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 Abstract 
 
 H hすhαjせαそかα αとぬαかのv けそのjjほv αvkすたikのπかこiす πとoくそおたαkα jkさv Ivhかα せαす jkすな 
けへとの ぬほとiな παとふたoすα たi αυkう πoυ αvkすたikのπかこiす jkさv 《そそうhα.  ぇぬikすせう そかけoす たαしさkえな 
たαしαかvoυv jαvjせとすkすせう, せαす さ けそほjjα えぬiす jkαhすαせう πiとすしのとすoπoすさしiか.  ]υkふ φαかvikαす vα 
えぬiす hυjたiviかな jυvえπiすiな jkさv ぬとおjさ kのv たovkえとvのv すvhすせほv けそのjjほv. 
 
 ぃoそそoか φすそふそoけoす しiのとoへv okす さ けvほjさ αとぬαかのv けそのjjほv くoさしうiす jkさ ぬとおjさ 
kのv たovkえとvのv けそのjjほv.  ]そそう oす αとぬαかiな けそほjjiな πとえπiす vα hすhうjせovkαす えkjす ほjki oす 
ivおそすせiな vα しυたoへvkαす せαす vα ぬとさjすたoπoすoへv αυkう πoυ えたαしαv jαv παすhすう.  ぁす けivすせえな 
αとぬえな kさな けvのjkすせおな ねυぬoそoけかαな hiかぬvoυv okす kα παすhすう πとえπiす vα jυvhえjoυv kすな けvほjiすな 
kのv αとぬαかのv たi πoそそう うそそα hかせkυα けvほjiのv ほjki vα kα しυたoへvkαす ふkαv ivさそすせすのしoへv.  
ぇ' αυkふ くoさしうiす さ αvうけvのjさ iせkikαたえvのv せiかたivのv たi vふさたα, oぬす απojπαjたうkのv.  ぉα 
せiかたivα しα えπとiπi vα hすαくうこovkαす jαv つえvさ けそほjjα たi えたφαjさ jkさv せαkαvふさjさ せαす 
hすαjαφおvさjさ kさな jへvkαつさな, せαす oぬす jkさ たikうφとαjさ.  Η απojkおしすjさ せそかjiのv πすしαvほな 
くoさしうiす jkさv せαkαvふさjさ αそそう oす たαしさkえな しα えπとiπi vα つえとoυv πほな vα ぬとさjすたoπoすoへv 
αυkう πoυ απojkおしさjαv jkさv iとたさviかα, πとうけたα πoυ φαかvikαす vα たさv jυたくαかviす jυぬvう.  
ぉα せiかたivα しα πとえπiす vα iかvαす ivhすαφえとovkα jkα παすhすう, せαす ko ivhすαφえとov kのv hすαφふとのv 
せiすたえvのv しα πとえπiす vα hすαπすjkのしiか たえjの iせπαすhiυkすせほv iとiυvほv.  Γすα vα jυvhiしoへv oす 
けvほjiすな kのv αとぬαかのv たi うそそα hかせkυα けvほjiのv せαす vα たπoへv jkさ たαせとふぬとovさ たvおたさ, しう 
πとえπiす vα たikαhoしiか jkα παすhすう πoへ αそそoへ jkさv せαしさたiとすvお このお くとかjせovkαす απふさぬoす kさな 
αとぬαかαな けそほjjαな, ふπのな ji oとすjたえvα kとαけoへhすα, jkすな せoすvえな しとさjせiυkすせえな そiすkoυとけかiな, せαす 
jkすな たikαφとうjiすな αとぬαかのv koυ ]jkiとかつ. 
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 ぃえとすjυ kα αとぬαかα つαvαたπおせαv jkα jぬoそiかα ivほ ko せふたたα πoυ kα えくけαそi つαvうとしi 
jkさv iつoυjかα.  ぇkα hすうφoとα iπすぬiすとおたαkα υπえと せαす せαkう kさな hすhαjせαそかαな koυな πoυ πうvkα 
jυviぬかこoυv, υπうとぬiす せαす たすう うそそさ hすうjkαjさ: oす iたπiすとかiな ぬのとほv πoυ えぬoυv せαす αυkえな たすう 
αとぬαかα けそのjjすせお παとうhojさ (π.ぬ. Ivhかα, ｠iπうそ, ‒παけせそαvkえな) せαす たiとすせう jυたπiとうjたαkα 
jぬikすせう ko πのな ぬとさjすたiへoυv oす αとぬαかiな けそほjjiな jkさv せαしさたiとすvお このお たαな せαす πのな しα 
えπとiπi vα kすな たαしαかvoυたi ほjki vα しυたふたαjki jkα iπふたivα ぬとふvすα kα jkoすぬiかα πoυ たαな 
ぬとiすうこovkαす. 
 
 ぉα jαvjせとすkすせう せαす kα αとぬαかα iそそさvすせう えぬoυv kすな かhすiな πiとかπoυ ぬとおjiすな jkすな ぬほとiな 
πoυ kα せそさとovふたさjαv.  【αす oす hへo けそほjjiな iかvαす πさけお vえoυ そiつすそoけかoυ けすα kα たovkえとvα 
παとうけのけう koυな πoυ iつiそかぬkさせαv ji hへjせoそα ぬとふvすα παとαせたおな せαす つえvのv せαkαせkさkほv.  
【αす oす hへo ぬとさjすたoπoすoへvkαす jkさv しとさjせiυkすせお そαkとiかα: kα (せそαjjすせう せαす くihすせう) 
jαvjせとすkすせう けすα koυな すvhoはjkえな せαす さ iそそさvすjkすせおな iπoぬおな iつえそすつさ kのv jαvjせとすkすせほv (πoυ 
そえけikαす ぃうそす) けすα koυな くoυhすjkえな.  【αす oす hへo えぬoυv jへvしikさ けとαたたαkすせお πoυ jkαhすαせう 
απそoπoすおしさせi αそそう えぬiす αφおjiす jαφお せαkうそoすπα jkすな たovkえとviな けそほjjiな.  
 
 Oす ぬほとiな πoυ せそさとovふたさjαv kすな αとぬαかiな けそほjjiな αvkすたikのπかこoυv ko かhすo くαjすせふ 
πとふくそさたα.  ぁす けとαたたαkすせえな iかvαす hへjせoそiな, kα せiかたivα παそすう, せαす oす えφさくoす つohiへoυv 
ぬとふvすα せそかvovkαな とおたαkα せαす ovふたαkα せαす hすαくうこovkαな くαとikう ihうφすα, うjぬikα たi kα 
ivhすαφえとovkα koυな.  ぇυviπほな さ iせたうしさjさ kのv αとぬαかのv けそのjjほv jυぬvう しiのとiかkαす ぬうjすたo 
ぬとふvoυ せαす えvhiすつさ jυvkさとさkすjたoへ.  ぇαv απokえそijたα, jkさv Ivhかα せαす kすな けへとの ぬほとiな さ 
せうπoki iせkikαたえvさ hすhαjせαそかα kのv jαvjせとすkすせほv えぬiす πiとすoとすjkiか ihほ せαす せうたπojα 
ぬとovすα ji oとすjたえvα jぬoそiかα, ji hiυkiとoくうしたすiな すiとαkすせえな jぬoそえな, せαす jkα παviπすjkおたすα.  
(ぁす φoすkさkえな πoυ kα iπすそえけoυv iかvαす πoそへ そかけoす).  ぉo πとふくそさたα hさたすoυとけiかkαす iv たえとiす 
απふ kさv πoそυけそのjjかα kさな Ivhかαな, けすαkか jkα jぬoそiかα kさな πとえπiす vα hすhαぬkoへv koπすせえな 
けそほjjiな せαす αけけそすせう, oπふki kα jαvjせとすkすせう hすhうjせovkαす たふvo 2-3 ほとiな kさv iくhoたうhα 
jkすな πとほkiな hへo-kとiかな kうつiすな koυ けυたvαjかoυ せαす hiv iかvαす υπoぬとiのkすせう.  《πiすhお kα 
πiとすjjふkiとα jαvjせとすkすせう せiかたivα えぬoυv しとさjせiυkすせお ぬとoすう, さ けそほjjα αυkお kαυkかこikαす たi 
kさ しとさjせiかα, せαす oす たαしさkえな πoυ せうvoυv jαvjせとすkすせう iかvαす jυvおしのな すvhoはjkえな.  ]そそう せαす 
jkふ せυとかのな すvhoはjkすせふ せαす αとせikう たovふけそのjjo ｠iπうそ πoυ hえぬikαす πoそそえな iπすととoえな απふ 
kさv Ivhすα, kα jαvjせとすkすせう えぬoυv せαす iせiか πiとすoとすjkiか ji hiυkiとiへov たうしさたα kのv 
たすせとふkiとのv kうつiのv.  ぇkさ くoυhすjkすせお 【iひそうvさ hすhうjせovkαす kα ぃうそす, iπかjさな πとoαすとikすせう.  
ぇko ‒παけそαvkえな, πoυ えぬiす せαkう 90% すjそαたすせふ πそさしυjたふ, kα jαvjせとすkすせう hiv 
hすhうjせovkαす ji せαvえvα jぬihふv jぬoそiかo. 
 
 ぃoそそoか φすそふそoけoす しiのとoへv okす ko ぬαたさそふ iπかπiho けvほjさな kのv αとぬαかのv けそのjjほv 
えぬiす iたφαviかな iπすπkほjiすな jkさv ぬとおjさ kのv たovkえとvのv παとαけふvkのv koυな.  ]そそう hすiしvほな 
えぬoυv けかviす iそうぬすjkiな αvしとのπoそoけすせえな せαす せoすvのvすoそoけすせえな えとiυviな jkさ ぬとおjさ kのv 
αとぬαかのv けそのjjほv.  Η iπかhとαjお koυな jkすな ぬほとiな πoυ せそさとovふたさjαv kえkoすiな けそほjjiな hiv 
えぬiす iたπiとすjkαkのしiか, せαす hiv υπうとぬoυv つiせうしαとα jυたπiとうjたαkα υπえと お せαkう kさな 
jυvえぬすjさな kさな hすhαjせαそかαな koυな.  ぇi πとojπうしiすα vα くoさしおjiす jせえねiすな せαす えとiυviな jkさv 
ぬほとα たi kさv jぬihふv πすふ πそoへjすα けそのjjすせお せそさとovoたすう koυ せふjたoυ, ko うとしとo αυkふ 
παとoυjすうこiす υπoしえjiすな jぬikすせう たi kさv ぬとおjさ kのv けそのjjほv αυkほv, kすな jυvえπiすiな kさな 
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απほそiすうな koυな, せαす kiぬvすせえな πoυ しα hすiυせふそυvαv koυな たαしさkえな jkさv iせたうしさjお koυな. 
 
 ‒iとすせえな ぬとおjiすな kのv αとぬαかのv けそのjjほv jkすな ぬほとiな kのv jαvjせとすkすせほv せαす kのv 
iそそさvすせほv iかvαす: 
 
 Θとさjせiυkすせお せαkαvふさjさ.  ぃoそそえな αとぬαかiな けそほjjiな ぬとさjすたoπoすoへvkαす ji 
しとさjせiυkすせえな kiそikえな.  ぁす せαkoすせoす kさな Ivhかαな せαす koυ ｠iπうそ πoυ hiv つえとoυv jαvjせとすkすせう 
hiv せαkαそαくαかvoυv kさv iせせそさjすαjkすせお けそほjjα, ivほ oす すvhoはjkえな すiとiかな, ふπのな せαす oす 
iそそさvoとしふhoつoす, hiv πとokかしivkαす vα kさv αそそうつoυv ほjki vα せαkαそうくiす o そαふな.  ぇαv 
απokえそijたα, oす vえoす jυぬvう hiv つえとoυv ko πiとすiぬふたivo kのv αけかのv けとαφほv せαす πとojiυぬほv 
せαす hiv せαkαそαくαかvoυv せαそう kさv αとせikう πoそへπそoせさ φすそojoφかα koυな.  ぇi えvαv ｠iπαそすせふ 
けうたo πoυ παとiυとえしさせα, o けαたπとふな せαす oす φかそoす koυ たoυ iかπαv okす せαvえvαな hiv せαkうそαくi 
kかπokα απふ αυkう πoυ iかπi o すiとえαな せαす hiv おつiとαv せうv ji けivすせえな けとαたたえな ko πiとすiぬふたivo. 
 ‒かα hiせαoぬkうぬとovさ せふとさ Ivhほv φかそのv hiv つえとiす kか そえiす えvα ihうφすo kさな ‒αぬαたπぬうとαkα 
πoυ せとえたikαす せivkさたえvo jko jπかkす koυな.  ぁたのな oす けvほjiすな しとさjせiυkすせほv くoさしうv kα 
うkoたα vα つiせαしαとかjoυv kすな しとさjせiυkすせえな koυな πiπoすしおjiすな, せαす oす すvhoはjkえな くαしたすαかα 
ぬうvoυv kさv せαkαvふさjさ πoυ ぬとiすうこikαす けすα vα απoφαjかjoυv kか πとえπiす vα πすjkえねoυv せαす kか 
ふぬす.  ぉほとα πoυ kα iそそさvふπoυそα hiv たαしαかvoυv πすα せαしαとiへoυjα, たふvo jkα たαしおたαkα 
kのv αとぬαかのv hすhうjせovkαす oす せαkαそおつiすな せαす jυvhikすせえな そえつiすな πoυ ぬとiすうこovkαす けすα kさv 
せαkαvふさjさ kさな ]けかαな Γとαφおな, せαす hさ kさな πすふ αとぬαかαな ぃαそすうな 〉すαしおせさな. 
 
 Γvほjさ そiつすそoけかoυ.  Η jπαvすふkさkα kのv jαvjせとすkすせほv けvほjiのv jkα viふkiとα うkoたα 
kさな すvhすせおな ぬiとjovおjoυ iπすhとう hυjたivほな jko せαしさたiとすvふ そiつすそふけすo kのv たovkえとvのv 
けそのjjほv. ぇko ｠iπうそ, π.ぬ., αjkiすiへovkαす okす けすα vα せαkαそうくiす せαviかな kさv koπすせお 
iφさたiとかhα πとえπiす vα えぬiす hすhαせkoとすせふ jkα jαvjせとすkすせう.  【αすvoへとけすiな そえつiすな たi αとぬαかiな 
とかこiな φαかvikαす vα たさv iπiせkiかvovkαす.  ぁπのな せαす jkα iそそさvすせう, αとぬαかiな とかこiな 
hさたすoへとけさjαv そえつiすな jαv "さそiせkとovすせふな υπoそoけすjkおな", "けとαたたαkふjさたo", 
"jすhさとふhとoたoな", "せそすたαkすjたふな", せ.そ.π.  ]そそう oす えそそさviな たi kさv えたφαjさ jkさv αとぬαかα 
παすhiかα kα kiそiυkαかα 165 ぬとふvすα, απohえぬovkαす kすな せαすvoへとけすiな そえつiすな せαす jυviぬかこoυv kさv 
hさたすoυとけかα koυな.  ぁす えそそさviな πとoけとαたたαkすjkえな υπoそoけすjkほv, π.ぬ. えぬoυv iつiそそさvかjiす 
jぬihふv ふそさ kさv oとoそoけかα, せαす oす つえviな そえつiすな παとαたえvoυv せυとかのな ふkαv hiv 
たikαφとうこovkαす iへせoそα (π.ぬ. せうとjoとαな, たうvαkこたivk).  ]vkすしえkのな, oす たoとφのたえvoす oたすそさkえな 
くoとiかのv すvhすせほv けそのjjほv kiかvoυv vα くそえπoυv kすな せαすvoへとけすiな そえつiすな jαv αとぬαはせえな せαす 
hへjぬとさjkiな.  ‒さv えぬovkαな たうしiす koυな せαvふviな jへvhijさな kのv jαvjせとすkすせほv そえつiのv, 
せoとoはhiへoυv ko たおせoな koυな せαす πとokすたoへv vα ぬとさjすたoπoすoへv kすな αけけそすせえな, πoυ えぬoυv せαす 
ぬとoすう たovkiとvすjたoへ そふけの kのv くとikαvほv せαkαせkさkほv.  ぉo απokえそijたα iかvαす えvα 
αvαせうkのたα kのv すvhすせほv けそのjjほv たi αけけそすせう πoυ jkoυな えそそさviな φαかvikαす πiとすkkふ せαす 
つivoたαvえな.  〉iv απoせそiかikαす せうπoすα jkすけたお vα iπiせkαしiか さ ぬとおjさ つえvのv そえつiのv せαす jkα 
iそそさvすせう うv o πiとすoとすjたふな koυ そiつすそoけかoυ kのv παすhすほv jkiとえねiす kすな けそのjjoそoけすせえな 
πさけえな.  Θα えそiけαv たiとすせoか okす ko そiつすそふけすo たπoとiか ko かhすo iへせoそα vα iたπそoυkすjkiか 
hすαくうこovkαな ぃαπαhすαたうvkさ お ぅoはhさ, αそそう ぬのとかな けvほjさ けとαたたαkすせおな kさな せαしαとiへoυjαな 
αυkoか oす jυけけとαφiかな けかvovkαす πoそへ hへjせoそoす.  ぉα παすhすう ぬとiすうこovkαす けvほjiすな くαjすせほv 
αとぬαかのv せそかjiのv せαす たiとほv koυ そふけoυ けすα vα hすαくうjoυv αせふたα せαす koυな jυけけとαφiかな koυ 
πiとαjたえvoυ αすほvα. 
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 Χとおjさ けとαたたαkすせおな せαす oとしoけとαφかαな.  Η αとvさkすせお iπかhとαjさ kさな えそそiすねさな 
αとぬαかのv jkさv ぬとおjさ けとαたたαkすせおな せαす oとしoけとαφかαな kのv iそそさvのv たαしさkほv えぬiす 
iπすjさたαvしiか απふ πoそそoへな φすそふそoけoυな kα kiそiυkαかα ぬとふvすα.  ぃαとふたoすo πとふくそさたα υπうとぬiす 
jko ‒παけせそαvkえな, ふπoυ jぬihふv せαvえvαな たoυjoυそたうvoな hiv つえとiす jαvjせとすkすせう.  Η πoそへ 
そoけokiぬvすせお くiけけαそすせお けそほjjα (‒πうけせそα) jυvhえikαす すhすαかkiとα jkivう たi kα jαvjせとすkすせう, 
αそそう さ πとoφoとう oとすjたえvのv φしふけけのv えぬiす αそそうつiす, oπのな せαす jkα iそそさvすせう.  ぁす oたすそさkえな 
kさな πoυ hiv たαしαかvoυv kさv αとぬαかα たoとφお kのv そえつiのv hiv せαkαそαくαかvoυv kさ そoけすせお kさな 
oとしoけとαφかαな せαす jυぬvう せうvoυv そうしさ.  Γかvovkαす jせえねiすな vα απそoπoすさしiか さ oとしoけとαφかα, 
oπのな せαす jkさv 《そそうhα せαkう せαすとoへな πとokiかvikαす vα せαkαとけさしoへv oす hかφしoけけoす.  ]そそう oす 
けvほjkiな jαvjせとすkすせほv jkさv hυkすせお 〈iけけうそさ απoφiへけoυv αυkう kα そうしさ, ivほ けvほjkiな 
うそそのv すvhすせほv けそのjjほv πoυ hすαくうこoυv ‒πうけせそα たi kさv kとえぬoυjα oとしoけとαφかα 
せαkαそαくαかvoυv iへせoそα ko せiかたivo.  Eかvαす joくαとふ ko iπすぬiかとさたα okす πとえπiす vα 
iつiそかjjovkαす iそiへしiとα oす けそほjjiな, αそそう えkjす ぬうvovkαす oi hすαjυvhえjiすな たi ko παとiそしふv 
せαす たi けiすkovすせoへな そαoへな πoυ せとαkoへv kさv αかjしさjさ iしvすせおな jυけけえviすαな せαす παとうhojさな.  
ぃとすv kすな iけせαkαそiかねiす, たすう ぬほとα πとえπiす vα jせiφkiか せαそう kか せiとhかこiす せαす kか ぬうviす. 
 
      ]vうけvのjさ iπすけとαφほv.  Η jへvhijさ たi kさv αとぬαかα すjkoとかα hすiυせoそへvikαす たi kすな 
αとぬαかiな けそほjjiな, せαす oす えそそさviな えぬoυv ko jπうvすo πとovふたすo vα hすαくうこoυv kさv かhすα けとαφお 
πoυ ぬとさjすたoπoすoへv iπすけとαφえな さそすせかαな 2500 ぬとふvのv.  (ぇi jへけせとすjさ, oす αとぬαすふkiとiな 
jαvjせとすkかこoυjiな iπすけとαφえな πoυ jほこovkαす jkさv すvhすせお ぬiとjふvさjo iかvαす απふ koυな 
iそそさvすjkすせoへな ぬとふvoυな せαす ぬとさjすたoπoすoへv hへo πとoさけoへたiviな たoとφえな kさな jさたiとすvおな 
けとαφおな vkiくαvうけせαとす πoυ kすな hすαくうこoυv たふvo oす iすhすせoか.)  ぇかけoυとα しα しえそαたi vα 
せとαkおjoυたi kさv すせαvふkさkα vα hすαくうこoυたi せαす vα せαkαそαくαかvoυたi kすな iπすけとαφえな πoυ 
くそえπoυたi かjのな せαしさたiとすvう けへとの たαな, jkさv 《そそうhα お αそそoへ.  《vαな παそすふな jυたたαしさkおな 
たoυ πoυ ぬとふvすα こiか jko Ijとαおそ hすさけoへvkαv πとふjφαkα πふjo jυけせすvおしさせi hすαくうこovkαな 
αとぬαかiな iπすけとαφえな jkα iとiかπすα kさな 〉iせうπoそさな.  ぃoそそoか しα jυけせすvおしさせαv hすαくうこovkαな kさ 
jkおそさ kさな ぅoこえkkαな jko 〈とikαvすせふ たoυjiかo お jko 【うはとo, さ oπoかα πiとすえぬiす hへo うそそiな 
けそほjjiな せαす けとαφえな πoυ たふvo αとぬαすoそふけoす つえとoυv vα hすαくうjoυv.  ぁす απそえな iπすけとαφえな 
かjのな hすαくうこovkαす たふvo たi vioiそそさvすせえな けvほjiすな, αそそう oす けvほjiすな αとぬαかのv せαす 
せαしαとiへoυjαな πoυ えぬoυv oす jさたiとすvoか ivおそすせiな hすiυせoそへvoυv ぬのとかな vα ko せαkαそうくoυたi.  
Χのとかな せうπoすiな けvほjiすな ぬとふvのv, せαkαそおつiのv, せαす jυvhikすせほv そえつiのv αυkふ ko iπかπiho 
せαkαvふさjさな jυviぬほな πえφkiす せαす hiv iかvαす jかけoυとo okす kα παすhすう koυ たえそそovkoな しα 
たπoとoへv vα iとたさviへjoυv kすな αとぬαかiな iπすけとαφえな. 
 
 《kυたoそoけかα.  ぁす けvほjiすな αとぬαかのv くoさしうv iπかjさな vα たうしoυたi けそほjjiな πoυ 
iつのkiとすせう たαな φαかvovkαす kiそiかのな iつのkすせえな.  ]v せαす けそのjjoそoけすせほな iかたαjki えしvoな 
αvうhiそφov, えぬoυたi せovkすvふkiとα つαhえそφすα kα αとたえvすせα せαす kα jαvjせとすkすせう.  《kjす, kα 
αとぬαかα πoυ えたαしα iけほ ふvkαな たえkとすα たαしおkとすα ji せそαjjすせふ けυたvうjすo kさな hiせαikかαな koυ 
60, たi hすiυせふそυvαv πoそへ vα たうしの jαvjせとすkすせう.  Η せそかjさ kのv とさたうkのv, πoυ ふそα 
せαkαそおけoυv ji -たす (hかhのたす = dadami) たoυ えとぬovkαv jぬihふv αυkふたαkα.  (Η せそかjさ kのv 
ovoたうkのv たoすうこiす πすo πoそへ たi kα そαkすvすせう せαす けすα πとほkさ φoとう jkさv このお たoυ そυπおしさせα 
πoυ "けそかkのjα" jkα けυたvαjすαせう ぬとふvすα たoυ たふvo たi 1,5 ぬとふvo そαkすvすせほv.)  ぁす せαkαそおつiすな 
せαす ko そiつすそふけすo kのv くihすせほv jαvjせとすkすせほv たoすうこoυv φυjすせう πすふ πoそへ たi kα αとぬαすふkiとα 
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iそそさvすせう, kov ぁたさとo せαす koυな そυとすせoへな πoすさkえな, πoυ kふki hiv えたπαすvαv jkすな iつikうjiすな せαす 
πoυ せαvえvαな たαな hiv hすうくαこi joくαとう.  ぃoそそえな たovkえとviな すvhすせえな そえつiすな αvうけovkαす ji 
jυけけiviかな αとぬαすoiそそさvすせえな: Tさそえφのvo = durbhash (dur = kおそi, bhash = φうjせの), 
kさそiふとαjさ = durdarshan (dur = kおそi, darshan = hえとせoたαす, くそえπの, ふπのな oつυhえとせiすα), 
maharajah (たαぬαとαけすαな = たえけαな + とおつ, そαk. rex).  ぃとoな せαkうπそさつさ jυけけivほv, けへとすjα πかjの 
せうπoki けすα hすαせoπえな せαす つえしαねα παそすえな けとαたたαkすせえな, つαvαたαしαかvovkαな αvほたαそα とおたαkα, 
hυはせふ αとすしたふ, せαす oたさとすせえな せαkαそおつiすな ji αvαこおkさjさ kのv παvうとぬαすのv jυvhえjiのv.  ]v 
せαす hiv iかvαす jυぬvう oφしαそたoたφαviかな, oす すhoiυとのπαはせえな とかこiな hiv iかvαす πokえ πoそへ たαせとすう 
たαな.  ぁす えそそさviな ふπのな せαす oす すvhoか αせoへたi kov たαせとすvふ απふさぬo kのv πとのkoはhoiυとのπαかのv 
παππoへhのv πoυ 4.000-6.500 ぬとふvすα πとすv たすそoへjαv jkoυ πとoけふvoυな たαな πとすv φへけoυv, 
αvαkoそすせう せαす hυkすせう, けすα せαすvoへとけすα くojせokふπすα.  《すvαす αυkふな o απふさぬoな πoυ 
せすvhυviへoυたi vα ぬうjoυたi αv せそiすhほjoυたi せαす oす hへo そαoか kすな αとぬαかiな けそほjjiな たαな jko 
ぬとovovkoへそαπo kさな すjkoとかαな.  ]υkう πoυ iたiかな oす そかけo たiけαそへkiとoす せαkαそaくαかvoυたi αv 
こoとかjoυたi そかけo ko たυαそふ たαな, αとけふkiとα しα kα つえとoυv たふvo oす φすそふそoけoす. 
 
 ぉα παとαπうvの παとαhiかけたαkα ぬとおjさな hiかぬvoυv okす kα αとぬαかα hiv iすvαす せαしふそoυ 
うぬとさjkα jkさv せαしさたiとすvお このお.  ぁ せoすvふな せふjたoな hiv ぬとiすうこikαす vα iとたさviへjiす αとぬαかoυな 
jυけけとαφiかな, αそそう くαφkかこiす παすhすう せαす しα えπとiπi vα つえとiす kす そえiす jkさv kiそikお.  Φαかvikαす okす 
えぬoυたi αvうけせさ απふ けvほjiすな αとぬαかのv πすふ jυぬvう απふ ふkす voたかこoυたi, ふたのな kすな えぬoυたi 
αφoたoすほjiす せαす hiv kすな jυvhえoυたi たi kα たαしおたαkα kのv αとぬαかのv お kさな せαしαとiへoυjαな.  
]υkえな oす けvほjiすな せうπのな πとえπiす vα hすhαぬkoへv jkさ hiυkiとoくうしたすα iせπαかhiυjさ ほjki kα 
παすhすう vα しυたoへvkαす 25 ぬとふvすα αとけふkiとα kα jkoすぬiかα πoυ しα koυな ぬとiすαjkoへv.  ]そそう kす 
πとokiとαすふkさkα えぬoυv kα αとぬαかα ji jへけせとすjさ たi kすな つえviな けそほjjiな, ぬとおjさ υπoそoけすjkほv, 
せαす φυjすせえな iπすjkおたiな;  ]vkすたikのπかこoυたi, ふπのな せαす oす すvhoか, ko hかそさたたα kのv hすhαせkすせほv 
のとほv.  〉iv iかvαす πそえov しiたすkふ vα つohiへoυたi jkα αとぬαかα kふjiな ほとiな ふjiな つohiへovkαv 
πとかv 20 ぬとふvすα.  ]υkふ jさたαかviす okす kα αとぬαかα πとえπiす vα hすhαぬkoへv ji そすけふkiとiな ほとiな απ' 
okす παそすう, αそそう πすo παとαけのけすせう.  Γすう vα iせkiそえjoυv ko jせoπふ koυな のな πoそすkすjkすせふ 
くoおしさたα kのv iそそおvのv, えたφαjさ πとえπiす vα hoしiか jkα jkoすぬiかα πoυ ぬとさjすたoπoすoへv oす 
ivおそすせiな せαす jkさ たiしohoそoけかα πoυ しα くoさしおjiす vα せαkαけとαφoへv αυkう kα jkoすぬiかα jkさ 
たvおたさ えkjす ほjki oす ivおそすせiな vα kα しυたoへvkαす ふkαv kα ぬとiすうこovkαす.  ｠α せうπoすiな すhえiな απふ 
hすiしviかな iせπαすhiυkすせえな えとiυviな πoυ しα たπoとoへjαv vα iφαとたojkoへv: 
 
 ぇkさv ivおそすせさ このお たαな kα せiかたivα iかvαす うけvのjkα, iかki iかvαす ko kとoπうとすo kさな 
【αjjすαvおな iかki さ jkおそさ kさな ぅoこえkkαな.  ぇυviπほな, ko jぬoそiかo πとえπiす vα hかviす 
πとokiとαすふkさkα jkさv kiぬvすせお kさな せαkαvふさjさな αけvほjkoυ せiすたえvoυ.  ]υkふ かjのな hiv iかvαす 
kふjo hへjせoそo ふjo πoそそoか しα ko しiのとoへjαv.  Η iつαすとikすせお たikうφとαjさ jkα αとぬαかα koυ 
5oυ αすほvα koυ "]jkiとすつ jkさv ぁそυたπかα" απふ kov せ. Φうvさ 【αせとすhお πとえπiす vα えhのji ji 
πoそそoへな vα せαkαそうくoυv okす ko αとぬαかo そiつすそふけすo せαす さ けとαたたαkすせお hiv iかvαす kiそiかのな 
うけvのjkα せαす απとふjすkα jkoυな vioえそそさviな.  Η hυjせoそかα kのv αとぬαかのv せiすたえvのv けすα kov 
せoすvふ せふjたo くとかjせikαす jkさv jへvkαつさ.  ぇυviπほな ko たうしさたα しα πとえπiす vα hかviす えたφαjさ 
jko つihすうそυたα kのv πとokうjiのv.  ]υkふ πうvkoki けかvikαす, αそそう たiとすせえな φoとえな hかvikαす 
πiとすjjふkiとさ えたφαjさ jkα ovふたαkα kのv jυvkαせkすせほv jぬさたうkのv παとう jkさv iφαとたoけお 
koυな.  Θα πとえπiす vα αvαπkυぬしiか たかα oそoせそさとのたえvさ kiぬvすせお せαす vα hoしiか jkα παすhすう たi 
αとせikお iつうjせさjさ ほjki vα たπoとoへv vα αvαそへjoυv oπoすohおπoki せiかたivo hoυv.   
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 ぃほな πとえπiす vα たαしiυkoへv kα αvαけせαかα けとαたたαkすせう jkoすぬiかα せαす ko そiつすそふけすo ほjki 
20 ぬとふvすα αとけふkiとα vα hすαくうこoυたi うvikα kさ jkおそさ kさな ぅoこえkkαな;  Η けvのjkすせお ねυそoそoけかα 
hすhうjせiす okす πそさとoφoとかiな jυvhihiたえviな ji えvα jへvoそo πoυ えぬiす vふさたα jυvおしのな 
jυけせとαkoへkαす せαそへkiとα.  《kjす, oす けvほjiすな けとαたたαkすせおな せαす そiつすそoけかoυ たπoとoへv vα 
せαkαけとαφoへv たふvすたα jkさv たvおたさ αv jυvhiしoへv たえjα ji えvα せiかたivo πoυ えぬiす iすとたふ せαす 
vふさたα.  ]そそう kα jぬoそすせう せiかたivα iかvαす πiとすoとすjたえvα せαす たi kさ たikうφとαjさ たすせとほv 
απojπαjたうkのv, せυそoへv πoそへ αとけう, 10-15 jiすとえな kさv さたえとα.  ぉα παすhすう ぬうvoυv kov iすとたふ 
せαす hiv jυvhえoυv ふjα えたαしαv ji たかα すjkoとかα πoυ えぬiす jυvoぬお.  ぉα αとぬαかα しα πとえπiす vα 
hすhうjせovkαす ふπのな hすhうjせovkαす kほとα oす つえviな けそほjjiな せαす kα παすhすう vα hすαくうこoυv αとぬαかα 
ふπのな hすαくうこoυv αけけそすせう.  Η たikうφとαjさ, πoυ kほとα iかvαす ko せへとすo たえjo iとたさviかαな 
せiすたえvのv, hiv しα えπとiπi vα ぬとさjすたoπoすiかkαす παとう たふvo けすα hすαjαφおvすjさ hへjせoそのv 
jさたiかのv.  ]vkか たすせとう せoたたうkすα せαkう そえつさ たikαφとαjたえvα, kα παすhすう しα えπとiπi vα 
hすαくうこoυv 2-3 jiそかhiな kさ φoとう, せうvovkαな αvαjへjkαjさ koυ せiすたえvoυ せαす πとojkとえぬovkαな 
jkすな せそかjiすな せαす jkさv ikυたoそoけかα ほjki vα くけうそoυv vふさたα.  《kjす αvkか けすα απojπうjたαkα 
ivふな jυけけとうたたαkoな ko iつうたさvo, しα えπとiπi vα くけαかvoυv 2-3 jυけけとうたたαkα, せαす kα παすhすう 
vα απoせkおjoυv せαす たiけαそへkiとさ iたπiすとかα αとぬαかのv けとαたたうkのv.  ]υkふ けかvikαす ji hすうφoとα 
つえvα παviπすjkおたすα, せαす oす つえvoす たαしαかvoυv πiとすjjふkiとα αとぬαかα απふ たαな ji そすけふkiとo 
ぬとふvo.   
 
 《πかjさな さ けvのjkすせお ねυぬoそoけかα hすhうjせiす πのな πそさとoφoとかiな jυvhihiたえviな たikαつへ 
koυな せαす hさ たえjα ji えvα πそαかjすo πoυ くoさしうviす vα しυたさしiか せαviかな kov おぬo koυな お ko voおたう 
koυな jυけせとαkoへvkαす πoそへ πすふ iへせoそα jkさv たvおたさ, ふπのな kα そふけすα ivふな kとαけoυhすoへ.  Η 
απojkおしさjさ せそかjiのv ovoたうkのv せαす とさたうkのv, そoすπふv πとえπiす vα くoさしうiす jko vα けとαφoへv 
kα αとぬαかα jkさv たvおたさ たαせとうな hすαとせiかαな.  (‒i αυkふ ko jせiπkすせふ, たかα αたiとすせαvすせお 
viのkiとすjkすせお たえしohoな iせたうしさjさな jαvjせとすkすせほv えぬiす くうそiす kすな せαkαそおつiすな ji kとαけoへhすα.)  
Η すhえα αυkお かjのな φαviか παとうhoつさ ji ふjoυな えたαしαv okす さ απojkおしさjさ iかvαす せαせふ πとうけたα. 
 ぉo しえたα iかvαす πほな しα ぬとさjすたoπoすさしoへv jko たうしさたα oす せそかjiすな.  ぁす せそかjiすな hかvoυv えkoすたα 
jぬおたαkα.  ぁkαv せうπoすoな hすαくうこiす ivα せiかたivo (ji oπoすαhおπoki けそほjjα) せαす くとかjせiす たすう 
そえつさ お せαkうそさつさ πoυ φαかvikαす うけvのjkさ, たπoとiか vα αvαkとえつiす jkすな hすうφoとiな 
απojkさしすjたえviな せそかjiすな お せiかたivα せαす vα くとえす kさv απうvkさjさ.  ぁたのな jυぬvう αυkえな 
hすhうjせovkαv jαv αυkojせoπふな, せαす kα παすhすう hiv jυhえoυv iへせoそα kすな そかjkiな αυkえな たi kさv 
せαkαvふさjさ αとぬαかのv せiすたえvのv.  ‒かα たえしohoな ぬとおjさな せそかjiのv しα たπoとoへji かjのな vα 
jυjkさたαkすせoπoすさしiか απふ ko ぃαすhαけのけすせふ Ivjkすkoへko せαす vα hすhαぬkiか jkα παすhすう ほjki vα 
ぬとさjすたoπoすoへv jkさv iとたさviかα αυkう πoυ απojkおしすjαv.   
 
 ぁす うvしとのπoす jυけせとαkoへv πoそへ iυせoそふkiとα kすな けvほjiすな πoυ jυvhえovkαす たi えvvoすiな 
πoυ おhさ つえとoυv お πoυ iつうπαvkのな ぬとiすうこikαす vα たうしoυv.  ]υkふ jさたαかviす okす しα えπとiπi vα 
hすhうjせovkαす せiかたivα πoυ えぬoυv せうπoすo ivhすαφえとov せαす jさたαjかα けすα kα παすhすう.  ぁそoす たαな 
hすαくうこoυたi πすo πとふしυたα せうkす πoυ たαな ivhすαφえとiす.  ぁたのな, kα jぬoそすせう せiかたivα おkαv πうvkα 
kα πすふ joくαとう せαす くαとikう.  ぃふjo たαな えvoすαこαv jko jぬoそiかo oす πoそすkすせoか せαυけうhiな koυ 
〉さたojしえvさ たi kov Φかそすππo せαす o せoυkjふな πiそうkさな koυ 】υjかα;  ぉo たふvo πoυ くとおせαたi 
ivhすαφえとov jkov 《πすkうφすo おkαv さ πとふkαjさ πoυ πiとすえぬiす kさv πとjφすそえjkiとさ vioiそそさvすせお 
くのたoそoぬかα.  ぇかけoυとα しα おkαv πすo ivhすαφえとoυjiな oす せのたのhかiな koυ ]とすjkoφうvさ αそそう 
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φαかvikαす okす たiとすせoか iせπαすhiυkすせoか kすな しiのとoへv αせαkうそそさそiな けすα αvさそかせoυな(!)  ぁ 
をivoφほvkαな, o Ηとふhokoな, せαす oす すjkoとかiな koυ ]ととすαvoへ けすα kさv iせjkとαkiかα koυ 
]そiつうvhとoυ かjのな αとえjoυv jkα παすhすう, αそそう φαかvikαす okす えぬiす πiとすoとすjkiか さ ぬとおjさ koυな.  
《かvαす πすしαvふv ふkす hiv えぬiす けかviす αせふたα えとiυvα πoυ vα とのkおjiす koυな vυv せαす kえのな たαしさkえな 
πoすう αとぬαかα せiかたivα koυな うとijαv.  Φかそoす φすそふそoけoす たoυ そiv okす せαす jおたiとα hすhうjせovkαす 
kα かhすα くαとikう jυけけとうたたαkα, たふvo πoυ kほとα hすhうjせovkαす απojπαjたαkすせう.  Η へそさ えぬiす 
πiとすoとすjkiか かjのな iπiすhお hiv えけすvi iυとえのな せαkαvoさkふ okす ko πとふくそさたα hさたすoυとけoへvkαv 
απふ kα くαとikう せiかたivα, ko くとαhへ くおたα, kすな αjへvhikiな けvほjiすな, せαす kさv えそそiすねさ iすとたoへ.  
〉υjkυぬほな さ hすhαjせαそかα そすけふkiとさな へそさな たi kさv παそすう たiしohoそoけかα πすしαvほな vα αφおjiす 
αせふたα そすけふkiとα jkoすぬiかα jkα たυαそう kのv παすhすほv せαしほな ivさそすせすほvovkαす. 
 
 ぉo けiけovふな okす kα αとぬαかα せαす うそそα たαしおたαkα hiv hすhうjせovkαす αvうそoけα たi koυな 
せαvふviな kさな αvしとほπすvさな たvおたさな えぬiす iπすπkほjiすな jkすな けvほjiすな kのv ivさそかせのv.  ‒かα 
えvhiすつさ iかvαす iかvαす πふjα しυたoへvkαす oす たαしさkえな えvα たおvα たikう koυな hすαけのvすjたoへな.  ぉα 
παすhすう たαしαかvoυv αとせikう せαそう kすな αjへvhikiな πそさとoφoとかiな ほjki vα πiとうjoυv koυな 
hすαけのvすjたoへな αそそう さ たαせとふぬとovさ たvおたさ απokiそiかkαす απふ hかせkυα πそさとoφoとすほv 
oとけαvのたえvα けへとの απo しえたαkα πoυ えぬoυv vふさたα けすα koυな αvしとほπoυな.  ぁす αjへvhikiな 
πそさとoφoとかiな (π.ぬ. さ たikうφとαjさ ivふな jυけせiせとすたたえvoυ せiすたえvoυ) hiv せoそそうv jkα hかせkυα 
せαす つiぬvすoへvkαす.  《kjす kiそすせう oす ivおそすせiな しυたoへvkαす そかけα たふvo απ' ふjα えたαしαv jαv παすhすう. 
 
 ぃほな たπoとoへv kα παすhかα vα jυvhiしoへv せαそへkiとα たi kα αとぬαかα jkさv せαしさたiとすvお 
このお ほjki vα vα kα たうしoυv πすふ iυぬうとすjkα せαす vα kα しυたoへvkαす αとけふkiとα;  ]な iそπかjoυたi 
okす πiとすjjふkiとα kiへぬさ koυ ]jkiとかつ しα たikαφとαjkoへv ほjki αとぬαかα せiかたivα vα 
せυせそoφoとoへv jkα πiとかπkiとα.  Ijのな o ]jkiとかつ jkα αとぬαかα しα えπとiπi vα υすoしikさしiか απふ ko 
ゃπoυとけiかo ぃαすhiかαな のな πとoせαkαとせkすせふ αvαけvのjkすせふ.  ぉα 13ぬとovα παすhすう しα たπoとoへv vα 
たうしoυv jkoすぬiかα けそほjjαな koυ 5oυ αすほvoな ぬのとかな せαそう-せαそう vα ko せαkαそうくoυv (π.ぬ. πのな 
ぬとさjすたoπoすiかkαす さ iυせkすせお) せαす しα たπoとoへv vα ぬとさjすたoπoすおjoυv kすな iせφとうjiすな jαv 
jへjkさたα αvαφoとうな けすα kα iπふたivα せiかたivα.  〉すうφoとα せiかたivα えぬoυv たiそoπoすさしiか せαkう 
せαすとoへな, ふπのな jko ‒iけうそo 《とのkすせふ koυ Χαkこさhうせす απojπうjたαkα απふ ko ]jたα ]jたうkのv 
せαす kさ ぇαπφほ.  ぉα παすhすう しα たπoとoへjαv vα kα kとαけoυhうv jkさv kうつさ.  ‒αしαかvovkうな kα απ' 
えつの, しα απokυπほvovkαす jkさv たvおたさ koυな けとαたたαkすせう せαす そiつすせう jkoすぬiかα πoυ αとけふkiとα 
しα ぬとさjすたoπoすoへv けすα せαkαvふさjさ うそそのv せiすたえvのv.  ぇkすな hすうφoとiな iπすjせえねiすな πoυ せうvoυv 
kα jぬoそiかα jkα たoυjiかα せαす ji αとぬαすoそoけすせoへな ぬほとoυな しα たπoとoへjαv vα jυこさkoへvkαす oす 
hすうφoとiな iπすけとαφえな, kα παすhすう vα πとojπαしoへv vα kすな hすαくうjoυv たαvkiへovkαな πoへ 
ぬのとかこoυv oす そえつiすな せαす vα せαkαそうくoυv αせふたα せαす kα そiすねう たえとさ απふ kα jυたφとαこふたivα, 
ほjki vα iπiつiとけαjkoへv kiそiかのな αυしivkすせふ αとぬαかo せiかたivo.  ぉiそすせう, αvαφoとえな しα πとえπiす 
vα けかvovkαす jkすな しとさjせiυkすせえな kiそikな せαす vα αvαそへovkαす iせkivえjkiとα kα そふけすα kのv 
そiすkoυとけすほv πoυ たαな αφoとoへv ふそoυな, ふπのな kのv くαφkさjかのv, kのv けうたのv, kのv せさhiすほv.  
Mすう せαす kα παすhすう hすαくうこoυv せυとかのな ふkす しα kα せうviす vα πiとうjoυv hすαけのvすjたoへな, oす 
iつikうjiすな kのv αとぬαかのv しα πとえπiす vα iかvαす ji うけvのjkα せiかたivα, たi ぬとおjさ そiつすせoへ, せαす kα 
παすhすう vα くαしたoそoけoへvkαす jkさv せαkαvふさjさ kのv せiすたえvのv せαす jkさ ぬとおjさ, oぬす jkさv απそお 
せαkαけとαφお, kのv けとαたたαkすせほv せαす jυvkαせkすせほv jkoすぬiかのv πoυ えたαしαv.  ]πふ ぬとふvすα 
けかvovkαす πとojπうしiすiな απふ πoそそoへな φすそoそふけoυな πとoな ふそiな αυkえな kすな せαkiυしへvjiすな, αそそう 
πうvkα せうπoすoす jυvkさとすkすせoす παとうけovkiな くうこoυv φとえvo jkoυな hさたすoυとけすせoへな kとふπoυな 
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iせたうしさjさな αとぬαかのv. 
 
 ぃαとiπすπkふvkのな, さ すvhすせお たiしohoそoけかα iせたうしさjさな jαvjせとすkすせほv せうviす πiとかπoυ kα 
かhすα jφうそたαkα.  Γかvikαす たikうφとαjさ そえつさ πとoな そえつさ せαす せαそへπkikαす πoそへ そかけさ へそさ.  ぉα 
せiかたivα iかvαす πすふ αとijkう jkα παすhすう けすαkか iかvαす kiぬvさkう, せυとかのな παとαたへしすα たi 
παとαhojすαせふ πiとすiぬふたivo.  ‒i αυkふ kov kとふπo oす jυけけとαφiかな hすhうjせoυv けとαたたαkすせう 
jkoすぬiかα たi kさ jiすとう πoυ kα しえそoυv, せαす oす すjkoとかiな iかvαす φkすαけたえviな けすα παすhすう 12-15 
ぬとovほv.  ぁたのな えkjす hiv iつoすせiすほvovkαす oす たαしさkえな たi kα αとぬαかα せiかたivα せαす jko kえそoな 
kのv 2-3 ぬとふvのv hすhαjせαそかαな hiv iかvαす ji しえjさ vα せαkαそうくoυv π.ぬ. せoたたうkすα kさな 
Mαぬαたπぬうとαkα お αせふたさ koυな せoすvoへな すvhoはjkすせoへな ねαそたoへな.  Η hすhαjせαそかα たふvo jkすな 
たすせとふkiとiな kうつiすな απoせそiかiす kさv たiそえkさ kのv せそαjjすせほv hとαたαkoυとけほv, ふπのな koυ 
Kαそすvkうjα πoυ oす たαしさkえな たiけαそへkiとのv kうつiのv たπoとoへv vα せαkαそうくoυv, ふπのな kすな 
kとαけのhかiな jko iそそさvすせふ そへせiすo. ぉiそすせう ko せoυkjoυとiたえvo たうしさたα αυkふ jυvおしのな hかviす 
たふvo たすう αたυhとお すhえα kさな けとαたたαkすせおな せαす kさv すhえα okす kα jαvjせとすkすう iかvαす うjぬikα たi kすな 
jさたiとすvえな すvhすせえな けそほjjiな.  Kαす iたiかな えぬoυたi φkうjiす ji oとすjたえviな πiとすπkほjiすな j' αυkふ ko 
jさたiかo.  ぉoυそうぬすjkov たかα hえjたさ koυ そυせiかoυ hiv えぬiす αとぬαかα, oπふki πoそそう iそそさvふπαすhα 
hiv えせαvαv せαしoそoυ αとぬαかα πとすv απo kさv πとふjφαkさ iπαvαφoとう koυな せαす kほとα せうvoυv 
jυvoそすせう kふjo そかけα αとぬαかα ふjo せαす jαvjせとすkすせう jkα すvhすせう jぬoそiかα.  《かhα ko απokえそijたα 
j' えvα πとふjφαko kαつかhす πとoな kさv Ivhかα, ふkαv hへo απふφoすkiな πoそυせそαhすせほv そυせiかのv πoυ 
jυvkαつかhiυαv たi とほkさjαv けすα kすな oたoすふkさkiな iそそさvすせほv せαす すvhすせほv けそのjjほv αそそう hiv 
おつiとαv απそう αとぬαかα けすα vα せαkαそうくoυv kすな iつさけおjiすな πoυ koυな えhのjα. 
 
 ぃoそそoか えぬoυv iπすjさたうviす kα πとoくそおたαkα iせたうしさjさな αとぬαかのv, αそそう oυjすαjkすせお 
αそそαけお hiv えぬiす iπえそしiす.  Η iπαvαφoとう koυな πえとすjυ jkα けυたvうjすα iπαvえφiとi kすな παそすえな 
たiしふhoυな, αv せαす しα vふたすこi せαviかな okす たi kさv iつえそすつさ kさな iせπαすhiυkすせおな ねυぬoそoけかαな kα 
kiそiυkαかα ぬとふvすα しα iかぬαv けかviす αそそαけえな.  Ijのな さ jへけせとすjさ たi kα πとoくそおたαkα kさな すvhすせおな 
ぬiとjovおjoυ vα hiかつiす okす さ hすhαjせαそかα せαす さ ぬとおjさ kのv αとぬαかのv けそのjjほv iかvαす えvα 
けivすせふkiとo しえたα.  Ijのな さ 《そそうhα iかvαす ji しえjさ vα くとiか たすう せαそへkiとさ そへjさ せαす vα kさ 
hすhうつiす ji うそそiな ぬほとiな.  ぉα παすhαけのけすせう kたおたαkα kのv παviπすjkさたかのv せαす ko 
ぃαすhαけのけすせふ Ivjkすkoへko しα たπoとoへjαv vα αvαπkへつoυv えvα πとふけとαたたα iとiυvほv けすα kさ 
hすhαjせαそかα kのv αとぬαかのv αvうそoけα たi kすな αとぬえな kさな αvしとほπすvさな たvおたさな, kすな αvうけせiな kのv 
ivさそかせのv, せαす kα ivhすαφえとovkα kのv παすhすほv.  Η たえしohoな hすhαjせαそかαな πとえπiす vα αそそうつiす 
たすα けすα πうvkα ほjki vα たさv えぬoυたi せうしi そかけα ぬとふvすα iπαvαそおねiすな kのv jυこさkおjiのv けすα 
kさv kへぬさ kのv αとぬαかのv せαす vα たさv けかvikαす さ hすhαjせαそかα koυな hiかせkさな jυvkさとさkすjたoへ けすα 
kさv iせうjkoki せυくえとvさjさ. 
 
 
[ぉてΝ1λλζΝさ 《そえvさ ]たπαkこお, hすhうせkのと iせπαすhiυkすせおな ねυぬoそoけかαな, おkαちΝjkえそiぬoな kさな 
〉すiしvoへな ぉとうπiこαな せαすΝiπふπkiυi iせπαすhiυkすせう πとoけとうたたαkα jko ｠iπうそ せαす 
‒παけせそαvkえな.  《せkふな απふ kα jαvjせとすkすせう jπoへhαji たふちさΝkさな kえjjiとiすな くふとiすiな すvhすせえな 
けそほjjiな.] 


