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

┕┊ｴﾂ│ا ビヱ┃│ ｺヂｷｴｾ┆ ｺ┃ｲﾙأ    ﾔﾞダ- ┕┇┃ダ 

 
 2018/2019ا│ｴヂم ا│ﾐراﾙ┕          ━ـ┗ـｸـﾐ ┊ـ┇ـﾊـ┆  إﾐダاد :

 るΒヨヤバャや れゅエヤトダヨャや ょわミやるャやギャや  れやケゅらバャや ゅヰΒヤハるΒゎΓや : 
 

1 カ キギハや ヅヲトヵキヲヨハ モムゼよ ゅョ ゅエトシ ベゲわガゎ ヶわャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや 

2  モムゼよ ウトジャや リョ れゅェゅジヨャや りギェヱ ベゲわガゎ ヶわャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ キギハ
ヵキヲヨハ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセ 

3  ペプギわャや ゲΒピゎ るイΒわル モタヲョ ヶプ るΒんエャや るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや ギΒャヲゎ りゲワゅド
イΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや. モタヲヨャや コゅわ ヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャや ゑエャや 

4 や ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや Ιゅイョ ギャヲΑ ゑΒエよ ロゅイゎほよ ヵゲジΑ ブヤョ ヶプ ギャヲわヨャや ヵゲΒをゅわャ
. ヮよ ギャヲヨャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピわャや ザミゅバΑ ゅΒジΒヅゅレピョ ゴレャ りギハゅホ 

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

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

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

8  メゅイョ キヲィヱ ヶプ るΒムΒルゅムΒョ るホゅヅ ヶャや るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや リョ や¬ゴィ メヲエΑ コゅヰィ
. ょシゅレョ ヶよゲヰミ ケゅΒわよ ロギΑヱゴゎ ギバよ ヶジΒヅゅレピョ ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや 

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

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

11 ほゎ るミゲエョ りヲホ ヮΒプ ギャヲわゎ ブヤヨャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ ゅワケやギボョ るΑゲΒを1V  ゲΒピゎ ギレハ
ャや ケゅΒわャや りギセ メギバヨよ ブヤヨャや ヶプ りケゅヨ1A . るΒルゅを モムャ  ヵゲレヰャや 

12 . ケゅΒわャや りギセ ケやギボョ ゲΒΒピゎ ヱ るΑゲΒをほわャや るミゲエヨャや りヲボャや リΒよ ょシゅレわャや ろよゅを ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ 

13 
 ゑΒエよ リΒヤカやギわョ ヱぺ リΑケヱゅイわョ リΒヘヤョ リΒよ ゐギエΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャや ゲΒをほわャや

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

メキゅらわヨャや ゑエャや 

14  りギセ ゲΒピゎ ょらジよ ブヤョ ヶプ りギャヲわヨャや るΑゲΒをほわャや るΒもゅよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ケやギボョ
 メギバヨよ ケヱゅイヨャや ブヤヨャや ヶプ ケゅΒわャや1A ルゅを モミ ヶプ. るΒ  ゑエャや モョゅバョメキゅらわヨャや 

15  リョ るイゎゅレャや りキキゲわヨャや るΒもゅよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや ヂヘカ ヱや ノプケ ヶヤハ モヨバΑ コゅヰィ
.キキゲわャや ケやギボョ ヶヤハ モΑギバゎ ヵぺ ゐギエΑ ラぺ ラヱキ リョ キキゲわョ ヶもゅよゲヰミ ギヰィ ケギダョ ヶよゲヰムャや メヲエヨャや 

16  ヮわもゅヘミ  ラヲムゎ ヵグャや メヲエヨャや100% . りケギボャや ヶプ ギボプ ょらジΑ Ι ヱ ヶャゅんヨャや メヲエヨャや 
17  リョ モホぺ ヮわもゅヘミ ラヲムゎ ヵグャや メヲエヨャや ヲワ100 % . ヶャゅんヨャや ゲΒビ メヲエヨャや 

18  ヶプ るΒよゲヰムャや りケギボャや ヶャや ヵヲルゅんャや ブヤヨャや ヶプ るΒよゲヰムャや りケギボャや リΒよ るらジレャや ヶワ
. ヶもやギわよΕや ブヤヨャや メヲエヨャや り¬ゅヘミ 

19  りケヱギャや ヶプ やゲヘタ ヵヱゅジΑ ヮゎギセ ケやギボョ メギバョ ヱ りケヱキ ブダル モミ ヮワゅイゎや ゲΒピΑ ケゅΒゎ
 りギェやヲャや. ケゅΒわャや ゲわヨャやキキ 

20  キキゲわヨャや ケゅΒわャや ゅヰイわレΑ ヵグャや ゅヰジヘル りケやゲエャや るΒヨミ ギャヲΑ ヵグャや ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや りギセ
 ゅヰジヘル るΒレョゴャや りゲわヘャや メΚカ るヨΒボャや ザヘル ゅヰャ るΒョヱぺ るョヱゅボョ ヶプ ケゅΒわャや りギゼャ るャゅバヘャや るヨΒボャや 

21  ケゅΒわャや りギセヱ ギヰイャや ベゲプ リョ モミ ヶレエレヨャ リΒわΒャゅわわョ リΒΒわヨホ リΒよ るΒボプぺ るプゅジョ ゆゲホぺ や ベゲプケヲトャ 
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22 ボヨャや ザΒャ ヱ テボプ るΑケやゲェ るホゅヅ ヶャや ゅヰヤヨミほよ るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや メヲエゎ ヶわャや るョヱゅ
. ヶゎやク ゲΒをほゎ ゅヰΑギャ るプゲダャや るョヱゅボヨャや 

23  ヶゎやグャや ヮんェ モョゅバョ ラぺ ゑΒェ , ヶんェ ゲΒをほゎ ヮャ ヵグャや ブヤヨャやL  ヮわョヱゅボョ ヱ  ゲΒらミ
 るΒョヱΕやR .るョヱギバョ ヶんエャや ブヤヨャや ヶボレャや 

24 ヨャ ブヤヨャや ゅヰΑギらΑ ヶわャや るバルゅヨヨャや ケヱゲ. ヮャΚカ リョ キキゲわヨャや ケゅΒわャや るΒんエャや るバルゅヨヨャや 
25 ヮャΚカ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ケヱゲヨャ ブんムヨャや ゅヰΑギらΑ ヶわャや るバルゅヨヨャや るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや 

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

27 れゅΑヲわジョ リョ ヮョゴェ るらΑゲボャや るホゅトャや  ヶプ ゅバョ ヮヤカやギわヨャやヱ ヂバらャや ゅヰツバよ リョ
れやケグャや リョ りゲΒらミ ヮハヲヨイョ るホゅトャや ベゅトル 

28  ぽプゅムわャや ヶホゅトル リΒよ ケヲヌエョ ベゅトル キヲィヱ ギバよ ゴΒヨわゎ キやヲョモΒタヲわャやヱ れΚタヲヨャや 
29 モΒタヲわャやヱ ぽプゅムわャや ヶホゅトル リΒよ  やギィ りゲΒらミ るホゅヅ りヲイプ キヲィヲよ ゴΒヨわゎ キやヲョ メコやヲバャや 

30 や ケヱゲヨよ ウヨジゎ Ι キやヲョャΚカ ヶもゅよゲヰムャや ケゅΒわャ ギレハ ロケヱゲヨよ ウヨジゎヱ るΒボル ろルゅミ やクま ゅヰ
ゅヰゎケヲヤよ ヶプ ょもやヲゼよ ゅヰヨΒバトゎ れΚタヲヨャや ロゅらセや 

31  モボわレΑ ヶムャ るョコΙや るホゅトャや ケやギボョモΒタヲわャや ベゅトル ヶャや ¬ヲプゅムわャや ベゅトル リョ ラヱゲわムャや りヲイヘャや るホゅヅ 
32 ぽプゅムわャや ベゅトル るホゅヅ ヱ モΒタヲわャや ベゅトル るホゅヅ リΒよ ベゲヘャや ヵヱゅジゎ るホゅヅ ホゅトャや りヲイプる 

33  ゅヰヤΒタヲゎ るィケキ ゲΒピゎ リムヨΑ ゑΒェ ヵケヱギャや メヱギイャや リョ るバよやゲャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレハ
ゅヰヨΒバトゎ ヱや ゅヰゎケやゲェ るィケキ ゲΒピわよ るΒよゲヰムャや れΚタヲヨャや ロゅらセぺ 

34  ぽプゅムわャや るΒシゅヨカ ヮΑゴヤプΙ ヱや ぽプゅムわャや るΒをΚを るΑゴヤプ ゲタゅレハ れやケク るプゅッや るΒヤヨハ
ヶボル モタヲョ ヮらセ りケヲヤらャ ユΒバトわャや 

35 ハ アわレゎ ヶわャや ょもやヲゼャや ネヲルボル りケヲヤよ ヴャや ゅヰわプゅッや ギレ れΚタヲヨャや ロゅらセや リョ るΒ
ゲェ ラヱゲわムャや ケヲヰド るエルゅョ れやケク 

36  リョ るΒボル りケヲヤよ ヴャや ゅヰわプゅッや ギレハ アわレゎ ヶわャや ょもやヲゼャや ネヲル れΚタヲヨャや ロゅらセや
ょボを ケヲヰド るヤらボわョ れやケク 

37 )ぽプゅムわャや るΒシゅヨカ ( るΑゴヤプ Ι ゲタゅレハ れやケグよ るヨバトョ るヤタヲョ ヮらセ キやヲヨャ れやケヲヤよ N-Type 

38  ヮらセ りケヲヤよャや リョ モタヲョ( ュヲΒルゅョゲイGe    ュヲΒャゅイャや リョ ょもやヲゼよ るヨバトョ ) 
(Ga ) ぽプゅムわャや ヶをΚんャや ( ) P-Type 

39  ウトジャやめセゅレャや ヮらセ りケヲヤよ ノョ るらャゅジャや ネヲレャや リョ モタヲョ ヮらセ りケヲヤよ ベゅダわャや リハ 
ょィヲヨャや ネヲレャや リョ モタヲョ るΒもゅレんャや るヤタヲャや 

40 ヨャや ネヲレャや リョ ゅヨワギェや リΒゎケヲヤよ ュゅエわャや リョ アわレゎ るΒルヱゲわムャや るバトホ ヵゲカΙやヱ ょィヲ
ょャゅジャや ネヲレャや リョ るΒもゅレんャや るヤタヲャや 

41  フゲトャやヱ ヮエルゅョ ょもやヲゼよ ゅヰΒプゲヅ ギェぺ ユバトΑ ヮΑやギェや りケヲヤよヮヤらボわョ ょもやヲゼよ ゲカΙや るΒもゅレんャや るヤタヲャや 

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

43  ヶハヲル リョ ヲヤガゎヱ ヮΒビやゲプ ヮレエセ ゅヰΒプ ろルヲムゎ ヮΒもゅレんャや ヮヤタヲャや ヶらルゅィ ヶヤハ るボトレョ
れΚョゅェ ヮレエゼャや  フやゴレわシΙや るボトレョ 

44 るよィヱョャや れΚタヱョャや ロゅよセぺ ラョ ラΑゎェΑケセ ラョ ラヱミゎゎ るΑをΚを るヤタヱp   ラやケタェゎ
 ゆャゅシャや ネヱルャや ラョ るボΑホケ るェΑケセ ゅョヰルΑよN  ケヱゎシルやケゎPNP 

45 ヅシヱャや るボよヅャやコルやケゎャや ヶプ ヶゆもやヱセ メホやヱ ポョシ メホや ゅヰャ ヶゎャやヱ ケヱゎシ りキハゅボャや B 
46  ヶプ るΑプケヅャや りケヱヤよャやゆもやヱセ るよシル ヶヤハや ヶヤハ ヵヱゎェゎ ヶゎャやヱ ケヱゎシコルやケゎャや ゐハゅよャや E 
47 ゅョィェ ケよミΙや ケヱゎシコルやケゎャや ヶプ るΑプケヅャや りケヱヤよャや ノョィョャやC 
48  れΚΑタヱゎ キェぺヱゎシΑコルやケゎャやケ りケキボャやヱ キヰィャや ケΑよミゎ ヶプ ュキカゎシΑ ョャや ゐハゅよャやポケゎセ 
49 ケヱゎシコルやケゎヤャ りキハゅボャや ケゅΑゎ りキセ ヴャま ノョィョャや ケゅΑゎ りキセ ラΑよ るよシルャや  メョゅバョケΑよミゎャやく 
50  ヱや ノョィョャや ケゅΑゎ キゅΑキコや ヶャや ゅヰッゅヘカルや ヱや りキハゅボャや ケゅΑゎ キゅΑキコや ラΑよ るゎよゅをャや るよシルャや

.ゅヰッゅヘカルや ケΑよミゎャや メョゅバョく 
51 .  ゐハゅよャや ケゅΑゎ ヶャま ノョィョャや ケゅΑゎ ラΑよ るよシルャや ケゅΑゎャや ゆシミ るよシルg 
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52    ¬やゴィΕ ヮヨΒジボゎ リムヨΑ Ι りキゅヨャや リョ ¬ゴィ ゲピタぺ りケグャや ラぺ ゲらわハや りケグヤャ ァクヲヨル
モヨエΑ ヱ ンゲカぺ . りキゅヨャや ソやヲカ    ラヲわャやキ ァクヲヨル 

53  れゅルヱゲわムャや ヴヤハ ヵヲわエゎ ヮらィヲョ るヤわミ リョ るヘャぽョ りケグャや ラぺ ゲらわハや りケグヤャ ァクヲヨル
    . ) るらィヲヨャや るヤわムャや ( ゲヨェΕや ょヤャゅよ るハコヲヨャや  オΒトらャや ケヱグよ ヮらゼゎ ヲヅ ァクヲヨルラヲジョ 

54  ヱ るレエゼャや るらィヲョ るヘΒんミ ヱ りゲΒピタ りやヲル リョ ラヲムわゎ りケグャや ラぺ ゲらわハや りケグヤャ ァクヲヨル
メヲェ ケヱギゎ るレエゼャや ヮらャゅシ れゅルヱゲわムャみよ るヅゅエョ          . りやヲレャや キケヲプケクケ ァクヲヨル 

55  ケヱギゎ ゅヨミ れやケやギョ ヶプ りやヲレャや メヲェ ケヱギゎ れゅルヱゲわムャΗや ラぺ ゲらわハや りケグヤャ ァクヲヨル
   .ザヨゼャや メヲェ ょミやヲムャや ケヲよ ァクヲヨル 

56  ゲピタぺ ヶワ ヱ ヂバらャや ゅヰツバよ リハ るヤダヘレョ るホゅトャや リョ るヤダわョ ヱ るバよゅわわョ れゅツらル
. るホゅトャや リョ Κダヘレョ ギィヲΑ ラぺ  リムヨΑ ケやギボョ ラヲゎヲヘャや 

57        . ⇔Κダヘレョ ギィヲΑ ラぺ リムヨΑ るホゅトャや リョ ケやギボョ ゲピタぺ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ 
58  ラヲゎヲヘャや るホゅヅ リΒよ るらジレャや(E)   ロキキゲゎヱ) ƒ (  . マルΚよ ろよゅを 
59 ャや モピゼャや ヲワ モボレャ メヱグらヨ ユヰレΒよ ギヰイャや ベゲプ リΒトわボル リΒよ ラヱゲわムャや1V ろャヲプ ラヱゲわムャΙや 
60  リΒよ るホΚバャや るシやケギよ ユわヰΑ ヵグャや ユヤバャやりキゅヨャや ヱ ネゅバセΙや ブΒトャや ユヤハ 
61  ゐゅバらルやれゅルヱゲわムャΗや  るレΒバョ れやゴヤプ リョ , ヮャ ¬ヲッ ヅヲボシ るイΒわル ょシゅレョ キキゲゎ るΒもヲッヱゲヰムャや りゲワゅヌャや 
62  ゴヤプ ウトシ リョ るんバらレヨャや れゅルヱゲわムャΙやょシゅレョ キキゲゎ ヮャ ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハ リΒバョ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや 

63 ¬ヲツヤャ サゅジェ ヶルギバョ ゥヲャ  れゅルヱゲわムャΙや ヮレョ ゑバらレゎ ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハ  キキゲゎ ヮャ
ょシゅレョ .    ゑハゅらャや 

64 ゴヤプ ウトシ リョ ラヱゲわムャΗや ゲΑゲエわャ るョコΚャや るホゅトヤャ ケやギボョ モホぺ モピゼャや るャやキ 

65 や ヵキぽΑ ノヨイヨャや ヱ ゑハゅらャや ウトジャや リΒよ ギヰィ ベゲプ ゲらミぺ れゅルヱゲわムャΗや フゅボΑや ヴャ
ゑハゅらャや リョ りケゲエわヨャや ノトボャや ギヰィ 

66   りやヲレャや モカやキ ラヱゲゎヲΒレャやヱ ラヲゎヱゲらャや リョ モミ ヴヤハ ペヤトΑ ナヘャ ヤミヲΒレャやΒラヲ 
67 ゲダレバャや りケク りやヲル  れゅルヲゎヱゲよ キギハ ヵケグャや キギバャや 
68 ゲダレバャや りケク れゅルヱゲゎヲΒル キギハヱ れゅルヲゎヱゲよ キギハ ネヲヨイョ ヶヤわムャや キギバャや 

69  ヵヱゅジゎ12

1

  ラヲよゲムャや るヤわミ リョC12
6. るΑケグャや モわムャや りギェヱ 

70  ゅヰャ  ヶわャや ギェやヲャや ゲダレバャや れやケクヶヤわムャや キギバャや ヶプ ブヤわガゎ リムャヱ ヵケグャや キギバャや ザヘル ゲもゅヌレャや 
71 . ユΒジイャや るヤわムャ るゃプゅムヨャや るホゅトャや ラヲムジャや るホゅヅ 
72   ヂバらよ ゅヰツバよ りやヲレャや れゅルヲムョ テよゲゎ ヶわャや りヲボャや るΑヱヲレャや りヲボャや 
73   りやヲル ヶプ れゅルヲヤミヲΒレャや テよゲャ るョコΚャや るホゅトャやヂバらよ ユヰツバよ りケグャや るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ 
74  るホゅトャや.ゅョゅゎ Κダプ ゅヰわルヲΒヤミヲΒル モダプ ヱ りやヲレャや ゲジムャ るョコΙや るΒヤムャや るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ 

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

76 ョ ゲヨわジョ ヶもゅボヤゎ メΚエヨッや るΒヤヨハビ るΑヲルΕ ヶィケゅカ ゲをぽョ ヵぺ ラヱキ リ りゲボわジョ ゲΒ
やケやゲボわシや ゲんミぺ ウらダわャ ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや 

77  りゲボわジョ ゲΒビ るΑヲルΙ ヶィケゅカ ゲをぽョ ラヱキ リョ ゲヨわジョ ヶもゅボヤゎ メΚエヨッや るΒヤヨハ
.ゅヰわヤわミ モボゎ ヱ ゅヰわルヲΒヤミヲΒル リΒよ テよゲャや るホゅヅ キやキゴゎ ゑΒェ ケやゲボわシや ゲんミぺ ウらダわャ ヶハゅバセΙや メΚエルΙや 

78 ョ りやヲレャ ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや. ゅΒハゅレトタや りゲツエ  ヅゅゼレャや ヶハゅバセΙや
ヶハゅレトタΙや 

79 .⇔ ゅΒバΒらヅ りキヲィヲョ るバゼョ りやヲレャ ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや ヶバΒらトャや ヶハゅバセΙや ヅゅゼレャや 

80  ケやゲボわシや ュギハ るイΒわル ヶバΒらヅ モムゼよヱ ヶィケゅカ モカギゎ ラヱキ ヵヱヲレャや メヲエわャや ゐヱギェ
. りやヲレャや ヶバΒらトャや メヲエわャや 

81 ゅヨΒジイよ ゲタゅレハ るΑヲルぺ フグホ るイΒわル ヵヱヲレャや メヲエわャや ゐヱギェ ヴャや るΑヱヲル れ ゅヰャヲエゎ
.りギΑギィ ゲもゅヌルヱ ゲタゅレハ ヴャや  ヶハゅレトタΙや メヲエわャや 

82  るイゎゅレャや るΑヲルΖャ るΑケグャや キやギハΙや ネヲヨイョ ヵヱゅジΑ メΚエルΙや モらホ りやヲレヤャ ヵケグャや キギバャや
メΚエルΙや ギバよ ヵケグャや キギバャや ¬ゅボよ ラヲルゅホ 
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83 るイゎゅレャや るΑヲルΚャ るΒヤわムャや キやギハΙや ネヲヨイョ ヵヱゅジΑ メΚエルΙや モらホ りやヲレヤャ ヶヤわムャや キギバャや 
ΚエルΙや ギバよ.メ ヶヤわムャや キギバャや ¬ゅボよ ラヲルゅホ 

84  ギバよ れゅホゅトャやヱ モわムャや ネヲイョ ヵヱゅジΑ メΚエルΙや モらホ れゅホゅトャや ヱ モわムャや ネヲヨイョ
メΚエルΙや るホゅトャや ヱ るヤわムャや ¬ゅボよ ラヲルゅホ 

85  ヶわェ ゲカや ゅバゼョ やゲダレハ ヶトバΒャ ゅワギェぺ モエレΑ ヶわャや るバゼヨャや ゲタゅレバャや るハヲヨイョ
ゲボわジョ ゲダレバよ ヶヰわレΑ ヶハゅバセΙや モヤエわャや モシΚシ 

86 やャ リョゴ.ノゼヨャや ゲダレバャや れやケク るΑヲルぺ ブダル モエレわャ ュコΚャや ブダレャや ゲヨハ 
87 ゲタゅレバャや るΑヲルぺ ヶプ ゲΒΒピゎ ヶャや ヵキぽゎ ヶわャや れΚハゅヘわャや  るΑヱヲレャや れΚハゅヘわャや 
88 .ゲピタぺ るΑヲルぺ ゐΚを ヱぺ リΒゎやヲル ヶャや ゅヰΒプ りやヲレャや ユジボレゎ るΑヱヲル れΚハゅヘゎ ヵヱヲレャや ケゅトゼルΙや 
89  ゐΚを ヱぺ リΒゎやヲル ギエわゎ ゑΒェ るΑヱヲル れΚハゅヘゎΑヲルやわャ る.りギΑギィ りやヲル ラヲム ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや 

90  ヱぺ リΒゎやヲル ヶャや  ユΒジイよ ゅヰプグホ ギバよ りゲボわジョ ゲΒビ るヤΒボを りやヲル ヮΒプ ユジボレゎ ヵヱヲル モハゅヘゎ
.るホゅヅ ベΚヅや ノョ るボプやゲわョ ヱ やケやゲボわシや ゲんミぺ ヱ ゅルコヱ ブカぺ ゲんミぺ ヵヱヲレャや ケゅトゼルΙや 

91 . ギΑギィ ケゅトゼルや ヶャや ロケゅトゼルや ヵキぽΑ ヵグャや モハゅヘわャや  モハゅヘわャやモジヤジわヨャや 
  

 ゅョヨャや: リョ モムよ キヲダボ                                         
1-  = ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ りギセT (5) 
 

 ヵヱゅジゎ ユジイャや リョ るェゅジヨャや りギェヱ コゅわイゎ ヶわャや るΑキヲヨバャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ キギハ ラや ヵぺ5 . 
 
2-   =  ウトジャ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャやwb (20) 
 

ャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトガャ ヶヤムャや キギバャや ラぺ ヵぺ ヵヱゅジゎ ヮヤミ ユジイャや コゅわイゎ ヶわャや るΑキヲヨバ20 . 
 
3-  ヵヱゅジΑ ブヤヨャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ 0.05 H 
 

-  ヵヱゅジΑ ケゅΒわャや りギセ ケやギボョ ゲΒΒピゎ ヱ るΑゲΒをほわャや るミゲエヨャや りヲボャや リΒよ ょシゅレわャや ろよゅを0.05 
-  メギバヨよ ケゅΒわャや りギセ ゲΒピゎ ょらジよ ブヤヨャや ヶプ りギャヲわヨャや るΒゎやグャや るΑゲΒをほわャや るΒもゅよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ケやギボョ1A  = るΒルゅを モミ ヶプ

0.05 v . 
 
4- ゑエャや モョゅバョ  = リΒヘヤョ リΒよ メキゅらわヨャやH 5-3X10 
 

 メギバヨよ ケヱゅイヨャや ブヤヨャや ヶプ ケゅΒわャや りギセ ゲΒピゎ ょらジよ ブヤョ ヶプ りギャヲわヨャや るΑゲΒをほわャや るΒもゅよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ケやギボョ1A  モミ ヶプ

 =  るΒルゅをv 5-3x10 . 

 

5-  ヵヱゅジゎ キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ るャゅバヘャや りギゼャや= 10 A rmsI 
りギセ ャや りゲわヘャや メΚカ るヨΒボャや ザヘル ゅヰャ るΒョヱぺ るョヱゅボョ ヶプ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ゅヰイわレΑ ヵグャや ゅヰジヘル りケやゲエャや るΒヨミ ギャヲΑ ヵグャや ゲヨわジヨャや ケゅΒわ

 = ゅヰジヘル るΒレョゴャや10 A . 

6-  = ゅョ ゴヤヘャ  るらわバャや キキゲゎHz  145.3 x 10  
 

 = ゴヤヘャや ウトシ リョ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや ゲΑゲエわャ ュゴヤΑ キキゲゎ モホぺHz 145.3x10 
 
7- ギヰィ ΑΗや = フゅボ 3 V 
 

 = ゑハゅらャや リョ りケゲエわヨャや れゅルヱゲわムャΗや フゅボΑや ヴャや ヵキぽΑ ノヨイヨャや ヱ ゑハゅらャや ウトジャや リΒよ ギヰィ ベゲプ ゲらミぺ3v 
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: リョ モミ ゅヰΒヤハ ブホヲわΑ ヶわャや モョやヲバャや ゲミクや 
 

1  ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャやゅョ ∃ウトシ コゅわ⇒イΑ 
 

1- ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセ     2- ユジイャや るェゅジョ 
3- ゅジヨャや ヮイわョ リΒよ るΑヱやゴャやメゅイヨャや ヅヲトカ ヱ るェ 

2 
 ヶプ りギャヲわヨャや るΑゲΒをゅわャや るミゲエヨャや りヲボャや
 ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ポゲエわョ モタヲョ

ユヌわレョ 
1- ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセ       2- モタヲヨャや メヲヅ 
3- るハゲジャや 

3  りヲボャや るレエセ ヶヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや
. るミゲエわョ  ) ゴわルケヲャ りヲホ ( 

1- るレエゼャや るΒヨミ 
2- ザΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセ 
3- るハゲジャや 

4  ポΚシΙや ヶヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや
. ケゅΒわヤャ るヤョゅエャや 

1-ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや りギセ 
2- ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや りギセ        3- マヤヤジャや メヲヅ 

5 . ブヤヨャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ 
1-  ゾもゅダカブヤヨャや 2- れゅヘヤャや キギハ 
3- ブヤヨャや メヲヅ 4- ブヤヨャや ノトボョ るェゅジョ 
5- ブヤヨャや モカやキ テシヲャや りキゅョ 

6 や ゑエャや モョゅバョ リΒよ メキゅらわヨャリΒヘヤョ 
1- リΒヘヤヨャや ゾもゅダカ 2- リΒヘヤヨヤャ れゅヘヤャや キギハ 
3- リΒヘヤヨャや メヲヅ  4- リΒヘヤヨャや ノトボョ るェゅジョ 
5- リΒヘヤヨャや モカやキ テシヲャや りキゅョ 

7 るプゲダャや るョヱゅボヨャや R   1-  メヲヅモタヲヨャや 
2-          ノトボヨャや るェゅジョ3- . りキゅヨャや ネヲル 

8 ブヤヨャ るΒんエャや るバルゅヨヨャや LX  1-             ケゅΒわャや キキゲゎ2- ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ 
9 ブんムヨャ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや cX  1- ケゅΒわャや キキゲゎ            2- ブんムヨャや るバシ 

10 リΒルゲャや りゲもやキ キキゲゎ 1- ブんムヨャや るバシ          2 - . ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ 
11 ) るらわバャや キキゲゎ ( モピゼャや ヮャやキ 1- ゴヤヘャや ネヲル 
12 れゅルヱゲわムャΚャ ヶヨヌバャや るΒミゲエャや るホゅトャや 1- ゅヅるホ テホゅジャや ラヲゎヲヘャや ) キキゲゎ (      2- ゴヤヘャや ネヲル 

13 るハゲシ ヮΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや 1-       テホゅジャや ラヲゎヲヘャや ) キキゲゎ ( るホゅヅ2- ゴヤヘャや ネヲル 

14  ノトボャや ギヰィ– フゅボΑΙや ギヰィ 1-       テホゅジャや ラヲゎヲヘャや ) キキゲゎ ( るホゅヅ2- ゴヤヘャや ネヲル 

15 ラヲゎヲヘャや るホゅヅ 1-  キキゲわャや   2- ヶィヲヨャや メヲトャや 

16 ボわシや ケやゲりやヲレャや 1- ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ       2-  るらジレャや錆燦 

17 . ブダレャや ゲヨハ 1- テボプ ゲダレバャや ネヲル 
  

 ゅヨャ モヤハヶゎほΑ  : 
 
1- . ヵやキやケゅプ ラヲルゅホ ヶプ るらャゅジャや りケゅセΕや 

ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピわャや ザミゅバゎ ゑΒエよ ほゼレゎ りギャヲわヨャや るΒよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ラほプ ゴレャ りギハゅボャ ゅボらヅ ゅヰャ ょらジヨャや 
 

2- . ザΒヅゅレピョ ュやギガわシほよ ブヤョ ヶプ るΒもゅよゲヰミ るバプやキ りヲホ ギΒャヲゎ リムヨΑ 
ャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピゎ ゐギエΑ ヶジΒヅゅレピヨャや モカやキ ブヤヨャや マΑゲエゎ ギレハヵやキやケゅプ ラヲルゅボャ ゅボらヅ るΒよゲヰミ るバプやキ りヲホ ヮレハ ほゼレΑ ヶジΒヅゅレピヨ 

 

3- や リョ ザΒヅゅレピヨャや ァやゲカや ギレハ ヶルヱゴヤェ ブヤヨよ ゅプゲヅ モダわヨャや ゲわョヲルゅヘヤイャや ゲセぽョ フゲエレΑヮハゲジよ ブヤヨャ 
や コゅわイΑ ヵグャや ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピゎ ゐヱギェ るイΒわル ブヤヨャや ヶプ るΒよゲヰミ るバプやキ りヲホ ギャヲゎ ょらジよ ラヲルゅボャ ゅボらヅ マャク ヱ ブヤヨャ

 ヵやキやケゅプ 
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4- . りゲΒらミ ヮゎゅヘャ キギハ ラヲムゎ ゅョギレハ るΒィケゅカ るョヱゅボョ ヶヤハ リΒャヲタヲョ ロゅプゲヅ ブヤョ ヶプ ザΒヅゅレピョ ノプキ ょバダΑ 
 ヮらトホ ラヲムΑ ヱ ゅΑヲホ ザΒヅゅレピョ ウらダΑ ブヤヨャや ラΙゅヨョ ゴレャ りギハゅボャ ゅボらヅ ザΒヅゅレピヨャや ょトボャ ヮよゅゼョ  リΒよ ゲΒらミ ゲプゅレゎ ゐヱギェ ょらジΑ

ザΒヅゅレピヨャやヱ ブヤヨャや 
 

5- . ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ザヘル ノトボΑ ユΒボわジョ マヤシ ヶプ ゅヰレョ ゲらミや ラヲムゎ ブヤョ ヶプ りギャヲわヨャや るΒよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや 
らヅヱ , るΒよゲヰミ るバプやキ りヲホ るヘャ モミ ヶプ ギャヲわΑ ヶャゅわャゅよ ヱ ゲらミぺ ブヤヨャや れゅヘャ キギハ ラΙ ブヤヨャや れゅヘャ キギハ りキゅΑゴよ ヵキやケゅプ ラヲルゅボャ ゅボ

わヨャや るΒよゲヰムャや るバプやギャや りヲボャや キやキゴΑ. りギャヲ 
 

6- Α ギホ.ゅΑゲΒをほゎ ケゅΒゎ ヮΒプ ゲヨΑ Ιヱ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ るボヤピョ りゲもやキ ノョ モダわΑ ユΒボわジョ モタヲョ ポゲエわ 
ヨャや ペプギわャや ヶプ ゲΒピゎ ゐギエΑ Κプ , ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトガャ ヵコやヲョ モタヲヨャや ラヲムΑ ラぺ リムヨヨャや リョ ヮルΙ ヵグャや ヶジΒヅゅレピ

. るΒよゲヰミ るバプやキ りヲホ ギャヲわΑ Κプ モタヲヨャや コゅわイΑ 
 
7-  チケΖャ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや. チケΕや ウトシ ヶャや モダゎ ヶわャや るΒルヲムャや るバセΙや りギセ ブヘガΑ 

 ゅヰルΙ りギバわらョ フゲエレゎ ヶィケゅガャや ¬ゅツヘャや リョ るョキゅボャや るルヲエゼヨャや れゅヨΒジイャや モバイΑ チケΖャ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ラΙ
メゅイヨャや ょらジよ るプケゅェ りヲボよ ゲをほわゎ ヶジΒヅゅレピヨャや 

 

8- . ヮΒプ るハヲッヲョ るレミゅシ るレエセ ヶヤハ ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ゲをぽΑ Ι 
ジャや ユジイャや ラΙるΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや ュギバレゎ ヶャゅわャゅよ ヱ ゲヘタ ヵヱゅジゎ ヮわハゲシ リミゅ 

F = 0            F = q v B sinし  

9- . りヲボよ ゲをほわΑ Ι ラほプ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ リミゅシ ラヲゎヱゲよ ノッヱ ギレハ 
シ リミゅジャや ユジイャや ラΙよ ヱ ゲヘタ ヵヱゅジゎ ヮわハゲるΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや ュギバレゎ ヶャゅわャゅ 

F = 0            F = q v B sinし  

10-  るハゲジャや ザヘレよ ヮわミゲエよ ゲヨわジΑ ヮルみプ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヴヤハ ヵキヲヨハ ロゅイゎゅよ るわよゅを るハゲジよ ラヱゲゎヲΒル ゅレプグホ やクま
ロゅイゎΙやヱ. 

るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや ュギバレゎ ヶャゅわャゅよ ヱ ゅΒよゲヰミ メキゅバわョ ラヱゲわΒレャや ラΙ 
F = 0            F = q v B sinし  

 

11-  ポゲエわΑ ゅョギレハ. ケヱギΑ ヮルほプ ヮΒヤハ ゅΑキヲヨハ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ラヲゎヱゲよ 
ヵゲもやキ ケゅジョ ヶプ ポゲエわΑ ヮヤバイゎ るプケゅェ るΒジΒヅゅレピョ りヲボよ ゲをほわΑ ヮルΙ 

12- ラヱゲわムャま フグホ ) ラヲゎヱゲよ( ユΒボわジョ テカ ヶプ ゅミゲエわョ ヶボらプ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ モカやキ るわよゅを るハゲジよ. 
ルΕホ ヮやゲヘタ ヵヱゅジゎ るΑヱやゴャや ラヲムわプ メゅイヨャや ヵコやヲΑ ロゅイゎゅよ フグ  sin (0) = zero ,, 

F = 0            F = q v B sinし  

13- . ヵゲもやキ ケゅジョ ヴヤハ ポゲエわゎ Ι ゅヰルみプ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヴヤハ ゅΑキヲヨハ ュヲΒヤΒワ りケク ろプグホ やクま 
  ゅΒよゲヰミ るャキゅバわョ りケグャや ラΕ   q = 0 

F = 0            F = q v B sinし  

14- ゅョギレハ ヶわェ ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや ブヤョ ラやケヱキ ゲヨわジΑ . ブヤヨャや ヶプ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ケヱゲョ ュギバレΑ 
ラゅわセゲヘャや ザョΚΒャ キヲバΑ ブヤヨャや ラほプ ヶゎやグャや ケヲダボャや ょらジよ  ロゅイゎΙや ザヘレよ ヮルやケヱキ ヶプ ゲヨわジΑヱ 
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15- ゅイヨャや ヅヲトカ ヶヤハ ゅΑキヲヨハ ブヤヨャや ヵヲわジョ ラヲムΑ ゅョギレハ ポゲエヨャや ヶプ ギャヲわヨャや ァやヱキコΙや ュゴハ ュギバレΑ. メ 
 ラヲムゎ メゅイヨャや ヵヲわジョ ヶヤハ ゅΑキヲヨハ ブヤヨャや ウらダΑ ゅョギレハ ヮルΙsinし = sin0 = zero 

 
16- . モΒピゼわャや ノッヱ ヶヤハ ゥゅわヘヨャや ベΚビぺ ギレハ るΒルヱゲわムャΙや りゴヰィΕや ヂバよ モΒピゼゎ ゲカほゎ 

 ゅヨョ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわヤャ ザミゅバョ ロゅイゎや ヶプ ゲΒをほゎ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ ゑΒェ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ
 ょらジΑ ¬テよケゅΒわャや ヲヨル 

 
17- .  ヮヘヤョ ヶプ ケゅΒわャや りギセ ネゅヘゎケや るイΒわル ヮゎケやゲェ るィケキ ネゅヘゎケや ナェΚル るΑゲジホ るボΑゲトよ ラやケヱギャや コゅヰィ ポゲエョ ブΒホヲゎ ギレハ 

 ゑΒェヱ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわヤャ ザミゅバョ ロゅイゎや ヶプ ゲΒをほゎ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ ゑΒェ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ
ヘル ヶプ ケゅΒゎ ギャヲわΒプ ケゅヰレΑ ケゅΒわャや ラや りケやゲエャや るィケキ りキゅΑコ ヱ ケゅΒわャや りギセ りキゅΑコ ょらジΑ ゅヨョ ヶヤタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザ 

 
18- や ブヤヨャや りゲもやキ ヶプ ¬テらよ ケゅヰレΑ ヱ ¬テらよ ケゅΒわャや ヲヨレΑ. ヶんエャ 

 ゅヨョ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわヤャ ザミゅバョ ロゅイゎや ヶプ ゲΒをほゎ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ ゑΒェ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ
ルや ギレハヱ ケゅΒわャや ヲヨル ¬テよ ょらジΑ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザヘル ヶプ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ ケゅΒわャや ケゅΒヰ

ケゅΒわャや ケゅΒヰルや ¬テよ ょらジΑ ゅヨョ 
 

19- ャや モダΑ Ι ュギバレΑ Ι ゅヨミ ブヤョ ヶプ ロケやゲョや るヌエャ ザヘル ヶプ ュヱや ラヲルゅホ ゅワキギエΑ ヶわャや るわよゅんャや ヮわヨΒホ ヶャや ケゅΒわ
.ヮバトホ るヌエャ ザヘル ヶプ ケゅΒわャや 

ギャヲわΑ ゑΒェ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ ゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ゅヨョ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわヤャ ザミゅバョ ロゅイゎや ヶプ ゲΒをほゎ ケ
ホ ギャヲわΑ ケゅΒわャや ケゅΒヰルや ギレハヱ ケゅΒわャや ヲヨル ¬テよ ょらジΑ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザヘル ヶプ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲ

ケゅΒわャや ケゅΒヰルや ¬テよ ょらジΑ ゅヨョ 
 

20- ゲもやギャや ウわプ ギレハ ゥゅわヘヨャや ヶプゲヅ リΒよ りケやゲセ ゲヰヌゎヘヤャや リョ ゲΒらミ キギハ ヮャ ヶんェ ブヤョ ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや り. れゅ 
ゅバョ ロゅイゎや ヶプ ゲΒをほゎ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑ ゑΒェ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ ゑΒェヱ りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわヤャ ザミ

ケやゲセ ょらジΑ ゅヨョ りゲもやギャや ヶプ ケゅΒわャや りギセ りキゅΑコ ょらジΑ ゅヨョ ヶヤタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザヘル ヶプ ケゅΒゎ ギャヲわΒプ ケゅヰレΑ ケゅΒわャや ラや り 
 

21-  リョ ょヤホ ヶヤハ フヲヘヤョ ブヤョ リョ ネゲシや ブヤヨャや ヶプヱ ブヤヨャや ヶプ ヮレョ ネゲシや ユΒボわジヨャや マヤジャや ヶプ  ケゅΒわャや ュギバレΑ
.ギΑギエャや 

 ヮャ ブヤヨャや ラΙ ヮャ ヶゎやグャや ゑエャや ラヲムΑ ゲらミぺ れゅヘャ キギハ ヮャ ヵグャや ブヤヨャや ゅヨレΒよ , ヶゎやク ゑェ ヮャ ギィヲΑ Ι マヤジャやヱ ヶゎやク ゑェ
モホΙや れゅヘヤャや キギハ ヱク ブヤヨャや リョ ゲらミぺ 

 
22-  れゅらを ギレハゅΒわャや りギセ ケやギボョ ラみプ るΑケゅトよヱ ヵゲΒをほゎ ブヤョ ヴヤハ るΑヲわエヨャや ヶゎやグャや ゑエャや りゲもやキ ヶプ ケゅヨャや ケi  

  やゲヘタ = ヮΒプ りギャヲわヨャや るΑゲΒをほわャや 
 

るΑゲΒをほわャや るΒよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや ュギバレゎ ヶャゅわャゅよヱ , やゲヘタ ウらダΑ ケゅΒわャや りギセ ヶプ ゲΒピわヤャ ヶレョゴャや メギバヨャや ラΙ 
 

23- Βらトャや ヶプ ヶャゅんョ メヲエョ ギィヲΑ Ι. るバ 
1- プラやギボ ¬やヲヰャや ヶプ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや リョ ¬ゴィ 

2- .ヵギΑギエャや ょヤボャや ヶプ ヱ リΒヘヤヨャや ポΚシや ヶプ るΑケやゲェ るホゅヅ りケヲタ ヶヤハ るホゅトャや リョ ¬ゴィ ラやギボプ 
 

24-  ヴャま メヲエヨャや り¬ゅヘミ モダゎ Ι100 . % 
1- ¬やヲヰャや ヶプ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや リョ ¬ゴィ ラやギボプ 

2-  るホゅヅ りケヲタ ヶヤハ るホゅトャや リョ ¬ゴィ ラやギボプや ポΚシや ヶプ るΑケやゲェょヤボャや ヶプ ヱ リΒヘヤヨャ .ヵギΑギエャや 
 

25- . ケゅΒわャや りギセ ノプケ ヴヤハ モヨバΑ ギヰイャや ヂヘガΑ ヵグャや メヲエヨャや 
ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ヂヘカ ヶャや ヵキぽΑ ギヰイャや ノプケ ヶャゅわャゅよヱ るわよゅを るΒよゲヰムャや りケギボャや ラΙ 

 
26- . るィケゅガャや りケギボャや ヵヱゅジゎ Ι ヶャゅんヨャや ゲΒビ メヲエヨヤャ ヶもやギわよΙや ブヤヨャや ヶヤハ るヤカやギャや りケギボャや 

1- や リョ ¬ゴィ ラやギボプ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャ¬やヲヰャや ヶプ 
2- ヵギΑギエャや ょヤボャや ヶプ ヱ リΒヘヤヨャや ポΚシや ヶプ るΑケやゲェ るホゅヅ りケヲタ ヶヤハ るホゅトャや リョ ¬ゴィ ラやギボプ 
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27- .)るΑケゅトらャや( りギゼャや ろよゅを ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ギヰィ ゲΒピΑ Ι メヲエヨャや 
 ケゅΒわャや りギセ ヶプ ゲΒピわャや メギバョ ラヲムΑ ヶャゅわャゅよ ヱ ヮわよゅを ヮゎギセ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ラΙ マャグャ , ゲヘタ ヵヱゅジゎブヤヨャや ヶプ ギャヲわΑ Ι 
 るΒんェ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ヵヲルゅんャや 

 
28-  ヴャま モボレャや り¬ゅヘミ モダゎ Ι100 .  % 

モボレャや ポΚシや ヶプ りケやゲェ モムセ ヶヤハ りケギボャや リョ ¬ゴィ ラやギボプ ょらジよ 
 

29- . ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや リハ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ュやギガわシや モツヘΑ 
 ロギΒャヲゎ るャヲヰシ– れΙヲエヨャや るトシやヲよ ロギヰィ ヂヘカ ヱ ノプケ ヱ るヤボル るャヲヰシ 

 
30- . ゅヰジヘル ギΑギエャや るバトホ ヶヤハ ヶよゲヰムャや メヲエヨヤャ ヵヲルゅんャや ヱ ヶもやギわよΙや ブヤヨャや ブャ ユわΑ 

 るΒジΒヅゅレピヨャや メヲボエャや ょらジよ ヵヲルゅんャや ブヤヨャや ヶプ りゲΒピわヨャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ ヶプ りキゅΑコ ヶャや ヵキぽΑ マャク ラΙ
ギΑギエャや ヶプ 

 
31-  フヲヘヤヨャや りやヲレャや ュヲボゎヨャや ゅヰャヲェヤヵヲルゅんャや ヱ ヶもやギわよΙや ラゅヘ ゲヰムャや メヲエヨャや ヶプ ゑエャや りキゅΑゴよ ヶよ

やヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャ 
 るΒジΒヅゅレピヨャや メヲボエャや ょらジよ ヵヲルゅんャや ブヤヨャや ヶプ りゲΒピわヨャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ ヶプ りキゅΑコ ヶャや ヵキぽΑ マャク ラΙ

りやヲレャや ヶプ 
 

32 – . るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや ギΒャヲゎ れゅトエョ ギレハ ギヰイヤャ るバプやケ れΙヲエョ ュギガわジゎ 
ャや ヵキぽΑ ゅヨョ モΒタヲわャや ポΚシや ヶプ モシゲヨャや ケゅΒわャや モΒヤボわャポΚシΙや ヶプ るバもゅツャや りケギボャや モΒヤボゎ ヶ 

 
33- . キキゲわョ ケゅΒゎ モムセ ヶヤハ るホゅトャや ァゅわルや れゅトエョ ヶプ りギャヲヨャや りケギボャや モボレゎ 

 モシゲヨャや ケゅΒわャや ギヰィ ヂヘカヱ ノプケ ヶプ ユムエわヤャ ,モシゲヨャや ケゅΒわャや ヂヘカ ペΑゲヅ リハ ポΚシΙや ヶプ るバもゅツャや りケギボャや モΒヤボわャ
ロギヰィ ヂヘカ ヱぺ ノプケ ヱ ヮΒプ ユムエわャや リムヨΑ Ι ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや リムャ 

 

34- . ユΒボわジョ マヤシ ヱぺ ゅィヱキゴョ ゅヘャ フヲヘヤョ ブヤョ りケヲタ ヶヤハ るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや ノレダゎ 
ヶゎやグャや ゑエャや ゲΒをほゎ ヶセΚわΑ ヶムャ 

 
35-  ヶプ ブヤヨヤャ るΒんエャや ヮバルゅヨヨャや ュギバレゎ. ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ゲもやヱキ 

るΒんエャや るバルゅヨヨャや るヨΒホ ュギバレゎ ヶャゅわャゅよヱ , ゲヘタ ヵヱゅジΑ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや キキゲゎ ラΙ 
 

36- プ ケゅΒわャや ペらジΑ ギヰイャやゲわヨヨャや ケゅΒわャや ゲもやヱキ ヶ. ヶボル ヶんェ ブヤョ ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャや キキ 
 ヶヤタΙや ケゅΒわャや ュヱゅボΑ ヶんェ ケゅΒゎ ブヤヨャや ヶプ ギャヲわΑ ゑΒェ ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや ょらジよケゅΒわャや ギヰイャや ペらジΒプ りゲもやギヤャ 

 
37- . るツヘガレヨャや れやキキゲわャや リハ るΒャゅバャや れやキキゲわャや モダプ ヶプ ヶんエャや ブヤヨャや ュギガわジΑ 

ノョ ゅΑキゲヅ ょシゅレわゎ るΒんエャや るバルゅヨャや ラΙ ゎ るヨΒホャや キキゲわャや ヶャゅわャゅよヱ , ケゅΒわャや キキゲ ゲヨΑヱ ゲΒピタ るΒんェ るバルゅヨョ ギイΑ ヂヘガレヨ
りゲΒらミ るΒんェ るバルゅヨョ ギイΑ ヶャゅバャや キキゲわャや ゅヨレΒよ , りゲもやギャや ヶプ りゲもやギャや ヶプ ゲヨΑ Ι ヱ 

 
38- . るΑケやゲェ るホゅヅ ヶャや るΒよゲヰムャや るホゅトャや リョ ¬ゴィ ヵぺ メヲエΑ Ι ヶボレャや ブヤヨャや 

ゲヘタ ヵヱゅジゎ るΒョヱΕや ヮわョヱゅボョ ラΕ 
39- ヨャや ウヨジΑ ケヱゲヨよ ブんム. キキゲわヨャや ケゅΒわャや 

 ユビゲよ ケゅΒわャや ゲヨΑ ヶャゅわャゅよヱ ゐギエゎ ヶわャや るらホゅバわヨャや ヒΑゲヘわャやヱ リエゼャや るΒヤヨハ ょらジよ リョヮΒェヲャ リΒよ るャコゅハ りキゅョ キヲィヱ 
 

40- . ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ケヱゲヨよ ブんムヨャや ウヨジΑ Ι 
ゅよヱ , るΒもゅヰルΙ るヨΒホ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ウらダゎ ヶャゅわャゅよヱ , ゲヘタ ヵヱゅジΑ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや キキゲゎ ラΙ りゲもやギャや ウらダゎ ヶャゅわャ

ヱ るェヲわヘョゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ゲヨΑ Ι 
41- . るツヘガレヨャや れやキキゲわャや リハ るΒャゅバャや れやキキゲわャや モダプ ヶプ ブんムヨャや ュギガわジΑ 

 るバルゅヨョ ギイゎ るツヘガレヨャや れやキキゲわャや ゅヨレΒよ , ゲヨゎ ヱ りゲもやギャや ヶプ ゲΒピタ るΑヲバシ るバルゅヨョ ギイゎ るΒャゅバャや れやキキゲわャや ラΙ るΑヲバシ
りゲもやギャや ヶプ ゲヨゎ Κプ ゲΒらミ 
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42- ャや ウヤダゎ Ιダプ ヶプ るョヱゅボヨゅバャや れやキキゲわャや モ. るツヘガレヨャや リハ るΒャ 
ャや れやキキゲわャや ヶャゅわャゅよ ヱ , ケゅΒわャや キキゲゎ ヶヤハ ブホヲわΑ Ι るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや ケやギボョ ラΙ るヘヤわガヨるョヱゅボヨャや ザヘル ギイゎ 

 
43- .りキゅヨヤャ るΒもゅよゲヰムャや ソやヲガャや キギエゎ ヶわャや ヶワ モΒタヲわャやヱ ぽプゅムわャや ヶホゅトル リΒよ りヲイヘャや るホゅヅ 

 キやキゴΑ るホゅトャや りヲイプ りキゅΑゴよ ラΕゅトル リョ ラヱゲわムャΕや メゅボわルや るよヲバタ モボΑ ヶャゅわャゅよヱ モΒタヲわャや ベゅトル ヶャや ぽプゅムわャや ベ
 りキゅヨヤャ ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや 

 
44- りケやゲエャや るィケキ りキゅΑゴよ ケゅΒわヤャ るΒボレャや れΚタヲヨャや ロゅらセぺ モΒタヲゎ キやキゴΑ . 

や ヮレハ アわレΑ ヱ りケヲヤらャや テよやヱケ ヂバよ ヶプ ゲジミ ゐギエΑ りケやゲエャや るィケキ りキゅΑゴよャ ヶヤハ モヨバΑ ゅヨョ ょボをヱ ゲェ ラヱゲわム
リΒジエゎ りケヲヤらヤャ るΒよゲヰムャや ソやヲガャや 

 

45- ゅシ ヱぺ るらィヲョ モタヲヨャや ヮらセ りケヲヤらャ るΒヨジわャや リョ ユビゲャや ヶヤハ.⇔ ゅΒもゅよゲヰミ るャキゅバわョ ゅヰルぺ Ιま るらャ 
るらャゅジャや れゅレエゼャや キギハ ヵヱゅジΑ りケヲヤらャや ヶプ るらィヲヨャや るΒよゲヰムャや れゅレエゼャや キギハ ラΙ 

 
46-  ⇔Κミ ュヲボゎ  モタヲヨャや ヮらセ りケヲヤよ リョ(N)  ヱぺ  りケヲヤらャや(P)  ヰムャや ケゅΒわャや モΒタヲわよ りケヲヤよ ゅヨレΒよ ヶもゅよゲ ヮらセ

ヶもゅよゲヰムャや ケゅΒわャや モタヲゎ Ι キゅムゎ ヶボレャや モタヲヨャや. 
 ギハゅジΑ ゅヨョ りゲΒらミ りケヲダよ ゅヰΒプ るレエゼャや れΚョゅェ キギハ りキゅΑコ ヶヤハ モヨバゎ ょもやヲセ ゅヰΒャや フゅツΑ るヨバトヨャや りケヲヤらャや ラΙ

りゲΒらミ りケヲダよ りケヲヤらヤャ るΒよゲヰムャや ソやヲガャや リΒジエゎ ヶプ 
 

47- ゅェ ヶプ ヶもゅよゲヰムャや ケゅΒわャや ケゲヨゎ るΒもゅレんャや るヤタヲャや.ヶョゅョΕや モΒタヲわャや るャ 
 ヶィケゅガャや ヶよゲヰムャや メゅイヨャや ロゅイゎや ラヲムΑexE  キヲΑやギヤャ ヶヤカやギャや ヶよゲヰムャや メゅイヨヤャ ザミゅバョ ) るΑケゅトらヤャ (inE   るボトレョ ヶプ

 りゲもやギャや ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ケヱゲョ ヶャや マャク ヵキぽΑヱ ゅヰわョヱゅボョ モヤボΑ ヱ ゅヰムヨシ リョ モヤボΑ ゅヨョ , フやゴレわシΙや 
 

48 -  もゅよゲヰムャや ケゅΒわャや ケゲヨゎ Ι るΒもゅレんャや るヤタヲャや.ヶジムバャや モΒタヲわャや るャゅェ ヶプ ヶ 
 ヶィケゅガャや ヶよゲヰムャや メゅイヨャや ロゅイゎや ラヲムΑexE  キヲΑやギヤャ ヶヤカやギャや ヶよゲヰムャや メゅイヨャや ロゅイゎや ザヘル ) るΑケゅトらヤャ (inE   るボトレョ ヶプ

りゲもやギャや ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ケヱゲョ ュギハ  ヶャや マャク ヵキぽΑヱ ゅヰわョヱゅボョ ギΑゴΑ ヱ ゅヰムヨシ リョ ギΑゴΑ ゅヨョ , フやゴレわシΙや 
 

49 - モタヲヨミ るΒもゅレんャや るヤタヲャや モヨバゎ ゅよ ギΒィ メコゅバミ モヨバゎ ゅヨミ ギΒィ.キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ るらジレャ 
 ヱ ヶョゅョΕや コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ メヱΕや りケヱギャや ブダル ヶプ ゅョギレハ ヱ ケゅΒわヤャ モタヲヨミ モヨバΑ ヶャゅわャゅよ

ゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ モヨバΑ ヱ ヶジムバャや コゅΒエルΕや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ ヶルゅんャや りケヱギャや ブダル ヶプ ロゅイゎや ケゅΒわャや ザムバΑヶよ 
 

50- . ヶよゲヰミ ゥゅわヘヨミ るΒもゅレんャや るヤタヲャや モヨバゎ 
 ゲヨΑ ヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ モタヲヨミ モヨバゎ ヶョゅョΕや コゅΒエルΕや ノッヱ ヶプ るヤタヲャや モΒタヲゎ ギレハ ヶプ るヤタヲャや モΒタヲゎ ギレハヱ ケゅΒわャや

ケゅΒわャや ヱケヱゲョ ノレヨゎ ヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ モヨバゎ ヶジムバャや コゅΒエルΙや ノッヱ 
 

51 - キキゲわヨャや ケゅΒわャや ュヲボゎ るΒもゅレんャや るヤタヲャや. 
ヶプ ル ゅョギレハ ヱ ケゅΒわヤャ モタヲヨミ モヨバΑ ヶャゅわャゅよ ヱ ヶョゅョΕや コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ メヱΕや りケヱギャや ブダ

ケゅΒわャや ザムバΑ  ヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ モヨバΑ ヱ ヶジムバャや コゅΒエルΕや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ ヶルゅんャや りケヱギャや ブダル ヶプ ロゅイゎや
ィヲヨャや りケヱギャや ブダル Ιや ケゅΒわャや リョ ゲヨΑ Ι ヶャゅわャゅよテボプ ょ 

 
52- や ケゅΑゎ りキセ ラョ るよΑケホ ノョィョャや ケゅΑゎャや りキセ ラヱミゎゅよャ. ポケゎセョャや ゐハゅよャや るボΑケヅよ ケヱゎシコルやケゎャや メΑタヱゎ キルハ ゐハ 

 やケドル ケゅΑゎ ュドバョ ラほプ ゐハゅよャや ヶプ ュΑバヅゎャや るよシル ネゅヘゎケやヱ , ゅヰΑプ ュΑバヅゎャや るよシル チゅヘカルや ヱ りキハゅボャや るェΑケセ ポョシ ヮャゅッャ
ゎ Ιや りキハゅボャや ラョ ァケカΑ Ιヱ ノョィョャや ヶャや クヘルΑ ゐハゅよャやヅΑシよ ケゅΑ 

 
53 - .ノョィョャや ケゅΑゎ ラョ ケΑをミよ ケピタぺ ケヱゎシコルやケゎャや ヶプ  りキハゅボャや ケゅΑゎ 

ル チゅヘカルや ヱ りキハゅボャや るェΑケセ ポョシ ヮャゅッャ やケドル ケゅΑゎ ュドバョ ラほプ ゐハゅよャや ヶプ ュΑバヅゎャや るよシル ネゅヘゎケやヱ , ゅヰΑプ ュΑバヅゎャや るよシ
ヅΑシよ ケゅΑゎ Ιや りキハゅボャや ラョ ァケカΑ Ιヱ ノョィョャや ヶャや クヘルΑ ゐハゅよャや 

 
54-  ュドバョ ヮィゎΑや ケゅΑゎゅよャハゐ  ヴャや. ポケゎセョャや ゐハゅよャや るボΑケヅよ ケヱゎシコルやケゎャや メΑタヱゎ キルハ ノョィョャや  

 るよシル チゅヘカルや ヱ りキハゅボャや るェΑケセ ポョシ ヮャゅッャ やケドル ケゅΑゎ ュドバョ ラほプ ゐハゅよャや ヶプ ュΑバヅゎャや るよシル ネゅヘゎケやヱ , ゅヰΑプ ュΑバヅゎャや
ヅΑシよ ケゅΑゎ Ιや りキハゅボャや ラョ ァケカΑ Ιヱ ノョィョャや ヶャや クヘルΑ ゐハゅよャや 
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55- りキセ ゅよΑケボゎ ンヱゅシΑ ゐハゅよャや ケゅΑゎ りキセ . ケヱゎシコルやケゎャや ヶプ ノョィョャや ケゅΑゎ 
ャや るよシル ネゅヘゎケやヱ , ゅヰΑプ ュΑバヅゎャや るよシル チゅヘカルや ヱ りキハゅボャや るェΑケセ ポョシ ヮャゅッャ やケドル ケゅΑゎ ュドバョ ラほプ ゐハゅよャや ヶプ ュΑバヅゎ

ヅΑシよ ケゅΑゎ Ιや りキハゅボャや ラョ ァケカΑ Ιヱ ノョィョャや ヶャや クヘルΑ ゐハゅよャや 
 

56-  ウΑェタャや キェやヱャや ラョ ケΑをミよ ケよミぺ ケΑよミゎャや メョゅバョ ゅョもやキ 
ヨャや ケゅΒゎ ラΙミぺ ゅヨもやキ ノヨイウΒエダャや ギェやヲャや リョ ゲらミぺ ゅヨもやキ るヨジボャや ァケゅカ ラヲムΑ ヶャゅわャゅよ ヱ りギハゅボャや ケゅΒゎ リョ ゲら 

57-  ょジミ るらジル. モΒヤボよ ウΒエダャや ギェやヲャや リョ モホぺ ゅヨもやキ ケゅΒわャや 
テΒジよ ケやギボヨよ ウΒエダャや ギェやヲャや リョ モホや るヨジボャや ァケゅカ ラヲムΑ ヶャゅわャゅよ ヱ テΒジよ ケやギボヨよ ゑハゅらャや ケゅΒゎ リョ モホぺ ノヨイヨャや ケゅΒゎ ラΙ 

58- ョゅバョΒらムわャや モ. りギェヱ ゅヰャ ザΒャ ) ケゅΒわャや ょジミ ( ゲ 
ゅよ ヱ ) ゑハゅらャや ( りギハゅボャや ケゅΒゎ ヶャや ノヨイヨャや ケゅΒゎ リΒよ るらジル ゅヰルΙりギェヱ ゅヰャ ザΒャ ヶャゅわャ 

59- . るΒムΒシΚムャや るΑゲヌレャや モゼプ 
るΑゲヌレャや ろバホヲゎ ゅヨミ モダわョ ゲΒビ リΒィヱケギΒヰャや りケク リョ ゑバらレヨャや ブΒトャや ラΙ 

 

60- Α るんバらレヨャや れゅルヱゲわムャΘャ ヴヨヌバャや るミゲエャや るホゅヅ.ヮゎギセ ザΒャヱ ¬ヲツャや キキゲゎ ヴヤハ ギヨわバ 
 Ι りギゼャや ゲΒピゎ ゅヨレΒよ ヮわホゅヅ ゲΒピゎ ヶャや ヵキぽΑ ラヲゎヲヘャや キキゲゎ ゲΒピゎ ラΙラヲゎヲヘャや るホゅヅ リョ ゲΒピΑ 

 
61-  .ヮΒヤハ テホゅジャや ¬ヲツャや キキゲゎ りキゅΑゴよ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΘャ ヶヨヌバャや るΒミゲエャや るホゅトャや キやキゴゎ 

わャゅよ ヱ テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ リョ ギΑゴΑ ラヲゎヲヘャや キキゲゎ りキゅΑコ ラΙれゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ りキゅΑコ ヶャゅ 
 

62-  マヤわヨΑ Ι るらわバャや キキゲゎ リョ モホぺ キキゲわよ ¬ヲッ テボシ やクま.ヮバホヲョ リョ ラヱゲわムャΗや ネゴレャ るホゅトャや 
 ゲΑゲエわャ テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ヶヘムゎ Ι ヱ ゴヤヘヤャ モピゼャや るャやキ リョ モホや テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ラヲムゎ るャゅエャや りグワ ヶプ ヮルΙ

ゴヤヘャや ウトシ リョ ラヱゲわムャΙや 
 

63-  テボシ やクやトシ ヶヤハ ¬ヲッギセ りキゅΑコ ラほプ れゅルヱゲわムャや ヮレョ ケゲエΑ ユャヱ ゴヤプ ウ ゅツΑや れゅルヱゲわムャや ケゲエゎ Ι ¬ヲツャや り 
テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ リョ ギΑゴゎ Ι ¬ヲツャや りギセ りキゅΑコ ラΙ 

 

64- ヤハ ベケコや ¬ヲッ ヅヲボシ ゅヨレΒよ れゅルヱゲわムャや ヮレョ ケゲエΑ Ι ゴヤプ ヶヤハ ゲヨェぺ ¬ヲッ ヅヲボシ ヮレョ ケゲエΑ ゴヤヘャや ザヘル ヶ
れゅルヱゲわムャや 

¬ヲツャや ラヲゎヲプ るホゅヅ ラΙ るホゅヅ リョ ゲらミぺ ベケコΙや ゲヨェΕや ラヲヤャや ラヲゎヲプ  ラヲヤャや ラヲゎヲプ るホゅヅ ウらダゎ ヶャゅわャゅよヱ ,
ュギガわジヨャや ゴヤヘヤャ モピゼャや るャやキ リョ ゲらミぺ ベケコΕや 

 

65- . るィヱキゴョ るバΒらヅ ヱク ¬ヲツャや 
¬ヲツヤャ るΒヨΒジイャや るバΒらトャや ギミぽΑ ゅヨョ りキゅヨャや るバΒらヅ ヱ ゅヰわホゅヅ ょジエよ ュゅジィΙや ノョ モハゅヘわゎ れゅルヲゎヲヘャや ラΙ 

 

66- やヲャや ゲダレバャや ゲもゅヌルソやヲガャや ヶプ ヮよゅゼわゎ ギェ .  るΒもゅΑゴΒヘャや ソやヲガャや ヶプ ブヤわガゎヱ るΒもゅΒヨΒムャや 
 ソやヲガャや ヶプ ブヤわガゎ マャグャ ヶヤわムャや キギバャや ヶプ ブヤわガゎ ヱ るΒもゅΒヨΒムャや ソやヲガャや ヶプ ヮよゅゼわゎ ヶャゅわャゅよ ヱ ヵケグャや キギバャや ザヘル ゅヰャ ラΙ

るΒもゅΑゴΒヘャや 
 

67- るバΒらトャや ヶプ りゲプヱ ゲんミぺ るΒもゅΒヨΒムャや ゲタゅレバャや れやケク るΑヲルぺ ゲもゅヌル ヂバよ ラヲムゎ 
 マャクヱるイΒわル  フΚわカや ゲダレバャや , ロケやゲボわシや ょジエよ ヱ , るΒハゅレタ ヱや るΒバΒらヅ ¬やヲシ , ゲダレバャや ラヲムゎ ヶャや れキや ヶわャや るボΑゲトャや

るバΒらトャや ヶプ ヶヤハや ロキヲィヱ るらジル ラヲムゎ ゲボわジヨャや 
 

68-  . るトよやゲわョ ゅヰルぺ Ιま りやヲレャや れゅルヲゎヱゲよ リΒよ るΒもゅよゲヰムャや ゲプゅレわャや りヲホ キヲィヱ ユビゲよ 
イゎ ヶヤハ モヨバゎ ヶわャや るΑヱヲレャや りヲボャや キヲィ ヱ ょらジよれゅルヲヤミヲΒル ゆクゅ りやヲレャや 

 

69- るバΒらトャや ヶプ りヲボャや ヶホゅよ リハ るΑヱヲレャや りヲボャや フΚわカや 
1- るレエゼャや ヶヤハ ギヨわバゎ Ι りヲホ 

2- ヵギヨャや りゲΒダホ りヲホ 
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70- . りやヲレャや ヶプ れゅルヱゲわΒレャや キヲィヱ るΒヨワぺ 
ゅルヱゲわΒレャや リΒよ ゲプゅレわャや りヲホ ゆゅジェ ヶヤハ るΑヱヲレャや りヲボャや りキゅΑコ ヶヤハ モヨバゎ ゅヰルΙ , りやヲレャや ケやゲボわシや リョ ギΑゴゎ ゅヰルΙれ 

 
71-  ⇔やケやゲボわシや  ゲタゅレバャや ゲんミぺ ヵケヱギャや メヱギイャや ヶプ るトシヲわヨャや ゲタゅレバャや  

ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ ゲらミぺ ゅヰャ ラΙ 
 

72-  りやヲレャや るヤわミ リョ ゲらミぺ りやヲレャや れゅルヲムョ るヤわミ. 
りやヲレャや ケやゲボわシや ヶヤハ モヨバゎ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ ヶャや メヲエわΑ れゅルヲヤミヲΒレャや モわミ リョ ¬ゴィ ラΙ 

 
73- モムャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ  ヴヤハ ⇔ ゅヨムェ ゲんミぺ ラヲヤミヲΒル ゅヰジヘル るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ リョ りやヲレャや ケやゲボわシや. 

 りやヲレャや リョ ギェやヱ ラヲヤミヲΒル ネやゴわルや るャヲヰシ ヶヤハ ゲセぽョ ヶトバゎ ゅヰルΙ 
 

74- りやヲレャやX20
10 ゅヰトよケ るホゅヅ ヶわャやmev (100りやヲレャや リョ ⇔やケやゲボわシや ゲんミぺ )Y30

15  ゅヰトよケ るホゅヅ ヶわャやmev(120 ) 
 りやヲレャや ラΙX ミヲΒル モムャ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ ゅヰャ りやヲレャや リョ ゲらミぺ ラヲヤYケやゲボわシや ゲんミぺ ヶヰプ ヶャゅわャゅよヱ 

 
75-  リハ ヵケグャや ゅワキギハ ギΑゴΑ ヶわャや るΑヲルΕや82  ケやゲボわシΙや ヴレエレョ リハ フゲエレゎ 

るΒよゲヰムャや りヲボャや りキゅΑコ ヂΑヲバゎ れゅルヱゲわΒレャや りキゅΑコ ノΒトわジゎ Ιヱ , やギィ りゲΒらミ ウらダゎ ゅヰわルヲゎヱゲよ ゲプゅレゎ りヲホ ラΙ 
 

76- ルや テガャや リハ ヵヲレャや フやゲエN=Z . 
ャや りキゅΑコ ノョ ラΙキやキゴΑ ヵケグャや キギバ  れゅルヱゲわΒル ヶャや りやヲレャや ァゅわエゎ マャグャ ユヰレΒよ ヶよゲヰムャや ゲプゅレわャや キやキゴΑ ヱ りやヲレャや ヶプ れゅルヲゎヱゲらャや キギハ

ヶよゲヰムャや ゲプゅレわャや ヶヤハ ょヤピわャや ヱ るΑヱヲレャや りヲボャや りキゅΑゴャ ゲんミぺ 
 

77- . ヵケヱギャや メヱギイャや ヶプ ケやゲボわシや ゲタゅレバャや ゲんミぺ ヲワ モムΒレャや ゲダレハ 
ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲル テよケ るホゅヅ ゲらミぺ ヮャ ラΙ 

 
78-  るΒィゅョギルΙや れΚハゅヘわャや ヴャま るヘΒヘガャや るΑヲルΕや モΒヨゎ ゅヨレΒよ るΑケゅトゼルΙや れΚハゅヘわャや ヴャま るヤΒボんャや ゲタゅレバャや ヮΑヲルぺ モΒヨゎ  

 モムャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ キやキゴΒャ アョギレゎ ヱぺ ゲトゼレゎ ヶャゅわャゅよ ヱ モボΑ ゅヰャ ラヲヤミヲΒル モムャ るΑヱヲレャや テよゲャや るホゅヅ ラΙ ヱ ゅヰャ ラヲヤミヲΒル
ゲボわジゎ 

 
79-やヲル リョ ゅわΒよ るバセや ベΚトルやヶヤわムャや ゅワキギハ ゲΒピゎ ラヱキ ヵゲカや りやヲル ヶャや りやヲレャや メヲエΑ ノゼョ ゲダレハ り 

 ヶャゅわャゅよヱ , ょャゅシ ゅわΒよ りケヲタ ヶヤハ ラヱゲわムャΙや ゑバらレΑ ヱ ラヱゲわムャや ヱ ラヲゎヱゲよ ヶャや ラヱゲわΒル メヲエゎ るイΒわル アわレΑ ゅわΒよ ゐゅバらルや ラΙ
 ケやギボヨよ りやヲレヤャ ヵケグャや キギバャや キやキゴΑ1 ャや モヌΑ ヱヲワ ゅヨミ ヶヤわムャや キギバ 

 
80- ヲルΙや リョ ゅョゅィ るバセや ペヤトレゎ ゅわΒよ れゅヨΒジィ ヱ ゅヘャや れゅヨΒジィ ベΚトルΙ るらェゅダョ るバゼヨャや るΑ 

ケやゲボわシΙや るャゅェ ヶャや メヲタヲヤャ ゅョゅィ るバセや ペヤトゎ ヶャゅわャゅよヱ , りケゅをや るャゅェ ヶプ ラヲムゎ りやヲレャや ラΙ 
 

81- るΑヱヲレャや れΚハゅヘわャや ヶプ るヤわムャや ¬ゅボよ ラヲルゅホ ペボエわΑ Ι 
 モわミ リョ ¬ゴィ ラΙアゎやヲレャや ノョ るホゅヅ ヶャや メヲエわゎ れΚハゅヘわヨャや 

 
82-  るホゅトャや ケギダョるヤハゅヘわヨャや キやヲヨャや モわミ ヶプ ゾボル ゐヱギェ ヲワ ヵヱヲレャや ケゅトゼルΙや ヱぺ ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや リョ るイゎゅレャや 

アゎやヲレャや ノョ るホゅヅ ヶャや メヲエわゎ れΚハゅヘわヨャや モわミ リョ ¬ゴィ ラΙ 
 

83- ヴャや ヵキぽΑ ¬ヶトよ ラヱゲゎヲΒレよ ュヲΒルやケヲΑ りやヲル フグホ ゅワケゅトゼルや. 
ラヱゲわΒレャや ラΙ レャや ノョ ヶよゲヰムャや ゲプゅレわャゅよ ゲをほわΑ Ι マャグャ , るレエゼャや メキゅバわョりやヲ 

 
84-  ヵヱヲレャや モハゅヘヨャや ヶプ ろΒプやゲイャや ヱぺ モΒボんャや ¬ゅヨャや ュギガわジΑ 

モハゅヘわャや ケやゲヨわシΙ ヵヱヲレャや モハゅヘわャや リョ るイゎゅレャや れゅルヱゲわΒレャや るハゲシ ¬ゅトよΕ ュギガわジΑ 
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85-  ヵヱヲレャや モハゅヘヨャや ヶプ むギヰヨャや ュやギガわシや 
や れゅルヱゲわΒレャや るハゲシ ¬ゅトよΕ ュギガわジΑモハゅヘわャや ケやゲヨわシΙ ヵヱヲレャや モハゅヘわャや リョ るイゎゅレャ 

 
86-  ュギガわジゎ ヵヱヲレャや モハゅヘヨャや ヶプ ラヱケヲらャや ヱぺ ュヲΒョキゅムャや りギヨハぺ 

モハゅヘわャや メギバョ ヶプ ユムエわャや ヱ れゅルヱゲわΒレャや ヂバよ ソゅダわョΙ 
 

87- . ヵケやゲエャや ヵヱヲレャや モハゅヘわャゅよ ヶィゅョギルΙや モハゅヘわャや ヶヨジΑ 
 ユわΑ ヶムャ れゅィケギャや リΒΑΚョ ヶャや ヮゎケやゲェ るィケキ ノプケ ょイΑ ヮルΙモハゅヘわャや 

 
89- ょイΑ ヵヱヲル ァゅョギルや ゐヱギエャ りキゅΑコ  ヮΑヲルΙや るハゲシ ヱゅヰわホゅヅ 

るΑヲルΙや リΒよ ヶよゲヰムャや ゲプゅレわャや ヵヲホ ヶヤハ ょヤピわヤャ 
 

89- . Ιヱや るΑケゅトゼルや るヤらレホ ゲΒイヘゎ るΒィゅョギルΙや るヤらレボャや ゲΒイヘわャ ュゴヤΑ 
アョギレわャ リΒィヱケギΒヰャや るΑヲルや ゅヰィゅわエゎ ヶわャや りケやゲエャや るィケキ ノプケ ヶヤハ モヨバわャ 

 
90- りキゅヘわシΙや リムヨΑ Ι . るΒヨヤジャや チやゲビΙや ヶプ るΒィゅョギルΙや るΑヱヲレャや るホゅトャや リョ 

よヲバダャゅヰΒヤハ りゲトΒジャや ヱや ゅヰΒプ ユムエわャや る 
 

 : るΒャゅわャや れΙゅエャや ヶプ ゐギエΑ やクゅョ 
 
1- . ゲわΒョヲルゅヘヤィ ヱ るョヱゅボヨよ モダわョ ブヤョ ヶプ ザΒヅゅレピョ メゅカキや ギレハ 

 . ゲわΒョヲルゅヘヤイャや ゲセぽョ フゲエレΑ ヶャゅわャゅよ ヱ るΒよゲヰミ るバプやキ りヲホ ブヤヨャや ヶプ ギャヲわΑ 
 

2- ゲェ ロゅイゎぺ ザムハ ギレハ ブヤョ ヶプ ギャヲわヨャや ヵゲΒをほわャや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎΕ. ブヤヨャや モカやキ ザΒヅゅレピヨャや るミ 
 ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザムバレΑ 

3- . ヮΒヤハ ゅΑキヲヨハ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ラヲエゼョ ユジィ モカギΑ ゅョギレハ 
 りヲボよ ゲをほわΑヵゲもやキ ケゅジョ グガわΑ ヱ るプケゅェ るΒジΒヅゅレピョ 

4- .  ヮヅヲトガャ ゅΑコやヲョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ メキゅバわョ ユジィ モカギΑ ゅョギレハ 
りヲホ ヵほよ ゲをほわΑ Ι 

5- ヰミ ケゅΒゎ ヮよ ゲヨΑ マヤシ ノッヲΑ ゅョギレハ. ヮΒヤハ ゅΑキヲヨハ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ヶよゲ 
るプケゅェ るΒジΒヅゅレピョ りヲボよ ゲをゅわΑ 

6- ヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ヮよ ゲヨΑ マヤシ ノッヲΑ ゅョギレハ.  ヮャ ゅΑコやヲョ ユヌわレョ ヶジΒ 
りヲホ ヵほよ ゲをほわΑ Ι 

7- . るΑゲジホ るボΑゲトよ ラやケヱギャや コゅヰィ ポゲエョ ブΒホヲゎ ギレハ 
ャや ゑエャや ょらジよ , コゅヰイャや ブヤョ ヶプ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや りギセ キやキゴΑヶゎやグ 

8- .  ヶんェ ブヤョ りゲもやキ ヶプ ケゅΒわャや ヲヨル ギレハ 
 りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわヤャ ザミゅバョ ロゅイゎや ヶプ ヶんェ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑヶゎやグャや ゑエャや ょらジよ , 

9- . ヶんェ ブヤョ りゲもやキ ヶプ ケゅΒわャや ケゅΒヰルや ギレハ 
や ょらジよ , りゲもやギヤャ ヶヤタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザヘル ヶプ ヶんェ ケゅΒゎ ギャヲゎ るΒよゲヰミ るミゲエョ りヲホ ギャヲわΑヶゎやグャや ゑエャ 
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10- . ギΑギエャや リョ ょャゅホ ヶヤハ ヵヲルゅんャや ヱ ヶもやギわよΙや ブヤヨャや ブャ ギレハ 
 , ケゅΒわャや りギセ ヶプ ゲらミぺ ゲΒピゎ ゲわョヲルゅヘヤイャや ゲヰヌΑ メゅイヨャや ヅヲトカ りキゅΑコ ヶヤハ モヨバゎ ヶわャや ヱ ギΑギエャや ヶプ るΒジΒヅゅレピヨャや メヲボエャや ょらジよ

ヵヲルゅんャや ブヤヨャや ヶプ りゲΒピわヨャや ヶジΒヅゅレピヨャや 

11- やギガわシや ラヱギよ るΒよゲヰムャや るホゅトャや モボル ギレハ. ァゅわルΙや るボトレョ ギレハ ギヰイヤャ るバプやケ れΙヲエョ ュ 
ャや リョ ゲΒらミ ¬ゴィ ラやギボプ ヶャや ヵキぽΑ ゅヨョ ゲΒらミ ヶよゲヰミ ケゅΒわよ るΒよゲヰムャや るホゅトャや モシゲゎるヤシゲヨャや るΒよゲヰムャや るホゅト 

12- . ァゅわルΙや ペヅゅレョ ギレハ ギヰイヤャ るバプやケ れΙヲエョ ュやギガわシゅよ るΒよゲヰムャや るホゅトャや モボル ギレハ 
ヵキぽΑ ゅヨョ ゲΒピタ ヶよゲヰミ ケゅΒわよ るΒよゲヰムャや るホゅトャや モシゲゎ るヤシゲヨャや るΒよゲヰムャや るホゅトャや リョ ゲΒピタ ¬ゴィ ラやギボプ ヶャや 

13- . キキゲわヨャや ケゅΒわャや キキゲゎ りキゅΑゴよ るプゲダャや るョヱゅボヨャや ケやギボヨャ 
 Ιキキゲわャや ヶヤハ ブホヲわゎ Ι ゅヰルΙ , ゲΒピわゎ 

14- . ゲヨわジョ ケゅΒゎ ケギダヨよ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ケギダョ メやギらわシや ギレハ るプゲダャや るョヱゅボヨャや ケやギボヨャ 
ゲΒピわゎ Ι 

15- ゴよ るΒんエャや るバルゅヨヨャや ケやギボヨャ.  キキゲわヨャや ケゅΒわャや キキゲゎ りキゅΑ 
ケゅΒわャや キキゲゎ ケやギボョ ヶヤハ ブホヲわゎ ゅヰルΙ , キやキゴゎ 

16- バョ りキゅΑゴよ るΒんエャや るバルゅヨヨャや ケやギボヨャ. ブヤヨャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅ 
 ブヤヨヤャ ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ ヶヤハ ブホヲわゎ ゅヰルΙ , キやキゴゎ 

17- . キキゲわョ ケゅΒゎ リョ Ιギよ ゲヨわジョ ケゅΒゎ ュやギガわシや ギレハ るΒんエャや るバルゅヨヨャや ケやギボヨャ 
Ι ュギバレゎゲヘタ ウらダΑ ケゅΒわャや キキゲゎ ラ 

18- . キキゲわヨャや ケゅΒわャや キキゲゎ りキゅΑゴよ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ケやギボヨャ 
ノョ ゅΒジムハ ょシゅレわゎ ゅヰルΙ モボゎ キキゲわャや 

19- . ブんムヨャや るバシ りキゅΑゴよ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ケやギボヨャ 
ブんムヨャや るバシ ノョ ゅΒジムハ ょシゅレわゎ ゅヰルΙ モボゎ 

20- ョ Ιギよ ゲヨわジョ ケゅΒゎ ュやギガわシや ギレハ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ケやギボヨャ. キキゲわヨャや ケゅΒわャや リ 
るΒもゅヰルΙ るヨΒホ ウらダゎ 

21- . るΒボル モタヲョ ヮらセ りケヲヤよ りケやゲェ るィケキ ノプケ ギレハ 

 モタヲヨャや ヮらセ るョヱゅボョ モボゎ ヱ れやヲイプ ラヲムわゎ ヱ れゅルヱゲわムャや ケゲエわΑ ヱ テよやヱゲャや ヶプ ゲジミ ゐギエΑ 

22- ぽプゅムわャや ヶをΚを ゲダレハ れやケク リョ ょもやヲセ ヶヤハ ュヲΒルゅョゲイャや りケヲヤよ れヲわェや やクま 

ヲレャや リョ モタヲョ ヮらセ りケヲヤよ ラヲムわΑりケヲヤらャや ヶプ ゆヲボを ケヲヰド るイΒわル ょィヲヨャや ネ 

23-  ゲダレハ りケグよ るΒボル モタヲョ ヮらセ りケヲヤよ ユΒバトゎ ギレハ. ぽプゅムわャや るΒシゅヨカ るΑゴヤプΙ 

りケヲヤらャや ヶプ ゲェ ラヱゲわムャや ケヲヰド るイΒわル ょャゅジャや ネヲレャや リョ モタヲョ ヮらセ りケヲヤよ ラヲムわゎ 

24- .  ヶョゅョΙや コゅΒエルΙや るボΑゲトよ るΒもゅレんャや るヤタヲャや モΒタヲゎ ギレハ 

モヨバゎ ヱ るヤタヲャや るョヱゅボョ モボゎ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ モタヲヨミ 
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25-  りケヲヤらャや ¬ゅトハや ギレハP-type  ゅらャゅシ やギヰィ  りケヲヤらャや ヱN-type . ゅらィヲョ やギヰィ 

ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ モヨバゎ ヱ るヤタヲャや るョヱゅボョ キやキゴゎ 
 

26-るらわバャ や キキゲゎ リョ モホぺ キキゲゎ ヱク ¬ヲッ ゴヤプ ヶヤハ テボシ やクや 
るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ケゲエわゎ Ι 

27- ヵヱゅジョ キキゲゎ ヱク ¬ヲッ ゴヤプ ヶヤハ テボシ やクや . るらわバャや キキゲわャ 
ゲヘタ = ゅヰわミゲェ るホゅヅ ラヲムゎ ヱ るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ケゲエわゎ 

28- . テホゅジャや ¬ヲツャや りギセ りキゅΑゴよ るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅトャ 
テホゅジャや ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ヶヤハ ブホヲわゎ ゅヰルΙ ,ゲΒピわゎ Ι 

29- . テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅヅ ヱ りギセ りキゅΑゴよ ) るらわバャや キキゲゎ ( モピゼャや るャやギャ 
ホヲわゎ ゅヰルΙ , ゲΒピわゎ Ιゴヤヘャや ネヲル ヶヤハ ブ 

30- . ヶィヲヨャや メヲトャや りキゅΑゴよ ラヲゎヲヘャや るホゅトャ 
 , モボゎヶィヲヨャや メヲトャや ノョ ゅΒジムハ ょシゅレわゎ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ ラΙ 

 
:  ヶヤΑ ゅヨョ Κミ リΒよ ラケゅホ 

 
るルケゅボヨャや ヮィヱ ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや  ヶジΒヅゅレピヨャや メゅ⇒イヨャや りギセ 

 
ブΑゲバわャや 

 
 ベゲわガゎ ヶわャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ キギハ

ヵキヲヨハ モムゼよ ゅョ ゅエトシ 
 ベゲわガゎ ヶわャや ヶジΒヅゅレピヨャや メゅイヨャや ヅヲトカ キギハ

 リョ れゅェゅジヨャや りギェヱヵキヲヨハ モムゼよ ウトジャや 

 
るΒヨムャや ネヲ⇒ル 

 
ヵキギハ ヮイわョ 

 れやギェヱ/りギ⇒ェヱ
サゅΒボャや Wb T 

ゴョゲャや 思 B 
 るΒッゅΑゲャや るホΚバャや

ゅヨヰレΒよ f = B A cos し 

 

るルケゅボヨャや ヮィヱ るレエセ ヶヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや マヤシ ヶヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや  ケゅΒゎ ヮよ ゲヨΑ
ヶよゲヰミ 

れゅボΒらトゎ  コゅヘヤわャや るセゅセ– セΕや フやゲエルやバ る
チケΕや ァケゅカ るΒルヲムャや ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや 

ュギガわジヨャや ラヲルゅボャや F = q V B F = B I L 
るΑヱやゴャや るハゲジャや ロゅイゎや ヱ メゅイヨャや ヅヲトガャや リΒよ ケゅΒわャや ロゅイゎや ヱ メゅイヨャや ヅヲトカ リΒよ 

るルケゅボヨャや ヮィヱ ヶよゲヰムャや ギャヲヨャや ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや 

ヮヤヨハ りゲムプ  るホゅヅ ヶャや るムΒルゅムΒヨャや るホゅトャや モΑヲエゎ
ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ キヲィヱ ヶプ るΒよゲヰミ 

 ヶプ るΒムΒルゅムΒョ るホゅヅ ヶャや るΒよゲヰムャや るホゅトャや モΑヲエゎ
ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ キヲィヱ 

ょΒミゲわャや  ザΒヅゅレピョ–  モΒトわジョ ブヤョ–  ラゅわボヤェ– 
ラヲよゲムャや リョ ラゅわセゲプ 

 ザΒヅゅレピョ–  モΒトわジョ ブヤョ–  ラゅわボヤェ ヶヘダル– 
ラヲよゲムャや リョ ラゅわセゲプ 
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るルケゅボヨャや ヮィヱ f = zero f = + f = - 
 リΒよ るホΚバャや ヱ ギヰイャや

ケゅΒわャや りギセ ケヲトャや ヶプ リΒボヘわョ ケゅΒわャや ペらジΑ ギヰイャや ケゅΒわャや リハ ゲカほわΑ ギヰイャや 

るルケゅボヨャや ヮィヱ リΒルゲャや キキゲゎ リョ ゲらミぺ キキゲゎ ヵヱゅジョ キキゲゎ 
リΒルゲャや キキゲわャ ぺ キキゲゎモホ リΒルゲャや キキゲゎ リョ 

 ヱ ギヰイャや リΒよ るホΚバャや
ケゅΒわャや りギセ ケゅΒわャや ペらジΑ ギヰイャや ャや ヶプ リΒボヘわョケヲト ケゅΒわャや リハ ゲカほわΑ ギヰイャや 

るョヱゅボヨャや C> X LX C= X LX C< X LX 

ギヰイャや C> V LV C= V LV C< V LV 
 

るルケゅボヨャや ヮィヱ るプゲタ るョヱゅボョ ヶボル ヶんェ ブヤョ テボプ ブんムョ 

 りゲもやギャや ユシケ 

   

 
 ベゲヘャ ヶワゅイゎΙや モΒんヨわャや

ケゅΒわャや りギセヱ ギヰイャや 

   

ケゅΒわャや ヱ ギヰイャや リΒよ るホΚバャや 

   

ケヲトャや るΑヱやコ ゲヘタ + 90 - 90 

キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ るョヱゅボヨャや R LX CX 

ュヱぺ ラヲルゅホ V = I R LV = I X CV = I X 

ギヰイャや るャキゅバョ )のt(sin max  =  V R V )のt + ヾ/2 (sin max  =  V L V ヾ/2 ( -)のt sin max  =  V C V 

ケゅΒわャや るャキゅバョ )のt( Sin xma= i  (t) Ri  )のt( Sin max= i  (t) Li  )のt( Sin max= i  (t) Ci  
ゲヨわジョ ケゅΒゎ ゲヨΑ るョヱゅボョ ラヱギよ ゲヨΑ ゲヨΑ Ι 

キキゲわョ ケゅΒゎ 
ヂヘガレョ ゲヨΑ ゲヨΑ ゲヨΑ Ι 
ヶャゅハ ゲヨΑ ゲヨΑ Ι ゲヨΑ 

ヶャや るΒもゅよゲヰムャや るホゅトャや メヲエわゎ るΑケやゲェ るホゅヅ 
R  t rms

2E = i 
るΒジΒヅゅレピョ るホゅヅ 層匝  靴 兄司仕史匝=  BU 

 ヶプ るΒよゲヰミ るホゅヅ メゅイヨャや
ヶよゲヰムャや 層匝  隅 勲司仕史匝=  EU 
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 るルケゅボヨャや ヮィヱ ) キヲΑやキ (るΒもゅレんャや るヤタヲャや )ケヲわシゴルやゲゎ( るΒをΚんャや るヤタヲャや 

 ゲもやヱギャや ヶプ ロゴョケ
るΒもゅよゲヰムャや 

 

 

 りゲもやギャや ヶプ ゅヰわヘΒドヱ
 るΒもゅよゲヰムャや キキゲわヨャや ケゅΒわャや ユΑヲボゎ – ヶルヱゲわムャや ゥゅわヘョ や ゲΒらムゎ ヱ りケギボャギヰイャや 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ ( モカギヨャや りゲもやキinput) ( ァゲガヨャや りゲもやキoutput) 
モΒタヲわャや るボΑゲヅ ヶョゅョや ヶジムハ 

リΒよ るヤタヲョ  ゑハゅらャや- りギハゅボャや  ゑハゅらャや- ノヨイヨャや 
 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ るヤタヲヨャや キやヲヨャや るャコゅバャや キやヲヨャや るヤタヲヨャや ヮらセ キやヲヨャや 

ブΑゲバわャや 
 キヲィヱ ギバよ ゴΒヨわゎ キやヲョ

ヶホゅトル リΒよ ケヲヌエョ ベゅトル 
モΒタヲわャやヱ ぽプゅムわャや 

 りヲイプ キヲィヲよ ゴΒヨわゎ キやヲョ
 リΒよ  やギィ りゲΒらミ るホゅヅ

モΒタヲわャやヱ ぽプゅムわャや ヶホゅトル 

 るバよやゲャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレハ
 ゑΒェ ヵケヱギャや メヱギイャや リョ
 ゅヰヤΒタヲゎ るィケキ ゲΒピゎ リムヨΑ

 るィケキ ゲΒピわよ るΒよゲヰムャや
ゅヰヨΒバトゎ ヱや ゅヰゎケやゲェ 

ケゅΒわヤャ ゅヰわョヱゅボョ やギィ りゲΒピタ  りゲΒらミ  りゲΒピわョ 

( りヲイヘャや るホゅヅEg) ゲヘタ リΒよ 4 ev  ヱ12 ev  リョ モホぺ ヱ ゲヘタ リョ ゲらミぺ4 
ev 

 ヶプ るレエゼャや れΚョゅェ キギハ
るプゲピャや りケやゲェ るィケキ やギィ ゲΒらミ キギハ モΒヤホ キギハ ギィヲΑ Ι 

 
 

るルケゅボヨャや ヮィヱ  りケヲヤらャやP  りケヲヤらャやN 

るレエゼャや れΚョゅェ ネヲル 
るΑゲんミΙや ゆヲボんャや れゅルヱゲわムャΕや 

るらもゅゼャや りケグャや ぽプゅムゎ ヶをΚを ヶシゅヨカ 

るらもゅセ りケグャや ユシや  りケクるヤらボわョ ケクるエルゅョ り 

るレエゼャや れΚョゅェ るミゲェ 
るΑゲんミΙや 

ヶェΚトタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ノョ ヶェΚトタΙや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザムハ 

るΒヤホΙや るレエゼャや れΚョゅェ れゅルヱゲわムャΙや ゆヲボんャや 

るルケゅボヨャや ヮィヱ やコゅΒエルΕ ヶョゅョΙや コゅΒエルΕや ヶジムバャや 

るΑケゅトらャや モΒタヲゎ  りケヲヤらャやP  ょィヲヨャや ょトボャや 
 りケヲヤらャや N ょャゅジャや ょトボャゅよ 

 りケヲヤらャやP  やょャゅジャや ょトボャ 
 りケヲヤらャや N ょィヲヨャや ょトボャゅよ 

るΑケゅトらャや メゅイョ ロゅイゎや キヲΑやギヤャ ヶヤカやギャや メゅイヨャや ザムハ キヲΑやギヤャ ヶヤカやギャや メゅイヨャや ロゅイゎや ザヘル 
パやゲプΙや るボトレョ マヨシ りゲΒピタ りゲΒらミ 

るヤタヲャや るョヱゅボョ りゲΒピタ りゲΒらミ 
りケゅヨャや ケゅΒわャや りギセ りゲΒらミ やギィ りゲΒピタ 

 ヮィヱるルケゅボヨャや  ケヲわシゴルやゲゎPNP  ケヲわシゴルやゲゎNPN 
ヰィノヨイヨャや ヱ りギハゅボャや ギ ょャゅシ ょィヲョ 

ゑハゅらャや ギヰィ ょィヲョ ょャゅシ 

C E 

B 
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るルケゅボヨャや ヮィヱ ゑハゅらャや りギハゅボャや ノヨイヨャや 
ユΒバトわャや るらジル ゲらミぺ モホぺ テシヲわョ 

マヨジャや テシヲわョ モホぺ ゲらミぺ 
ヶよゲヰムャや モΒタヲわャや ゲらミぺ モホぺ テシヲわョ 

ヮョヱゅボヨャや モホぺ ゲらミぺ テシヲわョ 
ゴョゲャや E B C 

 ヮィヱるルケゅボヨャや  キキゲゎ るらわバャや キキゲゎ リョ モホぺ ヱゅジΑ キキゲゎるらわバャや キキゲゎ ヵ るらわバャや キキゲゎ リョ ゲらミぺ キキゲゎ 

ゐギエΑ やクゅョ ラヱゲわムャや ケゲエわΑ Ι 
 るホゅヅ ラヱギよ ラヱゲわムャや ケゲエわΑ

るΒミゲェ 
 ポゲエわΑ ヱ ラヱゲわムャや ケゲエわΑ

るΒミゲェ るホゅトよ 
るルケゅボヨャや ヮィヱ ヶルゅんャや ケやギヨャや ゲトホ ブダル ゑャゅんャや ケやギヨャや ゲトホ ブダル  ケやギヨャや ゲトホ ブダルノよやゲャや 

 ゲトボャや ブダル ケやギボョ
 ゲトホ ブダレャ るらジレャゅよ

ヱΕや ケやギヨャやメ 
14 R 19 R 116 R 

るルケゅボヨャや ヮィヱ メヱΕや ケやギヨャや ヶルゅんャや ケやギヨャや ゑャゅんャや ケやギヨャや 
 るΑヱやゴャや るミゲエャや るΒヨミ 

マルΚよ ろよゅを ヮャΙギよ 
酸匝慈 

酸慈 
惣酸匝慈 

るルケゅボヨャや ヮィヱ れゅヨΒジィ ゅヘャや れゅヨΒジィ ゅわΒよ  るバセぺゅョゅィ 
ゴョゲャや 屈祁匝想  祁貸層宋   

ネゅバゼャや ネヲル ュヲΒヤΒワ りやヲル ラヱゲわムャや ヶジΒヅゅレピョヱゲヰミ ネゅバセ 
や るレエセΗネゅバセ ょィヲョ ょャゅシ ラヲエゼョ ゲΒビ 

ネゅバセΗや るヤわミ ゲΒらミ ゲΒピタ るヤわミ ヮャ ザΒャ 
ネゅバセΗや るΑクゅヘル るヤΒヤホ るトシヲわョ やギィ るΒャゅハ 
ネゅバセΗや るホゅヅ りゲΒピタ るトシヲわョ るΒャゅハ 

 ヴヤハ ゅヰゎケヲトカ るィケキ
ラゅジルΗや るヤΒヤホ るトシヲわョ るΒャゅハ 

 ヮィヱるルケゅボヨャや ゅヘャや ユΒジィ ゐゅバらルや ゅわΒよ ユΒジィ ゐゅバらルや ルやゅョゅィ るバセや ゐゅバら 
 ヶヤわムャや キギバャや  モボΑ4 ゲΒピわΑ Ι ゲΒピわΑ Ι 
 ヵケグャや キギバャや  モボΑ2  キやキゴΑ1 ゲΒピわΑ Ι 
るルケゅボヨャや ヮィヱ ヵケゅトゼルΙや ヵヱヲレャや モハゅヘわャや ヶィゅョギルΙや ヵヱヲレャや モハゅヘわャや 

ブΑゲバわャや  ヶャや ゅヰΒプ りやヲレャや ユジボレゎ るΑヱヲル れΚハゅヘゎ
ゲピタぺ るΑヲルぺ ゐΚを ヱぺ リΒゎやヲル 

 リΒゎやヲル ギエわゎ ゑΒェ るΑヱヲル れΚハゅヘゎ ヱぺ
.りギΑギィ りやヲル ラヲムわャ るΑヲルや ゐΚを 

メゅんョ めトよ ラヱゲわΒレよ ュヲΒルやケヲΒャや ケゅトゼルや ザヨゼャや ヶプ リΒィヱケギΒヰャや るΑヲルや ァゅョギルや 

るルケゅボヨャや ヮィヱ るヤΒボんャや ゲタゅレバャや るヘΒヘガャや ゲタゅレバャや 
ケやゲボわシΚャ ノらわヨャや ポヲヤジャや ヵヱヲレャや ケゅトゼルΙや ヵヱヲレャや ァゅョギルΙや 
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:  リョ Κミ ゆゅジエャ ラヲルゅホ アわレわシや 
 

ヰムャや る娃娃娃バプやギ娃娃娃ャや りヲボャや メゅ娃娃娃イョ ヶプ る娃娃娃Βんエャや る娃娃娃Βもゅ娃娃娃よゲ
. ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ 

 
 

i = - 袈 漸袈 憩   
 

i = - B 
袈 寓袈 憩   

 袈 寓袈 憩 噺  袈 残 景袈 憩 噺  残 袈 景袈 憩  噺  残 士   
 

i =  B l v 
 

 

 ヮよ ゲヨΑ ブヤョ ヶプ りギャヲわヨャや るΒよゲヰムャや るミゲエヨャや りヲボャや
 メゅ娃娃イョ ヶプ る娃娃ヨヌわレョ る娃娃ハゲ娃娃娃娃娃娃ジよ ケヱギ娃娃Α ヶよゲヰミ ケゅ娃娃Βゎ

ヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ ユ 
 

i = - 袈 漸袈 憩   
 

i = - 袈 窪遇寓 卦形慧 飼袈 憩   
 

i = - 窪遇寓 袈 卦形慧 飼袈 憩   
 

i = - 窪遇寓 袈 曽袈憩 袈 卦形慧 飼袈 曽   
 

i = - N B A )の( ) - sin し ( 
 

i = + N B A の sin し 
 

sin しmax  i =  i  
ヶボル ヶんェ ブヤヨャ るΒんエャや るバルゅヨヨャや 

 
g f LX 
g L LX 

g f L LX 
f L ろよゅを=  LX 

= 2ヾ f L LX 
= の L LX 

ブんムヨャ るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや 層讃g  CX 層隅g  CX 層係 隅g  CX 層係 隅 ろよゅを=  CX 層匝粗 係 隅=  CX 層創 隅=  CX 

 るャゅェ ヶプ りゲもやギャや キキゲゎリΒルゲャや 
 

C= X LX 匝粗 係 靴 噺 層匝粗 係 隅 讃宋匝  = 
層想粗匝 靴 隅 

 層匝 粗ヂ靴 隅 =   0f 
 

: ケゅΒわャや ょジミ ヱ ゲΒらムわャや モョゅバョ リΒよ るホΚバャや 
 
 

g = 薩察薩撮 噺 試 薩刷薩察袋 薩刷 噺  試 薩刷試 薩刷袋 薩刷 

 
 

g = 試試袋層 
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 りケク ヶプ ラヱゲわムャΙや れやケやギョ ケゅトホぺ フゅダルや ゆゅジェリΒィヱケギΒヰャや : 契 刑匝粗 =  n m v r 契匝 刑匝想粗匝=   司仔 匝 2v 2m 

 契匝 刑匝想粗匝=   司仔匝 岫 沓 祁匝慶 型 岻2m 

rn = 
契匝 刑匝想粗匝仕 暫 蚕匝 = n2 ろよゅを ケやギボョ 

 
2n11 -= 5.29x10 2n 1= r nr 

 

 契 刑匝粗=  nL = m v r 

F  = K 
刺層刺匝纂匝   = K 

祁匝慶仔匝 

F = 
型 携匝慶仔 

K 
祁匝慶仔匝  噺   型 携匝慶仔 沓 祁匝慶仔 型=   2 v 

 
: れゅΒルヱゲわムャΙや リΒルやヲホ 

 
るレエゼャや れΚョゅェ キギハ 

 りケヲヤよN i+ P in +d N るレエゼャや れΚョゅェ キギハ 
 りケヲヤよP i+ P in +a N 

パやゲプΙや ギヰィ d i= E iV ケヲわジΑゴルやゲわャや C+ IB = I EI 
ゲΒらムわャや モョゅバョ く = 掘隅掘遇  ょジミケゅΒわャや g = 掘隅掘櫛 

ケゅΒわャや ょジミ ヱ ゲΒらムわャや モョゅバョ リΒよ るホΚバャや g = 糎糎袋層 

 
: るΑケグャや リΒルやヲホ 

 
ラヲゎヲヘャや るホゅヅ E = h 

卦疏  噺  刑 係 ¬ヲツャや るハゲシ c = そ f 
ヘャや るホゅヅゑバらレヨャや ラヲゎヲ iE – f= E photonE モピゼャや るャやキ 0f = h f 

ラヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ cutKE = e V  るミゲェ るホゅヅラヱゲわムャΙや 2m v 
層匝KE =  

るΒもヲッヱゲヰムャや りゲワゅヌャや E = f + KE リΒィヱケギΒヰャや ケやギョ ゲトホ ブダル 2n11 -= 5.29x10 nr 
るΑヱやゴャや るミゲエャや るΒヨミ L = 

仔 酸匝慈  
 

: るΑヱヲレャや リΒルやヲホ 
 

れゅルヱゲわΒレャや キギハ N = A - Z ラヲヤミヲΒレャや るヤわミ 0m = A m 

レャや ユイェりやヲ 0V = A V りやヲレャや ユイェ V = 
想惣 ヾ R3 

りやヲレャや ゲトホ ブダル R = r0 寓層惣 りやヲレャや るプゅんミ と = 仕惨  = 
仕宋惨宋  

ラヲムジャや るホゅヅ 2E = m C テよゲャや るホゅヅ Eb = 〉m 931.5 

ラヲヤミヲΒル/ テよゲャや るホゅヅ 櫛郡寓=  onb/ nucleE ブダレャや ゲヨハ 憩 噺 仔 憩層 匝斑  
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ぺ ユワ リΒルやヲホ るΒよゲヰムャや: 
 

ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや f = N B A cos し ヵやキやケゅプ ラヲルゅホ i = - 袈 漸袈 憩 

ヲボャや りギャヲわヨャや るミゲエヨャや り
マヤシ ヶプ i =  B l v 

 るミゲエヨャや りヲボャや
 ヶプ りギャヲわヨャや

ヲョゅレΑギャや 
sin )のt(max  i =  i  

や ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ギャヲわヨャ
ヲョゅレΑギャや ヶプ )のt( Sin maxi  = i ュヱぺ ラヲルゅホ i = 

資三 

マヤシ ヶヤハ りゲをぽヨャや りヲボャや F = B I L Sinし 
 りゲをぽヨャや りヲボャや

るレエセ ヶヤハ F = q v B Sinし 

ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや k =  N B I A ヶゎやグャや ゑエャや i = -L 
袈 掘袈 憩 

 
メキゅらわヨャや ゑエャや 1) 

袈 掘袈 憩(  M -=  2i ヶよゲヰムャや メヲエヨャや 
惨匝惨層 噺  錆匝錆層 

ヶャゅんヨャや メヲエヨャや 
勲匝勲層 噺  掘層掘匝  ゲΒビ メヲエヨャや

ヶャゅんヨャや さ = 隈匝隈層 噺  掘匝惨匝掘層惨層 

りキヲボヘヨャや りケギボャや R 2) 
皿層惨層= (  ’P りキヲボヘヨャや りケギボャや R 2= I ’P 

ヤャ るャゅバヘャや るヨΒボャやケゅΒわ 兄型ヂ匝=  rmsi  るャゅバヘャや るヨΒボャや
ギヰイヤャ 

勲型ヂ匝=  rmsV 

 ヶプ るプヱゲダヨャや るホゅトャや
るョヱゅボョ R  t rms

2E = i 
 ュヱぺ ラヲルゅホ
るョヱゅボヨヤャ R R= i RV 

ヶんエャや ブヤヨヤャ ュヱぺ ラヲルゅホ LX L= i LV るΒんエャや るバルゅヨヨャや = の L LX 
 ヶプ るルゴわガヨャや るホゅトャや

ブヤョ 
層匝  靴 兄司仕史匝=  BU ブんムヨヤャ ュヱや ヲルゅホ CX C= i CV 

るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや 層創 隅=  CX  るルゴわガヨャや るホゅトャや
ブんムョ ヶプ 

層匝  隅 勲司仕史匝=  EU 

 
ヶヤムャや ギヰイャや   謬勲栗匝 髪 岫 勲靴 伐  勲隅 岻匝V =  

 るホヱゅバヨャや
るΒヤムャや 

  紐三匝 髪 岫 薫靴 伐 薫隅 岻匝Z =  
 

 
 ベゲプケヲトャや 憩軍契 壮 噺  惨靴 伐  惨隅惨栗   

ケヲトャや ベゲプ 憩軍契 壮 噺  薫靴 伐  薫隅栗  

リΒルゲャや キキゲゎ 
層匝 粗ヂ靴 隅 =   0f 
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るΒルゅΒらャや ュヲシゲャや ユワぺ   ) ヶヤΑ ゅヨョ Κミ リΒよ るホΚバャや( 
 

 るミゲエヨャや りヲボャや– わャやペプギわャや ヶプ ゲΒピ  

 

 るミゲエヨャや りヲボャや– ゅヘヤャや キギハれ  

 

 ペプギわャや– メゅイヨャや りギセ  

 

 ペプギわャや- るェゅジヨャや  

 
 りヲボャや– るレエゼャや るΒヨミ   るミゲエヨャや りヲボャや- るハゲジャや  

 

 るミゲエヨャや りヲボャや– モタヲヨャや メヲヅ  

 

 るミゲエヨャや りヲボャや– メゅイヨャや りギセ  

 
 りヲボャや– モタヲヨャや メヲヅ  

 

りヲボャや – ケゅΒわャや りギセ 

 

 りヲボャや– メゅイヨャや りギセ 

 

 りヲボャや– るハゲジャや  

 
キキゲわヨャや ケゅΒわャや りギセ - リョゴャや  

 

キキゲわヨャや ケゅΒわャや ギヰィ - リョゴャや  

 

 りヲボャや るミゲエヨャや- やリョゴャ  

 

 ヶジΒヅゅレピヨャや ペプギわャや– リョゴャや  

 
 るホゅトャや- るョヱゅボヨャや  

 

 るホゅトャや– ケゅΒわャや りギセ ノよゲョ   りケギボャや- るョヱゅボヨャや   りケギボャや– ケゅΒわャや りギセ ノよゲョ  

 
るΒハヲレャや るョヱゅボヨャや – ヱゅボョモタヲヨャや るョ   

 

 るョヱゅボヨャや– モタヲヨャや メヲヅ  

 

 るョヱゅボヨャや– ノトボヨャや るェゅジョ  

 

 るョヱゅボヨャや– ケゅΒわャや キキゲゎ  

 
 るホゅトャや– ケゅΒわャや りギセ ノよゲョ  

 

 るホゅトャや– ゑエャや モョゅバョ  

 

 るΒんエャや るバルゅヨヨャや-ヶゎやグャや ゑエャや モョゅバョ  

 

 るΒんエャや るバルゅヨヨャや– ケゅΒわャや キキゲゎ  

 るホゅトャや– ギヰイャや ノよゲョ  

 

 るホゅトャや– ブんムヨャや るバシ  

 

 るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや– ブんムヨャや るバシ  

 

 るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや– ケゅΒわャや キキゲゎ  

 
 リΒルゲャや キキゲゎ– モタヲヨャや るバシ  

 

 リΒルゲャや キキゲゎ– ゑエャや モョゅバョ  

 

 るΒヤムャや るョヱゅボヨャや– ケゅΒわャや キキゲゎ  

 

ャや りギセわ ケゅΒ キキゲわヨャや– ケゅΒわャや キキゲゎ  
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 ラヲゎヲヘャや るホゅヅ- キキゲわャや  

 

 ¬ヲツャや るハゲシ– ヶィヲヨャや メヲトャや  

 

 ¬ヲツャや るハゲシ- キキゲわャや  

 

 ラヲゎヲヘャや るホゅヅ– ヶィヲヨャや メヲトャや  

 
 ラヱゲわムャΙや やケギョ ゲトホ ブダル– 

ケやギヨャや るらゎケ 

 

 モピゼャや るャやキ– るらわバャや キキゲゎ  
 

 

 れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ
 るΒもヲツャや– ノトボャや ギヰィ  

 

 るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ
– れゅルヱゲわムャΙや るハゲシ ノよゲョ  

 

 ケゅΒわャや りギセ– キヲΑやギャや ヶプ ギヰイャや ベゲプ  
 

 

 るΑヲルΙや キギハ- リョゴャや  

 

 
: れΚΑヲエわャや 

 
: ヶヤヨハ ヅゅゼル 

1- ヶヤΑ ゅヨハ ょィぺ ⇔ ゅΒもゅよゲヰミ ⇔Ιヲエョ モんヨΑ モよゅボヨャや モムゼャや 
 ぺ–        ∨ メヲエヨャや ネヲル ゅョ 
 

ギヰイヤャ ノプやケ メヲエョ 
ケゅΒわヤャ ヂプゅカ 

 
 ゆ–  るΑケゅトらよ ヶもやギわ よΙや ブヤヨャや ヶプゲヅ モ娃娃娃娃娃娃娃タヱ やクまv  (3  ブヤヨャやヱ  )

ベゲプ ヴヤハ モヨバΑ ヶもゅよゲヰミ ゥゅら娃娃ダヨよ モ娃娃ダわΑ ヵヲルゅんャや  ギヰィv  (6  モヰプ )
  マわよゅィま モヤハ Ι ュぺ ゥゅらダヨャや めツΑ 

 
ゥゅらダヨャや めΒツΑ Ι 

ヰィ ヂヘカ ヱや ノプケ ヶヤハ モヨバΑ Ι メヲエヨャや ラΙゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ヱ ギヰイヤャ ケギダョ るΑケゅトらャや ヱ ゲヨわジヨャや ケゅΒわャや ギ 
 

 ァ– やギわよΙや ブヤヨャや ヶプゲヅ リΒよ るΑケゅトらャや ろャギらわシや やクま キキゲわョ ケゅΒゎ ケギダヨよ ヶも ロギヰィ3v . ゥゅらダヨャや めツΑ モワ 
                  

ゥゅらダヨャや めΒツΑ 
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2- ユシゲャゅよ ウΒッヲわャや ノョ ヶヤΑ ゅヨョ モミ リΑヲムゎ マレムヨΑ ブΒミ リΒよ: 
         ぺ- ョ ヮらセ りケヲヤよ( ネヲレャや リョ モタヲP  . ) 

 
 るんャゅんャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレバよ るΒボレャや モタヲヨャや ヮらセ りケヲヤよ ユΒバトゎ ギレハ 

 , ゅヰャ ぽプゅムわャや ヵヲわジョ ヶプ れゅルヱゲわムャや ゐΚを ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャやヱ ) れやゴヤプ (
 ゅヨレΒよ モタヲヨャや ヮらセ れやケク ノョ るΒヨワゅジゎ テよやヱケ ゐΚを ヶゼレゎ ゅヰルほプ ヶャゅわャゅよヱ

ケ ラヲムΒャ ラヲムΒヤΒジャや りケク ヶプ ノよやゲャや ラヱゲわムャΕや ヶボらΑ るダホゅル るΒヨワゅジゎ るトよや
や ノョ モΒタヲわャや ユわΑ ヱ  , ゅらボを ゾホゅレャや ラヱゲわムャΕや やグワ ヶヨジΑ , るΒをΚんャや りケグャ

. りケヲヤらヤャ るΒよゲヰムャや ソやヲガャや リジエわゎヱ ゆヲボんャや るトシやヲよ ヶよゲヰムャや 
 

 
 ュヲΒャゅィ ュヲΒルゅョゲィ りケヲヤよ : メゅんョ–  ュヲΒレョヲャや ラヲムΒヤΒシ–  ラヱケヲよ ラヲムΒヤΒシ 

 
  ゆ- ょャゅジャや ネヲレャや リョ モタヲョ ヮらセ りケヲヤよ 

 
Βバトゎ ギレハ るジョゅガャや るハヲヨイヨャや ゲタゅレバよ るΒボレャや モタヲヨャや ヮらセ りケヲヤよ ユ 

 ぽプゅムわャや ヵヲわジョ ヶプ れゅルヱゲわムャや ザヨカ ヶヤハ ヵヲわエゎ ヶわャやヱ ) れやゴヤプΙ (
 ヮらセ れやケク ノョ るΒヨワゅジゎ テよやヱケ ノよケぺ ヶゼレゎ ゅヰルほプ ヶャゅわャゅよヱ , ゅヰャ

 るャヲヰジよ リムヨわΑヱ るミゲエャや ゲェ ザョゅガャや ラヱゲわムャΕや ヶボらΑ ゅヨレΒよ モタヲヨャや
ヲわャや ベゅトル ヶャや ゴヘボャや リョエわゎヱ モΒタ. りケヲヤらヤャ るΒよゲヰムャや ソやヲガャや リジ 

 
 

 
 オΒルケコ ラヲムΒヤΒシ りケヲヤよ : メゅんョ–  オΒルケコ ュヲΒルゅョゲィ– ケヲヘジプ ラヲムΒヤΒシ 

 
ァ- モΒ娃娃娃娃タヲゎ るボΑゲヅ  ヮΒョゅョΙや  ヮヤ娃娃娃娃タヲャや ァケゅカヱ モカやキ ヮΒよゲヰムャや れΙゅイヨャや ロゅイゎや ゅエ娃娃娃娃ッヲョ ヮΒもゅレんャや ヮヤ娃娃娃娃タヲヤャ

 ヮレエゼャや れΚョゅェ るミゲェ ロゅイゎやヱヶェΚトタΙや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎやヱ 
 

ヲヤらャや モΒタヲゎ ギレハ りケP   りケヲヤらャや ヱ るΑケゅトらヤャ ょィヲヨャや ょトボャゅよN  やグワ ヶヨジΑ , るΑケゅトらヤャ ょャゅジャや ょトボャゅよ
ヨャや ロゅイゎや ラヲムΑ , ヶョゅョΙや コゅΒエルΙゅよ モΒタヲわャや ヶィケゅガャや ヶよゲヰムャや メゅイexE  メゅイヨヤャ ザミゅバョ ) るΑケゅトらヤャ (

 キヲΑやギヤャ ヶヤカやギャや ヶよゲヰムャやinE  ヵキぽΑヱ ゅヰわョヱゅボョ モヤボΑ ヱ ゅヰムヨシ リョ モヤボΑ ゅヨョ , フやゴレわシΙや るボトレョ ヶプ  ヶャや マャク
りゲもやギャや ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ケヱゲョ 
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キ- モΒ娃娃娃娃娃タヲゎ るボΑゲヅ ヶ娃娃娃娃娃ジムバャや コゅΒエルΙや   ァケゅカヱ モカやキ ヮΒよゲヰムャや れΙゅイヨャや ロゅイゎや ゅエ娃娃娃娃娃ッヲョ ヮΒもゅレんャや ヮヤ娃娃娃娃娃タヲヤャ
 ヮレエゼャや れΚョゅェ るミゲェ ロゅイゎやヱ ヮヤタヲャやヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎやヱ ヶェΚトタΙや 

 
 りケヲヤらャや モΒタヲゎ ギレハP  ャや ょトボャゅよょャゅジ りケヲヤらャや ヱ るΑケゅトらヤャ N ャや ょトボャゅよょィヲヨ  やグワ ヶヨジΑ , るΑケゅトらヤャ
や コゅΒエルΙゅよ モΒタヲわャやヶジムバャ  ヶィケゅガャや ヶよゲヰムャや メゅイヨャや ロゅイゎや ラヲムΑ ,exE  ) るΑケゅトらヤャ (ロゅイゎや ザヘル や メゅイヨャ

 キヲΑやギヤャ ヶヤカやギャや ヶよゲヰムャやinE  Α ゅヨョ , フやゴレわシΙや るボトレョ ヶプギΑゴ Α ヱ ゅヰムヨシ リョギΑゴ  ヶャや マャク ヵキぽΑヱ ゅヰわョヱゅボョ
 ュギハギャや ヶプ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ ケヱゲョりゲもや ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ キヲΑやギャや モヨバΑヱ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ⇒ワ-  り¬ゅッΕ ゐギエΑ やクゅョ ウッヱ , ヶよゲヰミ ゥゅらダョ ヱ ) キヲΑやキ ( るΒもゅレを るヤタヱ ゅヰよ モダわョ るΒよゲヰミ りゲもやキ マョゅョや
 ゥゅらダヨャや: ょらジャや ゲミク ノョ るΒャゅわャや れΙゅエャや リョ るャゅェ モミ ヶプ ヶよゲヰムャや 

- ゥゅらダヨャや モヨバΑ モワ 
.......................ゥゅらダヨャや モヨバΑ..................... 

 
: ょらジャや 

 ケゅΒわヤャ モタヲヨミ モヨバΑ マャグャ ヶョゅョΙや コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや
ヶよゲヰムャや 

 
- ゥゅらダヨャや モヨバΑ モワ 
.Ι..................ゥゅらダヨャや モヨバΑ ..................... 

 
: ょらジャや 

ャや コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ キヲΑやギャやヶジムバ ミ モヨバΑ マャグャメコゅバ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ 
 
 
 
- やギらわシや ギレハ ゥゅらダヨャや り¬ゅッΕ ゐギエΑ やクゅョ キキゲわョ ケゅΒゎ ケギダヨよ るΑケゅトらャや メ 

....................るバトボわョ りケヲダよ めツΑ..................... 
 

: ょらジャや 
ヶィヲョ ブダル ユΑヲボゎ キキゲわヨャや ケゅΒわャや ユΑヲボゎ ヶヤハ モヨバΑ キヲΑやギャや ラΙ 
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ヱ- ( るΒもゅレんャや るヤ娃娃娃娃タヲャや ュやギガわ娃娃娃娃シや るΒヘΒミP/N キキゲわヨャや ヶもゅよゲヰムャや ケゅΒわャや ユΑヲボゎ ヶプ)   ノョ ヶィヲョ ブ娃娃娃娃ダル ユΑヲボゎ
ユΑヲボわャや ギバよヱ モらホ ケゅΒわャや ヴレエレョ モムセヱ るョギガわジヨャや  りゲもやギャや ユシゲよ るよゅィΙや ウΒッヲゎ 

       
 キヲΑやギャや ラヲムΑ キキゲわヨャや ケゅΒわヤャ メヱΕや りケヱギャや ブダル ヶプ ラや ナェΚル , キキゲわョ ヶよゲヰミ ケゅΒゎ りゲもやキ ヶプ キヲΑやギャや モΒタヲゎ ギレハ

Ιや コゅΒエルΙや ノッヱ ヶプ ヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ モタヲヨミ モヨバΒプ ヶョゅョ. ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ゲヨΑ 
 

-  ノッヱ ヶプ キヲΑやギャや ラヲムΑ ヶャゅわャゅよ ヱ ヮワゅイゎや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや ザムバΑ ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや リョ ヶルゅんャや りケヱギャや ブダル ヶプ
. ケゅΒわャや ゲヨΑ Ιヱ ヶよゲヰムャや ケゅΒわヤャ メコゅバミ キヲΑやギャや モヨバΑ ヶャゅわャゅよヱ , ヶジムバャや コゅΒエルΙや 

 
ヵ- : ユシゲャや ヶプ るエッヲョ るΒルヱゲわムャや るバトホ マョゅョや 
ぺ-  るバトボャや ユシや ..............ケヲわシゴルやゲゎ ........... 

ゆ-  ............ るバトボャや ネヲルPNP ............. 
 ァ– . るバトボャや リョ ¬ゴィ モミ ユシや ユシゲャや ヶヤハ ウッヱ 
キ-  りケギボャや ヱ ギヰイヤャ ゲらムヨミ モヨバわャ るバトボャや モΒタヲわャ ユシゲャや モヨミぺ 
 
 
 

: りケグャや ァクゅヨル 
 

ュ りケグャや ァクヲヨル チゲヘャや 
1 ラヲわャやキ ァクヲヨル キゅヨャや リョ ¬ゴィ ゲピタぺ りケグャやヮヨΒジボゎ リムヨΑ Ι ヱ り 

2 ラヲジョヲヅ ァクヲヨル 
)るガΒトらャや ァクヲヨル( れゅルヱゲわムャや ヶヤハ ヵヲわエゎ るらィヲョ るヤわミ リハ りケゅらハ りケグャや 

3 キケヲプケクケ ァクヲヨル  るヅゅエョ ヱ るレエゼャや るらィヲョ るヘΒんミ ヱ りゲΒピタ りやヲル リョ りケグャや ラヲムわゎ
 るレエゼャや るらャゅシ れゅルヱゲわムャゅよりやヲレャや メヲェ ケヱギゎ 

4 ケヲよ ァクヲヨル 
) ヶらミヲムャや ァクヲヨレャや( 

ゅルヱゲわムャΙや ケヱギゎ メヲェ ょミやヲムャや るミゲェ ヮらゼゎ れやケやギョ ヶプ りやヲレャや メヲェ れ
ザヨゼャや 

 
  ゲΒジヘゎ : ¬ヲツャや 

 
ュ ァクヲヨレャや チゲヘャや 
1 リΒゎヲΒル ゲピダャや るΒワゅレわョ れゅヨΒジィ リョ モΒシ ¬ヲツャや 
2 ゴレイΒワ るΒィヲョ りゲワゅド ¬ヲツャや 
3 モΑヲジミゅョ  ネゅバセや ¬ヲツャやヶジΒヅゅレピョヱゲヰミ 
4 リΒわゼレΑや ) れゅルヲゎヲプ ( れゅヨミ リョ ラヲムわΑ ¬ヲツャや 
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ヌヤャ ゆケゅイゎ りギハ マョゅョや: るΒャゅわャや るヤゃシΙや リハ ょィぺ ユを るエッヲヨャや ュヲシゲャや サケキや , るΒもヲッヱゲヰムャや りゲワゅ 
1-  ¬ヲツャや ヅヲボシ ギレハ ゅヰをゅバらルや ヱ ゲヨェΙや ¬ヲツャや ヅヲボシ ギレハ るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ゐゅバらルや ュギハ ゲジプ

 ウトシ ヶヤハ ヶイジヘレらャや∨ ゴヤヘャや 
 

 Ι ヶャゅわャゅよ ヱ ゴヤヘヤャ モピゼャや るャやキ リョ モホぺ ゲヨェΙや ¬ヲツャや るホゅヅ
ヅ ゅヨレΒよ , れゅルヱゲわムャや ケゲエわΑ リョ ゲらミぺ ヶイジヘレらャや ¬ヲツャや るホゅ

れゅルヱゲわムャや ケゲエわゎ ヶャゅわャゅよ ヱ , ゴヤヘヤャ モピゼャや るャやキ 
 
 
 
2-  ¬ヲツャや りギセ りキゅΑゴよヱ , れゅルヱゲわムャや ヮレョ ゑバらレゎ ユャ ゴヤヘャや ウトシ ヶヤハ ゲヨェや ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハ ユャ , テホゅジャや

∨ マャク ゲジプ , ゅツΑや るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ゑバらレゎ 
 

キゅΑゴよヱ , ゴヤヘヤャ モピゼャや るャやキ リョ モホぺ ゲヨェΕや ¬ヲツャや るホゅヅ りギセ り
 ヶャゅわャゅよ ヱ )ラヲゎヲヘャや ( ¬ヲツャや るホゅヅ るヨΒホ ゲΒピわゎ リャ ¬ヲツャや
るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ゐゅバらルや ヶャや ヵキぽゎ リャ ¬ヲツャや りギセ りキゅΑコ 

 
 
 
3- や れケゲエゎ るバヘゎゲョ ヮゎギセ ヶイジヘレよ ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハ , テホゅジャや ¬ヲツャや りギセ りキゅΑゴよヱ , るΒもヲッ れゅルヱゲわムャ

∨ マャク ゲジプ , るんバらレヨャや れゅルヱゲわムャΙや キギハ れキやキコや 
 

や ¬ヲツャや るホゅヅ ヶャゅわャゅよ ヱ ゴヤヘヤャ モピゼャや るャやキ リョ ゲらミぺ ヶイジヘレらャ
 キギハ キやキゴΑ ¬ヲツャや りギセ りキゅΑゴよヱ , るΒもヲッ れゅルヱゲわムャや ケゲエわゎ

 れゅルヱゲわムャΙや キギハ キやキゴΑ ヶャゅわャゅよ ヱ るトホゅジャや れゅルヲゎヲヘャや
エわヨャや ゴヤヘャや ウトシ リョ りケゲ 

 
 
 
4-  れケゲエゎ ゲツカぺ ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハ ヱ れゅルヱゲわムャや ゲエわゎ ユャ ゴヤヘャや ウトシ ヶヤハ ゲヨェぺ ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハ

ヱゲわムャや∨ マャク ゲジプ , ゲらミぺ るハゲジよ れゅルヱゲわムャΙや れケゲエゎ ヶイジヘレよ ¬ヲッ ヅヲボシ ギレハヱ , りゲΒピタ るハゲジよ れゅル 
 

 ゅヨレΒよ モピゼャや るャやキ リョ モホぺ ゲヨェΙや ¬ヲツャや るホゅヅ
ジヘレよΙや ヱ ゲツカΙや ¬ヲツャや リョ ゲらミぺ ヮわホゅヅ ヶイ

 るホゅヅ リムャ , れゅルヱゲわムャや ケゲエわゎ マャグャ モピゼャや るャやキ
 ゲツカΕや ¬ヲツャや リョ ゲらミぺ ヶイジヘレらャや ¬ヲツャや

ャΙや ゲエわゎ マャグャ ゲらミぺ るΒミゲェ るホゅトよ ヮレョ れゅルヱゲわム
 るΒもヲツャや れゅルヱゲわムャΙや るミゲェ るホゅヅ ラΙ ,

テホゅジャや ¬ヲツャや るホゅヅ ヶヤハ ブホヲわゎ 
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 ユムャや るΑゲヌル チヱゲプ ゲミクや : ) マルΚよ チヱゲプ ( 
      

1-  るホゅトャや リョ れやギェヱ りケヲ娃タ ヶヤハ モよ ゲヨわ娃ジョ モΒ娃シ モム娃ゼよ りキゅヨャや リョ ゾわヨゎ Ιヱ ゑバらレゎ Ι るΒハゅバ娃セΙや るホゅトャや
ゅヰツバよ リハ るヤダヘレョ ヱ るバよゅわわョ るヨムャや ヱぺ れゅルヲゎヲヘャや ヶヨジゎ 

2- ロキキゲゎ ノョ ゅΑキゲヅ ょシゅレわゎ ラヲゎヲヘャや るホゅヅ 
 

 リΒわゼレΑや れゅΒッゲプ ゲミクや ) るΒもヲッヱゲヰムャや りゲワゅヌャや ゲΒジヘゎ (: 
1- れゅルヲゎヲプ るゃΒワ ヶヤハ ゅヨルや ヱ ゲヨわジョ モムゼよ ゑバらレΑ Ι ¬ヲツャや 
2- ¬ヲツャや るハゲシ ヶワ るわよゅを るハゲジよ ラヲゎヲヘャや ポゲエわΑ 
3- ヱゲわムャや ヶャや ヮわホゅヅ モョゅミ ギェやヲャや ラヲゎヲヘャや ヶトバΑゴヤヘャや リョ ァゲガΒャ ギェやヱ ラ 
4- . ゅΑキゲヅ ロキキゲゎ ノョ ヮわホゅヅ ょシゅレわゎ ヱ るΒミゲエャや ヮわホゅヅ ヶワ ラヲゎヲヘヤャ るΒヤムャや るホゅトャや 
5- ヶトガャや ブΒトャや ゑバらレΑ  ベゲヘャや ゑバらレΒャ モホぺ るホゅヅ ヵヲわジョ ヶャや ヶヤハぺ るホゅヅ ヵヲわジョ リョ ラヱゲわムャΙや メゅボわルや るイΒわル

. ラヲゎヲプ りケヲタ ヶヤハ リΑヲわジヨャや リΒよ るホゅトャや ヶプ 
 
4-  れゅハゅバセΙや ベΚヅや ギレハ ゅレヌェΙ ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ  ヶヤハ るΑキヲヨハ るバゼョ りやヲル リハ りケキゅダャや るΑヱヲレャや

 ウッヲョ ヲワ ゅヨミ りケキゅダャや れゅハゅバセΙや フやゲエルや リΒよ , モムゼャゅよ
:ユシゲャゅよ るエッヲヨャや れゅハゅバセΙや リョ ネヲル モミ ユシぺ 

1- .........ゅヘャぺ ユΒジィ....... 
2- .........ゅわΒよ ユΒジィ........ 
3- .........ゅョゅィ るバセぺ....... 
 
 
 
5- ギレハ  るバゼョ りやヲル リハ りケキゅダャや るΑヱヲレャや れゅハゅバセΙや ベΚヅぺ

 ゅヨミ ゅヰタゅダわョΕ るヘヤわガヨャや ゥやヲャΙや リョ るハヲヨイョ ヶヤハ , モムゼャゅよ
: るエッヲヨャや れゅハゅバセΙや ネやヲルぺ リョ ネヲル モミ ユシぺ リΒよ 

1- .........ゅヘャぺ ユΒジィ....... 
2- .........ゅわΒよ ユΒジィ........ 
3- .........ゅョゅィ るバセぺ....... 
 
6- ゅヅ リΒよ るホΚバャや マョゅョや ¬やゴィや ゐΚを ヶャや るヨジボョ , ヵケヱギャや メヲイャや ゲタゅレバャ ヶヤわムャや キギバャや ヱ るΑヱヲレャや テよゲャや るホ 
1-  るΑヲルぺ ヶヨジゎA ....... るΑヲルΕゅよるトシヲわヨャや..... 

............ るΑヲルや ヶワヱりゲボわジョ.............. 
2-  るΑヲルぺ ヶヨジゎB ...... るΑヲルΕゅよるヘΒヘガャや....... 

 ヶャや モΒヨゎヱ..... れΚハゅヘわャやるΒィゅョギルΙやムャ ......ゲボわジゎ ヶ 
...... ヶヤわムャや ゅワキギハ ヶャゅわャゅよヱキやキゴΑ モムャ テよゲャや るホゅヅ ヱ .......

...... ラヲヤミヲΒルキやキゴゎ....... 
3-  るΑヲルぺ ヶヨジゎC ...... るΑヲルΕゅよるヤΒボんャや..... 

...... れΚハゅヘわャや ヶャや モΒヨゎヱるΑケゅトゼルΙやゲボわジゎ ヶムャ ...... 
.... ヶヤわムャや ゅワキギハ ヶャゅわャゅよヱモボΑ.......  モムャ テよゲャや るホゅヅ ヱ

.... ラヲヤミヲΒル..キやキゴゎ....... 
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: リョ Κミ るヘΒドヱ ゥゲセや 
 

ュ るバトボャや ユシや ゅヰわヘΒドヱ 
1 ヶよゲヰムャや ギャヲヨャや ヶプ ラゅわΒルギバヨャや ラゅわボヤエャや ラゅわセゲヘャや ヶャや アゎゅレャや ケゅΒわャや モボル 
2 ヲョゅレΑギャや ヶプ ろΒプやゲイャや ラゅらツホ りゲもやギャや ヶャや ヶよゲヰムャや ケゅΒわャや モボル 
3  ヶプ ベヲボゼヨャや るルやヲトシΙや ヶヘダルヶよゲヰムャや ポゲエヨャや ゲヰムャや ケゅΒわャや ロゅイゎや ザムハブヤヨャや ヶプ ケゅヨャや ヶよ 
4 ヶんェ ブヤョ ヶヤハ ヵヲわエゎ キキゲわョ ケゅΒゎ りゲもやキ  れやケゅΒわャや ノレヨゎ ヱ キキゲわャや るツヘガレョ れやケゅΒわャや ケヱゲヨよ ウヨジゎ

 キキゲわャや るバヘゎゲヨャや– ヶムヤシΙや りゴヰィや 
5 ヵヲバシ ブんムョ ヶヤハ ヵヲわエゎ キキゲわョ ケゅΒゎ りゲもやキ  れやケゅΒわャや ノレヨゎ ヱ キキゲわャや るバヘゎゲョ れやケゅΒわャや ケヱゲヨよ ウヨジゎ

 キキゲわャや るツヘガレヨャや– シΙや りゴヰィやヶムヤ 
6 モハゅヘヨャや ヶプ めトらャや ラヱゲわΒレャや ) るΑヱヲレャや るヘΑグボャや ( ゲトゼレわャ りやヲレャや ヮよ フグボΑ 
7  モΒボんャや ¬ゅヨャや ( むギヰヨャや– ) ろΒプやゲイャや れゅルヱゲわΒレャや るハゲシ モΒヤボゎ 
8  ュヲΒョキゅムャや ( ユムエわャや りギヨハや– ) ラヱケヲらャや モハゅヘわャや メギバョ ヶプ ユムエわャや ヱ りギもやゴャや れゅルヱゲわΒレャや ソゅダわョや 
9 ノゼヨャや ラヲよゲムャや ゲもゅヌル ハ ギΑギエゎ) ろΒヨャや ユジィ ( れゅΑゲヘエャや ゲヨ 
10 ノゼヨャや ュヲΒルやケヲΒャや ゲもゅヌル るΒエャや ゲΒビ ¬ゅΒセΙや ゲヨハ ギΑギエゎ 

 
: ヶヤΑ ゅヨョ Κミ ソやヲカ ゥゲセや 

 
1- : リΒルゲャや りゲもやキ ソやヲカ 
 
1- . るΑヲバジャや るバルゅヨヨャや ヵヱゅジゎ るΒんエャや るバルゅヨヨャや 
2- . るレムヨョ るョヱゅボョ モホぺ ヶワ ヱ るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや ケやギボョ ヵヱゅジゎ るΒヤムャや りゲもやギャや るョヱゅボョ 
3- . りゲもやギャや ヶプ ゲヨゎ ケゅΒゎ りギセ ゲらミぺ ヶワ リΒルゲャや ケゅΒゎ りギセ 
4- . るΒョヱΕや るョヱゅボヨャや ヶヤハ ギヰイャや ヵヱゅジΑ りゲもやギャや ヶプ ヶヤムャや ギヰイャや 
 
2- やケやギョ ゲトホ ブダル ケやギボョ : メヱΕや ヵヲわジヨャや ゲトホ ブダレよ るルケゅボヨャゅよ リΒィヱケギΒヰャや りケク れ 

1 – R2 = 4 R1   2 – R3 = 9 R1 

3 – R4 = 16 R1   4 – R5 = 25 R1 

 
3- ヨミマルΚよ ろよゅを るャΙギよ リΒィヱケギΒヰャや りケク れやケやギョ ヶプ ラヱゲわムャΘャ るΑヱやゴャや るミゲエャや るΒ 

L1 = 
酸匝慈      L2 = 

匝酸匝慈 = 
酸慈 

L3 = 
惣酸匝慈     L4 = 

想酸匝慈 = 
匝酸慈  

 
るΒャゅわャや りゴヰィΕや モヨハ ヮΒヤハ ュヲボΑ ヵグャや ぺギらヨャや ゲミクぺ 

 
ュ コゅヰイャや ぺギらヨャや 
1 ヶよゲヰムャや ギャヲヨャや  ゑエャやヶジΒヅゅレピョヱゲヰムャや 
2 ヶよゲヰムャや ポゲエヨャや ゲヨわジョ ケゅΒゎ ヮΒプ ゲヨΑ マヤシ ヴヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや 
3 ヶよゲヰムャや メヲエヨャや メキゅらわヨャや ゑエャや 
4  るΒヤカやギャや るセゅゼャやラヲΑゴヘヤわヤャ るΒよゲヰミ るレエセ ヴヤハ りゲをぽヨャや るΒジΒヅゅレピヨャや りヲボャや 
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 るΒよゲヰムャや ゲもやヱギャや ユワぺ るΒよゲヰムャや りゴヰィΕや ヱ: 
 

ヶよゲヰムャや ギャヲヨャや 

 

ゲエヨャやヶよゲヰムャや ポ 

 

ヶよゲヰムャや メヲエヨャや 

 

 ヵヲわエゎ キキゲわョ ケゅΒゎ りゲもやキ
るΒョヱぺ るョヱゅボョ ヶヤハ 

 

 キキゲわョ ケゅΒゎ りゲもやキ
 ヶヤハ ヵヲわエゎ ブヤョ
ヶボル ヶんェ 

 

 キキゲわョ ケゅΒゎ りゲもやキ
 ブんムョ ヶヤハ ヵヲわエゎ

ヵヲバシ 

 

 リΒルケ りゲもやキ 

 

キヲΑやギヤャ ヶョゅョΙや コゅΒエルΙや 

 

キヲΑやギヤャ ヶジムバャや コゅΒエルΙや 

 
ゎ ケヲわシゴルやゲPNP ポゲわゼヨャや ゑハゅらャや るボΑゲトよ モダわョ 

 

 

 

 ケヲわシゴルやゲゎNPN ポゲわゼヨャや ゑハゅらャや るボΑゲトよ モダわョ 
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-  ユヌわレョ ヶジΒヅゅレピョ メゅイョ ヶプ ブヤョ ラやケヱキ ギレハ ヵゲヘダャや ノッヲャや リョ: ラヲムΑ モムゼャゅよ ウッヲョ ヲワ ゅヨミ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ュギガわジヨャや ラヲルゅボャや 3600 2700 1800 900 0 し 
f = B A cosし max 0 - max zero max f 

 zero max zero - max zero 
纂肢纂嗣  

i = imax Sin し zero - max zero max zero i 
I = Imax Sin し zero - max zero max zero I 

 

 

 

 

 

 


