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レーザー学会学術講演会　第42回年次大会

１．会　期 ： 2022年1月12日（水）～14 日（金）

２．会　場 ： オンライン　https://confit.atlas.jp/guide/event/lsj42/top

　シンポジウム，招待講演，一般講演 ： Zoom会議室（Zoom-01〜12）

　ポスター講演 ： Zoom会議室（Zoom-13，ブレイクアウトルーム）

　　大会本部連絡先：090-6030-3012（大会期間中のみ）

３．主　催 ： 一般社団法人レーザー学会

４．大会の概要

　下記のとおり，シンポジウム，招待講演，一般講演およびポスター講演を実施します．

(1) シンポジウム ：　1月12日（水）～14日（金）

1．カーボンニュートラルに貢献するレーザー技術

2．Society5.0の実現に向けた最新光通信・光無線・量子暗号技術の動向

3．【応用物理学会フォトニクス分科会ジョイントシンポジウム】

　　　ナノスケールの構造制御に基づく革新的フォトニクス

4．【応用物理学会フォトニクス分科会ジョイントシンポジウム】バイオフォトニクスと新しいレーザー光源

5．自然に学ぶレーザーカオスとオフシェル科学で拓く新概念　〜無為自然な機能創造に向けて〜

　　　　＜協賛＞応用数理学会

6．これからのホログラフィを切り拓く　〜三次元計測、イメージング，表示応用の最新動向〜

　　　　＜協賛＞日本光学会情報フォトニクス研究グループ

7．【ALANコンソーシアムジョイントシンポジウム】開発が進む光水中無線技術への期待

　　　　＜協賛＞日本機械学会，日本ロボット学会

8．紫外・可視高出力レーザーの新展開

9．窒化物半導体レーザーダイオードの最前線　～青，緑，深紫外，そして赤～

10．14族元素をベースとした光機能半導体の最新研究

　　　　＜協賛＞応用物理学会 シリサイド系半導体と関連物質研究会

11．【日本光学会フォトダイナミズム研究グループ，学術変革領域「散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の

　　　　　科学」ジョイントシンポジウム】揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，計測，観測，補償

12．【日本光学会偏光計測制御技術研究グループジョイントシンポジウム】偏光計測制御の新展開

13．極限環境・極限状態を解明する光計測技術

14．先端的な光科学，材料科学の生命科学研究への応用

15．生命機能の観察・操作のための物理学的・生物学的ツール

(2)招待講演（92件） 　　　：講演時間　１件25分，質疑討論5分 （1月12日（水）～14日（金））

(3)一般講演（183件） 　　　：講演時間　１件12分，質疑討論3分 （1月12日（水）～14日（金））

(4)シンポジウム講演（110件）：講演時間　１件25分，質疑討論5分 （1月12日（水）～14日（金））

(5)ポスター講演 （26件）　：1月13日（木）10：45～12：15

(6)併設展示会 ：「Laser Solution 2022」（オンライン開催）入場無料　https://www.optronics.co.jp/ls/

1月12日（水）15：00～16：30　（Zoom-14）

1月13日（木）15：00～16：30　（Zoom-14）

　　出展企業･団体（2021年12月28日現在）

ケイエルブイ株式会社

Santec株式会社

スペクトラ・フィジックス株式会社

株式会社東京インスツルメンツ

フォトテクニカ株式会社

プネウム株式会社

三菱電線工業株式会社

(7)参加費：大会参加費

　　正会員・賛助会員：　事前登録12,000円（通常16,000円）／学生：事前登録3,000円（通常5,000円）

　　非会員： 　　　事前登録17,000円（通常20,000円）／学生：事前登録5,000円（通常7,000円）
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(8)一般講演の講演時の注意事項

　　･講演ではPCを準備してください．

　　･講演用マニュアルを参照してください．

　　･各会場となるZoomの会議室に入室し，講演の準備をしてください．

５．論文発表賞

レーザー学会では「論文発表賞」規定に基づき，第42回年次大会においてレーザー科学の発展に貢献しうる優秀な一般講

演論文を発表した若手会員（35歳以下）に対し，「論文発表賞（優秀論文発表賞，論文発表奨励賞）」を贈呈いたします．受

賞者には2022年2月末に通知し，5月の定時総会にて授賞式をとり行います．

６．優秀ポスター発表賞

ポスター発表のうち，優秀な発表を行った学生に対し，「優秀ポスター発表賞」を贈呈いたします．
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【大会賛助】

第42回年次大会の実施にあたり，下記の各団体から貴重な財政的支援をいただいております．

ここに，賛助団体各位および有志の皆様の御芳名を記し，深甚なる感謝の意を表します．

（2021年12月28日現在）

公益財団法人天田財団

ウシオ電機株式会社

株式会社オカモトオプティクス

株式会社オフィールジャパン

株式会社片岡製作所

ギガフォトン株式会社

株式会社QDレーザ

株式会社SCREENホールディングス

株式会社東芝

日星電気株式会社

株式会社日本レーザー

浜松ホトニクス株式会社

三菱電機株式会社

三菱電線工業株式会社

三星ダイヤモンド工業株式会社

株式会社ユニタック

ルミバード・ジャパン株式会社

問合せ先

　　〒565-0871　大阪府吹田市山田丘2-6　　一般社団法人レーザー学会　第42回年次大会実行委員会事務局

　　（TEL：06-6878-3070  FAX：06-6878-3088　 Email: lsj-admin@lsj.or.jp）
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第42回年次大会シンポジウム開催趣旨

NO シンポジウムタイトル 開催趣旨

SY01
カーボンニュートラルに貢献する

レーザー技術

政府の『2050年カーボンニュートラル宣言』に対し各方面で様々な取り組みが始まっているが，

レーザー技術の果たす役割は何であろうか？本シンポジウムでは，省エネ，創エネ，エネルギー

移動などカーボンニュートラル貢献可能な技術を紹介し，議論を行う．

SY02

Society5.0の実現に向けた最新

光通信・光無線・量子暗号技術

の動向

フィジカル空間とサイバー空間とを接続するSociety5.0では，情報通信量が飛躍的に増大し，高

速かつ安全性が確保された通信技術が中核的な機能を担うと見込まれる．本シンポジウムでは

，光通信，光無線および量子暗号技術に着目して最新の研究動向の共有を図り，研究者間の議

論と連携を促進する．

SY03
ナノスケールの構造制御に基づ

く革新的フォトニクス

金属ナノ構造やフォトニック結晶等のナノスケールの構造を用いて，局在する光を生成・制御し，

IoT (Internet of things) をはじめとする次世代産業の構築に不可欠な革新的なフォトニクスデバ

イスを構築する研究が近年盛んに行われている．本シンポジウムではこのようなナノ構造による

光の集光，伝搬，発振制御について，第一線で活躍する講師らにより最先端技術を紹介していた

だき，今後の方向性について議論を行う．

SY04
バイオフォトニクスと新しいレー

ザー光源

光と物質の相互作用を扱うフォトニクス分野では，新しいレーザー光源が新たな計測技術，分析

技術，操作技術を生み出すことが往々にしてある．本シンポジウムでは特にバイオフォトニクス分

野にフォーカスし，新しいレーザー光源をもちいたバイオフォトニクス研究を6名の演者に紹介して

もらい，レーザー技術が切り拓くバイオフォトニクスの将来を考える．

SY05

自然に学ぶレーザーカオスとオ

フシェル科学で拓く新概念　〜無

為自然な機能創造に向けて〜

自然から学んで簡単なシステムにより長期の機能安定性を実現する方法について特集する．

カオスの持つ超安定性をはじめとするシステムの自律的安定性を活用するための，最近の実験

的・理論的研究を紹介する．またドレスト光子研究に端を発するオフシェル科学はナノ領域の光-

物質相互作用を記述する新体系であり，特に量子ウォーク理論ではカオスとの関連も示唆される.

これらの実験的理論的研究を紹介して議論を深め，今後の展望を得る．

SY06

これからのホログラフィを切り拓く

　～三次元計測，イメージング，

表示応用の最新動向～

三次元の世界を写し取り，また描き出すホログラフィは，ディジタル技術の発展やデバイスの進化

により，自然光の情報記録やリアルタイムの三次元動画表示，実世界との融合表示など，新たな

能力の具現化が進んでいる．本シンポジウムでは，ホログラフィによる三次元計測，イメージング,

表示の研究において第一線で活躍する講師により具体的な事例を紹介いただき，これからのホ

ログラフィが克服すべき課題や展望を議論する．

SY07
開発が進む光水中無線技術へ

の期待

水中モニタリングや海底探査においては，水中環境における光無線による通信およびセンシング

技術が必要不可欠である．国内では，ALAN（Aqua Local Area Network）コンソーシアムが設立　

され，水中光通信，水中LiDAR，水中光給電など広範な技術の検討が進められている．本シンポ

ジウムでは，2021年度に引き続き最新の研究成果や関連技術を紹介し，光水中無線技術の研究

開発活動の活性化を図る．

SY08
紫外・可視高出力レーザーの新

展開

近年，紫外域及び可視域の高出力レーザー光源の進展が目覚ましい．本シンポジウムでは，

レーザー装置開発の第一線で活躍する講師により，最新のレーザー技術およびその応用につい

てご紹介いただき，光源開発の今後の展開を議論する．

SY09

窒化物半導体レーザーダイオー

ドの最前線　～青，緑，深紫外，

そして赤～

窒化物半導体を材料とするレーザーダイオードは，深紫外での発振が報告されるなど発振波長

域が広がりつつある．また従来は難しいとされていた赤色を目指した研究も進展している．本シン

ポジウムでは，講師の先生方にそれぞれの波長域で最先端の技術を紹介いただき，アプリケー

ション・今後の展望についてお話しいただく．
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SY10
14族元素をベースとした光機能

半導体の最新研究

現在，太陽電池による創エネルギ－，IOT社会で必須となる光センサーでは主にシリコン(Si)が用

いられているが，14族元素であるSi，Geと金属との化合物は，新たな光機能材料として注目され

ている．本シンポジウムではそれらSi,Ge系光機能材料の最新動向と，レーザーを用いた光物性

の最新の評価手法について広く議論する．

SY11
揺らぎを伝搬する光を用いた伝

送，計測，観測，補償

揺らぎの中を伝搬する光の振る舞いを把握する技術や，そうした情報をもとに光を操作する技術

は，伝送，計測，観測，補償など光を用いる様々な応用を実現するために必要不可欠である本シ

ンポジウムでは，揺らぎと光の伝搬，光の操作に関する課題の共有や最新の基礎研究および応

用研究について情報の共有を図り，研究者間の議論と連携を促進する．

SY12 偏光計測制御の新展開

偏光の計測と制御は長い歴史を持つ光技術であるが，近年の応用分野の急速な広がりに伴っ

て,益々盛んに研究がなされるようになってきた．ただし，偏光に関する研究の多くは応用分野毎

に細分化されているため，「偏光」というキーワードの下でまとまって議論される機会は少ない．

このような事情を背景として，本シンポジウムは，「偏光」に関する国内外の様々な研究を紹介し

，議論を行う．

SY13
極限環境・極限状態を解明する

光計測技術

近年の光計測技術の発展は目覚ましく，様々な現象や状態の解明が進んでおり，テラヘルツ波

や周波数光コムなどの新規な光領域と合わせて，その重要性は更に増している．これらの発展

は，確実に人類の未踏領域を狭めており，そのターゲットは，極限環境や極限状態における物理

的・化学的現象の解明にも及んでいる．本シンポジウムでは，極限環境や極限状態で用いられて

いる光計測技術に関する多様な研究成果を紹介し，今後の展開等について議論を行う．

SY14
先端的な光科学，材料科学の生

命科学研究への応用

先端的なレーザー技術や光科学，光学材料の著しい展開により，生命科学分野における光イ

メージングや分光計測，光操作技術などへの応用が進んでいる．そこで，本シンポジウムでは，

多様なバックグラウンドを持つ広い分野の講師により，生命科学，医学応用を目指した技術や応

用例を　紹介し，今後の光科学と生命科学の学際領域の展開について議論を行う．

SY15
生命機能の観察・操作のための

物理学的・生物学的ツール

現在，生命機能を微視的・巨視的に解明するための観察・操作ツールの開発が活発に進められ

ている．とりわけ，各種イメージング・光遺伝学関連技術の発展は目覚ましい．本シンポジウムは

細胞と分子レベルでの計測高速化，光操作ツールの新規開発や動態解析，光刺激デバイスの開

発などについて，各分野の研究者を招いて最新の研究成果と課題を議論する．
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講演部門名とキーワード

講演部門 キーワード

Ａ：レーザー物理・化学

レーザー基礎，量子光学，コヒーレント効果，非線形光学，レーザー制御(パルス制御，周波数制

御等)，レーザー分光，光誘起化学，超高速現象・相互作用，レーザー冷却，原子光学，レー

ザーマニピュレーション，レーザーカオス，ドレストフォトン等

Ｂ：レーザー装置

固体レーザー，気体レーザー，液体レーザー，自由電子レーザー，波長変換型レーザー，大出

力半導体レーザー(固体レーザー励起用，直接加工用)，超短パルスレーザー，高強度(TW/PW)

レーザー，XUV/X線レーザー，ファイバレーザー(光コム)，レーザー共振器，位相共役利用高輝

度光源，レーザー電源，テラヘルツ発生等

Ｃ：高強度・高エネルギー　　　　

レーザー応用

高強度レーザー科学，高輝度X線発生・応用，相対論レーザープラズマ，レーザープラズマ放射

線(X線，γ線，電子，イオン)，レーザー核融合，レーザー粒子加速，レーザー推進，レーザー誘

雷，レーザー同位体分離，大出力CWレーザーと応用等

Ｄ：レーザープロセシング

プロセス基礎・モニタリング，熱加工(溶接，切断等)，アブレーション，薄膜形成，表面改質，微粒

子(クラスター，ナノチューブ等)，リソグラフィ，３次元造形，アニーリング，ドーピング，合金化，

エッチング，クリーニング，光化学プロセシング，超短パルスプロセシング，マイクロファブリケー

ション等

Ｅ：レーザー計測

物性計測，量子計測，計測用新光源・検出技術(テラヘルツ計測，X線計測等)，ファイバセンサー

プラズマ診断(レーザープラズマ，アブレーション等)，光による反応場計測(燃焼計測，排気ガス検

出等)，環境計測(分析，レーザーレーダ，大気観測，リーク検出)，光コム（計測）等

Ｆ：光機能材料・デバイス

半導体レーザー，導波路レーザー，発光デバイス，フォトニック結晶，非線形光学材料，光検出器

，光導波路，光IC，光電気・磁気・音響デバイス，各種オプティクス，光材料（無機・有機），

プラズモニクス・メタマテリアル，赤外・テラヘルツデバイス等

Ｇ：光通信・光無線

通信用レーザー光源(WDM用，OTDM用，モード同期等)，光増幅(EDFA，ラマン等)，光信号処

理(波長変換，光スイッチ等)，光ファイバ，パルス伝搬・圧縮(線形伝搬，非線形伝搬・ソリトン等)，

受光デバイス，光フィルタ，光通信システム(DWDM，超高速伝送等)，量子通信，光無線給電等

Ｈ：光情報処理

情報フォトニクス，ナノフォトニクス，ディジタルオプティクス，イメージング技術，情報セキュリティ，

インコヒーレント光学，レーザー照明，ディスプレイ（レーザー, LED, 3次元等）, ホログラフィ，

空間光変調素子，画像処理，バイオインフォマティクス，光記録，時空間情報処理，光インター

コネクション，光コンピューティング，システムフォトニクス，スマートピクセル等

Ｉ：レーザー医学・生物学

光イメージング(光トモグラフィ，光トポグラフィ，OCT等)，生物顕微鏡，スペクトロスコピー，

光音響，レーザー治療(アブレーション，PDT・低出力レーザー治療等)，医科・歯科用レーザー，

医用光伝送路(中空ファイバ等)，生体光計測・診断，医用材料，生体光物性，バイオテクノロジー

応用，安全性等

X：複合・新規領域

「生命科学における生体イメージング」：マルチモーダルイメージング，計算イメージング，生体イ

メージング，光応答性分子，量子ドット，オプトジェネティクス，非線形光学顕微イメージング，

ディジタルホログラフィー，強度輸送方程式，ライトフィールド，ラマン分光等
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第42回年次大会組織委員会

委 員 長 レーザー学会会長 久間和生 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構

副委員長 同　副会長 神成文彦 慶應義塾大学

副委員長 同　副会長 阪部周二 京都大学

委　員

山本和久 大阪大学

畑中秀和 ウシオ電機(株)

横谷篤至 宮崎大学

杉浦博明 三菱電機(株)

美濃島薫 電気通信大学

米田仁紀 電気通信大学

第42回年次大会実行委員会

実行委員会委員長 的場　修 神戸大学

　　同　　副委員長 粟辻安浩 京都工芸繊維大学

　　同　　副委員長 水落隆司 三菱電機(株)

　　同　　顧問 興　雄司 九州大学

プログラム委員長 坪井泰之 大阪市立大学

　　同　　副委員長 中田芳樹 大阪大学

　　同　　幹事 辻　剛志 島根大学　　　

担当理事/展示会実行委員長 山本和久 大阪大学

展示会事務局長 大澤哲夫 (株)オプトロニクス社

　　同　　　委員 三島滋弘 (株)オプトロニクス社

　　同　　　顧問 上野直樹 (株)オプトロニクス社

現地実行委員：

総務係 主査 日坂真樹 （大阪電通大）

副査 和田健司 （大阪府立大）

会計係 主査 最田裕介 （和歌山大）

副査 橋本佳三 （(株)SCREEN

　　　ホールディングス）

受付係 主査 津山美穂 （近畿大）

副査 全　香玉 （神戸大）

会場係 主査　仁田功一 （神戸大）

副査　古賀麻由子 （兵庫県立大）

副査　辻　明宏 （理化学研究所）

アルバイト係 主査　上野原努 （大阪大）

副査　吉木啓介 （兵庫県立大）

広報係 主査　水谷彰夫 （大阪府立大）

副査　池田佳奈美 （大阪府立大）
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第42回年次大会プログラム委員会

Ａ．レーザー 主査 八ツ橋知幸 （大阪市立大）

　物理・化学 副査 板倉隆二 （量研機構）

委員 辻　剛志 （島根大）

委員 迫田憲治 （大阪市立大）

委員 小林洋一 （立命館大）

Ｂ．レーザー 主査 時田茂樹 （大阪大）

　装置 副査 安原　亮 （核融合科学研）

委員 折井庸亮 （スペクトロニクス

　　　　　　　　　　　　(株)）

委員 村上政直 （三星ダイヤモンド

　 　　　　　　　　　　工業(株)）

委員 中嶋善晶 （東邦大）

委員 三上勝大 （近畿大）

Ｃ．高強度・ 主査 藤岡慎介 （大阪大）

　高エネルギー 副査 城﨑知至 （広島大）

　レーザー応用 委員 高橋栄治 （理研）

委員 富田健太郎 （北海道大）

委員 金　展　 （大阪大）

Ｄ．レーザー 主査 渡邉　歴 （立命館大）

　プロセシング 副査 下間靖彦 （京都大）

委員 部谷　学 （大阪産業大）

委員 佐藤雄二 （大阪大）

委員 玉木隆幸 （奈良高専）

Ｅ．レーザー 主査 安井武史 （徳島大）

　計測 副査 江本顕雄 （徳島大）　

委員 渡邉紳一 （慶応義塾大）

　 委員 西山道子 （創価大）

委員 渋谷享司 （(株)堀場製作所）

委員 清水亮介 （電気通信大）

Ｆ．光機能材料 主査 喜多　隆 （神戸大）

　デバイス 副査 赤羽浩一 （情通研機構）

委員 笹岡千秋 （名古屋大）

委員 寺井慶和 （九州工業大）

委員 山下兼一 （京都工繊大）

Ｇ．光通信・ 主査 高山佳久 （東海大）

　光無線 副査 遊部雅生 （東海大）

委員 安藤俊行 （三菱電気(株)）

委員 村田博司 （三重大）

委員 岡村康弘 （徳島大）

委員 中村一彦 （山梨大）

Ｈ．光情報処理 主査 小倉裕介 （大阪大）

副査 最田裕介 （和歌山大）

委員 吉川宣一 （埼玉大）

委員 田上周路 （高知工科大）

委員 涌波光喜 （情通研機構）

委員 池田佳奈美 （大阪府立大）

Ｉ．レーザー 主査 細川千絵 （大阪市立大）

　医学・生物学 副査 谷　知己 （産総研）

委員 根本知己 （生理学研）

委員 市村垂生 （大阪大）

委員 岩永茂樹 （シスメックス

　　　　　(株)）

委員 増井恭子 （産総研）

Ｘ．生命科学に 主査 全　香玉 （神戸大）

　おける生体 副査 森田光洋 （神戸大）

　イメージング 委員 高林正典 （九州工業大）

委員 夏　鵬　 （産総研）

委員 小川雄一 （京都大）

委員 Roumiana Tsenkova

　　 （神戸大）

委員 渡邉恵理子 （電気通信大）

シンポジウム1 主査 山本和久 （大阪大）

シンポジウム2 主査 高山佳久 （東海大）

シンポジウム3 主査 片山郁文 （横浜国立大）

シンポジウム4 主査 熊本康昭 （大阪大）

シンポジウム5 主査 大津元一 （ドレスト光子

　　研究起点）

桒島史欣 （福井工業大）

シンポジウム6 主査 小倉裕介 （大阪大）

シンポジウム7 主査 塙　雅典 （山梨大）

鈴木謙一 （(株)トリマティス）

高山佳久 （東海大）

シンポジウム8 主査 時田茂樹 （大阪大）

シンポジウム9 主査 笹岡千秋 （名古屋大）

シンポジウム10 主査 寺井慶和 （九州工業大）

シンポジウム11 主査 高山佳久 （東海大）

三浦則明 （北見工業大）

的場　修 （神戸大）

シンポジウム12 主査 大谷幸利 （宇都宮大）

シンポジウム13 主査 安井武史 （徳島大）

シンポジウム14 主査 根本知己 （生理学研）

シンポジウム15 主査 塚本寿夫 （神戸大）
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セッション時間割･座長
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2022年1月12日(水) AM (口頭講演)

9:00 10:00 11:00 12:00

第I会議室
Zoom-01

第II会議室
Zoom-02

第III会議室
Zoom-03

第IV会議室
Zoom-04

第V会議室
Zoom-05

第VI会議室
Zoom-06

第VII会議室
Zoom-07

第VIII会議室
Zoom-08

第IX会議室
Zoom-09

第X会議室
Zoom-10

第XI会議室
Zoom-11

第XII会議室
Zoom-12

展示会
Zoom-14

[D01-12a-IV]表面改質
D: レーザープロセシング
座長:部谷学
9:00-10:15

[D02-12a-IV]ピーニング
D: レーザープロセシング
座長:渡邉歴(立命館大学)
10:45-12:15

[S11-12a-XII]揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，
計測，観測，補償
S-11 揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，計測，観測，補
償

座長:高山佳久(東海大学)
9:00-10:30

[S11-12a-XII]揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，
計測，観測，補償
S-11 揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，計測，観測，補
償

座長:玉田洋介(宇都宮大学)
10:45-12:15

[S14-12a-IX]先端的な光科学，材料科学の生命科学
研究への応用
S-14 先端的な光科学，材料科学の生命科学研究への応

用

座長:細川千絵(大阪市立大学)
10:45-12:15

[G02-12a-VII]光ファイバ通信・光デバイス
G: 光通信・光無線
座長:岡村康弘(徳島大学)
10:45-12:30

[G01-12a-VII]光ファイバ無線（RoF）技術
G: 光通信・光無線
座長:村田博司(三重大学)
9:00-10:30

[E09-12a-V]光コム１
E: レーザー計測
座長:浅原 彰文(電気通信大学)
9:00-10:15

[E01-12a-V]光コム２
E: レーザー計測
座長:吉井一倫(徳島大学)
10:45-12:15

[S14-12a-IX]先端的な光科学，材料科学の生命科学
研究への応用
S-14 先端的な光科学，材料科学の生命科学研究への応

用

座長:根本知己(自然科学研究機構生命創成探究センター
・生理学研究所)

[F02-12a-VI]光機能材料物性・デバイス（Ⅱ）
F: 光機能材料・デバイス
座長:山下兼一(京都工芸繊維大学)
10:45-12:15

[S08-12a-III]紫外・可視高出力レーザーの新展開
S-08 紫外・可視高出力レーザーの新展開
座長:安原亮(核融合科学研究所)
10:45-12:15

[B02-12a-II]ファイバーレーザー２
B: レーザー装置
座長:村上政直(三星ダイヤモンド工業株式会社)
10:45-12:15

[B01-12a-II]ファイバーレーザー１
B: レーザー装置
座長:村上政直(三星ダイヤモンド工業株式会社)
9:00-10:30

[F01-12a-VI]光機能材料物性・デバイス（Ⅰ）
F: 光機能材料・デバイス
座長:赤羽浩一(国立研究開発法人情報通信研究機構)
9:00-10:30
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2022年1月12日(水) PM (口頭講演)

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

第I会議室
Zoom-01

第II会議室
Zoom-02

第III会議室
Zoom-03

第IV会議室
Zoom-04

第V会議室
Zoom-05

第VI会議室
Zoom-06

第VII会議室
Zoom-07

第VIII会議室
Zoom-08

第IX会議室
Zoom-09

第X会議室
Zoom-10

第XI会議室
Zoom-11

第XII会議室
Zoom-12

展示会
Zoom-14

[S06-12p-VIII]これからのホログラフィを切り拓く
～三次元計測，イメージング，表示応用の最新動

向～
S-06 これからのホログラフィを切り拓く～三次元計測，
イメージング，表示応用の最新動向～

座長:最田裕介(和歌山大学)

[S06-12p-VIII]これからのホログ
ラフィを切り拓く～三次元計測

，イメージング，表示応用の最

新動向～
S-06 これからのホログラフィを切り
拓く～三次元計測，イメージング，

[I01-12p-IX]ナノバイオ
I: レーザー医学・生物学
座長:根本知己(自然科学研究機構生命創成探究センター
・生理学研究所)
13:30-15:00

[I02-12p-IX]生体光計測
I: レーザー医学・生物学
座長:細川千絵(大阪市立大学)
15:15-17:00

[D04-12p-IV]短パルスレーザー加工
D: レーザープロセシング
座長:津山美穂(近畿大学)
15:15-17:00

[D03-12p-IV]短波長加工
D: レーザープロセシング
座長:玉木隆幸(奈良工業高等専門学校)
13:30-15:00

[S15-12p-X]生命機能の観察・操作のための物理学
的・生物学的ツール
S-15 生命機能の観察・操作のための物理学的・生物学

的ツール

座長:塚本寿夫(神戸大学大学院理学研究科)
13:30-15:00

[S15-12p-X]生命機能の観察・操
作のための物理学的・生物学的

ツール
S-15 生命機能の観察・操作のため

の物理学的・生物学的ツール

座長:塚本寿夫(神戸大学大学院理学

[S11-12p-XII]揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，
計測，観測，補償
S-11 揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，計測，観測，補
償

座長:服部雅之(国立天文台)
13:30-15:00

[S11-12p-XII]揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，計測，観測，補償
S-11 揺らぎを伝搬する光を用いた伝送，計測，観測，補償
座長:早川明良(川崎重工業株式会社)
15:15-17:15

[G03-12p-VII]空間光通信・光無線給電
G: 光通信・光無線
座長:安藤俊行(三菱電機株式会社)
13:30-15:00

[S03-12p-XI]ナノスケールの構造制御に基づく革新的フ
ォトニクス
S-03 ナノスケールの構造制御に基づく革新的フォトニクス
座長:片山郁文(横浜国立大学)
13:30-15:10

[E02-12p-V]光ファイバー計測
E: レーザー計測
座長:西山道子(創価大学)
13:30-14:45

[G04-12p-VII]高速光変調・光制御技術
G: 光通信・光無線
座長:中村一彦(山梨大学)
15:15-17:15

[E03-12p-V]高速計測
E: レーザー計測
座長:渡邊伸一(慶応大学)
15:15-16:30

[S03-12p-XI]ナノスケールの構造制御に基づく革新的フォトニクス
S-03 ナノスケールの構造制御に基づく革新的フォトニクス
座長:久保若奈(東京農工大学)
15:25-17:25

[F04-12p-VI]光機能材料物性・デバイス（Ⅲ）
F: 光機能材料・デバイス
座長:喜多隆(神戸大学)
15:15-17:00

[S08-12a-III]紫外・可視高出力レーザーの新展開
S-08 紫外・可視高出力レーザーの新展開
座長:時田茂樹(大阪大学)
13:30-15:00

[S08-12p-III]紫外・可視高出力レ
ーザーの新展開
S-08 紫外・可視高出力レーザーの新
展開

座長:時田茂樹(大阪大学)
15:15-16:15

[B03-12p-II]光コム
B: レーザー装置
座長:中嶋善晶(東邦大学)
13:30-15:00

[B04-12p-II] PCSEL・超短パルスレ
ーザー
B: レーザー装置
座長:中嶋善晶(東邦大学)
15:15-16:15

[F03-12p-VI]窒化物半導体レーザーデバイス
F: 光機能材料・デバイス
座長:岡本晃一(大阪府立大学)
13:30-15:00

[EX1]展示会
15:00-16:30
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2022年1月13日(木) AM (口頭講演)

9:00 10:00 11:00 12:00

第I会議室
Zoom-01

第II会議室
Zoom-02

第III会議室
Zoom-03

第IV会議室
Zoom-04

第V会議室
Zoom-05

第VI会議室
Zoom-06

第VII会議室
Zoom-07

第VIII会議室
Zoom-08

第IX会議室
Zoom-09

第X会議室
Zoom-10

第XI会議室
Zoom-11

第XII会議室
Zoom-12

展示会
Zoom-14

[I03-13a-IX]医用デバイス・システム
I: レーザー医学・生物学
座長:市村垂生(大阪大学)
9:00-10:30

[D05-13a-IV]積層造形・溶接
D: レーザープロセシング
座長:大久保友雅(東京工科大学)
9:00-10:15

[E04-13a-V]量子光学
E: レーザー計測
座長:清水亮介(電気通信大学)
9:00-10:30

[B05-13a-II]中赤外レーザー
B: レーザー装置
座長:折井庸亮(スペクトロニクス株式会社)
9:00-10:30
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2022年1月13日(木) PM (口頭講演)

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

第I会議室
Zoom-01

第II会議室
Zoom-02

第III会議室
Zoom-03

第IV会議室
Zoom-04

第V会議室
Zoom-05

第VI会議室
Zoom-06

第VII会議室
Zoom-07

第VIII会議室
Zoom-08

第IX会議室
Zoom-09

第X会議室
Zoom-10

第XI会議室
Zoom-11

第XII会議室
Zoom-12

第XII会議室
Zoom-14

[A02-13p-I]レーザー化学・レーザー基礎
A: レーザー物理・化学
座長:辻剛志(島根大学)
15:15-16:45

[A01-13p-I]レーザー分光
A: レーザー物理・化学
座長:迫田憲治(大阪市立大学)
13:30-15:00

[C01-13p-III]超高強度レーザー・イオン加速
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
座長:有川安信
13:30-15:15

[I04-13p-IX]光イメージング・計測
I: レーザー医学・生物学
座長:岩永茂樹
13:30-15:00

[I05-13p-IX]生物顕微鏡・生体分光
I: レーザー医学・生物学
座長:谷知己(産業技術総合研究所)
15:15-16:45

[H01-13p-VIII]情報フォトニクス1
H: 光情報処理
座長:最田裕介(和歌山大学)
13:30-15:15

[H02-13p-VIII]イメージング
H: 光情報処理
座長:田上周路(高知工科大学)
15:30-17:00

[D07-13p-IV]波面制御
D: レーザープロセシング
座長:溝尻瑞枝(長岡技術科学大学)
15:15-16:30

[D06-13p-IV] 2光子造形
D: レーザープロセシング
座長:長谷川 智士(宇都宮大学)
13:30-14:45

[S10-13p-VI] 14族元素をベースとした光機能半導
体の最新研究
S-10 14族元素をベースとした光機能半導体の最新研究
座長:寺井慶和(九州工業大学 情報工学研究院)
13:30-15:00

[S02-13p-VII] Society5.0の実現に向けた最新光通信
・光無線・量⼦暗号技術の動向
S-02 Society5.0の実現に向けた最新光通信・光無線・量子
暗号技術の動向

座長:高山佳久(東海大学)
13:30-15:00

[S02-13p-VII] Society5.0の実現に向けた最新光通信
・光無線・量⼦暗号技術の動向
S-02 Society5.0の実現に向けた最新光通信・光無線・量子
暗号技術の動向

座長:遊部雅生(東海大学)
15:15-16:45

[E06-13p-V]分光計測２
E: レーザー計測
座長:江本顕雄(徳島大学)
15:15-16:30

[E05-13p-V]分光計測１
E: レーザー計測
座長:渋谷享司(堀場製作所)
13:30-15:00

[S10-13p-VI] 14族元素をベースとした光機能半導
体の最新研究
S-10 14族元素をベースとした光機能半導体の最新研究
座長:寺井慶和(九州工業大学 情報工学研究院)
15:15-16:45

[S01-13p-XII]カーボンニュートラルに貢献するレーザー
技術
S-01 カーボンニュートラルに貢献するレーザー技術
座長:杉浦博明(三菱電機株式会社)
13:30-15:10

[S01-13p-XII]カーボンニュートラルに貢献するレ
ーザー技術
S-01 カーボンニュートラルに貢献するレーザー技術
座長:杉浦博明(三菱電機株式会社)
15:25-16:55

[S12-13p-XI]偏光計測制御の新展開
S-12 偏光計測制御の新展開

座長:大谷幸利(宇都宮大学)、柴田秀平(宇都宮大学)
13:30-15:40

[S12-13p-XI]偏光計測制御の新展開
S-12 偏光計測制御の新展開

座長:若山俊隆(埼玉医科大学)
15:55-17:25

[B07-13p-II]屋外利用・テラヘルツ発生
B: レーザー装置
座長:時田茂樹(大阪大学)
15:15-16:30

[B06-13p-II]微細加工用レーザー
B: レーザー装置
座長:折井庸亮(スペクトロニクス株式会社)
13:30-15:00

[C02-13p-III]レーザー電子加速/XFEL
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
座長:佐野孝好
15:30-17:15

[EX1]展示会
15:00-16:30

(13)



2022年1月14日(金) AM (口頭講演)

9:00 10:00 11:00 12:00

第I会議室
Zoom-01

第II会議室
Zoom-02

第III会議室
Zoom-03

第IV会議室
Zoom-04

第V会議室
Zoom-05

第VI会議室
Zoom-06

第VII会議室
Zoom-07

第VIII会議室
Zoom-08

第IX会議室
Zoom-09

第X会議室
Zoom-10

第XI会議室
Zoom-11

第XII会議室
Zoom-12

[A04-14a-I]レーザー誘起化学・超高速現象
A: レーザー物理・化学
座長:八ッ橋知幸(大阪市立大学)
10:45-12:15

[A03-14a-I]超高速現象・強光子場科学
A: レーザー物理・化学
座長:板倉隆二(国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構)
9:00-10:30

[C04-14p-III]高強度レーザー応用物理
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
座長:鍋川康夫(国立研究開発法人理化学研究所)
10:45-12:15

[C03-14a-III]高次高調波
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
座長:本間謙輔(広島大学)
9:00-10:30

[X01-14a-X]新しいセンシングと材料
X: 複合・新規領域
座長:太田泰友(慶應義塾大学 理工学部 物

理情報工学科)
9:00-10:15

[X02-14a-X]イメージング技術の進歩
X: 複合・新規領域
座長:渡邉恵理子(電気通信大学)
10:45-12:00

[H03-14a-VIII]情報フォトニクス2
H: 光情報処理
座長:池田佳奈美(大阪府立大学)
9:00-10:30

[H04-14a-VIII] 3次元表示
H: 光情報処理
座長:西辻崇(東京都立大学)
10:45-12:15

[S07-14a-XI]開発が進む光水中無線技術への期待
S-07 開発が進む光水中無線技術への期待
座長:塙雅典(山梨大学)
9:00-10:30

[D08-14a-IV]シミュレーション・ナノ加工
D: レーザープロセシング
座長:下間靖彦(京都大学)
9:00-10:30

[D09-14a-IV]高出力レーザー加工
D: レーザープロセシング
座長:吉田剛(防衛大学)
10:45-11:45

[S07-14a-XI]開発が進む光水中無線技術への期待
S-07 開発が進む光水中無線技術への期待
座長:高橋成五(株式会社トリマティス)
10:45-12:15

[S09-14a-VI]窒化物半導体レーザーダイオードの
最前線～青，緑，深紫外，そして赤～
S-09 窒化物半導体レーザーダイオードの最前線～青，緑
，深紫外，そして赤～

座長:笹岡千秋(名古屋大学)
9:00-10:30

[E08-14a-V]応用計測
E: レーザー計測
座長:時実悠(徳島大学)
10:45-12:15

[E07-14a-V] LiDAR
E: レーザー計測
座長:安井武史(徳島大学)
9:00-10:00

[S09-14a-VI]窒化物半導体レーザーダイオードの
最前線～青，緑，深紫外，そして赤～
S-09 窒化物半導体レーザーダイオードの最前線～青，緑
，深紫外，そして赤～

座長:笹岡千秋(名古屋大学)
10:45-12:15

[S05-14a-XII]自然に学ぶレーザーカオスとオフシ
ェル科学で拓く新概念〜無為自然な機能創造に向

けて〜
S-05 自然に学ぶレーザーカオスとオフシェル科学で拓く
新概念〜無為自然な機能創造に向けて〜

座長:大津元一(東京大学名誉教授)

[S05-14a-XII]自然に学ぶレーザーカオスとオフシ
ェル科学で拓く新概念〜無為自然な機能創造に向

けて〜
S-05 自然に学ぶレーザーカオスとオフシェル科学で拓く
新概念〜無為自然な機能創造に向けて〜

座長:大津元一(東京大学名誉教授)

[B08-14a-II]高出力レーザー１
B: レーザー装置
座長:三上勝大(近畿大学)
9:00-10:30

[B09-14a-II]高出力レーザー２
B: レーザー装置
座長:三上勝大(近畿大学)
10:45-12:15

(14)



2022年1月14日(金) PM (口頭講演)

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

第I会議室
Zoom-01

第II会議室
Zoom-02

第III会議室
Zoom-03

第IV会議室
Zoom-04

第V会議室
Zoom-05

第VI会議室
Zoom-06

第VII会議室
Zoom-07

第VIII会議室
Zoom-08

第IX会議室
Zoom-09

第X会議室
Zoom-10

第XI会議室
Zoom-11

第XII会議室
Zoom-12

[A05-14p-I]レーザー分光・非線形光学
A: レーザー物理・化学
座長:小林洋一(立命館大学)
13:30-15:00

[S04-14p-IX]バイオフォトニクスと新しいレーザ
ー光源
S-04 バイオフォトニクスと新しいレーザー光源
座長:熊本康昭(大阪大学)
15:30-17:00

[C05-14p-III]診断技術
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
座長:蔵満康浩
13:30-15:00

[X03-14p-X]ライフサイエンス・生体診断における
イメージング手法
X: 複合・新規領域
座長:ムンカンエレナ(神戸大学 農学研究科 アクアフ

ォトミクス研究分野)
13:30-15:00

[X04-14p-X]バイオモデュレーションに向けた光操
作ツール
X: 複合・新規領域
座長:塗谷睦生(慶應義塾大学 医学部 薬理学教室)
15:15-16:45

[H05-14p-VIII]情報フォトニクス3
H: 光情報処理
座長:小倉裕介(大阪大学)
13:30-15:00

[D10-14p-IV]光源・レーザー加工
D: レーザープロセシング
座長: 佐藤雄二( 大阪大学)
13:30-15:00

[S04-14p-IX]バイオフォトニクスと新しいレーザ
ー光源
S-04 バイオフォトニクスと新しいレーザー光源
座長:熊本康昭(大阪大学)
13:30-15:00

[S07-14p-XI]開発が進む光水中無線技術への期待
S-07 開発が進む光水中無線技術への期待
座長:宮本智之(東京工業大学)
13:30-15:00

[S07-14p-XI]開発が進む光水中無
線技術への期待
S-07 開発が進む光水中無線技術への
期待

座長:鈴木謙一(株式会社トリマティ
ス)

[S13-14p-V]極限環境・極限状態を解明する光計測
技術
S-13 極限環境・極限状態を解明する光計測技術

座長:安井武史(徳島大学)
13:30-15:00

[S13-14p-V]極限環境・極限状態を解明する光計測技術
S-13 極限環境・極限状態を解明する光計測技術

座長:江本顕雄(徳島大学)
15:15-17:15

[S05-14p-XII]自然に学ぶレーザーカオスとオフシ
ェル科学で拓く新概念〜無為自然な機能創造に向

けて〜
S-05 自然に学ぶレーザーカオスとオフシェル科学で拓く
新概念〜無為自然な機能創造に向けて〜

座長:桑島史欣(Fukui Univ. of Tech.)

[S05-14p-XII]自然に学ぶレーザーカオスとオフシ
ェル科学で拓く新概念〜無為自然な機能創造に向

けて〜
S-05 自然に学ぶレーザーカオスとオフシェル科学で拓く
新概念〜無為自然な機能創造に向けて〜

座長:桑島史欣(Fukui Univ. of Tech.)

[B10-14p-II]高出力レーザー３・磁気光学材料
B: レーザー装置
座長:安原亮(核融合科学研究所)
13:30-15:00

[B11-14p-II]粒子加速用レーザー
B: レーザー装置
座長:安原亮(核融合科学研究所)
15:15-16:45

[C06-14p-III]レーザー核融合
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
座長:板倉隆二(国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構)
15:15-16:30

(15)



2022年1月13日(木) (ポスター講演)

10:00 11:00 12:00

ポスターA
ポスター(Zoom-13)

ポスターB
ポスター(Zoom-13)

ポスターC
ポスター(Zoom-13)

ポスターD
ポスター(Zoom-13)

ポスターE
ポスター(Zoom-13)

ポスターF
ポスター(Zoom-13)

ポスターG
ポスター(Zoom-13)

ポスターH
ポスター(Zoom-13)

ポスターI
ポスター(Zoom-13)

ポスターX
ポスター(Zoom-13)

[P01-13a-P] C: 高強度・高エネルギーレーザ
ー応用
C: 高強度・高エネルギーレーザー応用
10:45-12:15

[P01-13a-P] I: レーザー医学・生物学
I: レーザー医学・生物学
10:45-12:15

[P01-13a-P] D: レーザープロセシング
D: レーザープロセシング
10:45-12:15

[P01-13a-P] H: 光情報処理
H: 光情報処理
10:45-12:15

[P01-13a-P] G: 光通信・光無線
G: 光通信・光無線
10:45-12:15

[P01-13a-P] E: レーザー計測
E: レーザー計測
10:45-12:15

[P01-13a-P] B: レーザー装置
B: レーザー装置
10:45-12:15

[P01-13a-P] F: 光機能材料・デバイス
F: 光機能材料・デバイス
10:45-12:15

(16)



企業広告発表時間

セッション番号

セッション名

座長

所属
セッション日時 セッション会場 企業名 発表時間

[G02-12a-VII]

光ファイバ通信・光デバイス

岡村 康弘　座長

（徳島大学）

1/12（水）

10:45 - 12:30

第VII会議室

(Zoom-07)
ケイエルブイ株式会社 12:30 - 12:35

[E03-12p-V]

高速計測

渡邊 伸一　座長

（慶応大学）

1/12（水）

15:15 - 16:30

第V会議室

(Zoom-05)
ケイエルブイ株式会社 16:30 - 16:35

[I03-13a-IX]

医用デバイス・システム

市村 垂生　座長

（大阪大学）

1/13(木)

9:00 - 10:30

第IX会議室

(Zoom-09)
三菱電線工業株式会社 10:30 - 10:35

[A04-14a-I]

レーザー誘起化学・超高速現象

八ッ橋 知幸　座長

（大阪市立大学）

1月14日(金)

10:45 - 12:15

第I会議室

(Zoom-01)
スペクトラ・フィジックス株式会社 12:15 - 12:20

[D09-14a-IV]

高出力レーザー加工

吉田 剛　座長

（防衛大学）

1/14(金)

10:45 - 11:45

第IV会議室

 (Zoom-04)
三菱電線工業株式会社 11:45 - 11:50

[H05-14p-VIII]

情報フォトニクス3

小倉 裕介　座長

（大阪大学）

1/14(金)

13:30 - 15:00

第VIII会議室

(Zoom-08)
フォトテクニカ株式会社 15:00 - 15:05

[X02-14a-X]

イメージング技術の進歩

渡邉 恵理子　座長

（電気通信大学）

1/14(金)

10:45 - 12:00

第X会議室

 (Zoom-10)
santec株式会社 12:00 - 12:05

[I05-13p-IX]

生物顕微鏡・生体分光

谷 知己　座長

（産業技術総合研究所）

1月13日(木)

15:15 - 16:45

第IX会議室

 (Zoom-09)
ルミバード・ジャパン株式会社 16:45 - 16:50

[S04-14p-IX]

バイオフォトニクスと新しいレーザー光源

熊本 康昭　座長

（大阪大学）

1月14日(金)

15:30 - 17:00

第IX会議室

(Zoom-09)
プネウム株式会社 17:00 - 17:05

(17)



プログラム

（部門別）

S. シンポジウム

A.レーザー物理･化学

B.レーザー装置

C.高強度･高エネルギーレーザー応用

D.レーザープロセシング

E. レーザー計測

F. 光機能材料･デバイス

G.光通信

H.光情報処理

I. レーザー医学･生物学

X. 複合･新規領域

(18)
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,PSDFW�RI�VDWXUDEOH�DEVRUEHU�UHFRYHU\�WLPH�RQ�DQ�DOO�30�K\EULG�PRGH�ORFNHG�ILEHU

ODVHU

๕�ԥϟ�Ɛװ�ᘈ�Ɛޗђ�छޮ�Ɛˍ˕˚�ˊʶ˺̅��Ƹ���֮ӌƹ

Ҡઞࣳࡀہఔॐˣ˽ˋ໑ʊʧʪہ˧ʳʶˢƪʍึ˨˼˽ʴ̅ޚʍॣ

�ᝇ�Ɛߤ�ۇޗ��Ƹ���Ҙӌƹ

(Uˣ˽ˋ˧ʳʶˢ˾ƪˈƪʊʧʪ߭ஞϷ๑�72)ˉˋ˘˲ʍٰ֖

ৈ�՚ա��Ƹ���ণ๕זۑӌƹ

˰˽˓˴ƪ˛˧ʳʶˢƪ˾ƪˈƪʊɩɰʪఉஞ˴ƪ˛டՎʊʧʪߢԨຬς˴ƪ˛ূ੨ʍٰ

֖

ॸࢻ��Ɛాন�۠��Ƹ���୕૾˾ƪˈƪٰƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

'\��˛ƪ˩ੇڿ१˧˕ѓഐ˧ʳʶˢʱ๑ɣɾсः�����QP�˾ƪˈƪʍҟౙ

ච�ќ౫�Ɛᾉׄ�ٞਸ਼�Ɛсװπݒ�Ѭ�Ɛঊπࡄ��Ɛޗᅢ�९�Ɛච�น��Ƹ���ণ๕זۑӌƐ��

ƸӨƹ࡛ہӌʾ˻ˋƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

˧ʳʶˢƪ˾ƪˈƪȤ
݈૫ƕਲࣣ�३૰Ƹޔ५˒ʶ˶˴̅˛זۑӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ఔ૫ˢ̅˛ˣˋ˧ʵ˽ˑʱ๑ɣɾˍ˽˧ˋˑƪ˚˴ƪ˛டՎ˧ʳʶˢ˾ƪˈƪ�

ॸϲ�ַਝ���ƐЮ���Ƹךݱ���ӌƐ���ˍ˨̅ˉ˕ˁˋƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ഉ،ঘʶ̅˻ʶ̅ثˋˬˁ˚˽˧ʵ˽ˑʱ๑ɣɾ�7P�+Rִљ�6:17૨એˣ˽ˋ˧ʳʶ

ˢ˾ƪˈƪʍౙऒॣڰ

घᒨ҆ب��Ɛޗච�ซ�Ɛࡀ�Љ�Ɛ᳒ڀ�๛φ�Ɛᘠ�Փ�Ɛॸᒨ�ಯ��Ƹ���ڏцӌƐޞ���ਅٰƹ

0LFUR�RSWLF�SDFNDJHʱ๑ɣɾৌശఔൃثߡ˴ƪ˛டՎ˧ʳʶˢ˾ƪˈƪʍҟౙ

�ส�ƐΜπ�ޯ���Ɛࠄߢ�उφ�Ɛڀࢼ�ನφ�Ɛࢼ�Ɛࠄ�੩ٿஂ�ࢻ��Ƹ���൲ӌƐ���ய୷

ӌ˯ˋ˚�/('˧ʻ˚˝ˁˋٰ֖Ɛ���ய୷ӌƐ܊���ա୩ہѠӌٰ֖ƹ

ఇ୩�<E�0Jљ˧ʳʶˢʱ๑ɣɾએִࠞऒՁ˾ƪˈƪʊʧʪ܊

ஞ˴ƪ˛டՎౙऒ࠷[+*

ӌƹזۑπ�ีॲ�Ɛච�น��Ƹ���ণ๕ࢼ�ฦซ�Ɛޗࢬ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

૨એˣ˽ˋ˧ʳʶˢ˾ƪˈƪʍҟౙثࢬఇ୩�<E�0Jִљ˧ʳʶˢʱ๑ɣɾ܊

�மற१ʇִऒՁʍۥ२ʊɩɰʪ۵ޅ�

(19)



>%�����S�,,@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@

>%�����S�,,@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@
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ӌƹזۑ�ฦซ�Ɛච�น��Ƹ���ণ๕ޗࢬπ�ีॲ�Ɛࢼ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

�˲˅ہ
݈૫ƕ�ࢻƸ൲ӌƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ʍକؗʩ഼ɶѓʇએఔ૫ѓ˲˅ہ

ۧ�൳��Ƹ���йೕܙງӌ�ۑӌƹ

ILJXUH���˴ƪ˛டՎ˧ʳʶˢƪ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾہ˅˲ʍҟౙʇೆї

�Ɛᘠ�ਸ਼�Ɛࠖ�ෂ��Ƹ���୕Ք૾ऊӌ�˾ƪˈƪٰƹ��Ɛௐ�ีφ�ƐЫࡀ�ڀؖ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

)LJXUH��˧ʳʶˢ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾৌശఔൃࡀہثߡఔॐ˅˲ʍҟౙʇற१ೆї

љ�۴ഥ�Ɛॸᒨ�ಯ��Ƹ���ڏцӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ڰʩ഼ɶˏ˼˚̅˰ʶˁ˿˅˲ʍౙॲʇॴॣؗ܊ऒՁʊʧʪִہࢬ�4ડಣ܊

π����Ɛޱ۔��Ɛ�छ�Ɛؓݰ�Ղ�Ɛҵۘۗ�ࣀ�Ɛᨨۏ���Ƹ���ѓӌٰ֖Ɛ��

ӌƹቅձذ

ఔࢻ�33/1ٗثʊʧʪɒ�:֙ঐҤ˅˲ౙॲʇ˙˷ʴ˽˅˲ഒكہʗʍж๑

ոπ�φຯ�Ɛևफ़�૰ซ�Ɛπࣣ�φա�Ɛ�ࢻ���ƐΜπ�ޯ���Ɛನఇ୷�����Ƹ���ய୷ӌ�˯ˋ

˚ /('˧ʻ˚˝ˁˋٰ֖Ɛ���ய୷ӌƐ���୕Ք૾ऊӌƐ���൲ӌƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

3&6(/Ɣ૨એˣ˽ˋ˾ƪˈƪ�
݈૫ƕ�ࢻƸ൲ӌƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

�ƪˈƪʍदୈ˾ࢻອ˧ʻ˚˝˕ˁٗ܊Ɣࠃƪ˲˥܊

'H�=R\VD�0HQDND�Ɛոېࢹ��Ɛঊޮٷ�ݰ�Ɛπࣣ�ซ�Ɛฐ�द��Ƹ���֮ӌƏۑӌٰ֖Ѡƹ

१ఉ�&(3Μଜѓ˓˵ƪ˩ˣ˽ˋਕഅˉˋ˘˲ʍҟౙ܊

ॸ�Ҙऩ�Ɛևൃਲ�ٟऩ�Ɛঊন�ລఛ�Ɛस�ບ��Ƹ���֮Ѡӌƹ

&(3�FRQWURO�RI�RYHU�RFWDYH�VSDQQLQJ�V\QWKHVL]HG�VSHFWUD�XVLQJ�PXOWLSOH�$23')V

˼̅�˸ƪ˓ƪ�Ɛௗন�ۗ�Ɛຮনܖ�ನ��Ƹ���ѓӌٰ֖ƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<ߋ���ҤƔњ܊ߏອ˾ƪˈƪʍओୈҟ

�ອ˾ƪˈƪʍओୈҟ܊ߏҤƔњߋ
݈૫ƕΜڀ�ບƸҿѠӌٰ֖ƹ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ثಝসہحӌٗࢻ�&V/L%�2��ʍҟౙʇߋҤہੇ१ೆї�

ոਲ�३�Ɛׄ܊�ձ���Ɛਲπ�ວਵ���Ɛक�ฦ҆��Ƹݫ���˾ƪˈƪٰƐݫ���ϙۑƐ���ƸӨƹ১

ƹہ૨ࢻ

ǈ۾Сǉ

ˣ˽ˋ˾ƪˈƪʍҟౙڑҤߋອघ܊

ঘπ�็ບ�Ɛѥฐ�ٞਸ਼�Ɛې�Ղ�Ɛ॰ु�३��Ƹ���ˋˬˁ˚˿˝ˁˋӨ߲҇ࠔƹ
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ǈ۾Сǉ�

એˣ˽ˋˡʶ˨˼˕˛�$U)ʺʿˉ˰˾ƪˈʍҟౙʇಣݟљۑж๑�

̅˚��Ƹ���ˀʾ˧ʻޮۘ�ݰ�Ɛҵࢺϲ�ิ�Ɛম�ޔ�ี՚�Ɛڨ�Ɛࣣ࣪�ۗۘ�Ɛฐय़�՞ࢬ

Ө߲҇ࠔƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<ߋ���ҤƔњ܊ߏອ˾ƪˈƪʍओୈҟ

�ອ˾ƪˈƪʍओୈҟ܊ߏҤƔњߋ
݈૫ƕߢ�ෲ࠻Ƹݫӌƹ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ఔࡀثՎഒי౩˝ʼ˨ޤ˼˓ʸ˲ٗࢻʱ๑ɣɾەςʉњہߏ˅˲ౙॲ�

ոπ�φຯ���Ɛฐุ࠹�पͻ�Ɛۇ�јൌ�Ɛևπ�ี҆�Ɛۧ�൳�ƐΜπ�ޯ�Ɛನఇ୷����Ɛևफ़

૰ซ��Ƹ���йೕܙງӌƐ���ய୷ӌ˯ˋ˚�/('˧ʻ˚˝ˁˋٰ֖Ɛ���୕Ք૾ऊӌƹ

ǈ۾Сǉ

ׇসഅƔ܊ອॾߋः˾ƪˈƪʍҟౙ�ƪ��&Dʍఇʱɶʅƪ

�����Ɛѥࡈ�ন�ম�Ɛपࢬ�ɴɩʩ�Ɛո�ঀ�Ɛڀ�Ɛд�ۘ�ƐԬ�ುϡ�Ɛఫ࠻�ෲߢ

ƐЂ�٧����Ƹݫ���˾ƪˈƪٰƐݫ���ҿഐٰƐݫ���Ɛ���ഇπۑƐ���˾ƪˈƪਅٰƹ

ǈ۾Сǉ

ॾः౨ໃ՟њہߏ˧ʳʶˢ˾ƪˈƪʍҟౙʇɼʍж๑

ච�น��Ƹ���ণ๕זۑӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<ߋ���ҤƔњ܊ߏອ˾ƪˈƪʍओୈҟ

�ອ˾ƪˈƪʍओୈҟ܊ߏҤƔњߋ
݈૫ƕߢ�ෲ࠻Ƹݫӌƹ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ʿ˿́˕˚˦ƪˁˣ́ƪ�7Eљ˧˕ѓഐњߏ˾ƪˈƪ

Μڀ�ບ�Ɛࣣڀ�௪��Ƹ���ҿѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

Շ୪љઅٗࢻʱ๑ɣɾњߏ૰খౙऒڑ˾ƪˈƪ

�ี࠻�Ɛˇˉ˵�ʽ˽ˋ˝ʴˁ�Ɛज२�ഞಯ�Ɛˁ˼ˋ˘ʵʴ̅�ˁ˾̅˃˽��Ƹ���˻ʶ˩˝˕˖

ӌƹቅձذ���Ɛ२૫ٰ֖ࢻٗ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

෮Ҕࠃ�
݈૫ƕ�ӌ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ˉ˼˅ƪ̅ˆ˲෮ʊɩɰʪ�$U)˾ƪˈƪʱ๑ɣɾہѓӌѷପʊʧʪಣݟຒ՟ۥਚح

२

ո܌��ƐԶݰ��ƐГ۔ࢹ���Ƹ���ඍЊӌۣ୕Ք୕ۑӌѠƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

Ѝ˾ƪˈƪʴ˨˾ƪˉ˹̅ʊʧʪ�&D2˜ˠຑࡘדࣳ˽˄ʍݴॷ

౮ߡ�՞�Ɛḋ܌��Ɛओ�ՠ��Ƹ���୷ܲӌƹ
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କʺ˟˽ˀƪ˿̅˂ˣ˽ˋʱ๑ɣɾʴ˴˽˧ʳˋిװʍۄ܊ຆٖҟɰљۑ�

ḋ܌��Ɛޗච�ᝉਸ਼�Ɛધච��Ɛڀ�छг�Ɛਸ਼ٿ�Ղ��Ƹ���୷ܲӌƹ

ʍՂற१ۑʱ๑ɣɾঊЉʾ˻ˋљˌ̅˾$�1܊

ਲ�ටऩ�Ɛംऊ�φذ��Ƹ���Ө߲҇ࠔ˼˅ƪƐ���֮זۑӌƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

˦ƪ˝̅˂�
݈૫ƕୟᨨ�໐Ƹງԭӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ओɶɣ˾ƪˈƪ˦ƪ˝̅˂ƕ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪَࣕఔʱ๑ɣɾ˛˻ʶ˾ƪˈ˦ƪ˝

̅˂

ܺฐ�દφ��Ƹ���ݫӌ�ӌϙۑӌٰ֖Ѡ�˰˘˼ʴ˽ॲޞѠӌদ۞ƹ

ǈ۾Сǉ

˾ƪˈƪ˦ƪ˝̅˂ʊɩɰʪ˩˻ˌ˰പɷܦʠৰॣڰʍۄѢ

ޗ�ನൌ��Ƹׯ���Ֆӌۑӌ୕Ք୕ۑӌѠƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ˍ˻˱˕ˁˋ๏ࠏධʊɸʪ˾ƪˈƪ˦ƪ˝̅˂ۄѢ

ఔ�ำ२�Ɛඐޗ�૰Շ�Ɛ�ӌ�Ɛฐ�ऩ��Ƹׯ���ՖӌƐ���זޞݫӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˾ƪˈƪึ՟ʿ˵˥˘ƪˉ˹̅ˢ˨˽ʍَࣕΏອ

Υ�ћບ�Ɛۘ�๛φ�Ɛ᰷�҃�Ɛࡥक҆ب��Ɛಢݰ�҃�Ɛྈך�ນิ��Ƹ���ݫӌӌ

ϙƐ���Ө߲҇ࠔযฐݴۑ࠘ߙƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

એఔ૫љۑ�
݈૫ƕך�ຒ۔Ƹວ܊זۑஉদฉӌۣƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ȣہఔ૫ʍˇ˨˜ˠೋ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾˉ˼˅̅Ղ౮ௐʊɩɰʪ҉ঘҾʍݴ

ॷ�

ӌѠƐ���ய୷ӌӌϙۑӌՑҗۑӌזۑϲࠉ���ਚ�Ɛ૰π�ನ՞����Ƹ۔��Ɛॕච࠻ಢ�ࢼ

ƹٰ֖ˋӌٰ֖Ɛ���ய୷ӌ˯ˋ˚�/('˧ʻ˚˝ˁۑזޞ҇ࠔ

ǈ۾Сǉ

ൊہӌʱ๑ɣɾ˭˿˂˻˧ʵ˕ˁߋҤ˜ˠೋ˾ƪˈƪљۑ

૫ন�દ�Ɛ৹ݰ�൫��Ƹ���ϟӌʼ˩˘ʵˁˋ׃σٰ֖ˍ̅ˑƪƹ

घߋҤ�/('ࠏࣆʊʧʪ�3(7ʍ෮Ҕࠃ

�ನ�Ɛඖฐ�ำץ��Ɛ۫�९ऩ�Ɛࣾฐࢹ�ਸ਼�Ɛ��Ɛϟ�ิ՞�Ɛљۺ�ච�՞�Ɛᾉׄޗ

ƐकЂە܊��Ɛक�ຒ���Ƹ���ݰӌƐ���ݰӌƐ���ݰӌƐ���ݰӌƐ���ݰӌƐ��

ݰӌƐ���௪Ց�Ө�Ɛ���௪Ց�Ө�Ɛ���௪Ց�Ө�Ɛ����௪Ց�Ө�ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ഐอూධʍ�.U)ʺʿˉ˰˾ƪˈƪʴ˨˾ƪˉ˹̅ʊʧʪ�+�6L&ʗʍ˛ƪ˦̅˂ற

१

Μന�੩ඥ�Ɛધࣣ�ۨ���Ɛਲ�ോ�Ɛസذ�ޗਸ਼�Ɛु��Ɛնણ�ഞ��Ƹࡃ׳���ӌƐ���ˀʾ

˧ʻ˚̅�1H[W*/3ִடฉƹ
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�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

એˣ˽ˋ˾ƪˈƪљۑ�
݈૫ƕޗ�ನൌƸׯՖӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

́ʶ˛ˢ̅˛ˀ˵˕˩౨ʱʿ˵˕˩ৰʇɶʅެ๑ɶɾ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪࠏࣆʊʧ

ʪओ՜װʍݴॷ

ೡ���Ƹ���ய୷ӌƏӌϙזޞ҇ࠔۑӌٰ֖ƹ

૨એˣ˽ˋ˾ƪˈƪٖɡɰљۑʊɩɰʪˣ˽ˋֽ୩܊ਤഷ૦ʍۄѢ

ոೡ��Ɛ܊�Љۼ�Ɛ๎�ັࢬഥ�Ɛວݰ���Ƹޞ���ਅٰƐ���ഐ१ٰƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪʊʧʪ˒ʶ˶˴̅˛ௐʍۄ܊ຆ�19ˍ̅ˑƪح२

ฒฐђ�຺५�Ɛؖ�ீਸ਼�ƐђԨ�นಯ�Ɛڀ�९՜�Ɛु�٧�Ɛ॰ु�҃ۘ�Ɛޔϲ�॰՞��Ƹ��

֮ӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ঐҤѷ˧˕ѓഐઅٗࢻௐʍึہ՟ۥਚഷѓ

Ы۔�ޗ�ƐђԨ�นಯ�Ɛ॰ु�҃ۘ�Ɛޔϲ�॰՞��Ƹ���֮ӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪљۑʊʧʪঊЉՂ౮ࣣʗʍ˘˻˪˽˖ਵઞ˴ˋʴʶۥਚݴॷ

ΜЂ�ลա�Ɛ�Շ�Ɛگ�छ�Ɛ�อछ�Ɛ�%HUKDQX�%XOFK�Ɛ�+MDOWL�6LJPDUVVRQ�Ɛࢬฐ�औڭ
��Ƹ���ڏцזۑӌƐ���1$6$�*RGGDUG�6SDFH�)OLJKW�&HQWHUƐ���$GYDQFHG�5DGDU�5HVHDUFK

&HQWHU�DQG�VFKRRO�RI�(OHFWULFDO�DQG�&RPSXWHU�(QJLQHHULQJ��8QLYHUVLW\�RI�2NODKRPD��1RUPDQ�

2.��������86$ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

૨એہˣ˽ˋ˰ʶˁ˿খʊɩɰʪϏљΏອഒೣഷѓߢʍখֽ୩ʍઉݽ

ḋ�ઢ࠻�Ɛך�ຒ۔��Ƹ���ວ܊זۑஉদฉӌۣƹ

�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

�ȣ˲˅ہ
݈૫ƕযࢲ�ڀഞƸ୕Ք૾ऊӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ಣִہࢬऒՁʆॲ२ɸʪࡀہఔॐ˅˲֊ʒ�:*0˾ƪˈƪʍж๑ୈҟ�

���Ɛ�छ�Ɛ�ਲ�ຄ�Ɛπܩᨨۏ���Ƹذ���ۑƐ���ٰƹ�

ǈ۾Сǉ�

�ਢكحఔہਤ܊Ԫʱ๑ɣɾ૨ਂہఔॐຬςࡀ

Ю���Ƹךݱ���ӌӌϙۑӌٰ֖Ѡॐ୕࣮൙ฉƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ਢكఔॐࡀہm�87&˼̅ˁʍɾʠʍ��ّ֙كߢہ

�҃ऩ�Ɛັࢬ�੩ࠄ�Ɛঐࢼ�ോ�ƐΜ�९ನ�Ɛϊ࣪���Ƹޞ���ਅٰƹ
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�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

�Ȥ˲˅ہ
݈૫ƕոπ�φຯƸய୷ӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˙˷ʴ˽˅˲ഒہʍਵՑఉ१ʱॲɪɶɾڑഒہʗʍж๑�

যࢲ�ڀഞ�Ɛನఇ୷���Ƹ���୕Ք૾ऊӌƹ

˙˷ʴ˽˅˲ഒہˊ˹ƪ̅ˌۼ໑ശكہʊʧʪശہہӌற१ʍೆї

ॡᒨࡈ�՚�Ɛ૫�Ёߥ�Ɛন�ࣤ�ƐΜπ�ޯ��Ƹ���ய୷ϙঢઐիƐ���ய୷�S/('ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˙˷ʴ˽˅˲˾ƪˈƪʊɩɰʪԜാʉূ੨ΦਂӜ๑ഒہ

Ы�ٞ�Ɛ�ዺጊ�Ɛযࢲ�ڀഞ�Ɛನఇ୷���Ƹ���୕Ք૾ऊӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ਢكࣳحٿߣ�ςΦਂܿ౧ଜʊʧʪஞʉەߢˣ˽ˋʍ˲˅ہ

क�Ԗ�Ɛљ�൜���Ɛ௹୷�นև�Ɛᡓ�छਸ਼���Ɛನఇ୷���Ƹ���୕Ք૾ऊӌƐ���-67�ɴɬɫ

ɰƐ���,+,ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

،ॴ୩Ք܊ʱ๑ɣɾઅφఔ૫�ःʊʧʪഒ҈ఉ٫܊ʍʺ̅˫˿ƪ˩ʇΦਂʍ˲˅ہ

ঘຆൊ९

�੩౫�Ɛљ�൜���Ɛನఇ୷���Ƹ���୕Ք૾ऊӌƐ���-67�ɴɬɫɰƹ

�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

�ਢكʳʶˢƪ˧ہ
݈૫ƕॸޗ�னƸ১їӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ࣘࠄۼਢˉˋ˘˲ʍҟౙʇಞكʳʶˢʑɹʞഒೣ˧ہ

πন�Ԅຒ��Ƹ���ϟ઼ٰ֖ۺҟౙՑۥƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˪˘˿˅ʴہ˧ʳʶˢˍ̅ˇʱඨʠܦʲɿࡠۥਚഐʊʧʪѯ٫ࡥ

ӌƐ���১їӌƹזۑ�Ɛୟ഻�φۘ��Ƹ���ণ๕�னޗ�ฦซ�Ɛॸޗࢬ�Ɛݎ�૰ݰࢼ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪˣ˽ˋॐʊʧʪˮʶ˛ح२ʊжɷɾہ˧ʳʶˢ،ঘຆற१ʍೆї

φ��Ƹ���১їӌƐ���୕Քࢹ�ߟ�ನ۰�Ɛцວ�࣭�Ɛฒฐ�ോ�Ɛాঊ�९ಯ�Ɛୟ഻�φۘ�Ɛؒ܊

૾ऊӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˙˷ʴ˽،ঘຆˍ̅ˉ̅˂ہ˅˲ʱ๑ɣɾя୩ൊث،ঘຆˍ̅ˉ̅˂

ਲ�ڭ�Ɛටࣾ�ຝ�Ɛљܺߥ�ഥ�Ɛࠄߢ�ส�Ɛন�ࣤ�Ɛࣣࡀ��ƐΜπ�ޯ��Ƹ���ய୷ϙ

১२ѠӌƐ���ய୷ϙঢઐիƐ���๎ϙӌݣƔƐ���ய୷˯ˋ˚�/('�˧ʻ˚˝ˁˋٰ֖

ӌƹۑ˲˘ˋˉѠۑઢ܊���Ɛ
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�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

�ਢكਤ܊
݈૫ƕୟᨧ�उφƸذжӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈഞౙࣜж്Сǉ�

њߏς٫ՁʆއϾњఉʉঐҤς૨܊ਤʶ˳ƪˊ̅˂ʍҟౙ�

ӌƹቅձذ����อ�Ɛज२�ഞಯ��Ƹݪ�ա�Ɛୟय़�ຄ�Ɛൃׄ܊

ǈഞౙࣜж്Сǉ

୕Քہӌ˯˼˰ƪʱ๑ɣɾ˓˵ƪ˩ˣ˽ˋ˾ƪˈƪʊʧʪ૨܊ਤˉ̅˂˽ˉ˹˕˚१

ਢՁʍҟౙك

যฐࢫ�ร�Ɛอন�Μऊ�Ɛਸ਼�҃ऩ�Ɛसਵ�՞�Ɛ�ॹ�Ɛޗ࠻��Ɛว��Ɛڶ�ӄഞ�

Ɛт�ऑ҆�Ɛπہ�ટ�Ɛాजې�ః�Ɛྈך�ນิ��Ƹ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖Ɛ���࣮൙૾ऊ

ٰ֖Ցۥƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ਢˉˋ˘˲ʍҟౙك˚˕˹ˉ˩˕˜ˋਤ܊ఔॐ˰˕˦̅˂ʊՂʄɮओ՜ࡀ�Ԩߢ

ච�ͻ݁ನ�Ɛݴب�ܲޗ�Ɛ້�҃ऩ�Ɛনۇ�झ�Ɛڗ�ਝ�Ɛಢۏ�ࢼෲ���Ɛक�ຒ��Ƹ���ඐ

ϙۑƐ���ণ๕Ɛ���ণ๕ഒʿ˻˼˘ʵƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˪˘˿˒ʶ̅ثˢ˻̅ˋ٫ʇ�67$03ʍৠʞʮɺʊʧʪ�7+]ఔ૨܊ਤʶ˳ƪˊ̅˂

ʍҟౙ

๕�֮�Ɛࢼπ�ཁ�Ɛज२�ഞಯ��Ƹذ���ቅձӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ਵఔ૫˘˻˪˽˖ౙॲʇՑҗӌࡌʱ๑ɣɾ܊ਤഒہ

૭֟�ล՞�Ɛনय़�۠ன�Ɛਲࠬې�ോ��Ƹ���ڏцӌƹ

ˋຟƔ˙ˢʶݦՑఉہ��(�С�e۾சۇ

�ຟഐ१Ɣ˙ˢʶˋƸᲀƹݦՑఉہ
݈૫ƕঐϡ�ۨφƸܙງٰ֖ҟౙऩ�࣮൙૾ऊٰ֖Ցۥƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

%D*D�*H6�ʍΦਂ४ற१�

ఫਲ�ऊۘ�Ɛ̆ʳ˾˼ƪ�ˢ˙ʵ˅˧�Ɛтච�ຒః�Ɛˢ˾̅˓̅�ˬ˚˿˧�Ɛљ�ᑃ����Ƹۂ���ງণ

˩ʼʽ˴˚ʼࠔӌƐ���.XEDQ�6WDWH�8QLYHUVLW\Ɛ���0D[�%RUQ�,QVWLWXWHƐ���Ө߲҇Ѡӌիݖ

˘ʵ˕ˁˋƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ʶʼ̅Ѝ˾ƪˈƪౙऒʊʧʪಣࢬຌˍ̅ˇƪʍҟౙ

ة�ਸ਼�ƐޗԱ�๎�Ɛޗච�๎ഥ��Ƹ���લఔϙॐഐࠃƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

Ѝࢻৰਵৰѓɫ૨ёఔ߲Ѝࢻ˾̅ˌʍہӌற१ʊ฿ɧʪϾ

ࠔন�छನ��Ƹ���டࢼ�҆�Ɛޗࢬ�Ɛฺټ�චۦ�สछ�ƐԶय़�՞�Ɛʼ˜ʽ�ˊʹˉʽ�Ɛܝ

ӌƐ���ய୷ӌƹ

ഒӘ˼̅˂ִऒՁอ˧ʵ˽˲ʊɩɰʪߩՔִ෦એఔ૫ѓʍɾʠʍൗඨݦຟʍ٫ஒ

ୟ�ٞਸ਼�Ɛтච�ۘ�Ɛࢬฐۃ�ఛ�Ɛޔ�٤ۇޗ�Ɛ҃�ۇڀথ��Ƹ���ய୷ӌƹ

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ

ʍౙॲہςঐҤەʳʶˢʊʧʪ˧ہحಝস܊
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ঊ�ࣤ�Ɛ້�ٞउ��Ƹ���൱זۑӌƏӌϙۑӌٰ֖ѠƏݦڌיຟদ۞ƹ

ˋຟƔ˙ˢʶݦՑఉہ��(�С�e۾சۇ

�ຟഐ१Ɣ˙ˢʶˋƸᲁƹݦՑఉہ
݈૫ƕޗђ�ٟφƸ֮ىۑহηӌƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈഞౙࣜж്Сǉ�

౨ສ˛˕˚˴ƪ˛˿˕ˁ˾ƪˈʊʧʪˇ˨˦˅ೋˣ˽ˋॲ२�

ฒ�ฺա���Ɛঐϡ�ۨφ�Ɛॗฐ�ெޯ�Ɛৈ�દۘ���ƐҤັࡈ�ః��Ƹ���ॾޗӌϙӌƐ���࣮൙૾ऊ

ٰ֖Ցۥƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

7XQDEOH�DQG�5HYHUVLEOH�)DEU\m�3¶�URW�5HVRQDWRUV�EDVHG�RQ�)OH[LEOH�2UJDQLF

0LFURFU\VWDOV

6KXDL�=KDR���+LURVKL�<DPDJLVKL���2VDPX�2NL���6KRWDUR�+D\DVKL���<RKHL�<DPDPRWR��Ƹ��

8QLYHUVLW\�RI�7VXNXED�����.RFKL�8QLYHUVLW\�RI�7HFKQRORJ\ƹ

˯˼ˊ˳˓˽ˉ˿ʿˇ̅ʱ˫ƪˋʇɶɾओ՜ʺ˻ˋ˚˰ƪʊɩɰʪอՑःয়ഒഒޚற

१

ӌƐ���˧˅ˁࡃ׳�����Ƹޮฺ��Ɛ۠ې��ޮ�Ɛոтࢬซ�Ɛี�ࣣޔГ�દ�Ɛؒ�პֺ�Ɛ܊

ഐޞӨ߲҇ࠔƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

3/$ʊʧʪװ˜ˠۥਚʍ߭ڔৠँѓ˩˿ˍˋҟౙ

ոฐۺ��Ɛࢼ�ٞφ�Ɛ້��Ɛڟ�ਇ��Ƹ���௪චӌƹ

ǈ۾Сǉ

˧˾ʿˉ˨˽ʉอՑ˰ʶˁ˿ִऒՁʊʧʪˍ̅ˉ̅˂˙ˢʶˋ

ӌςƹۑࠃ�ഐػࠃච�๎ഥ��Ƹ���લఔӌ�ॐഐޗ

ˋຟƔ˙ˢʶݦՑఉہ��(�С�e۾சۇ

શѓഐ౨˾ƪˈƪ˙ˢʶˋ�
݈૫ƕтච�۠φƸݫງӌƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

*D,Q1ػສӀ˾ƪˈƪʍٗࢻ२૫ʇ˙ˢʶˋݴॷ�

ӌѠƹۑຟՑఉݦӌۑ�દ��Ƹ���ࣩӌޗࣣ

ǈ۾Сǉ

,Q*D1ػఔ૫њഷઅφ˴ƪ˛˾ƪˈƪʍҟౙ

ƹۑϙݫ����ຓ��Ƹޗπ�९ี�Ɛন�દః�Ɛസۈࣣ

ǈ۾Сǉ

*D1˚̅˟˽খʍࣳڇʇ˾ƪˈƪ˒ʶʼƪ˛ʗʍж๑

ௐ�ିซ�Ɛࣣޗ�દ�ƐԶ�য়ټ��Ƹ���ࣩӌۑӌݦຟՑఉۑӌѠƹ

ˋຟƔ˙ˢʶݦՑఉہ��(�С�e۾சۇ

�ຟഐ१Ɣ˙ˢʶˋƸᲂƹݦՑఉہ
݈૫ƕՀਵ�ຒƸजڗӌƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�
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౨ສπڗʍ୕Қॣڰʊʧʪ܊ਤఔ૫њഷ˾ƪˈʇఔ૫ঔʩɧˉˋ˘˲ʗʍж๑�

ࣣ�สਸ਼��Ƹ���௪ච୕ऊ୕Ө߲҇ࠔƹ

෮˩˻ˌ˴̅ʊʧʩਕֽɴʫɾ�,Q*D1�*D1ສπڗʍߢԨɩʧʒԨഒ҈ౙہற१

тච�۠φ�Ɛѥ�৭ਸ਼�Ɛધ�ٞऩ�Ɛି�ޗࢼซ�Ɛ�ٞޮ��Ƹ���ݫງӌӌϙۑӌٰ֖

Ѡƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˾ƪˈƪࣆ๑�&H�<$*�$O1˅̅˯ˊ˕˚ˍ˻˱˕ˁˋہقʍ१ఉࣣۈ

ᒨ�੬ฒ�Ɛ�Ԅ�Ɛт�љ�Ɛޗච�և��Ƹ���ݫӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ঐҤہ๑ہ˅̅ˢʶ˜ʍॷݴ

љ�प׃�Ɛ�ฤ҆�Ɛࢼϲ�ิޮ�Ɛസכ�ॎޯ��Ƹ���ೡޗۑƐ���ඐοۑƹ

ǈ۾Сǉ

˾ƪˈƪ˘˻˪˽˖ʺ˱˕ˉ˹̅ټಣʊʧʪ́ʶ˛ˀ˵˕˩౨ʍೆї

ଢ଼ௐ�३ո��Ƹݫ���˾ƪˈƪٰƹ

সہऊƔ૾ہ��*�С�e۾சۇ

�ʳʶˢসƸ�5R)ƹի˧ہ
݈૫ƕਲ�ޮƸࡥޔӌƹ�

ਫ਼9,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ڰʊʧʪ˱˼ఔʍΦਂॣڰΦਂॣہʱ๑ɣɾ҉ہ

ƹۑӌ�࣮൙ۑ��Ƹ���ࣣદӌ�ۨ�ׄ܊

ǈ۾Сǉ

��*+]એ֧˰˽˓˴ƪ˛ہ˧ʳʶˢসʍ߭ஞ࠘ж๑

ਂ๕ۏ��Ɛॗฐ�ெޯ�Ɛনॸ�ିซ�Ɛࠥັ�ઢص��Ƹ���ฒݰਅזӨ߲҇ࠔƏƐ���࣮൙૾ऊٰ֖Ց

Ɛ���৹ϊӌƹۥ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˰ʶˁ˿ہ˅˲ʱ๑ɣɾ˘˻˪˽˖૾ऊʊԪɸʪՂ٫ஒ

тࢸ�ਸ਼�Ɛࠄߢ�ส�Ɛևफ़�૰ซ���Ɛॸච�ٞޮ�ƐΜπ�ޯ����Ƹ���ய୷ӌϙ১२ѠӌƐ���ய୷

�S/('Ɛ���-67�ɴɬɫɰƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

5R)իʱӜ๑ɶɾ܊ˍʿ˷˼˘ʵসˉˋ˘˲ʍڇࠄʊۈɰɾہఔԨʍʴ̅˛Сޟ

ٽࠄࣘࠄ

ѥ�ลฤ�Ɛ�ԓΨ�Ɛљ���Ƹࡃ׳���ӌƹ

সہऊƔ૾ہ��*�С�e۾சۇ

�ˋˢʶ˙ہʳʶˢ૾ऊƔ˧ہ
݈૫ƕтਲ�ۗۘƸய୷ӌƹ�

ਫ਼9,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˘˻˪˽˖স૾ऊߢਜ਼ʊۈɰɾ૾ہऊիʍѳʇୈං

ॗฐ�ெޯ��Ƹ���1,&7Ə˟˕˚́ƪˁٰ֖˧ʻ˚˝˕ˁ�,&7ٰ֖ˍ̅ˑƪہʴˁˍˋٰ֖߾ƹ

ǈ۾Сǉ

Ҙଞ˃ƪ˨˽ˉˋ˘˲ʗʍ଼๑ʱɶɾ˰˽˓˅ʴ˧ʳʶˢਏի

ƪ˚˟˕˚́ƪˁ˂˽ƪ˩ƹ˯ˋ̅˻˚ہƏٰ֖��Ƹ���.'',ਅࢸ�ਸ਼�Ɛոฺٟ�ޗࠥ
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�������>*�����S�9,,���@
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�������>*�����S�9,,���@

ǈഞౙࣜж്Сǉ�

�ਵડഷ૦ൣ߲ʍɾʠʍਏऊՁ�,4�VNHZीଜߣ܊

୪�૰࠻�Ɛݪฐ��Ɛևฐ�੩छ�Ɛक�๎�Ɛ૫ন�ۨ��Ƹ���ڏцӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

�*স૾ऊʍɾʠʍਵઞঋৰۥਚˣ˕˓ʴ̅˘˜ʱ๑ɣɾ୕Քہӌഷ૦Ձ

ӌٰ֖Ѡƹۑӌӌϙࡥޔ����ٞऩ�Ɛਲ�ޮ�ƐҴ�ิλ��Ƹޗ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

')%�˾ƪˈƪʴ˾ƪʍુ௬୕ຌƭя୩ֶ૦ॣڰʊʧʪ˧˽�&�ˢ̅˛܊ਤ܊ऊఔ૫ঔ



๕�ॵ܋�Ɛ࠘��Ɛљ���Ƹࡃ׳���ӌƹ

সہऊƔ૾ہ��*�С�e۾சۇ

Ԩ૾ہऊƔہস֛୕�
݈૫ƕΜۼ�Ƹޔಱ୕ՑӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼9,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

$GYDQFHV�LQ�)UHH�6SDFH�/DVHU�&RPPXQLFDWLRQV�IRU�%H\RQG��*��

%HNNDOL�$EGHOPRXOD�Ɛ�)XMLWD�+LGHR�Ɛ�+DWWRUL�0LFKLND]X��Ƹ���72<2�(OHFWULF�&RUSRUDWLRQƹ

ǈ۾Сǉ

ϟ઼૾ہऊʊʃɣʅ

Əٰ֖ҟౙฉƹۥٰ֖ҟౙՑۺ��Ƹ���ϟ઼ې�દۻ

ुہস֛୕ʊɩɰʪ��:֙ອʊۈɰɾۥ२٫ஒʇ٫ࣘٽࠄ

ਵπ�ᴈ๕�Ɛච�દః��Ƹ���֮זۑӌƹ

ણࣣثࢬثۼ˴˥˼˘ʵʗʍζஞہস֛୕ʊʧʪໞࣰٛۼʍ٫ஒ

ଓۂ�ຒ�Ɛච�દః��Ƹ���֮זۑӌƹ

সہऊƔ૾ہ��*�С�e۾சۇ

�իڰॣہഷ૦Ɣہਤ܊
݈૫ƕਲ�φಯƸޗӌƹ�

ਫ਼9,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

૨܊ਤ౨˰˕ˡƔ˖ʹ̅˒ہثഷ૦Ձ�

�ձۘ��Ƹ���177˙ˢʶˋʶˠ˫ƪˉ˹̅ˍ̅ˑƹࢬ

ǈ۾Сǉ

౬ਏఔΏہઅਜఔഷ૦իʇɼʍୈҟ

��ӌƏ࣮൙Ɣʺ˾ˁ˚˿˝ˁˋӌѠƐۑӌƏحޗ���ฐ�ನ�Ɛʽƪ˼˶́ˇ˲�ʴ˱˻��Ƹ܊

֮ѠӌƏۑӌƏ୕Ք୕࣮൙ۑӌѠƹ

ǈ۾Сǉ

ѓࠃ܊ʍ˂̅˼˩̅ˇہҚຬςڌԨˊ˕ˑߢӌۑ୕

ӌݫদ۞Ɛ���ػӌٰ֖ѠƏഐӌۑӌӌϙݫ�ฤ��Ƹ���ݰޗॸ�Փ�Ɛࣣন�ມഥ�Ɛࢬ

ӌϙۑӌٰ֖ѠƏॲঢઐۑӌদ۞ƹ

33/1ʱ๑ɣɾەς�23$ʍ٫ஒ

ื�҃ॲ�Ɛౖ�Շ�Ɛনઐ�ล࠻�ƐԨ�੩�Ɛႋ༶�۠ߣ�Ɛఫ�Փޫ�ƐӒڀ�ບφ��Ƹ���Ҙ

ӌƐ���177ঢઐࡘঋ˙ˢʶˋٰ֖ƹ

ςॣڌʍɡʪہഷ૦˛˻ʶˢʊʧʪہˢƪˋ˚ऊʍ٫ஒ

ӌƹቅձذ����ટ�Ɛ�ีః��Ƹڏ
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ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ɲʫɪʨʍ˭˿˂˻˧ʵʱঔʩ੩ɮƏƯكٿߣޔਢƐʶ˳ƪˊ̅˂ƒߪж๑ʍݍओஞۈƯ

ɲʫɪʨʍ˭˿˂˻˧ʵʱঔʩ੩ɮƯكٿߣޔਢƒʶ˳ƪˊ̅˂ƒߪж๑ʍݍओஞ
�Ưۈ
݈૫ƕݍ�ี҆ƸѤޗӌƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

߭োہ˙ˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵƪʍदୈ���߭োہ˙ˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵ˕ˁټಣʇ�ࠬʍ

ʑʨ˭˿˂˻˲٫ઢՁǄ˭˿ˍ̅ˇƪǅ��

࠻�ڀ��Ƹܙ���ງٰ֖ҟౙऩ࣮൙૾ऊٰ֖Ցߩ୕�ۥఔٰ֖ߩ୕�ఔঢदٰ֖�ˍ̅ˑƪ�˙ˊ

ˑ˽ہӌՂಁٰ֖߾ƹ

ǈ۾Сǉ

ʶ̅˅ˤƪ˾̅˚˙ʵˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵʊʧʪൢࠏя୩كਢ

πᨧ�छ��Ƹזޞ���իਅٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

ଜສΦਂʶ˳ƪˊ̅˂ʱ๑ɣɾ˙ʵˊˑ˽ೊणછʍ܊ਤƔ܊ॴ୩ѓʊۈɰɾ٫ஒ

ƹۑ࣮൙ۑ׳����९��Ƹັ܊

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ɲʫɪʨʍ˭˿˂˻˧ʵʱঔʩ੩ɮƏƯكٿߣޔਢƐʶ˳ƪˊ̅˂ƒߪж๑ʍݍओஞۈƯ

ɲʫɪʨʍ˭˿˂˻˧ʵʱঔʩ੩ɮƯكٿߣޔਢƒʶ˳ƪˊ̅˂ƒߪж๑ʍݍओஞ
�Ưۈ
݈૫ƕะఔہ�ՀƸ࣮൙૾ऊٰ֖Ցۥƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˭˿˂˻˧ʵ˕ˁہӌয়ʱ๑ɣɾओɶɣ˅˱˷˝˃ƪˉ˹̅ˉˋ˘˲

ਲ�छߥ���Ɛฟন�ฺޮ�Ɛୟ഻�ޯټ�Ɛڨ�ບ�Ɛڡ୷�ޯൈ�Ɛਲ�วݎ���Ɛۨ҃�ۇޗ�

Ƹ���177˛˅˴Ɛ���֮זۑӌۑ�ӌϙƐ���ݫӌזޞ�Ѡӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

˲˘ˋˉʊՂʄɮʶ̅ˑ˻ˁ˘ʵ˨˭˿˂˻˧ʵ˕ˁޟك˲˻˂˿˭ਤ܊

ॸḋ�ॎ��Ƹ���֮ງӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ঢઐʉہѠӌƒݦຟѠӌʍॲѠӌٰ֖ʗʍж๑

ঢઐʉہѠӌƒݦຟѠӌʍॲѠӌٰ֖ʗʍж๑�
݈૫ƕܲච�ઢڔƸ߭োѠӌٰ֖Ցۥॲ১२ઉ֖ˍ̅ˑƪƔॲӌٰ֖ƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�˂̅ˊʊʧʪ૨҈ਔʶ˳ƪہਚѓɶɾۥ

ܺ�φ�Ɛࢬᒨ�ิ��Ƹ���ඐӌਵٿഐࠃѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

ټہಣʍߢ܊Ԩഒ҈ఉѓʇॲʶ˳ƪˊ̅˂ж๑

ว�ۗഥ���Ɛܲච�ઢڔ����Ƹ���߭োѠӌٰ֖Ցۥॲӌٰ֖ˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋٰ֖ฉƐ��

߭োѠӌٰ֖Ցۥॲ১२ઉ֖ˍ̅ˑƪˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋٰ֖˂˽ƪ˩ƹ

ǈ۾Сǉ

ʍ˻ʶ˨ʶ˳ƪˊ̅˂ʗʍж๑ಣټ˚ໃ՟˻ʶ˚ˉƪہฐȤߏە

ᘠ��Ɛܩਲ�ٞ��Ƹ���οƹ
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ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ঢઐʉہѠӌƒݦຟѠӌʍॲѠӌٰ֖ʗʍж๑

ঢઐʉہѠӌƒݦຟѠӌʍॲѠӌٰ֖ʗʍж๑�
݈૫ƕݟন�ণҜƸݫງӌƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ສ˜ˠہӌʊՂʄɮݍঢઐʶ˳ƪˊ̅˂كਢիʍۥયʇॲഐοӌж๑�

ஂন���������Ƹ���ڏцӌ�ෆ҇ࠔ১ਚՑۥ�˜ˠ˻ʶ˧ˉˋ˘˲ٰ֖Ɛ���ڏцӌ܊�உ

ٰ֖ϑݍ�ঢઐʶ˳ƪˊ̅˂ˍ̅ˑƪƐ���ڏцӌ�࡛ว୕ۑ˂˽ƪ˩ٯۿ҇ࠔՂװ�οۑໞ۾ش

݈Ɛ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥ�ສॲƔοӌฉ�ສॲѠӌٰ֖�ສॲοۑӌٰ֖˂

˽ƪ˩ƹ

ǈ۾Сǉ

6LQJOH�FHOO�(QGRVFRS\���(QKDQFHG�5DPDQ�VSHFWURVFRS\�LQVLGH�D�OLYH�FHOO��

ϸັϙې�����Ƹ���ඐҘனӌ୕Ѡӌٰ֖Ɛ���˽ƪ̆ʳ̅ӌƹ

ǈ۾Сǉ

˾ƪˈƪ˻˰̅ഒہʊʧʪॲ٫ৠँणછʍࠄ๑ѓʊۈɰɾٰ֖ҟౙ

�ฤ҆����Ƹ���ೡޗӌۑӌƐ���ഒӌοӌƹ

�,�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ

˜ˠˢʶʼ
݈૫ƕܲච�ઢڔƸ߭োѠӌٰ֖Ցۥॲ১२ઉ֖ˍ̅ˑƪƔॲӌٰ֖ƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˾ƪˈƪΟߏฐټಣʱ๑ɣɾ܊ਤ܊ॴ୩ॲȣഒʶ˳ƪˊ̅˂

౽ฐ�ບਸ਼����Ƹ���߭োѠӌٰ֖Ցۥ�ഒѠӌٰ֖Ɛ���ਅٰ֖ӌϙӌƹ

˻˰̅ഒہʇ�'1%҈উʊʧʪݟ൪ৃζࣳੌʊɩɰʪഒՆ҈իҟౙ

�ᖶ՜�Ɛݰޗ�൬Ҝ�Ɛ�ڀ�Ɛࢬমط�φ���Ɛޗච����Ɛ�ฤ҆���Ɛո�ಯ�Ɛۏ�ః
����Ƹ���ೡޗӌ�ෆೊٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���ೡޗӌƏԓοถӌਅٰ֖ƏෆೊഒฐƏෆೊ১ถ˸

˝˕˚Ɛ���ೡޗӌƏԓοถӌਅٰ֖ƏෆೊഒฐƏԛࠂԇ˸˝˕˚Ɛ���ೡޗӌƏӌٰ

֖ƏۑӌػƐ���ೡޗӌӌϙƏۑӌ׃σƐ���ೡޗӌƏӌٰ֖Ə˙ˈʶ̅ӌػƹ

˰ʶˁ˿˩˻ˋ˓˕ˁʊʧʪݟ൪ʗʍϾʇவ१ʍٰ֖

ҡ૿�ං�Ɛܺ�Љ�Ɛಢ๎۔�ݰƐܺࠄ��Ɛׄච܌�ฤ��Ƹ���ԪॸӌϙӌƐ���जڗӌƹ

ǈ۾Сǉ

ॲഒ�ഒʍధۈԣޅɪʨஷʞ҈ɮݟ൪ʍ˒ʶ˜˱ˁˋ

�ઢڔ��Ƹזޞ���իਅٰ֖Əˢʶʼ˳˙ʵʽ˽ٰ֖ฉƹ

�,�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ

ॲكہਢ�
݈૫ƕݟন�ণҜƸݫງӌƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ెౙɫఊʊѕʱϔɬ՟ɲɸɪƗƕ˾ƪˈƪึ՟َࣕఔʱ๑ɣɾ҈উ�

নௐ�ਇ��Ƹ���ඍЊοѠӌۣ�ඍЊοӌٰ֖ˍ̅ˑƪ�ॲ࣮൙Ɣߥຣˉˋ˘˲ٰ֖ฉƹ

˾ƪˈƪึ՟ऒஞఔणછʊɩɰʪՑҗӌࡌʱ๑ɣɾ܊ॴ୩ѓ

οƹذ���Ɛۑॲഐׯ���՞�Ɛঊฐ�ۘ�Ɛ৪�ฺ�Ɛ୷�ോ��Ƹ��Ɛܲච�ࣣޔ
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˻˰̅ഒہʱ๑ɣɾजݟؼ൪ʍ˥ˋ˧ʹˠƪ˽�$ʗʍԈ࠷१ʍഒউ

ܺڱࢧ��Ɛׄච܌�ฤ�Ɛܺ�Љ��Ƹ���Ԫॸӌϙӌӌϙӌϙƹ

&$56ਢଜ๑�ఔ૫୕ڰॣఔ૫њഷ˾ƪˈƪʍҟౙ

ոਲ�ʝɬ�Ɛׄච܌�ฤ�Ɛй�ޗ�Ɛܺ�Љ��Ƹ���Ԫॸӌϙӌӌϙƹ

ǈ۾Сǉ

ॴٰ֖࠷ɶɾࣾഐʍެʊ৸ʪॲѠӌ˖ƪ˽ʱݥђʆ߭ำ߭ಣټ

ି�ޗซ����Ƹ���ڏцӌ˚˻̅ˋ˧ʻƪ˰˘ʵ˨ॲഒٰ֖Ɛ���֮ӌӌϙӌٰػ

֖ѠॲഐѠӌদ۞ƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ॲՑఉʍԣޅƔ৸ݴʍɾʠʍഐӌƔॲഐӌ˖ƪ˽

ॲՑఉʍԣޅƔ৸ݴʍɾʠʍഐӌƔॲഐӌ˖ƪ˽�
݈૫ƕ૿ච࠹�Ƹजڗӌӌϙӌٰ֖Ѡƹ�

ਫ਼;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

6$&/$ʊʧʪߢഒӘٗۥࢻਚ҈উɪʨٵɧʅɬɾ˓˵˟˽˿˛˩ˉ̅ʍʶʼ̅ѷՑۥ�

ॸᒨ�ઢې��Ƹ���йೕງӌƔॲοѠӌٰ֖Ѡƹ

ǈ۾Сǉ

ํƧʉॲഐ࠱ɪʨடଜɴʫɾओ՜ہξӌ˖ƪ˽

स�ฺՔ��Ƹ���тޗӌƔӌٰ֖ϙƔοߙถӌςƹ

ǈ۾Сǉ

ॲЫӊہ৸ݴʍɾʠʍ૨ُޭہثࢬ˙ˢʶˋ

ய�ॎ��Ƹ���֮זۑӌ�Ѡӌի১२ٰ֖ϙƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ॲՑఉʍԣޅƔ৸ݴʍɾʠʍഐӌƔॲഐӌ˖ƪ˽

ॲՑఉʍԣޅƔ৸ݴʍɾʠʍഐӌƔॲഐӌ˖ƪ˽�
݈૫ƕ૿ච࠹�Ƹजڗӌӌϙӌٰ֖Ѡƹ�

ਫ਼;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

Ȥټہಣʱެʂɾ˭˿˂˻˧ʵ˕ˁࣆہˉˋ˘˲ʊԪɸʪٰ֖�

ৌך܉��Ɛљ�ോ�Ɛᐛ�ۘ�ƐΚḋ�Μۨ�Ɛ࣪ࡄ���Ƹ���जڗӌƐ���ڏцӌƐ���֮

হηӌƹىۑ

ǈ۾Сǉ

ॲʍ˒ʶ˜˱ˁˋʱૻɸʪ૨܊ਤ�'ټہقಣ

Ɛ���-67ƔɴɬɫɰƹѠӌٰ֖����Ƹ���ඐҘனӌƔ୕ߥࡈ�ࣣޔ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���˜ˠˋ˃ƪ˽ʍۥਚॣڰʊՂʄɮӋओ˧ʻ˚˝ˁˋ

˜ˠˋ˃ƪ˽ʍۥਚॣڰʊՂʄɮӋओ˧ʻ˚˝ˁˋ
݈૫ƕസޗ�τഞƸйೕܙງӌƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ʎɷʠʊ�

ॸᒨ�ಯ��Ƹ���ڏцӌƹ

ǈ۾Сǉ

ഉഷ૦˧ʻ˚˝˕ˁٗࢻ˾ƪˈƪʊʧʪˋ˚˻ˁ˓˵ƪ˛˥ƪ˲ʍࠏ

ฐ�द�Ɛঊޮٷ�ݰ��Ƹ���֮ӌӌϙۑӌٰ֖Ѡƹ
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ǈ۾Сǉ�

ҾഷΦʱอɸʪ˧ʻ˚˝˕ˁٗࢻʍٰ֖�˾ƪˈ˥ƪ˲ʍԨࣳحƔശڰॣہʇہ

౬ॣڰ��

ඐਲ�ׁ��Ƹ���֮ىۑহηӌƹ

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ

˚˯˿ˊʽ˽˧ʻ˚˝ˁˋƕ˚˯˿ˊƪʇہɫ�৭ʆʪֶ৭ט

Զච������Ɛਸ਼�ว���Ɛۻন�ಯ��Ƹ���֮ӌƏঢઐѠӌիٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���֮ӌ

ॲޞիٰ֖Ɛذ���ቅձӌƐ���֮ӌƏ˜ˠສ࣮൙ʺ˾ˁ˚˿˝ˁˋٰ֖Ցۥƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���˜ˠˋ˃ƪ˽ʍۥਚॣڰʊՂʄɮӋओ˧ʻ˚˝ˁˋ

˜ˠˋ˃ƪ˽ʍۥਚॣڰʊՂʄɮӋओ˧ʻ˚˝ˁˋ
݈૫ƕևൃ�ࠥƸ֮ఌۑӌƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˚˯˿ˊʽ˽Ɣ˩˻ˌ˴˝˕ˁຑʍߢԨƔԨഒ҈ԣޅ

ևൃ�ெ��Ƹ���લఔӌ�ॐഐػࠃƹ

ǈ۾Сǉ

ึ୕˳ˑˇƪ˧ʹˋʊʧʪہʇ௺ʍॣڰ

̅ˍˋӌٰ֖Ѡਦ˧ʻ˚˝ˁۑӌݫӌٰ֖ѠƐ���ۑӌӌϙݫφ����Ƹ����ڀ܊

ˑƪƹ

ǈ۾Сǉ

ࣘࠄʍہɰɾ෮˩˻ˌ˴ִ̅෦ۈਦ˜ˠ˾̅ˌʍҟౙʊװ

�દј�ƐԶ�ਸ਼��Ƹ���ॿтӌƹࢼࢬฐ�ழޯ�Ɛࢬ

ǈ۾Сǉ

˳ˑ˰˘˼ʴ˽ສπڗঐҤ٫Ձ

ݰ�Љ࠻��Ƹ���ഐࠃƔݦຟٰ֖Ցۥƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ

้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ�
݈૫ƕޗ܊�јևƸҘӌƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

େഞӌʊɩɰʪ˾ƪˈƪʾʶ˛५ൊہӌˉˋ˘˲�

৹ฐ�ี��Ƹ���߭োѠӌٰ֖ՑۥƏܙງେഞੜঢઐիˍ̅ˑƪƹ

ǈ۾Сǉ

˂˿ƪˢ˽ϟ઼ਢણիʇɶʅʍЊ५˾ƪˈƪਢ֧

ଌ૾���Ƹ���φׄӌƹ

ǈ۾Сǉ

ಞۼʗʍ˾ƪˈʺ˟˽ˀƪਏ

อո�ա�Ɛਲ�҃ಯ�Ɛप�τฺ�Ɛࣣ�Ѱ�Ɛтۼ�ഥ�Ɛׯ�ಯ�Ɛޗ�ॴφ�Ɛॸۨ�ޗ

ޮ��Ƹ���নזۑࡥݰӨ߲҇ࠔƐ���ˏ˧˚ˢ̅ˁӨ߲҇ࠔƹ
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ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ

้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ�
݈૫ƕך�๎҆Ƹϟӌƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

۵ڀɸʪ˭˿˂˻˧ʵ˕ˁʶ˳ƪˊ̅˂ƕߏʍഐʱگతࠃపޚ˲˒̅˻

ہ���Ƹ���ϟӌ�ʼ˩˘ʵˁˋ׃σٰ֖ˍ̅ˑƪƹ

ǈ۾Сǉ

˂̅ˊ˅̅˦˷˘ƪˉ˹˜˽ʶ˳ƪޚ

ඝↀ�ຩφ��Ƹ���ϙ࣮ƹ

ǈ۾Сǉ

ʥʨɭʇہϪ

ච�๎��Ƹ���୕Ք૾ऊӌӌϙ࣮൙ۑӌٰ֖Ѡƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ

้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ�
݈૫ƕആ�҃ఃƸܙງେഞੜƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

Ƹєƹ˾ƪˈƪԅࡥثكࣂອఔ٫ՁʊɩɰʪϾʇݼ�

;և�દઽ��Ƹܙ���ງେഞੜࡥອఔ˩˿ˊʹˁ˚ƹ

ǈ۾Сǉ

ਸ਼๛ػҤ༃५ઉ݀ʱɶɾఔ෮้ʨɭൊ९իʍҟౙ

ਲࣣޯࢮ��Ɛബٶ�ਸ਼�Ɛॸন���Ƹ���ඐҘனӌ�ӌϙۑӌٰ֖ϙƐ���ඐҘனӌ�ӌϙۑӌ

ϙƐܙ���ງେഞੜ�707˩˿ˊʹˁ˚ƹ

ǈ۾Сǉ

0$66ʇ�',00ʊʧʪՔ้ʨɭ܊୩˩˿˧ʳʶ˽كਢ

ୟᨨ�ॹ��Ƹ���тޗѠӌӌж๑ഐӌѠƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ

้ʨɭʱ౬ɸʪہʱ๑ɣɾਏƒكਢƒԣਢƒൊ�
݈૫ƕ৹ন�ວƸনזۑࡥݰӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ॐડՔࣛ˴˙˽ʊʧʪՔۥਚؤॐʍ҈܊ٿߣޔਔ୩ीଜʍߒʞ�

ӌѠƐ���ՆӌƏຌۑՂಁ҇ࠔӌƏۑ�јև��Ƹ���ՆӌƏޗ܊ন�φ�Ɛך�Ɛࢮ�દັࢬ

ς٣Ѡӌٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���ҘӌƏ࣮൙૾ऊӌƹ

ǈ۾Сǉ

˙ˊˑ˽˅ˤƪ˾̅˚૾ہऊիʍكਢ˻ʶ˒ʗʍ଼๑ҟౙ

Μۼ���Ƹޔ���ಱ୕ՑӨ߲҇ࠔƏ࣮൙իਅہ�ٰ֖իƏ˧ʻ˚˝ˁˋॣڰ�*ƹ

ǈ۾Сǉ

ϟ઼�ણࣣԨ૾ہऊʊɩɰʪ҉সࠃʇൃۺΜʍݼ

Əٰ֖ҟۥٰ֖ҟౙՑۺ��Ƹ���ϟ઼ڭт�ށц��Ɛڏฑ�Ɛۼ��ƐѬٿ�π�ซ�Ɛؓۈ

ౙฉ�ਫ਼�ٰ֖˸˝˕˚Ɛ���ˋʽˣƪ�-6$7Ө߲҇ࠔƐ���ˋʽˣƪ�-6$7Ө߲҇ࠔƐ���ˋʽˣƪ

-6$7Ө߲҇ࠔƐ���ˋʽˣƪ�-6$7Ө߲҇ࠔƹ
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>%�����D�,,@

�������>%�����D�,,���@

ǈ۾Сǉ�

ϟ઼ǋણࣣԨہਏʍણ֕ՔђʊɩɰʪϾʇݼ�

࠻ࡈ��Ɛۈπ�ซ��Ƹ���֮ງӌƏˉˋ˘˲˙ˈʶ̅ӌۺ�ϟ઼ˉˋ˘˲ۑӌѠƐ��

ϟ઼ٰ֖ۺҟౙՑۥƹ

�����ٚ��௪��

�$�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪഐƔѓӌ

˾ƪˈƪഒہ
݈૫ƕృߥ�٧Ƹݫງӌƹ�

ਫ਼,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

&:˾ƪˈƪ୕ہѾਔԣਢʊʧʪ૨ڀՠனʶ˳ƪˊ̅˂�

ඝಢ�੬ݎ�Ɛনٷ�ऩ�Ɛॸຂࢫ��Ɛۻন�҃�Ɛߟᅢ�֬��Ƹ׳���ϙƹ

ǈ۾Сǉ

Քਂഒہʊʧʪ๏Ѝௐѓӌ౩жՑۥʍ҈ʊۈɰʅƕԨʍՔਂઅʇࠃສূലഒہ

ਲڱ�ࢼ��Ƹە���୷ӌӌϙঢदػۑѠӌٰ֖Ѡƹ

ǈ۾Сǉ

˜ˠೋ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾ܊Ԉ୩ہˋˬˁ˚˽ਢଜʍҟౙ

້�९��Ƹ���ॾޗӌϙӌ�ۑӌƹ

�$�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪഐƔѓӌ

˾ƪˈƪѓӌƔ˾ƪˈƪՂ
݈૫ƕḋ܌�Ƹ୷ܲӌƹ�

ਫ਼,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˾ƪˈƪљ௺ʱ๑ɣɾݦחຟ२ʍҟౙ

ڀ�Љ࠻��Ƹ���ඐҘӌИӌۑ�ӌ�୕࣮൙ۑӌѠƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

7\SH�,,ࡀՎഒי౩˝ʼ˨ޤ˼˓ʸ˲ఔٗࢻʱ๑ɶɾਵࡀࡥఔॐສ˴ƪ˛ܴ

ງٰ֖ҟౙܙ���ӌƐቅձذ����ޯ�Ɛؖਲ�૰�Ɛज२�ഞಯ��Ƹߥ�อ�ƐݪԱ�ฤਵ�Ɛൃޗ

ऩഐࠃƔݦຟٰ֖Ցۥƹ

ǈ۾Сǉ

ˑ˰˘˼ʴ˽ʍҟౙ˳ہ२ɴʫɾۥਦˋ˩˼˕˚˼̅˂ִऒՁʆװ๑ɸʪݴکҚʇਂߩہ

тච�ۘ��Ƹ���ய୷ӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ҤऊʱϏљɶɾʽʼˋౙऒ౨˾ƪˈƪʍભМਂ࣮ک൙ສʱ๑ɣɾଜສѓ

Ѡӌƹۑ�Ѕ��Ƹ���ओӗڨ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

ঐҤ˾ƪˈƪ�
݈૫ƕঘπ�็ບƸˋˬˁ˚˿˝ˁˋӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�̬�P˧ʳʶˢƪ˾ƪˈƪʊʧʪݦຟљۑ�

ਲࣣ�३૰�Ɛࢬ�۠φ�Ɛৈ�٧φ�Ɛޔᒨ�௪܉�Ɛࢬॸ�҆�Ɛܺڀ�ຨ�Ɛય�ਇ�Ɛߢ�ෲ࠻�
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Ƹޔ���५˒ʶ˶˴̅˛זۑƸӨƹƐ���ݫӌƹ�

ǈഞౙࣜж്Сǉ�

˧˕ѓഐ˧ʳʶˢƪʱఔʇɶɾঐҤہ˧ʳʶˢƪˍ̅ˉ̅˂ˉˋ˘˲ʊʧʪঐҤഒ

ਢكہ

ງӌƐ���߭োѠӌٰ֖Ցٳࡉ����௪��Ƹڀ�ບ�Ɛࣣڀ�ƐΜ࠻�ෲߢ�Ɛॸ୷�Հ�Ɛߥٷ�

ӌƹݫງӌƐ���ܙƐ���йೕѠӌٰ֖Əҿۥ

˧˕ѓഐ˧ʳʶˢƪ˙ˢʶˋʍ࠽๗ҼʍɾʠʍੇڿƔढु१˜ˠూධʍح२

ѠӌٰƏҿۥ��Ƹ���߭োѠӌٰ֖Ցۏಢ�ൃࢼ�ບ�Ɛڀ�Ɛॸ୷�Հ�ƐΜߥٷ��௪�Ɛڀࣣ

ງӌƐ���ඐҘனӌƹܙງӌƐ���йೕٳࡉ���Ɛ֖

&U���=Q6H�6ʱ๑ɣɾঐҤەςڅہʍҟౙ

����Ƹ���୕૾˾ƪˈƪٰƐ���ٰƐ���୕૾࠻৪ন�९ڗ�Ɛ࠻π�ᅨഥ���Ɛ້�Σ���Ɛஂච�९ޔ

ఊοٰۑƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

+LJKO\�HIILFLHQW�&:���̬�P�)H�=Q6H�ODVHU�SXPSHG�E\�DQ�(U�<$3�ODVHU

�Ɛ���Ɛ����Ƹ���7KH�*UDGXDWH�8QLYHUVLW\�IRU�$GYDQFHG�6WXGLHV��62.(1'$,�����1DWLRQDO�,QVWLWXWH

IRU�)XVLRQ�6FLHQFHƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

ಣݟљۑ๑˾ƪˈƪ�
݈૫ƕঘπ�็ບƸˋˬˁ˚˿˝ˁˋӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�પʍҟౙۑҤ˦˅ೋ˾ƪˈƪљߋອघ܊

π�ോ�Ɛਲ�૰۔�Ɛഥޗ�ං�Ɛط�દՓ�Ɛې�Ղ�Ɛѥฐ�ٞਸ਼�Ɛঘπ�็ບ�Ɛ॰ु�३�

Ɛक�ฦ҆�Ɛոਲ�३�Ɛॸৈ�φ��Ƹޔ���ಱ୕Ց�ঢઐਅٰƐ���ˋˬˁ˚˿˝ˁˋƐݫ���ϙ

˾ƪˈƪٰƹݫ���Ɛۑ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

&V/L%�2��ٗࢻௐʍुഐɫघߋҤఔ૫ഷԋற१ʊ֊ʛɸϾ

নࢺذ��Ɛޗච��Ɛਲπ�ວਵ���Ɛׄ܊�ձ���Ɛঘπ�็ບ�Ɛт�ࣵߥ�Ɛॸৈ�φ�Ɛʺ̅˦ː

˳˽̆ʵ̅�ˊ˹̅�˧ʹ˽˜̅˙ˋ�Ɛ�ॹ�Ɛक�ฦ҆�Ɛոਲ�३��Ƹݫ���˾ƪˈƪٰƐݫ���

ϙۑƐ���১ࢻ૨ہƐ���ˋˬˁ˚˿˝ˁˋƐޔ���ಱ୕Ցƹ

ʇѾˉˋ˘˲ʗʍж๑Ǆ�3/9ǅիഷ૦য়ہອ˾ƪˈƪжњఉʉԨ܊

ुฐ�ഞ�Ɛᒨ��Ɛޗђ�દ�Ɛಱ�ോ�Ɛׄච�јޔ�Ɛ�$OH[�3D\QH�Ɛ�-LP�+XQWHU�Ɛ

7LDQER�/LX�Ɛ�*UHJRU\�-DFRE�Ɛ�*UHJ�0\DWW�Ɛ�/DUV�(QJ��Ƹ���Ө߲҇1))5&�6ࠔ˭ƪ˽˙ʵ̅˂

ˋƐ���6LOLFRQ�/LJKW�0DFKLQHVƹ

ǈ۾Сǉ

ˣ˽ˋ˾ƪˈƪڅʍثࢬѓʇ˰ʶˁ˿˓˕˩˾ƪˈƪʍࠄ๑ѓ

ׄච�ઢซ�Ɛׄ܊Əി�Ɛׄ܊�φି��ƐᏤπ�୨�Ɛйہ�ա��Ƹ���Ө߲҇ࠔ˸˝ˑ˕ˁƐ���Ө߲҇

ˑ˕ˁƹ˝˸ࠔˑ˕ˁƐ���Ө߲҇˝˸ࠔˑ˕ˁƐ���Ө߲҇˝˸ࠔˑ˕ˁƐ���Ө߲҇˝˸ࠔ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

цҤ๑Ɣ˘˻˪˽˖ౙॲ�
݈૫ƕߢ�ෲ࠻Ƹݫӌƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

цҤԖֻʊɩɰʪǄ˾ƪˈƪࠏࣆʊԪɸʪΜৌʾʶ˛˻ʶ̅ǅ�
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Ђπँ܉����Ɛ॰ु٧ࢮ����ƐԪ�ຒφ���Ɛ�և���Ɛݪޔ�Ӎە���Ɛాܲ�ฦ���ƐডƏԄ���

Ɛ॰ु�՚ة���Ɛঊ࣪Əձև���Ɛฐ�ٞਸ਼���Ɛࠈ�ম��Ƹ���˾ƪˈƪٰ֖҇ۑ߀Ɛ���௪චӌƏॲ

১२ϙƐ���ৈ٦זޞہ���ӌƐޗƐ���ഇٰ֖ӌѠƐ���ΜৌЊॲਅۑӌƏ٦યۑޞ

ঙזۑƐ���ਫ਼φʽ˕ˑƪזƐ���˚˺˅ƪƐ�ӌƹہචޗ��

ǈ۾Сǉ

ఔ૫���QPڅہʱ๑ɣɾुࣶՔ˻˰̅˻ʶ˒ƪʍҟౙ

Ɛ���֮ࠔ��Ƹ���ЉۘॴՑӨ߲҇׃�Ɛ૫ন�φ�Ɛฒऽ�९ߥ�φऩ�Ɛௐൃ�ิφ�Ɛௐ�Ёࢼ

ӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ˠʶˌ˧˼ƪ˘˻˪˽˖ˣ˻˳˚˼˕ˁౙॲՁ

ໄ�ᬲਸ਼�Ɛনय़�۠ன�Ɛਲࠬې�ോ��Ƹ���ڏцӌƹ

ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊��&�С�e۾சۇ

૨ֽ܊୩˾ƪˈƪƔʶʼ̅љਤ�
݈૫ƕอন�Μऊ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

кࡃՑۥ˩˿ˊʹˁ˚Əڌי˾ƪˈƪҿѠӌٰ֖�दᳶׅࣳ�

��Ɛ�&DOLQ�$��8U�Ɛ�,RDQ�'DQFXV�Ɛ�&DWDOLQ�0DWHL�Ɛ�'RPHQLFR�'RULD�Ɛ�'LPLWHU

%DODEDQVNL�Ɛ�2YLGLX�7HVLOHDQX��Ƹ���([WUHPH�/LJKW�,QIUDVWUXFWXUH���1XFOHDU�3K\VLFV��(/,�13��ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ஞʶʼ̅љਤూධɪʨʍ˾ƪˈƪڑয়ुࡥॄ

ᨨ�՞�ƐԶච�۠ޯ�Ɛᬙ�ώ�Ɛঊච�ॎƐ�࣭ซ�Ɛक�ຒऩ�Ɛ�੪ब�Ɛഥࢼ�ลิ�Ɛॸ�ට

ร�Ɛ�ฯਸ਼�Ɛڶ�ӄഞ��Ƹ���ݫӌƏ˾ƪˈƪѠӌٰ֖Ɛ���ҿѠӌٰ֖ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

4XDVL�PRQR�HQHUJ\�GHXWHURQ�EHDP�LQGXFHG�E\�WKH�VKRFN�GULYHQ�E\�ODVHU�

DFFHOHUDWHG�SURWRQV

ᬙ�ώ�Ɛ�0LUID\]L�6H\HG�Ɛॸ�ටร��Ɛक�ຒऩ�Ɛ�੪ब�Ɛᨨ�՞�Ɛഥࢼ�ลิ�Ɛ�࣭

ซ�Ɛ�ฯਸ਼�Ɛڶ�ӄഞ��Ƹ���ݫӌƏ˾ƪˈƪѠӌٰ֖Ɛ���,PSHULDO�&ROOHJH�/RQGRQƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˾ƪˈƪஞʶʼ̅љਤՑۥʊʧʪয়ʶʼ̅˥ƪ˲ʺ˱˕ˑ̅ˋणછ

�ງಯ���Ɛࢬ୷�Ԃ�Ɛ᳒�૰���Ɛׯ�ۗਸ਼�Ɛॸௐ�ෂನ�Ɛ˔̅�ˑ̅˧̅�Ɛסฐٿࢫ��

Ɛୟ഻۔�ऊ�ƐԶ�јః�Ɛాπ�ః�Ɛजฉ�९ࣩ�Ɛׯۂ�స��Ƹࡃ׳���ӌӌϙƐ���ສٰƏԪ

ॸٰƐ���ສٰƏൢοٰƹ

ǈ۾Сǉ

૨יూධˑƪ˃☫˕˚ʊʧʪ˾ƪˇ☫ƪʶʼ̅љਤ

ਘෂ�ۗۨ���Ɛ�Ҙ�Ɛፑڀ�ॎ९�Ɛֻ�ٞਸ਼�Ɛॸච�՞�ƐԤޗ�ᝉڪ���Ɛ�/LDR�<X�7]X�Ɛ�:X

.XDQ�7LQJ����Ɛ�:RRQ�:HL�<HQ���Ɛ�&KHQ�6KLK�+XQJ�Ɛ�/LX�<DR�/L�Ɛ�+H�6�0��Ɛ�6X�&KLQJ�

<XDQ�Ɛਸ਼�҃ऩ�Ɛۦச�ോ�Ɛ�0RUDFH�$OHVVLR�Ɛݪ�๎φ�ƐΜ�ฦա�Ɛϡڀ�Љ�Ɛྈך

ນิ���Ɛ�'w�RKO�/��1��.����Ɛ�:RROVH\�1LJHO�Ɛ�.RHQLJ�0LFKHO���Ɛ�.XPDU�+��6��Ɛॸ�૰ഞ��

Ɛݰװ�छਇ��Ɛযπۏ�ഞ��Ɛޗௐ�ઢซ��Ɛࢬب���Ɛׯ�ۗਸ਼��Ɛޗכ�ہ��Ɛഇ�ิप��

Ɛอন�Μऊ�Ɛࡀ���ƐߢΜ�ெޯ��Ɛؠ�Љա��Ɛ܊�Љ�����Ƹݫ���ۑƐݫ���

˾ƪˈƪٰƐܙ���ງгഐƐ׳���ਅۑƐ���$FDGHPLD�6LQLFDƐܙ���ງгۑƐ���˺ƪˁ

Ɛ���*OHQ�(DVWPDQ�(QHUJ\�E�Y�Ɛ���/8/,Ɛ����ඐۑƐ����जڗҘߚƐ����467�.36,Ɛ���

ॾޗӌϙƐݫ����ҿഐƐܙ����ງੜ།ƹ
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ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊��&�С�e۾சۇ

˾ƪˈƪ୕љਤ�;)(/
݈૫ƕܺฐۍۏ��

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˾ƪˈƪ˩˻ˌ˰୕˥ƪ˲ʱ๑ɣɾ�(89�߭ำ୕˾ƪˈƪౙऒكѾ

जฉ�९ࣩ���Ɛװ�ୈ���Ɛओ�ऊಯ���Ɛс�ҟ���Ɛ�3DWKDN�1DYHHQ�Ɛ�=KLGNRY�$OH[HL�Ɛޗච࠻����

Ɛච�๎҆�Ɛոېہ��Ɛुฺۍ����Ɛݟҡ�ઢ૰����Ƹ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥƔສ

˥ƪ˲ѠӌฉƏԪॸہѠӌٰ֖Ɛ���ݫӌƔזޞѠӌٰ֖Ɛ܊���ʺ˟˽ˀƪљਤՁٰ֖

ՑۥƐ���ٰƔൢہࠏѠӌٰ֖ˍ̅ˑƪƹ

;)(/டՎ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪˑʶ˱̅˂Μଜѓ

ೡӓ�Ҿ���Ɛ�२՟���Ɛസି�ޗ���Ɛևൃ�ฺซ�Ɛයص�φ�Ɛௐ�Փ���Ɛୠฐ�ٞ҆���

Ɛฒׄ�ඖ����Ƹ���Ƹݨۂƹ܊ա୩ہѠӌٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���ѓӌٰ֖ƏൢہࠏѠӌٰ֖ˍ̅

ˑƪƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

3ODVPD�RSWLFV�LQ�VORZ�GLVFKDUJH�FDSLOODU\�IRU�/:)$

=KHQ]KH�/HL���<RVKLR�0,=87$���=KDQ�-,1���$OH[H\�=+,'.29���7RPRQDR�+RVRNDL��Ƹ���2VDND

XQLYHUVLW\ƹ

˦˅ೋڅہʱ๑ɣɾֽ܊୩ঐҤ˧ʹ˲˚ೋాःہౙॲʇɼʍˣ˽ˋΏ

ঊπ�և�Ɛႋޗ��ƐЂ୷҆ة��ƐГદ�ձۨ�Ɛ౮৪�ຒ��Ƹ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥƹ

ʍҟౙΦਂہςЗശەҤςʊɩɰʪߋઐי

ӌϙƹۑ�ƐԪন�ਸ਼��Ƹ���ඐҘனӌӌϙิص�ݪ

ѷୟ୕ࣕໃ՟ʱ๑ɣɾ˩˻ˌ˰छߋҤস˾ƪˈƪʍҟౙʇɼʍж๑

ఔ�ሥφ�Ɛм�ᙠܓ�Ɛ⽽�દ๎�Ɛංٚ��Ɛѥਲ�ୀ�Ɛ݃�ڀ�Ɛࣩↀ�วߎ��Ƹە���୷ঢद

ۑƐ���ۑƐ���ˣ˙˷ƪƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

ঋৰਚحƔ๏খ�
݈૫ƕևൃ�ว҃Ƹ֮ۑѠӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈഞౙࣜж്Сǉ�

�ʍ҈ԨਢଜʇΜଜ१ϒߢࠄபʍ˾ƪˈƪ๏খʊɩɰʪ๏֣ஞʍ

՞�ลՇ�Ɛಢ�ഥ�Ɛب�ോ�Ɛܺ�ฺ�Ɛոࠄ��Ɛ૿ච�҃ี��Ƹׯ���Ֆӌۑӌ

Ɛ���ݫӌӌϙƐ���ݫӌƏখѠӌٰ֖ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ॾः౨˾ƪˈƪʱ๑ɣɾ˰˽˓˥ƪ˲0/�ث'ʊʧʪபʍਚح

��Ɛ�ӌۼ�ձਝ�Ɛ;�ऊࡎോ�Ɛܺ�ฺ�Ɛب�ᒨ�สఛ�Ɛकච�ฺՀ�Ɛ܊�Ɛېฐ�ࢬ

Ɛ૿ච�҃ี��Ƹݫ���ϙۑƐ���ޞۑƐݫ���খٰƐ���ঊনߒۑƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ॾः౨˾ƪˈƪʇׯঐҤস˧ʳʶˢƪ˾ƪˈƪʱࣴࡥɶɾˡʶ˨˼˕˛˾ƪˈƪʊ

ʧʪபഥӅসʍ๏খ

ಢ�ഥ�Ɛ՞�ลՇ�Ɛب�ോ�Ɛܺ�ฺ�Ɛոࠄ��Ɛ૿ච�҃ี��Ƹݫ���ϙۑƐׯ���

ۑƐݫ���খٰƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ʍ҈ຆഷஞϒہபʍяຬςʊɩɰʪ܊ʍɾʠʍۑƪˈƪљ˾ࠃ܊
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อਲ�ۙວ���Ɛب�ോ�Ɛु�९Ҙ�Ɛܺ�ฺ�Ɛ૿ච�҃ี�Ɛոࠄ���Ƹׯ���ϙਅ

ƹٰখݫ���Ɛۑ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ഷ૦ˣ˽ˋ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾ˓ˑ̅ʍ�'ঋৰਚحʇݦຟৠँॣڰ

ӌٰ֖ۑӌӌϙݫ�ฤਸ਼�Ɛπᒱ�҃ۘ�Ɛܺ�ฺ�Ɛո�யฺ�Ɛ૿ච�҃ี��Ƹ���ۇु

ѠƐ���ݫӌখѠӌٰ֖ƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

�حਚہ�
݈૫ƕ૫ন�દƸϟӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ਵہԦٿʊʧʩݴॷɶɾװਦಣۥݟਚʱ๑ɶɾˡʶ˛˿˄˽˰ʶˁ˿˓˵˟˽ௐʍ

ຌਤഷѓ�

૫ฐ�๛�Ɛಢࣣ�ۘ۠���Ɛߟন๎ہ�����Ƹذ���ϙۑƐذ���ۑƹ

˼˂˝̅�˯˼�/�௫ޤഉˉƪ˚ʗʍ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪˣ˽ˋࠏࣆʊʧʪ୕१য়

ॷݴਚʍۥ

ាޗ��Ɛັࡈ�φ�Ɛߟন๎ہ�����Ƹذ���ۑƐذ���ϙۑƹ

=Q)H�2�˜ˠಣຑʱ˛ƪ˩ɶɾʿˍ˿˄˽ʗʍ�˾ƪˈƪࠏࣆʊʧʪߩ१ഷѓึ՟

ਲ�ม՚ฺ�Ɛ�ॵ҆��Ƹ���ॿтӌӌϙƹ

7E��˛ƪ˩ʿˍ˿˄˽ʗʍ�$J˜ˠಣຑউʊʧʪ˧ʳ˻˙ƪۄѢਕֽࣛڇ�

ฐਲ�द�Ɛ�ॵ҆��Ƹ���ॿтӌӌϙƹ

˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪˣ˽ˋࠏࣆʊʧʪ�&X�2ಣ֕ࢬʍחљ௺Ԧٿখ

۪ई�ौ߂�Ɛਲ�ޗഥ�Ɛ�1*8<(1�.,(1�ƐΜॸࢫ�ա�Ɛछധ�Љః�Ɛਲ�՞ې��Ƹ���૫тիѠ

ӌӌƐ���ඐӌƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

ఔ෮ॣڰ�
݈૫ƕ۪ई�ौ߂Ƹ૫тիѠӌӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈഞౙࣜж്Сǉ�

ԨہΦਂഷ૦Ձʇ�Iہӌػʱ๑ɣɾӅح˧˻˕˚˚˕˩˥ƪ˲४حʍࣘࠄ�

ഥন�ีऩ�Ɛଊචߥۏ��Ɛాजې�ః�Ɛ�൫࠻��Ƹ���ݫӌƹ

ۑѓɴʫɾˋƪˣƪʾʸˉʴ̅˥ƪ˲ʱ๑ɣɾ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪљ଼ݍௐػӌہ

σٰ֖ˍ̅ˑƪƹ׃ˋ�൫��Ƹ���ϟӌʼ˩˘ʵˁݰ�Ɛ৹�ຩ�Ɛ૫ন�દߟฐࢬ

݀ثന໑˥ƪ˲ʱ๑ɣɾ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪљۑ

�દࡂ�Ɛ૫ন�દ�Ɛ৹ݰ�൫��Ƹ���ϟӌӌϙƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ఔ෮ॣڰʊʧʪಝসح˾ƪˈƪљۑʍ଼ݍѓ

ո�Ӹॲ�Ɛബ�प՚�Ɛனܲ�಼��Ƹ���୕Ք૾ऊӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

*+]˧ʹ˲˚ೋˣ˽ˋ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾҺݦ࠱ຟʍљۄۑຆʍೆї

य़�ռ�Ɛո�Љߣ�Ɛଊචߥۏ��Ɛ�൫࠻�Ɛాजې�ః��Ƹ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ
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�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

ສہӌ�
݈૫ƕ॰ु�ບ҆Ƹ୕Ք૾ऊӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ສʡʃʫہʊʧʪഉތഒػʍഒكہਢٰ֖�

ׄ�ีਸ਼���Ɛঊ�ݰप����Ƹ���֮ۑƐ���-67ɴɬɫɰƐ���ഒٰƐ���ਅٰƹ

ǈ۾Сǉ

ʍٰ֖څہѓʊʧʪສࡥԨਵߢ

ƹƐ���ඐӌ�୕Ք૾ऊٰ֖Ѡӌ˧˿̅˘ʵʴٰ֖ݣ�ഞԄ����Ƹ���ඐӌ�ӌװ

�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

ഒكہਢȣ�
݈૫ƕࡢ�֭ޮƸඝ࣪ॷݴƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ঢઐऒஞഒہɩʧʒټಣ�

πࠬۇ�੩��Ƹ���֮ӌƹ

ǈ۾Сǉ

լߛΦਂ४�/L1E2�ఔʊʧʪঐҤܿࡀఔౙॲʇɼʍكਢж๑

ॸۍ�Փ��Ƹ���177ʺ˾ˁ˚˿˝ˁˋӨ߲҇ࠔƹ

ҤִऒՁث౨˾ƪˈƪʱ๑ɣɾঐҤഒ߲ہʾˋഒউપʍҟౙ

йπ�॰ऩ�Ɛন�ิް�Ɛ௪�φഥ�Ɛૹ�ฺ�Ɛߤ�ۇޗ��Ƹܙޱ���ਅٰ֖Ɛ���ণ๕ӌƐ��

Ҙӌƹ

ঐҤ˾ƪˈƪഷ૦ऊɪʨʍறાʱ๑ɣɾ܊ॴ୩˼ʴ˽ˑʶ˲ʾˋكਢ

૿�ۗോ�Ɛỡௐ�ᝉਸ਼�Ɛࡢ�֭ޮ�Ɛॾ�ޗφ�Ɛ�ෲ��Ƹ���ƸӨƹඝ࣪ॷݴƹ

�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

ഒكہਢȤ�
݈૫ƕۦචฺټ�Ƹய୷ӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ɸˏ˧˚˰ˑƪʍஞՑఉʍ࣪ɫ১ʩہ

ոন�ٰφ��Ƹ���֮ӌ܊உٰ֖ϙ�.8,$6�ƹ

&$56ʱ๑ɣɾुয়ɧɣΦપઉ݀իʍҟౙ

ॕච۔�ਜ਼�Ɛ௪�φഥ�Ɛૹ�ฺ��Ƹܙޱ���ਅٰƐ���ণ๕ƹ

ॾःҤִऒՁث౨˾ƪˈƪʱ๑ɣɾ܊ثࢬա୩˻˰̅ഒہഒউપʍٰ֖ҟౙ

��Ɛ���ҘӌƐٰ֖ਅܙޱ����Ɛૹ�ฺ��Ƹߤ�ۇޗন�ิް�Ɛйπ�॰ऩ�Ɛ௪�φഥ�Ɛ

ণ๕ӌƹ

छำ�92&ʍనёˋˬˁ˚˽ʍكਢ

ັ�ซ�Ɛтଟڭة��Ɛౖ�Շ�Ɛঊڀ�՞ః�Ɛনઐ�ล࠻�Ɛื�҃ॲ��Ƹ���Ҙӌƹ
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ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<�����ਨٿয়ʱ˫ƪˋʇɶɾہՑఉ౨ʍݍओٰ֖

��ਨٿয়ʱ˫ƪˋʇɶɾہՑఉ౨ʍݍओٰ֖�
݈૫ƕߟπذ�Ƹזۑࡃ׳ӌƏ࣮൙ۑӌٰ֖ϙƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

%D6L�ూධਸ਼๛୕ધʊۈɰɾٰ֖ҟౙʍࣳڇ�

යЏ�ॎ��Ƹ���લఔӌ�ॐഐػࠃƹ

ǈ۾Сǉ

ற१ہƔౙہ࠷সʍݟH6Q*�ࢻॷɶɾઅٗݴЍਂ२૫ʊʧʂʅח

ӌٰ֖ѠƐ���Ԫॸӌϙۑӌ�ӌϙݫ�੩छ�Ɛୟ�ഥޮ��Ƹ���ັࢬ�Ɛߥπ�ݟ�Ɛۃਲ�۵

ӌۑ�ӌƹ

ǈ۾Сǉ

0J�6LՂ౮ҟౙʇঐҤসˍ̅ˇʗʍୈҟ

ϥߥ�ಯ��Ƹ���ᵶࣩӌӌϙۑӌٰ֖Ѡƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<�����ਨٿয়ʱ˫ƪˋʇɶɾہՑఉ౨ʍݍओٰ֖

��ਨٿয়ʱ˫ƪˋʇɶɾہՑఉ౨ʍݍओٰ֖�
݈૫ƕߟπذ�Ƹזۑࡃ׳ӌƏ࣮൙ۑӌٰ֖ϙƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ୄˉ˼ˇʶ˛ʱ๑ɣɾਸ਼๛ہƔঐҤসԅࣂ˧ʵ˽ˑƪʍҟౙ�

້�Ղޯ��Ƹ���֮ϙƔۑƹ

ǈ۾Сǉ

˾ƪˈƪ˻˰̅ഒہʊʧʪ౨ೆїʍݍৈস

ˋॲњఉʺ˟˽ˀƪٰ֖ʶ̅ӌƏߥӌƐ���ۑӌƏߥ���Ɛйন�ຝ����Ƹ���ۆ�ොࢬ

˘ʵ˘˷ƪ˚ƹ

ǈ۾Сǉ

౨ˉ˼˅̅ˁ˻ˋ˚˾ƪ˚ѓഐʍഐ१

ƹۥՑݦπ�Ղ६��Ƹ���ഐܩ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���6RFLHW\���ʍڇࠄʊۈɰɾݍओ૾ہऊƔہসƔສΟիʍஞۈ

6RFLHW\���ʍڇࠄʊۈɰɾݍओ૾ہऊƔہসƔສΟիʍஞۈ�
݈૫ƕޗ܊�јևƸҘӌƹ�

ਫ਼9,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˱˼ఔƔ˘˻˪˽˖ఔ૾ऊʊɩɰʪہիʍดӘʇࢫୈං

Ђݐ�ઽ��Ƹ���ݫӌՂۑӌƔՂۑӌٰ֖Ѡƹ

ǈ۾Сǉ

ɰ˴ˢʶ˽˧˿̅˚˭ƪ˽ਏիۈ*�ʳʶˢসʊՂʄɮ�%H\RQG˧ہ

ڀ�ມ�Ɛঊਲࢸ�ਸ਼�Ɛ�࠻�Ɛॸਲܺۂ���Ƹ����Ө�.'',ਅٰ֖Əہʴˁˍˋ˟˕˚

́ƪˁ˂˽ƪ˩ƹ

ǈ۾Сǉ

�7ESV�FK૨�ๆສہਏի

ᒱт�ഇਸ਼�Ɛਲ�३ਝ�Ɛ૫ࡁ�ಯ���Ɛ༂�ঀ�Ɛۼۏ�ັࢬ�Ɛޯี�ݰޗ���Ɛච�ี��Ƹ���௪ච

୕ऊ୕Ө߲҇�177ࠔෆʌʂʇٰ֖Ɛ���௪ච୕ऊ୕Ө߲҇�177ࠔঢઐࡘঋ˙ˢʶˋٰ֖
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�ƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���6RFLHW\���ʍڇࠄʊۈɰɾݍओ૾ہऊƔہসƔສΟիʍஞۈ

6RFLHW\���ʍڇࠄʊۈɰɾݍओ૾ہऊƔہসƔສΟիʍஞۈ�
݈૫ƕื�҃ॲƸҘӌƹ�

ਫ਼9,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

2SWLFDO�ILEHU�FRPPXQLFDWLRQV�ZLWK�VSDFH�GLYLVLRQ�PXOWLSOH[LQJ�

*HRUJ�5DGHPDFKHU���5XEHQ�6��/XLV���%HQMDPLQ�-��3XWWQDP���<RVKLQDUL�$ZDML���+LGHDNL

)XUXNDZD��Ƹ���1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQV�7HFKQRORJ\ƹ

ǈ۾Сǉ

ƪˑ૾ऊ˙ہʿ˷˼˘ʵˍ܊ʱʡʀɣɾΟऊສ૾ہ���>

ޯ�ٵॲ�Ɛᒨ�ٞ��Ƹך���নӌ�ສ࣮൙Ѡӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

Њ५૾ہऊʊʧʪສΟʍٰ֖ҟౙ

Ы�Ԅః��Ƹ���࣮൙૾ऊٰ֖Ցۥƹ

൙࣮ہ��+�С�e۾சۇ

࣮൙˧ʻ˚˝ˁˋ��
݈૫ƕݍ�ี҆ƸѤޗӌƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

كࣂԅحɶɾಝসࠄঋ҉ࣣʊࡘہ̅˅˼ˉ

�ฐ�՞ޯ�Ɛ�*DU\�6LQFODLU�Ɛ�'DPLHQ�%RQQHDX�Ɛ�0DUN�7KRPSVRQ�Ɛ�-RQDWKDQ�0DWWKHZVࢬ

Ɛ�-RKQ�5DULW\��Ƹ܉���নӌƏ১ਚۑӌƒѠӌիऒՑۥɴɬɫɰƐ���Љܙ˨˼ˋ˚˽

ӌƹ

ǈ۾Сǉ

ສ˛˕˚ഒޚ˟˕˚́ƪˁɫߪɸಝসہحӌжஊʊՂʄɮߢԨ�Ԩ࣮ہ൙

�૰ซ�Ɛݪπ�φ�Ɛਲ�Ԅ�Ɛђਲ�ล�Ɛॸਲ�ຒې�Ɛ�૿ࢬ�Ɛࢬ৪�ี҆�Ɛ���Ƹ��

ӌƹݫӌƐ���ࡃ׳

ສ˛˕˚ഒޚ˟˕˚́ƪˁɫߪɸߢԨ�ԨہقອʊՂʄɮՑҗӌࡌʍࣘࠄ

����Ƹ�৪�ี҆�Ɛࢬ�Ɛ�૿ࢬ�Ɛېφ�Ɛਲ�Ԅ�Ɛ�૰ซ�Ɛђਲ�ล�Ɛॸਲ�ຒ�πݪ

ƹۑϙݫ���ϙ࣮Ɛݫ���ϙˉˋ࣮Ɛ׳

ǈഞౙࣜж്Сǉ

౨˾ƪˈƪʍʽʼˋ˴ƪ˛ֳʍॣڰʱ๑ɣɾہίٔଜ

Զٵ�ດڭ�Ɛۏ��Ɛॗฐ�Зຒ�Ɛ२य़�ॹ�Ɛௐޯ���Ƹךݱ���ӌ�ۑӌٰ֖ѠƐ���

֮ӌ�࣮൙ٰ֖ػۑѠƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ʶˊ̅˂˰ˉ̅ʍՑఉҼہѓʊʧʪԨࡥഒӘਵߢ

ђਲ�ล�Ɛևൃ�ٞφ�Ɛޗђ�๎ޯ�Ɛࢬ৪�ี҆�Ɛ້۔ࡈ��Ɛ���Ƹݫ���ϙ࣮Ɛ���

ϙ࣮ƹ
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൙࣮ہ��+�С�e۾சۇ

ʶ˳ƪˊ̅˂
݈૫ƕࣣࡀ�Ƹ܊ઢۑѠӌƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

અφہઅφѾয়ʶ˳ƪˊ̅˂�

πࣣࡄ�φ�Ɛషە�ڀՊ�Ɛൣۼ�૰ऩ��Ƹ���௪චӌສѠӌٰ֖Ɛ���௪චӌӌϙۑӌ

ٰ֖Ѡສۑӌদ۞ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˻̅˒˲ऒഅഷ૦ث˾̅ˌ˾ˋ˧ʻ˚˂˻˧ʵʊɩɰʪਔഒೣԪॐʍˉ˧˚ഷ१ʊ

ՂʄɮӇ९ۼ໑ʍݴ२ൣ

ӌƹۑ˲˘ˋˉӌޗӌٰ֖ѠƐ���Ѥۑ˲˘ˋˉӌޗய��Ƹ���Ѥۏ�Շ�Ɛฐਲ�ڗ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

Ώˍ̅ˉ̅˂ʊՂʄɣɾ˴ƪˉ˹̅˾ˋʼ˩˘ʵʽ˽ˋʿ˵˝̅˂˭˿˂˻˧ʵʍਢ

ଜॐକڄ

ॕචہࢫ��Ɛബ�२�Ɛݍ�ี҆�Ɛฐਲۏ�ய��Ƹ���Ѥޗӌӌϙˉˋ˘˲ۑӌٰ֖ѠƐ��

Ѥޗӌˉˋ˘˲ۑӌƹ

ˋˬˁ˚˽೬ѓʊʧʪخݟי˧ʳʶˢʶ˳ƪˊ̅˂ʍಙࠎҚघ୩

'HSWK�RI�)LHOG�RI�8OWUD�WKLQ�)LEHU�,PDJLQJ�E\�6SHFWUDO�(QFRGLQJ

ঊন�छਸ਼�Ɛ�ฤ҆�Ɛസכ�ॎޯ��Ƹ���ೡޗӌƹ

ఔ૫њഷˋˬ˕ˁ˽ࣆʱ๑ɣɾઅφ˧ʳʶˢʶ˳ƪˊ̅˂ˉˋ˘˲ʍਢଜॴ୩Ҕ

নࣣ�วฤ�Ɛ�ฤ҆��Ɛസכ�ॎޯ��Ƹ���ೡޗӌƹ

�,�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ

ο๑˙ˢʶˋƔˉˋ˘˲�
݈૫ƕਲ�ाॲƸݫӌƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

ಝসޚ̅˰˻حۭ१ௐߏʇघৰӌࡌʊʧʪजؼʶ˳ƪˊ̅˂પʍҟౙ�

ࢮ�՝�Ɛओтې�ಯ�Ɛޔ੦��Ɛׄච�ࠫ��Ƹ���ඐҘனӌ�ӌϙ࣮൙Ѡӌϙ�࣮൙Ѡӌদ۞Ɛ��

ݫӌ�˙ƪˑ˥˼˘ʵ˧˿̅˘ʵʴՑۥƐ���ݫӌ�ӌϙۑӌٰ֖ѠƐ���ඐҘனӌ�ӌϙ

࣮൙Ѡӌٰ֖ϙ�ॲऩԨ࣮൙Ѡӌฉƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

෮˩˻ˌ˴ִ̅෦ˍ̅ˇƪʍˢʶʼˍ̅ˉ̅˂ж๑ثӅ݀ࠏਤ௬܊

Ԫ�ᑹਸ਼�Ɛॡᒨࡈ�՚�Ɛ૫�Ёߥ�Ɛљܺߥ�ഥ���Ɛন�ࣤ���ƐΜπ�ޯ����Ƹ���ய୷ӌϙ১२

ѠӌƐ���ய୷ӌϙঢઐիƐ���ய୷�S/('Ɛ���๎ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ௐߏђ˾ƪˈƪ˰ʶˁ˿ˇƪˊʹ˼ƪʊۈɰɾ˧ʳʶˢƪˢ̅˛˽݀ˉˋ˘˲ʍೆї

ƹۑݫ����ƐΚ�൲ટ��Ƹې�สଢ଼�Ɛॸਲ�ຒۍޔ

ǈ۾Сǉ

ਫ਼ȥʍॲਃʍہʱ๑ɶɾॲʶ˳ƪˊ̅˂

ӌӌϙݫ�ણ�Ɛஂন������ƐயЂ�छୠ�Ɛఛ࣪�ћऊ�����Ɛॸᒨ�ಯ��Ƹ���ޗ�छप�ƐИޗ

ۑцӌ�ӌϙڏӌদ۞Ɛ���ۑӌٰ֖Ѡ�୕ۑцӌӌϙڏদ۞Ɛ���ػӌٰ֖Ѡ�ഐӌۑ

ӌٰ֖Ѡ�ॲഒۑӌদ۞Ɛ���ڏцӌෆ҇ࠔ১ਚՑۥƐ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥƹ
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�,�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ

�ਢكʶ˳ƪˊ̅˂Ɣہ
݈૫ƕԶЂ�ෲ࠻�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ुʍ˻˰̅ʶ˳ƪˊ̅˂ʊʧʪݟ൪ௐಣࢬԖֻʍњߏѓ�

ӕච�छޮ����Ƹ���ඐϙถƐ���-67�ɴɬɫɰƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ඇຆଜສೆїʍՂ٫ஒߍඇԠೆїʍɾʠʍߍՎʶ˳ƪˊ̅˂ʊʧʪёہ

ௐ�ำ�Ɛ�ٞ�Ɛׯ�ٞڱ�Ɛޗন�ॹ�Ɛૹ�Փ��Ƹ���֮ϙοƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˻˰̅ഒہʊʧʪ˰ʸˋ෪Ўݟ൪ʍ˧ʹˠˑʶ˩҈উ

ഞ߾�яऩ�Ɛޗච����Ɛ�ᖶ՜�Ɛࢬমط�φ���Ɛസכ�ॎޯ�Ɛ�ฤ҆����Ƹ���ೡޗۑӌ

Ɛ���ೡޗԓٰƐ���ೡޗෆೊˍ̅ˑƪƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

˾ƪˈƪ˻˰̅ഒہʱ๑ɣɾബʍಝగҋअළഒউ

ӌٰ֖ۑ��Ƹ���ۘৈӌӌϙƏٷࡄ��ᑹഥ�Ɛৈਵ�ऩ�Ɛज�ऊφ�Ɛࣣਲ�൱�ƐѬݞ

ѠƐ���ۘৈӌƏఌӌॲѠӌƐ���ણൣஶງۼ३ऩƏॾकזޞٳիˍ̅ˑƪఌັਅٰ֖

ƹ

(U�<$*˾ƪˈƪہਏ๑�1L�7Lԛʱ๑ɣɾௐ̬���خ�P˧ʳʶˢʍਏற१

Զπܖ�ৌ�Ɛ܊և�ีః�Ɛࣩہ�ऊ��Ƹ���ডੜ܊உদฉӌۣƐ���ඐזۑӌƹ

�,�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ

ॲഐټಣƔॲഒہ�
݈૫ƕ�ઢڔƸזޞիਅٰ֖ƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ࣾഐৠँԨʱɸʪ܊ਤˉ˂˜˽ʍњߏѓ�

൱�९ް������Ƹךݱ���ϙۑƐ���6XQ5L6(��6XQWRU\Ɛ���8QLYHUVLW\�RI�:LVFRQVLQ�0DGLVRQƹ

ʍҟౙ˲˘ˋˉہছԛʱடଜɸʪɾʠʍ˻˰̅ഒؼʊज

��Ɛۑӌޗ�ॎޯ�Ɛ�ฤ҆����Ƹ���ೡכ�Ɛസޯ҃�ڞ�Ɛ܌�ন�ฺ�ƐЊࢬච�สՇ�Ɛࢼ

ഒӌοӌƹ

ഷح१ٴԪছࣇʊɩɰʪഷ१ܤʍ˻˰̅ഒہʊʧʪೊӌ҈উ

т�ຓ�Ɛ॰ࢼ�ส�Ɛޔϲ�ี९�Ɛസכ�ॎޯ�Ɛ�ฤ҆��Ƹ���ೡޗӌӌϙۑӌ׃σƐ��

ӌοӌਦೊϙ४حҤѠƐ���ೡޗӌۑӌƹ

ǈ۾Сǉ

ॲഒʍధۈʱњߏѓɸʪہق˩˿ƪ˨ʍҟౙʇж๑

ƹੌحՑఉؼƹ�जߙ�ϙƸοߙ��Ƹ���֮οฺ�ߟ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ശكہਢॣڰʍओୈҟ

ശكہਢॣڰʍओୈҟ�
݈૫ƕ۔�ƸϟӌƹƐࠈࡈ�ഥƸϟӌƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�
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ʶ̅˚˿˒ˁ˚˼ƪ˚ƪˁ

۔���Ƹ���ϟӌƹ

ǈ۾Сǉ

௪චʍശكہਢʇɲʫɪʨƖˎƪ˰̅˾ƪˈʇഉ،ঘكਢʍ১फ़՝

ఫ�ຯۘ��Ƹ���֮ఌۑӌƹ

ǈ۾Сǉ

ःয়ݦຟɪʨʍಝڏЗശہౙہ

ƹۑՖׯ���π�Հϗ��Ƹܩ

ǈ۾Сǉ

˂̅ˊ൪ʊลɶɣ૨҈ਔʶ˳ƪݟʱ๑ɣɾࣆہʇശࠃˑ̅ˣˁہق˂̅˓˕ʶˋہ

੪�ୄφ�ƐฐԨ�ມഥ�Ɛॕϲ�φய�Ɛ༅ಢ�ຒ�ƐЂπ�ٞߥ��Ƹ���ݫӌזޞѠӌٰ֖ƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ശكہਢॣڰʍओୈҟ

ശكہਢॣڰʍओୈҟ�
݈૫ƕࠥ�ޗຒƸךݱοѠӌƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˜ˠˍ˽˿ƪˋʍശكہਢʇॣڰիɫ੩ɮњఉ१

ࣣߥ۔���Ƹ���ݫӌƏזޞѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

5HDO�WLPH�0XHOOHU�PDWUL[�VSHFWURSRODULPHWHU��FDOLEUDWLRQ�DQG�GHPRQVWUDWLRQ

1DWKDQ�+DJHQ��Ƹ���8WVXQRPL\D�8QLYHUVLW\�&HQWHU�IRU�2SWLFDO�5HVHDUFK�	(GXFDWLRQ��&25(�ƹ

ǈ۾Сǉ

૰সശہ୩ʆઉʪࢬ༃५ʍৰࣳੌ

�ϟ઼Ѡۥٰ֖ҟౙՑۺେഞੜƐ���ϟ઼ޗ�९۠��Ƹ���֮ӌ�тܝ�҆�Ɛ૫ন�૰�Ɛঊܝ

ӌٰ֖Ɛ���'HSDUWPHQW�RI�3K\VLFV�DQG�$VWURQRP\��6HRXO�1DWLRQDO�8QLYHUVLW\�ƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ʽƪˮ̅˝˷ƪ˚˻˽ʊٯۿɸʪ˾ƪˈƪի

ʽƪˮ̅˝˷ƪ˚˻˽ʊٯۿɸʪ˾ƪˈƪի
݈૫ƕॕϲ�Ƹޔಱ୕ՑӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ކ�

ևԨ�ॲ��Ƹܙ���ງٰ֖ҟౙऩ�ఌזƔअזޞիਅٰ֖Ցۥƹ

ǈ۾Сǉ

ˣ́ƪ˾ƪˈƪʊʧʪ˂˼ƪ̅ʶˠ˫ƪˉ˹̅ʗʍٯۿ

ྈך�ນิ��Ƹ���ݫӌӌϙۑӌٰ֖Ѡ୕Ք୕࣮൙ۑӌদ۞ƹ

ǈ۾Сǉ

ਸ਼๛ہໃ՟˾ƪˈƪʇɼʍʺ˟˽ˀƪж๑

૫ন�ટ�Ɛٿᆣ�วನ����Ƹזޞہ���১२ӌϙӌƏہљۑƔ˩˿ˍˋഒฐƐ���ڏц

ӌƹ

ǈ۾Сǉ

ۑљˀƪʍɾʠʍॾः౨˾ƪˈƪখ˽˟ʺ

૿ච�҃ี��Ƹ���ݫӌƏখѠӌٰ֖Ə˾ƪˈ˩˿ˍˋӌഒฐƹ
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ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ʽƪˮ̅˝˷ƪ˚˻˽ʊٯۿɸʪ˾ƪˈƪի

ʽƪˮ̅˝˷ƪ˚˻˽ʊٯۿɸʪ˾ƪˈƪի
݈૫ƕॕϲ�Ƹޔಱ୕ՑӨ߲҇ࠔƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�স֛୕ʊʧʪʽƪˮ̅˝˷ƪ˚˻˽ʗʍՎہ

ච�દః��Ƹ���֮זۑӌ�Ѡӌի১२ٰ֖ϙ�ෆזޞիٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

זʱ๑ɶɾˋ˰ƪ˚ఌہ

�દః�Ɛࢬন�՞ਜ਼�Ɛݞ�யऩ�Ɛޗࢼ�ઢ࠻�Ɛᘠ�๎ਸ਼�Ɛࢬঔ�९ऩ�Ɛݪђ�֬ટ��Ƹ��

ѓӌٰ֖Əہສۑӌٰ֖ˍ̅ˑƪƏہສڰॣիҟౙ˓ƪ˲ƹ

ǈ۾Сǉ

૨ʺ˟˽ˀƪʱڇࠄɸʪ˾ƪˈƪࣆƔ˙ʵˋ˩˾ʶ

ƹӌƏ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ݫච�և��Ƹ���ޗ

˯ˋˑƪ۾С�e�%��˾ƪˈƪપ

%��˾ƪˈƪપ�
˯ˋˑƪ%

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

<E�<$*˿˕˛ʊʧʪؗ܊ʩ഼ɶ܊ഥןອ˾ƪˈƪʍҟౙ�

�ޯ��Ƹ���ϟӌƹۇ�ລ�Ɛޗ�ƐϾېຂ�Ɛπࣣ�औ�নࢬ�ຝิ�Ɛװ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

ʍౙॲہςەॲਕഅՁʍҟౙɩʧʒ�ఔ૫ໃ՟ʊʧʪ૨ʩ഼ɶూ˙ʵˋˁؗ܊

�ޯ��Ƹ���ϟӌƹۇ�Ɛݯ�ನޮࢯ�ລ�Ɛޗ�ƐϾې�ຝิ�Ɛπࣣ�औװຂ�Ɛ�নࢬ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

˰˽˓˴ƪ˛ѓɶɾ�6L1ఔʊʧʪಝসہحӌۄѢʍਕֽ

ոہ�՞���Ɛঊᒨ��Ɛ܊�ᘈ�Ɛ�ӌ�Ɛոন�ล܌���Ɛ୪ᒨ��Ɛਂڀ�ඥ�Ɛॸন�९�Ɛ˅̅

˂ʳ̅ʸʹʶ�Ɛޗචؽࡁ��Ɛޗ�ۨߥ�Ɛܖ�ؖࢬฑ��Ƹ���177ഐ१ٰƐ���֮୕ՑӌƐޞ���ਅ

ٰƐ���177ঢ˙ٰƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

ɰʅۈຆѓʊۄ܊ໃ՟˾ƪˈƪʍہʿ˵˥˘ʵʊʧʪਸ਼๛ث&3&

ѠۑЂ�Ёφ�Ɛ˔̅ˑ̅˧̅�Ɛܺ�ฺ��Ƹ���֮ࢼऩ�Ɛևൃ�ว҃�Ɛ��ƐГણې�ਔࡁ

ӌ�ӌϙƐ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥƐ��ݫӌখѠӌٰ֖ƹ

˒˨˽ˣ˽ˋ�&2�˾ƪˈƪʊʧʪ˾ƪˈƪˣ˽ˋఔحʍ२

ୟཡ�ᝉഥ�Ɛϟฐ�ۼ��Ƹޗ���ӌƹ

˯ˋˑƪ۾С�e�&�ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊�

&��ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊�
˯ˋˑƪ&

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

˾ƪˈƪॲ२�6Q˩˻ˌ˰יઐߋҤڅہɪʨౙॲɸʪ܊ਤʶʼ̅ʍїॐഒʺ˟˽ˀƪˋ

ˬˁ˚˽

ޗ�ฦ୯�Ɛओࣀ�ୠ�Ɛևബ�छ࠻�Ɛনݰ�ਸ਼ූ�Ɛۇ�ޯ��Ƹܙ���ງӌऩϟӌƹ

˧˻˕ˉ˷୕ʊʧʪ୕ߩఔʍࡀఔॐࣣࢸʊԪɸʪॐડ҈উ

ոة�ฤ�Ɛࢬন�੩ซ�Ɛ�ա�Ɛ૿�ॎہ�Ɛஂࣣ�ୠ��Ƹ���ϟӌӌϙƹ
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�ࠏఔൢߩ୕˖˽˪˻˘ƪˈƪॲ२ʾˋ˩˻ˌ˰ɪʨʍ˾ثॿ୕࣪Ϗљࡤ

�Ɛஂࣣ�ୠ��Ƹ���ϟӌӌϙƐ���ϟہ�Ɛ૿�ॎࡈ��τ�ƐΥັࢬ�໕�Ɛڀऩ�Ɛࢲ�

ӌƹ

କອ˾ƪˈƪપʊʧʪ˾ƪˈƪۺ࣪୕љਤٽࠄ

�Ɛஂࣣ�ୠہΥ�Ɛॸ�՚�Ɛ૿�ॎ຺�ׄ܊�՞�Ɛոт�Ҙќё�Ɛ౽�۱φ�Ɛޮؠ�ຒՇ�Ɛگ
��Ƹ���ϟӌӌϙƐ���ϟӌƹ

˯ˋˑƪ۾С�e�'��˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

'��˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂�
˯ˋˑƪ'

˾ƪˈƪѓӌࣶહʊʧʪװਦʍಣݟʉۥٿߣޔਚʍঋƔ२૫

ᾉ�ฤ�Ɛࢼಢ�࠻��Ƹࠉ���ϲזۑӌӌϙƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

ॾः౨˾ƪˈƪʱݢɶɾ�6/0પʱ๑ɣɾ܊ຆʉபʍঋৰਚحʍҟౙ

᠒�२�Ɛب�ോ�Ɛܺ�ฺ�Ɛ�ӌ�Ɛ૿ච�҃ี��Ƹ���זޞݫӌƐ���ݫӌখѠ

ӌٰ֖ƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

6/7ʊʧʪ˾ƪˈƪљ௺ߢʍя୩ۅధʍح२

Гણ�ऩ�Ɛևൃ�ว҃�Ɛگ�ٞ�Ɛ܉ন�൱��Ƹ���֮ۑѠӌӌϙƐ��ϟ઼ٰ֖ۺҟౙՑۥ

ϟ઼Ѡӌٰ֖Ɛ��֮ۑѠӌ�സบٰ֖ƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

ʸʶ˽ˋӜѓʍɾʠʍॾः౨˾ƪˈƪ˰˽˓˥ƪ˲߲�/0'ʱ๑ɣɾபװಓධ

ʍح२

कච�ฺՀ�Ɛࢬฐ�ې�Ɛ܊ᒨ�สఛ�Ɛب�ോ�Ɛܺ�ฺ�Ɛ�ӌ�Ɛ૿ච�҃ี��Ƹ���ޞݫ

ƹѠӌٰ֖ӌখݫӌٰ֖ѠƐ���ۑӌӌϙݫӌƐ���ۑӌז

˯ˋˑƪ۾С�e�(��˾ƪˈƪكਢ

(��˾ƪˈƪكਢ�
˯ˋˑƪ(

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

˙ʵˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵʇʶ˰˽ˊ˹̅ʊʧʪධۭѓʍ،ঘຆഷѓʍكਢ�

0HDVXUHPHQW�RI�YDULDWLRQ�LQ�UHIUDFWLYH�LQGH[�GXULQJ�FXULQJ�SURFHVV�RI�ILOPV�E\�GLJLWDO

KRORJUDSK\�DQG�LPPHUVLRQ�PHWKRG�

ر��Ɛฒڀ�ऑซ�Ɛװकہ�ਸ਼�Ɛй�९۔��Ƹܙ���ງӌऩ୷ܲӌƐ���Ө߲҇ࠔ๎ॴ

Ցॷݴƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

'+ԅࣂʊʧʪഷΦكਢʱ๑ɣɾ�89ࣆہʊʧʪখહݦʍഷΦஞۈʍ҈উ

$QDO\VLV�RI�GLVSODFHPHQW�WUHQGV�RI�JOXHG�RSWLFV�E\�89�LOOXPLQDWLRQ�XVLQJ�'+

LQWHUIHURPHWU\�

ϊҴ�ᝉ�Ɛݎܖ��ƐԶ�ݰ�Ɛй�९۔��Ƹ���୷ܲӌƐښ���ඐזۑӨ߲҇ࠔƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

�����ʳʶˢʱ๑ɣɾ،ঘຆˍ̅ˇʍଥΠ˧ہʴ˅˿˘˪ث

້�ٞਸ਼�Ɛॸޗ�ன�Ɛୟ഻�φۘ�Ɛؒࢹ�ߟφ��Ƹ���১їӌƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

ਤਢଜʊԪɸʪٰ֖܊ਢଜˍ̅ˇʍߢਤ୩ட֧ثٗڔ߭

ܺ�ա�Ɛᴓۇ�สऩ�Ɛ�՚ॲ�Ɛڨ୷ޯص��Ɛޗ�ᤲ��Ƹ���ઢזۑӌƹ
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�ʊԪɸʪٰ֖ʍ٫ۈʍˤˋ˘˼ˉˋ१ʱ๑ɶɾഷΦൣऊٗڔ߭

Զච�ຝฑ�Ɛु�ോ�Ɛ�՚ॲ�Ɛޗ�ᤲ��Ƹ���ઢזۑӌƹ

ɣܦʞˣ˽ˋഷ૦ʱ๑ɶɾઐ୕Ώٗڔ߭ث˾ƪˈƪ֧ˍ̅ˇʍ˙ˊˑ˽ऊ



ᴓۇ�สऩ�Ɛܺ�ա�Ɛڨ୷ޯص��Ɛ�՚ॲ�Ɛޗ�ᤲ��Ƹ���ઢזۑӌƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

˻˰̅ഒڅہہ๑ॾः౨˾ƪˈƪҤִऒՁʍՂற१ʊԪɸʪٰ֖

�෦ঝ�Ɛন�ิް�Ɛйπ�॰ऩ�Ɛ௪�φഥ�Ɛૹ�ฺ�Ɛߤ�ۇޗ�Ɛ�ᝇ��Ƹ���ҘӌƐ��

Ɛ���ণ๕ӌƹٰ֖ਅܙޱ

˯ˋˑƪ۾С�e�)�ˋຟƔ˙ˢʶݦՑఉہ�

)��ˋຟƔ˙ˢʶݦՑఉہ�
˯ˋˑƪ)

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

˧ʻ˚˯˼˰ƪʍܿڼߢࡥҼޚʊ౦ɥഒధۈҼ߲ํޚʍ૦݀

ԯر�ޗ�Ɛۦචฺټ���Ƹ���ய୷ӌƹ

˯ˋˑƪ۾С�e�*�সہऊƔ૾ہ�

*��সہऊƔ૾ہ�
˯ˋˑƪ*

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

௺ඈؤॐʍεʉʪݦຟʱ๑ɶɾ˪˘˿˅ʴہ˧ʳʶˢༀʞ˄ƪˊ߲я୩ˍ̅ˇʍҟౙ�

˲˘ˋˉ�Ɛୟ഻�φۘ��Ƹ���১їӌƐ���ƸӨƹ˅ʴ�னޗ�Ɛॸ�ݰޗ�Ɛۏ��ร�Ɛฟׄڀॗ

ˊ˵ˣ̅ƹ

˯ˋˑƪ۾С�e�+�൙࣮ہ�

+��൙࣮ہ�
˯ˋˑƪ+

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

˙ʵˊˑ˽�OLJKW�LQ�IOLJKW˭˿˂˻˧ʵƪʱ๑ɣɾיએߢԨܿʱอɸʪ�ʃʍہˣ˽ˋ

ʍஞѾਔ՝Ɣԣޅիʍࣘࠄ�

πࣣ�દۍ���Ɛॸಢޔٶ��Ɛևൃ�ۘ�ƐΚḋ�Μۨ��Ƹ���֮ىۑহηӌƐ���௪චӌऒ

҇Ɛ����Ө�ևൃ˭˿˂˻˲ۑƹ

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ

ίऺʉΦਂܿڷʍࣴࡥʊʧʪ˭˿˂˻˧ʵ˕ˁ�'সѾਔʍѾࠃҔ

ૹ�ฐൈซ�Ɛॸḋ�ॎ�Ɛ܉�ซ��Ƹ���֮ງӌƹ

φٗߣਔ෮ʊ֕෮˱˻ƪʱߡʃٗਔہӌػʍ�07)ற१

᰷�ա࠻�ƐೡЂࡄ�φ�Ɛܺߚ�τฑ�Ɛౖॕۂ�Ղ�Ɛஙޯ�ޗ�Ɛޗච�ี��Ƹ���ϟӌƹ

˯ˋˑƪ۾С�e�,��˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ

,��˾ƪˈƪοӌƔॲഐӌ�
˯ˋˑƪ,

ǈลࡈ˯ˋˑƪౙࣜж്Сǉ�

�ʊʧʪॲৠँഒউہഒۈശ௺ہ

ǋਢଜॴ୩ࣣۈʍ٫ஒǋ�
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Υ�ୠ�Ɛࢼϲ�ิޮ�Ɛฐݒ��Ɛࣣޔ�ʍʈɪ��Ƹ���ඐӌƹ

�����ٚ��௪�װ�

�$�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪഐƔѓӌ

૨܊ਤࣛڇƔֽ࣪ہѠӌ�
݈૫ƕ౮৪�ຒƸܙງٰ֖ҟౙऩສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥƹ�

ਫ਼,҇մ߾

ˡƪ˛�;সຬςʊɩɰʪഒೣଜॐث˾ƪˈƪʍஞڀݴ˴˙˽

ബ�प՚�Ɛனܲ�಼�Ɛᑏ�΄�Ɛٮം�ฺφ�Ɛฒׄ�ඖ��Ƹ���୕Ք૾ऊӌƐ���ٰƐ��

-$65,ƹ

ສʊʇೀʊΧਮɶɾਂ୕ࣳح൹ʍ೩ഽׯ˧Ϸஞສഒೣʍʽ˕˚ʼ୕ہޚ

Ԫɸʪٽࠄٰ֖

ुฐ�દซ�Ɛ์�ᑒ�Ɛؖڀ�՞ః�Ɛঊπ�և�Ɛװπ�աऩ�Ɛ�7ROVWLNKLQ�2OHJ�Ɛकђ�֬�Ɛ౮ߥ�

��Ƹ���ഐ१ٰƐ���˴ˋˁ́ഐۑѠƐ���୕૾ƹ

ਢكࣂɩʧʒ˻˲ˎƪԅࣂӌԅہ૦ఔʱ๑ɣɾʴ˚ೋ܊ߣ܊

Ɛ���ϙƐ���ສہನ��Ƹ���ٰܖ��Ɛຮন�ௐޗφ�Ɛټ��ซ���Ɛௗন�ۗ�Ɛঊনڀࢼ

ϙۑƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ʍ҉ఔਡॲ२୩˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪˣ˽ˋʊʧʪ�+�2ಝ˅˰ഒֽ܊

նધ�ฦ�Ɛघඝ�ऊφ���Ɛ૫নࡁ�ວ����Ƹ���ϙਅഞƐ���ঢदՑۥƹ

ǈ۾Сǉ

˭˽˲ʴ˽˘☫ˤ˚☫ഒʊɩɰʪ˿ƪ˱̅ˁ☫ѷପʍߢԨഒ҈ˁƪ˿̅ెౙʶ˳ƪˉ☫

̅ˁ☫كਢ

Ы�วो����Ƹ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥ�ԪॸہѠӌٰ֖Ɛ���&HQWUH���QHUJLH�0DW¶�ULDX[�7¶

O¶�FRPPXQLFDWLRQV��,156ƹ

�$�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪഐƔѓӌ

˾ƪˈƪึ՟ѓӌƔ૨܊ਤࣛڇ
݈૫ƕౖ˕ׄ�ઢ۔Ƹݫງӌƹ�

ਫ਼,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ਵہࡥໃ՟իʍҟౙʇ܊Φໃ՟ࣳੌʊɩɰʪѓӌ౩жʗʍж๑�

ӌٰ֖Ѡƹۑӌ�ӌϙՂݫ��Ƹ���ہ�ٚڨ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ಝִ෦Ȥःֽ܊୩એˣ˽ˋہʱ๑ɣɾ�12ʍ҉˒ʶ˜˱ˁˋʍˣ˽ˋഅΧਮ१ʊԪɸʪ

ॐડˉ˱˷˾ƪˉ˹̅

ਲ�ٞ�Ɛघඝ�ऊφ���Ɛ૫নࡁ�ວ����Ƹ���ϙਅഞƐ���ঢदՑۥƹ

ǈ۾Сǉ

��IVˣ˽ˋہʊʧʪ˅ˤƪ˾̅˚౩жʍึ՟ʇњߏѓ

Զ৪�ɣɹʞ��Ƹ���जনӌۑ�ӌ�ѓӌ߾׃ƹ

˯̅˩Ɣ˩˿ƪ˨ന໑Φਂˉ˧˚˙ʵˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵʱ๑ɣɾװ˜ˠຑʍ

˾ƪˈƪໃ՟Վѷପʍԣਢ

ઢ�јฤ�Ɛ৹ݰ�൫��Ƹ���ϟӌʼ˩˘ʵˁˋ׃σٰ֖ˍ̅ˑƪƹ
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�$�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪഐƔѓӌ

˾ƪˈƪഒہƔಝসہحӌ
݈૫ƕ๎�ັࢬφƸງԭӌƹ�

ਫ਼,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ਢكہԈ୩˻˰̅ഒ܊ƪ˙ʵ̅˂ʊʧʪ૨˅̅ʺہق

ഥہ�ࢼਸ਼��Ƹ���֮ӌӌϙƏӌٰ֖ػѠƏˋˬˁ˚˽ѓӌٰ֖ˍ̅ˑƪƹ

౨ສػࡘ˚˕˛ɪʨॲɷʪ૨ہقʍശہ୩ˉ̅˂˽ˉ˹˕˚ਢଜ

୷ิټ��Ɛণ๕�ມਸ਼�Ɛ�ิ࠻�Ɛঊ�ڀ�Ɛঊন�๛��Ƹ���֮ѠӌƐޗ���ӌƹ

ǈ۾Сǉ

ഐࠃ෮હुʍुয়ధપƔధۈற१ʊృʪࡀఔౙॲ�6)*�ऒஞഒٰ֖ہ

ॕච�࠻��������Ƹ���ഒٰƐ���ਅٰƐ���-67ɴɬɫɰƐ���ٰඥƹ

ݴʍʼ̅˙˰̅˛ʉ৸ࣛڇӌہحɸʪɲʇʊʧʪಝসڰʊॣݥΦਂʱ߭ہ

ܺ�۟�Ɛᵺ�ণࢲ���Ɛ�ЊЂ�Ɛ້����Ɛطন�ᗎ۔����Ƹ���୕૾Ə࣮൙ۑƐ���୕૾

ສѠӌƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

�ອ˾ƪˈƪȣ܊
݈૫ƕ�ࣣޔƸׯՖӌƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

�ອ�/'ໃ՟କяໂց�<E[+��§-���<$*ˍ˻˱ˁˋ˾ƪˈƪʍҟౙ�

ฐ�ฤछ�Ɛਲࢼ�ཁա�ƐԪܲ�ਰޯ�Ɛ৪ࢫ�ա�Ɛक�ϟບ�Ɛയ�สՇ�Ɛπۇ�੬ଢ଼�Ɛؖ�ຒޯ
�Ɛךપ�՚�Ɛௐ�ۗ࠻�Ɛন�φՇ�Ɛљ�ձਝ�Ɛ�ϟद�Ɛؖ��Ɛন�۔�Ɛߢ�ෲ࠻
�Ɛѥ���Ƹ���ೕࢼ˭˚˝ˁˋӨ߲҇ࠔƏгٰ֖Ɛ���ݫӌ�˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

�ອ�/'ໃ՟କяໂց�<E-���<$*ˍ˻˱ˁˋ˾ƪˈƪʊɩɰʪఔ૫ഷԋիʍҟౙ

ਲࢼ�ཁա�Ɛฐ�ฤछ�ƐԪܲ�ਰޯ�Ɛ৪ࢫ�ա�Ɛक�ϟບ�Ɛπۇ�੬ଢ଼�Ɛؖ�ຒޯ�Ɛךપ�՚
�Ɛௐ�ۗ࠻�Ɛন�φՇ�Ɛљ�ձਝ�Ɛ�ϟद�Ɛؖ��Ɛন�۔�Ɛߢ�ෲ࠻�Ɛѥ�
��Ƹ���ೕࢼ˭˚˝ˁˋӨ߲҇ࠔƐ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

˂̅˼ʊʧʪʿ˿ˊ˷ƪ˽ʗʍˋ˃ƪࣘࠄˈອ�/'ໃ՟�<Eˍ˻˱ˁˋ˾ƪ-���

Ԫܲ�ਰޯ�Ɛؖ�ຒޯ�Ɛฐ�ฤछ�Ɛਲࢼ�ཁա�Ɛ৪ࢫ�ա�Ɛक�ϟບ�Ɛയ�สՇ�Ɛπۇ�੬ଢ଼
�Ɛୟ�ά�Ɛոਲ�ມ�Ɛௐ�ۗ࠻�Ɛন�φՇ�Ɛ�ϟद�Ɛךપ�՚�Ɛљ�ձਝ�Ɛؖ��

Ɛন�۔�Ɛߢ�ෲ࠻�Ɛѥ��Ɛྈך�ນิ��Ƹ���ೕࢼ˭˚˝ˁˋӨ߲҇ࠔ�гٰ֖זޞ�

ҟౙٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���ݫӌƏ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

ɰɾʼː̅ʾˋʼ˩˘ʵˁˋʍदୈۈ୩˾ƪˈƪж๑ʗֽ܊

னܲ�಼�Ɛബ�प՚��Ƹ���୕Ք૾ऊӌƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

�ອ˾ƪˈƪȤ܊
݈૫ƕ�ࣣޔƸׯՖӌƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ƪˈƪʍҟౙ˾˩˕˓&('�ݴяஞ߾ˀƪ୩˽˟ʺ܊
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>%�����S�,,@
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�������>%�����S�,,���@

>%�����S�,,@

�������>%�����S�,,���@

�������>%�����S�,,���@

+LJK�(QHUJ\�'HQVLW\�')&�&KLS�/DVHU�XQGHU�5RRP�7HPSHUDWXUH�

ഥஉ�੩౹��Ƹ���ѓӌٰ֖ہࠏൢ�Ѡӌਅٰ֖ˍ̅ˑƪ���ഒѠӌٰ֖ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

࣭яখʱ๑ɣɾ�*D$V�˩˾ƪ˚ਵॐණঋৰլߛΦਂ४ঐҤఔ૫ഷԋ˙ˢʶˋʍ܊ࠃ

ѓ

ѥ�૰ਸ਼��Ƹ���гӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

࣭яখʱ๑ɣɾ�<E�<$*ഉۥਚ˰ʶˁ˿˓˕˩˾ƪˈʍҟౙ

�ωऩ��Ƹ���гӌƹັࢬ

ुໂ�6L&ˍ˻˱˕ˁˋ܊௺ੇ१ہӌয়ʍҟౙ

ݪ�ۘ�Ɛׯ�ۗਸ਼�Ɛޗכ�ہ��Ƹ���ສٰԪॸٰƹ

ˑ̅˂ˋ˘̅ޤЮமపࠃʱ๑ɣɾ�7KLQ�GLVN�˾ƪˈƪ

ඐ୷ࢫ�ਸ਼�Ɛߢ�ෲ࠻�Ɛѥ���Ƹݫ���˾ƪˈƪٰƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

�ຟݦӌہՔߩອ˾ƪˈƪȥƔ܊
݈૫ƕΜڀ�ບƸҿѠӌٰ֖ƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

Ӌओˣ́ƪ˾ƪˈƪʍҟౙ��ໂցʴˁ˙ʵ˨˱˻ƪ˾ƪˈƪ��

фฐ�ഥ�Ɛߢ�ෲ࠻�Ɛඐ୷ࢫ�ਸ਼�ƐචГ�उ�Ɛकಢ�ୠ�Ɛଊචߥۏ��Ɛո�Љߣ�Ɛт�љ
�Ɛࣾ�٧φ���Ɛྈך�ນิ�Ɛѥ���Ƹݫ���˾ƪˈƪٰƐ���˾ƪˈƪਅٰƐ���୕૾

˾ƪˈƪٰƹ

ʎʲɿʍఀ१ʱ۵ຖɶɾକяໂցثʴˁ˘ʵ˨˱˻ƪਕഅՁʍ௺ۥਚ҈উ

ӌƹݫ��Ƹ�����Ɛѥ࠻�ෲߢഥ�Ɛ�ਸ਼�Ɛфฐࢫ�ಯ�Ɛඐ୷ה�Զܝ

ˋຟʇɶʅʍ�7$*ˍ˻˱˕ˁݦʩ഼ɶˣ́ƪ˾ƪˈƪ๑˧ʳ˻˙ƪʴʶˏ˾ƪˑƪؗ܊

ʍೆї

ᒱච�ۨφ���Ɛߢ�ෲ࠻�Ɛบۂ܊��ƐΜڀ�ບ�Ɛѥ���Ƹ���ݫӌƐޔ���ಱזۑࡥӨ߲҇

ƹѠӌٰ֖Ɛ���ҿࠔӨ߲҇זۑƐ���ज୷ѓӌࠔ

7E�Ǌ܊อʾ˻ˋʱ๑ɣɾثࢬએఔ૫๑ہʴʶˏ˾ƪˑ

້�ਸ਼�Ɛޗڏ�ઽप�Ɛܺ�ޯฺ��Ƹ���௪ච୕ՔӨ߲҇ࠔƹ

/L<����[(U[)�ٗࢻʊɩɰʪ̆ʹ˽˙ଜॐʍ�(Uљఇ୩Χਮ१ʍೆї

ԯ�ีՂ���Ɛؓπہ��Ɛഋۈ�ழ�Ɛࣣڀ�௪���Ɛޔϲ�ิ�ƐΜڀ�ບ����Ƹ���ਅٰ֖ӌϙ

ӌƐ���ˀʾ˧ʻ˚̅Ө߲҇ࠔƐ���ҿѠӌٰ֖ƹ

�%�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪપ

ຑљਤ๑˾ƪˈƪ�
݈૫ƕΜڀ�ບƸҿѠӌٰ֖ƹ�

ਫ਼,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˦˅ೋˣ˽ˋ˾ƪˈடՎʊʧʪֽ܊୩˾ƪˈƪ୕˥ƪ˲ʍҟౙ�

ӌҿഐٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���ඐӌݫ�٧प�Ɛঘπ�็ບ��Ƹ���ࢼ�Ɛਲ�Ɛฐ�՞ন�पط

ƹࠔӌٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���ˋˬˁ˚˿˝ˁˋӨ߲҇ہ୕

ǈഞౙࣜж്Сǉ

-�3$5&ʊɩɰʪ˾ƪˈƪѯ୕ഷԋ๑˦˅ೋˣ˽ˋ໑˾ƪˈƪˉˋ˘˲ʍҟౙʇ�323ٽࠄ

ᑏ�΄�Ɛബ�प՚�Ɛனܲ�಼�Ɛڀ�Ԅః�Ɛˇˡ�˩˻˜˨�Ɛܺ�ழ�Ɛࠈ�ॎ�Ɛոච�३ۘ
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>&�����S�,,,@

�������>&�����S�,,,���@

�������>&�����S�,,,���@

�������>&�����S�,,,���@

�Ɛװ९�ຯك��Ƹ���୕૾˾ƪˈƪƐ���-�3$5&Ɛ܊���ʺ˟ٰƐ���1$7ƹ�

ǈ۾Сǉ�

�ஞљਤ୩য়ʶʼ̅ʍ˾ƪˈƪ܊ຣપʍɾʠʍߥসɫʲຑࡥफ़ਜ਼ߣ

�Ɛ᳒�ࢺ�ۗਸ਼�Ɛ˔̅�ˑ̅˧̅�Ɛ�ງಯ�Ɛ૫ন�ୠ�Ɛঊฐ�҃ಯ�Ɛक�னׯ�Ɛ୷�Ԃࢬ

૰�Ɛॸௐ�ෂನ�Ɛܩ�ບ�Ɛ˛ƪˢƪ�˝˅˻ˋ�Ɛπࣣ҆��Ɛׄ࠻ࢹ��Ɛݫࡀ��Ɛסฐٿࢫ��

Ɛजฉ�९ࣩ�Ɛాπ�ః�Ɛׯۂ�స��Ƹ���ສٰՑۥƏԪॸٰƐ���֮ѓٰƐ���ສٰՑۥƏൢο

ٰƹ

(/,�13����3:�૨ֽ܊୩˾ƪˈƪપʍदᳶʇەς૨એˣ˽ˋ˾ƪˈƪʍիѳ

ᄮฐۏ�և���Ɛ�'DQFXV�,RDQ�Ɛय़ر�ڗ�Ɛ�ձЉ�Ɛ�����Ƹ���(/,�13Ɛ���ݫӌ

˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊��&�С�e۾சۇ

�૦ఔ܊ߣ܊
݈૫ƕචԨٶ�ോƸە୷ӌƹ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ہҤςʊɩɰʪʴ˚ೋഒߋઐי૦ఔʱ๑ɣɾ܊ߣ܊

�$WWRVHFRQG�VSHFWURVFRS\�XVLQJ�;89�KLJK�RUGHU�KDUPRQLF�SXOVHV��

ௗন�ۗ�Ɛڀࢼ�ซ�Ɛޗௐ��Ɛຮনܖ�ನ��Ƹ���ٰƏہສۑӌٰ֖ˍ̅ˑƪƐ���֮ӌ

ӌϙӌٰ֖ػѠƹ

ǈ۾Сǉ

˅ˤƪ˾̅˚ЗശיہઐߋҤہʍౙॲʇж๑

Ԫন�ਸ਼��Ƹ���ඐҘனӌƏӌϙۑӌٰ֖Ѡж๑ഐӌদ۞ƹ

*:�VFDOH�LVRODWHG�DWWRVHFRQG�SXOVH�FKDUDFWHUL]DWLRQ�E\�VWUHDNLQJ�PHWKRG�XQGHU�ORZ�

UHSHWLWLRQ�UDWH

ᡊ�ྣ�Ɛຮনܖ�ನ�Ɛׄ܊�Ёߥ��Ƹ���ѓӌٰ֖ƹ

૫ఔ૫ՂචఔʊʧʪЗശ܊ߣ܊ہ૦ఔʍએఔ૫ѓ

ॸਲہ�ਸ਼���Ɛ�;XH�%LQJ�Ɛस�ບ�Ɛຮনܖ�ನ�Ɛׄ܊�Ёߥ��Ƹ���ٰƐ���ϙۑƹ

ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊��&�С�e۾சۇ

�୩˾ƪˈƪж๑ഐֽ܊
݈૫ƕௗন�ۗƸܙງٰ֖ҟౙऩѓӌٰ֖ƹ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˭ʶ˕ˋ˻ƪఔற१ʱ๑ɶɾओՃʶʼ̅љ௺Ցۥ

ܺฐۍۏ���Ƹ���ݫӌƏ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

�ʃʍˣ˽ˋ˾ƪˈƪ˥ƪ˲ึִ෦ޚʊʧʪ�H9ࠃສςʴˁˉʼ̅ઉݽʊۈɰɾࣕ

યۥʍػ

ঊׄ�ᨁซ�ƐචԨٶ�ോ�Ɛכ�ฦ��Ƹە���ϙঢदۑƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ಝࣕʱʠɾഥޚہػۼʍଜ߲ѓʊՂʄɣɾ�VXE�H9ࠃສຬςʴˁˉʼ̅

ຑʍઉݽ

ࢹ��Ɛׄ҆�ฑ�Ɛঊׄ�ᨁซ�Ɛπࣣה�ݰോ�Ɛಢٶ�ോ�ƐචԨิ�ڀ�Ɛഥࡈ�ฦ�Ɛऊᆣ�۠כ

୷ӌƐ���֮ە����Ɛ�ձЉ�Ɛ�5RVX�0DGDOLQ�0LKDL�Ɛ�7HVLOHDQX�2YLGLX��Ƹࡀ�ݫ�Ɛ࠻

ӌѓӌٰ֖Ɛ���˽ƪ˰˝ʴܙງ˭˼ʴƔ˧˽˫ʶഐڀອٰ֖ƹ
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�ʃʍˣ˽ˋ˾ƪˈƪ˥ƪ˲ึִ෦ޚʊʧʪنɣΟܝഐࠃઉݽʍњఉ१�

චԨٶ�ോ�Ɛঊׄ�ᨁซ�Ɛכ�ฦ��Ƹە���ϙঢदۑƹ

7RZDUGV�H[SHULPHQWDO�GHPRQVWUDWLRQ�RI

UHODWLYLVWLF�HOHFWURPDJQHWLF�FROOLVLRQOHVV�VKRFNV�ZLWK�SLFRVHFRQG��3HWD�:DWW

ODVHU�

$OHVVLR�0RUDFH���1DWVXPL�,ZDWD���<DVXKLNR�6HQWRNX���<DVXQREX�$ULNDZD���6KLQVXNH�)XMLRND��

<DVXKLUR�.XUDPLWVX��Ƹ���,QVWLWXWH�RI�ODVHU�HQJLQHHULQJ�����'HSDUWPHQW�RI�(QJLQHHULQJ��2VDND

8QLYHUVLW\ƹ

ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊��&�С�e۾சۇ

णછի�
݈૫ƕਘෂ�ۗۨ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ਢكੌࣳ˰ˌ˻˩୩܊ʊʧʪہഒࠏԨഒ҈౩ߢ

౮৪�ຒ��Ƹ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥ�ԪॸہѠӌٰ֖ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ਢࠬʍҟౙك୩˾ƪˈƪ�/)(;ʍఔ૫ഷԋֽ܊ˀƪ૨˽˟ʺ܊

सਵ�՞�Ɛอন�Μऊ�Ɛযฐࢫ�ร�Ɛ�0RUDFH�$OHVVLR�Ɛଊචߥۏ��Ɛ�൫࠻�Ɛт�ऑ҆�

Ɛπہ�ટ�Ɛాजې�ః�Ɛྈך�ນิ��Ƹ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

˾ƪˈƪ१ڄਤࠬʍҟౙʇ१ഒউʗʍж๑

ഥࢼ�ลิ�Ɛڶ�ӄഞ�Ɛ�5H]D�0LUID\]L�Ɛ�ᒨब�Ɛक�ຒऩ�Ɛঊච�ॎ�Ɛঊ�ುѥ���Ɛᬙ�ώ�

Ɛᨨ�՞�Ɛ�*ROYLQ�'DQLLO�Ɛॸ�ටร�Ɛ�࣭ซ�Ɛ�ฯਸ਼�ƐΜ�ฦա�Ɛอন�Μऊ�Ɛт

ऑ҆�Ɛྈך�ນิ�Ɛ৹ন�Ӎऩ�ƐޔԨ�ႄ�Ɛπہ�ટ��Ƹ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖Ɛ���ʶ

̅ˬ˼ʴ˽Ɣʽ˾˕ˊƔ˿̅˛̅Ɛ���ສѠӌիҟౙՑۥƹ

ౙٵࠬʱ๑ɣɾۭ�;সഒہՁʍ҈উ

ৈন࠰�՞�Ɛᒨ�Ԅ�Ɛक�࠻�Ɛᒨ�ດః҆�Ɛո�ઢॲ�Ɛӈ�и�Ɛெڀׯ��Ɛм�ϣఔ�Ɛ࠭

ӌƐ���˟ˢ˒ݫ�ƐԶ�ќฑ�ƐণẔ�นಯ�Ɛอন�Μऊ�Ɛт�ऑ҆��Ƹ���ߎ�ઢݰ�Ɛࣩ؛ൃ

ӌ˼ˠۣഐƐە���୷ӌƹ

'HWHFWLRQ�RI�K\GURJHQ�UDGLFDO�RQ�JURXQG�VWDWH�LQ�(89�SKRWRLRQL]HG�SODVPD�YLD�WZR�

SKRWRQ�ODVHU�LQGXFHG�IOXRUHVFHQFH

<XER�:DQJ���%DRMXQ�=KX���&KDQJ�/LX���1R]RPL�7DQDND���.DWVXQREX�+DUD���6KLQVXNH�)XMLRND�

��.\XQJ�6LN�.DQJ���<RXQJGXN�6XK���-HRQJ�*LO�.LP���.HQ�2]DZD���0LQRUX�.XER��Ƹ���,/(��2VDND

8QLY������0HFKDWURQLFV�5	'�&HQWHU��6DPVXQJ�(OHFWURQLFV�&R��/WG������6DPVXQJ�5	'�,QVWLWXWH

-DSDQƹ

ˀƪ�˾ƪˈƪж๑˽˟ʺ܊୩Ɣֽ܊��&�С�e۾சۇ

˾ƪˈƪҿ
݈૫ƕ౮৪�ຒƸܙງٰ֖ҟౙऩສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥƹ�

ਫ਼,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ਂ˦˅ೋ˾ƪˈƪʊʧʪڑ୩˩˻ˌ˰ʍஉঋљ௺�

�૰࠻���ƐԶ�ќฑ���Ɛܺฐۍۏ��ƐޔԨ�ႄ�Ɛণய�นಯ��Ƹ���ݫӌӌϙӌٰ֖Ѡഐ

ӌদ۞Ɛ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖Ɛ���ݫӌ܊உִ১ٰ֖ϙƹ

ʾˋ܊ࠏਤѦҿˑƪ˄˕˚ʍऒʪɣʊʃɣʅ

ӌٰ֖Ѡƹۑງӌӌϙٳڕ��Ƹ���ഢ҂�ටำڏ
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�୩˾ƪˈƪ�/)(;ʍఔ૫ഷԋʍदୈֽ܊ˀƪ૨˽˟ʺ܊

อন�Μऊ�Ɛसਵ�՞�Ɛযฐࢫ�ร�Ɛ�0RUDFH�$OHVVLR�Ɛଊචߥۏ��Ɛ�൫࠻�Ɛт�ऑ҆�

Ɛπہ�ટ�Ɛాजې�ః�Ɛྈך�ນิ��Ƹ���˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

ˀƪ୩˩˻ˌ˰ʍຌΜଜ१˽˟ʺ܊ђʊɩɰʪ࣪ߩֽ

т�ऑ҆�Ɛࢼт�φա�Ɛܺฐۍۏ��Ɛ૫ว�Љ�Ɛন�દۘ�Ɛ�/DZ�.LQJ�)DL�)DUOH\�Ɛक�࠻
�Ɛอন�Μऊ��Ƹ���ݫӌƐ���˾ƪˈƪਅٰƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

ˉ˱˷˾ƪˉ˹̅Ɣ˜ˠљۑ
݈૫ƕђԨ�นಯƸ֮ӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

౨ʍ˾ƪˈƪљۑˉ˱˷˾ƪˉ˹̅�

ы�દप��Ƹ���ສѠӌիٰ֖ҟౙՑۥ�ԪॸہѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪໃ՟෮˩˻ˌ˴̅ʱ๑ɶɾ෮˜ˠљۑ

ણڱ�ਜ਼��Ƹ���֮ఌۑӌ�ӌϙۑӌٰ֖ϙƹ

ȥٿߣຑˉ˱˷˾ƪˉ˹̅ʱ๑ɣɾ˜ˠࡀՎۥਚʍح२Ց҈ۥউ

ƹƐ���֮ӌѓӌٰ֖Ѡӌٰ֖��Ƹ���ҿ࠻ࢹ��Ɛׄ�पࣣݪ

˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪʍఔ૫˒˨˽ˣ˽ˋࠏࣆʊʧʪʴ˨˾ƪˉ˹̅ॣ

ب�ോ�Ɛׄ࠻ࢹ��Ɛڏন�ฺ՜�Ɛࣣݪ�प�Ɛਈ࣪ہ��Ɛܺ�ฺ�Ɛ૿ච�҃ี��Ƹ���ݫ

ӌƏখѠӌٰ֖Ɛ���֮ӌƏѓӌٰ֖Ɛ���֮ӌƏӌϙƏӌٰ֖ѠƐ���ҿ

Ѡӌٰ֖Ɛ���זޞݫӌƏ୕࣮൙૾ऊۑӌѠƹ

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

�ۑອ˾ƪˈƪљ܊
݈૫ƕո܌�ƸඍЊӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

�ʍҟౙອ୩˧ʳʶˢƪ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾ˾ƪˈƪի܊ਤ৵ϔƐ܊

ƹࠔƐ���/''Ө߲҇ۥອٰ֖ҟౙՑڀ�Љ҆�ƐЦ�۠φ��Ƹ���௪චڀ�Ɛ൜�ॗࢬ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ޅப๏খʊɩɰʪ๏֣ஞʍԣອॾः౨˾ƪˈƪʱ๑ɣɾ܊

ॸة�ฤ�Ɛಢ�ഥ�Ɛب�ോ�Ɛܺ�ฺ�Ɛ૿චƏ҃ี��Ƹ���ݫӌۑӌƐ���ݫ

ӌখѠӌٰ֖Ɛ���ݫӌӌϙۑӌٰ֖Ѡƹ

ʗʍж๑ۑљߍ࠻ʽˋ˃ƪ˛˾ƪˈƪʍҟౙʇອঐҤສ܊֙˚˕́

ˁˋӨ˝˚˭ࢼ�Ɛٓઐ�҃ః�Ɛцਜ਼�Љಯ�Ɛܺ�९ٞ��Ƹ���ೕۏਲ�ઽ߂�ຒЉ�Ɛਈ�૰�Ɛࡉ

ƹٰ֖ਅիזޞ��ٰܙ����Ɛࠔ߲҇

ǈഞౙࣜж്Сǉ

��N:˙ʵˋˁ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾʿƪ˭ƪ˽๏খʊɩɰʪˋˣ˕ˑʍॣիʍҟౙ

ؖ�Հ�Ɛอ�દ՞�Ɛु�९Ҙ�Ɛܺ�ฺ�Ɛฐ�ऩ�Ɛ૿ච�҃ี��Ƹ���ݫӌۑӌ

Ɛׯ���ՖӌӌϙƐ���ݫӌƏখѠӌٰ֖ƹ
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>(�����D�9@

�������>(�����D�9���@
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�������>(�����D�9���@

>(�����D�9@

�������>(�����D�9���@

�������>(�����D�9���@

�'�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪ˩˿ˍˉ̅˂

�ۑƔ˾ƪˈƪљڅہ
݈૫ƕ�ܺ�ฺƸ�ݫӌƹ�

ਫ਼,9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

,QWURGXFWLRQ�RI�WKH�ODWHVW�KLJK�SRZHU�VROLG�VWDWH�ODVHU�WHFKQRORJ\�

%HFNHU�%DVWLDQ��Ƹ���˚˽̅˩Ө߲҇ࠔƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

&2�˾ƪˈƪʊʧʪߍ࠻ˉƪ˚ʍూධљۑի

եޗ�ୈ�Ɛո�ۘ࠻�Ɛޗ�۴ਸ਼�Ɛഇ�ෂۏ�Ɛघন�प��Ƹ���ՆӌƐ���ʴ˘˜זۑ

ƸӨƹƐ���ƸӨƹঢदիٰ֖ƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ʍжອற१ݦʊ˾ƪˈƪ๏ɶɾՂח

ম�ጋ�Ɛй�՚�Ɛਲ࠹�ࢼ�Ɛۻπ�९ۼ��Ƹ���˚ƪʽ˿Ө߲҇ࠔƐ���֮Ѡӌƹ

એˣ˽ˋ�&2�˾ƪˈƪʊʧʪࠃݦʍεʉʪʾ˻ˋʍљۑற१

ఛ࣪�प�Ɛϟฐ�ۼ��Ƹޗ���ӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

я୩ഒೣɪʨࣰٛࠏࣆʆɡʪ˾ƪˈƪˣ́ƪʱीଜɸʪ�$,

ಢܲ�ನ࠻�Ɛևൃ�ว҃�Ɛگ�ٞ�Ɛ܉ন�൱��Ƹ���֮ۑѠӌӌϙƐܙ��ງٰ֖ҟౙऩ

ϟ઼ٰ֖ۺҟౙՑۥƐ��֮ۑѠӌ�സบٰ֖ƹ

�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

/L'$5�
݈૫ƕΜπ�ޯƸய୷ӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

˻˰̅˻ʶ˒ƪʱ๑ɶɾु˴˝ˑ˼̅˂ࠬʍҟౙ

ন�દۘ��Ƹ���Ƹݨۂƹ˾ƪˈƪիਅٰ֖Əƹ

ಣສอҦഐࠃЫӊ٫ઢʊۈɰɾִ෦˻˰̅˻ʶ˒ƪʍҟౙ

௪�φഥ�Ɛॕච۔�ਜ਼�Ɛন�ิް�Ɛфࢫ�φ�Ɛ५ฐ�܉�Ɛޗђ�ං�Ɛۦޔࡄ��Ɛন�દۘ�

Ɛ�&KRVURZMDQ�+DLN�Ɛۇ�ॹߥ��Ƹ���Ө߲҇ܙޱࠔਅٰ֖Ɛ���φݨઘऩ୕ອгٰ֖

ƹٰ֖ਅઘऩ˾ƪˈƪիݨЏۂ���Ɛ

ִ෦ޚ˻ʶ˒ƪʊʧʪԨ٣Ɣ௺٣ђװਦৰԣਢʍɾʠʍ˾ƪˈƪˉˋ˘˲ʍҟౙ

ёय़�ʠɯʞ�Ɛܺ�۟�Ɛׄච܉ݒ��Ɛᵺ�ণࢲ�Ɛطন�ᗎ۔�����Ɛۦई����Ɛਲ�ޮ����Ƹ��

୕૾ՂಁۑƐ���୕૾ສѠӌٰ֖ˍ̅ˑƪƐי���ણٰƐ���ਅٰƹ

�)�С�e۾சۇ�˾ƪˈƪكਢ

ж๑كਢ�
݈૫ƕࠄߢ�สƸய୷ӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ՈѕӌΦਂ҉ঘয়ʱ๑ɣɾശہ˩˿ƪ˨ثശއہਔ�

ࢬච�ॳް���Ɛ�+X\QK�7KDQK�1KDQ�Ɛฐ�ۨഥ���ƐܺƧ�วః���Ɛ�҃ః���Ɛনٚ�Հۘ���Ɛݪ

ฐ�ۨޮ����Ƹ���૫тիѠӌӌƐ���Ө߲҇ࠔʼ˩˚˄ƪ˚Ɛ���ഢٳڕງӌƐ���-67�&5(67ƹ

ʍҟౙɰɾ˾ƪˈƪʊʧʪ೪ঊ٫ઢիۈϷ๑ʊࠄ

৪ׄ�ऑ�Ɛ˅˓˵ʺ˧�ʼ˾˂�Ɛ�҃ః�ƐචГ�उ�Ɛओਲ�ບ�Ɛ້�ٞφ�Ɛۇ�ऊ�
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Ɛдᒨ�ۗφ��Ƹ���Ƹݨۂƹ˾ƪˈƪիਅٰ֖Ɛ���Ө߲҇ࠔັৠƹ�

૫घ୩�2&7ʱ๑ɣɾ҉ঘۄѢʍଜສਢଜ�

ୟᨨ�ޯ��Ƹ���ণ๕ӌƹ

2&7ʱ๑ɣɾߙᵸҙѷପʍଜສೆї

චਵ�φ२�Ɛૹ�ฺ��Ƹ���ণ๕ӌƹ

˯̅˩Ɣ˩˿ƪ˨ന໑Φਂˉ˧˚˙ʵˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵʱ๑ɣɾʾ˻ˋ෮ʍ

˾ƪˈƪߢࠏࣆʍߢԨഒ҈كࣳحਢ

൜Աۀ�ഥ�Ɛ৹ݰ�൫��Ƹ���ϟӌƏʼ˩˘ʵˁˋ׃σٰ֖ˍ̅ˑƪƹ

،ঘຆεൣ१ʍԨഷ૦ʊʧʂʅح२ɴʫɾ˼̅˂ࣳ҉ঘҾʱ๑ɣɾׯঐҤຬςʍہ

ӌଜॐਢଜൣʍଥΠ

��Ƹ���ய୷ӌƹฺټ�චۦ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<ڌי���ԖֻƔੌࣳڌיʱ҈ɸʪكہਢի

�ਢիكہʱ҈ɸʪੌࣳڌיԖֻƔڌי
݈૫ƕΜπ�ޯƸய୷ӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

Ҙ๎ಣॲഐʍˢʶʼ˰ˋњߏѓʊʟكہਢ�

ഇ࣪�๎��Ƹ���Ҙ๎ٰ֖ҟౙՑۥƏٰ֖˩˻˕˚˧ʻƪ˲Ϸ๑ҟౙฉƹ

ǈ۾Сǉ

ִ෦ਵہʶʼ̅ѓʊʧʪϟ઼Ԩʴ˴˽˧ʳˋುࣣʆʍѓӌഐѷପʍૻ

ୟ�૰࠻��Ƹ���ඐҘனӌ�କяѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

˾ƪˈƪึ՟˨˾ƪˁ˒ʸ̅ഒہʊʧʪ༃५෮ɼʍ࣪ʍओ՜ٿয়ਢଜիҟౙ

฿҂�јज़�Ɛਂ�छຂ�Ɛஂචۺ�ॲ�Ɛࢬ৪ו�ఁࣥ�Ɛ૫�ฦφ�Ɛॕ�ॴޮ��Ƹ���ϟ઼ٰ֖ۺ

ҟౙՑۥƐ���֮ӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<ڌי���ԖֻƔੌࣳڌיʱ҈ɸʪكہਢի

�ਢիكہʱ҈ɸʪੌࣳڌיԖֻƔڌי
݈૫ƕۦචฺټ�Ƹய୷ӌƹ�

ਫ਼9҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ਢիكϟ઼ՑҟౙʍɾʠʍԈΏຟʱ๑ɣɾ෮Ώອۺ

ඐ�ః�Ɛॕт�๎҆�Ɛϲ�ۘ࠻�Ɛ᰷�ٞφ�Ɛযπ҆ة���Ƹ���ϟ઼ٰ֖ۺҟౙՑۥƏۺի

ฉƐ���ඐӌƹ

ǈ۾Сǉ

ಣࡥࢬອђʆʍˑ̅ˣˁࢻٗࠃ२૫Қ෮ʍہਡԅكࣂਢ

້�ວࢮ�Ɛ૿ච�ટ�Ɛոݰ�ম�Ɛ୷т�ਸ਼�Ɛഇޗ�ॹ�Ɛۻπ�ۗદ�Ɛܲ�ಯ�Ɛઢ�ऑڭ
�ƐЂπ�९د�Ɛڀ�՞և�Ɛ��Ɛনۇ�ਇ��Ƹ���ய୷ӌƏӌϙזޞ҇ࠔۑӌٰ֖Ɛ��

ඐӌƏӌϙӌٰ֖ѠƐ���ϟ઼ٰ֖ۺҟౙՑۥƐ���௪චϟ઼˧ʻƪ˻˲Ɛ���Ө߲҇ࠔʺ

ʶƔʶƪƔʺˋƐ���อऩϟ઼ˉˋ˘˲Ө߲҇ࠔƐ���ய୷ӌƏӌϙঢઐիѠӌ׃σƹ

ǈ۾Сǉ

ౙఝપʊɩɰʪ�/,%6ʱ๑ɶɾɼʍ࣪ഒউիڀ

ƹۑງϙٳڕ��Ƹ���ഢߥ�छࡥච�ൈ�Ɛౖࢼ

ǈ۾Сǉ

ശ܊ہਤʶ˳ƪˊ̅˂ʊʧʪёఔౙॲʍњߏѓ
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֊ন�นە��Ƹ���৹ϊӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���શѓഐ౨˾ƪˈƪ˒ʶʼƪ˛ʍݍৈসƏƯॾƒຮƒघߋҤƒɼɶʅঐƯ

શѓഐ౨˾ƪˈƪ˒ʶʼƪ˛ʍݍৈস�ƯॾƒຮƒघߋҤƒɼɶʅঐƯ�
݈૫ƕށт�ণࡉƸڏцӌƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

(Xљ�*D1ɪʨʍঐः˾ƪˈౙऒʱɶʅƏƯ˧ʻ˚̅࣪ʍॣڰƯ�

ۗ�ڀഞ�Ɛনࡄ�ഥ�Ɛ˘ʵ˰ƪ˰̅�˛˽˧�ƐԮັ���Ƹ���ݫӌӌϙۑӌٰ֖Ѡ˰˘˼

ʴ˽ॲޞѠӌদ۞ƹ

ǈ۾Сǉ

,Q*D1ػঐः�/('Ɛ˰ʶˁ˿�/('ɼɶʅ�9&6(/ʗ

ন�ې��Ƹ���.$867�ʽʸˋ˚�ƹ

ǈ۾Сǉ

ˇ˧ʳʶʴՂ౮ࣣҾԝɶɾ�$O*D1ࣣʗʍ�89�%˾ƪˈ˒ʶʼƪ˛ʍݴॷ

Զ�য়ټ�ƐԶ�ޗ���Ɛௐ�ିซ�Ɛࣣޗ�દ�Ɛޔ੦ࡈ�ऩ��Ƹ���ࣩӌۑӌݦຟՑఉۑӌ

ѠƐࡥޔ���ӌણςʶˠ˫ƪˉ˹̅ӌٰ֖Ѡƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���શѓഐ౨˾ƪˈƪ˒ʶʼƪ˛ʍݍৈসƏƯॾƒຮƒघߋҤƒɼɶʅঐƯ

શѓഐ౨˾ƪˈƪ˒ʶʼƪ˛ʍݍৈস�ƯॾƒຮƒघߋҤƒɼɶʅঐƯ�
݈૫ƕށт�ণࡉƸڏцӌƹ�

ਫ਼9,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

$O1Ղ౮ࣣ�89�&�˾ƪˇ☫ƪˑ☫ʶʼƪ˚☫�

ևච�छՇ�Ɛ�Ύቓ���Ɛච�г�Ɛ˾ʼ�ˉ˹ƪ́˽ˑƪ�Ɛށт�ণࡉ�Ɛେฐ�ۨ��Ƹ���ڏц

ӌ�ӌϙۑӌٰ֖Ѡ�୕ۑӌদ۞Ɛ���ڏцӌƏෆݦຟˉˋ˘˲ٰ֖Ɛ���Ίѓ२Ө߲҇

ƹࠔ

ǈ۾Сǉ

౨˾ƪˈʍ૫ఔѓɩʧʒຮःʍڇࠄ

ൃѠ۔�ટ�Ɛᒱۇ�ޯ�Ɛັٷ�ਸ਼�Ɛʽƪ̅ˌ�ˊ˵˾˕˛�Ɛ፣ন��Ɛڀ�छൌ�Ɛັࢬ�՚�

Ɛඖฐ�દ�Ɛ૫ܲࢺ�Б�ƐΥ�ʝɣɲ�Ɛޗ�Љߣ�Ɛ۔�ຯਸ਼�Ɛন�ః��Ƹ���ˏ˝ƪ˂

˽ƪ˩Ө߲҇ࠔƏ5	'ŌūŎľ�7RN\R�/DERUDWRU\�����9/�*S�ƹ

ǈ۾Сǉ

˙ʵˋ˩˾ʶ๑ॾःƔຮःશѓഐ౨˾ƪˈʍҟౙׅࣳ

ጿπ�छڭ�Ɛтև�Љφ�Ɛบච�วฑ�Ɛ૫ᒱ�ऑφ��Ƹ���௪ͻѓӌזۑӨ߲҇ࠔ�ਫ਼ฉ�/'זߚ

ච�/'ҟౙƹ

൙࣮ہ��+�С�e۾சۇ

࣮൙˧ʻ˚˝ˁˋ��
݈૫ƕધ�јನƸݫງӌƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ˋ˜˕˩ˉ˹˕˚ഒہശہʽ˳˻ʍҟౙ

ӌƹۑ�φఛ��Ƹ���ϟӌࠆ
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ǈ۾Сǉ�

ʽ˳˻ʍΦપʊʧʨʉɣओɶɣكٿߣ�ਢࠬ�ƯறສثৌԨ˘ƪ˧☫˽ѓࠬ�)�

:670�ʍ۵ɧൣʇપʍݴߒƯ

Ҵߥٿ���Ƹ���ഇπӌ�ӌٰ֖ϙۑӌػฉ�ઢఉˉˋ˘˲ۑӌ݈۾ƹ

घৰӌࡌʱ๑ɣɾ˙ʵˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵ˕ˁৌൣΦكٿߣޔਢ

ఛ�Ɛے�੦ޔոন�থφ��Ƹךݱ���ӌƹ

˰˽˓˥ƪ˲ʊʧʪߏςҼɶɾ˙ʵˊˑ˽˭˿˂˻˧ʵ˕ˁہ˰ʶˁ˿˧ʻ̅ʱ๑ɣ

ɾёఔ౬њߏѓ

౮�۴ഥ�Ɛ�6XGKHHVK�.��5DMSXW�Ɛৌך܉��ƐΚḋ�Μۨ�Ɛ࣪ࡄ���Ƹ���जڗӌӌϙˉˋ˘

˲࣮൙ӌٰ֖ѠƐ���֮ىۑহηӌƹ

൙࣮ہ��+�С�e۾சۇ

�ߪٿߣ�
݈૫ƕॸḋ�ॎƸ֮ງӌƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˩˿ˊʹˁˑʇʽ˳˻ʱ๑ɣɾہӌ˧ʵƪ˛ˢ˕ˁʊʧʪࠄڇफ़Қʍ৸ݴ�

େฐ�ః��Ƹ���Ѥޗӌƹ

ǈ۾Сǉ

ʗʍж๑ٽࠄʱ๑ɣɾ˙ʵˋ˩˾ʶʍՂʇஞഐࠏՒ౩

ӌƹۑච�ี��Ƹ���ϟӌޗՂ�Ɛۂ�ॕౖ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ѾਔഒӘثȤડΦਂഷ૦ʊʧʪȥٿߣ˙ʵˋ˩˾ʶʍѾࠃಐӇ

ௐ�ٞਸ਼��Ƹ���जڗӌӌϙƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

&*˙ƪˑʱ๑ɣɾȤડΦਂഷ૦ȥٿߣ˙ʵˋ˩˾ʶʊɩɰʪ˘ˁˋ˓˵ʍࠄ

ӌƹڗ��Ƹ���जࡄ�φ�Ɛ࣪ۃ��Ɛपך܉�ഥ�Ɛৌࡀ�ັࢬ

൙࣮ہ��+�С�e۾சۇ

࣮൙˧ʻ˚˝ˁˋ��
݈૫ƕࢬ৪�ี҆Ƹݫӌƹ�

ਫ਼9,,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ಶʍഉԵശہѾਔʊʧʪߞ˒ʶ˜˱ˁˋीଜ�

ঐಢ�јਝ��Ƹ���Ѡٰمƹ

ǈ۾Сǉ

Φਂഷ૦ثԨہഷ૦Ձʇˡʶˣ́ƪ˾ƪˈƪʴ˩˼˃ƪˉ˹̅

ۇ�ล��Ƹ���ೕࢼ˭˚˝ˁˋӨ߲҇ࠔƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

ˋ˰ƪ˚˾ƪˈƪ˙ʵˋ˩˾ʶʍɾʠʍ˾ƪˈƪ˥ƪ˲݀ऊʍೆї

$QDO\VLV�RI�ODVHU�EHDP�VFDQQLQJ�VLJQDO�IRU�VPDUW�ODVHU�GLVSOD\V

ӌƹݫӌƐ���ࡥޔ���ච�և��Ƹޗφ�Ɛ��Ɛਸ਼Ҵ�ิλ�Ɛਲ�ޮ�Ɛђ�ຒڀۦ

ʵˋ˩˾ʶ˙ߪɸʪࠩԣ૨҈ਔڇࠄ൹Ѿয়ʍ˨˾̅˛ʱׯ�

५ฐ�࠻�Ɛࢼђۏ��Ɛౖॕۂ�Ղ�Ɛߢච�൱ਸ਼�Ɛḋ��Ɛޗච�ี��Ƹ���ϟ

ӌƐ���ய୷ӌƐ���;$L;�//&ƹ
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ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋʇओɶɣ˾ƪˈƪڅہ

ˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋʇओɶɣ˾ƪˈƪڅہ�
݈૫ƕؓච�ۗࢺƸݫӌƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˙˷ʴ˽˅˲څہʊʧʪ܊ਤˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋ�

ˋ˽ˎ̅ˇ˿ਸ਼��Ƹ���֮ӌƐ���ԓӌƐ���ʽ˼˧ʻ˽˝ʴӌہ�ࢼ�����Ɛഥ҆ة�

ۣƹ

ǈ۾Сǉ

&$56ഒہӌʶ˳ƪˊ̅˂

Ưॲݟ൪ʍഒจʱஷʟƯ

љఈ�Љ��Ƹࡃ׳���ӌӌϙӌٰ֖ϙѓӌฉƹ

ǈ۾Сǉ

ॲघ˜ˠʶ˳ƪˊ̅˂ʱɶɾټہಣʍ૨҈ਔѓ

ঊπې����Ɛว�ۗഥ���Ɛܲච�ઢڔ����Ƹ���߭োѠӌٰ֖Ցۥ�ॲ১२ઉ֖ˍ̅ˑƪƐ���ॲӌ

ƹٰ֖

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋʇओɶɣ˾ƪˈƪڅہ

ˢʶʼ˧ʻ˚˝ˁˋʇओɶɣ˾ƪˈƪڅہ�
݈૫ƕؓච�ۗࢺƸݫӌƹ�

ਫ਼,;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

૨એہˣ˽ˋʍߢԨॣڰʊʧʪਵہʶ˳ƪˊ̅˂ʇہ৸ݴ�

υة�ฤ���Ɛຮনܖ�ನ��Ƹ���ٰہສƐ���֮ॲƹ

ǈ۾Сǉ

݀ث˘˻˪˽˖ఔټڅہಣʊʧʪˢʶʼʶ˳ƪˊ̅˂Ɣˍ̅ˉ̅˂ի

ƹݫ����ਝ��Ƹת

ǈ۾Сǉ

њہߏ˧ʹ˲˚ೋ˾ƪˈƪʱ๑ɣɾټಣԣޅɩʧʒਚحիʍҟౙ

ࢹܖ�����Ƹ���ݫӌӌϙۑӌٰ֖Ѡ�ഐӌػদ۞Ɛޞ���ਅٰƔݫ�ঢઐ˧ʻ˚ˢʶʼƹ

�;�С�e۾சۇ�ഉƔओ՜ຬς

ओɶɣˍ̅ˉ̅˂ʇݦຟ�
݈૫ƕਸ਼�วƸذቅձӌƏۑӌƏഐ࣮൙ۑӌѠƹ�

ਫ਼;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˅˻ƪ˄̅Ѝࢻ˰ʶˁ˿Ώ୕ݦຟʍ১२ʇہӌೆї

ո҆ب���Ƹ���ഢٳڕງӌޞ�ӌໞشƔٰ֖ीदՑۥƹ

˾ƪˈƪљ௺ʊʧʪٚʍլ݃ʱ๑ɣɾ٦ঙݦຟʍݴॷ

�҃ః�ƐЫ�ۗഥ�Ɛྈך�ນิ�Ɛ୷ۏ��Ɛओਲ�ບ�Ɛװक�๎ޯ��Ƹ���Ƹݨۂƹ˾ƪˈƪի

ƹۥٰ֖ҟౙՑۺӌƐ���ັৠƐ���ϟ઼ݫƐ���ٰ֖ਅ

ਚʊʧʪອӄˍ̅ˉ̅˂ʍɾʠʍ˩˻ˌ˴˝˕ˁ˙ˢʶˋʍٰ֖ҟౙۥ0*0,0�0

ਲπ�ٞ҆�Ɛബ�ຄݎ�Ɛ൱ᒨ�੩Ҙ�Ɛ߱ࢬ�ບφ�Ɛޗπ�ऑޮ�Ɛࢼ�՞ट��Ƹזޞ���իਅٰ֖

Ֆӌƹׯ���Ɛ
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�પʍҟౙߏѓՑఉʱอɸʪԘߏʱ๑ɣɾुয়ѦТњہஞঐҤഒ࠷

фࢫ�φ�Ɛ௪�φഥ�Ɛॕච۔�ਜ਼��Ƹ���Ө߲҇ܙޱࠔਅٰ֖ƹ

�;�С�e۾சۇ�ഉƔओ՜ຬς

ʶ˳ƪˊ̅˂իʍदൈ
݈૫ƕୟᨨد�Ƹ୕Ք૾ऊӌƹ�

ਫ਼;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˻ʶ˚˧ʵƪ˽˛ټಣʊʧʪكٿߣޔਢ

ϩտ�घ�Ɛܲ�ή�Ɛޔϲ�٧�Ɛۺ�ۼՇ�Ɛॕ�੩ඥ��Ƹ���ॿтӌƐە���୷ӌƹ

ǈഞౙࣜж്Сǉ

�˂̅ˊʍ࠙ᴚഐГɶ˘˻˪˽˖ʶ˳ƪॆڄّ

૫य़�۴ഥ�Ɛনय़�۠ன�Ɛਲࠬې�ോ��Ƹ���ڏцӌӌϙƹ

घৰӌࡌʱ๑ɣɾ�7,(ȥہقٿߣਔʍҔ

ϲࡈ�Հ�Ɛ�6XGKHHVK�.��5DMSXW�Ɛ�0DQRM�.XPDU�Ɛৌך܉��Ɛ�࣪ࡄ���Ƹ���जڗӌӌϙˉ

ˋ˘˲࣮൙ӌٰ֖Ѡƹ

घৰӌࡌʱ๑ɣɾ˻ʶ˚˧ʵƪ˽˛ټಣʶ˳ƪˊ̅˂ʍѾࣣۈࠃ

ओў�ມ�Ɛ�5DMSXW�6XGKHHVKƐ�.XPDU�0DQRMƐৌך܉��Ɛ࣪ࡄ���Ƹ���जڗӌӌϙƹ

�;�С�e۾சۇ�ഉƔओ՜ຬς

˻ʶ˧ˇʶʺ̅ˋƔॲणછʊɩɰʪʶ˳ƪˊ̅˂ࠬ
݈૫ƕ˲̅ʽ̅�ʺ˾˜ƸजڗӌƏఌӌٰ֖ѠƏʴˁʴ˧ʻ˚˱ˁˋٰ֖ഒฐƹ�

ਫ਼;҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�˂̅ˊƪˁʍ�LQ�YLYR�ʶ˳ƪ́˚˕˟ؼʊʧʪఊजಣټہฐȤߏە

ਲޗ�९թ��Ƹ���ѓӌٰ֖ƏఊजؼѠӌٰ֖ˍ̅ˑƪƏऄઢӄॲӌٰ֖˓ƪ˲ƹ

ǈ۾Сǉ

ಝসہحӌʶ˳ƪˊ̅˂ʍॲѠӌٰ֖ʗʍж๑

�ॲ������Ƹذ���ቅձӌοӌถӌ߾׃Ɛ���йೕܙງӌԖֻ࣮൙ٰ֖ϙƐ���Ѡӌի

ऒՑۥɴɬɫɰƹ

Ԡਗݟ൪ʶ˳ƪˊ̅˂ʊʧʪʸˉߍඇԠʍ܊ॴ୩Ѿਔणછˉˋ˘˲ʍҟౙ

ؒ�๛҆�Ɛॲ�ٞਸ਼�Ɛঊন�ᝉ��Ƹ���ഇ୷ӌƐ���ઌఌזիˍ̅ˑƪƹ

˂̅ˊʱ๑ɣɾ˳˒ʽౙॲʍ�LQ�VLWXಝःʶ˳ƪہঐҤഒׯ

ঊҴ�ನѤ��Ƹ���୷ܲӌƹ

�;�С�e۾சۇ�ഉƔओ՜ຬς

ˢʶʼ˴˙˷˾ƪˉ˹̅ʊۈɰɾہ৸ݴ˖ƪ˽�
݈૫ƕ�ॲƸذቅձӌƏοӌƏถӌ߾׃ƹ�

ਫ਼;҇մ߾

ǈࣜ࠷՝۾Сǉ�

ࠎ˩˼̅˚ʊʧʪεݦ࠱ຟࡘঋ˜ˠ˧ʻ˚˝ˁˋ�

ਸ਼�ว���ƐԶච��Ɛۻন�ಯ��Ƹذ���ቅۑƐ���֮ӌƹ

ǈ۾Сǉ

ƪ˽ʇɶʅʍஞഐʼ˩ˉ̅ʍՑఉਵํ१˖ݴ৸ہ

૿ච࠹�����Ƹ���जڗӌӌϙӌٰ֖Ѡ�ॲഐӌদ۞Ɛ���-67ɴɬɫɰƹ
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ǈ۾Сǉ�

/LJKW�ZDWHU�LQWHUDFWLRQ�IRU�ELRPHDVXUHPHQWV�DQG�

ELRPRGXODWLRQ�

Jelena Muncan1, Roumiana Tsenkova1�Ƹ���.REH�8QLYHUVLW\��*UDGXDWH�VFKRRO RI�
$JULFXOWXUDO�6FLHQFH��$TXDSKRWRPLFV�5HVHDUFK 'HSDUWPHQWƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ

ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ�
݈૫ƕౣ�҃Ƹޗӌƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

$/$1˅̅ˏƪˉʴ˲ʍҩ๗�

ոච�૰ऩ�ƐΜ�ഞ۔��Ƹۂ���ງণݖѠӌիӌƐ���ඐӌƹ

ǈ۾Сǉ

Ҙہիʍ��ƏƯɲʇʠɪʨƒܩƒɼɶʅෆʗƯ

ո�ۘ�Ɛঊׄ�९�Ɛݞ�ຒ��Ƹܙ���ງٰ֖ҟౙऩҘ๎ٰ֖ҟౙՑۥƏٰ֖˩˻˕˚

˧ʻƪ˲Ϸ๑ҟౙฉƏիҟౙƐޔ���ಱ୕ՑறՑˉˋ˘˲Ө߲҇ࠔƏזߚƔ୕ฉƹ

ǈ۾Сǉ

Ҙ٣ݗؼƭҘॲӜۥ٣৳ƏƯुہস૾ऊիʍୈංʇիҟౙʗʍՎƯ

ॸ�ಯ��Ƹ���Ө߲҇ࠔ�.'',ਅٰ֖Əʶˠ˫ƪˉ˹ֶ̅১˂˽ƪ˩ƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ

ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ�
݈૫ƕׄ܊�२ڨƸӨ߲҇ࠔ˚˼˰˘ʵˋƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ुہস૾ऊʊɩɰʪऊʍњఉ१�

ౣ�҃�Ɛਲ�φಯ�Ɛϊ๕�ຝφ��Ƹޗ���ӌƏۑӌƏ୕Ք୕ۑӌѠƹ

ǈ۾Сǉ

ु�1:ʱڇࠄɸʪु́ہʶ˶˾ˋ૾ऊիʍ٫ஒ

້ٶ�φ��Ƹ���Ө߲҇ࠔ˚˼˰˘ʵˋƹ

ǈ۾Сǉ

೪ืഐʍɡʪुਏʊʧʪु́ʶ˶˾ˋ૾ہऊʍਏற१

ոฐ�ສ�Ɛπد��Ɛոฐ�ຒ۔��Ƹ���௪චӌਦ܊உӌۣƐ���֮୕Ցӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ

ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ�
݈૫ƕච�દఃƸ֮זۑӌƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

307ʱެ๑ɶɾु૾ऊ�

˚˭ࢼ�୕жˉˋ˘˲Ɛ���ೕזߚԛ୕�ࠔˁˋӨ߲҇˝˚˭ࢼφ��Ƹ���ೕٷ�ಢ�ോ�Ɛ૫тࢼ

˝ˁˋӨ߲҇୕�ࠔԛזߚ�ϼזीदਫ਼�˂˽ƪ˩ƹ

ǈ۾Сǉ

ुʱ౬ɶɾہʍॴേਠૻಢ
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˰˼˚ࠔӌƐ���Ө߲҇ۑ��Ƹ���Ҙӌ�࣮൙૾ऊӌ�૾ऊ˟˕˚́ƪˁڨ�२ׄ܊�јև�Ɛޗ܊

˘ʵˋƹ

ǈ۾Сǉ

�/L'$5ʍҟౙुثࢬອॾः�/'ʊʧʪ܊

ʵˋƹ˘˰˼˚ࠔφ��Ƹ���Ө߲҇ٶ��Ɛ້ڨ�२ׄ܊

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ

ҟౙɫदʟुہসիʗʍՎ�
݈૫ƕ້ٶ�φƸӨ߲҇ࠔ˚˼˰˘ʵˋƹ�

ਫ਼;,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ʇѳۈস֛୕ʍஞہʠɾुƔҘɫʩە

ච�દః��Ƹ���֮זۑӌ�Ѡӌի১२ٰ֖ϙ�ෆזޞիٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

ѓഐਸ਼๛୕ધʱ๑ɣɾҘہস֛୕ʍ٫ஒ

ௐ�ޯ��Ƹ���ণ๕זۑӌƏۑӌƏঢઐݦຟۑӌѠƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƏƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰʅƯ

߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰ
ʅƯ�
݈૫ƕٿ�φƸ֮ӌเ࠺׃ƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

ʽʼˋʊʧʪओՑఉ১ॲ

Ư˾ƪˈƪʽʼˋʊʧʪ�7+ɟఔʍΜଜѓƯ

ؘ୷�ޯף�Ɛ�0RQD�-DUUDKL�Ɛ�6HPLK�&DNPDN\DSDQ�Ɛकনߥ��Ɛాಢ�੩ซ�ƐԶಢ۔�٧�Ɛؖڀ

φћ�Ɛඐڀ�Љ�Ɛ�ٞޮ�Ɛ�ॹ�Ɛ�९ಯ��Ƹ���ഇπזۑӌƐ���ʽ˼˧ʻ˽˝ʴ

ӌƐ���ҘࣣൃΜӌۣƐ���ഇπӌ׃σӌƐ���ഇπӌЫঐˍ̅ˑƪƐ���ݫງӌ୕ॐ

ഐػƐ���ݫӌ˾ƪˈƪѠӌٰ֖ƹ

ǈ۾Сǉ

ʽʼˋ૨Г१ʇʎѕɪ"�ƪʽʼˋ૨Μଜ१ɪʨʍߏƪ

ఫฐ�ٞ��Ƹ���֮ӌƹ

ǈ۾Сǉ

ฃʩہਵ˴ƪ˛౨˾ƪˈƪʊɩɰʪʽʼˋౙऒʍ҈উǋۄ܊ຆ�7+]ఔౙॲʗʍ๑

ǋ

�ٞޮ�Ɛඐন�઼੩�Ɛି�ޗࢼซ�Ɛтච�۠φ�Ɛẻ୷�ޯף��Ƹ���ݫງӌƐ���ഇπזۑ

ӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƏƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰʅƯ

߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰ
ʅƯ�
݈૫ƕٿ�φƸ֮ӌเ࠺׃ƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

˾ƪˈƪʽʼˋʱ๑ɣɾ�7+]ഒہ
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�������>6�����S�;,,���@

�������>6�����S�;,,���@

নࣣ�ำ՚��Ƹ���ഇπ܊זۑஉদฉӌۣƹ

ǈ۾Сǉ

໑˙ƪˑʍʽʼˋʍଜສѓػߢʽʼˋࠞ୩ʱ๑ɣɾ˾ƪˈƪʽʼˋʍ�ثҼ�९ࡄ

πࣣب��Ɛẻ୷�ޯף�Ɛछಢ�ۼ�Ɛдೡࡈ��Ɛఫฐ�ٞ��Ƹޗ���๛ࢬฐງۇޗ֮Ѡ

ӌƐ���ഇπזۑӌƐ���࣮ࠉ൙ˉˋ˘˲Ө߲֮҇��ࠔӌƐ���࣮ࠉ൙ˉˋ˘˲Ө߲҇

Ɛ���֮ӌƹࠔ

ǈ۾Сǉ

ഉތऊʊʧʪʽʼˋౙऒ౨˾ƪˇ☫ƪʍՠனΜଜ१ॣڰ

Ҙᒨޯٷ���Ƹ���ओӗۑѠӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƏƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰʅƯ

߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰ
ʅƯ�
݈૫ƕؘ୷�ޯףƸ�)XNXL�8QLY��RI�7HFK�ƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

߭োޟكʍɾʠʍہٿߣ২Μଜয়ʍҤ˧ʵƪ˛ˢ˕ˁʊʧʪΜଜѓʇʽʼˋౙ

ॲʍњఉ१�

ᘏ୷�ຒޯ��Ƹ���ѓӌٰ֖�ҟ੩ٰ֖චƹ

ǈ۾Сǉ

ഉہތ˒ʶ˜˱ˁˋʊʧʪ˼ˈƪˢ˅̅˦˷ƪ˘ʵ̅˂ʇֽѓӌࡌʍ

ॗฐ�Зຒ�Ɛௐޯ���Ƹךݱ���ӌƹ

ǈ۾Сǉ

ʼ̅˓˕˧☬Ɣہ˝˷ƪ˻˽ˑ☫ʶ˜˱ˁˋ�����70$&�VСޟʱњఉʊɸʪ૨܊ਤ˼

ˇ☫ˡ☫ƪޟكʊۈɰʅ

݃�ି��Ƹװ���੪ӌƹ

ˉ̅˯ˊʸ˲�e�6<���߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƏƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰʅƯ

߭োʊӌʕ˾ƪˈƪʽʼˋʇʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʆ੩ɮओҩƯγ߭োʉՑఉ১ਚʊۈɰ
ʅƯ�
݈૫ƕؘ୷�ޯףƸ�)XNXL�8QLY��RI�7HFK�ƹ�

ਫ਼;,,҇մ߾

ǈ۾Сǉ�

�ʇɼʍʼ˧ˉʹ˽Ѡӌʇɶʅʍୈҟہ˚ˋ˾˛

ٿ�φ��Ƹ���φࠔઘऩƏ˛˾ˋ˚ٰ֖ہ՟ƹ

ǈ۾Сǉ

ສʸʻƪˁອӌػʇ˛˾ˋ˚ہʍٗٽࠄѢʇʍಐӇ

य़ন�Бॲ��Ƹ���йೕܙງӌƏԖֻ࣮൙ٰ֖ϙƹ

ǈ۾Сǉ

ʍɾʠʍ٣ਜ਼ॐʍ՝ہ˚ˋ˾˛

ॸ۫�ฒऩ��Ƹ���૫ೕˢʶʼӌƹ
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