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  〈すかつhΜΜ28  《jそjちけなきとぬ 2011 

 

                                « ぃせそとつとちせそかΜそhlえklhkしΜlはつΜjゝせそとぬなせそまつ lhちjきはつ lとぬΜぅάぉά» 
 

   ぉぬつhiおたmせkkjにΜ– ぉぬつえijたmとせ, さ 》ちのkすせお 〈けのちすjkすせお 】かちさjさ ぅにとてjくijkほち たi glてとたお kさち hつhたとこせklせそかΜ
ちjたおlしΜ けせはkせちへlしlhに けすg kてち ゃてたえg 》ヾすせてにとすせおな 〈jlうそすjさな ゅヾgそそおそのち ぅにとてjくijkすせてへ ぉほたgkてな 
(ゃά》ά〈άゅάぅάぉά ゝなましつΜゃά〈άゅάぅάぉά), kてに ゃά》ά〈άぅά〈άぉά〈άΜたi ヾiとかてhて ヾとてくてそおな kさち ぬとてちすせお ヾiとかてhて 2008 -2060, さ 
てヾてかg iせヾてちおしさせi gヾふ gちiつうとkさkさ ikgすとかg jにたくてへそのち ji しえたgkg ヾgとてぬほち ヾとてな iとけgこふたiちてにな くうjiす kさな 〈άぅάΜ
ηέ〈なάΜ 《せそhそάΜ 11-1-2011 ヾとてせおとにつさな kさな 》しちすせおな 〈ちgそてけすjkすせおな 〈とぬおな せgす ヾgとてにjすうjkさせi gヾふ kてち 
iせヾとふjのヾて kさな ぅάぃά》άゅάぅάぉά jkて iヾすせてにとすせふ kgたiかて せgkう kさ hすうとせiすg kさな kiそiにkgかgな jにちihとかgjさな kてに 
〉すてすせさkすせてへ kさな jにたくてにそかてに, えぬiす ちg iヾすjさたgかちiす kg iつおなμ   

 ぇへたlのちg たi kさち hつhたとこせklせそか ちjたおlし ヾてに jkさとかぬkさせi jkさち たiしてhてそてけかg kさな jぬikすせおな ヾとてせおとにつさな kさな 
》ά〈ά〈ά kて kgたiかて しg iたlgちかjiす えそそiすたたg せgkう kて えkてな 2060 ji ヾてjてjkふ ヾiとか kてに 1.53% くうjさ kてに 
hつlせそjせちjつせそとほΜkjつhなきとぬΜせgす 1,56% くうjさ kてに kぬつlしなしlせそとほΜkjつhなきとぬ, うとg gちkかjkてすぬて しg ヾとえヾiす ちg 
iかちgす せgす kて ヾてjてjkふ たiかのjさな kのち ぬてとさけてへたiちのち jにちkうつiのち ほjki ちg にヾうとぬiす くすのjすたふkさkg kてに 
kgたiかてに.  

      ぇkさ gちgそてけすjkすせお たiそえkさ kg gヾてkiそえjたgkg kさな けすg kさち jにけせiせとすたえちさ ぬとてちすせお ヾiとかてhて iたlgちかこてにち 
jぬikすせう ちせそなおにΜ jゝせゝlまkjせに jkg gヾてしiたgkすせう kてに kgたiかてにέ ぃえとgち ふたのな kのち ふjのち jkてすぬiかのち ふヾのな 
gちglえとikgす gヾふ kてにな jにちkうせkiな kさな gちgそてけすjkすせおな たiそえkさな jkさち kとかkさ せgす ヾえたヾkさ iちふkさkg kさな えせしijさな ふkす 
hiち ぬゝかなねhつ お iかぬgち jたたjきのjせに せgす hkぬつおゝjせjに, ヾすしgちふkgkg ちg たさち えぬてにち jにたヾiとすそさlしiか せgす kg 
ヾgとgせうkの: 

- てす ヾiとすせてヾえな ヾてに えぬてにち iヾすくそさしiか kて kiそiにkgかて えkてな jkすな gjlgそすjkえiな gヾてhてぬえな kのち iとけgこてたえちのち, 
ヾてに jにちiヾうけてちkgす せgす gちkかjkてすぬiな たiすほjiすな kのち iすjlてとほち jkg iヾすせてにとすせう kgたiかg, ふヾのな せgす てす 
ヾiとikgかとの たiすほjiすな gヾてhてぬほち ヾてに iかちgす jかけてにとて ふkす しg ヾとてせへねてにち, たikう kさ jへjkgjさ kてに ちえてに 
iすhすせてへ たすjしてそてけかてに.  

- さ iヾすせiかたiちさ せgkうとけさjさ kのち 4.000 せgす ヾそえてち ヾとgけたgkすせほち せiちほち てとけgちすせほち しえjiのち kてに jほたgkてな 
たi kさち hつhiせえなすなはkしΜ lはつΜ ぬゝしなjkせまつ, gそそう せgす kさ すjkちとすおlしkし lはつΜ jゝせそとぬなせそまつΜ
ゝぬなとkけjklまつ ζjlとほにΜすしljきhに たi kてち ちふたて 3938/2011, ヾてに iせkふな gヾふ kさち せgkうとけさjさ gちkかjkてすぬのち 
しえjiのち たふちすたてに ヾとてjのヾすせてへ, hiち ヾとてくそえヾiす kさち にヾてぬとiのkすせお gjlうそすjさ kのち jにたくgjすてへぬのち, jkg 
iヾすせてにとすせう kgたiかg kのち にヾgそそおそのち kてに ぃέぇέ 

 《うち そうくてにたi にヾふねさ たgな せgす kさち にヾέ gとすしたέ gάβή2ίιέ2ηιήβέιίθ/28-11-2011 (gά》ά】άΜ 〉╇Μ 2ιγι) 
ヾとふjlgkさ gヾふlgjさ kてに ゅゝとぬなことほ 》なこhkきhに せgす 】とせつはつせそかにΜ〈kmえたせkしに, たi kさち てヾてかg:  
- せgしてとかこikgす て iそうぬすjkてな ぬとふちてな gjlうそすjさな jkてち ゃてたえg ぅとふちてすgな 〈jkにちてたすせほち ゅヾgそそおそのち kてに 

ゃά》ά〈άぅά〈άぉά〈ά けすg kさち gヾふhてjさ ilうヾgつ くてさしおたgkてな jkg kとすうちkg えちg (31) えkさ gkふせのな, hつjてえなlしlhΜ
hゝへΜlとつΜねなへつとΜすjちjたきはkしにΜkぬつlhてせとiとlせそとほΜiせそhせまちhlとに せgす ヾgとうそそさそg ぬのとかな kさち gヾふhてjさ 
gjlgそすjkすせほち iすjlてとほち にヾえと kてに ぉてたえg けすg kてち hすgたijてそgくおjgちkg ぬとふちて gヾふ kさち えつてhて, たえぬとす 
kさち gヾふhてjさ kてにέ 

- gにつうちikgす kて ヾてjてjkふ kさな たさちすgかgな せとうkさjさな - ヾgけかgな iすjlてとうな iヾか kのち gjlgそすjkえのち gヾてhてぬほち, 
けすg kてにな ヾとすち kて 1993 gjlgそすjたえちてにな kてに kてたえg, hゝとそhたほゝlとつlhせΜ ふそて せgす ヾiとすjjふkiとて てす 
kねjiせhkちときΜ lしにΜ そぬけおなつしkしに けすg ヾiとgすkえとの ゝjlkへそとちちhΜ kのち jゝせそとぬなせそまつΜ kぬつlえてjはつ せgす 
けとしすしちえlはつ,ΜhほてしkしΜ kのち hkmhたせklせそまつΜjせkmとなまつΜせgす ゝせすhつかΜjつとゝときしkしΜlはつΜjゝせそとぬなせそまつΜ
ちhにΜlhちjきはつ, ちjΜkぬこねまつjぬkしΜちjΜlh hつlきklとせねhΜlhちjきhΜlはつΜhklぬつとちせそまつά 

 

   『 ヾgとうkgつお たgな jkg ヾそgかjすg kさな ちjちとつはちおつしに ヾとてjヾうしiすgな ヾてに えせgちi gヾふ kて 2006 iそそiかねiす gちkかjkてすぬさな 
gヾふ kさち ぁたてjヾてちhかg, けすg ちg lえとiす jkさち iヾすlうちiすg kて しえたg kさな せgkうjkgjさな kのち iヾすせてにとすせほち たgな kgたiかのち, jkすな 
γΜをとjちけなきとぬΜ2010 たi glてとたお kさち ぬとふちすg えそそiすねさ iちさたえとのjさな gヾふ kてにな gとたふhすてにな lてとiかな けすg kさち てすせてちてたすせお 
せgkうjkgjさ kのち gヾてしiたgkすせほち kてにな, ヾgとiちえくさ たi えけけとglて gかkさたg kさな ヾとてな kさち kふki gとたふhすg ゃヾてにとけふ 
《とけgjかgな Τ 【てすちのちすせほち ]jlgそかjiのち ‒とほそhΜ 】hlkおたし こさkほちkgな ちg そうくiす けちほjさ たi せてすちてヾてかさjさ, けすg 
jにけせiせとすたえちg jkてすぬiかg ヾてに glてとてへち kg kgたiかg ゃά〈άゅάぅάぉάΜ ΣΜ 》άゃάゅάぅάぉά (lとちjきに ヾそえてち kてに 
ゃά》ά〈άぅά〈άぉά〈ά),ヾとてせiすたえちてに ちg iつgぬしてへち gjlgそお jにたヾiとうjたgkg けすg kさち たiそそてちkすせお ヾてとiかg kてに iヾすせてにとすせてへ 
gjlgそすjkすせてへ たgな てとけgちすjたてへέ  
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   ゃhΜklとせねjきhΜゝとぬΜさしlかkhちj hmとなとほkhつ:  

 ぉすな iヾiちhへjiすな kのち gヾてしiたgkすせほち kのち kgたiかのち gヾふ kさち すjぬへ kのち hすgkうつiのち kてに ｠ふたてに 1902/1990 
せgしほな せgす kてに 3029/2002 たえぬとす jおたiとg せgしほな せgす kg gヾてkiそえjたgkg gにkほち.  

 ぉさち kiそiにkgかg gちgそてけすjkすせお たiそえkさ けすg kg kgたiかg たgな, kて jさたiとすちふ へねてな kのち gヾてしiたgkすせほち kてに ゃてたえg 
》ヾすせてにとすせおな 〈jlうそすjさな ゅヾgそそおそのち ぅにとてjくijkすせてへ ぉほたgkてな (ゃά》ά〈άゅάぅάぉά ゝなましつ ゃά〈άゅάぅάぉ ) せgす kてに ゃてたえg 
ぅとふちてすgな ゅヾgそそおそのち ぅにとてjくijkすせてへ ぉほたgkてな (ゃάぅάゅάぅάぉά ゝなましつ 》άゃάゅάぅάぉά).  
 ぉてち jにちてそすせふ gとすしたふ kのち jにちkgつすてへぬのち ヾてに kてにな ぬてとさけiかkgす たえとすjたg gヾふ kg kgたiかg, ふヾのな せgす kてにな 
すjてそてけすjたてへな ijふhのち –iつふhのち gヾふ kて えkてな 1999 せgす けすg せうしi えkてな たえぬとす せgす kて 2009. 

 《ヾかjさな gヾgすkおjgたi ちg たさち けかちikgす せgたかg jゝせkmhたかΜjゝおつiぬkし kのち gヾてしiたgkすせほち kのち kgたiかのち, ヾgとう 
たふちて ji せとgkすせほち iけけにさたえちのち gヾてhふjiのち kてヾてしikおjiすな, iヾgちghすgkにヾほちてちkgな ヾgとうそそさそg けすg gせふたさ たかg lてとう 
kさち gちkかしijお たgな けすg kさち iちてヾてかさjさ kのち kgたiかのち たgなέ  
   ぉiそすせう kg jkてすぬiかg ヾgとghてしおせgち jkさち ヾgとうkgつお たgな たえjの kてに 《そそさちすせてへ 【てすちてくてにそかてに えヾiすkg gヾふ iとほkさjさ  
〈てにそiにkほち ヾとてな kてにな ゃヾてにとけてへな 《とけgjかgな Τ 【てすちのちすせおな ]jlうそすjさな せgす ぃとてjkgjかgな kてに ぃてそかkさ, たi kさち てヾてかg 
せgそてへちkgち てす gとたふhすてす ゃヾてにとけてか ちg にそてヾてすおjてにち うたijg kて gかkさたう たgなέ  
   ぇkさち gヾうちkさjさ ヾてに hふしさせi gヾふ kてち kふki gちgヾそさとのkお ゃヾてにとけふ 《とけgjかgな Τ 【てすちのちすせおな ]jlうそすjさな diほとけすて 
【てにkとてにたうちさ kてちかこikgす たikgつへ うそそのち ふkす: 
  «とせΜjゝjつiほkjせにΜhたたえΜそhせΜとせΜなjぬklとゝとせかkjせにΜゝjなせとぬkせhそまつΜklとせねjきはつ iせjつjなことほつlhせΜちjΜhゝとmえkjせにΜlとぬΜ
《άぉά,ΜoせΜとゝときjにΜたhちけえつとつlhせΜちおkhΜklとΜゝたhきkせとΜlしにΜせkねほとぬkhにΜつとちとすjkきhにΜそhせΜhつえたとこhΜちjΜlしつΜとせそとつとちせそかΜ
そhlえklhkしΜ lとぬΜ となこhつせkちとほ,Μ lしつΜ jゝjつiぬlせそかΜ ゝとたせlせそかΜ そhせΜ lとぬにΜ klへねとぬにΜ ゝとぬΜ ねhなえkkjせΜ lとΜ 《άぉάΜ ぃせΜ
jゝjつiほkjせにΜ lはつΜ jゝせそとぬなせそまつΜ lhちjきはつΜ そhせΜ lはつΜ lhちjきはつΜ ゝなへつとせhにΜ lhΜ とゝときhΜ jつlえねすしそhつΜ klとΜ
ゃ.》.〈.ぅ.〈.ぉ.〈. iせjつjなこかすしそhつΜjつlへにΜlはつΜゝたhせkきはつΜlしにΜそjきちjつしにΜつとちとすjkきhに». 
   ╉ヾiすkg gヾふ iヾiつiとけgjかg kのち せてすちてヾてすさしえちkのち jkてすぬiかのち ヾてに glてとてへち たえぬとす kさち 30し - 9 – 2010 せgす ぬのとかな ちg 
たヾてとてへたi ちg ヾてへたi たi くiくgすふkさkg ふkす たgな ぬてとさけさしおせgち ふそg kg jkてすぬiかg ヾてに glてとてへち kすな iヾiちhへjiすな, すhすgかkiとg 
jkてにな kてたiかな iヾすせてにとすせおな gjlうそすjさな kてに ぃέぇέ  hすgヾすjkほちてちkgす kg iつおな: 

 ぇkg jゝせそとぬなせそえΜ lhちjきhΜ lはつΜ hklぬつとちせそまつΜ ぬゝhたたかたはつ ヾとgけたgkてヾてすおしさせgち iヾiちhへjiすな ji たikてぬえな 
しijたすせほち iヾiちhへjiのち せgす そてすヾほち ヾすjkのkすせほち すhとにたうkのち せgす たiとすhかのち gたてすくgかのち せilgそgかのち, せgしほな せgす うそそのち 
gちのちへたのち ikgすとiすほち, gヾふ kすな てヾてかiな iヾおそしgち jさたgちkすせえな てすせてちてたすせえな gヾほそiすiな gヾふ kさち ヾkほjさ kさな gつかgな kのち 
たikてぬほち ヾてに gちえとぬてちkgす ji 37.832.733,61 jぬなまάΜぉぬこそjそなせちおつhλ 
ゃとちおhにΜぅなへつとせhにΜ〈klぬつとちせそまつ ゅゝhたたかたはつ                                           Υゃάぅά〈ぉά)Μ           - 12.714.853    jぬなまΜ 
ゃとちおhにΜぅなへつとせhにΜゅゝhたたかたはつΜ〈klぬつとちきhにΜぅへたjはつΜ                              (ゃάぅάゅά〈άぅά)ΜΜ         - βιηάίβη,ήιΜjぬなま 
ゃとちおhにΜ》ゝせそとぬなせそかにΜ〈kmえたせkしにΜ》たたしつせそかにΜょはなとmぬたhそかに                  Υゃά》ά〈ά》άょά)Μ       - 23.818.843    jぬなま 
ゃとちおhにΜ》ゝせそとぬなせそかにΜ〈kmえたせkしに ゅゝhたたかたはつΜ〈klぬつとちきhにΜぅへたjはつΜ    Υゃά》ά〈άゅά〈άぅά)       - 697.810,02 jぬなまΜ 
】たえiとにΜゅこjきhにΜゅゝhたたかたはつΜ〈klぬつとちきhにΜぅへたjはつΜ                                   Υ】άゅάゅά〈άぅά)ΜΜ        - 215.091,51 jぬなま 
ぉぬつとたせそおにΜ〈ゝまたjせjに                                                                                                             - 37.832.733,61 jぬなま 

 ぁす kてたiかな ヾとふちてすgな ]jkにちてたすせほち ゃヾgそそおそのち せgす ]jkにちてたかgな ぃふそiのち iたlgちかこてにち iそそiすたたgkすせう 
«hゝとljたおkちhlhΜねなかkしに» せgkう kg えkさ 2006 えのな 2009, ヾgとてにjすうこてちkgな gとちさkすせえな gヾてせそかjiすな hなそjlまつΜ
jそhlとちちぬなきはつΜjぬなま. 

 ぇkてにな kてたiかな iヾすせてにとすせおな gjlうそすjさな kてに ぃέぇέ てす すjてそてけすjたてか kてにな ヾgとてにjすうこてちkgす iそそすヾおな ji ふkす 
glてとう kてにな そてけgとすgjたてへな kてに ヾgしさkすせてへ, jkてにな てヾてかてにな hiち gちgけとうlてちkgす kg «hゝとljたおkちhlhΜ jせにΜ
つおと» せgkう kg えkさ 1999 – 2007. 

 ぇkてにな すjてそてけすjたてへな kてに ゃてたえg 》ヾすせてにとすせおな 〈jlうそすjさな ゅヾgそそおそのち ぅ.ぉ. ΥゝなましつΜゃά〈άゅάぅάぉά)  せgkう kg 
えkさ 1999 おはに 2006 gちgけとうlikgす jkて iちiとけさkすせふ kのち すjてそてけすjたほち のな iヾえちhにjさ さ ikgすとかg «《【》fを【】』», 
ふヾてに せgkう kて えkてな 2006 kて へねてな kさな iヾえちhにjさな gちえとぬikgす jkて ヾてjふ kてに 1.858.234,15 iちほ kて えkてな 2007 
たさhiちかこikgす ぬのとかな ちg gちgけとうlikgす kて ヾてjふ gにkふ てへki jkて iちiとけさkすせふ てへki jkて ヾgしさkすせふέ 

 ぇkてにな すjてそてけすjたてへな kてに ゃてたえg ぅとふちてすgな ゅヾgそそおそのち ぅ.ぉ. ΥゝなましつΜ》άゃάゅάぅάぉά) せgkう kg えkさ 2000 ちおねなせΜ
そhせΜ lと 2006, gちgけとうlてちkgす jkて iちiとけさkすせふ kのち すjてそてけすjたほち のな iヾえちhにjさ kg gたてすくgかg せilうそgすg 
«《』‒ぃぉ», ふヾてに せgkう kて えkてな 2006 gちえとぬてちkgす jkて へねてな kてに 1.045.907,47 iちほ kて えkてな 2007 kて ヾてjふ 
glgすとiかkgす ぬのとかな ちg gちgけとうlikgす てへki jkて iちiとけさkすせふ てへki jkて ヾgしさkすせふέ 

 ぉて hすgしえjすたて せilうそgすて kてに ぉてたえg ぃとふちてすgな ゃヾgそそおそのち ぅάぉά gちえとぬikgす ji 50.450.179,23 せgす kてに 
ぉてたえg 《ヾすせてにとすせおな ]jlうそすjさな ゃヾgそそおそのち ぃέぇέ ji 93.525.106,12. 

 』Μ〈つhたとこきhΜ〈なせすちとほΜぉぬつlhてせとほねはつΜ– 》なこhさとちおつはつ lとぬ ゃά》ά〈άぅά〈άぉά〈ά おねjせΜはにΜjてかにλ 
           ゃとちおhにΜ》ゝせそとぬなせそかにΜ〈kmえたせkしにΜ》たたしつせそかにΜょはなとmぬたhそかにΜΥゃά》ά〈ά》άょά) 
           ぇにちkgつすてへぬてす 34.684    《とけgこふたiちてす – iすjlえとてちkiな 36.309     ]ちgそてけかg 《ち iちiとけiかg – ぇにちkgつすてへぬのち 1,047 
           ゃとちおhにΜ》ゝせそとぬなせそかにΜ〈kmえたせkしにΜ〈klぬつとちきhにΜぅへたjはつΜΥゃά》ά〈άゅά〈άぅά) 
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           ぇにちkgつすてへぬてす 14.802    《とけgこふたiちてす – iすjlえとてちkiな 17.595     ]ちgそてけかg 《ち iちiとけiかg – ぇにちkgつすてへぬのち 1,188   
           ゃとちおhにΜ》ゝせそとぬなせそかにΜ〈kmえたせkしにΜぅぬなとkけjklせそとほΜぉまちhlとにΥΜゃά》ά〈άゅάぅάぉά) 
           ぇにちkgつすてへぬてす 5.530      《とけgこふたiちてす – iすjlえとてちkiな 9.471       ]ちgそてけかg 《ち iちiとけiかg – ぇにちkgつすてへぬのち 1,713 
   ぇi gにkふ kて jさたiかて jにちうhiそlてす しg iヾgちglえとてにたi jkさ たちおたさ jgな kさち iヾかjせiねさ iちさたえとのjさな ヾてに 
ヾとgけたgkてヾてかさji gちkすヾとてjのヾiかg kさな 》ά〈ά】άぅ. jkg けとgliかg kのち ぉgたiかのち たgな 》άゃάゅάぅάぉάΜΣΜゃά〈άゅάぅάぉά  kてち  6と 
kてに 2006 せgす kさ jにちうちkさjお kさな たi kてにな 〉すiにしにちkえな kのち ぉgたiかのち, ヾとてせiすたえちてに ちg iちさたiとのしiか けすg kさち せgkうjkgjさ 
kてになέ 
   ぉふki iかぬgたi iヾすjさたうちiす ふkす jへたlのちg たi kg jkてすぬiかg ヾてに jにそそえつgたi ji jにちhにgjたふ たi kさち jkgjすたふkさkg kのち 
ヾとてjそおねiのち せgす kさち gへつさjさ kのち jにちkgつすてhてkおjiのち, «ijつΜ ゝなととせはつきさjlhせΜ そhせΜ lへkとΜ とちhたかΜ ゝとなjきhΜ lはつΜ
lhちjきはつΜklとΜちおたたとつ».  
   《ヾかjさな jへたlのちg たi hおそのjさ kてに kふki hすiにしにちkお kてに ゃά〈άゅάぅάぉά , ふjて さ gちgそてけかg jにちkgつすてへぬのち ヾとてな 
iとけgこふたiちて hすgkさとiかkgす jkg iヾかヾihg 1 ヾとてな 2,35 (3.865 jにちkgつすてへぬてす せgす 9.079 iとけgこふたiちてす, jkてすぬiかg たえぬとす 
せgす kてち 』てへちすて kてに 2006) hiち しg にヾうとつiす ヾとふくそさたgέ ′kgち ヾえjiす せうkの gヾふ kて 1 ヾとてな 2 hさそghお 1 ヾとてな 1,9 お 
ヾとてな 1,8 kふki gとぬかこiす さ hつlきklなとmかΜちおlなしkし. 
   〈ゝへΜ lしつΜ ゝhなhゝえつはΜ hつえたぬkし hゝとijせそつほとつlhせ ゝjなきlなhつhΜ とせΜ jそlせちかkjせにΜ lしにΜ ゝhなえlhてかに ちhに そhせΜ
kぬこそjそなせちおつhΜへlせλ 

 ╉ちg たえとてな kのち gヾてしiたgkすせほち iヾiちhへしさせi せgkう つへちせちと たiち (ちふたてす ぉせとほmh せgす ぇおゝゝh), gそそう 
jゝせkmhたか けすg kg jにたlえとてちkg kのち iとけgこてたえちのち kとふヾて, たi せへとすて jkふぬて lしΜちjlhmとなえ lはつΜねなしちえlはつΜ
ちhに たえjg gヾふ kすな iヾすjlgそiかな iヾiちhへjiすな, klhΜlhちjきhΜlとぬΜちjこえたとぬΜそjmhたhきとぬ. 

 ぁ ちふたてな ぃikとgそすう ヾてに iヾえくgそi kさち iちてヾてかさjさ kのち kgたiかのち たgな ゃά〈άゅάぅάぉάΜΣΜ》άゃάゅάぅάぉά たi kg kgたiかg 
kさな 》‒ά〈ぉά しg iヾすlえとiす kて kiそiすのkすせふ ぬkへヾさたg jkさち iヾすせてにとすせお たgな gjlうそすjさ, にそてヾてすほちkgな kさち 
hつlせhkmhたせklせそか ゝとたせlせそか ヾてに gヾてととえiす gヾふ kすな gヾてlうjiすな kさな 《にとのヾgはせおな ╉ちのjさな せgす 
ヾとてのしiかkgす せgす jkさち ぬほとg たgな gヾふ kすな iせうjkてki せにくiとちおjiすなέ 

 ぁす jkふぬてす kさな gせてそてにしてへたiちさな ヾてそすkすせおな iかちgす ちg せgそにlしてへち kg iそそiかたたgkg kのち ヾとてくそさたgkすせほち 
kgたiかのち kのち gjkにちてたすせほち gヾふ kg kgたiかg kてに ぃέぇέ ヾてに くとかjせてちkgす ji jぬikすせう せgそへkiとさ せgkうjkgjさ, 
けiけてちふな ヾてに hiち しg えぬiす うそそて gヾてkえそijたg gヾふ kて ちg てhさけさしてへち ふそg たgこか jkさち せgkうととiにjさέ 『 
jにけせiせとすたえちさ たえしてhてな しg ilgとたてjkiか せgす ji ふそてにな kてにな てとけgちすjたてへな iヾすせてにとすせおな gjlうそすjさな kさな 
ぬほとgな.  

 ぁす jゝせkmhたjきに gヾふ せうしi うヾてねさ けすg kg gヾてしiたgkすせう kのち kgたiかのち たgな ヾとてkうjiすな kのち ヾとてihとiかのち kのち 
gjkにちてたすせほち ji ふkす glてとう kさ jにちえちのjさ kのち kてたえのち kてに ゃά》ά〈άぅά〈άぉά〈., ふkgち ヾとふkiすちgち kさ たikglてとう 
ヾそiてちgjたうkのち せgす うそそのち ヾiとすてにjすgせほち jkてすぬiかのち gヾふ えちgち lてとえg ji うそそてち, けすg せうそにねさ kのち 
iそそiすたたうkのち たi てヾてすghおヾてki たてとlお, たi gヾそお にヾてにとけすせお gヾふlgjさ ふヾのな gちgけとglふkgち ji 
hつhそときつはkし lしにΜ η-3-2008 kさな ぅάぃά〈άぉάゅ., gヾてkiそiか ghすうねiにjkて たうとkにとg けすg ふjg gヾふ kさち gとぬお 
せgkおけけiすそi さ 》ά〈ά】άぅά ふkす えとぬikgす ちg iつにヾさとikおjiす kさち iちてヾてかさjさ (gヾてととふlさjさ) kのち kgたiかのち たgな, たi 
gにkほち kさな 》‒.〈ぉά 

 『 gヾgとうhiせkさ jkうjさ ふそのち kのち iせそiけたえちのち iせヾとてjほヾのち たgな jkg kgたiかg iかki おkgち kさな 《ά〈ά】άゅάぅάぉ.  
iかki kさな ぅά〈άぉά】Μぅ. ヾてに iせkふな gヾふ たかg せgす たふちて lてとう てにhえヾてki えhのjgち jkてすぬiかg ふヾのな ふliすそgち ヾとてな 
kてにな iとけgこふたiちてにな けすg kて kす けかちikgす たi kg かhすg たgな kg そilkう, ふヾのな せgす さ ヾとてせそさkすせお ghとうちiすg kのち 
ヾとてihとiかのち Υ》ά〈άぅάぉά ΣΜ ぅάぃά》άゅάぅάぉά), jにちえくgそそgち せgkgそにkすせう jkさち iヾすくてそお kさな iちてヾてかさjさな kのち 
kgたiかのちέ 

ぉぬつhiおたmせkkjにΜ– ぉぬつえijたmとせ, てす gちkすhとgjkすせえな iつiそかつiすな ヾてに そgたくうちてにち ぬほとg せgす jkてち kてたえg kさな iヾすせてにとすせおな 
gjlうそすjさな たi kさち にヾgすつえとijさ kのち ぬとさたうkのち kのち iとけgこてたえちのち せgす kさち ヾgとgぬほとさjお kてにな jkさ hすうしijさ kのち 
«hつhこそまつ» kてに たiけうそてに せilgそgかてに せgk iちkてそお kのち iせうjkてki せにくiとちおjiのち, iヾすせgすとてヾてすてへち ふjて ヾてkえ うそそてki 
kすな しえjiすな kさな ヾgとうkgつさな せgす kてに kgつすせてへ jにちhすせgそすjkすせてへ せすちおたgkてな けすg kて gjlgそすjkすせふ jへjkさたg kさな ぬほとgな, 
たiμ 
 】hlえなこしkしΜへたはつΜ lはつΜhつlせΜhkmhたせklせそまつΜつへちはつΜhゝへΜ lとΜίκκήΜそhせΜちjlえΜそhせ ゝたかなしΜhkmhたせklせそえΜ
そhせΜkぬつlhてせとiとlせそえΜiせそhせまちhlhΜこせhΜへたとぬにΜちjΜkほつlhてしΜklとΜιήΡΜlはつΜhゝとiとねまつΜhmぬゝしなおlしkしにάΜ 
 ｠jきはkしΜ lはつΜ hkmhたせklせそまつΜ jせkmとなまつ ゝとぬΜ jゝせけhなほつとぬつΜ lとつΜ jなこhさへちjつと こせhΜ lしΜ kほつlhてしΜ klしつΜ
ゝなととゝlせそかΜlしにΜそhlえなこしkかにΜlとぬに,ΜちjΜhつlきklとせねしΜhほてしkしΜlはつΜjなことiとlせそまつΜjせkmとなまつά 
 】hlえなこしkしΜへたはつΜlはつΜゝjなせそとゝまつ, lはつΜjゝせそとぬなせそまつΜkぬつlえてjはつΜそhせΜlはつΜjmえゝhてΜちjなせkちえlはつ lはつΜ
jなこhさとちおつはつ. 

 》ゝhつhmとなえΜlはつΜjゝせそとぬなせそまつΜlhちjきはつΜちhにΜklしつΜhなねせそかΜlとぬにΜそhlえklhkし,ΜちjΜゝhなえたたしたjにΜhたたhこおにΜ
kjΜとなこhつはlせそへΜそhせΜiせhねjせなせklせそへΜjゝきゝjiとά 



 4 

 》ゝせklなとmかΜlはつ そたjちちおつはつΜhゝとすjちhlせそまつ hゝへΜlとΜίκζή ちおねなせΜkかちjなhΜそhせΜゝとlおΜてhつえΜlhΜたjmlえΜちhにΜ
klとΜlさへことΜlとぬΜねなしちhlせklしなきとぬΜそhせΜlはつΜえたたはつΜたしklなせそまつΜねなしちhlととせそとつとちせそまつΜとちきたはつά     
          

                                                                     eせhΜlしつΜ》ά〈ά】άぅά 
                                                         』ΜjそljたjklせそかΜこなhちちhljきh 
 

ぉしちjきはkしμ ′そg kg jkてすぬiかg ヾてに せてすちてヾてすおしさせgち jkさち ヾgとうkgつお たgな gヾふ kて ゃヾてにとけiかて  《とけgjかgな Τ 【てすちのちすせおな 
]jlうそすjさな, せgしほな せgす さ gちgそてけすjkすせお たiそえkさ くすのjすたふkさkgな けすg kて ぉέ《έ]έゃέぃέぇέ しg hさたてjすiにkてへち たえjの kさな すjkてjiそかhgな 
たgな たi ちiほkiとさ gちうとkさjさέ  
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