑキィ ヴボよΑヱ ヴヤハ りキゅョャや るΑヤタΕや       (ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 

8- ラョ メもΙキ ゐヱキェ ケΑピゎャや ........................... ラヱミゎ コゅピャや  ケΑピゎヱ ラヱヤャや           (ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 
 

9-  ラョ ΚミるΑヤョハ オよヅャや  るΑヤョハヱメΑヤェゎ ュゅバヅャや ヶプ ュシィャや ケよゎバΑ ケΑピゎ............ ......    (ヶもゅΑコΑヘャや – ヶもゅΑョΑミャや) 

 

   太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                        サケキャやノよやケャや: りキゅョャや ケΑピゎゎ フΑミ 



 

 

  

 

 

キルハ ラΑカシゎ メもゅシャや キキョゎΑ クカほΑヱ ュィェ ケよミぺ キルハヱ キΑケよゎ メもゅシャや ソヤボゎΑ メボΑヱ ヮョィェ 

ヱ  るΑコゅピャや りキゅョャや ペもゅホキ キΑケよゎ キルハ るヤもゅシャや りキゅョャや チバよ ラョ ゅヰッバよ ゆケゅボゎΑ 
 

  りキゅョャや れΙゅェ 
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ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや   ぺキタャや(-  るヤもゅシ–  キョィゎャや- ケカよゎャや–   るよヤタ- をゅミゎャやフ -  ケゅヰタルΙや–  るΑコゅビ– )キキョゎΑ 

ϭ- .....................................ヱワ メヱェゎ るャゅェャや るヤもゅシャや ヴャま るよヤタャや    

Ϯ- ....................................メヱェゎ  るΑコゅピャや るャゅェャやヴャま るヤもゅシャや るャゅェャや 

ϯ- ................................. ヶヤピゎ ラぺ ラヱキ るΑコゅピャや るャゅェャや ヴャま るヤもゅシャや るャゅェャや ラョ めヅよ メヱェゎ ヱワ 

ϰ- ..................................ヱワ メヱェゎ  るャゅェャや るよヤタャや ヴャま るャゅェャや るヤもゅシャや 

ϱ- .ラΑィシミΕや ヴャま キΑキェャや チケバゎ キルハ アゎルゎ りキゅョ ヱワ................................... 

ϲ- キルハ ラΑカシゎ メもゅシャや .............................. クカほΑヱ ュィェ ケよミぺ キルハヱ キΑケよゎ メもゅシャや ソヤボゎΑ メボΑヱ ヮョィェ 

ϳ-  りキゅョ ケΑタバャやヱ ........................... りキゅョ ゆゅゎミャや ケよゎバΑ................. ¬やヱヰャやヱ ........................... 

 るョΚハ ノッぺ ヶルゅをャや メやぼシャや )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ- キルハ ラΑカシゎ メもゅシャや キキョゎΑ クカほΑヱ ュィェ ケよミぺ  )        ( 

Ϯ- キルハ キΑケよゎ メもゅシャや ソヤボゎΑ メボΑヱ ヮョィェ )        ( 

ϯ- キルハ キΑケよゎ ペもゅホキ りキゅョャや るヤもゅシャや  ゆケゅボゎΑ ゅヰッバよ ラョ チバよ   )        ( 

るよヤタ るヤもゅシ るΑコゅビ 
ュヤホ – るホケヱ ¬ゅョ – れΑコ ¬やヱヰャや 

るよヤタャや るヤもゅシャや るΑコゅピャや 

ケゅヰタルや ケカよゎ 

フをゅミゎ キョィゎ 

ラゅΑヤピャや コゅビ ヴャま メもゅシャや メヱェゎ ヱワ 

ケカよゎャや  ¬ゅョ ケカよゎ メをョ ヶヤピゎ ラぺ ラヱキ るΑコゅピャや るャゅェャや ヴャま るヤもゅシャや るャゅェャや ラョ りキゅョヤャ めヅよ メヱェゎ ヱワケェよャや 

フをミゎャや メヱェゎ  るΑコゅピャや るャゅェャやヴャま るヤもゅシャや るャゅェャや 

キョィゎャや ヱワ メヱェゎ るャゅェャや るヤもゅシャや ヴャま るよヤタャや    

ケゅヰタルΙや ヱワ メヱェゎ  るャゅェャや るよヤタャや ヴャま るャゅェャや るヤもゅシャや 

ぺキタャや  チケバゎ キルハ アゎルゎ りキゅョ ヱワラΑィシミΕや ヴャま キΑキェャや 
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ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや  

ϭ-  .................................ヱワ ラゅゎキゅョ ヱぺ ケをミぺ ラゅヅヤゎカゎ ゅバョ 

Ϯ-  コヤプ ゅョワキェぺ メホΕや ヴヤハ  ケタゅルバャや ラョ ケをミぺ ヱぺ ラΑハヱル ラョ ヅヤカ ヶワ............................. 

ϯ- .......................ヱ.........................ヱ ......................... ヅヱヤカョャや れゅルヱミョ メタプ ベケヅ 

るェΑェタャや るよゅィΗや ケゎカや  ヶルゅをャや メやぼシャや 

ϭ-                                                  .............................. ケよゎバゎ るヅヤシャや(メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

Ϯ- ラゅよヱク ウヤョャや ヶプ ¬ゅョャや ケよゎバΑ  .....................ゅルルΕ Ι ンケル ウヤョャや                      (メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

ϯ- メョケャや ノョ ¬ゅョャや ケよゎバΑ ..................... ゅルルΕ ノΑヅゎシル コΑΑョゎ メョケャや ラハ ¬ゅョャや         (メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

ϰ- メョバゎシΑ ................ ......メタヘャ キやヱョャや ヶゎャや ゅヰよクィΑ メをョ キΑキェャや ラハ るΑボよ りキケカャや    ゆΑシケゎャや(- サΑヅゅルピョャや)  

ϱ-  ゅョキルハヅヤゎカΑ ¬ゅョャや よゆやケゎャゅ ラみプ ゆやケゎャや ...... ヮャ ゐキェΑ.............. ヮルΕ メボをぺ ラョ ¬ゅョャや    ゆΑシケゎ(– )ウΑセケゎ 

   太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                                         サケキャやサョゅカャや: ヅΑャゅカョャや 

ポもゅよシャや  コルヱケよャや るミΑよシ メをョ コヤプ ゅョワキェぺ メホΕや ヴヤハ  ケタゅルバャや ラョ ケをミぺ ヱぺ ラΑハヱル ラョ ヅヤカ ヶワ
ケΑキタボャやヱ サゅェルャや ラョ るルヱミゎョャや 

キΑキェャや ラョ るよΚタ ケをミぺ ヱワヱ ラヱよケミャやヱ キΑキェャや ラョ ノルタΑ ポもゅよシャや ラョ ネヱル ヱワ クΙヱヘャや 

ヅヱヤカョャや ヱワ ラゅゎキゅョ ヱぺ ケをミぺ ラゅヅヤゎカゎ ゅバョ メをョ るヅヤシャや ヶヰプ ヅヱヤカョ ラョ ュヅゅョヅャや サカャやヱ 

ドプゅェゎ メミ りキゅョ ヶプ ヅヱヤカョャや ヴヤハ ゅヰゎゅヘタ るΑもゅΑョΑミャや 
るΑヤタΕや

ヅヱヤカョャや れゅルヱミョ メタプ ベケヅ 

ゆΑシケゎャや   

ゐキェΑ ゆΑシケゎャや るィΑゎル フΚゎカや 
るプゅをミャや     Κをョプ ¬ゅョャや ヵクャや ヅヤゎカΑ 

ヮよ ゆやケゎャや ゅョキルハ ヮミケゎル ヶプ ¬ゅルま 
チバよ れホヱャや ラみプ ゆやケゎャや ゆシケゎΑ 

ヶプ ネゅボャや ヮルΕ メボをぺ ラョ ¬ゅョャや 

サΑヅゅルピョャや 

メョバゎシΑ サΑヅゅルピョャや メタヘャ 
チバよ キやヱョャや ヶゎャや ゅヰよクィΑ メをョ 
キΑキェャや ラハ るΑボよ りキケカャや 

ウΑセケゎャや 

メタヘΑ ウセケョャや  (りゅヘタョ  )
¬ゅΑセΕや ゆシェ ゅヰョヱィェ ヱ ケョゎ 

ヮルョ キやヱョャや ヶゎャや ゅヰョィェ ケピタぺ 
ラョ ゆヱボを ウセケョャや メタヘミ 

キやヱョャや るよヤタャや ラハ るヤもゅシャや 
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ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや  

ϭ-  .............................ヱワ ヅヱヤカョ ラョ ラΑゎキゅョ ヱぺ ケをミぺ ラゅィコゎョゎ ゅバョ ゅィやコゎョや ゅョゅゎ 

Ϯ-  ................................... メΑャゅェョャや メタプ ベケヅ..............................................ヱ  

ϯ- ゅョキルハ ケカよゎΑ ¬ゅョャや ラョ メヱヤェョャや ヶェヤョャや メヱェゎΑ ¬ゅョャや ヴャま ....................... ヴボよΑヱ ウヤョャや ゆヤタャや ........... 

メやぼシャや ヶルゅをャや  ケゎカや るよゅィΗや るェΑェタャや 

ϭ- ¬やヱヰャや ラヱミゎΑ ラョ れやコゅビ  ポャクャ ゅヰッバよ ラハ ゅワコΑョぺ ΙケよゎバΑ   .................... ¬やヱヰャや(メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

Ϯ-  ¬ゅョヤャ れΑコャや るプゅッまケよゎバΑ  ..................... ゅルルΕ ノΑヅゎシル コΑΑョゎ れΑコャや ラハ ¬ゅョャや    (メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

ϯ- ラゅよヱク ウヤョャや ヶプ ¬ゅョャや ゐΑェ ヶヘゎカΑ ウヤョャや Ιヱ ラミョΑ ヮゎΑぼケ   ................. ケよゎバΑ(メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

ϰ-  ............................. メタプ ベケヅ ラョ ケカよゎャやヱ ケΑヅボゎャや (メヱヤェョャや – ヅヱヤカョャや ) 

ϱ- Αラミョ りキゅバゎシや ウヤョャや ラョ ¬ゅョャや .............................⇒よ¬ゅョャや                        ケΑカよゎ(– ) ケΑヅボゎ 

 ¬ゅよケヰミャや メタヱΑ ウヤョャやヱ ¬ゅョャや メヱヤェョ ラミャ ¬ゅよケヰミャや メタヱΑ Ι ロキェヱ ウヤョャや 

ヱワ ヅヱヤカョ ラョ ラΑゎキゅョ ヱぺ ケをミぺ ラゅィコゎョゎ ゅバョ ゅィやコゎョや ゅョゅゎ 

メをョ ラゅよヱク ウヤョャや ヶプ ¬ゅョャや ゐΑェ ヶヘゎカΑ ウヤョャや Ιヱ ラミョΑ ヮゎΑぼケ 

 ベケヅ メタプメΑャゅェョャや 

ケΑヅボゎャや 

ヶプ ケΑヅボゎャや ラカシΑ メヱヤェョャや ヴゎェ メヱェゎΑ メもゅシャや ヴャま コゅビ ヴボよゎゎヱ 
りキゅョャや るよヤタャや                            

ュを ケョΑ コゅピャや ケよハ フをミョ ロキケよΑ キΑバΑヱ ヮバΑョィゎ ヴヤハ メミセ メもゅシ 

ュキカゎシΑヱ ケΑヅボゎャや ヶプ メタプ ラΑヤもゅシ ラΑヘヤゎカョ ヶプ れゅィケキ 
りケやケェャや ヶゎャや ヶヤピΑ ゅワキルハ メミ キェやヱ ゅョヰルョ  

ュキカゎシΑヱ ケΑヅボゎャや ヶプ ケΑッェゎ キヱホヱャや ゐΑェ ュゎΑ メタプ 
ラΑコルよャや ラハ ュゅカ ヅヘルャや 

ケカよゎャや 

ゅョキルハ ケカよゎΑ ¬ゅョャや ラョ メヱヤェョャや ヶェヤョャや 
メヱェゎΑ ¬ゅョャや ヴャま ケゅカよ ¬ゅョ ヴボよΑヱ ウヤョャや 
ゆヤタャや ゆシケゎョ 

メヱヤェョャや 

メョバゎシゎ るボΑケヅ ケカよゎャや キルハ るィゅェャや 
メヱタェヤャ ヴヤハ キやヱョャや るよヤタャや ラョ 
メΑャゅェョャや ゐΑェ ケΑゅヅゎΑ ケゅカよ メもゅシャや 

ヶプ ¬やヱヰャや 



 

 

 

  

 

 

ゅョキルハ フタル ノホヱョ ュシィャや ゅルルみプ ヮルケゅボル ¬ゅΑセほよ ヮャヱェ ヴョシゎ るヅボル ノィケョャや 

 るプゅショ りケヱルョャや るルΑキョャや ラハ るョケミョャや るミョ キバよゎ メヱボゎ ラほミ ラΑゎルΑキョ ラΑよ キバよャや サゅΑボャ るプゅショャや ュキカゎシゎϰϬϬ  ュミ 

  ケョルャや るハケシϭϭϮ  ラゅタェャや るハケシ .  るハゅシ /ュミϳϲ  るハゅシ /ュミ 

-  ュを るプゅショャや ノヅホ ヶプ ベケピゎショャや ラョコャや サΑボル ュを ュシィャや ゅヰバヅホ ヶゎャや るプゅショャや サΑボル ュシィャや るハケシ ゆゅシェャ
ヤハ るプゅショャや ュシボル ラョコャや ヴ 

-   ヮゎミケェ ロゅィゎや キΑキェゎ ラヱキ ヅボプ ュシィャや ケやキボョ ラΑよゎ るハケシャや 

 キェやヱ れホヱ ヶプ ヮゎミケェ ロゅィゎやヱ ュシィャや るハケシ ケやキボョ ラョ Κミ フタゎ るヰィゎョャや るハケシャや ゅョぺ 

-  フヤカャや ヴャまヱ ュゅョΕや ヴャま ウィケほゎΑシ ヮャ ヴャヱΕや るバプキャや キバよヱ ヅΑカャ りケェャや るΑゅヰルャや ヶプ ペヤバョ メボを ヱワ メヱキルよャや
 るェΑィケぺ メミ ヶプヱ ヵケヱキ メミセよゅッΑぺ ケΑピゎゎ ヮャ るヰィゎョャや るハケシャや ラぺ ヶルバΑ やクワヱ ヮゎミケェ ロゅィゎや ケΑピΑ 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ  

 (るプゅショャや - るハケシャや るヰィゎョャや - るヅボル ノィケョャや – るハケシャや – メヱキルよャや - ノホヱョャや) 

ϭ-  ラΑゎヅボル ラΑよ キバよャや ヶワ ........................... 

Ϯ-    ラョコャや ケヱケョよ るプゅショャや ヶプ ケΑピゎャや ヶワ ............................. 

ϯ-  ......................................フタゎ Κミ ラョ ケやキボョ るハケシ ュシィャや ロゅィゎやヱ 
ヮゎミケェ ヶプ れホヱ キェやヱ  

ϰ-  ..............................ヱワ メボを ペヤバョ ヶプ るΑゅヰルャや りケェャや ヅΑカャ ウィケほゎΑ ヴャま ュゅョΕや ヴャまヱ フヤカャや  

ϱ- ゅョキルハ フタル ノホヱョ ュシィャや ゅルルみプ ヮルケゅボル ¬ゅΑセほよ ヮャヱェ ヴョシゎ ...................................  

ϲ-  ....................................ヱワ ラゅミョ キヱィヱ ュシィャや ゅョキルハヱ ケΑピゎΑ ノホヱョャや ヮルみプ ラヱミΑ キホ ポケェゎ 

 

  太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                   サケキャやサキゅシャや : るミケェャやヱ ンヱボャや 

ノホヱョャや  ポケェゎ キホ ラヱミΑ ヮルみプ ノホヱョャや ケΑピゎΑ ゅョキルハヱ ュシィャや キヱィヱ ラゅミョ ヱワ 

るプゅショャや  ラΑゎヅボル ラΑよ キバよャや ヶワ 

るハケシャや    ラョコャや ケヱケョよ るプゅショャや ヶプ ケΑピゎャや ヶワ 



  

 

 

 

 

 
  

- りヱボよ ヮΑプ ケをぼゎ ラぺ ラヱキ ュシィ ポΑケェゎ ラミョΑ Ι 

-  シィャや るハケシ メΑヤボゎ ヴャま ヵキぼΑ ポゅミゎェΙや ヮヘホヱゎ ヱぺ ュ 

- るショΚゎョャや ゥヱヅシャや るバΑよヅ ヴヤハ ポゅミゎェΙや ケやキボョ キョゎバΑ 

- ュゅシィΕや るヤゎミ フΚゎカゅよ フヤゎカゎ るΑよクゅィャや りヱホ 

- りヱボよ ゅワヱェル ゅヰルョ ケピタΕや ュゅシィΙや ゆェシゎ ポャクャ るョカッ ゅヰゎヤゎミ チケΕや 

-  チケΕや るΑよクゅィ ラョ メホぺ ヮゎΑよクゅィ ポャクャ チケΕや るヤゎミ ラョ メホぺ ヮゎヤゎミ ケョボャや 

-  ラΑよ るプゅショャや れタボル ゅョヤミるΑよクゅィャや れキやコ ュゅシィΕや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ   

        (るショΚゎョャや –   ネケゅシゎャや–  りヱボャや– メΑヤボゎ –  ポゅミゎェΙや– メホぺ –  るΑよクゅィャや–  れキやコ– ) チケΕや 

ϭ- ゆェシ ヱぺ ノプキ るΑヤョハ ヶワ .................................... 

Ϯ- りキキェョ るΑルョコ りケゎプ メΚカ ヮワゅィゎや ヱぺ ュシィャや るハケシ ヶプ ケΑΑピゎ ヵぺ ヱワ .............................. 

ϯ-  ポゅミゎェΙや ヵキぼΑ ヴャま  ....................るハケシ ュシィャや ヱぺ ホヱゎヮヘ  

ϰ-  .........................ヶワ りヱホ ケをぼゎ ヶプ ュゅシィΕや ヴゎェ ヱャ ュャ サョΚゎゎ メョバゎヱ ヴヤハ ゆェシ ゅヰッバよ ヱェル チバよ 

ϱ-  ケョボャや ヮゎヤゎミ メホぺ ラョ るヤゎミ .......................... ポャクャ ヮゎΑよクゅィ  ...................ラョ るΑよクゅィ チケΕや 

ϲ- ゅョヤミ れタボル るプゅショャや ラΑよ ュゅシィΕや .................... るΑよクゅィャや  

ϳ-  ......................................ヱワ りヱホ ペΑバゎ るミケェ ュゅシィΕや ゆよシよ サョΚゎ ゥヱヅシ ュゅシィΕや るミケェゎョャや 

ϴ- キョゎバΑ ケやキボョ ポゅミゎェΙや ヴヤハ るバΑよヅ ゥヱヅシャや ........................................ 
 

りヱボャや ゆェシ ヱぺ ノプキ るΑヤョハ ヶワ 

ネケゅシゎャや りキキェョ るΑルョコ りケゎプ メΚカ ヮワゅィゎや ヱぺ ュシィャや るハケシ ヶプ ケΑΑピゎ ヵぺ ヱワ 

ヶゎやクャや ケヱタボャや  ュャゅョ ラミゅシ ヴボよΑ ラミゅシャや ュシィャや ラぺヱ ヮゎミケェ ヶプ ケョゎシΑ ポケェゎョャや ュシィャや ラぺ ヶルバΑ
ヮゎャゅェ ラョ ケΑピゎ りヱホ ヮΑヤハ ケをぼゎ 

ポゅミゎェΙや るミケェゎョャや ュゅシィΙや ゥヱヅシ サョΚゎ ゆよシよ ュゅシィΕや るミケェ ペΑバゎ りヱホ ヱワ 

るΑよクゅィャや  ヶプ ケをぼゎ りヱホ ヶワュゅシィΕや チバよ ヱェル ゅヰッバよ ゆェシ ヴヤハ メョバゎヱ サョΚゎゎ ュャ ヱャ ヴゎェ 



 

 

 

 

ンヱボャや るルコゎョャや Ι ケΑピゎ ロゅィゎや るミケェ ュシィャや  

ゅョキルハ ラヱミΑ ュシィャや ラミゅシ ラみプ ノΑョィ ンヱボャや りケをぼョャや ヮΑプ ラヱミゎ るルコやヱゎョ 

 メゅをョ   ヴャま るよΑボェャや ゆェシゎ るΑッケΕや るΑよクゅィャや りヱホ ゆよシよ ポケェゎゎ Ι ゅヰルみプ るャヱゅヅャや ヴヤハ ヶゎよΑボェ ノッぺ ゅョキルハ :
 ラΑゎヱボャや ラΑゎゅワ ラぺ ヵぺ るΑよクゅィャや りヱボャ ゅョゅョゎ るΑヱゅショ りヱボよ ヴヤハぺ ヴャま るよΑボェャや ノプキΑ るャヱゅヅャや ウヅシ ポャクミヱ メヘシや

キボョャや ヶプ ラゅゎΑヱゅシゎョラΑシミゅバゎョ ラΑワゅィゎや ヶプ るよΑボェャや ヶプ ラやケをぼゎ ゅョヰルミャ ケや 

 

 

メゅをョ  ャヱゅヅャや ウヅシヱ るよΑボェャや ラΑよ ポゅミゎェや りヱホ キャヱゎゎ るャヱゅヅャや ウヅシ ヴヤハ ゅΑボプぺ ヶゎよΑボェ ノプキぺ ゅョキルハ : メョバΑヱ る
 ポゅミゎェΙや りヱホ ラョ ケよミぺ ノプキャや りヱホ ラぺ ヶルバΑ ポャク ラみプ るよΑボェャや れミケェゎ やクみプ ノプキャや りヱホ メΑヤボゎ ヴヤハ ポゅミゎェΙや 

-  ラゎヱΑルャや りキェヱよ りヱボャや サゅボゎ 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ   (るルコゎョャや –  ラゎヱΑルャや– ポゅミゎェや –  るルコやヱゎョ- ケΑビ るルコゎョャや – るΑよクゅィャや  ) 

ϭ- サゅボゎ りヱボャや りキェヱよ .................................. 

Ϯ- ゅョキルハ ラヱミΑ ュシィャや ラミゅシ ラみプ ノΑョィ ンヱボャや りケをぼョャや ヮΑプ ラヱミゎ ................................ 

ϯ-  ンヱボャや...............ロゅィゎΙや ヶプ ゅヰャ るシミゅバョヱ ンケカΕや りヱボヤャ ケやキボョャや ヶプ るΑヱゅショ ゅヰΑプ りヱホ メミ ラヱミゎ...........  

ϰ-  ンヱボャや.....ケΑピゎ ゆよシゎ ヶゎャや ヶワヱ るΑヱゅシゎョャや ケΑビ ンヱボャや ヶワ..................................... ュシィャや るミケェ  

ϱ- ゅョキルハ ノッぺ ヶゎよΑボェ ヴヤハ るャヱゅヅャや ゅヰルみプ Ι ポケェゎゎ ゆよシよ りヱホ ....................................るΑッケΕや 

ϲ- ゅョキルハ ノプキぺ ヶゎよΑボェ ゅΑボプぺ ヴヤハ ウヅシ るャヱゅヅャや キャヱゎゎ りヱホ ..............................ラΑよ るよΑボェャや ウヅシヱ るャヱゅヅャや 

 るョΚハ ノッぺ ヶルゅをャや メやぼシャや )√( ュゅョぺ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャやXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ- )       (   ンケよミャや りヱボャや ロゅィゎや ヶプ るミケェャや ロゅィゎや ラヱミΑヱ ュシィャや るミケェ ケΑピゎ ゆよシゎ るルコゎョャや ケΑビ ンヱボャや 

Ϯ- ンヱボャや るルコゎョャや ゅッバよ ゅヰッバよ ヶピヤΑヱ キェやヱ ュシィ ヶプ ケをぼゎ ンヱホ るハヱョィョ ヶワ  )       ( 

ϯ-  サゅボゎ りヱボャや りキェヱよ ラゎヱΑルャや        (  ) 

太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                         サケキャやノよゅシャや : るミケェャや ケΑピゎ 

るルコゎョャや ンヱボャや  ゅヰΑプ りヱホ メミ ラヱミゎヱ ゅッバよ ゅヰッバよ ヶピヤΑヱ キェやヱ ュシィ ヶプ ケをぼゎ ンヱホ るハヱョィョ ヶワ
ロゅィゎΙや ヶプ ゅヰャ るシミゅバョヱ ンケカΕや りヱボヤャ ケやキボョャや ヶプ るΑヱゅショ 

るルコゎョャや ケΑビ ンヱボャや  ロゅィゎや ラヱミΑヱ ュシィャや るミケェ ケΑピゎ ゆよシゎ ヶゎャや ヶワヱ るΑヱゅシゎョャや ケΑビ ンヱボャや ヶワ
ンケよミャや りヱボャや ロゅィゎや ヶプ るミケェャや 



-  ケΑピゎャや ヶプ るハケシ ュシィャや りキゅΑコャゅよ ヱぺ ラゅタボルャや ヶルバΑ ゐヱキェ ネケゅシゎ ヮャ  

ヵぺ ヮルぺ ゅョヤミ キやコ ケやキボョ りヱボャや キやキコや ネケゅシゎャや 

-  ノプキΑ ゥゅよシャや ¬ゅョャや りヱボよ ケよミぺ ヶミャ キΑコΑ ラョ ヮゎハケシ  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ノプキΑ ¬やキバャや チケΕや りヱボよ ケよミぺ キΑコΑャ ラョ ヮゎハケシ 

-   ベヱキルタ メョェゎ るよケハ ゆェシよ キェやヱ ソカセ ュヱボΑ ゅョキルハるよケバャや ネケゅシゎゎプ キェやヱ 

るよケバャや ネケゅシ フハゅッゎΑヱ フハゅッゎゎ るよケバャや ヶプ りケをぼョャや りヱボャや ラみプ メヱΕや ソカセャや りキハゅショよ ケカへ ソカセ ュゅホ ヱャヱ 

-  ケヱタボャや ヶゎやクャや  : メΑョュシィャや ポケェゎョャや ヴボよΑャ   ロゅィゎΙやヱ るハケシャや サヘルよ ゅミケェゎョラぺヱ ュシィャや ラミゅシャや ヴボよΑ ラミゅシ  

-   ヮゎヤゎミ ヴヤハ キョゎバΑ ュシィャや ケヱタホ 

-   ラミャヱ ケをミや ネケゅシゎΑシ るヤゎミ メホΕや ュシィャや ラみプ るヤゎミャや ヶプ ラΑヘヤゎカョ ラΑョシィ ヶプ ゅヰシヘル りヱボャゅよ れケをぺ ヶルぺ ヱャ
 ヮハケゅシゎ ラヱミΑシプ メヱΙや ュシィャや るヤゎミ フバッ ヶルゅをャや ュシィャや るヤゎミ ラぺ ゅルッケゎプや ヱャヱ メホぺ ラヱミΑ ヶゎやクャや ロケヱタホ

 ュシィャや るヤゎミ れキやコ ゅョヤミプ ケよミぺ ラヱミΑ ヶゎやクャや ロケヱタホ ラミャヱ メヱΕや ュシィャや ネケゅシゎ フタル ヶゎやクャや ロケヱタホ キやコ 

-   るミケェャや ロゅィゎや サミハ ヶプ メョバゎ りヱホ ポゅミゎェΙや 

- アヤをャやヱ ¬ゅシヤョャや るよヤタャや ュゅシィΙや ラΑよ メΑヤホ ポゅミゎェΙゅプ るショΚゎョャや ゥヱヅシャや るバΑよヅ ヴヤハ ポゅミゎェΙや ケやキボョ キョゎバΑ 

  ラミャポゅミゎェΙや  フΑタケャやヱ ヶッゅΑケャや ¬やクェャや メヘシぺ フヤピゎ ヶゎャや ヅゅヅョャや るボよヅ ラΑよ ケΑよミ 

-  ¬やコィΕや ラΑよ れΑコ ノッヱΑ  ¬やコィΙや キハゅシΑヱ ポゅミゎェΙや メヤボΑ れΑコャや ラΕ るィやケキャや ラョ るショΚゎョャや るミケェゎョャや
 るミケェャや ヴヤハ るショΚゎョャや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

メやぼシャや ヶルゅをャや ノッぺ るョΚハ  )√(ュゅョぺ りケゅよバャや るェΑェタャや るョΚハヱ (X )ュゅョぺ りケゅよバャや るもヅゅカャや 

ϭ- ゅョヤミ キやコ ケやキボョ りヱボャや メホ ネケゅシゎャや                             )        ( 

Ϯ- ゅョヤミ れキやコ るヤゎミ ュシィャや キやコ ロケヱタホ ヶゎやクャや    )        ( 

ϯ-   ヮゎヤゎミ ヴヤハ キョゎバΑ ュシィャや ケヱタホ   )        ( 

ϰ-   るミケェャや ロゅィゎや サミハ ヶプ メョバゎ りヱホ ポゅミゎェΙや   )        ( 

ϱ-       るショΚゎョャや ゥヱヅシャや るバΑよヅ ヴヤハ ポゅミゎェΙや ケやキボョ キョゎバΑ)        ( 

ϲ- アヤをャやヱ ¬ゅシヤョャや るよヤタャや ュゅシィΙや ラΑよ ケΑよミ ポゅミゎェΙや  )        ( 

ϳ- ポゅミゎェΙや ケΑよミ ラΑよ るボよヅ ヅゅヅョャや ヶゎャや フヤピゎ メヘシぺ ¬やクェャや ヶッゅΑケャや フΑタケャやヱ                )        ( 

ϴ-  ノッヱΑ れΑコ ラΑよ ¬やコィΕや るミケェゎョャや るショΚゎョャや ラョ るィやケキャや ラΕ れΑコャや メヤボΑ ポゅミゎェΙや )        ( 

ϵ- やケヱタボャ ヶゎやクャや  ヱワメΑョ ュシィャや ポケェゎョャや ヴボよΑャ ゅミケェゎョ サヘルよ るハケシャや ロゅィゎΙやヱ  ヱ ュシィャや ラミゅシャや ヴボよΑ ラミゅシ)        ( 



 

 

- るミケェ るャゅェ ヶプ りキゅョャや れゅョΑシィ メバィゎ るΑケやケェャや るホゅヅャや 

-  メボゎルゎ りケやケェャやキケよΕや ュゅシィΙや ヴャま ラカシΕや ュゅシィΙや ラョ 

-     ゅッΑぺ ゅヰャヱェ ラョ ¬やヱヰャや ラカシゎヱ コよカャや ラカシゎ コよカャや るタョェョ 

-  メもゅシャや れゅョΑシィ ラみプ サゅΑボョャや ラカシΑ ゅョキルハヱ ペよもコャや ヱぺ メヱェミャや ラョ ゅョま メもゅシ りケやケェャや サゅΑボョ メカやキ キィヱΑ
 サゅΑボョャや ゆヱよルぺ メカやキ メもゅシャや キキョゎΑヱ るハケシよ ポケェゎゎ 

-  ヶワ ¬ゅョャや キョィゎ るィケキ( ケヘタャやϬ ( ¬ゅョャや ラゅΑヤビ るィケキヱ ) サϭϬϬ ) サ 

- れゅョΑシィ りキゅョャや ヶプ るャゅェ るミケェ りケョゎショ ゅョキルハヱ ゆシゎミゎ ロクワ れゅョΑシィャや るホゅヅ ヱぺ ゅワキボヘゎ ラみプ りキゅョャや ケΑピゎゎ 

- ゅョキルハ ゆシゎミゎ れゅョΑシィ りキゅョャや るホゅヅ るΑケやケェ ラみプ ゅヰゎミケェ キやキコゎ キハゅよゎゎヱ ゅヰッバよ ラハ チバよ るィΑゎルヱ ポャクャ 
キキョゎゎ りキゅョャや クカほゎヱ やコΑェ ケよミぺ      

 - やクま れキボプ れゅョΑシィ りキゅョャや るホゅヅ るΑケやケェ ラみプ ゅヰゎミケェ メボゎ ゆケゅボゎゎヱ ゅヰッバよ ラョ チバよ るィΑゎルヱ ポャクャ ソヤボゎゎ 
りキゅョャや クカほゎヱ やコΑェ メホぺ 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ   

(りケやケェャや – るΑケやケェャや – ケゎョヱョケをャや –  るミケェ – キョィゎ – サヱΑシヤシャや –  キキョゎゎ – ペよもコャや- キやキコゎ –  ケよミぺ - ϭϬϬ)     

ϭ- コゅヰィ サゅΑホ るィケキ りケやケェャや  ...................................................ヱぺ サゅΑボョ りケやケェャや 

Ϯ- りキェヱ サゅΑホ るィケキ りケやケェャや  ........................................................................  

ϯ- るホゅヅャや ....................................メバィゎ れゅョΑシィ りキゅョャや ヶプ るャゅェ .......................... 

ϰ- キィヱΑ メカやキ サゅΑボョ りケやケェャや メもゅシ ゅョま ラョ メヱェミャや ヱぺ .............................................. 

ϱ-  .....................................................ヶワ メゅボゎルや るホゅヅャや るΑケやケェャや ラョ ュシィ ヴャま ケカへ 

ϲ- るィケキ ........................... ....¬ゅョャや ヶワ ケヘタャや (Ϭ サ  )るィケキヱ ラゅΑヤビ ¬ゅョャや (.............. サ )  

ϳ- ゅョキルハ ゆシゎミゎ れゅョΑシィ りキゅョャや るホゅヅ るΑケやケェ ラみプ ゅヰゎミケェ ..............................キハゅよゎゎヱ ゅヰッバよ ラハ 
チバよ るィΑゎルヱ ポャクャ  ..............................りキゅョャや クカほゎヱ やコΑェ ........................................... 

 フΑケバゎりケやケェャや ヶワ メゅボゎルや るホゅヅャや るΑケやケェャや ラョ ュシィ ヴャま ケカへ 
 コゅヰィサゅΑホ るィケキ りケやケェャや ケゎョヱョケをャや ヱぺ サゅΑボョ りケやケェャや 
 りキェヱサゅΑホ るィケキ りケやケェャや りキェヱ サヱΑシヤシャや 

 太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                          サケキャやラョゅをャや : りケやケェャや 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

りキゅョャや るヤタヱョャや りケやケェヤャ りキゅョャや るャコゅバャや りケやケェヤャ 
メボルゎ りケやケェャや るャヱヰシよ Ι メボルゎ りケやケェャや メミセよ キΑィ 
 メをョサゅェルャや キΑキェャやヱ  メをョフヱタャや りキゅョ るャコゅハ 

 キバゎ ラヱワキャや りキゅョ るャコゅハ ヶプ ュゅシィぺ れゅΑΑキをャや ドプゅェゎ ヴヤハ ¬フキ ュシィャや ヮΑョェゎヱ ラョ ¬やヱヰャや キケゅよャや 

- やクま サョΚゎ ラゅョシィ ラゅヘヤゎカョ ヶプ るィケキ りケやケェャや ラみプ れゅもΑコィ ュシィャや ラカシΕや ュキヅタゎ れゅもΑコィよ ュシィャや 
メホΕや ヮルョ ヶプ るィケキ りケやケェャや やクワヱ ュキゅタゎャや ヶヅバΑ ュシィャや ヵクャや るィケキ ヮゎケやケェ メホぺ るホゅヅ ラカシゎプ ヮゎゅョΑシィ   

- キルハ ラΑカシゎ りキゅョャや るよヤタャや ゆシゎミゎ ペもゅホキ りキゅョャや るホゅヅャや るΑケやケェャや ポケェゎゎプ るハケシよ ケよミぺ ケΑピゎゎヱ ヴャま るャゅェャや るヤもゅシャや   

-  キΑケよゎャや ゐキェΑゅョキルハ キボヘゎ りキゅョャや ゅヰゎホゅヅ ほヅゅよゎゎ るミケェ ゅヰゎゅルヱミョ  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや   

ϭ- .......................ヱ...............................ヱ.............................. りケやケェャや メゅボゎルや ベケヅ 

Ϯ- りキゅョャや ............................. りケやケェヤャ メボルゎ りケやケェャや るャヱヰシよ メをョ .......................... キΑキェャやヱ 

ϯ- りキゅョャや ................................. りケやケェヤャ Ι メボルゎ りケやケェャや メミセよ キΑィ メをョ フヱタャや ラヱワキャやヱ 

 るョΚハ ノッぺ ヶルゅをャや メやぼシャや )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ-  ゐキェΑりケやケェャや るィケキ ヶプ ラゅヘヤゎカョ ラゅョシィ サョΚゎΑ ゅョキルハ ヵケやケェャや メΑタヱゎャや  )        ( 

Ϯ-  Ιヱぺ ¬ゅルΗや ネゅホ ヶプ ¬ゅョャや れゅョΑシィ ラカシゎヱりキケゅよャや ¬ゅョャや れゅョΑシィ ゅヰヤェョ メェゎヱ ヴヤハぺ ヴャま キバタゎ    )        ( 

ϯ- ヵケやケェャや メΑタヱゎャや    りケやケェャや メゅボゎルや ベケヅ -  ヵケやケェャや メョェャや  - ヵケやケェャや ネゅバセΙや       (   ) 

りケやケェャや メゅボゎルや ベケヅ 

ヵケやケェャや メΑタヱゎャや 

 ラカシゎ るよヤタャや キやヱョャや
 メΑタヱゎャや ゐキェΑヱ メΑタヱゎャゅよ

 サョΚゎΑ ゅョキルハ ヵケやケェャや
ラゅヘヤゎカョ ラゅョシィ  るィケキ ヶプ

 ゐキェΑ ゅョミ   りケやケェャや
 ュシィャや メカやキ ゅッΑぺ メΑタヱゎャや

オよヅャや ヶルやヱぺ ヶプ ゅョミ ヮシヘル 

 りケやケェャや メボルΑ ヵケやケェャや メョェャや
 ゅョキルハ    れやコゅピャやヱ メもやヱシャや メΚカ

 ラカシΑ ¬ゅルま ヶプ ¬ゅョャや ラョ るΑョミ ヶヤピル
 ¬ゅョャや れゅョΑシィ ラカシゎ  ュを ¬ゅルΗや

 Ιヱぺ ¬ゅルΗや ネゅホ ヶプ りキヱィヱョャや
 ゅヰゎケやケェ るィケキ  ネゅヘゎケΙ るィΑゎルヱ

 ゅヰヤェョ メェゎヱ ヴヤハぺ ヴャま キバタゎ ゅヰルみプ
 ロクワ ケョゎシゎヱ りキケゅよャや ¬ゅョャや れゅョΑシィ

 ヶヤピゎ ヴゎェ るΑヤョバャや ゅヰヤミ ¬ゅョャや るΑョミ 

-  メボルΑ ヵケやケェャや ネゅバセΗや
      パやケヘャや ヶプ るΑケやケェャや るホゅヅャや

-  ラミョΑ Ι ネゅバセΗや ラヱキ ラョ
 サョセャや るホゅヅ メタゎ ラぺ
  チケΕや ヴャま るΑケやケェャや-

 ァゅゎェΑ Ι ヵケやケェャや ネゅバセΗや
メホゅル ヅシヱ ヴャま 

 

ヵケやケェャや メョェャや ヵケやケェャや ネゅバセΙや 



 

 

 

 

 

 

キャヱゎゎ ¬ゅよケヰミャや るィΑゎル れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや 

れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや りケΑピタ  ⇔やキィ Ι ラミョΑ ゅヰゎΑぼケ ヱぺ ゅヰョセ ヱぺ サゅΑホ ゅヰルコヱ 

れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るヘヤゎカョャや  (るよィヱョャや ノョ るよャゅシャや  )ゆクゅィゎゎ 

れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るヰよゅセゎョャや ヶプ ネヱルャや  (ラΑゎよィヱョ  ⇔ ゅバョ ヱぺ ラΑゎよャゅシ  ⇔ ゅバョ  )ケプゅルゎゎ 

りキゅョャや るャキゅバゎョ  ⇔ ゅΑもゅよケヰミ  ラΕキキハ れゅルェセャや るよィヱョャや  ⇔ ゅΑヱゅショ キキハ れゅルェセャや るよャゅシャや 

ゅョキルハ サョΚゎΑ ラゅョシィ ラみプ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや ポケェゎゎ ラョ ゅョワキェぺ ヴャま ケカΓや  

 れゅルェセャや るよャゅシャや ヶワ ヶゎャや ポケェゎゎ ノョィゎヱ れゅルェセャや ヶルバΑ ラぺ  ⇔ ゅハヱル ラョ れゅルェセャや ラヱミΑ ケをミぺ ヴヤハ ュシィャや  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや     (れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや – るよャゅシャや – ゆクゅィゎゎ – りケクャや - るャキゅバゎョ  ⇔ ゅΑもゅよケヰミ )  

ϭ-  ヶワ ....................................ケピタぺ ¬コィ ヶプ りキゅョャや 

Ϯ- キャヱゎゎ ¬ゅよケヰミャや るィΑゎル ................................................ 

ϯ- れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るヘヤゎカョャや  (るよィヱョャや ノョ るよャゅシャや  )............................ 

ϰ- りキゅョャや  .........................................ラΕ キキハ れゅルェセャや るよィヱョャや  ⇔ ゅΑヱゅショ キキハ れゅルェセャや るよャゅシャや 

ϱ- れゅルェセャや  ..........................................ヶワ ヶゎャや ポケェゎゎ 

ヶルゅをャや メやぼシャや るェΑェタャや るよゅィΗや ケゎカや 

ϭ- れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るよィヱョャや ノョ  れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るよャゅシャや ゐキェΑ ュヰルΑよ  .................. (ゆクゅィゎ – )ケプゅルゎ 

Ϯ- れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや  るよィヱョャやョ ノ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るよィヱョャや  ュヰルΑよ ゐキェΑ ................ (ゆクゅィゎ – )ケプゅルゎ 

ϯ- れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るよャゅシャや ノョ  れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや るよャゅシャや ゐキェΑ ュヰルΑよ .........( ...........ゆクゅィゎ – ケプゅルゎ ) 

ϰ- れゅルェセャや  .................................ヶワ ヶゎャや ポケェゎゎ                         るよィヱョャや(– るよャゅシャや ) 

太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                                         サケキャやノシゅゎャや : ¬ゅよケヰミャや 

れゅョΑシィ りケΑピタ  ⇔やキィ ゎメョェ るルェセャや るよィヱョャや 
コョケΑヱ ゅヰャ コョケャゅよ ) + ( 

れゅョΑシィ りケΑピタ  ⇔やキィ ゎメョェ るルェセャや るよャゅシャや 
コョケΑヱ ゅヰャ コョケャゅよ  (⇒⇒ ) 

りケクャや 

りケクャや  ヶワケピタぺ ¬コィ ヶプ りキゅョャや 



 

キルハ ポャキ ュゅシィΕや  ⇔ ゅバョ サョΚゎゎ ゅヰェヱヅシ ヶプ ノホやヱョ りキΑキハ  ,ポャクよヱ キやキコΑ ノョィゎ れゅルェセャや ゅヰΑヤハ ラヱミゎゎプ 
¬ゅよケヰミ るルミゅシ ケをミぺ . 

るバシヤャや るΑもゅよケヰミャや るヘΑヘカャや ヶゎャや ケバセル ゅヰよ キルハ サョャ チよボョ ゆゅよャや キバよ ラぺ ヶセョル ヴヤハ キゅィシャや ゅヰよよシ るミケェャや 
るバΑケシャや れゅルェセヤャ るΑもゅよケヰミャや ヶゎャや れバョィゎ ヴヤハ ュシィャや るィΑゎル ポャキ ラΑョキボャや りキゅィシャゅよ . 

 

 ヮΑャま メボゎルゎ ゅョ ュシィ サョャぺ ゅョキルハヱ ゅヰよ ドヘゎェΑヱ るよャゅシ れゅルェセ ゆシゎミΑ ヶョシィ ラみプ りキゅィシャや ヴヤハ ヶセョぺ ゅョキルハ
 フΑヘカ るバホケプ れヱタ ラゅΑェΕや チバよ ヶプ ノョシぺ キホヱ るヘΑヘカャや るΑもゅよケヰミャや るバシヤャゅよ ケバセぺ やクャ るよャゅシャや れゅルェセャや 

 

ベケよャや ラヱミゎ れやヱヅカ 

ϭ-  ゅヰッバよよ ポゎェゎ キΑヤィャやヱ ¬ゅョャや ラョ れやケヅホ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ュヱΑピャやチバよャや 

Ϯ-  るョΑピャや ヴヤハぺ ヴャま ポケェゎゎヱ るよィヱョ れゅルェセ ゆシゎミゎ ¬ゅョャや れやケヅホ チバよ ラみプ ポゅミゎェΙや ゆよシよ 

ϯ-  るョΑピャや メヘシぺ ヴャま ポケェゎゎヱ るよャゅシ るルェセ ンケカぺ れやケヅホ ゆシゎミゎ ゅョルΑよ 

ϰ- ベケよ メミセ ヴヤハ チケΕや ヴャま メボゎルゎ りケΑよミ るィケキよ れゅルェセャや ュミやケゎゎ ゅョキルハヱ 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや    (ベケよャや– るよャゅシ – ¬ゅよケヰミャや るルミゅシャや – るバシヤャゅよ るΑもゅよケヰミャや - ヒΑケヘゎャや ヶもゅよケヰミャや  ) 

ϭ-  ..................................................ヶワ ノョィゎ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや ヴヤハ ウヅシ ュシィ ゅョ  

Ϯ-  ..............................................ヱワ メゅボゎルや ノΑケシ れゅルェセヤャ るΑもゅよケヰミャや ラョ ュシィ ヴャま ケカへ  

ϯ- ゐキェΑ ....................................ゆよシよ ヒΑケヘゎ ¬ゅよケヰミャや るルミゅシャや ヶプ フヱケドャや るΑヱィャや るヘタゅバャや 

ϰ- ゅョキルハ ヶセョぺ ヴヤハ りキゅィシャや ラみプ ヶョシィ ゆシゎミΑ れゅルェセ  ...........................ドヘゎェΑヱ ゅヰよ ゅョキルハヱ 
サョャぺ ュシィ ゅョ メボゎルゎ ヮΑャま れゅルェセャや るよャゅシャや やクャ ケバセぺ .............................................. るヘΑヘカャや 

 ノッぺ ヶルゅをャや メやぼシャや るョΚハ )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ- キルハ ポャキ ュゅシィΕや  ⇔ ゅバョ サョΚゎゎ ゅヰェヱヅシ ヱキやキコΑ ノョィゎ れゅルェセャや ゅヰΑヤハ ラヱミゎゎプ ¬ゅよケヰミ るルミゅシ   )      ( 

Ϯ-   ュヱΑピャや ヶプゅョキルハ ュミやケゎゎ れゅルェセャや るィケキよ りケΑよミ メボゎルゎ ヴャま チケΕや ヴヤハ メミセ ベケよ             )      ( 

ϯ- ュヱΑピャや ヵヱゎェゎ ヴヤハ れやケヅホ ラョ ¬ゅョャや キΑヤィャやヱ ポゎェゎ ゅヰッバよよ チバよャや                             )      ( 
 

¬ゅよケヰミャや るルミゅシャや  ヶワ ノョィゎ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや ヴヤハ ウヅシ ュシィ ゅョ  

ヒΑケヘゎャや ヶもゅよケヰミャや  ヱワ メゅボゎルや ノΑケシ れゅルェセヤャ るΑもゅよケヰミャや ラョ ュシィ ヴャま ケカへ  

ベケよャや ゐヱキェ ゆよシ ゐキェΑ ベケよャや ゆよシよ ヒΑケヘゎ ¬ゅよケヰミャや るルミゅシャや ヶプ フヱケドャや るΑヱィャや るヘタゅバャや 



 

ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや  Ι ヵケシΑ Ιま ヶプ ケゅショ ペヤピョ ヴョシΑ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや  

りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや ケゅショ ペヤピョ ヵケシΑ  ヮΑプケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや    
¬やコィぺ りケもやキャや 

るΑもゅよケヰミャや 
ϭ- ケキタョ るホゅヅャや  (るΑケゅヅよャや )  ヮゎヘΑドヱ   ケプヱΑ るホゅヅャや るョコΚャや ポΑケェゎャ れゅルェセャや 
Ϯ- るョヱゅボョャや ヮゎヘΑドヱ りやキΕや ヶゎャや ゅワキヱコΑ ケキタョャや るホゅヅャゅよ メをョ ゥゅよタョャや ヱぺ るェヱケョャや   
ϯ- ポΚシぺ メΑタヱゎャや ヮゎヘΑドヱ  メボルゎ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや 

ケΑをミャや ラョ ケもやヱキャや るΑもゅよケヰミャや ヵヱゎェゎ ヴヤハ ケをミぺ ラョ るョヱゅボョ  ,ヵぺ ラミョΑ ゅヰョやキカゎシや メΑピセゎャ ケをミぺ ラョ コゅヰィ 

  

 

りケもやキ ヶャやヱゎャや るΑもゅよケヰミャや りケもやキ ヵコやヱゎャや るΑもゅよケヰミャや 
ヵケシΑ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ヶプ ロゅィゎや れよゅを ヶプ ノΑョィ 
¬やコィぺ ケゅショャや ラヱキ ラぺ ネケヘゎΑ 

ネケヘゎΑ ケゅΑゎャや ラヱミΑヱ ヮルゅΑケシ ヶプ ケをミぺ ラョ ロゅィゎや  .
ヮよセゎ るハヱョィョ ラョ ベケヅャや ヶゎャや ヵキぼゎ ヴャま ラゅミョ キェやヱ 

キルハ ペヤビ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや ラみプ ラゅェゅよタョャや ラゅもΑッΑ  キルハ ペヤビ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや ラみプ ラゅェゅよタョャや ラゅもΑッΑ  
キルハ るャやコま ウΑよゅタョャや キェぺ ラみプ ゥゅよタョャや ケカΓや めヘヅルΑ キルハ るャやコま キェぺ ウΑよゅタョャや ラみプ ゥゅよタョャや ケカΓや Ι めヘヅルΑ 

 

ュキカゎシゎ るボΑケヅ ヵコやヱゎャや ヶプ メコゅルョャや ゐΑェよ ヱャ ュゎ メタプ キェぺ りコヰィΕや るΑもゅよケヰミャや ラみプ ヶホゅよ りコヰィΕや ケョゎシゎ ヶプ メョバャや 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

ヶヤΑ ゅョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャや    

    (れゅルェセャや  るΑもゅよケヰミャや–  りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや – ヶャやヱゎャや – ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや –  ヵコやヱゎャや–  るΑケゅヅよャや) 

ϭ- ...........................................ヱワ ラゅΑケシ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや ヶプ りキゅョ るヤタヱョ 

Ϯ- ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや  Ι ヵケシΑ Ιま ヶプ ケゅショ ペヤピョ ヴョシΑ ........................................ 

ϯ-  ヶプりケもやキ  .........................るΑもゅよケヰミャや キルハ るャやコま キェぺ ウΑよゅタョャや ラみプ ゥゅよタョャや ケカΓや めヘヅルΑ 

ϰ- ヶプ りケもやキ ........................... るΑもゅよケヰミャや キルハ るャやコま キェぺ ウΑよゅタョャや ラみプ ゥゅよタョャや ケカΓや Ι めヘヅルΑ 

ϱ- ケキタョ るホゅヅャや (................................  )ヮゎヘΑドヱ ケプヱΑ るホゅヅャや るョコΚャや ポΑケェゎャ れゅルェセャや 

ϲ- ポΚシぺ メΑタヱゎャや ヰゎヘΑドヱゅ  メボルゎ ............................................................... 

 ヶルゅをャや メやぼシャやるェΑェタャや るよゅィΗや ケゎカや 

ϭ-  ヶプりケもやキ  .............るΑもゅよケヰミャや ヵケシΑ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ヶプ ロゅィゎや れよゅを ラヱキ ラぺ ネケヘゎΑ    ヶャやヱゎャや(– )ヵコやヱゎャや 

Ϯ- ヶプ りケもやキ .............. .....るΑもゅよケヰミャや ネケヘゎΑ ケゅΑゎャや ラヱミΑヱ ヮルゅΑケシ ヶプ ケをミぺ ラョ ロゅィゎや     (ヶャやヱゎャや – ヵコやヱゎャや) 

ϯ- ュキカゎシゎ るボΑケヅ ...................... ヶプ メコゅルョャや ゐΑェよ ヱャ ュゎ メタプ キェぺ りコヰィΕや るΑもゅよケヰミャや ラみプ ヶホゅよ りコヰィΕや 
ケョゎシゎ ヶプ メョバャや                                                                                  (ヶャやヱゎャや – ヵコやヱゎャや) 

ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ヱワ ラゅΑケシ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや ヶプ りキゅョ るヤタヱョ 

 れゅョヱゅボョャや メΑタヱゎ ベケヅ 



-  ゅヰャΚカ ¬ゅよケヰミャや ケヱケョよ ウョシゎ キやヱョャや チバよ 

- るΑもゅよケヰミャや るョヱゅボョャや  ゅヰャΚカ ヶもゅよケヰミャや ケゅΑゎャや ケヱケョ メΑヤボゎ ヱぺ ノルョ ヴヤハ キやヱョャや りケキホ ヶワ 

- ラま ケヱケョ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ ヶプ ポヤシ ヵク るョヱゅボョ るヤΑヤホ ケヅカ  ⇔やキィ  ,ヮルΕ ゆよシゎΑ ヶプ ノプケ るィケキ ヮゎケやケェ メミセよ 
ケΑよミ ゅョョ キホ ゆよシΑ ゐヱキェ ペΑケェ  

ラョ りケヱヅカャや サョャ ポΚシぺ ¬ゅよケヰミャや るタゅカヱ るプヱセミョャや ゅヰルョ . 

ノヅやヱボャや るΑもゅよケヰミャや れやケヰタルョャやヱ  (れやコヱΑヘャや : ) 

ケヰタルョャや りやキぺ キハゅシゎ ヴヤハ ノルョ ゐヱキェ ペΑケェ ヶもゅよケヰミ   

ケヰタルョャや ヵヱゎェΑ ヴヤハ ヅΑケセ ペΑホケ ヮゎョヱゅボョ るΑもゅよケヰミャや りケΑよミ  ,やクまヱ ケョ ヮΑプ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ ケΑよミ ノヘゎケゎ 
るィケキ ヮゎケやケェ ケヰタルΑヱ  ,ウゎヘゎプ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや  ,フホヱゎΑヱ ケヱケョ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや . 

ノヅゅボャや ヶもゅよケヰミャや ゥゅゎヘョ ヶョェΑ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや  

 ゐΑェ ウゎヘΑ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや キルハ ケヱケョ ケゅΑゎ ケΑよミ ケヅカ ゅヰャΚカ  ,Κプ ケョΑ ゅヰΑプ ケゅΑゎ  ,ケヰタルョャや Ι ュキカゎシΑ 
Ιま りケョ りキェやヱ ヅボプ  ,ラミャ ノヅゅボャや キゅバΑ ヮョやキカゎシや . 

 ヶミャ ヵケシΑ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ゆィΑ ラぺ ラヱミゎ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや るボヤピョ  

 りケもやキャや るボヤピョャや ラヱミゎ ノΑョィ ゅヰもやコィぺ るヤタゎョ  ⇔ ゅバョ サΑャヱ ゅヰよ ヵぺ ノヅホ ヶプ ポΚシぺ ゅヰヤΑタヱゎ . 

ゥゅゎヘョャや ヶもゅよケヰミャや : 

ケΑをミャや ラョ ケもやヱキャや るΑもゅよケヰミャや メタヱΑ ゅヰバョ ゥゅゎヘョ ヶもゅよケヰミ  ,ゅョキルハ ラヱミΑ ゥゅゎヘョャや ヶプ ノッヱ メΑタヱゎ ウよタゎ 
りケもやキャや るボヤピョ ヵケシΑヱ ゅヰΑプ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや  ,ゅョキルハヱ ラヱミΑ ゥゅゎヘョャや ケΑビ メタヱョ ノヅボルΑ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや  ,

Ιヱ ヵケシΑ ヶプ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

 メやぼシャやメヱΕや  るョΚハ ノッぺ )√(( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺXるもヅゅカャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ϭ- るョヱゅボョャや るΑもゅよケヰミャや ヶワ りケキホ キやヱョャや ヴヤハ ノルョ ヱぺ メΑヤボゎ ケヱケョ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ゅヰャΚカ       )        ( 

Ϯ- ケヰタルョャや りやキぺ キハゅシゎ ヴヤハ ノルョ ゐヱキェ ペΑケェ ヶもゅよケヰミ        )        ( 

ϯ- ノヅゅボャや ヶもゅよケヰミャや ゥゅゎヘョ ヶョェΑ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや       )        ( 

ϰ- ヶミャ ヵケシΑ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ゆィΑ ラぺ ラヱミゎ りケもやキャや るΑもゅよケヰミャや るボヤピョ       )        ( 

ϱ- ゅョキルハ ラヱミΑ ゥゅゎヘョャや ヶプ ノッヱ メΑタヱゎ ウよタゎ りケもやキャや るボヤピョ ヵケシΑヱ ゅヰΑプ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや  )        ( 

ϲ- ケヱケョ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ ヶプ ポヤシ ヵク るョヱゅボョ るヤΑヤホ ケヅカ  ⇔やキィ ヮルΕ キホ ゆよシΑ ゐヱキェ ペΑケェ      )        ( 



 

 

- キルハ ゆΑケボゎ ラΑシΑヅゅルピョ ゅョワキェぺ ラョ ケカΓや ラゅよクゅィゎΑ ヱぺ ラやケプゅルゎΑ  

- ヴョシゎ りヱホ ゆクゅィゎャや ヱぺ ケプゅルゎャや ャや ラΑよラΑシΑヅゅルピョ りヱボャや るΑシΑヅゅルピョャや   

- サΑヅゅルピョャや ゆクィΑ ュゅシィΕや るハヱルタョャや ラョ キΑキェャや  

- ラヱミΑ サΑヅゅルピョャや ヮャヱェ  ⇔Ιゅィョ フケバΑ メゅィョャゅよ ヶシΑヅゅルピョャや 

- れゅシΑヅゅルピョャや れやク メゅミセぺ ュヱィェヱ るヘヤゎカョ  ,ゅヰッバよ ヶルやヱヅシぺ ゅヰッバよヱ  ヴヤハ メミセ るボヤェ . 

- サΑヅゅルピョヤャ ラゅよヅホ  ,ゅョワキェぺ ヴョシΑ ゆヅボャや ヶャゅョセャや  ,コョケΑヱ ヮャ りキゅハ コョケャゅよ (ス ヱぺ N  ) 

ヱ ゆヅボャやケカΓや ヴョシΑ ゆヅボャや ヶよヱルィャや コョケΑヱ ヮャ コョケャゅよ  (ァ ヱぺ S  ) 

-  ラヱミゎヱ りヱホ サΑヅゅルピョャや ケよミぺ ゅョ ラヱミゎ キルハ メミ ゆヅホ . 

- ゆゅヅホΕや るヰよゅセゎョャや  サΑヅゅルピョヤャ ケプゅルゎゎ ゆゅヅホΕやヱ るヘヤゎカョャや ゆクゅィゎゎ . 

- ゆヅボャや ヶャゅョセャや サΑヅゅルピョヤャ ケプゅルゎΑ ノョ ゆヅボャや ヶャゅョセャや サΑヅゅルピョャ ケカへ ヮルミャヱ ゆクゅィゎΑ ノョ ヮよヅホ ヶよヱルィャや 

- メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや : ヱワ るボヅルョ るヅΑェョ サΑヅゅルピョャゅよ ケヰドゎ ゅヰΑプ ケゅをへ ヮゎヱホ るΑシΑヅゅルピョャや  

-  メミャ サΑヅゅルピョ ヮャゅィョ ヶシΑヅゅルピョャや ヵクャや ヅΑェΑ ヮよ . 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヤもシΕや  ⇒⇒⇒⇒ 

ョ メョミぺ メヱΕや メやぼシャやョヶヤΑ ゅ    

(メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや– ケプゅルゎゎ – りヱボャや るΑシΑヅゅルピョャや – ヶャゅョセャや – キΑキェャや –  ゆヅホ –  ゆクゅィゎゎ– ヶよヱルィャや ) 

ϭ- サΑヅゅルピョャや ゆクィΑ ュゅシィΕや るハヱルタョャや ラョ .......................................................... 

Ϯ- ラヱミΑ サΑヅゅルピョャや ヮャヱェ  ⇔Ιゅィョ フケバΑ よ ⇒.............................................................. 

ϯ-  ラヱミゎ りヱホ サΑヅゅルピョャや ケよミぺ ゅョ ラヱミゎ キルハ メミ ........................................................ 

ϰ- ゆゅヅホΕや るヰよゅセゎョャや  サΑヅゅルピョヤャ  ..........................ゆゅヅホΕやヱ るヘヤゎカョャや ...................... 

ϱ- サΑヅゅルピョヤャ ラゅよヅホ  ,ゅョワキェぺ ヴョシΑ ゆヅボャや...................... ,コョケΑヱ ヮャ りキゅハ コョケャゅよ (ス ヱぺ N  ) 

ϲ- ゆヅボャや ケカΓや ヴョシΑ ゆヅボャや  .............................................コョケΑヱ ヮャ コョケャゅよ  (ァ ヱぺ S  ) 

ϳ - ヴョシゎ りヱホ ゆクゅィゎャや ヱぺ ケプゅルゎャや ラΑよ ラΑシΑヅゅルピョャや ....................................................... 

  太善全叢曽膳富腹全 蒼膳全奏則全 騒曹則全                        サケキャやケセゅバャや : ΑシΑヅゅ⇒⇒⇒ルピョャやる⇒⇒⇒ 

 



れゅョΑシィャや るΑシΑヅゅルピョャや : 

ゅョミ ヶプ ノΑョィ ケタゅルバャや  ,ラみプ れやコヤヘャや るルヱミョ ラョ れゅョΑシィ りケΑピタ  ,メミヱ ュΑシィ メョバΑ メョハ サΑヅゅルピョ  ,ヮャ ラゅよヅホ  

 キルハヱ るヘヤゎカョ れゅワゅィゎや ヶプ るΑシΑヅゅルピョャや れゅョΑシィャや ポケェゎゎ キΑキェャや ラョ るハヱルタョャや ュゅシィΕや ヶプ るバヅホ ゆΑケボゎ
 キェやヱ ロゅィゎや ヶプ ゅヰャ るΑャゅョセャや ゆゅヅホΕや ウよタゎプ キェやヱ ロゅィゎや ヶプ れゅョΑシィャや ロクワ フヅタゎ サΑヅゅルピョ ヴャま キΑキェ
 メバィΑ ゅョョ ヶよヱルィャや ゆヅボャや るルヱミョ ケカΓや ロゅィゎΙや ヶプ るΑよヱルィャや ゆゅヅホΕや ウよタゎ ポャクよヱ ゅΑャゅョセ ゅよヅホ るルヱミョ

サΑヅゅルピョ キΑキェャや るバヅホ 

メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや ヶッケΕや : 

ゆミヱミ チケΕや サΑヅゅルピョ ベΚョハ  ,ヅΑェΑ ヮよ メゅィョ ヶシΑヅゅルピョ  ,ゐΑェ ラぺ ラヅゅよ チケΕや ヵヱゎェΑ  ⇔やキΑキェ 
 ⇔やケヰタルョ やクワヱ キΑキェャや メミセΑ メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや ヅΑェョャや チケΕゅよ . 

- メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや ヶッケΕや ヮャ ラゅよヅホ ラゅΑシΑヅゅルピョ  :ヶャゅョセ ヶよヱルィヱ  ,ゆヅボャや ヶシΑヅゅルピョャや ヶャゅョセャや 
チケΖャ ゆΑケホ ヴャま ゅヰよヅホ ヶャゅョセャや ヶプやケピィャや  ,ポャクミヱ メゅェャや るよシルャゅよ ゆヅボヤャ ヶシΑヅゅルピョャや ヶよヱルィャや チケΖャ  

 ヅΑヅカゎ メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや : 

ャるΑぼケ メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや   りキやケよ ケをルルヱ ンヱボョャや ベケヱャや ラョ ゥヱャ ヮホヱプ ノッルヱ ヶシΑヅゅルピョ ゆΑッホ ケッェル
ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや ヅヱヅカ メミセゎ ドェΚル ゅヰΑヤハ るヘΑヘカ れゅホケヅ ベケヅル ゅョキルハヱ ゅヰホヱプ キΑキェャや 

ュやキカゎシや るヤタヱよャや : 

ラヱミゎゎ るヤタヱよャや ラョ りケよま るヘΑヘカ るヅルピョョ  ,ラミョΑ ゅヰゎヅシやヱよ キΑキェゎ ゆヅボャや ヶャゅョセャや ヶシΑヅゅルピョャや チケΖャ  ,
ヱヰプ ゆクィΑ ゆヅボャや ヶよヱルィャや りケよΗ るヤタヱよャや ヮィゎΑプ ヱェル メゅョセャや  ⇔ ゅョもやキ . 

 *るヤタヱよャや キハゅシゎ ラゅシルΗや ヴヤハ キΑキェゎ れゅワゅィゎや ベケセャや ゆヱルィャやヱ ゆケピャやヱ  るヤタヱよ るハゅルタ ラミョΑ .
 るΑケェよ ヴャキゎΑ ヮヤバィヱ  ヅΑカャゅよ ヶシΑヅゅルピョャや ゆΑッボャや ペΑヤバゎよ ポャクヱ  ヅΑカヱ ヶシΑヅゅルピョ ゆΑッホ メゅョバゎシゅよ 

サΑヅゅルピョャや ヶもゅよケヰミャや りケゅよハ ラハ ポヤシ フヱヘヤョ メヱェ ゆヤホ ラョ キΑキェャや  ,ケョΑヱ ヮよ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ  ,アゎルΑヱ ラハ 
ポャク メゅィョ ヶシΑヅゅルピョ . 

アゎルゎ ゅヰルみプ るΑもゅよケヰミャや れゅルェセャや ヵケシゎ ゅョキルハ ヶシΑヅゅルピョ メゅィョ 

ラミョΑ ュやキカゎシや ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ノルタャ サΑヅゅルピョ . 

キルハ ケヱケョ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ ヶプ ポヤシ ほセルΑ ヮャヱェ メゅィョ ヶシΑヅゅルピョ  ,ゅョヤミヱ キやコ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ケゅョャや ヶプ 
ポヤシャや れキやコ りヱホ メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや キャヱゎョャや ヮャヱェ  ,キルハヱ メタプ ケゅΑゎャや ヶもゅよケヰミャや ヴセΚゎΑ メゅィョャや 

ヶシΑヅゅルピョャや . 

 ポヤシャや れゅヘャ キキハ りキゅΑコメヱェ ゆヤホ ラョ キΑキェャや  ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや ヵヱボΑ 

 



ポケェョャや ヶもゅよケヰミャや ヱワ コゅヰィ ェΑメヱ るホゅヅャや るΑもゅよケヰミャや ヴャま るΑミケェ 
  ラョ ポケェョャや ラヱミゎΑ ケキタョ るホゅヅ るΑもゅよケヰミ  ,サΑヅゅルピョヱ  ,フヤョヱ ヶミヤシ れよをョ ヴヤハ ケヱェョ ラやケヱキャや  ,

ケヱェョヱ ラやケヱキャや ゆΑッホ ケェ ラやケヱキャや 
ヮヤョハ るボΑケヅ ϭ- キヱコΑ ケキタョ るホゅヅャや ポケェョャや ケゅΑゎャゅよ ヶもゅよケヰミャや     

Ϯ- ケョΑ ケゅΑゎャや ヶプ ポΚシぺ フヤョャや ゅルヱミョ ゅシΑヅゅルピョ ゅΑもゅよケヰミ ポケェゎΑプ サΑヅゅルピョャや 
ヶもゅよケヰミャや るもΑィ ゅよゅワクヱ ケΑをゅゎよ サΑヅゅルピョ ポケェョャや  

ϯ- ケやケョゎシゅよヱ ケΑをほゎ りヱボャや るΑシΑヅゅルピョャや ケョゎシΑ フヤョャや ヶプ ラやケヱキャや ヶプ メゅィョャや 
ヶシΑヅゅルピョャや ケヱェョヱ ラやケヱキャや りキゅハ ゅョ ラヱミΑ メタゎョ ゆΙヱキよ ヱぺ サヱケゎ ヱぺ ヵぺ りやキぺ 

りケやヱキ ンケカぺ 
 

キャヱョャや ヶもゅよケヰミャや メヱェΑ るホゅヅャや るΑミΑルゅミΑョャや ヴャま るホゅヅ るΑもゅよケヰミ 
ラヱミゎΑ キャヱョャや ラョ   ラヱミゎΑ ラョ ¬やコィΕや ゅヰシヘル ヶゎャや ラヱミゎΑ ゅヰルョ ポケェョャや ヶもゅよケヰミャや 
るボΑケヅ ヮヤョハ ϭ- ゅョキルハ ポケェゎΑ ケヱェョ ラやケヱキャや ケΑキΑャ  フヤョャや ラΑよ ヶよヅホ サΑヅゅルピョ  

Ϯ- メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや ラΑよ ラΑよヅボャや キャヱΑ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ ヶプ ポΚシぺ フヤョャや  
ϯ- ケやケョゎシや るミケェ フヤョャや ヶプ メゅィョャや ヶシΑヅゅルピョャや ノプキΑ れゅルェセャや るΑもゅよケヰミャや メカやキ 

ポヤシャや るミケェヤャ るルヱミョ ケゅΑゎ ヶもゅよケヰミ 
   

 

 

 


