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 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ＴＲＸｅｆ! Ｔかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ う
くがこぎｘかうぐぃ あぉそ えがかくけぉずぐｘごうぇ ｚ ｙけあけしぃお.
• Ｓぃぅがきｘくかがくぐず Ｔｘざぃぁが きぎうｙがぎｘ くががぐ‐

ｚぃぐくぐｚけぃぐ あぃぇくぐｚけぜしうお きぎがおすざぉぃか‐
かすお くぐｘかあｘぎぐｘお う ぐぎぃｙがｚｘかうそお ぅｘえが‐
かがあｘぐぃぉずくぐｚｘ ｚ がぐかがざぃかうう ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう きぎうｙがぎがｚ. ｊぃお かぃ おぃかぃぃ, えｘえ
うぅぁがぐがｚうぐぃぉう, おす くさうぐｘぃお くｚがうお あがぉ‐
ぁがお あｘぐず くぉぃあけぜしうぃ けえｘぅｘかうそ きが ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう.

• ｆさぃかず ｚｘいかが, さぐがｙす かｘくぐがそしぃぃ ぎけえが‐
ｚがあくぐｚが こぎｘかうぉがくず け きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ おｘ‐
ざうかす あぉそ えがかくけぉずぐｘごうぇ ｚ ｙけあけしぃお. Ｔ
くぉけさｘぃ きぎがあｘいう うぉう きぃぎぃあｘさう あｘかかがぁが
せぉぃえぐぎがｙすぐがｚがぁが きぎうｙがぎｘ あぎけぁがおけ ぉう‐
ごけ うぉう, ぃくぉう きぎう きぃぎぃぃぅあぃ かｘ かがｚがぃ
おぃくぐが いうぐぃぉずくぐｚｘ きぎうｙがぎ がくぐｘぃぐくそ きが
くぐｘぎがおけ ｘあぎぃくけ, がｙぃくきぃさずぐぃ きぃぎぃあｘさけ
ぎけえがｚがあくぐｚｘ ｚおぃくぐぃ く きぎうｙがぎがお ぃぁが
かがｚがおけ ｚぉｘあぃぉずごけ く ぐぃお, さぐがｙす がか おがぁ
がぅかｘえがおうぐずくそ く きぎｘｚうぉｘおう ぃぁが
せえくきぉけｘぐｘごうう う くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうおう
きぎぃあけきぎぃいあぃかうそおう.

• ｅＷｆＳｍｆＶＺｄｆ ｚかうおｘぐぃぉずかが がぅかｘえが‐
おうぐずくそ く かうおう きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ きぎうくぐけ‐
きうぐず え けくぐｘかがｚえぃ う せえくきぉけｘぐｘごうう おｘ‐
ざうかす.

• ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお くぐうぎｘぉず‐
かがぇ おｘざうかす きぎがｚぃぎずぐぃ ぃぃ かｘ がぐくけぐ‐
くぐｚうぃ きがｚぎぃいあぃかうぇ, ｚすぅｚｘかかすこ ぐぎｘかく‐
きがぎぐうぎがｚえがぇ. ｅうえがぁあｘ かぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ
え うかいぃかぃぎかすお くぃぐそお きがｚぎぃいあぃかかけぜ

おｘざうかけ. ｇぎう がｙかｘぎけいぃかうう えｘえうこ-ぉうｙが
きがｚぎぃいあぃかうぇ がｙぎｘしｘぇぐぃくず え きがくぐｘｚ‐
しうえけ.

• Ｗくぉう あがくぐｘｚえｘ おｘざうかす きぎがうぅｚぃあぃかｘ
ぅうおがぇ きぎう がぐぎうごｘぐぃぉずかすこ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘこ: ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお くぐう‐
ぎｘぉずかがぇ おｘざうかす あｘぇぐぃ ぃぇ きがくぐがそぐず
きぎう えがおかｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ ぐぃさぃかうぃ
24 さｘくがｚ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう
• ｆきｘくかが うぅおぃかそぐず ぐぃこかうさぃくえうぃ こｘぎｘえ‐

ぐぃぎうくぐうえう うぅあぃぉうそ うぉう えｘえうお-ぉうｙが がｙ‐
ぎｘぅがお おがあうげうごうぎがｚｘぐず ぃぁが.

• ｇぎう くぐうぎえぃ く ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ
くぐぃえぉが あｚぃぎごす おがいぃぐ くうぉずかが かｘぁぎぃ‐
ｚｘぐずくそ. ｅぃ えｘくｘぇぐぃくず ぃぁが!

• ｉぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あがおｘざかうぃ いう‐
ｚがぐかすぃ かぃ ぅｘｙうぎｘぉうくず ｚ ｙｘぎｘｙｘか. ｏぐが‐
ｙす うぅｙぃいｘぐず せぐがぁが, きぎがｚぃぎそぇぐぃ ｙｘぎｘ‐
ｙｘか きぃぎぃあ かｘさｘぉがお うくきがぉずぅがｚｘかうそ おｘ‐
ざうかす.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがきｘあｘかうそ ｚ おｘざうかけ
ぐｚぃぎあすこ がくぐぎすこ きぎぃあおぃぐがｚ, ぐｘえうこ えｘえ
おがかぃぐす, ｙけぉｘｚえう, ぅｘえがぉえう, ｚうかぐうえう,
えｘおかう う ぐ.あ., ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きぎうｚぃくぐう
え ぃぃ くぃぎずぃぅかがおけ きがｚぎぃいあぃかうぜ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが ぎぃえがおぃかあがｚｘかかがぃ
えがぉうさぃくぐｚが くおそぁさうぐぃぉそ ぐえｘかぃぇ う おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ. ｇぎう きぎうおぃかぃかうう さぎぃぅ‐
おぃぎかがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ ｚがぅおがいかが きがｚぎぃいあぃかうぃ ぐえｘかう.
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ｉお. ぎぃえがおぃかあｘごうう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ がぐかが‐
くうぐぃぉずかが えがぉうさぃくぐｚｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.

• ｄぃぉえうぃ きぎぃあおぃぐす, ぐｘえうぃ えｘえ かがくえう, かが‐
くがｚすぃ きぉｘぐえう, きがそくｘ う ぐ.あ., くぉぃあけぃぐ きが‐
おぃしｘぐず ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ おぃざえう あぉそ
くぐうぎえう うぉう かｘｚがぉがさえけ, うかｘさぃ ｚが ｚぎぃおそ
くぐうぎえう がかう おがぁけぐ ぅｘくぐぎそぐず おぃいあけ ｙｘ‐
えがお う ｙｘぎｘｙｘかがお.

• ｅぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚ おｘざうかぃ うぅあぃぉうそ く きぉｘ‐
くぐうかｘおう うぅ えうぐがｚがぁが けくｘ, があぃいあけ く かぃ‐
がｙぎｘｙがぐｘかかすおう えぎｘそおう う ぎｚｘかけぜ があぃ‐
いあけ.

• ｇがくぉぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ う きぃぎぃあ さうくぐえがぇ
う ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃお おｘざうかす ｚくぃぁあｘ
がぐえぉぜさｘぇぐぃ ぃぃ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう う ぅｘえぎす‐
ｚｘぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.

• ｅう きぎう えｘえうこ がｙくぐがそぐぃぉずくぐｚｘこ かぃ きす‐
ぐｘぇぐぃくず がぐぎぃおがかぐうぎがｚｘぐず おｘざうかけ くｘ‐
おがくぐがそぐぃぉずかが. ｈぃおがかぐ, ｚすきがぉかぃかかすぇ
かぃがきすぐかすおう ぉうごｘおう, おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう
え くぃぎずぃぅかがぇ かぃうくきぎｘｚかがくぐう うぉう ぐぎｘｚ‐
おぃ. ｆｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ くぃぎｚうく‐
かすぇ ごぃかぐぎ. Ｔくぃぁあｘ かｘくぐｘうｚｘぇぐぃ かｘ うく‐
きがぉずぅがｚｘかうう がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘく‐
ぐぃぇ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｕぐがぐ きぎうｙがぎ ぐそいぃぉすぇ. Ｓけあずぐぃ がくぐが‐

ぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.
• ｇぎう ぎｘくきｘえがｚえぃ きぎうｙがぎｘ けｙぃあうぐぃくず ｚ

ぐがお, さぐが がか かぃ きがｚぎぃいあぃか. Ｔ くぉけさｘぃ
くがおかぃかうぇ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず うお, ｘ がｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

• ｇぃぎぃあ かｘさｘぉがお せえくきぉけｘぐｘごうう おｘざうかす
くぉぃあけぃぐ けあｘぉうぐず ｚくぜ けきｘえがｚえけ う くかそぐず
ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｙがぉぐす. Ｔ きぎがぐうｚ‐
かがお くぉけさｘぃ ｚがぅおがいかが くぃぎずぃぅかがぃ きが‐
ｚぎぃいあぃかうぃ うぅあぃぉうそ う あぎけぁがぁが うおけしぃ‐
くぐｚｘ. ｉお. くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ ぎｘぅあぃぉ ｚ
ぎけえがｚがあくぐｚぃ きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ.

• ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ けｙぃあうぐぃくず,
さぐが がか かぃ くぐがうぐ かｘ くぉうｚかがお うぉう かｘぉうｚ‐
かがお ざぉｘかぁぃ う さぐが ｚぃぎこかそそ えぎすざえｘ かぃ
きぎういうおｘぃぐ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ え くぐぃかぃ.

• Ｗくぉう おｘざうかｘ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ かｘ えが‐
ｚぎがｚがお きがえぎすぐうう, かぃがｙこがあうおが がぐぎぃぁけ‐
ぉうぎがｚｘぐず かがいえう ぐｘえうお がｙぎｘぅがお, さぐがｙす
がｙぃくきぃさうぐず くｚがｙがあかけぜ ごうぎえけぉそごうぜ
ｚがぅあけこｘ きがあ おｘざうかがぇ.

• ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう がｙそぅｘぐぃぉずかが けｙぃあう‐
ぐぃくず ｚ がぐくけぐくぐｚうう けぐぃさえう ｚがあす うぅ
ざぉｘかぁがｚ う くがぃあうかうぐぃぉずかすこ せぉぃおぃか‐
ぐがｚ.

• Ｗくぉう きぎうｙがぎ けくぐｘかがｚぉぃか ｚ きがおぃしぃかうう,
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ えがぐがぎがお おがいぃぐ がきけ‐
くえｘぐずくそ かういぃ かけぉそ, がぅかｘえがおずぐぃくず く
ぎｘぅあぃぉがお "ｆきｘくかがくぐず ぅｘおぃぎぅｘかうそ".

• Ｔくぃ くｘかぐぃこかうさぃくえうぃ ぎｘｙがぐす, かぃがｙこが‐
あうおすぃ あぉそ けくぐｘかがｚえう あｘかかがぁが きぎうｙが‐
ぎｘ, あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ えｚｘぉうげうごう‐
ぎがｚｘかかすお くｘかぐぃこかうえがお うぉう えがおきぃ‐
ぐぃかぐかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

• Ｔくぃ ぎｘｙがぐす きが せぉぃえぐぎうさぃくえがおけ きがあ‐
えぉぜさぃかうぜ, かぃがｙこがあうおすぃ あぉそ けくぐｘかがｚ‐
えう あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ, あがぉいかす ｚすきがぉ‐
かそぐずくそ えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎう‐
えがお うぉう えがおきぃぐぃかぐかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

ｕえくきぉけｘぐｘごうそ
• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか ぐがぉずえが

あぉそ ｙすぐがｚがぁが きぎうおぃかぃかうそ. ｆか かぃ あがぉ‐
いぃか うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ ｚ ごぃぉそこ, がぐぉうさかすこ
がぐ ぐぃこ, あぉそ えがぐがぎすこ がか きぎぃあかｘぅかｘさぃか.

• ｉぐうぎｘぇぐぃ ぐがぉずえが ぐぃ うぅあぃぉうそ, えがぐがぎすぃ
きぎぃあかｘぅかｘさぃかす あぉそ おｘざうかかがぇ くぐうぎえう.
ｉぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお, けえｘぅｘかかすお かｘ
せぐうえぃぐえぃ えｘいあがぇ ｚぃしう.

• ｅぃ きぃぎぃぁぎけいｘぇぐぃ きぎうｙがぎ. ｉお. ぐｘｙぉうごけ
きぎがぁぎｘおお くぐうぎえう.

• ｇぃぎぃあ くぐうぎえがぇ きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｚくぃ
きけぁがｚうごす う ぅｘくぐぃいえう-おがぉかうう かｘ があぃい‐
あぃ ｙすぉう ぅｘくぐぃぁかけぐす, ｘ ｚ えｘぎおｘかｘこ かう‐
さぃぁが かぃ ｙすぉが. ｅぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚ おｘざうかぃ
くうぉずかが きがかがざぃかかけぜ うぉう ぎｚｘかけぜ があぃ‐
いあけ; けあｘぉそぇぐぃ きそぐかｘ えぎｘくえう, さぃぎかうぉ,
ぎいｘｚさうかす う ぐぎｘｚす きぃぎぃあ くぐうぎえがぇ. ｅＷ‐
ｃｔＹｗ くぐうぎｘぐず ｚ おｘざうかぃ ｙぜくぐぁｘぉずぐぃぎす
く きぎがｚがぉがさかすお えｘぎえｘくがお.

• ｅぃ くぉぃあけぃぐ くぐうぎｘぐず ｚ おｘざうかぃ ｚぃしう,
うくきｘさえｘかかすぃ ぉぃぐけさうおう いうあえがくぐそおう
かｘきがあがｙうぃ ｙぃかぅうかｘ. Ｗくぉう ぐｘえうぃ ぉぃぐけ‐
さうぃ いうあえがくぐう うくきがぉずぅがｚｘぉうくず あぉそ
さうくぐえう があぃいあす, かぃがｙこがあうおが きがぉかが‐
くぐずぜ けあｘぉうぐず うこ く かぃぃ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ
えぉｘくぐず ｚぃしう ｚ おｘざうかけ.

• ｅうえがぁあｘ かぃ ぐそかうぐぃ ぅｘ えｘｙぃぉず, さぐがｙす
ｚすかけぐず くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ うぅ ぎがぅぃぐえう; ｚくぃ‐
ぁあｘ ｙぃぎうぐぃくず ぅｘ くｘおけ ｚうぉえけ.

• ｅう ｚ えがぃお くぉけさｘぃ かぃ せえくきぉけｘぐうぎけぇぐぃ
きぎうｙがぎ ｚ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ くぃぐぃｚが‐
ぁが ざかけぎｘ うぉう ぐｘえうこ きがｚぎぃいあぃかうぇ きｘ‐
かぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ, ぎｘｙがさぃぁが くぐがぉｘ うぉう
がくかがｚｘかうそ, えがぐがぎすぃ がぐえぎすｚｘぜぐ あがくぐけき
ｚが ｚかけぐぎぃかかぜぜ さｘくぐず くぐうぎｘぉずかがぇ おｘ‐
ざうかす.
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ｆきうくｘかうぃ うぅあぃぉうそ
Ｔｘざ かがｚすぇ きぎうｙがぎ けあがｚぉぃぐｚがぎそぃぐ ｚくぃお くがｚぎぃおぃかかすお ぐぎぃｙがｚｘかうそお, きぎぃあじそ‐
ｚぉそぃおすお え せげげぃえぐうｚかがぇ くぐうぎえぃ ｙぃぉずそ, きぎう かうぅえがお ぎｘくこがあぃ ｚがあす, せかぃぎぁうう う
おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ. ｅがｚｘそ くうくぐぃおｘ くぐうぎえう がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ きがぉかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う けおぃかずざｘぃぐ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす, くきがくがｙくぐｚけそ せえがかがおうう せかぃぎ‐
ぁうう.

1 2

3

4

5

6

7

1 Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
2 ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ
3 ｃｘおきがさえｘ がくｚぃしぃかうそ ｙｘぎｘｙｘかｘ
4 ｈけさえｘ あぉそ がぐえぎすｚｘかうそ あｚぃぎごす

5 ｊｘｙぉうさえｘ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ
6 ｌうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ
7 ｈぃぁけぉうぎけぃおすぃ かがいえう
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Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
 ｆぐあぃぉぃかうぃ あぉそ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ,

うくきがぉずぅけぃおがぁが きぎう きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ
くぐうぎえぃ う ｚすおｘさうｚｘかうう, うぉう あぉそ きそぐかが‐
ｚすｚがあうぐぃぉそ, うくきがぉずぅけぃおがぁが かｘ せぐｘきぃ
ｚすｚぃあぃかうそ きそぐぃか (ぃくぉう うおぃぃぐくそ). ｄがぜ‐
しぃぃ くぎぃあくぐｚが あぉそ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ
くぐうぎえう う ｚすおｘさうｚｘかうそ あがｙｘｚぉそぃぐくそ ｚ
かｘさｘぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
ｇそぐかがｚすｚがあうぐぃぉず あがｙｘｚぉそぃぐくそ かｘ せぐｘきぃ
ｚすｚぃあぃかうそ きそぐぃか.

 ｆぐあぃぉぃかうぃ あぉそ きがぎがざえがｚがぁが うぉう いうあ‐
えがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, うくきがぉずぅけぃおがぁが
きぎう がくかがｚかがぇ くぐうぎえぃ. ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘ‐
かうう いうあえがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かｘぉう‐
ｚｘぇぐぃ ぃぁが かぃきがくぎぃあくぐｚぃかかが きぃぎぃあ ぅｘきけ‐
くえがお きぎがぁぎｘおおす.

 ｆぐあぃぉぃかうぃ あぉそ いうあえうこ あがｙｘｚがえ (くおそぁ‐
さうぐぃぉそ ぐえｘかぃぇ, えぎｘこおｘぉｘ).
ｇぎう あがぅうぎがｚえぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う あがｙｘ‐
ｚがえ ぎけえがｚがあくぐｚけぇぐぃくず けえｘぅｘかうそおう うぅぁが‐
ぐがｚうぐぃぉそ う かぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ がぐおぃぐえけ
"ЙAФ" かｘ くぐぃかえぃ あがぅｘぐがぎｘ. ｉおそぁさうぐぃぉず
ぐえｘかぃぇ うぉう えぎｘこおｘぉずかすぃ あがｙｘｚえう かぃがｙ‐
こがあうおが ぅｘぉうｚｘぐず ｚ がぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ
きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ
ｅｘ ぎうくけかえぃ きがえｘぅｘかｘ きｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ. ｅｘ かぃお きがえｘぅｘかす くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお,
えかがきえう, うかあうえｘぐがぎす う あうくきぉぃぇ. ｆかう きぎぃあくぐｘｚぉぃかす くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうおう ごうげぎｘおう
かｘ くぉぃあけぜしうこ くぐぎｘかうごｘこ.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお
2. Ｖうくきぉぃぇ
3. ｂかがきえｘ ｚすｙがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす

4. ｂかがきえｘ くかういぃかうそ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ
5. ｂかがきえう あがき. げけかえごうぇ
6. ｂかがきえｘ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ
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7. ｂかがきえｘ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ" 8. ｂかがきえう "ｄぃかぃあいぃぎｘ ｚぎぃおぃかう"
  

= きぎがぁぎｘおおす "ｄぃかぃあ‐
いぃぎ ｚぎぃおぃかう"

 = ｍぉがきがえ

= ｉうかぐぃぐうえｘ  = Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう
= ｐぃぎくぐず  = ｈけさかｘそ くぐうぎえｘ
= Ｖｘおくえがぃ ｙぃぉずぃ  = ｐぃぉえ
= ｇがぉがくえｘかうぃ  = ｉぉうｚ
= ｆぐいうお   + = ｕかぃぎぁがくｙぃぎぃいぃかうぃ

(ｕえがかがおうさかｘそ くぐうぎえｘ)
= 14 おうかけぐ  = ｆあぃそぉが

1 - 2 = Ｚぅｙぎｘかかすぃ きぎがぁぎｘお‐
おす

 = ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ

= ｂかがきえう あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすこ げけかえごうぇ

 = ｂかがきえｘ "Ｔｚぃぎこ"

= ｂかがきえｘ "Ｔかうぅ"  = Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ
ЛЗ = ｂかがきえｘ きがあぐｚぃぎいあぃ‐

かうそ
 = ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ

 +/- = ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう    

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
• ｋｙぃあうぐぃくず ｚ ぐがお, さぐが きがあえぉぜさぃかうぃ

おｘざうかす え せぉぃえぐぎがくぃぐう, ｚがあがきぎが‐
ｚがあけ う えｘかｘぉうぅｘごうう ｚすきがぉかぃかが ｚ
くががぐｚぃぐくぐｚうう く うかくぐぎけえごうそおう きが
けくぐｘかがｚえぃ.

• Ｖがくぐｘかずぐぃ うぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ きがぉうくぐう‐
ぎがぉがｚすぇ ｙぉがえ う あぎけぁうぃ きぎぃあおぃぐす.

• ｇぃぎぃあ きぃぎｚがぇ くぐうぎえがぇ ｚすきがぉかうぐぃ
ごうえぉ くぐうぎえう うぅあぃぉうぇ うぅ こぉがきえｘ きぎう

おｘえくうおｘぉずかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｙぃぅ
ｙぃぉずそ, さぐがｙす きぎがさうくぐうぐず ｙｘえ う ｙｘ‐
ぎｘｙｘか. ｅｘくすきずぐぃ 1/2 おぃぎえう くぐう‐
ぎｘぉずかがぁが きがぎがざえｘ ｚ がぐあぃぉぃかうぃ
あぉそ がくかがｚかがぇ くぐうぎえう あがぅｘぐがぎｘ う
ぅｘきけくぐうぐぃ おｘざうかけ.

ｇぃぎくがかｘぉうぅｘごうそ
Ｔすｙがぎ そぅすえｘ
ｇぎう きぃぎｚがお ｚえぉぜさぃかうう きぎうｙがぎｘ, きがｚが‐
ぎｘさうｚｘそ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ( 1 ), かぃがｙ‐
こがあうおが ｚすｙぎｘぐず そぅすえ, かｘ えがぐがぎがお ｙけあけぐ
ｚすｚがあうぐずくそ くががｙしぃかうそ かｘ あうくきぉぃぃ. ｇぎう
くぉぃあけぜしぃお ｚえぉぜさぃかうう きぎうｙがぎｘ ｚくぃ くが‐
がｙしぃかうそ かｘ あうくきぉぃぃ ｙけあけぐ きがそｚぉそぐずくそ
かｘ せぐがお そぅすえぃ.
Ｔかうおｘかうぃ!
Ｗくぉう かｘ あうくきぉぃぃ かぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ かう
があうか そぅすえ, ぅかｘさうぐ, きぎうｙがぎ けいぃ ｚえぉぜさｘぉ‐
くそ こがぐそ ｙす があうか ぎｘぅ. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ, ぃくぉう
ｚす こがぐうぐぃ うぅおぃかうぐず けくぐｘかがｚえけ そぅすえｘ, があ‐
かがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ きぎうｙぉうぅうぐぃぉずかが
かｘ 6 くぃえけかあ えかがきえう 3 う 4 あぉそ ｚすｚがあｘ かｘ

あうくきぉぃぇ おぃかぜ ｚすｙがぎｘ そぅすえｘ. ｅｘいうおｘぇ‐
ぐぃ えかがきえう 5 ("Ｔｚぃぎこ"  うぉう "Ｔかうぅ"  )
あぉそ きぎがえぎけぐえう ｚくぃこ うおぃぜしうこくそ そぅすえがｚ.
Ｖｚｘいあす かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎ‐
いあぃかうそ くｚがぃぁが ｚすｙがぎｘ.
ｋくぐｘかがｚえｘ ｚぎぃおぃかう Ｔぎぃおそ )
ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう そぅすえｘ, きぃぎぃあ ぐぃお えｘえ
きぎうくぐけきｘぐず え きぃぎｚがぇ くぐうぎえぃ, かぃがｙこがあうおが
ｚすくぐｘｚうぐず ぐぃえけしぃぃ ｚぎぃおそ.
ｅぃ ぅｘｙすｚｘぇぐぃ うぅおぃかそぐず ぐぃえけしぃぃ ｚぎぃおそ
きぎう きぃぎぃこがあぃ く ぉぃぐかぃぁが ｚぎぃおぃかう かｘ ぅうお‐
かぃぃ, う かｘがｙがぎがぐ.
ｅｘくぐぎがぇえう さｘくがｚ あがきけくえｘぜぐ ｚがぅおがい‐
かがくぐず うぅおぃかぃかうそ/かｘくぐぎがぇえう ぐぃえけしぃぁが
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ｚぎぃおぃかう. ｅぃがｙこがあうおが きぎがｚぃぎそぐず う えがぎ‐
ぎぃえぐうぎがｚｘぐず ぐがさかがくぐず こがあｘ さｘくがｚ, ぐｘえ えｘえ
がぐ せぐがぁが ぅｘｚうくうぐ ｚぎぃおそ がえがかさｘかうそ ごうえぉｘ
くぐうぎえう.
ｇぎう ぎｘぅがｚがお/えぎｘぐえがｚぎぃおぃかかがお かｘいｘぐうう
えかがきがえ 5 ざｘぁ うぅおぃかぃかうそ ｚぎぃおぃかう くがくぐｘ‐
ｚぉそぃぐ があかけ おうかけぐけ. ｇぎう けあぃぎいうｚｘかうう
せぐうこ えかがきがえ ｚ かｘいｘぐがお きがぉがいぃかうう ざｘぁ
うぅおぃかぃかうそ ｚぎぃおぃかう くがくぐｘｚぉそぃぐ 10 おう‐
かけぐ. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ げうえくｘごうう ぐぃ‐
えけしぃぁが ｚぎぃおぃかう.
Ｔかうおｘかうぃ!
Ｗくぉう きぎうｙがぎ けいぃ ｚえぉぜさｘぉくそ, かｘいおうぐぃ
えかがきえう 5 あぉそ ｚすｚがあｘ かｘ あうくきぉぃぇ おぃかぜ
あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ.
ｉかがｚｘ かｘいうおｘそ ぐぃ いぃ えかがきえう, おがいかが きぎが‐
くおｘぐぎうｚｘぐず ｚくぃ あがくぐけきかすぃ あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすぃ げけかえごうう あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ
かぃ きがそｚうぐくそ おぃかぜ "ｅｘくぐぎがぇえう" (ｋくぐｘかがｚ‐
えう).
ｏぐがｙす ｚがぇぐう ｚ おぃかぜ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 .
ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえう 5  あぉそ きぎがえぎけぐえう ｚくぃこ
かｘくぐぎがぃえ あが きがそｚぉぃかうそ がきごうう "Ｔぎぃおそ";
きがくぉぃ せぐがぁが かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあ‐
ぐｚぃぎいあぃかうそ くあぃぉｘかかがぁが ｚすｙがぎｘ う ぅｘぐぃお
けくぐｘかがｚうぐぃ ｚぎぃおそ.
ｇがぉずぅがｚｘぐぃぉずくえうぃ かｘくぐぎがぇえう
ｇぎうｙがぎ うおぃぃぐ おぃかぜ "ｅｘくぐぎがぇえう", えがぐが‐
ぎがぃ きがぅｚがぉそぃぐ きがぉずぅがｚｘぐぃぉぜ うぅおぃかそぐず
ぅｘｚがあくえうぃ かｘくぐぎがぇえう きが くがｙくぐｚぃかかがおけ
けくおがぐぎぃかうぜ.
ｇがくぉぃ ｚえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ きぎう きがおがしう
くぃぉぃえぐがぎｘ きぎがぁぎｘおお ( 1 ) かｘいうおｘぇぐぃ
えかがきえう 5 あぉそ ｚすｚがあｘ かｘ あうくきぉぃぇ おぃかぜ
あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ. ｉかがｚｘ かｘいう‐
おｘそ ぐぃ いぃ えかがきえう, おがいかが きぎがくおｘぐぎうｚｘぐず
ｚくぃ あがくぐけきかすぃ がきごうう あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かぃ
きがそｚうぐくそ おぃかぜ "ｅｘくぐぎがぇえう". ｏぐがｙす ｚがぇ‐
ぐう ｚ おぃかぜ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 . ｉかがｚｘ かｘ‐
いうおｘそ えかがきえう 5 , きぎがえぎけぐうぐぃ ｚくぃ かｘくぐぎがぇ‐
えう う かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃ‐
かうそ くあぃぉｘかかがぁが ｚすｙがぎｘ.
ｅｘくぐぎがぇえｘ ぁぎがおえがくぐう ぅｚけえｘ ( Ｕぎがおえがくぐず)
ｕぐｘ かｘくぐぎがぇえｘ きがぅｚがぉそぃぐ きがぉずぅがｚｘぐぃぉぜ
ぎぃぁけぉうぎがｚｘぐず ぁぎがおえがくぐず ぅｚけえｘ. ｅｘいうおｘぇ‐
ぐぃ えかがきえう 5 あぉそ ｚすｙがぎｘ ぁぎがおえがくぐう がぐ 0 あが
9 (0 – かぃぐ ぅｚけえｘ, 9 - おｘえく.).
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ
ｚすｙがぎｘ.

Ｔえぉぜさぃかうぃ げけかえごうう "Ｙｘおがえ がぐ あぃぐぃぇ"
( Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ)
Ｔ きぎうｙがぎぃ うおぃぃぐくそ げけかえごうそ "Ｙｘおがえ がぐ
あぃぐぃぇ", えがぐがぎｘそ きがぅｚがぉそぃぐ がくぐｘｚぉそぐず おｘ‐
ざうかけ く ぅｘえぎすぐがぇ あｚぃぎごぃぇ ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ
う かぃ ｙぃくきがえがうぐずくそ が ぐがお, さぐが あぃぐう おがぁけぐ
きがぉけさうぐず ぐぎｘｚおけ うぉう きがｚぎぃあうぐず きぎうｙがぎ.
Ｔえぉぜさｘぇぐぃ せぐけ あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ げけかえ‐
ごうぜ あが かｘいｘぐうそ えかがきえう 7 うぉう きがくぉぃ ｚす‐
ｙがぎｘ かけいかがぇ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
ｕぐｘ げけかえごうそ がくぐｘぃぐくそ ｚえぉぜさぃかかがぇ, あｘいぃ
ぃくぉう きぎうｙがぎ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ.
ｋくぐｘかがｚうぐぃ げけかえごうぜ "Ｙｘおがえ がぐ あぃぐぃぇ":
• かｘいおうぐぃ えかがきえう 5 あぉそ ｚすｚがあｘ かｘ あうくき‐

ぉぃぇ おぃかぜ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
• かｘいうおｘそ えかがきえう 5  , ｚすｙぃぎうぐぃ げけかえごうぜ

"Ｙｘおがえ がぐ あぃぐぃぇ"

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 , さぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ
げけかえごうぜ. ｇぎう せぐがお くぐｘぐけく くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぁが くうおｚがぉｘ うぅおぃかうぐくそ く
"Ｔすえぉ" かｘ "Ｔえぉ", う かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ
くぉぃあけぜしぃぃ くががｙしぃかうぃ: あぉそ ぎｘぅｙぉがえう‐
ぎがｚえう おｘざうかす があかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ
えかがきえう  う  う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ うこ ｚ ぐぃ‐
さぃかうぃ 5 くぃえけかあ.

• ｇぎう かｘいｘぐうう えかがきえう 3 うぉう 4 あうくきぉぃぇ
ｚがぅｚぎｘしｘぃぐくそ ｚ うくこがあかがぃ くがくぐがそかうぃ.

Ｗくぉう きがくぉぃ かｘさｘぉｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎが‐
ぁぎｘおおす きぎう ｘえぐうｚうぎがｚｘかかがぇ げけかえごうう
"Ｙｘおがえ がぐ あぃぐぃぇ" ｚす かｘいおぃぐぃ えｘえけぜ-ぉうｙが
えかがきえけ, かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ くががｙしぃかうぃ
"ｄｘざうかｘ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかｘ, あぉそ ぎｘぅｙぉがえう‐
ぎがｚえう うくきがぉずぅけぇぐぃ えがおｙうかｘごうぜ えかがきがえ."
ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす かぃがｙこがあうおが
があかがｚぎぃおぃかかが かｘいｘぐず がｙぃ えかがきえう 5 う かぃ
がぐきけくえｘぐず うこ ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ くぃ‐
えけかあ あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ きが‐
そｚうぐくそ くががｙしぃかうぃ (ｄｘざうかｘ ぎｘぅｙぉがえうぎが‐
ｚｘかｘ), きがくぉぃ さぃぁが おがいかが ｚすｙぎｘぐず かがｚけぜ
きぎがぁぎｘおおけ.
ｅｘくぐぎがぇえｘ そぎえがくぐう ( ｗぎえがくぐず)
ｅｘくぐぎがぇえｘ そぎえがくぐう きがぅｚがぉそぃぐ ぎぃぁけぉうぎが‐
ｚｘぐず うかぐぃかくうｚかがくぐず きがあくｚぃぐえう あうくきぉぃそ.
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ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえう 5 あぉそ けｚぃぉうさぃかうそ うぉう
けおぃかずざぃかうそ そぎえがくぐう.
Ｔす おがいぃぐぃ ｚすｙぎｘぐず けぎがｚぃかず そぎえがくぐう ｚ
うかぐぃぎｚｘぉぃ がぐ 0 あが 9 ( 0  - おうかうおｘぉずかすぇ,
9 - おｘえくうおｘぉずかすぇ).
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ
ｚすｙがぎｘ.
ｅｘくぐぎがぇえｘ えがかぐぎｘくぐかがくぐう
( ｂがかぐぎｘくぐかがくぐず)
ｅｘくぐぎがぇえｘ えがかぐぎｘくぐかがくぐう きがぅｚがぉそぃぐ ぎぃ‐
ぁけぉうぎがｚｘぐず がきぐうさぃくえうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう
あうくきぉぃそ.
ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえう 5 あぉそ けｚぃぉうさぃかうそ うぉう
けおぃかずざぃかうそ えがかぐぎｘくぐかがくぐう.
Ｔす おがいぃぐぃ ｚすｙぎｘぐず けぎがｚぃかず えがかぐぎｘくぐかが‐
くぐう ｚ うかぐぃぎｚｘぉぃ がぐ 0 あが 9 ( 0  - おうかうおｘぉず‐
かすぇ, 9 - おｘえくうおｘぉずかすぇ).
ｉｙぎがく ｚくぃこ かｘくぐぎがぃえ きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ
( ｉｙぎがく けくぐｘかがｚがえ)
ｕぐｘ げけかえごうそ きがぅｚがぉそぃぐ ｚぃぎかけぐずくそ え ぅｘ‐
ｚがあくえうお かｘくぐぎがぇえｘお

ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 , さぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ
げけかえごうぜ.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ
ｚすｙがぎｘ.
Ｔがぅｚぎｘぐ ｚ ぁぉｘｚかがぃ おぃかぜ ( ｅｘぅｘあ)
Ｖぉそ ｚがぅｚぎｘぐｘ ｚ ぁぉｘｚかがぃ おぃかぜ きぃぎぃぇあうぐぃ
え がきごうう "ｅｘぅｘあ"  , かｘいうおｘそ えかがきえう 5 .
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ
ｚすｙがぎｘ.
Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ
ｄｘざうかｘ がｙがぎけあがｚｘかｘ けくぐぎがぇくぐｚがお ぅｚけ‐
えがｚがぇ くうぁかｘぉうぅｘごうう, くぎｘｙｘぐすｚｘぜしうお ｚ
くぉぃあけぜしうこ くぉけさｘそこ:
• きが がえがかさｘかうう ごうえぉｘ ;
• ｚ くぉけさｘぃ えｘえうこ-ぉうｙが かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ.
Ｗくぉう かぃがｙこがあうおが がぐえぉぜさうぐず ぅｚけえがｚけぜ
くうぁかｘぉうぅｘごうぜ ぅｘ うくえぉぜさぃかうぃお ぐぃこ くぉけ‐
さｘぃｚ, えがぁあｘ ぎぃさず うあぃぐ が かぃうくきぎｘｚかがくぐそこ
ｚ ぎｘｙがぐぃ おｘざうかす, ぎｘｙがぐぃ, くお. きぎぃあすあけ‐
しけぜ ぁぉｘｚけ "ｅｘくぐぎがぇえｘ ぁぎがおえがくぐう ぅｚけえｘ".

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
Ｙｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ
ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ, がくぐがぎがいかが きがぐそかけｚ ぃぃ
ぅｘ ぎけさえけ. ｂぉｘあうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘか きが があ‐
かがぇ ｚぃしう, くぐｘぎｘそくず おｘえくうおｘぉずかが ぎｘぅ‐
ｚぃぎかけぐず えｘいあけぜ. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

Ｖがぅうぎがｚｘかうぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う くおそぁ‐
さうぐぃぉそ ぐえｘかぃぇ
Ｔすぐそかうぐぃ あが けきがぎｘ あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ. ｆぐおぃぎずぐぃ かぃがｙこがあうおがぃ えがぉうさぃ‐
くぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, きがおぃくぐうぐぃ ぃぁが ｚ
がぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ, きぎぃあかｘぅかｘさぃかかがぃ
あぉそ がくかがｚかがぇ くぐうぎえう  うぉう ｚ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぃ がぐあぃぉぃかうぃ, ぃくぉう せぐがぁが ぐぎぃ‐

ｙけぃぐ ｚすｙぎｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ/あがきがぉかう‐
ぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ (ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかけぜ うか‐
げがぎおｘごうぜ くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "Ｖがぅｘぐがぎ おがぜ‐
しうこ くぎぃあくぐｚ").

ｇぎう かｘぉうさうう ぐｘえがぇ かぃがｙこがあうおがくぐう きが‐
おぃくぐうぐぃ くおそぁさうぐぃぉず ぐえｘかう ｚ がぐあぃぉぃかうぃ
あがぅｘぐがぎｘ, きがおぃさぃかかがぃ くうおｚがぉがお  (かぃ
きぎぃｚすざｘそ がぐおぃぐえけ "ЙAФ"). ｆくぐがぎがいかが
ぅｘえぎがぇぐぃ あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.

8  бибЯролисф



Ｔすｙがぎ かけいかがぇ きぎがぁぎｘおおす
ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ( 1 ) かｘ
かけいかけぜ きぎがぁぎｘおおけ. ｇぎう ｚえぉぜさぃかうう きぎう‐
ｙがぎｘ ぎｘぅあｘぃぐくそ おぃぉがあうさかすぇ ぅｚがか, があかが‐
ｚぎぃおぃかかが く せぐうお かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐくそ
ぉがぁがぐうき ｙぎぃかあｘ, う ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ
くぃえけかあ ｚ きがくぉぃあかうこ あｚけこ くぐぎがえｘこ あうく‐
きぉぃそ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ えがぎがぐえがぃ がきうくｘかうぃ
ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす.
ｇがくぉぃ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす かｘ あうくきぉぃぃ
きぎうｙがぎｘ ( 2 ) がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くぉぃあけぜしｘそ
うかげがぎおｘごうそ:
2.1 ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
2.2 くえがぎがくぐず がぐいうおｘ
2.3 くうおｚがぉす ｚがぅおがいかすこ あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすこ げけかえごうぇ
2.4 くぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう ｙぃぉずそ 1)

2.5 きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす くぐうぎ‐
えう
2.6 ぎｘくさぃぐかがぃ ｚぎぃおそ ぅｘｚぃぎざぃかうそ ごうえぉｘ
くぐうぎえう

2.1 2.2 2.3 2.4 2.6

2.5

ｇぎう せぐがお かｘさうかｘぃぐ おうぁｘぐず うかあうえｘぐがぎ,
ｚくぐぎがぃかかすぇ ｚ えかがきえけ 7 .
ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお おがいかが きがｚがぎｘさう‐
ｚｘぐず えｘえ きが さｘくがｚがぇ, ぐｘえ う きぎがぐうｚ さｘくが‐
ｚがぇ くぐぎぃぉえう. ｇがぉがいぃかうぃ Л くぉけいうぐ あぉそ

がぐおぃかす きぎがぁぎｘおおす / ｚすえぉぜさぃかうそ おｘざう‐
かす.
ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす くぃぉぃえぐがぎ きぎが‐
ぁぎｘおお くぉぃあけぃぐ きがｚぃぎかけぐず ｚ きがぉがいぃかうぃ
Л, さぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おｘざうかけ.
ＴＲＸｅｆ! Ｗくぉう ｚが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ
きがｚぃぎかけぐず くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ
きがぉがいぃかうぃ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぃ あぎけぁがぇ
きぎがぁぎｘおおぃ, かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ
くががｙしぃかうぃ が ぐがお, さぐが かぃがｙこがあうおが
ｚぃぎかけぐず くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ
きぎぃあすあけしぃぃ きがぉがいぃかうぃ.
ｇぎう せぐがお おｘざうかｘ かぃ ｙけあぃぐ ｚすきがぉかそぐず
ｚかがｚず ｚすｙぎｘかかけぜ きぎがぁぎｘおおけ.
Ｖうくきぉぃぇ

ＶＺｉｇｃＷａ うくきがぉずぅけぃぐくそ あぉそ ぅｘあｘ‐
かうそ ｙがぉずざがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ げけかえごうぇ う
うこ えがおｙうかｘごうぇ あぎけぁ く あぎけぁがお く きが‐
おがしずぜ ぉうざず かぃくえがぉずえうこ がぎぁｘかがｚ
けきぎｘｚぉぃかうそ (くぃぉぃえぐがぎｘ きぎがぁぎｘおお う 8
えかがきがえ). ｊｘえがぃ きぎがくぐがぃ けきぎｘｚぉぃかうぃ
ぉぃぁえが がくけしぃくぐｚぉそぃぐくそ ｙぉｘぁがあｘぎそ うか‐
ぐぃぎｘえぐうｚかがおけ あうくきぉぃぜ. "Ｚかぐぃぎｘえ‐
ぐうｚかすぇ" がぅかｘさｘぃぐ, さぐが うかげがぎおｘごうそ
かｘ あうくきぉぃぃ きぎうｙがぎｘ おぃかそぃぐくそ ｚ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚうう く えｘいあがぇ ｚすきがぉかぃかかがぇ
ｚｘおう がきぃぎｘごうぃぇ きが ｚｚがあけ ぐぃこ うぉう
うかすこ あｘかかすこ. ｊｘえうお がｙぎｘぅがお がｙぃく‐
きぃさうｚｘぃぐくそ ｚすきがぉかぃかうぃ ぐがぉずえが あが‐
きけくぐうおすこ かｘくぐぎがぃえ. ｇがくおがぐぎぃぐず ぐぃ‐
えけしうぃ かｘくぐぎがぇえう おｘざうかす かｘ うかげがぎ‐
おｘごうがかかがぇ きｘかぃぉう う ｚ くぐぎがえぃ あがきがぉ‐
かうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ おがいかが ｚ ぉぜｙがぃ
ｚぎぃおそ.

ｅｘ あうくきぉぃぇ ｚすｚがあうぐくそ くぉぃあけぜしｘそ うか‐
げがぎおｘごうそ:
• ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ｚすｙぎｘかかがぇ きぎが‐

ぁぎｘおおす
ｇがくぉぃ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす きぎがあがぉいう‐
ぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう ( 2.5 ) う
がいうあｘぃおがぃ ｚぎぃおそ ぃぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ
( 2.6 ) がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ かｘ あうくきぉぃぃ ｚ さｘ‐
くｘこ う おうかけぐｘこ (かｘきぎうおぃぎ, 20:33 ).
ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ｚすｙぎｘかかがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす くぐうぎえう ぎｘくくさうぐすｚｘぃぐくそ ｘｚぐが‐
おｘぐうさぃくえう かｘ がくかがｚｘかうう おｘえくうおｘぉず‐
かがぇ ぅｘぁぎけぅえう, きぎぃあけくおがぐぎぃかかがぇ あぉそ えｘ‐
いあがぁが ぐうきｘ ぐえｘかう.

1) ｊがぉずえが く きぎがぁぎｘおおｘおう ｍぉがきがえ , ｉうかぐぃぐうえｘ う Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう .
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ｇがくぉぃ かｘさｘぉｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす
がくぐｘｚざぃぃくそ あが ぃぃ がえがかさｘかうそ ｚぎぃおそ ｙけ‐
あぃぐ がｙかがｚぉそぐずくそ ぃいぃおうかけぐかが.

• Ｚかあうえｘぐがぎす こがあｘ ｚすきがぉかぃかうそ きぎが‐
ぁぎｘおおす
ｇがくぉぃ かｘいｘぐうそ えかがきえう 7 かｘ あうくきぉぃぃ
がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ ぐぃえけしうぇ せぐｘき ｚすきがぉかぃ‐
かうそ きぎがぁぎｘおおす. Ｖうくきぉぃぇ きがえｘぅすｚｘぃぐ
くうおｚがぉ ｚすｙぎｘかかがぁが ぐうきｘ ぐえｘかう, ぐぃえけ‐
しうぇ せぐｘき ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘおおす,
きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず きぎがぁぎｘおおす くぐうぎ‐
えう う ｚぎぃおそ がえがかさｘかうそ ごうえぉｘ. Ｔが ｚぎぃおそ
ｚすきがぉかぃかうそ おｘざうかがぇ せぐｘきｘ くぐうぎえう かｘ
あうくきぉぃぃ ぐｘえいぃ がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ ｘかうおう‐
ぎがｚｘかかすぃ きけぅすぎずえう, うおうぐうぎけぜしうぃ
あｚういぃかうぃ ｚがあす.
ｉお. かういぃきぎうｚぃあぃかかすぇ ぎうくけかがえ:

• ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ
Ｔすｙぎｘかかがぃ ｚぎぃおそ がぐくぎがさえう きけくえｘ
(おｘえく. 20 さｘくがｚ) がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ かｘ
けさｘくぐえぃ 2.5 あうくきぉぃそ (きぎう かｘさｘぉぃ ぎｘｙが‐
ぐす きぎうｙがぎｘ) ぎそあがお く くががぐｚぃぐくぐｚけぜ‐
しうお くうおｚがぉがお  , えがぐがぎすぇ きぎう せぐがお
ぅｘぁがぎｘぃぐくそ. Ｔぎぃおそ がぐくぎがさえう うぅおぃかそぃぐ‐
くそ く ざｘぁがお ｚ 1 おうかけぐけ.

• ｂがあす かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ
Ｔ くぉけさｘぃ えｘえがぇ-ぉうｙが かぃうくきぎｘｚかがくぐう かｘ
あうくきぉぃぃ おがいぃぐ きがそｚうぐずくそ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぇ えがあ, かｘきぎうおぃぎ, " Ｔがあｘ かぃ ぅｘ‐
ぉうｚｘぃぐくそ. ｆぐえぎがぇぐぃ えぎｘか う ぅｘぐぃお かｘ‐
いおうぐぃ えぉｘｚうざけ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ." (くお. ぎｘぅ‐
あぃぉ "Ｗくぉう おｘざうかｘ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ").

• ｂがかぃご きぎがぁぎｘおおす
ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす あうくきぉぃぇ くが‐
がｙしｘぃぐ, さぐが あｚぃぎごｘ ぎｘぅｙぉがえうぎがｚｘかｘ, う
ごうえぉ くぐうぎえう ぅｘｚぃぎざぃか. ｉうおｚがぉ あｚぃぎごす

 きぎがあがぉいｘぃぐ ぁがぎぃぐず, けえｘぅすｚｘそ かｘ ぐが,
さぐが ごうえぉ くぐうぎえう ぅｘｚぃぎざぃか う あｚぃぎごけ
おがいかが がぐえぎすぐず.

ｂかがきえう あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ きぎがぁぎｘおおす ｚがぅ‐
おがいかが くがさぃぐｘかうぃ ぎｘぅぉうさかすこ げけかえ‐
ごうぇ. Ｚこ くぉぃあけぃぐ ｚすｙうぎｘぐず きがくぉぃ ｚす‐
ｙがぎｘ かけいかがぇ きぎがぁぎｘおおす う あが かｘいｘ‐
ぐうそ えかがきえう 7 .

ＴＲＸｅｆ! ｆ くがｚおぃくぐうおがくぐう きぎがぁぎｘおお
くぐうぎえう く ぎｘぅぉうさかすおう あがきがぉかうぐぃぉずかすおう
げけかえごうそおう くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "ｇぎがぁぎｘおおす
くぐうぎえう".
Ｔすｙがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす (えかがきえｘ 3)

ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ 3 , さぐがｙす きがｚす‐
くうぐず うぉう きがかうぅうぐず ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ,
ぃくぉう Ｔす こがぐうぐぃ, さぐがｙす くぐうぎえｘ ｙぃぉずそ
ｚすきがぉかそぉｘくず きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚがあす,
がぐぉうさｘぜしぃぇくそ がぐ きぎぃあぉがいぃかかがぇ
きぎうｙがぎがお (けさｘくぐがえ 2.1 かｘ あうくきぉぃぃ).

ＴＲＸｅｆ! Ｙかｘさぃかうそ おｘえくうおｘぉずかがぇ う
おうかうおｘぉずかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす あぉそ えｘいあがぇ
きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ
"ｇぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう".  = ｍがぉがあかｘそ
くぐうぎえｘ
Ｔすｙがぎ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ うぉう あぎけぁうこ
あがくぐけきかすこ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
(えかがきえｘ 4)
ｅぃくえがぉずえが ぎｘぅ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 4 あぉそ うぅ‐
おぃかぃかうそ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ, ぃくぉう ｚす こがぐう‐
ぐぃ, さぐがｙす がぐいうお ｚｘざぃぁが ｙぃぉずそ ｙすぉ ｚす‐
きがぉかぃか くが くえがぎがくぐずぜ, がぐぉうさｘぜしぃぇくそ がぐ
きぎぃあぉがいぃかかがぇ きぎうｙがぎがお あぉそ あｘかかがぇ
きぎがぁぎｘおおす.
ＴＲＸｅｆ! ｅｘ あうくきぉぃぃ 2.2 きがそｚぉそぃぐくそ
おｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ,
あがくぐけきかｘそ あぉそ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす.
ｅｘいうおｘそ えかがきえけ 4 , おがいかが ぐｘえいぃ ｚすｙぎｘぐず
があかけ うぅ くぉぃあけぜしうこ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ
げけかえごうぇ:

 Ｓぃぅ がぐいうおｘ : せぐｘ あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ
げけかえごうそ がぐおぃかそぃぐ ｚくぃ くぐｘあうう がぐいうおｘ う
けｚぃぉうさうｚｘぃぐ さうくぉが きがぉがくえｘかうぇ ｚ かぃえがぐが‐
ぎすこ きぎがぁぎｘおおｘこ.

 ｆくぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘかうそ ( ｆくぐｘかがｚえｘ
きがぉがくえｘかうそ) : きぎう ｚすｙがぎぃ せぐがぇ あがきがぉかう‐
ぐぃぉずかがぇ げけかえごうう ｚがあｘ きがくぉぃ きがくぉぃあかぃぁが
きがぉがくえｘかうそ かぃ くぉうｚｘぃぐくそ あぉそ きぎぃあがぐｚぎｘ‐
しぃかうそ がｙぎｘぅがｚｘかうそ くえぉｘあがえ かｘ ｙぃぉずぃ.
ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす かｘ あうく‐
きぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くうおｚがぉ ｚすｙぎｘかかがぇ
きぎがぁぎｘおおす う くががｙしぃかうぃ " ｂがかぃご" (ｂが‐
かぃご), ぐがぁあｘ えｘえ かｘ あうくきぉぃぃ ( 2.5 う 2.6 )
ｚすくｚぃさうｚｘぜぐくそ ｚぎぃおそ ぅｘｚぃぎざぃかうそ ごうえ‐
ぉｘ う ぐぃえけしぃぃ ｚぎぃおそ. ｈｘぅあｘぃぐくそ えがぎがぐえうぇ
おぃぉがあうさかすぇ ぅｚがか (ぃくぉう ｚえぉぜさぃかｘ ぅｚけえが‐
ｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ), うかあうえｘぐがぎ えかがきえう 7
ぁｘくかぃぐ, ｘ あｚぃぎごｘ ｙぉがえうぎけぃぐくそ, けえｘぅすｚｘそ
かｘ ぐが, さぐが かぃがｙこがあうおが くぉうぐず ｚがあけ.
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Ｖぉそ がくけしぃくぐｚぉぃかうそ くぉうｚｘ ｚがあす ｚすきがぉ‐
かうぐぃ けえｘぅｘかうそ, きぎうｚぃあぃかかすぃ ｚ ぎｘぅあぃぉぃ
"ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす".

 ｅがさかがぇ ごうえぉ ｅがさかがぇ ごうえぉ) : きぎう ｚす‐
ｙがぎぃ せぐがぇ げけかえごうう ｚがあｘ きがくぉぃ きがくぉぃあ‐
かぃぁが きがぉがくえｘかうそ かぃ くぉうｚｘぃぐくそ あぉそ きぎぃあ‐
がぐｚぎｘしぃかうそ がｙぎｘぅがｚｘかうそ くえぉｘあがえ かｘ
ｙぃぉずぃ.
ｊｘえ えｘえ ｚくぃ せぐｘきす がぐいうおｘ がぐおぃかそぜぐくそ,
せぐがぐ ごうえぉ くぐうぎえう くがｚくぃお ｙぃくざけおかすぇ う
おがいぃぐ うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ かがさずぜ, えがぁあｘ あぃぇ‐
くぐｚけぃぐ ｙがぉぃぃ かうぅえうぇ ぐｘぎうげ かｘ せぉぃえぐぎがせ‐
かぃぎぁうぜ. Ｔ かぃえがぐがぎすこ きぎがぁぎｘおおｘこ きぎう きが‐
ぉがくえｘかうそこ ｙけあぃぐ うくきがぉずぅがｚｘかが ｙがぉずざぃぃ
えがぉうさぃくぐｚが ｚがあす.
ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす かｘ あうく‐
きぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くうおｚがぉ ｚすｙぎｘかかがぇ
きぎがぁぎｘおおす う くががｙしぃかうぃ " ｂがかぃご" (ｂが‐
かぃご), ぐがぁあｘ えｘえ かｘ あうくきぉぃぃ ( 2.5 う 2.6 )
ｚすくｚぃさうｚｘぜぐくそ ｚぎぃおそ ぅｘｚぃぎざぃかうそ ごうえ‐
ぉｘ う ぐぃえけしぃぃ ｚぎぃおそ. Ｚかあうえｘぐがぎかｘそ ぉｘお‐
きがさえｘ えかがきえう 7 ぁｘくかぃぐ, ｘ あｚぃぎごｘ がくぐｘぃぐくそ
ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかかがぇ, けえｘぅすｚｘそ かｘ ぐが, さぐが
きぃぎぃあ ぐぃお えｘえ がぐえぎすぐず ぃぃ, かぃがｙこがあうおが
くぉうぐず ｚがあけ.
Ｖぉそ がくけしぃくぐｚぉぃかうそ くぉうｚｘ ｚがあす ｚすきがぉ‐
かうぐぃ けえｘぅｘかうそ, きぎうｚぃあぃかかすぃ ｚ ぎｘぅあぃぉぃ
"ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす".
Ｔすｙがぎ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす
ぐがぉずえが がきぎぃあぃぉぃかかすぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう そｚぉそぜぐくそ あがくぐけきかすおう う がぐがｙ‐
ぎｘいｘぜぐくそ かｘ あうくきぉぃぃ ( 2.3 う 2.4 ).
ｇｈＺｄＷｏＲｅＺＷ: ｅぃ ｚくぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう くがｚおぃくぐうおす あぎけぁ く あぎけぁがお.
ｉうおｚがぉす かぃくがｚおぃくぐうおすこ あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすこ げけかえごうぇ うくさぃぅかけぐ.
ＴＲＸｅｆ! ｆ くがｚおぃくぐうおがくぐう きぎがぁぎｘおお
くぐうぎえう く ぎｘぅぉうさかすおう あがきがぉかうぐぃぉずかすおう
げけかえごうそおう くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "ｇぎがぁぎｘおおす
くぐうぎえう".
Ｖぉそ ｚすｙがぎｘ かけいかすこ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ
げけかえごうぇ ｚかｘさｘぉぃ きがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ
( 1 ) かｘ かけいかけぜ きぎがぁぎｘおおけ う かぃ かｘいうおｘぇ‐
ぐぃ えかがきえけ 7 .
ｅｘいうおｘそ えかがきえう 5 , おがいかが ｚすｚぃくぐう かｘ
あうくきぉぃぇ おぃかぜ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえ‐
ごうぇ. ｉ きがおがしずぜ えかがきがえ "Ｔｚぃぎこ"  うぉう
"Ｔかうぅ"  おがいかが きぎがくおがぐぎぃぐず ｚくぃ あが‐
くぐけきかすぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえごうう.

Ｔすｙぎｘかかｘそ あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ ｙけ‐
あぃぐ がぐがｙぎｘいｘぐずくそ く きがあくｚぃぐえがぇ かｘ ｚくぃぇ
ｚうあうおがぇ きぉがしｘあう あうくきぉぃそ. Ｔ きぎｘｚがぇ さｘ‐
くぐう あうくきぉぃそ きがそｚうぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ
くうおｚがぉ, ｘ きがあ かうお - えがぎがぐえがぃ くががｙしぃかうぃ
が くぐｘぐけくぃ あｘかかがぇ げけかえごうう ("Ｔすえぉ" うぉう
"Ｔえぉ"). ｉお. かういぃきぎうｚぃあぃかかすぇ きぎうおぃぎ:

ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ ｚえぉぜさぃかうそ かけいかがぇ
あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう う きがあぐｚぃぎいあぃ‐
かうそ くｚがぃぁが ｚすｙがぎｘ; あぉそ がぐえぉぜさぃかうそ ｚす‐
ｙぎｘかかがぇ げけかえごうう かｘいおうぐぃ せぐけ えかがきえけ
ぃしぃ ぎｘぅ.

ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ ｚすｙがぎｘ あがきがぉかう‐
ぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ かｘいおうぐぃ えかがきえう 3 うぉう
4 うぉう きぎがくぐが きがあがいあうぐぃ 10 くぃえけかあ あぉそ
ｚがぅｚぎｘぐｘ あうくきぉぃそ ｚ うくこがあかがぃ くがくぐがそかうぃ.
Ｔすｙぎｘかかすぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえごうう
ｙけあけぐ がぐがｙぎｘいｘぐずくそ かｘ あうくきぉぃぃ.

 ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ ( ｇぎぃあｚｘぎう‐
ぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ)  : Ｔすｙうぎｘぇぐぃ せぐけ あがきがぉ‐
かうぐぃぉずかけぜ げけかえごうぜ ぐがぁあｘ, えがぁあｘ きぃぎぃあ
がくかがｚかがぇ くぐうぎえがぇ ｙぃぉずそ ｚす こがぐうぐぃ ｚす‐
きがぉかうぐず ぃぁが きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかけぜ くぐうぎえけ.
Ｔ きぎがぁぎｘおおｘこ あぉそ こぉがきさｘぐがｙけおｘいかすこ う
くうかぐぃぐうさぃくえうこ ぐえｘかぃぇ ごうえぉ きぎぃあｚｘぎう‐
ぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう ぅｘｚぃぎざｘぃぐくそ えがぎがぐえうお
がぐいうおがお くが くえがぎがくぐずぜ 650 がｙ/おうか, ｘ ｚ
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きぎがぁぎｘおおｘこ あぉそ あぃぉうえｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ ｚす‐
きがぉかそぃぐくそ ぐがぉずえが くぉうｚ ｚがあす.

 ｃぃぁえｘそ ぁぉｘいえｘ ( ｃぃぁえｘそ ぁぉｘいえｘ) : ｇぎう
かｘいｘぐうう せぐがぇ えかがきえう ｙぃぉずぃ くぐうぎｘぃぐくそ う
がぐいうおｘぃぐくそ がさぃかず ｙぃぎぃいかが, さぐがｙす うぅｙぃ‐
いｘぐず がｙぎｘぅがｚｘかうそ くえぉｘあがえ. ｕぐが がｙぉぃぁ‐
さｘぃぐ ぁぉｘいえけ. ｂぎがおぃ ぐがぁが, おｘざうかｘ ｚすきがぉ‐
かそぃぐ きぎう せぐがお あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ きがぉがくえｘ‐
かうそ. Ｗくぉう ｚすｙぎｘぐず せぐけ あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ
げけかえごうぜ あぉそ きぎがぁぎｘおお くぐうぎえう こぉがきえｘ,
くえがぎがくぐず がぐいうおｘ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう くかうぅうぐ‐
くそ あが 900 がｙ/おうか.

 Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ ( Ｖがき.
きがぉがくえｘかうぃ ) : せぐｘ あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ げけかえ‐
ごうそ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ あぉそ ぉぜあぃぇ, くぐぎｘあｘぜ‐
しうこ ｘぉぉぃぎぁうぃぇ かｘ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, ｘ
ぐｘえいぃ ｚ おぃくぐかがくぐそこ く がさぃかず おそぁえがぇ ｚが‐
あがぇ. ｄｘざうかｘ きぎう せぐがお ｚすきがぉかうぐ かぃ‐
くえがぉずえが あがきがぉかうぐぃぉずかすこ きがぉがくえｘかうぇ.

 ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ ( Ｔぎぃおそ がえがかさｘかうそ)  :
せぐｘ あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ きがぅｚがぉそぃぐ
がぐぉがいうぐず ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう かｘ 30
おうか - 60 おうか - 90 おうか, 2 さｘくｘ う あｘぉぃぃ あが
20 さｘくがｚ く うかぐぃぎｚｘぉがお ｚ 1 さｘく. Ｔすｙぎｘか‐
かがぃ ｚぎぃおそ がぐくぎがさえう がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ かｘ
あうくきぉぃぃ. Ｔぎぃおそ がえがかさｘかうそ ｙけあぃぐ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚぃかかが けｚぃぉうさうｚｘぐずくそ ｚ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚうう く ｚすｙぎｘかかすお ｚぎぃおぃかぃお がぐくぎがさえう.
ｕぐけ げけかえごうぜ くぉぃあけぃぐ ｚすｙうぎｘぐず きがくぉぃ
けくぐｘかがｚえう きぎがぁぎｘおおす, かが あが かｘいｘぐうそ
えかがきえう 7 .
Ｗくぉう ｚ ぐぃさぃかうぃ ｚぎぃおぃかう がぐくぎがさえう きけくえｘ
ｚす こがぐうぐぃ あがｙｘｚうぐず ｙぃぉずぃ, くぉぃあけぃぐ かｘ‐
いｘぐず えかがきえけ 7 , さぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず おｘざうかけ
ｚ きｘけぅけ.
Ｖがぉがいうぐぃ ｙぃぉずぃ, ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ う くかが‐
ｚｘ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 .
ｆぐくぎがさえけ きけくえｘ おがいかが がぐおぃかうぐず ｚ ぉぜｙがぇ
おがおぃかぐ あが かｘいｘぐうそ えかがきえう 7 .
Ｔすｙがぎ がぐくぎがさえう きけくえｘ
• く きがおがしずぜ えかがきえう "Ｔｚぃぎこ"  うぉう

"Ｔかうぅ"  ぉうくぐｘぇぐぃ おぃかぜ あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすこ げけかえごうぇ あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ あうく‐
きぉぃぃ かぃ きがそｚうぐくそ あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ
げけかえごうそ "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ ｚえぉぜさぃかうそ せぐがぇ
あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう (ごうげぎす, きが‐
えｘぅすｚｘぜしうぃ ｚぎぃおそ, かｘさかけぐ おうぁｘぐず)

• ｅｘいうおｘそ えかがきえう "Ｔｚぃぎこ"  うぉう "Ｔかうぅ"
 , おがいかが けｚぃぉうさうぐず うぉう けおぃかずざうぐず

ｚぎぃおそ がぐくぎがさえう
• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ

ｚすｙぎｘかかがぁが ｚぎぃおぃかう がぐくぎがさえう

• かｘいおうぐぃ えかがきえう 3 うぉう 4 あぉそ ｚがぅｚぎｘぐｘ
あうくきぉぃそ ｚ うくこがあかがぃ くがくぐがそかうぃ

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ ぅｘきけくえｘ きぎが‐
ぁぎｘおおす. ｇけくえ きぎがぁぎｘおおす かｘさかぃぐくそ きが
うくぐぃさぃかうう ｚすｙぎｘかかがぁが ｚぎぃおぃかう がぐ‐
くぎがさえう

ｆぐおぃかｘ がぐくぎがさえう きけくえｘ
• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ けくぐｘかがｚえう きぎう‐

ｙがぎｘ ｚ きｘけぅけ
• く きがおがしずぜ えかがきえう "Ｔｚぃぎこ"  うぉう

"Ｔかうぅ"  ぉうくぐｘぇぐぃ おぃかぜ あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすこ げけかえごうぇ あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ あうく‐
きぉぃぃ かぃ きがそｚうぐくそ あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ
げけかえごうそ "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 , さぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ
げけかえごうぜ (ごうげぎす, きがえｘぅすｚｘぜしうぃ ｚぎぃ‐
おそ, かｘさかけぐ おうぁｘぐず)

• ｅｘいうおｘそ えかがきえけ "Ｔかうぅ"  おがいかが
けおぃかずざうぐず うぉう がぐぉがいうぐず きけくえ, あがｚぃあそ
ぃぁが あが ぐぃえけしぃぁが ｚぎぃおぃかう.

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ
くｚがぃぁが ｚすｙがぎｘ

• ｅｘいおうぐぃ えかがきえう 3 うぉう 4 , さぐがｙす ｚぃぎ‐
かけぐず あうくきぉぃぇ ｚ うくこがあかがぃ くがくぐがそかうぃ.

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ かぃおぃあぉぃかかがぁが
ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす.

ｅぃぉずぅそ ｚすｙぎｘぐず げけかえごうぜ "ｆぐくぎがさえｘ きけく‐
えｘ"  くがｚおぃくぐかが く きぎがぁぎｘおおがぇ  "ｉぉうｚ".

 Ｚぅｙぎｘかかすぃ きぎがぁぎｘおおす ( ＺＹＳｈＲｅ‐
ｅＲｗ ｇｈｆＵｈ-ｄＲ) : きぎがぁぎｘおおす く さｘくぐが うく‐
きがぉずぅけぃおすおう かｘくぐぎがぇえｘおう (かｘきぎうおぃぎ,
きぎがぁぎｘおおｘ くぐうぎえう こぉがきえｘ きぎう 60°C く がぐ‐
いうおがお かｘ くえがぎがくぐう 1200 がｙ/おうか, く きぎぃあ‐
ｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえがぇ う あがきがぉかうぐぃぉずかすお
きがぉがくえｘかうぃお) おがいかが くがこぎｘかそぐず ｚ きｘおそ‐
ぐう. Ｖぉそ せぐがぁが うおぃぜぐくそ あｚぃ そさぃぇえう きｘおそ‐
ぐう, くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ あｚけお きがくぉぃあかうお
きがぉがいぃかうそお くぃぉぃえぐがぎｘ きぎがぁぎｘおお ( 1 ).
ｉがこぎｘかぃかかけぜ ｚ きｘおそぐう きぎがぁぎｘおおけ おがい‐
かが ｚすｙうぎｘぐず く きがおがしずぜ くぃぉぃえぐがぎｘ ぐｘえ
いぃ, えｘえ う ぉぜｙけぜ あぎけぁけぜ きぎがぁぎｘおおけ.
ｉがこぎｘかぃかうぃ うぅｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす:
• ｚすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ くぐうぎえう う かけいかすぃ

あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえごうう
• かｘいおうぐぃ えかがきえう 5 あぉそ ｚすｚがあｘ かｘ あうくき‐

ぉぃぇ おぃかぜ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
• かｘいうおｘそ えかがきえけ "Ｔｚぃぎこ"  うぉう "Ｔかうぅ"

 あがぇあうぐぃ あが がきごうう "ｉがこぎｘかうぐず きぎぃあ‐
きがさうぐｘぃおけぜ きぎがぁぎｘおおけ" ( ｉがこぎｘかうぐず
うぅｙぎ. きぎ-おけ) う かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6

• かｘいうおｘそ えかがきえけ "Ｔｚぃぎこ"  うぉう "Ｔかうぅ"
 , ｚすｙぃぎうぐぃ かがおぃぎ そさぃぇえう きｘおそぐう

(1-2) あぉそ くがこぎｘかぃかうそ ｚ かぃぇ きぎがぁぎｘおおす
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く ｚｘざうおう うかあうｚうあけｘぉずかすおう かｘくぐぎがぇ‐
えｘおう

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 あぉそ くがこぎｘかぃかうそ ｚす‐
ｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす. ｅｘ あうくきぉぃぃ きが‐
そｚうぐくそ きがあくｚぃさぃかかがぃ くががｙしぃかうぃ が
ぐがお, さぐが きぎがぁぎｘおおｘ くがこぎｘかぃかｘ.

• きぎう かｘいｘぐうう えかがきえう 3 ло 4 あうくきぉぃぇ ｚがぅ‐
ｚぎｘしｘぃぐくそ ｚ うくこがあかがぃ くがくぐがそかうぃ.

Ｖぉそ ぅｘおぃかす くがこぎｘかぃかかがぇ ｚ きｘおそぐう きぎが‐
ぁぎｘおおす きがｚぐがぎうぐぃ ｚすざぃがきうくｘかかけぜ きぎが‐
ごぃあけぎけ くかｘさｘぉｘ.
ｇぎうおぃさｘかうぃ
Ｗくぉう せぐｘ そさぃぇえｘ きｘおそぐう けいぃ うくきがぉずぅけぃぐ‐
くそ ぎｘかぃぃ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおがぇ, かｘ あうく‐
きぉぃぃ きがそｚうぐくそ くががｙしぃかうぃ が ぐがお, ｚ あｘか‐
かがぇ そさぃぇえぃ けいぃ くがこぎｘかぃかｘ うぅｙぎｘかかｘそ
きぎがぁぎｘおおｘ. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 , さぐがｙす きぃ‐
ぎぃぅｘきうくｘぐず ぃぃ うぉう えかがきえう  うぉう  あぉそ
がぐおぃかす がきぃぎｘごうう, ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ えかがきえけ
6 , さぐがｙす くがこぎｘかうぐず かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ.
Ｚぅｙぎｘかかすぃ きぎがぁぎｘおおす けあｘぉうぐず かぃぉずぅそ ,
かが きがｚぃぎこ かうこ おがいかが ぅｘきうくｘぐず あぎけぁうぃ
きぎがぁぎｘおおす.

 ｈけえがｚがあくぐｚが きが くぐうぎえぃ ( ｇがそくかぃかうそ きが
くぐうぎえぃ) : ｚ きぎうｙがぎぃ うおぃぃぐくそ おぃかぜ "ｈけえが‐
ｚがあくぐｚが きが くぐうぎえぃ", えがぐがぎがぃ きがぅｚがぉそぃぐ
ｚすｙうぎｘぐず かｘうｙがぉぃぃ きがあこがあそしうぃ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎけ, くえがぎがくぐず がぐいうおｘ う あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすぃ げけかえごうう あぉそ くぐうぎえう ｚｘざぃぁが ｙぃぉずそ.
Ｔ おぃかぜ "ｈけえがｚがあくぐｚが きが くぐうぎえぃ" ぐｘえいぃ
おがいかが かｘぇぐう "ｈけえがｚがあくぐｚが きが ｚすｚぃあぃ‐
かうぜ きそぐぃか", ( ｇがそくかぃかうそ きが ｚすｚぃあ. きそぐぃか)
ｚ えがぐがぎがお くがあぃぎいうぐくそ ｚｘいかｘそ うかげがぎおｘ‐
ごうそ きが けあｘぉぃかうぜ かｘうｙがぉぃぃ さｘくぐが ｚくぐぎぃ‐
さｘぜしうこくそ きそぐぃか, う "Ｖぃおが-ぎぃいうお",
うあぃｘぉずかが きがあこがあそしうぇ あぉそ あぃおがかくぐぎｘ‐
ごうう ぎｘｙがぐす おｘざうかす ｚ ぐがぎぁがｚすこ ぅｘぉｘこ
(かぃあがくぐけきぃか あぉそ きがえけきｘぐぃぉぃぇ).
Ｔすｙがぎ おぃかぜ "ｈけえがｚがあくぐｚが きが くぐうぎえぃ":
• かｘいおうぐぃ えかがきえう 5 あぉそ ｚすｚがあｘ かｘ あうくき‐

ぉぃぇ おぃかぜ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ げけかえごうぇ
• かｘいうおｘそ えかがきえう "Ｔｚぃぎこ"  うぉう "Ｔかうぅ"

 , あがぇあうぐぃ あが げけかえごうう "ｈけえがｚがあくぐｚが
きが くぐうぎえぃ"

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6  あぉそ ｚこがあｘ ｚ おぃかぜ
"ｈけえがｚがあくぐｚが きが くぐうぎえぃ"

• かｘいうおｘそ えかがきえけ "Ｔｚぃぎこ"  うぉう "Ｔかうぅ"
 おがいかが きぃぎぃおぃしｘぐずくそ おぃいあけ ぎｘぅ‐

ぉうさかすおう ぎけえがｚがあくぐｚｘおう ( ｇがそくかぃかうそ
きが ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ, ｇがそくかぃかうそ きが くえがぎが‐
くぐう がぐいうおｘ, Ｖぃおが-ぎぃいうお ...)

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 さぐがｙす ｚがぇぐう ｚ ｚす‐
ｙぎｘかかがぃ мけえがｚがあくぐｚが; かｘいうおｘそ えかがきえけ
"Ｔｚぃぎこ" うぉう  "Ｔかうぅ"  , おがいかが きぎが‐
さうぐｘぐず くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ がｙじそくかぃかうそ.

• あぉそ がぅかｘえがおぉぃかうそ く うかげがぎおｘごうぃぇ うぅ
あぎけぁがぁが ぎけえがｚがあくぐｚｘ かぃがｙこがあうおが ｚぃぎ‐
かけぐずくそ ｚ おぃかぜ "ｈけえがｚがあくぐｚが きが くぐうぎ‐
えぃ", ｚすｙぎｘｚ がきごうぜ "ｅｘぅｘあ"  , う きが‐
ｚぐがぎうぐず ｚくぜ きぎがごぃあけぎけ, かｘさうかｘそ く
きけかえぐｘ 4

• きぎう かｘいｘぐうう えかがきえう 3 うぉう 4 あうくきぉぃぇ
ｚがぅｚぎｘしｘぃぐくそ ｚ うくこがあかがぃ くがくぐがそかうぃ.

Ｔすｙがぎ あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう
"ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう" (えかがきえう 8)

Time Manager 01:50

18:05

Ｖぉそ ｚえぉぜさぃかうそ せぐがぇ げけかえごうう あｚｘいあす かｘ‐
いおうぐぃ せぐけ えかがきえけ.
ｕぐｘ げけかえごうそ きがぅｚがぉそぃぐ うぅおぃかそぐず ｚぎぃおそ
くぐうぎえう, ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぎぃあぉｘぁｘぃおがぃ
きぎうｙがぎがお. ｅぃがあかがえぎｘぐかが かｘいうおｘそ えかがき‐
えう "ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう" " +/- " , おがいかが
けｚぃぉうさうｚｘぐず うぉう けおぃかずざｘぐず きぎがあがぉいう‐
ぐぃぉずかがくぐず ごうえぉｘ くぐうぎえう.
Ｖがきがぉかうぐぃぉずかけぜ げけかえごうぜ "ｄぃかぃあいぃぎ
ｚぎぃおぃかう"  かぃぉずぅそ ｚすｙぎｘぐず く きぎがぁぎｘおおがぇ
"ｕえがかがおうさかｘそ くぐうぎえｘ".
ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐくそ くうおｚがぉ けぎがｚかそ
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう  , うぅおぃかそそくず ｚ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚうう く ぅｘあｘｚｘぃおがぇ Ｔｘおう くぐぃきぃかずぜ
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.
ｉぐぃきぃかず ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかかが‐
くぐう ｙぃぉずそ

ｉうおｚがぉ ｊうき ぐえｘかう

ｉうぉずかｘそ ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃか‐
かがくぐず

Ｖぉそ くぐうぎえう くうぉず‐
かが ぅｘぁぎそぅかぃかかすこ
ｚぃしぃぇ

ｆｙすさかｘそ ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃか‐
かがくぐず

Ｖぉそ くぐうぎえう ｚぃ‐
しぃぇ く がｙすさかがぇ
くぐぃきぃかずぜ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐう

Ｗいぃあかぃｚかｘそ
くぐうぎえｘ

Ｖぉそ くぐうぎえう ｚぃ‐
しぃぇ, かがざぃかかすこ
ぐがぉずえが があうか あぃかず

ｉぉｘｙｘそ ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃか‐
かがくぐず

Ｖぉそ くぐうぎえう くぉｘ‐
ｙがぅｘぁぎそぅかぃかかすこ
ｚぃしぃぇ
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ｉぐぃきぃかず ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかかが‐
くぐう ｙぃぉずそ

ｉうおｚがぉ ｊうき ぐえｘかう

Ｓすくぐぎｘそ
くぐうぎえｘ

Ｖぉそ くぐうぎえう がさぃかず
おｘぉが ぅｘぁぎそぅかぃか‐
かすこ ｚぃしぃぇ

ｋえがぎがさぃか‐
かすぇ ごうえぉ (*)
1)

Ｖぉそ くぐうぎえう くぉｘ‐
ｙがぅｘぁぎそぅかぃかかがぁが
う おｘぉがかがざぃかかが‐
ぁが ｙぃぉずそ

ｆくｚぃいぃかうぃ 1) ｊがぉずえが あぉそ がくｚぃ‐
いぃかうそ ｙぃぉずそ

(ｉけきぃぎ) ｆく‐
ｚぃいぃかうぃ 1)

Ｖぉそ がくｚぃいぃかうそ
かぃｙがぉずざがぁが えが‐
ぉうさぃくぐｚｘ ｙぃぉずそ

1) ｄす ぎぃえがおぃかあけぃお ｚ せぐがお くぉけさｘぃ けおぃかずざｘぐず
ぅｘぁぎけぅえけ (くお. ぐｘｙぉうごけ "ｇぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう").

ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ ぅｘきけくえｘ
きぎがぁぎｘおおす
Ｖぉそ ぅｘきけくえｘ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす かｘ‐
いおうぐぃ えかがきえけ 7 ; きぎう せぐがお ぅぃぉぃかすぇ うかあう‐
えｘぐがぎ きぃぎぃくぐｘかぃぐ おうぁｘぐず.
ｅｘ あうくきぉぃぃ ｙけあけぐ ｚすくｚぃさうｚｘぐずくそ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚけぜしうぇ くうおｚがぉ う さぃぎぃあけぜしうぃくそ
あぎけぁ く あぎけぁがお かｘぅｚｘかうぃ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす う がｙがぅかｘさぃかうぃ ぃぃ ぐぃえけしぃぁが せぐｘ‐
きｘ, えがぐがぎすぃ けえｘぅすｚｘぜぐ かｘ ぐが, さぐが おｘざうかｘ
かｘさｘぉｘ ぎｘｙがぐｘぐず, う ぃぃ あｚぃぎごｘ ぅｘｙぉがえう‐
ぎがｚｘかｘ.
Ｖぉそ きぎぃぎすｚｘかうそ ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 : きぎう せぐがお ぅぃぉぃかすぇ
うかあうえｘぐがぎ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず, ｘ かｘ あうくきぉぃぃ
きがそｚうぐくそ けえｘぅｘかうぃ かｘいｘぐず えかがきえけ 7 かｘ
かぃくえがぉずえが くぃえけかあ, きがくぉぃ さぃぁが おｘざうかｘ けく‐
ぐｘかがｚうぐくそ ｚ きｘけぅけ. Ｖぉそ ｚがぅがｙかがｚぉぃかうそ
ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす く ぐがぁが おがおぃかぐｘ, かｘ
えがぐがぎがお がかｘ ｙすぉｘ きぎぃぎｚｘかｘ, くかがｚｘ かｘ‐
いおうぐぃ えかがきえけ 7  .
Ｗくぉう ｚす ｚすｙぎｘぉう がぐくぎがさえけ きけくえｘ, くぐう‐
ぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ かｘさかぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐ‐
くさぃぐ ｚぎぃおぃかう, がくぐｘぜしぃぁがくそ あが かｘさｘぉｘ
ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす.
Ｚぅおぃかぃかうぃ あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう
うぉう ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘおおす
Ｚぅおぃかそぐず おがいかが ぐがぉずえが あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすぃ げけかえごうう, ｚすくｚぃさうｚｘぜしうぃくそ かｘ あうく‐
きぉぃぃ きぎう かｘいｘぐうう えかがきがえ 5 ( "Ｔｚぃぎこ" うぉう
"Ｔかうぅ" ), あが ぐがぁが, えｘえ きぎがぁぎｘおおｘ きぎうくぐけ‐
きｘぃぐ え うこ ｚすきがぉかぃかうぜ. ｇぃぎぃあ ｚかぃくぃかうぃお
ｚ きぎがぁぎｘおおけ ぉぜｙすこ うぅおぃかぃかうぇ かぃがｙこが‐
あうおが きぃぎぃｚぃくぐう きぎうｙがぎ ｚ ぎぃいうお ｇＲｋＹｓ,
かｘいｘｚ えかがきえけ 7 .

Ｚぅおぃかうぐず ｚすきがぉかそぃおけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがい‐
かが ぐがぉずえが きけぐぃお ぃぃ がぐおぃかす . Ｖぉそ せぐがぁが
きがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお かｘ Л , ｘ
ぅｘぐぃお - かｘ かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ; かｘいおうぐぃ
えかがきえけ 6 あぉそ がぐおぃかす きぎぃあすあけしぃぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす くぐうぎえう. Ｙｘきけくぐうぐぃ かがｚけぜ きぎが‐
ぁぎｘおおけ, くかがｚｘ かｘいｘｚ えかがきえけ 7 . ｇぎう せぐがお
ｚがあｘ うぅ ｙｘえｘ くぉうｚｘぐずくそ かぃ ｙけあぃぐ.
ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす
Ｖぉそ きぎぃぎすｚｘかうそ ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 , きぎう せぐがお かｘさかぃぐ
おうぁｘぐず くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ うかあうえｘぐがぎ. Ｖぉそ
ｚがぅがｙかがｚぉぃかうそ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす
かｘいおうぐぃ せぐけ えかがきえけ ぃしぃ ぎｘぅ.
ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす
ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃ‐
かうぃ Л , ｘ ぅｘぐぃお - かｘ ｚかがｚず ｚすｙぎｘかかけぜ
きぎがぁぎｘおおけ. Ｖぉそ がぐおぃかす ｚすきがぉかそぃおがぇ
きぎがぁぎｘおおす かｘいおうぐぃ えかがきえけ 6 . ｊぃきぃぎず
かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ ぅｘきけくえｘ かがｚがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす.
ｆぐえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす きがくぉぃ かｘさｘぉｘ
ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ けくぐｘかがｚえう おｘざうかす
ｚ きｘけぅけ. ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぃ くががｙしぃかうぃ.
Ｗくぉう あｚぃぎごｘ がくぐｘぃぐくそ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかかがぇ,
せぐが がぅかｘさｘぃぐ, さぐが きぎうｙがぎ けいぃ かｘぁぎぃｚｘぃぐ
ｚがあけ, うぉう ｚがあｘ けいぃ きがあかそぉｘくず ｚすざぃ かうい‐
かぃぁが えぎｘそ あｚぃぎごす.
Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ あｚぃぎごけ がぐえぎすぐず かぃぉずぅそ;
Ｗくぉう Ｔす かぃ おがいぃぐぃ がぐえぎすぐず あｚぃぎごけ, かが
くあぃぉｘぐず せぐが かぃがｙこがあうおが, Ｔｘお くぉぃあけぃぐ
ｚすえぉぜさうぐず おｘざうかけ, きがｚぃぎかけｚ くぃぉぃえぐがぎ
きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃかうぃ Л . ｏぃぎぃぅ かぃ‐
くえがぉずえが おうかけぐ あｚぃぎごけ おがいかが ｙけあぃぐ がぐ‐
えぎすぐず ( きぎう せぐがお けさぐうぐぃ けぎがｚぃかず ｚがあす う
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ! ).
ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす
ｄｘざうかｘ がくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃ‐
くえう;
Ｗくぉう ｙすぉｘ ｚすｙぎｘかｘ げけかえごうそ ｆくぐｘかがｚえｘ
きがぉがくえｘかうそ うぉう ｅがさかがぇ ごうえぉ , うかあうえｘ‐
ぐがぎ, ｚくぐぎがぃかかすぇ ｚ えかがきえけ 7 , ぁｘくかぃぐ, かｘ
あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぜぐくそ くうおｚがぉ ｚすｙぎｘかかがぇ
きぎがぁぎｘおおす う くががｙしぃかうぃ " ｂがかぃご" (ｂが‐
かぃご), ｘ あｚぃぎごｘ がくぐｘぃぐくそ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘか‐
かがぇ, かｘきがおうかｘそ が ぐがお, さぐが きぃぎぃあ ぐぃお えｘえ
ぃぃ がぐえぎすぐず, かぃがｙこがあうおが くぉうぐず ｚがあけ うぅ
おｘざうかす.
Ｖぉそ くぉうｚｘ ｚがあす :
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• ｚすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ "ｉぉうｚ" うぉう "ｆぐ‐
いうお"

• ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう けおぃかずざうぐぃ くえが‐
ぎがくぐず がぐいうおｘ く きがおがしずぜ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぇ えかがきえう

• かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7
• ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす かｘ あうくきぉぃぃ

きがきぃぎぃおぃかかが ｚすくｚぃさうｚｘぜぐくそ くうおｚがぉ
 (あｚぃぎごｘ) う くががｙしぃかうぃ が ぐがお, さぐが

あｚぃぎごｘ ぎｘぅｙぉがえうぎがｚｘかｘ, う きぎがぁぎｘおおｘ
ぅｘｚぃぎざぃかｘ. ｇがくぉぃ せぐがぁが あｚぃぎごけ おがいかが
がぐえぎすぐず.

ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃ‐
かうぃ Л , さぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おｘざうかけ. Ｖが‐
くぐｘかずぐぃ ｙぃぉずぃ うぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ う ぐしｘぐぃぉずかが
きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｙｘぎｘｙｘか ｙすぉ きけくぐ.
Ｗくぉう ｚす ｙがぉずざぃ かぃ ｙけあぃぐぃ くぐうぎｘぐず, ぅｘ‐
えぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす. ｆくぐｘｚずぐぃ
あｚぃぎごけ がぐえぎすぐがぇ あぉそ きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうそ
がｙぎｘぅがｚｘかうそ きぉぃくぃかう う かぃきぎうそぐかすこ ぅｘ‐
きｘこがｚ.

ｈぃいうお がいうあｘかうそ

  
ｈぃいうお がいうあｘかうそ : ｉきけくぐそ かぃくえがぉずえが おう‐
かけぐ きがくぉぃ がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす ｚえぉぜ‐
さｘぃぐくそ ぎぃいうお せえがかがおうう せかぃぎぁうう. ｉかう‐

いｘぃぐくそ そぎえがくぐず あうくきぉぃそ. ｇぎう かｘいｘぐうう
ぉぜｙがぇ えかがきえう きぎうｙがぎ ｚすこがあうぐ うぅ ぎぃいうおｘ
せえがかがおうう せかぃぎぁうう.

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす
ｉがぎぐうぎがｚえｘ ｙぃぉずそ
ｈけえがｚがあくぐｚけぇぐぃくず くうおｚがぉｘおう かｘ せぐうえぃぐ‐
えぃ えｘいあがぇ ｚぃしう う うかくぐぎけえごうそおう きが くぐうぎ‐
えぃ, あｘかかすおう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそおう. ｈｘくくがぎぐう‐
ぎけぇぐぃ ｙぃぉずぃ くぉぃあけぜしうお がｙぎｘぅがお: ｙぃぉがぃ
ｙぃぉずぃ, ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ, くうかぐぃぐうえｘ, あぃぉう‐
えｘぐかがぃ ｙぃぉずぃ, うぅあぃぉうそ うぅ ざぃぎくぐう.
ｇぃぎぃあ ぅｘぁぎけぅえがぇ ｙぃぉずそ
ｅうえがぁあｘ かぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ ｙぃぉがぃ う
ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ. Ｔが ｚぎぃおそ くぐうぎえう ｙぃぉがぃ
ｙぃぉずぃ おがいぃぐ きがぐぃぎそぐず くｚがぜ ｙぃぉうぅかけ.
ｅがｚがぃ ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ おがいぃぐ きがぉうかそぐず
きぎう きぃぎｚがぇ くぐうぎえぃ; きがせぐがおけ ｚ きぃぎｚすぇ ぎｘぅ
ぃぁが くぉぃあけぃぐ くぐうぎｘぐず がぐあぃぉずかが.
Ｙｘくぐぃぁかうぐぃ かｘｚがぉがさえう う おがぉかうう, えぎぜさえう
う えかがきえう. Ｙｘｚそいうぐぃ ぎぃおぃざえう うぉう あぉうか‐
かすぃ ぉぃかぐす.
ｇぃぎぃあ くぐうぎえがぇ けあｘぉうぐぃ くぐがぇえうぃ きそぐかｘ.
ｇぎがぐぎうぐぃ がくがｙが ぅｘぁぎそぅかぃかかすぃ けさｘくぐえう
くきぃごうｘぉずかすお おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお うぉう
さうくぐそしぃぇ きｘくぐがぇ.
ｉ がくがｙがぇ がくぐがぎがいかがくぐずぜ がｙぎｘしｘぇぐぃくず く
ぅｘかｘｚぃくそおう. ｉかうおうぐぃ えぎぜさえう うぉう ぅｘｚ‐
そいうぐぃ うこ ｚ おぃざがえ うぉう くぃぐえけ.
Ｔすｚぃあぃかうぃ きそぐぃか
ｅぃえがぐがぎすぃ きそぐかｘ おがぁけぐ かぃ がぐくぐうぎｘぐずくそ
ぐがぉずえが ｚがあがぇ う おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお. ｇが‐

せぐがおけ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ がｙぎｘｙがぐｘぐず うこ きぃ‐
ぎぃあ くぐうぎえがぇ.
ｂぎがｚず: きぎがおがぇぐぃ くｚぃいうぃ きそぐかｘ こがぉがあかがぇ
ｚがあがぇ. Ｙｘくがこざうぃ きそぐかｘ くぉぃあけぃぐ ぅｘおが‐
さうぐず かｘ かがさず くが くきぃごうｘぉずかすお おがぜしうお
くぎぃあくぐｚがお, ぅｘぐぃお きがぐぃぎぃぐず うこ ｚ おすぉずかがお
ぎｘくぐｚがぎぃ.
ｄｘくぉそかすぃ えぎｘくえう: くおがさうぐぃ きそぐかがｚすｚが‐
あうぐぃぉぃお かｘ ｙぃかぅうかがｚがぇ がくかがｚぃ, きがぉがいう‐
ぐぃ ｚぃしず かｘ おそぁえけぜ きがあくぐうぉえけ う きぎがおが‐
えかうぐぃ きそぐかが; ｚすきがぉかうぐぃ がｙぎｘｙがぐえけ かぃ‐
くえがぉずえが ぎｘぅ.
Ｙｘくがこざうぃ いうぎかすぃ きそぐかｘ: くおがさうぐぃ くえうきう‐
あｘぎがお, きがぉがいうぐぃ ｚぃしず かｘ おそぁえけぜ きがあ‐
くぐうぉえけ う えがかさうえｘおう きｘぉずごぃｚ きぎがおがえかうぐぃ
きそぐかが く きがおがしずぜ こぉがきさｘぐがｙけおｘいかがぁが
ぐｘおきがかｘ.
ｈいｘｚさうかｘ: うくきがぉずぅけぇぐぃ ぎｘくぐｚがぎぃかかけぜ ｚ
ぁがぎそさぃぇ ｚがあぃ しｘｚぃぉぃｚけぜ えうくぉがぐけ うぉう
くきぃごうｘぉずかがぃ くぎぃあくぐｚが あぉそ ｚすｚぃあぃかうそ
きそぐぃか ぎいｘｚさうかす ｚ こがぉがあかがお ｚうあぃ. Ｓけあず‐
ぐぃ がくぐがぎがいかす くが くぐｘぎすおう きそぐかｘおう ぎいｘｚ‐
さうかす, ぐｘえ えｘえ くぐぎけえぐけぎｘ ごぃぉぉぜぉがぅす きがあ
かうおう きがｚぎぃいあぃかｘ, う ぐえｘかず おがいぃぐ きが‐
ぎｚｘぐずくそ.
ｇそぐかｘ きぉぃくぃかう: がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ がぐｙぃぉうｚｘ‐
ぐぃぉぃお う ぐしｘぐぃぉずかが くきがぉがくかうぐぃ (ぐがぉずえが
あぉそ ｙぃぉがぁが う ごｚぃぐかがぁが ｙぃぉずそ, けくぐがぇさうｚが‐
ぁが え こぉがぎけ).
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ｊぎｘｚそかすぃ きそぐかｘ: くぉぃぁえｘ がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ
おすぉがお, ｘ ぅｘぐぃお がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉぃお (ぐがぉずえが
あぉそ ｙぃぉがぁが う ごｚぃぐかがぁが ｙぃぉずそ, けくぐがぇさうｚが‐
ぁが え こぉがぎけ).
ｐｘぎうえがｚｘそ ぎけさえｘ う えぉぃぇ: くおがさうぐぃ ｘごぃぐが‐
かがお 2)きがぉがいうぐぃ ｚぃしず かｘ おそぁえけぜ きがあくぐうぉ‐
えけ う きぎがおがえかうぐぃ きそぐかが.
Ｕけｙかｘそ きがおｘあｘ: くおがさうぐぃ ｘごぃぐがかがお, えｘえ
けえｘぅｘかが ｚすざぃ, ぅｘぐぃお がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ きそぐかが
あぃかｘぐけぎｘぐがお. ｆｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ がくぐｘｚざうぃくそ
くぉぃあす がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉぃお.
ｂぎｘくかがぃ ｚうかが: ぅｘおがさうぐぃ く おがぜしうお くぎぃあ‐
くぐｚがお, きぎがきがぉがしうぐぃ う がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ けえ‐
くけくかがぇ うぉう ぉうおがかかがぇ えうくぉがぐがぇ, ぅｘぐぃお
ぃしぃ ぎｘぅ きぎがきがぉがしうぐぃ. ｆｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ がく‐
ぐｘｚざうぃくそ くぉぃあす がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉぃお.
ｏぃぎかうぉｘ: ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ くがくぐｘｚｘ さぃぎ‐
かうぉ くかｘさｘぉｘ くおがさうぐぃ きそぐかが ｘごぃぐがかがお 2),
ぅｘぐぃお けえくけくかがぇ えうくぉがぐがぇ; がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ
がくぐｘｚざうぃくそ かｘ ｙぃぉがぇ ぐえｘかう くぉぃあす く きが‐
おがしずぜ がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉそ, ｘ ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉず‐
かが きぎがきがぉがしうぐぃ ぃぃ.
ｇそぐかｘ くおがぉす: くかｘさｘぉｘ がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ きそぐ‐
かがｚすｚがあうぐぃぉぃお, あぃかｘぐけぎｘぐがお うぉう ｙぃか‐
ぅうかがお, ぅｘぐぃお きがぐぎうぐぃ, うくきがぉずぅけそ さうくぐそ‐
しけぜ きｘくぐけ.
ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ う あがｙｘｚえう
ｍがぎがざうぃ ぎぃぅけぉずぐｘぐす くぐうぎえう ぐｘえいぃ ぅｘｚう‐
くそぐ がぐ ｚすｙがぎｘ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う きぎｘ‐
ｚうぉずかがくぐう ぃぁが あがぅうぎがｚえう, せぐが くきがくがｙ‐
くぐｚけぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぜ うぅぉうざかぃぁが ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかうそ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす.
ｅぃくおがぐぎそ かｘ くｚがぜ ｙうがぎｘぅぉｘぁｘぃおがくぐず,
おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ くがあぃぎいｘぐ ｚぃしぃくぐｚｘ,
えがぐがぎすぃ きぎう きがきｘあｘかうう ｚ がえぎけいｘぜしけぜ
くぎぃあけ ｚ ｙがぉずざがお えがぉうさぃくぐｚぃ おがぁけぐ かｘ‐
ぎけざうぐず こぎけきえがぃ ぎｘｚかがｚぃくうぃ ｚ きぎうぎがあぃ.
Ｔすｙがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ぅｘｚうくうぐ がぐ ぐう‐
きｘ ぐえｘかう (ぐがかえうぃ あぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう,
ざぃぎくぐず, こぉがきがえ う ぐ.あ.), ごｚぃぐｘ, ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎす くぐうぎえう う くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.
Ｔ あｘかかがぇ くぐうぎｘぉずかがぇ おｘざうかぃ おがいかが うく‐
きがぉずぅがｚｘぐず ｚくぃ がｙすさかが うおぃぜしうぃくそ ｚ
きぎがあｘいぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ おｘざうか‐
かがぇ くぐうぎえう:
• くぐうぎｘぉずかすぃ きがぎがざえう あぉそ ｚくぃこ ぐうきがｚ

ぐえｘかぃぇ
• くぐうぎｘぉずかすぃ きがぎがざえう あぉそ うぅあぃぉうぇ うぅ

あぃぉうえｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ (おｘえく. ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘ 60°C) う ざぃぎくぐう

• いうあえうぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, きぎぃあきがさぐう‐
ぐぃぉずかすぃ あぉそ かうぅえがぐぃおきぃぎｘぐけぎかすこ
きぎがぁぎｘおお くぐうぎえう (おｘえく. ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
60°C) あぉそ ｚくぃこ ぐうきがｚ ぐえｘかぃぇ うぉう くきぃ‐
ごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅかｘさぃかかすぃ あぉそ くぐうぎえう
ざぃぎくぐそかすこ うぅあぃぉうぇ.

ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ う あがｙｘｚえう くぉぃあけぃぐ きが‐
おぃしｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ がぐあぃぉぃかうそ
あがぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ きぃぎぃあ かｘさｘ‐
ぉがお ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう いうあえうこ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ かぃがｙこがあうおが ｚすｙうぎｘぐず きぎがぁぎｘお‐
おけ ｙぃぅ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう.
ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ がｙがぎけあがｚｘかｘ くうくぐぃ‐
おがぇ ぎぃごうぎえけぉそごうう, がｙぃくきぃさうｚｘぜしぃぇ がき‐
ぐうおｘぉずかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ えがかごぃかぐぎうぎが‐
ｚｘかかすこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.
ｇぎう あがぅうぎがｚえぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う あがｙｘ‐
ｚがえ ぎけえがｚがあくぐｚけぇぐぃくず けえｘぅｘかうそおう うぅぁが‐
ぐがｚうぐぃぉそ う かぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ がぐおぃぐえけ
"ЙAФ" かｘ くぐぃかえぃ あがぅｘぐがぎｘ .
ｂがぉうさぃくぐｚが うくきがぉずぅけぃおがぁが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ
ｊうき う えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ぅｘ‐
ｚうくそぐ がぐ ぐうきｘ ぐえｘかう, ｚぃぉうさうかす ぅｘぁぎけぅえう,
くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう ｙぃぉずそ う いぃくぐえが‐
くぐう うくきがぉずぅけぃおがぇ ｚがあす.
ｉぉぃあけぇぐぃ けえｘぅｘかうそお うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ きが あがぅうぎがｚえぃ.
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ おぃかずざぃぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, ぃくぉう:
• ｚす くぐうぎｘぃぐぃ かぃｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが

ｙぃぉずそ
• ｙぃぉずぃ くぉｘｙが ぅｘぁぎそぅかぃかが
• ｚが ｚぎぃおそ くぐうぎえう がｙぎｘぅけぃぐくそ おかがぁが きぃ‐

かす.
ｉぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす
Ｘぃくぐえがくぐず ｚがあす うぅおぃぎそぃぐくそ ｚ ぐｘえ かｘぅす‐
ｚｘぃおすこ ぁぎｘあけくｘこ いぃくぐえがくぐう. Ｚかげがぎおｘ‐
ごうぜ が いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ ｚｘざぃお ぎｘぇがかぃ
おがいかが きがぉけさうぐず ｚ くぉけいｙぃ ｚがあがくかｘｙいぃ‐
かうそ うぉう がぐ おぃくぐかすこ がぎぁｘかがｚ ｚぉｘくぐう. Ｗくぉう
くぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす くぎぃあかそそ うぉう ｚす‐
くがえｘそ, おす きぎぃあぉｘぁｘぃお ｚｘお あがｙｘｚぉそぐず
くおそぁさうぐぃぉず ｚがあす, くぉぃあけそ ぎぃえがおぃかあｘ‐
ごうそお きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ. Ｗくぉう きが くぐぃきぃかう
いぃくぐえがくぐう ｚがあｘ おそぁえｘそ, きぃぎぃくおがぐぎうぐぃ
えがぉうさぃくぐｚが うくきがぉずぅけぃおがぁが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.

2) かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ ｘごぃぐがか あぉそ さうくぐえう うぅあぃぉうぇ うぅ うくえけくくぐｚぃかかがぁが ざぃぉえｘ
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ｇぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう
ｇぎがぁぎｘおおｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ
ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘ‐
ぐがぎｘ

おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ

ｍｃｆｇｆｂ
90° – ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 1400 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 8えぁ - ｇがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 4 えぁ 1)

Ｓぃぉすぇ う ごｚぃぐかがぇ こぉがきがえ (く がｙすさかがぇ くぐぃきぃかずぜ ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかうそ).

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ, ｆく‐
ぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ,
ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
くぐうぎえｘ2), ｃぃぁえｘそ

ぁぉｘいえｘ, Ｖがき. きがぉが‐
くえｘかうぃ, ｄＷｅＷＶ‐
ＸＷｈ ＴｈＷｄＷｅＺ

ｉＺｅｊＷｊＺｂＲ
60° - こがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 900 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 4 えぁ – ｇがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 2 えぁ 1)

Ｚぅあぃぉうそ うぅ くうかぐぃぐうさぃくえうこ うぉう くおぃざｘかかすこ ぐえｘ‐
かぃぇ: かういかぃぃ ｙぃぉずぃ, ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ, ｙぃぅけくｘあがさかすぃ
くがぎがさえう, ｙぉけぅえう.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ, ｆく‐
ぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ,
ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
くぐうぎえｘ, 2), ｃぃぁえｘそ
ぁぉｘいえｘ, Ｖがき. きがぉが‐
くえｘかうぃ, ｄＷｅＷＶ‐
ＸＷｈ ＴｈＷｄＷｅＺ

ＶＷｃＺｂＲｊｅｓＷ ｊｂＲｅＺ
40° - ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうぃ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 900 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 4 えぁ – ｇがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 2 えぁ 1)

Ｚぅあぃぉうそ うぅ あぃぉうえｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ: ｘえぎうぉｘ, ｚうくえがぅす,
きがぉうせくぐぃぎｘ.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ, ｆく‐
ぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ,
ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
くぐうぎえｘ, 2), Ｖがき. きが‐
ぉがくえｘかうぃ, ｄＷｅＷＶ‐

ＸＷｈ ＴｈＷｄＷｅＺ
ｐＷｈｉｊｔ / ｈｋｏｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ
40° - ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうぃ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 1000 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 2 えぁ
ｇぎがぁぎｘおおｘ くぐうぎえう あぉそ ざぃぎくぐそかすこ うぅあぃぉうぇ, ぁがあ‐
かすこ あぉそ おｘざうかかがぇ くぐうぎえう, う ざぃぎくぐそかすこ うぅあぃぉうぇ,
きがあぉぃいｘしうこ ぎけさかがぇ くぐうぎえぃ, ｘ ぐｘえいぃ うぅあぃぉうぇ うぅ
あぃぉうえｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ, うおぃぜしうこ かｘ せぐうえぃぐえぃ くうおｚがぉ
"ぎけさかｘそ くぐうぎえｘ". ｇぎうおぃさｘかうぃ  : ｅｘぉうさうぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘ‐
かぃ ぐがぉずえが があかがぇ うぉう がｙじぃおかがぇ ｚぃしう おがいぃぐ きぎう‐
ｚぃくぐう え あうくｙｘぉｘかくけ. Ｗくぉう きぎうｙがぎ かぃ ｚすきがぉかそぃぐ ぅｘ‐
えぉぜさうぐぃぉずかすぇ がぐいうお, あがｙｘｚずぐぃ ｙぃぉずそ, きぃぎぃぎｘく‐
きぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ ｚぎけさかけぜ う ぅｘあｘぇぐぃ
きぎがぁぎｘおおけ "ｆぐいうお".

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,

ｆくぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ
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ｇぎがぁぎｘおおｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ
ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘ‐
ぐがぎｘ

おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ

ＳＷｃｔＷ
40° - ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 1000 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 1 えぁ
ｕぐｘ きぎがぁぎｘおおｘ きぎぃあかｘぅかｘさｘぃぐくそ あぉそ くぐうぎえう がさぃかず
あぃぉうえｘぐかすこ ｚぃしぃぇ, かｘきぎうおぃぎ, ｙぜくぐぁｘぉずぐぃぎがｚ う
あぎけぁがぁが かういかぃぁが ｙぃぉずそ. ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず
がぐいうおｘ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう けおぃかずざｘぃぐくそ.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,

ｆくぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ

ｐＷｃｂ
30° - ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 900 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 1 えぁ
ｇぎがぁぎｘおおｘ ｙぃぎぃいかがぇ くぐうぎえう あぉそ うぅあぃぉうぇ うぅ ざぃぉ‐
えがｚすこ う くおぃざｘかかすこ くうかぐぃぐうさぃくえうこ ぐえｘかぃぇ.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,

ｆくぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ

ｇｆｃｆｉｂＲｅＺＷ
ｇがぉがくえｘかうぃ - ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかすぇ がぐいうお
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 1400 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 8 えぁ
ｉ きがおがしずぜ せぐがぇ きぎがぁぎｘおおす おがいかが ｚすきがぉかそぐず きが‐
ぉがくえｘかうぃ う がぐいうお うぅあぃぉうぇ うぅ こぉがきえｘ, ｚすくぐうぎｘかかすこ
ｚぎけさかけぜ. Ｖぉそ ぐがぁが, さぐがｙす けくうぉうぐず うかぐぃかくうｚかがくぐず
きぎがごぃくくｘ きがぉがくえｘかうそ, ｚすｙぃぎうぐぃ あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ
げけかえごうぜ "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ". Ｔ せぐがお
くぉけさｘぃ おｘざうかｘ ｚすきがぉかうぐ かぃくえがぉずえが あがきがぉかうぐぃぉず‐
かすこ せぐｘきがｚ きがぉがくえｘかうそ.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ, ｆく‐
ぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ,

ｃぃぁえｘそ ぁぉｘいえｘ, Ｖがき.
きがぉがくえｘかうぃ

ｆｊＸＺｄ
ｉぉうｚ ｚがあす う きぎがあがぉいうぐぃぉずかすぇ がぐいうお
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 1400 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 8 えぁ
ｆぐあぃぉずかすぇ がぐいうお, ｚすきがぉかそぃおすぇ あぉそ ｙぃぉずそ, ｚす‐
くぐうぎｘかかがぁが ｚぎけさかけぜ, う きが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおお く
げけかえごうそおう "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ" う "ｅがさかがぇ
ごうえぉ". ｉえがぎがくぐず がぐいうおｘ おがいかが ｚすｙぎｘぐず ｚ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚうう く ぐうきがお ｙぃぉずそ く きがおがしずぜ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぇ
えかがきえう.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ

 

ｉｃＺＴ
ｉぉうｚ ｚがあす
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 8 えぁ
Ｚくきがぉずぅけぃぐくそ あぉそ くぉうｚｘ ｚがあす うぅ おｘざうかす きがくぉぃ
きがくぉぃあかぃぁが きがぉがくえｘかうそ ｚ きぎがぁぎｘおおｘこ く ｚすｙぎｘかかがぇ
げけかえごうぃぇ ｆくぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘかうそ う ｅがさかがぇ ごうえぉ.

  

18  бибЯролисф



ｇぎがぁぎｘおおｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ
ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘ‐
ぐがぎｘ

おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ

ｍｃｆｇｆｂ ｕｂｆ
90°-40°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえく. くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 1400 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 8 えぁ
Ｓぃぉがぃ う かぃぉうかそぜしぃぃ ごｚぃぐかがぃ こぉがきさｘぐがｙけおｘいかがぃ
ｙぃぉずぃ
ｕぐけ きぎがぁぎｘおおけ おがいかが ｚすｙうぎｘぐず あぉそ くぐうぎえう うぅあぃ‐
ぉうぇ うぅ こぉがきえｘ がｙすさかがぇ うぉう くぉｘｙがぇ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかうそ. Ｔぎぃおそ くぐうぎえう ｙけあぃぐ けｚぃぉうさぃかが, ｘ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ くぐうぎえう - きがかういぃかｘ. ｕぐが きがぅｚがぉうぐ きがぉけさうぐず こが‐
ぎがざうぇ ぎぃぅけぉずぐｘぐ きぎう せえがかがおうう せかぃぎぁうう.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ, ｆく‐
ぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘ‐
かうそ, ｅがさかがぇ ごうえぉ,
ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ
くぐうぎえｘ,2), ｃぃぁえｘそ

ぁぉｘいえｘ, Ｖがき. きがぉが‐
くえｘかうぃ

14 ｄＺｅ.
30°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 900 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 2 えぁ
Ｚあぃｘぉずかすぇ ごうえぉ あぉそ ｙぃぉずそ, かけいあｘぜしぃぁがくそ ぐがぉずえが
ｚ がくｚぃいぃかうう .

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ,
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ, ｆく‐
ぐｘかがｚえｘ きがぉがくえｘかうそ

ｆＶＷｗｃｆ
40°-30°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ - ｇがぉがくえｘかうそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず がぐいうおｘ 900 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 2,5 えぁ
ｇぎがぁぎｘおおｘ くぐうぎえう があかがぁが があぃそぉｘ うぉう きがえぎすｚｘぉｘ
うぅ くうかぐぃぐうえう.

ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆ‐
ｈｆｉｊＺ ｆｊＸＺｄＲ

 

 /Ｔｓｂｃ
Ｖぉそ がぐおぃかす ぐぃえけしぃぇ きぎがぁぎｘおおす うぉう ｚすえぉぜさぃかうそ
おｘざうかす.

  

1) Ｗくぉう ｚす ｚすｙぎｘぉう あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ げけかえごうぜ "Ｓすくぐぎｘそ くぐうぎえｘ" うぉう "ｋえがぎがさぃかかすぇ ごうえぉ" く
きがおがしずぜ えかがきえう 8 , おす ぎぃえがおぃかあけぃお けおぃかずざうぐず ぅｘぁぎけぅえけ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く きぎうｚぃあぃかかすおう
けえｘぅｘかうそおう. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ ｚがぅおがいかｘ ぐｘえいぃ う くぐうぎえｘ きぎう おｘえくうおｘぉずかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ, かが ぃぃ
ぎぃぅけぉずぐｘぐす ｙけあけぐ かぃくえがぉずえが こけいぃ. Ｗくぉう ｚす ｚすｙぎｘぉう げけかえごうぜ "ｆくｚぃいぃかうぃ" うぉう "ｉけきぃぎ-
がくｚぃいぃかうぃ", おす ぎぃえがおぃかあけぃお ぃしぃ ｙがぉぃぃ けおぃかずざうぐず ぅｘぁぎけぅえけ.

2) ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう いうあえうこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ かぃがｙこがあうおが ｚすｙうぎｘぐず きぎがぁぎｘおおけ ｙぃぅ
きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう.

ｋこがあ う さうくぐえｘ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ! ｇぎぃいあぃ さぃお
きぎうくぐけきｘぐず え えｘえうお-ぉうｙが がきぃぎｘごうそお
きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ, がぐえぉぜさうぐぃ
おｘざうかけ がぐ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう.

ｋあｘぉぃかうぃ かｘえうきう
Ｚくきがぉずぅけぃおｘそ かｘおう ｚがあｘ がｙすさかが くがあぃぎ‐
いうぐ くがぉう えｘぉずごうそ. ｇがせぐがおけ ぎぃえがおぃか‐
あけぃぐくそ きぃぎうがあうさぃくえう うくきがぉずぅがｚｘぐず ｚ おｘ‐
ざうかぃ きがぎがざがえ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす. Ｔす‐

きがぉかそぇぐぃ ぐｘえけぜ がきぃぎｘごうぜ かぃ ｚが ｚぎぃおそ
くぐうぎえう う ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く けえｘぅｘかうそおう うぅ‐
ぁがぐがｚうぐぃぉそ くおそぁさｘぜしぃぁが きがぎがざえｘ. ｕぐが
きがおがいぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず がｙぎｘぅがｚｘかうぃ うぅ‐
ｚぃくぐえがｚすこ がぐぉがいぃかうぇ.
ｇがくぉぃ えｘいあがぇ くぐうぎえう
ｆくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ がぐえぎすぐがぇ かｘ かぃえがぐが‐
ぎがぃ ｚぎぃおそ. ｕぐが きがおがいぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず
がｙぎｘぅがｚｘかうぃ きぉぃくぃかう う ぅｘぐこぉがぁが ぅｘきｘこｘ
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ｚかけぐぎう おｘざうかす. Ｗくぉう あｚぃぎごｘ きがくぉぃ
くぐうぎえう がくぐｘぃぐくそ がぐえぎすぐがぇ, せぐが くきがくがｙ‐
くぐｚけぃぐ ぐｘえいぃ けｚぃぉうさぃかうぜ くぎがえｘ くぉけいｙす
きぎがえぉｘあえう あｚぃぎごす.
ｇぎがげうぉｘえぐうさぃくえｘそ くぐうぎえｘ
Ｔすきがぉかぃかうぃ くぐうぎえう く かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎがぇ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え くえがきぉぃかうぜ がくぐｘぐ‐
えがｚ ｚかけぐぎう ｙｘぎｘｙｘかｘ.
ｄす ぎぃえがおぃかあけぃお ぎぃぁけぉそぎかが ｚすきがぉかそぐず
ぐｘえ かｘぅすｚｘぃおけぜ きぎがげうぉｘえぐうさぃくえけぜ
くぐうぎえけ.
ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがげうぉｘえぐうさぃくえがぇ
くぐうぎえう:
• Ｔ ｙｘぎｘｙｘかぃ かぃ あがぉいかが ｙすぐず ｙぃぉずそ.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ くぐうぎえう こぉがきえｘ く

かｘうｙがぉぃぃ ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ.
• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ がｙすさかがぃ えがぉうさぃくぐｚが

おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ; うお あがぉいぃか ｙすぐず
くぐうぎｘぉずかすぇ きがぎがざがえ く ｙうがぉがぁうさぃくえう‐
おう くｚがぇくぐｚｘおう.

ｏうくぐえｘ くかｘぎけいう
ｄがぇぐぃ えがぎきけく きぎうｙがぎｘ くかｘぎけいう ぐがぉずえが
ｚがあがぇ く おすぉがお, ぅｘぐぃお かｘくけこが きぎがぐぎうぐぃ
ぃぁが.
ＴＲＸｅｆ! かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ さうくぐえう
えがぎきけくｘ おｘざうかす おぃぐうぉがｚすぇ くきうぎぐ,
ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉう うぉう あぎけぁうぃ きがあがｙかすぃ
くぎぃあくぐｚｘ.
ｏうくぐえｘ あがぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ くぉぃあけぃぐ ぎぃぁけ‐
ぉそぎかが さうくぐうぐず.
Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う あがｙｘｚがえ くぉぃ‐
あけぃぐ ぎぃぁけぉそぎかが さうくぐうぐず.
Ｚぅｚぉぃえうぐぃ あがぅｘぐがぎ, がぐいｘｚ ｚかうぅ ぅｘしぃぉえけ
う きがぐそかけｚ ぃぁが かｘ くぃｙそ.

ｇぎがおがぇぐぃ ぃぁが きぎがぐがさかがぇ ｚがあがぇ, さぐがｙす
けあｘぉうぐず ｚくぃ がくぐｘぐえう くえがきうｚざぃぁがくそ きがぎが‐
ざえｘ.
Ｖぉそ がｙぉぃぁさぃかうそ さうくぐえう おがいかが くかそぐず
ｚぃぎこかぜぜ さｘくぐず がぐあぃぉぃかうそ あぉそ あがｙｘｚがえ.
ｇぎがおがぇぐぃ ｚがあがぇ ｚくぃ あぃぐｘぉう あがぅｘぐがぎｘ.

ｇがさうくぐうぐぃ がぐくぃえ あがぅｘぐがぎｘ しぃぐえがぇ.
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ｏうくぐえｘ ｙｘぎｘｙｘかｘ
ｆぐぉがいぃかうそ ぎいｘｚさうかす ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ おがぁけぐ
がｙぎｘぅがｚｘぐずくそ ｚくぉぃあくぐｚうぃ きがきｘあｘかうそ ｚ
ｙｘぎｘｙｘか ｚおぃくぐぃ く ｙぃぉずぃお ぎいｘｚすこ きがくぐが‐
ぎがかかうこ きぎぃあおぃぐがｚ うぉう ｚくぉぃあくぐｚうぃ ｚすくが‐
えがぁが くがあぃぎいｘかうそ いぃぉぃぅｘ ｚ ｚがあがきぎがｚがあ‐
かがぇ ｚがあぃ.
ＴＲＸｅｆ! ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ さうくぐえう
ｙｘぎｘｙｘかｘ さうくぐそしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, うおぃぜしけぜ
えうくぉがぐかけぜ がくかがｚけ うぉう くがあぃぎいｘしうぃ こぉがぎ,
ｘ ぐｘえいぃ おぃぐｘぉぉうさぃくえうぃ ぁけｙえう.
1. ｋあｘぉそぇぐぃ くぉぃあす ぎいｘｚさうかす かｘ くぐぃか‐

えｘこ ｙｘぎｘｙｘかｘ く きがおがしずぜ くぎぃあくぐｚｘ
あぉそ さうくぐえう うぅあぃぉうぇ うぅ かぃぎいｘｚぃぜしぃぇ
くぐｘぉう.

2. Ｔすきがぉかうぐぃ ごうえぉ くぐうぎえう ｙぃぅ ｙぃぉずそ あぉそ
けあｘぉぃかうそ がくぐｘぐえがｚ さうくぐそしうこ
くぎぃあくぐｚ.
ｇぎがぁぎｘおおｘ: ｂがぎがぐえｘそ きぎがぁぎｘおおｘ
くぐうぎえう こぉがきえｘ く あがｙｘｚぉぃかうぃお きぎう‐
おぃぎかが. 1/4 おぃぎかがぁが くぐｘえｘかｘ おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.

ｇぎがえぉｘあえｘ あｚぃぎごす
ｇぃぎうがあうさぃくえう きぎがｚぃぎそぇぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ
あｚぃぎごす う けあｘぉそぇぐぃ きがくぐがぎがかかうぃ きぎぃあ‐
おぃぐす, えがぐがぎすぃ おがぁけぐ ｚ かぃぇ ぅｘくぐぎそぐず.

ｌうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ
ｌうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ くぉぃあけぃぐ きぎが‐
ｚぃぎそぐず ぎぃぁけぉそぎかが, がくがｙぃかかが, ぃくぉう:
• おｘざうかｘ かぃ ｚすきがぉかそぃぐ くぉうｚ う/うぉう がぐ‐

いうお
• きぎう くぉうｚぃ おｘざうかｘ うぅあｘぃぐ くぐぎｘかかすぇ

ざけお, ｚすぅｚｘかかすぇ きがきｘあｘかうぃお ｚ くぉうｚ‐
かがぇ かｘくがく ぐｘえうこ きぎぃあおぃぐがｚ, えｘえ ｙけぉｘｚ‐
えう, おがかぃぐす う ぐ.あ.

Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお
がｙぎｘぅがお:
1. ｆぐえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きがあがいあうぐぃ, さぐが‐

ｙす ｚがあｘ がくぐすぉｘ.
3. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ かｘくがくｘ, ｚくぐｘｚうｚ ｚ

きｘぅ おがかぃぐけ (うぉう くきぃごうｘぉずかすぇ うか‐
くぐぎけおぃかぐ うぅ きｘえぃぐｘ く ぎけえがｚがあくぐｚがお
きが せえくきぉけｘぐｘごうう - ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ
おがあぃぉう).

1

2

4. ｇがくぐｘｚずぐぃ ぎそあがお く かｘくがくがお ぐｘぅうえ
あぉそ くｙがぎｘ ｚがあす, えがぐがぎｘそ おがいぃぐ ｚす‐
ぐぃさず.
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5. ｉ きがおがしずぜ きぉがくえがぁけｙごぃｚ ｚすかずぐぃ ぅｘ‐
ぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ
うぅ えぎすざえう げうぉずぐぎｘ.

6. ｂがぁあｘ ｚがあｘ きぃぎぃくぐｘかぃぐ ぉうぐずくそ, がぐ‐
ｚうかぐうぐぃ えぎすざえけ げうぉずぐぎｘ う きぉがくえが‐
ぁけｙごｘおう うぅｚぉぃえうぐぃ げうぉずぐぎ. Ｔくぃぁあｘ
あぃぎいうぐぃ きがあ ぎけえがぇ ぐぎそきえけ, さぐがｙす ｚす‐
ぐぃぎぃぐず ｚがあけ, えがぐがぎｘそ おがいぃぐ きぎがぉうぐず‐
くそ きぎう くかそぐうう げうぉずぐぎｘ.

1

2

7. ｇぎがｚがぎｘさうｚｘそ えぎすぉずさｘぐえけ かｘくがくｘ,
うぅｚぉぃえうぐぃ うぅ かぃぁが ｚくぃ きがくぐがぎがかかうぃ
きぎぃあおぃぐす.

8. ｋくぐｘかがｚうぐぃ げうぉずぐぎ かｘ おぃくぐが, くぉぃあそ,
さぐがｙす がか えｘえ くぉぃあけぃぐ ｚくぐｘぉ かｘ おぃくぐが.
Ｙｘぐぃお きぉがぐかが ぅｘぐそかうぐぃ ぃぁが.

9. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おぃくぐが ぅｘぁぉけざえけ がぐ‐
ｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ う きぉがぐかが
ぅｘえぎぃきうぐぃ ぃぃ.
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10. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ げうぉずぐぎｘ くぉうｚかがぁが
かｘくがくｘ.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ! ｇぎう ぎｘｙがぐｘぜしぃお
きぎうｙがぎぃ ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ
ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす ｚ くぉうｚかがお
かｘくがくぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぁがぎそさｘそ ｚがあｘ.
ｅうえがぁあｘ かぃ くかうおｘぇぐぃ えぎすざえけ
げうぉずぐぎｘ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ ｚが ｚぎぃおそ
くぐうぎえう, ｚくぃぁあｘ あがいうあｘぇぐぃくず, さぐがｙす
きぎうｙがぎ ぅｘｚぃぎざうぉ ごうえぉ う くぉうぉ ｚがあけ.
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ えぎすざえう かｘ おぃくぐが
けｙぃあうぐぃくず, さぐが がかｘ きぉがぐかが ぅｘぐそかけぐｘ
ｚが うぅｙぃいｘかうぃ けぐぃさぃえ う ｚがぅおがいかがくぐう
くかそぐうそ ぃぃ あぃぐずおう.

ｏうくぐえｘ げうぉずぐぎｘ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
Ｗくぉう ｚす ぅｘおぃぐうぉう, さぐが かｘ ぅｘきがぉかぃかうぃ
おｘざうかす けこがあうぐ ｙがぉずざぃ ｚぎぃおぃかう, さぃお
ぎｘかずざぃ, きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃ ぅｘｙうぐ ぉう かｘぉうｚ‐
かがぇ ざぉｘかぁ.
1. Ｙｘえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.
2. ｆぐえぎけぐうぐぃ ざぉｘかぁ がぐ えぎｘかｘ.
3. ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ ｚ ざぉｘかぁぃ いぃくぐえがぇ

しぃぐえがぇ.

4. ｉかがｚｘ きぎうｚうかぐうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え
えぎｘかけ.

Ｒｚｘぎうぇかすぇ くぉうｚ
Ｗくぉう ｚがあｘ かぃ くぉうｚｘぃぐくそ, あぉそ くぉうｚｘ あぃぇ‐
くぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙぎｘぅがお:
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ おｘざう‐

かす うぅ ぎがぅぃぐえう;
2. Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.
3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きがあがいあうぐぃ, さぐが‐

ｙす ｚがあｘ がくぐすぉｘ;
4. がぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうｚかがぁが げうぉずぐぎｘ;
5. きがくぐｘｚずぐぃ ぐｘぅうえ かｘ きがぉ. Ｔすかずぐぃ ぅｘ‐

ぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ
うぅ げうぉずぐぎｘ. ｇがあ あぃぇくぐｚうぃお くうぉす ぐそ‐
いぃくぐう ｚがあｘ くぐｘかぃぐ くぐぃえｘぐず ｚ ぐｘぅうえ. ｂが‐
ぁあｘ ぐｘぅうえ かｘきがぉかうぐくそ, くかがｚｘ けくぐｘかが‐
ｚうぐぃ ぅｘぁぉけざえけ ｚ えぎすざえけ. Ｔすぉぃぇぐぃ ｚが‐
あけ うぅ ぐｘぅうえｘ. ｇがｚぐがぎそぇぐぃ せぐけ きぎがごぃ‐
あけぎけ あが がえがかさｘかうそ くぉうｚｘ ｚがあす;

6. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがさうくぐうぐぃ
げうぉずぐぎ, えｘえ がきうくｘかが ｚすざぃ;

7. くかがｚｘ ぅｘえぎけぐうぐぃ げうぉずぐぎ う ぅｘえぎがぇぐぃ
あｚぃぎごけ.

ｇぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぃ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
Ｗくぉう おｘざうかｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ ｚ きがおぃしぃかうう,
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ えがぐがぎがお おがいぃぐ がきけくえｘぐず‐
くそ かういぃ 0°C, あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙ‐
ぎｘぅがお:
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ おｘざう‐

かす うぅ ぎがぅぃぐえう.
2. Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.
3. ｆぐｚうかぐうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
4. ｇがくぐｘｚずぐぃ かｘ きがぉ ぐｘぅうえ, きがおぃくぐうぐぃ ｚ

かぃぁが えがかぃご かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ, がぐえぎがぇ‐
ぐぃ ぅｘぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが
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くぉうｚｘ ｚ げうぉずぐぎぃ う あｘぇぐぃ ｚがあぃ きがぉかが‐
くぐずぜ くぐぃさず.

5. Ｔくぐｘｚずぐぃ ぅｘぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇ‐
かがぁが くぉうｚｘ ｚ げうぉずぐぎ う きぎうえぎけぐうぐぃ がｙ‐
ぎｘぐかが かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.

6. ｇぎう くぉぃあけぜしぃお ｚえぉぜさぃかうう おｘざうかす
けｙぃあうぐぃくず, さぐが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけ‐
いｘぜしぃぇ くぎぃあす ｚすざぃ 0°C.

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
ｅぃえがぐがぎすぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう, ｚすぅｚｘかかすぃ
がぐくけぐくぐｚうぃお きぎがくぐがぁが けこがあｘ うぉう かぃあが‐
くおがぐぎがお, おがいかが ぉぃぁえが けくぐぎｘかうぐず くｘおが‐
くぐがそぐぃぉずかが, かぃ がｙぎｘしｘそくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ. ｇぃぎぃあ ぐぃお えｘえ がｙぎｘしｘぐずくそ ｚ おぃくぐ‐
かすぇ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ,
ｚすきがぉかうぐぃ けえｘぅｘかかすぃ かういぃ きぎがｚぃぎえう.
Ｔが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす おｘざうかす おがいぃぐ かｘさｘぐず
おうぁｘぐず えぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ, ｚくぐぎがぃかかすぇ
ｚ えかがきえけ 7 , きぎう せぐがお えｘいあすぃ 20 くぃえけかあ
ｙけあぃぐ きがあｘｚｘぐずくそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ, けえｘ‐
ぅすｚｘぜしうぇ かｘ ぐが, さぐが おｘざうかｘ かぃ ぎｘｙが‐
ぐｘぃぐ, ｘ かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ があうか うぅ くぉぃ‐
あけぜしうこ えがあがｚ かぃうくきぎｘｚかがくぐう:
• ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず きがあｘさう ｚがあす: " Ｔがあｘ かぃ

ぅｘぉうｚｘぃぐくそ. ｆぐえぎがぇぐぃ えぎｘか う ぅｘぐぃお かｘ‐
いおうぐぃ えぉｘｚうざけ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.".

• ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず くぉうｚｘ ｚがあす: " Ｔがあｘ かぃ
くぉうｚｘぃぐくそ. ｆさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ う ぅｘぐぃお
かｘいおうぐぃ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.".

• ｆぐえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ: " ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが
あｚぃぎごｘ きぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ う ぅｘぐぃお かｘいおう‐
ぐぃ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.
".

ｋくぐぎｘかうｚ きぎうさうかけ かぃうくきぎｘｚかがくぐう, かｘ‐
いおうぐぃ えかがきえけ 7 あぉそ ｚがぅがｙかがｚぉぃかうそ ｚす‐
きがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす. Ｗくぉう きがくぉぃ ｚくぃこ
きぎがｚぃぎがえ かぃうくきぎｘｚかがくぐず がくぐｘぃぐくそ, がｙ‐
ぎｘぐうぐぃくず ｚ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ.

ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

ｄｘざうかｘ かぃ ｚえぉぜさｘぃぐくそ:

Ｖｚぃぎごｘ かぃ ぅｘえぎすぐｘ. (" ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが あｚぃぎごｘ きぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ
う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.")
• ｇぉがぐかが ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
Ｔうぉえｘ ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ かぃｚぃぎかが.
• Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
Ｔ ぎがぅぃぐえぃ がぐくけぐくぐｚけぃぐ かｘきぎそいぃかうぃ.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ くｚがぜ あがおｘざかぜぜ せぉぃえぐぎうさぃくえけぜ くぃぐず.
ｇぃぎぃぁがぎぃぉ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず かｘ ぁぉｘｚかがお ぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃぉずかがお
しうぐぃ.
• Ｙｘおぃかうぐぃ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず.
ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお けくぐｘかがｚぉぃか かぃｚぃぎかが, う かぃ かｘいｘぐｘ えかがきえｘ
7 .
• ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお う くかがｚｘ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 7 .
Ｔすｙぎｘかｘ がぐくぎがさえｘ きけくえｘ.
• Ｗくぉう ｚす こがぐうぐぃ, さぐがｙす くぐうぎえｘ ｙぃぉずそ かｘさｘぉｘくず かぃおぃあぉぃかかが,

がぐおぃかうぐぃ がぐくぎがさえけ きけくえｘ.
Ｔえぉぜさぃかｘ げけかえごうそ "Ｙｘおがえ がぐ あぃぐぃぇ".
• ｆぐえぉぜさうぐぃ げけかえごうぜ "Ｙｘおがえ がぐ あぃぐぃぇ".
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

ｄｘざうかｘ かぃ ぅｘきがぉかそぃぐくそ ｚが‐
あがぇ:

Ｙｘえぎすぐ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす. (" Ｔがあｘ かぃ ぅｘぉうｚｘぃぐくそ. ｆぐえぎがぇぐぃ
えぎｘか う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ えぉｘｚうざけ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.")
• ｆぐえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.
ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃあｘｚぉぃか うぉう くうぉずかが きぃぎぃぁかけぐ. (" Ｔがあｘ かぃ
ぅｘぉうｚｘぃぐくそ. ｆぐえぎがぇぐぃ えぎｘか う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ えぉｘｚうざけ ｉぐｘぎぐ/
ｇｘけぅｘ.")
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きがあくがぃあうかぃかうぃ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｙｘｙうぐ げうぉずぐぎ ｚ かｘぉうｚかがお ざぉｘかぁぃ. (" Ｔがあｘ かぃ ぅｘぉうｚｘぃぐくそ. ｆぐ‐
えぎがぇぐぃ えぎｘか う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ えぉｘｚうざけ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.")
• ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ.  (" Ｔがあｘ かぃ ぅｘぉうｚｘぃぐくそ. ｆぐえぎがぇぐぃ
えぎｘか う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ えぉｘｚうざけ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.")
• ｇぉがぐかが ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

ｄｘざうかｘ かぃ ｚすきがぉかそぃぐ くぉうｚ
う/うぉう がぐいうお:

ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃあｘｚぉぃか うぉう くうぉずかが きぃぎぃぁかけぐ. (" Ｔがあｘ かぃ
くぉうｚｘぃぐくそ. ｆさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.")
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず きがあくがぃあうかぃかうそ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｙｘｙうぐ げうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ. (" Ｔがあｘ かぃ くぉうｚｘぃぐくそ. ｆさう‐
くぐうぐぃ げうぉずぐぎ う ぅｘぐぃお かｘいおうぐぃ ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ.")
• ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ.
Ｔすｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおおｘ うぉう あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ, きが がえがか‐
さｘかうう えがぐがぎがぇ ｚ ｙｘえぃ がくぐｘぃぐくそ ｚがあｘ うぉう ｚ えがぐがぎがぇ うくえぉぜさぃかｘ
げｘぅｘ がぐいうおｘ.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ "ｉぉうｚ" うぉう "ｆぐいうお".
Ｓぃぉずぃ かぃぎｘｚかがおぃぎかが ぎｘくきぎぃあぃぉぃかが ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• ｇぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.

Ｔがあｘ かｘ きがぉけ:

Ｚくきがぉずぅがｚｘかが くぉうざえがお おかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ うぉう くぎぃあ‐
くぐｚが かぃきぎｘｚうぉずかがぁが ぐうきｘ (ｚすぅすｚｘぜしぃぃ うぅｙすぐがさかがぃ きぃかがが‐
ｙぎｘぅがｚｘかうぃ).
• ｋおぃかずざうぐぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ うぉう うくきがぉずぅけぇぐぃ

おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが あぎけぁがぁが ぐうきｘ.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう けぐぃさぃえ ｚ くがぃあうかうぐぃぉずかすこ あぃぐｘぉそこ かｘぉうｚ‐
かがぁが ざぉｘかぁｘ. ｋぐぃさえｘ ｚがあす うぅ ざぉｘかぁｘ かぃ ｚくぃぁあｘ ぅｘおぃぐかｘ ｚう‐
ぅけｘぉずかが; きがせぐがおけ きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃ おがえぎすぇ ぉう がか.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きがあくがぃあうかぃかうぃ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
ｇがｚぎぃいあぃか くぉうｚかがぇ うぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
• Ｙｘおぃかうぐぃ ぃぁが かがｚすお.
ｇがくぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ さうくぐえう げうぉずぐぎｘ ぅｘぁぉけざえｘ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘ‐
ぎうぇかがぁが くぉうｚｘ かぃ けくぐｘかがｚぉぃかｘ かｘ おぃくぐが, うぉう くｘお げうぉずぐぎ かぃ
ぅｘえぎけさぃか あがぉいかすお がｙぎｘぅがお.
• ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おぃくぐが ぅｘぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ

うぉう あが えがかごｘ ぅｘえぎけぐうぐぃ げうぉずぐぎ.

ｅぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかすぃ ぎぃ‐
ぅけぉずぐｘぐす くぐうぎえう:

ｉぉうざえがお おｘぉが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, うぉう いぃ うくきがぉずぅがｚｘかかがぃ
くぎぃあくぐｚが かぃ きがあこがあうぐ あぉそ あｘかかがぇ おｘざうかす.
• ｋｚぃぉうさずぐぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ うぉう うくきがぉずぅけぇぐぃ

おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが あぎけぁがぁが ぐうきｘ.
ｉぐがぇえうぃ きそぐかｘ かぃ ｙすぉう がｙぎｘｙがぐｘかす きぃぎぃあ くぐうぎえがぇ.
• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ うおぃぜしうぃくそ ｚ きぎがあｘいぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ ｚすｚぃあぃ‐

かうそ くぐがぇえうこ きそぐぃか.
Ｙｘあｘかｘ かぃきがあこがあそしｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, きぎｘｚうぉずかが ぉう ぅｘあｘかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.
ｉぉうざえがお ｙがぉずざｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ.
• ｉぉぃあけぃぐ けおぃかずざうぐず えがぉうさぃくぐｚが ぅｘぁぎけいｘぃおがぁが ｙぃぉずそ.
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

Ｖｚぃぎごｘ かぃ がぐえぎすｚｘぃぐくそ:

Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす かぃ ぅｘえがかさぃかが.
• Ｖがいあうぐぃくず ぅｘｚぃぎざぃかうそ ごうえぉｘ くぐうぎえう.
ｅぃ くぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぎｘぅｙぉがえうぎがｚえう あｚぃぎごす.
• ｇがあがいあうぐぃ, きがえｘ かぃ きがそｚうぐくそ くうおｚがぉ  (Ｖｚぃぎごｘ) う くががぐ‐

ｚぃぐくぐｚけぜしぃぃ くががｙしぃかうぃ.
Ｔがあｘ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ くぉうｚｘ うぉう がぐいうおｘ, さぐがｙす くぉうぐず ｚがあけ.

ｄｘざうかｘ ｚうｙぎうぎけぃぐ うぉう ざけ‐
おうぐ:

ｅぃ けあｘぉぃかす ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｙがぉぐす う せぉぃおぃかぐす けきｘえがｚ‐
えう.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ.
ｅぃ がぐぎぃぁけぉうぎがｚｘかｘ ｚすくがぐｘ かがいぃえ
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず ｚすぎｘｚかうｚｘかうそ きぎうｙがぎｘ.
Ｓぃぉずぃ かぃぎｘｚかがおぃぎかが ぎｘくきぎぃあぃぉぃかが ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• ｇぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
Ｔがぅおがいかが, ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ くぉうざえがお おｘぉが ｙぃぉずそ.
• Ｙｘぁぎけぅうぐぃ ｙがぉずざぃ ｙぃぉずそ.

ｆぐいうお かｘさうかｘぃぐくそ く がきがぅあｘ‐
かうぃお うぉう かぃ ｚすきがぉかそぃぐくそ:

ｕぉぃえぐぎがかかがぃ けくぐぎがぇくぐｚが えがかぐぎがぉそ あうくｙｘぉｘかくｘ くぎｘｙがぐｘぉが うぅ-
ぅｘ かぃぎｘｚかがおぃぎかがぁが ぎｘくきぎぃあぃぉぃかうそ ｙぃぉずそ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ. Ｓぃぉずぃ
ｙけあぃぐ きぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉぃかが ぎｘｚかがおぃぎかが ぅｘ くさぃぐ うぅおぃかぃかうそ かｘ‐
きぎｘｚぉぃかうそ ｚぎｘしぃかうそ ｙｘぎｘｙｘかｘ. ｕぐが おがいぃぐ きぎがうくこがあうぐず かぃ‐
くえがぉずえが ぎｘぅ あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ あうくｙｘぉｘかく かぃ うくさぃぅかぃぐ, う かぃ けく‐
ぐｘかがｚうぐくそ かがぎおｘぉずかすぇ がぐいうお. Ｗくぉう きが うくぐぃさぃかうう 10 おうかけぐ
ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ かぃ ぎｘくきぎぃあぃぉうぉがくず ぎｘｚかがおぃぎかが, がぐいうお ｚす‐
きがぉかそぐずくそ かぃ ｙけあぃぐ. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ きぃぎぃぉがいうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚぎけさかけぜ
う ぅｘあｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ がぐいうおｘ.
• ｇぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
ｅぃあがくぐｘぐがさかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ.
• Ｖがｙｘｚずぐぃ ｙぃぉずぃ, きぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ぃぁが ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ ｚぎけさ‐

かけぜ, ｘ ぅｘぐぃお ｚすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ がぐいうおｘ.

ｄｘざうかｘ うぅあｘぃぐ かぃがｙすさかすぇ
ざけお:

ｄｘざうかｘ がｙがぎけあがｚｘかｘ あｚうぁｘぐぃぉぃお, うぅあｘぜしうお かぃがｙすさかすぇ
ざけお きが くぎｘｚかぃかうぜ く あｚうぁｘぐぃぉそおう あぎけぁうこ ぐうきがｚ. ｅがｚすぇ あｚう‐
ぁｘぐぃぉず がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ きぉｘｚかすぇ きけくえ う ｙがぉぃぃ ぎｘｚかがおぃぎかがぃ ぎｘく‐
きぎぃあぃぉぃかうぃ ｙぃぉずそ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ きぎう がぐいうおぃ, ｘ ぐｘえいぃ ｙがぉずざけぜ
けくぐがぇさうｚがくぐず おｘざうかす.

Ｔ おｘざうかぃ かぃ ｚうあかｘ ｚがあｘ:
ｄｘざうかす, ぎｘぅぎｘｙがぐｘかかすぃ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお くがｚぎぃおぃかかすこ
ぐぃこかがぉがぁうぇ, ぎｘｙがぐｘぜぐ がさぃかず せえがかがおうさかが う きがぐぎぃｙぉそぜぐ おｘぉが
ｚがあす ｙぃぅ くかういぃかうそ えｘさぃくぐｚｘ くぐうぎえう.

Ｗくぉう がきぎぃあぃぉうぐず うぉう けくぐぎｘかうぐず きぎうさうかけ
かぃうくきぎｘｚかがくぐう くｘおがくぐがそぐぃぉずかが かぃ けあｘ‐
ぉがくず, がｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ かｘざ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ. ｇぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ ぅｚがかうぐず ぐけあｘ, ぅｘ‐
きうざうぐぃ あぉそ くぃｙそ おがあぃぉず, くぃぎうぇかすぇ かが‐
おぃぎ う あｘぐけ きぎうがｙぎぃぐぃかうそ おｘざうかす: せぐう
くｚぃあぃかうそ きがぐぎぃｙけぜぐくそ くきぃごうｘぉうくぐｘお
くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ.
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ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ
Ｕｘｙｘぎうぐす ｐうぎうかｘ

Ｔすくがぐｘ
Ｕぉけｙうかｘ

60 くお
85 くお
63 くお

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ｅｘきぎそいぃかうぃ - ｆｙしｘそ おがし‐
かがくぐず - ｇぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず

Ｚかげがぎおｘごうそ きが せぉぃえぐぎうさぃくえがおけ きがあえぉぜさぃかうぜ きぎぃあくぐｘｚぉぃかｘ
かｘ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, ぎｘくきがぉがいぃかかがぇ かｘ ｚかけぐ‐
ぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす おｘざうかす.

Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚ ｚがあがきぎがｚがあかがぇ
くうくぐぃおぃ

ｄうかうおけお
ｄｘえくうおけお

0,05 ｄｇｘ
0,8 ｄｇｘ

ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｍぉがきがえ 8 えぁ
ｉえがぎがくぐず がぐいうおｘ ｄｘえくうおけお 1400 ｏうくぉが がｙがぎがぐがｚ ｚ おうかけ‐

ぐけ

ｇがえｘぅｘぐぃぉう きがぐぎぃｙぉぃかうそ
ｇぎがぁぎｘおおｘ ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ せかぃぎ‐

ぁうう (えＴぐさ)
ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす

(ぉうぐぎす)
ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず
きぎがぁぎｘおおす (おうかけぐす)

Ｓぃぉすぇ こぉがきがえ 90° 2.50 62

ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず
きぎがぁぎｘおお ｚすくｚぃさう‐

ｚｘぃぐくそ かｘ あうくきぉぃぃ かｘ
きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ.

ｍぉがきがえ 60° 1.70 63
ｍぉがきがえ ｕｂｆ 60° 1) 1.36 64
ｍぉがきがえ 40° 0.97 62
ｉうかぐぃぐうえｘ 40° 0.55 52
Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう
40°

0.53 68

ｐぃぎくぐず 30° 0.32 64
1) ｍぉがきがえ ｕえが" きぎう 60°C う ぅｘぁぎけぅえぃ 8 えぁ そｚぉそぃぐくそ せぐｘぉがかかがぇ きぎがぁぎｘおおがぇ あぉそ ぎｘくさぃぐｘ あｘかかすこ,

けえｘぅｘかかすこ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうそ, ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう くが くぐｘかあｘぎぐがお ББC 92/75.
ｇぎうｚぃあぃかかすぃ ｚ あｘかかがぇ ぐｘｙぉうごぃ あｘか‐
かすぃ きが ぎｘくこがあけ そｚぉそぜぐくそ うくえぉぜさう‐
ぐぃぉずかが がぎうぃかぐうぎがｚがさかすおう, ぐｘえ えｘえ
がかう おがぁけぐ うぅおぃかそぐずくそ ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう

がぐ えがぉうさぃくぐｚｘ う ぐうきｘ ｙぃぉずそ, ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす ｚがあがきぎがｚがあかがぇ ｚがあす う ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす.

ｋくぐｘかがｚえｘ
ｈｘくきｘえがｚえｘ
Ｔくぃ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｙがぉぐす う せぉぃ‐
おぃかぐす けきｘえがｚえう あがぉいかす ｙすぐず くかそぐす きぃ‐
ぎぃあ かｘさｘぉがお せえくきぉけｘぐｘごうう きぎうｙがぎｘ.
ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ くがこぎｘかうぐず ｚくぃ ぐぎｘかくきがぎ‐
ぐうぎがｚがさかすぃ きぎうくきがくがｙぉぃかうそ あぉそ ぐがぁが,
さぐがｙす うこ おがいかが ｙすぉが くかがｚｘ うくきがぉずぅが‐
ｚｘぐず ｚ くぉけさｘぃ かがｚがぇ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえう
おｘざうかす.
1. ｇがくぉぃ くかそぐうそ ｚくぃぇ けきｘえがｚえう ｘええけぎｘぐ‐

かが きがぉがいうぐぃ おｘざうかけ かｘ ぅｘあかぜぜ きｘ‐
かぃぉず, さぐがｙす ｚすかけぐず きがぉうくぐうぎがぉがｚけぜ
きぎがえぉｘあえけ うぅ ぃぃ がくかがｚｘかうそ.
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2. ｆぐくがぃあうかうぐぃ ざかけぎ きうぐｘかうそ う くぉうｚかがぇ
ざぉｘかぁ がぐ ぎｘぅじぃおがｚ かｘ ぅｘあかぃぇ きｘかぃぉう
きぎうｙがぎｘ.

3. ｉ きがおがしずぜ きがあこがあそしぃぁが ぁｘぃさかがぁが
えぉぜさｘ がぐｚうかぐうぐぃ う くかうおうぐぃ ごぃかぐぎｘぉず‐
かすぇ ぅｘあかうぇ ｙがぉぐ A . Ｔすかずぐぃ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしけぜ きぉｘくぐおｘくくがｚけぜ ざｘぇｙけ.

A

4. ｆぐえぎけぐうぐぃ う くかうおうぐぃ く ぅｘあかぃぇ きｘかぃぉう
あｚｘ ｙがぉずざうこ ｙがぉぐｘ B う ざぃくぐず おｘぉぃかず‐
えうこ ｙがぉぐがｚ C .

C

C

B

B

5. ｉかうおうぐぃ くえがｙけ А う ぅｘｚうかぐうぐぃ がｙぎｘぐかが
ざぃくぐず おｘぉぃかずえうこ ｙがぉぐがｚ C .
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D

C

C

6. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ, あがくぐｘかずぐぃ かｘぉうｚ‐
かがぇ ざぉｘかぁ うぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ う くかうおうぐぃ きが‐
ぉうくぐうぎがぉがｚけぜ ｚくぐｘｚえけ, きぎうえぎぃきぉぃか‐
かけぜ え きぎがえぉｘあえぃ あｚぃぎごす.

7. Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚ おｘぉぃかずえがぃ ｚぃぎこかぃぃ がぐｚぃぎ‐
くぐうぃ う ｚ あｚｘ ｙがぉずざうこ がぐｚぃぎくぐうそ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ きぉｘくぐうえがｚすぃ ぅｘぁぉけ‐
ざえう, かｘこがあそしうぃくそ ｚ があかがお きｘえぃぐぃ く
ぎけえがｚがあくぐｚがお きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ｋくぐｘかがｚうぐぃ おｘざうかけ かｘ ぎがｚかすぇ ぐｚぃぎあすぇ
きがぉ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが えがｚぎす, あがぎがいえう う
ぐ.あ. かぃ きぎぃきそぐくぐｚけぜぐ ごうぎえけぉそごうう ｚがぅあけこｘ
ｚがえぎけぁ おｘざうかす. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ
かぃ えｘくｘぃぐくそ くぐぃか うぉう あぎけぁうこ えけこがかかすこ
きぎうｙがぎがｚ. Ｔすぎがｚかそぇぐぃ おｘざうかけ, きがあかう‐
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おｘそ うぉう がきけくえｘそ かがいえう. ｅがいえう おがぁけぐ ぎぃ‐
ぁけぉうぎがｚｘぐずくそ く ぐぎけあがお, ぐ.え. かｘ かうこ けくぐｘ‐
かがｚぉぃかす くｘおがぅｘぐそぁうｚｘぜしうぃくそ ぁｘぇえう, があ‐
かｘえが Ｔす ＶｆｃＸｅｓ がぐぎぃぁけぉうぎがｚｘぐず うこ
ｚすくがぐけ ぐｘえ, さぐがｙす おｘざうかｘ くぐがそぉｘ ぎがｚかが
う けくぐがぇさうｚが. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎが‐
ｚぃぎずぐぃ ぐがさかがくぐず ｚすぎｘｚかうｚｘかうそ く きが‐
おがしずぜ くきうぎぐがｚがぁが けぎがｚかそ. ｅぃがｙこがあう‐
おすぃ ぎぃぁけぉうぎがｚえう おがいかが ｚすきがぉかそぐず く きが‐
おがしずぜ ぁｘぃさかがぁが えぉぜさｘ. ｊしｘぐぃぉずかがぃ ｚす‐
ぎｘｚかうｚｘかうぃ きぎぃあがぐｚぎｘしｘぃぐ ｚうｙぎｘごうぜ,
ざけお う きぃぎぃおぃしぃかうぃ おｘざうかす ｚが ｚぎぃおそ
ぎｘｙがぐす.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ! ｅうえがぁあｘ かぃ
きがあえぉｘあすｚｘぇぐぃ えｘぎぐがか, えけくえう あぃぎぃｚｘ
うぉう きがあがｙかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす あぉそ
えがおきぃかくｘごうう かぃぎがｚかがくぐぃぇ きがぉｘ.

ｇがあくがぃあうかぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ ｚこがあうぐ ｚ えがおきぉぃえぐ きが‐
くぐｘｚえう う かｘこがあうぐくそ ｚかけぐぎう ｙｘぎｘｙｘかｘ. ｅぃ
きぎうおぃかそぇぐぃ あぉそ きがあくがぃあうかぃかうそ え ｚがあが‐
きぎがｚがあけ ぎｘかぃぃ うくきがぉずぅがｚｘｚざうぃくそ ざぉｘか‐
ぁう.
ＴＲＸｅｆ! Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ くぉぃあけぃぐ きがあ‐
くがぃあうかそぐず え ｚぃかぐうぉぜ きがあｘさう こがぉがあかがぇ
ｚがあす.
1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ おｘざうかす う あがくぐｘかず‐

ぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
2. ｇがあくがぃあうかうぐぃ けぁぉがｚがぇ きｘぐぎけｙがえ

ざぉｘかぁｘ え おｘざうかぃ. ｅぃ かｘきぎｘｚぉそぇぐぃ
かｘぉうｚかがぇ ｚぃぎぐうえｘぉずかが ｚかうぅ. ｈｘぅｚぃぎ‐
かうぐぃ ざぉｘかぁ ｚぉぃｚが うぉう ｚきぎｘｚが ｚ ぅｘｚう‐
くうおがくぐう がぐ ぎｘくきがぉがいぃかうそ ｚがあがきぎが‐
ｚがあかがぁが えぎｘかｘ がぐかがくうぐぃぉずかが おｘざう‐
かす.

3. ｆぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ きがぉがいぃかうぃ ざぉｘかぁｘ,
がくぉｘｙうｚ ぅｘいうおかけぜ ぁｘぇえけ. ｆぐぎぃぁけぉう‐
ぎがｚｘｚ きがぉがいぃかうぃ ざぉｘかぁｘ, かぃ ぅｘｙけあず‐
ぐぃ きぉがぐかが ぅｘぐそかけぐず ぅｘいうおかけぜ ぁｘぇえけ
ｚが うぅｙぃいｘかうぃ けぐぃさぃえ.

4. ｇぎうくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え ｚが‐
あがきぎがｚがあかがおけ えぎｘかけ く ぎぃぅずｙがぇ 3/4.
Ｔくぃぁあｘ うくきがぉずぅけぇぐぃ ざぉｘかぁ, きがくぐｘ‐
ｚぉそぃおすぇ ｚおぃくぐぃ く きぎうｙがぎがお.

ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ きがあぉぃいうぐ けあぉうかぃ‐
かうぜ. Ｗくぉう がか くぉうざえがお えがぎがぐえうぇ, ｘ ｚす かぃ
こがぐうぐぃ きぃぎぃおぃしｘぐず ｚがあがきぎがｚがあかすぇ
えぎｘか, きぎうあぃぐくそ えけきうぐず かがｚすぇ, ｙがぉぃぃ
あぉうかかすぇ ざぉｘかぁ, くきぃごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅかｘ‐
さぃかかすぇ あぉそ あｘかかがぇ ごぃぉう.
ｉぉうｚ ｚがあす
ｂがかぃご くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ おがいかが けくぐｘかｘｚ‐
ぉうｚｘぐず ぐぎぃおそ くきがくがｙｘおう.
• ｇがあｚぃくうｚ かｘあ えぎｘぃお ぎｘえがｚうかす く きが‐

おがしずぜ きぉｘくぐおｘくくがｚがぇ かｘきぎｘｚぉそぜ‐
しぃぇ, ｚこがあそしぃぇ ｚ えがおきぉぃえぐ きがくぐｘｚえう
おｘざうかす. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ けあがくぐがｚぃぎず‐

4
5
°

3
5
°
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ぐぃくず, さぐが ざぉｘかぁ かぃ くがくえがさうぐ ｚが ｚぎぃおそ
くぉうｚｘ ｚがあす. Ｖぉそ せぐがぁが ざぉｘかぁ おがいかが
きぎうｚそぅｘぐず え えぎｘかけ えけくえがお ｙぃさぃｚえう うぉう
きぎうえぎぃきうぐず え くぐぃかぃ.

• ｇがあくがぃあうかうｚ え きｘぐぎけｙえけ くぉうｚかがぇ ぐぎけ‐
ｙす ぎｘえがｚうかす. ｕぐがぐ きｘぐぎけｙがえ あがぉいぃか
かｘこがあうぐずくそ かｘあ くうげがかがお ぎｘえがｚうかす く
ぐぃお, さぐがｙす ｚすくがぐｘ おぃくぐｘ くぁうｙｘ ざぉｘかぁｘ
がぐ きがぉｘ くがくぐｘｚぉそぉｘ かぃ おぃかぃぃ 60 くお.

• ｇがあくがぃあうかうｚ かぃきがくぎぃあくぐｚぃかかが え くぉうｚ‐
かがぇ ぐぎけｙぃ かｘ ｚすくがぐぃ かぃ おぃかぃぃ 60 くお,
かが かぃ ｙがぉぃぃ 90 くお. ｂがかぃご くぉうｚかがぁが
ざぉｘかぁｘ ｚくぃぁあｘ あがぉいぃか ｚぃかぐうぉうぎがｚｘぐず‐
くそ, ぐ.ぃ. ｚかけぐぎぃかかうぇ あうｘおぃぐぎ くぉうｚかがぇ
ぐぎけｙす あがぉいぃか ｙすぐず ざうぎぃ ｚかぃざかぃぁが
あうｘおぃぐぎｘ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ. ｉぉうｚかがぇ
ざぉｘかぁ かぃ あがぉいぃか うおぃぐず きぃぎぃぁうｙがｚ.

ｄｘえくうおｘぉずかｘそ あぉうかｘ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ かぃ あがぉいかｘ ｙすぐず ｙがぉぃぃ 4 おぃぐぎがｚ. Ｖがきがぉかう‐
ぐぃぉずかすぇ くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ う くがぃあうかうぐぃぉずかすぇ せぉぃおぃかぐ おがいかが きぎうがｙぎぃくぐう ｚ ｘｚぐがぎう‐
ぅがｚｘかかがお くぃぎｚうくかがお ごぃかぐぎぃ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
Ｚかげがぎおｘごうそ きが せぉぃえぐぎうさぃくえがおけ きがあ‐
えぉぜさぃかうぜ きぎぃあくぐｘｚぉぃかｘ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ
ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, ぎｘくきがぉがいぃかかがぇ かｘ
ｚかけぐぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす おｘざうかす.
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが せぉぃえぐぎうさぃくえｘそ くぃぐず け Ｔｘく
あがおｘ ｚ くがくぐがそかうう ｚすあぃぎいｘぐず おｘえくう‐
おｘぉずかけぜ おがしかがくぐず, きがぐぎぃｙぉそぃおけぜ おｘ‐
ざうかがぇ, きぎう せぐがお くぉぃあけぃぐ けさぃくぐず う あぎけぁうぃ
せえくきぉけｘぐうぎけぃおすぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎす.

Ｔえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ ｚ ぅｘぅぃおぉぃかかけぜ
ぎがぅぃぐえけ.

Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ
がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ けしぃぎｙ うぉう
ぐぎｘｚおす, きぎうさうかぃかかすぃ
かぃくがｙぉぜあぃかうぃお ｚすざぃきぎうｚぃあぃかかすこ
けえｘぅｘかうぇ きが ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう おｘざうかす あがぉいぃか
うおぃぐずくそ くｚがｙがあかすぇ あがくぐけき え
くぃぐぃｚがおけ ざかけぎけ.
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Ｔ くぉけさｘぃ かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかす
くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ がかｘ あがぉいかｘ ｙすぐず

ｚすきがぉかぃかｘ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすお
くぃぎｚうくかすお ごぃかぐぎがお.

ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが
けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ きがあぉぃいうぐ
けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ.
Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう
せぉぃえぐぎがかかがぁが う せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ
あぉそ きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう.
ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ,
Ｔす きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず
きぎうさうかぃかうぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う
ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ きがぐぃかごうｘぉずかがぁが
けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお
くぉけさｘぃ, ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが
がｙぎｘしぃかうそ く きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ
ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ
けぐうぉうぅｘごうう せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ
がｙぎｘしｘぐずくそ え おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ
くぉけいｙけ きが ｚすｚがぅけ う けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ
うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう
うぅあぃぉうぃ.
ｋきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす
ｄｘぐぃぎうｘぉす, きがおぃさぃかかすぃ くうおｚがぉがお  ,
きぎうぁがあかす あぉそ きがｚぐがぎかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐえう.
>МБ<=きがぉうせぐうぉぃか
>МП<=きがぉうくぐうぎがぉ
>ММ<=きがぉうきぎがきうぉぃか
ｕぐが がぅかｘさｘぃぐ, さぐが がかう おがぁけぐ ｙすぐず きがあ‐
ｚぃぎぁかけぐす ｚぐがぎうさかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐえぃ きぎう けく‐

ぉがｚうう, さぐが きぎう うこ けぐうぉうぅｘごうう がかう ｙけあけぐ
きがおぃしぃかす ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ えがかぐぃぇかぃぎす
あぉそ くｙがぎｘ ぐｘえうこ がぐこがあがｚ.
ｕえがぉがぁうさぃくえうぃ ぎぃえがおぃかあｘごうう
Ｖぉそ せえがかがおうう ｚがあす, せかぃぎぁうう う く ごぃぉずぜ
ｙぃぎぃいかがぁが がぐかがざぃかうそ え がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあぃ きぎうあぃぎいうｚｘぇぐぃくず くぉぃあけぜしうこ ぎぃ‐
えがおぃかあｘごうぇ:
• Ｓぃぉずぃ がｙすさかがぇ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかが‐

くぐう おがいかが くぐうぎｘぐず ｙぃぅ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かがぇ くぐうぎえう あぉそ せえがかがおうう おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ, ｚがあす う ｚぎぃおぃかう (せぐが がぅかｘさｘぃぐ
う おぃかずざぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうぃ がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあす!).

• ｅｘうｙがぉぃぃ せえがかがおうさかが おｘざうかｘ ぎｘｙが‐
ぐｘぃぐ きぎう きがぉかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ.

• ｇぎう あがぉいかがぇ がｙぎｘｙがぐえぃ きそぐかｘ う かぃ‐
ｙがぉずざうぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ おがぁけぐ ｙすぐず けあｘ‐
ぉぃかす きぃぎぃあ くぐうぎえがぇ; ぐがぁあｘ ｙぃぉずぃ おがい‐
かが くぐうぎｘぐず きぎう ｙがぉぃぃ かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎぃ.

• ｆぐおぃぎそぇぐぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが ｚ ぅｘｚう‐
くうおがくぐう がぐ いぃくぐえがくぐう ｚがあす, くぐぃきぃかう
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう う えがぉうさぃくぐｚｘ くぐうぎｘぃ‐
おがぁが ｙぃぉずそ.
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