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Ⴘ     ഏ

ᲫᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃሁӸቐȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ

ᲬᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ಒᙲȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲭ

ᲭᲨٳᢿᚸ̖ƷႸႎƱƶǒƍȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲮ

ᲮᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ᜭʙ
   ȗȭǰȩȠܱᝧ˓ᎍਮਠȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲯ
   ٳᢿᚸ̖ۀՃᧈŴۀՃਮਠȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲯ
     ࠰ࡇ .+/5 ȗȭǰȩȠܱཞඞƷإԓȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲰ
   ឋွࣖሉȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫᲯ
   ȗȭǰȩȠ̲ޗဃƱƷॖᙸʩ੭ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲬᲫ
   ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃƔǒƷឋբŴᄩᛐሁȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲬᲯ
   ᜒᚸȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲭᲳ
ᲯᲨٳᢿᚸ̖ۀՃƔǒƷᚸໜŴǳȡȳȈɟᚁȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲮᲫ

ᲰᲨዮਙȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲯᲫ

ᲱᲨӋᎋ૰
Ĭٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ࡈࠗᘙȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲯᲬ
    ĭΪܱƠƨͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘዮӳҔၲႆȪȸȀȸᏋȗȭǰȩȠᛟଢဇ૰ȷȷȷᲯᲭ
    Į.+/5 ٳᢿᚸ̖ᅚȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲯᲲ

ᲲᲨƓǘǓƴȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲰᲪ

ᲫᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃሁӸቐ
Ƃٳᢿᚸ̖ۀՃƃ
ᲶۀՃᧈᲸ
ా  ૨ ࢠ Ტᇌᄂᆮႆඥʴ ଐஜҔၲᄂᆮႆೞನ ငܖᡲઃᢿ
Ҕၲೞ֥ᄂᆮᛢ ȗȭǰȩȠǹȸȑȸȐǤǶȸᲣ

ʟӝ Ⴚ  ܇Ტࠔʮ ܖٻᕤܖᢿ ᕤܖᅹȷᕤܖᄂᆮᅹ Უ

ᡈ ᕲ ᘽ ᣂ ᲢᇌᄂᆮႆඥʴҔᕤؕႴȷͤࡍȷᄂᆮ ҔᕤؕႴᄂᆮ ᧈᲣ

࣓ ̬ ී Ӯ Ტ,54 ఇࡸ˟ᅈ ȐǤǪȗȭǻǹᢿ ᢿᧈᲣ

 ߃    Ტشٻᙌᕤఇࡸ˟ᅈ ؓᘍࢫՃ ҔᕤԼʙಅᢿ
          ȡȇǣǫȫȷǢȕǧǢȸǺᢿ ȡȇǣǫȫǳȟȥȋǱȸǷȧȳਃ࢘Უ


ဋ ɶ ᙹ ဃ Ტଐင҄ܖಅఇࡸ˟ᅈ ཋឋᅹܖᄂᆮ иᧈᲣ

ɶ  ɟ  پᲢఇࡸ˟ᅈȘȫǹǱǢȷǷǹȆȠᄂᆮ ˊᘙӕዸࢫᲣ

 ဋ Ⴧဌ፦ Ტ021 ඥʴ ૅƑƋƏ˟ žſ иྸʙᧈᲣ

ᕲ ʟ ᢷ ᨺ Ტࡅ᧵ٻᇌܖٻ ܖٻᨈྸܖኒᄂᆮᅹ ဃ˳Ў܇ᅹܖЎ Უ

Ӟ ჵ ̲ ɟ Ტ ܖٻޛޢиྸʙᲢᄂᆮਃ࢘Უȷɶࣱ܇Ҕၲᄂᆮǻȳǿȸ иǻȳǿȸᧈᲣ

ཊ   סᅎ Ტʮᣃࠊᧈငಅоᡯǻȳǿȸ ǻȳǿȸᧈ
         ʮᣃǳȢȳǺྸʙᧈ
         πႩᝠׇඥʴʮᣃ᭗ࡇ২ᘐᄂᆮ иྸʙᧈᲣ

 فဋ М ଢ Ტȋȗȭఇࡸ˟ᅈ ࠝѦӕዸࢫ ዮӳᄂᆮᧈψ˖ဒႆ২ᘐʙಅᢿᧈᲣ

 ޛဋ  Ӯ ᲢҔၲඥʴྸ ˟ޛʙᧈᲣ

್  ޛଡ ࠳ Ტிʮ५औ˟ҔᅹܖٻዮӳҔᅹܖᄂᆮǻȳǿȸ ҔဇǨȳǸȋǢȪȳǰᄂᆮᢿ ᢿᧈᲣ


ᲶഎࠗᲸ
᭗  ࢀ  Ტࡅ᧵ٻჃᜱң˟ᧈᲣ
௶ ຓ ˦  ᲢǵǦȇǣჽ҄ܖఇࡸ˟ᅈ ࠝѦӕዸࢫᲣ
 ߷ ޛǈǍƑ Ტܖٻܖٻ᧵ٻᨈҔܖኒᄂᆮᅹ̬ͤݦܖૌ ϱᲣ

1



Ƃஜ̞᧙ܖᎍƃ
ᲶȗȭǰȩȠᝧ˓ᎍᲸ
ɥ ஜ ˦ ʚ ᲢҔܖᄂᆮᅹᧈᲣ

Ჶͤࡍᧈݤᅈ˟ƷዮӳҔၲႆȦȋȃȈᧈᲸ
บ     ٻᲢҔܖᄂᆮᅹ Უ

ᲶȗȭǰȩȠǳȸȇǣȍȸǿȸᲸ
ᅦ  ޛᅵ Ⴚ Ტͤࡍᧈݤᅈ˟ƷዮӳҔၲႆȦȋȃȈ ཎ˓Უ

ឱ ᇌ ٢ ɟ ᲢҔܖᄂᆮᅹ Უ

ᡈ ᕲ ᠗ ࠳ Ტܖᄂᆮᅹ Უ

ੑ  ᅵ ଯ Ტᕤܖᄂᆮᅹ Უ

ဋ လ  ࢠ ᲢǦǤȫǹȷϐဃҔᅹܖᄂᆮ Უ

ங    ᅎ Ტͤࡍᧈݤᅈ˟ƷዮӳҔၲႆȦȋȃȈ ཎܭϱᲣ

   ဃ Ტͤࡍᧈݤᅈ˟ƷዮӳҔၲႆȦȋȃȈ ཎܭϱᲣ

ᙱ   ፦ ࠳ Ტͤࡍᧈݤᅈ˟ƷዮӳҔၲႆȦȋȃȈ ཎܭϱᲣ
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ᲬᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ಒᙲ


ᲶഏᇹᲸ
ଐ  

ઇ       ᙲ

ᲫஉᲬᲳଐᲢஉᲣ







   ᲫᲭᲴᲫᲪ



ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃӋᨼȷӖ˄ڼ





   ᲫᲭᲴᲭᲪ

.+/5 ȗȭǰȩȠܱᝧ˓ᎍƷਮਠ

ᲫᲭᲴᲭᲯ

ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃᧈƷਮਠᲢˌᨀŴᡈᕲ ᡶᘍᲣ



࠰ࡇ .+/5 ȗȭǰȩȠܱཞඞƷإԓ



ͳ  ᎋ

၏ᨈᙱನϋ

ʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹᲫ᨞
᭗ʟțȸȫ




ᲢᛟଢᲴ.+/5 ȦȋȃȈᧈᲣ





ᲢឋွࣖሉᲣ





     źனිțȸȫƴᆆѣŻ




ʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹ

ȗȭǰȩȠ̲ޗဃƱƷॖᙸʩ੭

ᲫᲮᲴᲭᲪ


ȷ̲ޗဃƔǒƷཎКᄂᆮѣƴƭƍƯƷǷȧȸȈȈȸǯ



ȷ̲ޗဃƱƷཎКᄂᆮѣƴƭƍƯƷȝǹǿȸ᚛ᛯ



ȷ̲ޗဃƱۀՃƱƷॖᙸʩ੭



     ź᭗ʟțȸȫƴᆆѣŻ



ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃƔǒƷឋբŴᄩᛐሁ

ᲫᲰᲴᲪᲪ

Ტ.+/5 ȦȋȃȈᧈŴƓǑƼ᧙̞ՃƔǒׅሉᲣ



னිțȸȫ











ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃᧈƔǒƷᜒᚸ

ᲫᲰᲴᲭᲪ





ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ኳʕ

ᲫᲱᲴᲪᲪ




Ჶதɥ૰Ჸ
ᲫᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ ഏᇹ
ᲬᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ ЈࠗᎍӸቐ
ᲭᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ ࡈࠗᘙ
ᲮᲨȗȭǰȩȠ̲ޗဃƱƷॖᙸʩ੭˟ئ̲ޗဃӸቐ
ᲯᲨ᳆᳃᳇ٳᢿᚸ̖ᅚ * 
ᲰᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ Ӌᎋ૰
ᲱᲨΪܱƠƨͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘዮӳҔၲႆȪȸȀȸᏋȗȭǰȩȠᛟଢဇ૰
ᲲᲨ  ࠰ࡇ ٳᢿᚸ̖إԓ


3

ᲭᲨٳᢿᚸ̖ƷႸႎƱƶǒƍ
 ʮᣃܖٻưᡶǊƯƍǔžΪܱƠƨͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘዮӳҔၲႆȪȸȀȸᏋȗȭ
ǰȩȠſ
ᲢˌɦŴ.+/5 ȗȭǰȩȠᲣưƸŴ  ࠰ࡇƔǒƜǕǇưƷٳᢿᚸ̖Ʒ૾
ඥǛ৷ஜႎƴᙸႺƠŴငܖܫƷஊᜤᎍ  ӸƔǒƳǔ .+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ᲢۀՃᧈ ా
૨ࢠᲢ#/'& Ҕၲೞ֥ႆਖ਼ᡶᄂᆮʙಅȗȭǰȩȠǹȸȑȸȐǤǶȸᲣᲣǛϐನሰ
Ơƨŵӊǔ  ࠰  உ  ଐƴƸŴ  ࠰ࡇ .+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟Ǜ͵ƠŴ
  ࠰ࡇƷ .+/5 ȗȭǰȩȠܱཞඞƴƭƍƯᚸ̖ǛӖƚŴƦƷᨥƷਦઇʙŴя
ᚕǛŴ፻࠰ࡇˌᨀƷ .+/5 ȗȭǰȩȠƴӒପƠŴȗȭǰȩȠƷƞǒƳǔΪܱƱોծǛႸ
ਦƠƯƍǔŵ

  ࠰ࡇ .+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƷਦઇʙƱƠƯŴ

ȷ࠼إႎƳᢿЎƴɧឱƕƋǔƱ࣬ǘǕǔŵဦႎƴ࠼إѣǛᚘဒƠŴࠝƴțȸȠȚȸ
Ǹ᧠ᚁᎍưƋƾǕǔཞඞǛоǔ࣏ᙲƕƋǔŵྵཞưƸŴ̲ޗဃƴݣƠƯǋŴǇƨҔၲ
ǛӖƚǔͨᲢधᎍȷࠊൟᲣƴݣƠƯǋǢȔȸȫƕឱǓƳƍŵ

ȷȪȸȀȸƷᚇໜƔǒŴȪȸȀȸƷφ˳ႎᛟଢŴƢǂƖႸƷ੩ᅆƕɧឱƠ
Ưƍǔ᩿ƕƋǓŴƦǕǒǛφ˳ႎƴᅆƠƜƱưŴ̲ޗဃƷǭȣȪǢȑǹ࢟ƴጟƛƯ
ǄƠƍŵ

ȷࡈܖƕٶƘŴҔၲǍჃᜱƷྵ˳ئ᬴ƕɧឱƠƯƍǔŵ

 ሁƕਫƛǒǕƨŵ

 ɥᚡƷਦઇʙƴࢼƍŴᲬᲳ࠰ࡇƷ .+/5 ȗȭǰȩȠưƸŴಅѦਖ਼ᡶۀՃ˟Ŵ
˟ሁưࣖݣǛ౨᚛ƠŴૼƨƴˌɦƷ᠆ǛᚨܭƠ .+/5 ȗȭǰȩȠǛܱƠƨŵ
ᲢᲣ ȕǩȭȸǢȃȗǢȳǱȸȈƷܱŴƓǑƼǢȳǱȸȈኽௐǛӒପƠƨӕኵǈ
ᲢᲣ ̲ޗဃƷǭȣȪǢȑǹ࢟ǛૅੲƢǔӕኵǈ
ᲢᲣ ȗȬȪǵȸȁȷȭȸȆȸǷȧȳ፼ž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƷᚾ᬴ႎܱ
ᲢᲣ ǤȳǿȸȳǷȃȗƷɟޖƷգᔎ
ᲢᲣ ᅈ˟ƴӼƚƨ .+/5 ȗȭǰȩȠƷॖ፯ƱѣཞඞƷᆢಊႎႆ̮
ᲢᲣ ૨ᢿᅹܖႾƴǑǔૅੲ᧓ኳʕࢸƷӕኵǈ

ᲭᲪ࠰ᲫஉᲬᲳଐƴŴᲬᲳ࠰ࡇ .+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟Ǜ͵ƠŴɥᚡƷ᠆ƴ
ؕƮƖ  ࠰ࡇƴ .+/5 ȗȭǰȩȠưܱƠƨϋܾƴƭƍƯإԓƠŴ
ᚸ̖ǛӖƚƨŵ
ஜٳᢿᚸ̖إԓƸŴᲬᲳ࠰ࡇ .+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƴƓƍƯۀՃƔǒ্ƍƨ࣐
ƷƍƝॖᙸƱᚸ̖ŴƓǑƼᜒᚸƴƭƍƯጻǊƨǋƷưƋǔŵ

4

ᲮᲨٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ᜭʙᲢЭҞᲣ
ȗȭǰȩȠܱᝧ˓ᎍਮਠ
Ƃɥஜƃ
ஜଐƸ .+/5 ȗȭǰȩȠƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƴƝЈࠗ
᪬ƖŴᛗƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵஜଐŴ᭗৵ཎܭϱ
ƸƓǓǇƤǜƕŴٶƘƷཎܭՃƴǋЈࠗ᪬ƍƯ
ƓǓǇƢŵࢬǒƕ̲ޗဃƱᄂᆮᅹƓǑƼ .+/5 ਦݰ
ՃƱƷ᧓ƷǤȳǿȸȕǧȸǹƴƳǓŴ̲ޗဃƷȢȁș
ȸǷȧȳǛɥƛƯƘǕƯƍǔƱᅶƸज़ơƯƍǇƢŵǇ
ƨŴମ࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƷƝᙲஓƴࣖƑŴஜ࠰
ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƸŴ̲ޗဃƱٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ȷ
ۀՃƷέဃ૾ƱƷႺƷݣᛅǛȡǤȳƱƞƤƯ᪬Ɩ
ǇƢƷưŴஜ࠰ࡇǋମ࠰ࡇƱӷಮŴٻ᭗Ɣǒ࣐

ɥஜ ˦ʚ ȗȭǰȩȠܱᝧ˓ᎍ
ᲢҔܖᢿᧈȷҔܖᄂᆮᅹᧈᲣƴǑǔ
ਮਠƓǑƼʮᣃͨܖٻЈࠗᎍᲢɟᢿᲣ

ƷƳƍƝॖᙸǛ᪬ƖƨƍƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵƲƏƧǑ
ǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ

ٳᢿᚸ̖ۀՃᧈŴۀՃਮਠ
Ƃᡈᕲƃ
ஜଐŴӮ˟ǛѦǊƞƤƯ᪬ƖǇƢܖᄂᆮᅹƷᡈᕲưƢŵƲƏƧǑǖƠƘƓᫍƍဎƠɥ
ƛǇƢŵଔᡮưƢƕŴ.+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃᧈƷా૨ࢠέဃƔǒɟᚕƝਮਠǛƓᫍƍ
ဎƠɥƛǇƢŵ

ƂాۀՃᧈƃ
#/'& ƷȗȭǰȩȠǹȸȑȸȐǤǶȸǛƠƯƓǓǇƢాưƢŵྵנŴᣂƷग़ۧჄƴ
˰ǜưƓǓǇƢŵஜଐǋŴʁƠƿǓƴʮᣃƷእǒƠƍᘑǛᙸƳƕǒʮٻƴஹǇƠƨŵƜ
Ʒ .+/5 ȗȭǰȩȠƸͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘҔၲႆȪȸȀȸᏋȗȭǰȩȠưŴࢸ᭗ᱫ
Ʒᅶᐯ៲ǋऍऔƴƋƣƔǔƔƱŴࢳƱƱǋƴज़ᜓǛƠƯƓǓǇƢŵ
ɟဪٻЏƳƜƱƸɥஜέဃƕέǄƲƓƬƠǌƬƨǑƏƴŴݩஹƷஜЎƷȪȸȀȸƱƳǔ
ǂƖ̲ޗᎍƴஇᢘƳᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƢǔƜƱƩƱ࣬ƍǇƢŵʮᣃܖٻƱငܫƕσӷ
ƠŴᅈ˟ႎƴᙲƳᛢ᫆ưƋǔΪܱƠƨͤࡍᧈݤȷ᭗ᱫᅈ˟ǛܱྵƠǑƏƱƢǔॖഒႎӕ
ǓኵǈưƋǓŴஜȗȭǰȩȠƷႩŷƷƝႆޒǛࢳƠǇƢŵஜۀՃ˟ƴƸእǒƠƍέဃ
૾ƕƓǒǕǇƢƕŴǷȋǢȸƱƍƏྸဌưۀՃᧈǛƓࡽƖӖƚƠƯƓǓǇƢŵƲƏƧǑǖ
ƠƘƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

Ƃᡈᕲƃ
ஊᩊƏƝƟƍǇƠƨŵƞƯŴஜٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƸŴମ࠰ࡇƔǒۀՃƷʩˊƸƋǓǇƤ
ǜŵǇƨŴମ࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưŴžഏ࠰ࡇƸŴ᩼Ŵ̲ޗဃƱႺݣᛅƢǔೞ˟Ǜᚨ
ƚƯഒƠƍŵ
ſƱƷƝᙲஓǛ᪬ƖǇƠƨŵࢼƍǇƠƯŴஜ࠰ࡇƸ̲ޗဃƕ .+/5 ȗȭǰȩȠ
ưƷѣǍཎКᄂᆮƷௐǛǷȧȸȈȗȬǼȳƱȝǹǿȸưႆᘙƠŴۀՃƷέဃ૾ƴƸŴ
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̲ޗဃƱႺŴƓᛅƠ᪬ƖŴƝឋբǍƝяᚕǛ᪬Ƙ᧓ǛӕǒƤƯ᪬ƖǇƢŵƦƷƨǊŴ
ۀՃƷέဃ૾ƷᐯࠁኰʼŴƝਮਠƸлग़ƞƤƯ᪬ƖƨƘ܍ơǇƢƕŴƝᣃӳƕӳǘƣŴମ
࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƴƝЈࠗ᪬ƚƳƔƬƨࡅ᧵ٻᇌܖٻƷᕲʟέဃƔǒɟᚕŴƝਮਠǛ
ƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ

ా ૨ࢠ ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃᧈƴǑǔਮਠŴƓǑƼٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ЈࠗᎍᲢɟᢿᲣ

ƂᕲʟۀՃƃ
ࡅ᧵ٻᇌܖٻƷᕲʟưƢŵƲƏƧǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵମ࠰



ࡇƔǒ .+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ۀՃƴ˓ݼᐲƠǇƠƨƕŴƲƏƠƯ
ǋଐᆉƕӳǘƣŴЈࠗưƖǇƤǜưƠƨŵဎƠᚪƝƟƍǇƤǜŵ
ࡅ᧵ٻᇌܖٻưǋҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠƕѣƍ
ƯƓǓŴᅶǋငಅမƱܖٻƱǛኽƿʴᏋƴӋьƠƯƓǓŴƦ
ƪǒưƸᚸ̖ǛӖƚǔͨưƢƕŴ.+/5 ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƸƦƏ
ƍƏኺ᬴ǋƔƠƯŴƓࢫƴᇌƯǕƹƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵƲƏƧ
ǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ


ᕲʟ ᢷᨺ ۀՃ

  ࠰ࡇ .+/5 ȗȭǰȩȠܱཞඞƷإԓ
Ƃᡈᕲƃ
ᕲʟέဃŴஊᩊƏƝƟƍǇƠƨŵƦǕưƸŴଔᡮŴ  ࠰ࡇƷ .+/5 ȗȭǰȩȠƷ
ѣϋܾƴƭƍƯบȦȋȃȈᧈƔǒƝᛟଢƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ

Ƃบƃ
.+/5 ȦȋȃȈᧈƷบưƢŵǑǖƠƘ
ƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
ۀՃƷႏಮƴƸŴதɥƴஜଐƷ૰Ǜᣐ
ࠋƞƤƯ᪬ƍƯƓǓǇƢŵƦƷɶƷž૰
ſƴඝƬƯŴஜ࠰ࡇƷ .+/5 ȗȭǰȩȠ
ƷܱཞඞǛ  ႸƴЎƚƯᛟଢƞƤƯ
᪬ƖǇƢŵǇƣŴஇИƷǹȩǤȉưƸŴ
.+/5 ƷȦȋȃȈƷཎࣉŴಒᙲƴ᧙ƠƯቇ
ҥƴǇƱǊƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵŷƸŴ
บ  ٻ.+/5 ȦȋȃȈᧈƴǑǔܱཞඞᛟଢ

ܖȷᕤܖȷҔܖŴƦǕƧǕƷᄂᆮᅹƔǒƷ
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̲ޗဃƕŴஜȗȭǰȩȠƴӋьƠŴʝƍƴǤȳǿȩǯǷȧȳƢǔೞ˟Ǜ੩̓ƠŴ
ž᭗ᱫᎍƴ
ΟƠƍҔၲྸࣞƴ݃ɨƢǔʴſŴƓǑƼžឬ᭗ᱫᅈ˟ƷҔၲኺฎሁƷբ᫆ᚐൿƴᝡྂƢǔ
ʴſƷᏋǛᘍƬƯƓǓǇƢŵ
ᏋȷᄂᆮƷܱ˳СưƢƕŴέǄƲɥஜέဃƔǒǋƓᛅƕƋǓǇƠƨಮƴŴ.Ŵ.
ưӕǓኵǉžȗȬȪǵȸȁſƱ .᳸. ưӕǓኵǉžཎКᄂᆮſƴƓƍƯŴᄂᆮȆȸȞƷ
ൿܭƔǒᄂᆮǛᡶǊǔɥưƷಮŷƳբ᫆ƴƭƍƯŴȡȳǿȸƱԠƿᒉՃƕ̲ޗဃǛข
ƘǵȝȸȈƢǔ˳СǛᄩᇌƠƯƓǓǇƢŵǇƨŴᜒ፯ȷ፼ƸŴưƖǔƩƚࡈܖǛถǒƢ
૾Ӽư࠰ŴોᚖƠƯƓǓǇƢŵᜒ፯ϋܾƴƭƖǇƠƯƸŴମ࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưǋ
ƝᛟଢƞƤƯ᪬ƖǇƠƨᡫǓŴҔܖƷؕႴƱƳǔžʴ˳ᚐаܖſᲢᜒ፯Ქܱ፼ᲣŴžဃྸܖſ
Ტᜒ፯ŴᒍᛖᲣǛ . ̲ޗဃƷ࣏̲ᅹႸƱƠƯƓǓǇƢŵܖŴᕤܖᄂᆮᅹƔǒǋᜒ፯Ǜ੩
̓᪬ƘƱƱǋƴŴҔၲ͒ྸŴҔၲኺฎܖŴૠྸᅹܖǛᜒƠƯƍǔƷǋŴஜ .+/5 ȗȭǰ
ȩȠƷཎࣉưƢŵǇƨŴ
žᒍᛖưƷ᚛ᛯȷᜭᛯǛᘍƍŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщǛ៲ƴƭƚ
ǔŵſƜƱǛႸႎƱƠŴٳʴՃƴǑǔțȸȠȫȸȠᲢǳȭǭǦȠᲣǛᘍƬƯƍǇƢŵƞ
ǒƴŴžҔၲܖཎКᜒ፯íŴîſưƸŴҔܖƴ᧙̞Ʒขƍ˖ಅƔǒᇹɟዴƷᜒࠖǛਔᎣ
ƠƯƍǇƢŵ
ƦǕưƸŴ  ࠰ࡇƴ .+/5 ȗȭ
ǰȩȠưܱƠƨϋܾƴƭƖǇƠƯƝᛟ
ଢᐲƠǇƢŵǇƨŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƸ
  ࠰ࡇƴ૨ᢿᅹܖႾȷҦٟᛢᆉ
ᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠƴ৸ƞǕŴ
  ࠰ࡇưƦƷૅੲƕኳʕƠǇƢŵ
ࢼƬƯŴኳʕࢸƷᏋ˳СƱμܖƴǑǔ
ӕǓኵǈƴƭƖǇƠƯŴྵໜưᄩܭƠ
ƯƍǔƜƱƴƭƍƯǋƝᛟଢƞƤƯ᪬Ɩ
ǇƢŵ


ȗȭǰȩȠܱཞඞǛᄩᛐƢǔٳᢿᚸ̖ۀՃ

ǇƣŴɶ᧓ᚸ̖ࢸƷ  ࠰ࡇƔǒŴ
̲ޗဃƱᄂᆮᅹƷਦݰՃǛݣᝋƱƠŴȕǩȭȸǢȃȗǢȳǱȸȈǛܱƠƯƓǓǇƢŵ
ƜǕƸƍǘǏǔ 2&%# ǵǤǯȫưƷ %JGEM Ʊ #EVKQP ƴ࢘ƨǓǇƢŵஜǢȳǱȸȈƸŴ
̲ޗဃƓǑƼᄂᆮᅹƷਦݰՃƔǒƷᙲஓǛጮǓᡉƠ .+/5 ȗȭǰȩȠƴȕǣȸȉȐȃǯ
ƢǔƜƱưŴ.+/5 ᐯƷǑǓᑣƍᏋؾǛоƬƯᘍƘƜƱǛႸႎƱƠƯƍǇƢŵƦƜưŴ
  ࠰ࡇƴܱƠƨᇹ  ׅȕǩȭȸǢȃȗǢȳǱȸȈƷኽௐƴƭƖǇƠƯŴŷƕཎ
ƴදႸƠƨໜƸŴ̲ޗဃƱᄂᆮᅹƷਦݰՃƷྸᚐƕขǇƬƨƜƱưƢŵƜƷໜƴƭƖǇ
ƠƯቇҥƴƝᛟଢƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
ǇƣŴž.+/5 ȗȭǰȩȠƕᄂᆮᅹƷᄂᆮϋܾƴǋᑣƍࢨ᪪ǛɨƑƯƍǇƢƔᲹſƱƍƏ
ឋբǛᐲƠǇƠƨŵᇹ  ׅȕǩȭȸǢȃȗǢȳǱȸȈƷኽௐƴൔǂŴᇹ  ׅƷኽௐưƸŴ
ଢǒƔƴ .+/5 ȗȭǰȩȠǛȝǸȆǣȖƴᎋƑƯƍǔ̲ޗဃƓǑƼᄂᆮᅹƷਦݰՃƕف
ƑƯƓǓǇƢŵഏƴŴž.+/5 ȗȭǰȩȠǁƷӋьǛൿǊƨྸဌƸ˴ưƢƔᲹſƱƍƏឋբ
ǛᐲƠǇƠƨŵମ࠰ࡇƸŴžڜѕƱƍƏૅੲƕƋǔƜƱŵſƕஇٻƷྸဌưƠƨƕŴஜ࠰
ࡇŴŷƕ۹ƠƔƬƨƷƸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷϋܾǛᇹɟƴਫƛƯƍǔ̲ޗဃƕٻƖƘف
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ƑƨƜƱưƢŵ.+/5 ȗȭǰȩȠưƷŷƷӕǓኵǈƕŴ̲ޗဃƓǑƼᄂᆮᅹƷਦݰՃƴ
ྸᚐƞǕŴේᡢƠƭƭƋǔƜƱǛܱज़ᐲƠǇƠƨŵ
ƦǕưƸŴƜƷ҄٭ƷȐȃǯǰȩǦȳȉƸ˴ƔᲹƱƍƏƜƱƴƳǓǇƢŵƦǕƸŴମ࠰
ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƴƓƍƯ্ƍƨƝॖᙸƷɶưɟဪٶƔƬƨžྵئǛᙸƯഒƠƍŵſƴࣖ
ƑŴ  ࠰ࡇƸȗȬȪǵȸȁȷȭȸȆȸǷȧȳ፼ƱƠƯᚾ᬴ႎƴž၏ᨈᙸܱܖ፼ſ
ǛܱƠƨƜƱƩƱᎋƑƯƓǓǇƢŵஜܱ፼ƸŴʴ᧓ͤࡍᅹܖኒݦૌƷέဃ૾Ʒμ᩿ႎƳ
ƝૅੲƴǑǓܱྵƠǇƠƨŵƞǒƴŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷ࢘ڼИƔǒƷٻƖƳբ᫆ƱƠƯŴ
ӴဋǭȣȳȑǹƴҔܖȷᕤܖᄂᆮᅹƷ̲ޗဃƕƍǔɟ૾ŴǭȣȳȑǹƴܖᄂᆮᅹƷޗ
̲ဃƕƍǔƜƱưƋǓŴǭȣȳȑǹ᧓ƷᆆѣƴǑǔ̲ޗဃƷ᧓ႎਃᲢƱችᅕႎ၅іᲣ
ƕਫƛǒǕǇƢŵƦƷƨǊŴ  ࠰ࡇƸŴᢒᨠǷǹȆȠƷૢͳȷਘΪǛᘍƍŴᢒᨠᜒ፯
ƷૠǛفǍƢƜƱưŴ̲ޗဃƷਃǛ᠉ถᐲƠǇƠƨŵ ໜႸƱƠƯŴ̲ޗဃƕᆢಊႎƴଔ
ƴǤȳǿȸȳǷȃȗǛܱƢǔಮŴǤȳǿȸȳǷȃȗۀՃ˟ǛᇌƪɥƛŴᒉƷཎܭ
ՃƴǤȳǿȸȳǷȃȗƴƭƍƯƷɠݗƳǬǤȀȳǹƱŴǤȳǿȸȳǷȃȗǛኳʕƠƨ̲ޗ
ဃƴǑǔإԓ˟Ǜ͵ƠǇƠƨŵǇƨŴ.+/5*2 ƷܖϋݦဇƷ YKMK ƷȚȸǸƴǑǓᛇኬƳ
إԓǍƜǕƔǒǤȳǿȸȳǷȃȗǛܱƢǔ̲ޗဃǁƷяᚕሁǛਫ਼᠍ƠƯƍǇƢŵ ໜႸƸŴ
.+/5 ȗȭǰȩȠƷ *2 ƷોᚖưƋǓŴ
ཎƴŴȗȭǰȩȠưƷѣܱጚƱǳȩȠഇǛΪܱƠŴ
ᅈ˟ǁƷႆ̮ǛǓǇƠƨŵƦƷኽௐŴ*2 ǛᙸƯࠎ̲ޗஓᎍƕᨼǇǔƜƱŴƓǑƼ̲ޗဃ
ƕʝƍƷѣǛྸᚐƢǔƜƱŴƓǑƼҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈưƷӕǓኵǈǁƷྸᚐƕขǇƬƨƱ
࣬ǘǕǇƢŵƦƷኽௐŴ*2 Ʒ᧠ᚁૠƕŴମ࠰ɟ࠰᧓ƴൔǂŴஜ࠰ࡇɟ࠰᧓ưƸ ᲟفƑ
ƯƓǓŴݲƠƣƭјௐƕྵǘǕƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵ
ƳƓŴʻࢸƷᛢ᫆ƱƠƯਫƛƞƤƯ᪬ƖǇƠƨƕŴ.+/5 ȗȭǰȩȠưƸŴᆢಊႎƴǢǸ
ǢƔǒƷΟᅵƳသܖဃǛ̲ޗဃƱƠƯӖƚλǕƯƓǓŴžဃྸܖſǛƸơǊƱƠƯଔƘƔǒ
ᒍᛖưƷᜒ፯ǛᘍƬƯƓǓǇƢŵƨƩŴٳᢿᜒࠖƴǑǔᜒ፯Ǎᜒ˟ƸŴྵཞưƸᒍᛖư
Ʒ੩̓ƕưƖƯƓǒƣŴƞǒƳǔپƕ࣏ᙲƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ഏƴŴ  ࠰ࡇƴƸŴ̲ޗဃƷǭȣȪǢȑǹ࢟ǛᆢಊႎƴǵȝȸȈƢǔ˳СǛᄩᇌ
ƠǇƠƨŵஜ࠰  உƴᄂᆮᅹƷҦٟӭǛӕࢽƠŴ.+/5 ȗȭǰȩȠǛ̲ʕƠƨ  ဃƕᅈ
˟ƴƼᇌƪǇƢŵƜǕƴዓƘ . ˌɦƷ̲ޗဃƕ .+/5 ȗȭǰȩȠǛᡫƠƯ៲ƴƭƚƨҔ
ᕤƷǭȣȪǢǛŴƲƷǑƏƴƔƠƯឬ᭗ᱫᅈ˟ȷͤࡍᧈݤᅈ˟ƴᝡྂƢǔƔᲹƴƭƍ
ƯŴ. ̲ޗဃǁƷᡶែࠎஓᛦ௹ƴؕƮƖŴǬǤȀȳǹǍႻᛩ˟ǛܱƢǔžǭȣȪǢȑǹ
ۀՃ˟ſǛᚨፗƠǇƠƨŵۀՃᧈǛܖᄂᆮᅹƷౕƴƓᫍƍƠŴƜƜƴᅆƠƨನƴ
ƳƬƯƍǇƢŵǇƣŴஹ࠰ࡇᲢ  ࠰ࡇᲣȗȭǰȩȠǛ̲ʕƢǔ . ̲ޗဃǛݣᝋƱƠ
ƯŴžᡶែࠎஓᛦ௹ſǛܱƠǇƠƨŵžᡶែࠎஓᛦ௹ſƷϋܾǛᙸƯ᪬ƖǇƢƱŴᇹ  ဪ
ႸƷឋբưžྵݼנᎰέƱƠƯᎋƑƯƍǔƷƸ˖ಅŴǢǫȇȟǢƲƪǒưƢƔᲹſƱƍƏ
ឋբƴݣƠŴଏƴ˖ಅƴᘍƘƱƍƏᡶែǛൿǊƯƍǔ̲ޗဃŴǢǫȇȟǢƴസǓƨƍƱᎋ
ƑƯƍǔ̲ޗဃˌٳƴŴ
žசܭſƱƍƏ . ̲ޗဃƕૠʴƍǔƜƱƕЎƔǓǇƠƨŵƦƜưŴ
 உƷҞƹƴǭȣȪǢȑǹ࢟ƴ᧙ƢǔႻᛩ˟Ǜ͵ƠǇƠƨŵƜƷ˖ဒƸŴǻȟȊȸƱႻ
ᛩ˟ƱƷ  ஜᇌƯƴƳƬƯƓǓŴǇƣŴҔᕤᡲઃƷǭȣȪǢǛਤƪŴྵנǋȩǤȕǵǤ
ǨȳǹЎưƠƯƍǔέƱƠƯŴȆǫȳǸȣȑȳᲢఇᲣƷˊᘙӕዸࢫᅈᧈƷ˙ᕲී
ܑ൞ǛƓਔƖƠǇƠƨŵ˙ᕲීܑ൞ƸŴƜǕǇưƴǋ .+/5 ȗȭǰȩȠƷžҔၲܖཎК
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ᜒ፯îſƷᜒࠖǛƓᫍƍƠƯƓǓŴƝᐯ៲ƕҦٟᛢᆉ̲ʕࢸŴɶٳᙌᕤưᄂᆮǛƞǕŴƦ
ǕƔǒ )' ȘȫǹǱǢưȞȸǱȆǣȳǰሁǛਃ࢘ŴƞǒƴŴȆǫȳǸȣȑȳᲢఇᲣƱƍƏ
ҔᕤԼƴ࣏ᙲƳȪǭȃȉȏȳȉȪȳǰƷ২ᘐȡȸǫȸƷȞȍǸȡȳȈưƞǕƯƍǇƢŵ
ჇƴŴҔᕤƷȐȃǯǰȩǦȳȉǛਤƬƯȁȣȬȳǸƠƯஹǒǕƨ૾ưƋǓŴ.+/5 ̲ޗဃ
ƷέᢋƱƠƯƓᛅǛ˨ƍǇƠƨŵƓΨƷ૰ƷϙჇƸŴȆǫȳǸȣȑȳȷ˙ᕲ൞ƴƝஹ
ܖ᪬ƍƨᨥƷಮ܇ưƢᲢ.+/5 ǻȟȊȸܴŵӋᎋ૰ĭ 2Უŵ
Ǉƨ፻ଐƸŴǪȠȭȳȘȫǹǱǢᲢఇᲣƴƝңщ᪬ƖŴ. ̲ޗဃǛࡽྙƠŴஜᅈᲢʮᣃ
ࡅӼଐࠊᲣǛᚧբƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵǪȠȭȳƷᘉןᚘǍȞȸǱȆǣȳǰሁƷƓᛅǛ˨Ƭ
ƨࢸƴŴ˖ಅƱܖٻƴƓƚǔᄂᆮᎰƷࢫлŴؾƷᢌƍሁƴƭƍƯŴ২ᘐႆወᠤᢿ ܖᘐ
ႆᢿƷܷ߷ͤ൞Ɲᐯ៲Ʒኺ᬴ᛩŴƓǑƼᢿᧈƷׄȎܷ൞ƔǒಮŷƳǢȉȐǤǹǛ᪬ƖǇ
ƠƨŵǪȠȭȳȘȫǹǱǢƸŴ.+/5 ̲ޗဃƷಮƴҔᕤƷȐȃǯǰȩǦȳȉǛਤƬƨҦٟ
ʴǛ൭ǊƯƍǔ˖ಅưƋǓŴҦٟʴƴƲƷǑƏƳƜƱǛࢳƠŴ൭ǊƯƍǔƔᲹƴƭ
ƍƯǋƓᛅ᪬ƖǇƠƨŵˌɥƷಮƴŴʻࢸǋƜƷǭȣȪǢȑǹۀՃ˟ƴƓƍƯŴ̲ޗဃƱ
ӼƖӳƍŴࢬǒƷǭȣȪǢȑǹ࢟ƷૅੲǛዒዓƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƳƓŴƜǕǒƷႻᛩ
˟ƴƭƍƯƸŴ̾КƷ૰ǛƝӋༀɦƞƍŵ
ዓƍƯŴ ȚȸǸƔǒ  ȚȸǸᲢӋᎋ૰ĭ 2ᲣƴƭƍƯưƢƕŴɶ᧓ᚸ̖
ࢸƴŴ҅ 21 Ɣǒ্ƍƨƝяᚕǛؕƴŴ  ࠰ࡇƔǒƸŴಮŷƳᧉݦЎưᡯᚽƕข
ƍ  ӸƷέဃ૾ƴƓᫍƍƠŴాέဃǛۀՃᧈƱƢǔٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ǛૼƨƴᇌƪɥƛŴ
࠰ࡇƴٳᢿᚸ̖ۀՃ˟Ǜ͵ƠƯƓǓǇƢŵஜۀՃ˟ưƸŴٶ᩿ႎƴ .+/5 ȗȭǰȩȠ
Ǜᚸ̖᪬ƖŴяᚕƱਦݰǛ᪬ƍƯƓǓǇƢƕŴƞǒƴٳʴƷஊᜤᎍǛਔᎣƠŴǰȭȸȐ
ȫƳᙻໜư .+/5 ȗȭǰȩȠƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟Ǜ͵ƢǔƜƱƸŴଐᆉᛦૢǛڼǊƱƠƯ
ཋྸႎƴǋʖምႎƴǋಊǊƯᩊưƠƨŵƦƜư  ࠰ࡇƸŴƦǕǛᙀܦƢǔႸႎưŴ
ႺŴ̲ޗဃƱƠƯƍǔƓʚʴƷٳʴՃ %JTKUVKCP#NVOCPP έဃƱ <GPCU%%JCQ
έဃƴ .+/5 ȗȭǰȩȠƷᚸ̖ǛƓᫍƍᐲƠǇƠƨŵƓʚʴƱǋưᏋǛӖƚƯƓǒ
ǕŴ#NVOCPP έဃƸ .+/5 ȗȭǰȩȠ࢘ڼИƔǒŴ.᳸. ̲ޗဃƷ࣏̲ᅹႸưƋǔᒍ
ᛖȇǣșȸȈƱțȸȠȫȸȠǛƝਃ࢘᪬ƍƯƓǓŴ%JCQ έဃƴƸ .+/5 Ʒ࣏̲ᜒ፯ưƋǓŴ
ҔܖᄂᆮᅹƷؕႴᅹႸưƋǔžဃྸܖſƷᒍᛖưƷᜒ፯ǛƝਃ࢘᪬ƍƯƓǓǇƢŵƦƷኽ
ௐŴ#NVOCPP έဃƔǒƸŴ
ž.+/5 ȗȭǰȩȠƸŴଐஜʴƱသܖဃƱƍƏǋȐȃǯǰȩǦ
ȳȉǋᢌƏ̲ޗဃƕƓʝƍƴǤȳǿȩǯǷȧȳƢǔئƱƠƯǑƘೞᏡƠƯƓǓŴᐯ៲ǋᒍ
ᛖ FGDCVG Ǜਃ࢘ƠƯƍƯ᩼ࠝƴ᩿ႉƍŵſƱƍƏ᭗ƍᚸ̖Ǜ্ƖǇƠƨŵɟ૾Ŵբ᫆ໜƱ
ƠƯƸŴž.+/5 ̲ޗဃƸŴޓᄂᆮᅹƷ̲ٟᛯ૨ƓǑƼҦٟᛯ૨ᄂᆮǛŴȗȬȪǵȸȁƓ
ǑƼཎКᄂᆮƱӷɳᘍưܱƠƳƚǕƹƳǒƣŴƔƳǓƷȗȬȃǷȣȸƴƳƬƯƍǔޗ
̲ဃǋƍǔŵƦƜǛᎋॾƢǔ࣏ᙲƕƋǔƷưƸƳƍƔᲹſƱƍƏƝॖᙸǋ᪬ƖǇƠƨŵǇ
ƨŴ%JCQ έဃƸౕٻƷƝᡚᎰƴӳǘƤŴஜ࠰ࡇƔǒžဃྸܖſƷᜒ፯Ǜਃ࢘᪬ƍƯƓ
ǓŴྵנƸƜƷᜒ፯ƕኳʕƠƯƍƳƍƴᚸ̖ǛƓᫍƍƠƨƨǊŴ
žƳƔƳƔμ˳ǛᡫƠ
ƯሉƑǔƜƱƸưƖǇƤǜƕŴǑǖƠƍưƢƔᲹſƱƍƏƜƱưƓࡽƖӖƚ᪬ƖǇƠƨŵ
ƦƷኽௐŴžࡈܖƷᜒ፯ưբ᫆ƴƳǔƷƕܖဃƷȢȁșȸǷȧȳƷࠀưƋǓŴᜒ፯ǛᎥƔƣ
ƴݏƯƍǔܖဃǋƍǕƹŴɟဃভԡŴʖ፼ƱឋբǛƠƯƘǔܖဃǋƍǔŵ̊ƑƹŴ
žဃྸܖſ
ǋ࣬ƍЏƬƯ፼࢟ࡸǍǻȟȊȸ࢟ࡸƴƠƯƸƲƏƔᲹſƱƍƏƝॖᙸǛ᪬ƍƖǇƠƨŵ
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ƍƣǕƷᚸ̖ŴƝॖᙸƴƭƖǇƠƯǋŴʻࢸોծƴӕǓኵǈƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ഏƴŴȗȬȪǵȸȁȷȭȸȆȸǷȧȳ፼ᲢӋᎋ૰ĭ 2ᲣưƢƕŴ
ମ࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƷžྵئǛᙸƯഒƠƍŵſƱƍƏƝਦઇƴƓࣖƑƢǔƨǊŴஜ࠰
ࡇŴᚾ᬴ႎƴž၏ᨈᙸܱܖ፼ſǛИǊƯܱƠǇƠƨŵᏑƱƠƯᚡ᠍ƞƤƯ᪬ƖǇƠƨ
ƕŴƜƷž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƷܱƴƭƖǇƠƯƸŴஜଐŴƝЈࠗƷឱᇌέဃƔǒŴžҔܖᢿ
ʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷܖဃƴǋӷಮƷૼƠƍᚾǈƱƠƯŴžʴ᧓ͤࡍᅹܖñſƱƍƏ࣏᪰ᅹႸƱ
ƠƯž၏ᨈᙸܱܖ፼ſǛܱƢǔแͳǛᡶǊƯƍǇƢƷưŴƦǕƴȪȳǯƞƤƯ .+/5 ޗ
̲ဃǛӖƚλǕƯǈǇƠǐƏŵſƱƍƏƝ੩క᪬ƖŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷμ᩿ႎƳૅੲƴǑǓ
ܱྵƠǇƠƨŵƨƩƠŴ.+/5 ȗȭǰȩȠưƸИǊƯܱƢǔܱ፼ưƋǓŴࠎஓᎍƕٶƢƗ
ƯǳȳȈȭȸȫưƖƳƍӧᏡࣱǋƋƬƨƨǊŴឱᇌέဃƱƝႻᛩƷɥŴஜ࠰ࡇƸŴǇƣ၏
ᨈƱƍƏҔၲƷྵئƴǄƱǜƲ᧙ǘƬƨƜƱƷƳƍ .Ŵ. ̲ޗဃŴƓǑƼ . ዻλဃƔ
ǒࠎஓᎍǛѪǓǇƠƨŵᲲஉᲫଐ᳸ᲫᲫଐƷ᧓Ŵ.+/5 ཎܭՃƕ̲ޗဃƴࡽྙƠŴधᎍƞ
ǜƸǋƪǖǜ၏ᨈѮѦƷҔࠖưƞƑŴ୍െŴƳƔƳƔᙸǔೞ˟ƕƳƍ၏ྸᢿŴ౨௹ᢿŴ
ᘉᢿŴᕤдᢿŴҔၲऴ˖إဒᢿŴ၏ഭሥྸܴưᙸܱܖ፼ǛᘍƍŴஇࢸƴŴٳஹӖᚮ˳᬴ܱ
፼ǛܱƠǇƠƨŵƜǕƸŴٳஹӖᚮƷƨǊƴஹᨈƞǕƨधᎍƞǜƴŴஜܱ፼ƷឯଓǛᛟ
ଢƠŴ১ᜄƕࢽǒǕƨ૾ƴƭƍƯŴ̲ޗဃᲫӸᲢသܖဃƷئӳƸŴଐஜʴƱƷȚǢƱƠƯ
ᲬӸŵᲣƕधᎍƞǜƴ˄ƖชƍŴӖ˄ŴᚮݑŴ౨௹ŴᛟଢŴϼ૾ŴૅǇưƷɟᡲƷٳஹӖ
ᚮƷ්ǕǛܖƼǇƠƨŵ
ž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƷஇኳଐưƋǔ  உ  ଐƴƸŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹ
ƷܖဃƱɟደƴŴ̲ޗဃǋƓΨƴƋǔ 226 Ǜ˺ƠŴƦǕǛဇƍƯȗȬǼȳǛᘍƏإԓ
˟ƴǋӋьƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷέဃ૾ƕŴܖᢿᜒ፯žʴ᧓ͤࡍᅹܖñſ
ƷƨǊƴጁ݅ƳጻǊǒǕƨȞȋȥǢȫǛ .+/5 ̲ޗဃǋ̅ဇƞƤƯ᪬ƖŴǇƨŴ.+/5 ȗȭ
ǰȩȠƷٳʴသܖဃƷƨǊƴŴӲᢿፙƷਃ࢘ᎍƴƸŴᒍᛖưƷᛟଢ૰ǛƝแͳ্ƖŴ
ࡽྙƷ .+/5 ཎܭՃǍଐஜʴƷ̲ޗဃƕᢘܯᡫᚪǛᘍƍǇƠƨŵٳஹӖᚮ˳᬴ܱ፼ưƸŴ
ٳʴ̲ޗဃƱଐஜʴ̲ޗဃƕȚǢưधᎍƞǜƴ˄ƖชƍŴଐஜʴ̲ޗဃƕधᎍƞǜƱٳ
ʴ̲ޗဃƱƷॖ࣬ƷျᡫǛǵȝȸȈƠǇƠƨŵƳƓŴƓΨƷ૰Ʒ  ȚȸǸƔǒ 
ȚȸǸƴŴ̲ޗဃƕӲᢿᧉưƷܱ፼ኳʕƴ˺ƠƨȬȝȸȈǛਫ਼᠍ƞƤƯ᪬ƍƯƓǓǇ
ƢŵᲭᲪ࠰ࡇƔǒƸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷ࣏̲ᅹႸưƋǔȗȬȪǵȸȁȷȭȸȆȸǷ
ȧȳ፼ƱƠƯŴžஇέᇢೞ֥፼ſƱž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƱƷᢠ৸СƴƠƨƍƱᎋƑƯƓ
ǓǇƢŵ
ዓƖǇƠƯŴǤȳǿȸȳǷȃȗƴ᧙ƢǔإԓƱƠƯŴମ࠰ࡇƸŴෙٳƴ  ˑŴϋƴ 
ˑƷӳᚘ  ˑƷǤȳǿȸȳǷȃȗǛܱƠǇƠƨŵᲬᲳ࠰ࡇƸŴྵנǇưƴ  ˑƷǤ
ȳǿȸȳǷȃȗǛኳʕƠƯƓǓǇƢŵǇƞƴஜଐŴЈႆƢǔ̲ޗဃǋƍǇƢƕŴஇኳႎƴ
  ࠰ࡇƸŴෙٳƴ  ˑŴϋƴ  ˑƷӳᚘ  ˑƷǤȳǿȸȳǷȃȗǛܱʖܭưƢŵ
ǤȳǿȸȳǷȃȗǛ๛ǓƳƘܱưƖǔƷƸŴମ࠰ࡇŴᚨፗƠƨžǤȳǿȸȳǷȃȗۀՃ
˟ſᲢᅦޛέဃˌɦƜƷǑƏƳȡȳȐȸನᲣƕೞᏡƠƨƨǊƱᎋƑƯƓǓǇƢŵžǤȳǿ
ȸȳǷȃȗۀՃ˟ſƴƓƍƯǋŴᒉƍཎܭՃƷǵȝȸȈƴǑǓ̲ޗဃƕǤȳǿȸȳǷȃ
ȗƷȗȭȝȸǶȫǛ˺ȷ੩ЈƠŴ
žǤȳǿȸȳǷȃȗۀՃ˟ſƴƓƍƯƸŴȗȭȝȸǶȫ
ƴᚡ᠍ƞǕƯƍǔžܱᚘဒſŴƓǑƼžࢳƞǕǔјௐſሁƕᢘЏưƋǔƔƴƭƍƯᲮӸ
ƷۀՃƕᲮႸᲥዮӳᚸ̖ǛᲯໜໜưᚸ̖ƠŴᲮӸƷμרƕᲭᲨᲯໜˌɥᲩᲯໜưƋ
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ǔئӳƴŴǤȳǿȸȳǷȃȗǛᚩӧƠǇƢŵǤȳǿȸȳǷȃȗࢸƴ̲ޗဃƸȬȝȸȈǛ੩
ЈƠŴƦƷᚸ̖ǋԃǊƯஇኳႎƳጚᚸ̖ǛᘍƬƯƍǇƢŵƳƓŴᲬᲳ࠰ࡇϋƴ  Ӹ
ƷܱƕൿǇƬƯƓǓǇƢŵǇƨŴ  ࠰ࡇǋŴஜଐྵנŴଏƴ  ӸƷܱƕൿǇƬ
ƯƓǓǇƢŵ
.+/5 ȗȭǰȩȠƷɶ᧓ᚸ̖ǇưƸŴǤȳǿȸȳǷȃȗƷܱጚƕƳƘŴƨƩҥƴ̲ޗဃƴ
žǤȳǿȸȳǷȃȗƴᘍƖƳƞƍŵ
ſƱѰǊƯǋŴࠎஓᎍƕƍƳƍƱƍƏཞඞǛોծƢǔƨ
ǊŴମ࠰ࡇžǤȳǿȸȳǷȃȗۀՃ˟ſǛᚨፗƠŴᒉƍཎܭՃƕɶ࣎ƱƳǓŴ̲ޗဃƷ
ǤȳǿȸȳǷȃȗƴƭƍƯɠݗƳૅੲǛڼƠǇƠƨŵ̊ƑƹŴǤȳǿȸȳǷȃȗ̲ʕᎍ
ƕŴž൞ӸŴ࠰ܖŴӖƚλǕέŴܱŴႸႎŴƲƏǍƬƯൿǊƨƔ ŴǤȳǿȸȳǷȃ
ȗϋܾŴϙჇŴܖǜƩƜƱŴǤȳǿȸȳǷȃȗǛƠƯǑƔƬƨƜƱŴƬƨໜȷોծƢǂ
ƖƜƱŴϔᨖᛩŴ.+/5 ᄂᆮȆȸȞǁƷᝡྂŴƜǕƔǒǤȳǿȸȳǷȃȗƴᘍƘʴƴɟᚕſ
ƴƭƍƯᚡ᠍ƠƨϋܾǛŴ̲ޗဃƱՃƕ᧠ᚁƢǔܖϋᨂܭƷ .+/5*2Ტ.+/5YKMKᲣƴਫ਼
᠍ƠƯƍǇƢŵǇƨŴ  ࠰  உ  ଐᲢ൦ᲣƴžǤȳǿȸǷȃȗإԓ˟ſǛ͵ƠŴ
ᲯӸƷ̲ޗဃƕǤȳǿȸȳǷȃȗƷॖ፯ƱௐƴƭƍƯႆᘙƠŴǤȳǿȸȳǷȃȗƕசܱ
ưƋǔ̲ޗဃƓǑƼ . ̲ޗဃƴݣƠŴưƖǔƩƚଔƴǤȳǿȸȳǷȃȗǛܱƢǔಮŴ
̟ƠƯƍǇƢŵ
.+/5 ȗȭǰȩȠưƸŴǤȳǿȸȳǷȃȗǛ࣏̲ƱƠƯƓǓŴϋǤȳǿȸȳǷȃȗŴෙ
ٳǤȳǿȸȳǷȃȗƷƍƣǕǛܱƠƯǋŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷ̲ʕƴ࣏ᙲƳҥˮƱƠƯᛐ
ǊƯƍǇƢŵϋǤȳǿȸȳǷȃȗƴƭƍƯƸŴኺฎငಅႾƷɶᧈᄂᆮʴᏋǳȳǽ
ȸǷǢȠನሰʙಅƷɟƱƠƯŴ  ࠰  உƴᚨᇌƞǕƨɟᑍᅈׇඥʴငܖңǤȎ
șȸǷȧȳʴᏋңᜭ˟Ტ%'0)+0'Უ
Ტ.+/5 ңᜭ˟ᜭᧈưƋǔஜܖȷ҅ദᨺᏋਃ
࢘ྸʙȷиᧈܖƕˊᘙྸʙᲣƕᢃփŴܱƢǔငܖңǤȎșȸǷȧȳʴᏋǳȳǽȸ
ǷǢȠʙಅǛМဇƢǔƨǊŴ.+/5 ̲ޗဃμՃƕ +&. ǷǹȆȠƴႇƠƯƓǓǇƢŵஜʙಅ
ưƸŴǪȳȩǤȳưƷȞȃȁȳǰƱɳᘍƠƯŴஜܖƴᣐፗƞǕƨǳȸȇǣȍȸǿƕŴܖဃȷ
ܖٻՃƱ˖ಅƱƷȑǤȗࢫǛௐƨƠŴᢘЏƳȞȃȁȳǰǛᘍƏƜƱƴǑǓŴǑǓឋƷ᭗
ƍϋǤȳǿȸȳǷȃȗᚘဒƱӖƚλǕέ˖ಅൿܭƷૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵࢼƬƯŴ૨ᢿ
ᅹܖႾƔǒƷૅੲƕኳʕƢǔᲭᲫ࠰ࡇˌᨀƷϋǤȳǿȸȳǷȃȗƸŴஜǷǹȆȠǛ
МဇƠƯዒዓӧᏡưƢŵ
ˌɥƷӕǓኵǈƕыǛڌƠŴଔƴǤȳǿȸȳǷȃȗǛܱƢǔ̲ޗဃƕفƑƯƓǓǇ
ƢŵǇƨӲᄂᆮᅹƷਦݰưŴ.+/5 ȗȭǰȩȠ࢘ڼИƸǤȳǿȸȳǷȃȗƴ৽৴ƞǕ
ǔέဃǋƓǒǕǇƠƨƕŴȕǩȭȸǢȃȗǢȳǱȸȈƴᙸǒǕǔಮƴŴྵנƸŴྸᚐƕࢽ
ǒǕƯƓǓŴ
žǤȳǿȸȳǷȃȗƴᘍƔƤƯᑣƔƬƨŵſƱƷׅሉǛ᪬ƍƯƓǓǇƢŵ
ǇƨŴஜ࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƷȗȭǰȩȠƴƭƖǇƠƯŴᅶƔǒᡶإԓǛƞƤƯ᪬
ƍƨࢸƴŴ.+/5 ̲ޗဃƴǑǔǷȧȸȈȗȬǼȳƱȝǹǿȸǻȃǷȧȳǛʖܭƠƯƓǓǇƢŵ
ۀՃƷέဃ૾ƷȗȭȕǣȸȫƸŴଏƴŴ̲ޗဃƴˡƑƯƓǓǇƢƷưŴ̲ޗဃƴžƋƋƩ
ƜƏƩŵſƱƷឋբǍᜭᛯǛ৲ƛƔƚƯ᪬ƖǇƢಮŴƓᫍƍᐲƠǇƢŵƳƓŴƓΨƷ૰
ƴƸŴǋƏݲƠᛇƠƍƝᛟଢƱ̲ޗဃƕႆᘙƢǔȈȔȃǯǹᲢ.+/5 ưƷѣǍཎКᄂᆮƷ
ᡶإԓሁᲣƷǢȖǹȈȩǯȈǋ˄ƚƯƓǓǇƢŵ᩼ŴƝӋༀɦƞƍŵ
ƦǕƔǒŴମ࠰ࡇƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƴƓƍƯŴऴإႆ̮ȷ࠼إƷᙲࣱƴƭƍƯƝᅆ
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᪬ƖǇƠƨŵƦƷɟƱƠƯŴମ࠰ࡇƔǒڼƠƨžҔၲܖཎКᜒ˟ſưƸŴஜଐŴ
ƝЈࠗ᪬ƍƯƓǓǇƢဋಮƴᜒࠖǛƓᫍƍƠŴᲬᲳ࠰ࡇƸ  ͵ׅƠŴᇹ  ׅƷᜒ
ࠖǛʟӝႺ܇έဃƴŴǇƨŴᇹ  ׅƷᜒࠖǛ߷ޛǈǍƑέဃƴƓᫍƍᐲƠǇƠƨŵǇƨŴ
žҔၲܖཎКᜒ˟ſƷЭെƱƠƯŴׅŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷᡶإԓƱƱǋƴŴҔܖ
ᄂᆮᅹȷҔܖᢿ᧽ޓ၏ᨈưӕǓኵǜưƍǔȆȸȞƷɶƔǒŴཎƴŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƱƷ᧙
ᡲƷขƍȆȸȞǛኰʼƢǔإᢊᚡᎍႆᘙǛᘍƬƯƓǓǇƢŵ
ʟӝέဃƷᜒ˟ƱȪȳǯƞƤƨƷƸŴ၏ᨈƴƓƚǔҔƷᆸӝưŴ᱅ဋέဃƱƍƏ
၏ᨈƷҔၲऴإᢿƷ˖ဒᢿᧈǛѦǊƯƓǒǕǔưƢƕŴ၏ᨈƷǫȫȆƴ #+ ǛМဇƠƨ
২ᘐƕ᩼ࠝƴဦႎƴࢫᇌƭǋƷƴƳǔƷưƸƳƍƔŴƋǔƍƸŴ၏ᨈƷɶư +6 ǛМဇƠ
ƨऴإᘺፗƕŴჃᜱࠖƞǜƕधᎍƞǜǛᚮƨǓŴ৲ᕤሁƷਦᅆǛЈƢƷƴƲƷƙǒƍМဇ
ƞǕƯƍǔƔƱƍƏƜƱƴƭƍƯᜒ᪬ƖǇƠƨŵ
ƦǕƔǒŴ߷ޛǈǍƑέဃƷཎКᜒ˟ƱȪȳǯƞƤƯ᪬ƍƯŴƜǕƸ .+/5 ƴǋႺኽ
ƢǔǑƏƳᜭ᫆ưƢƕŴ߷ޛέဃƕᛐჷၐǱǢƷբ᫆ໜሁƴƭƍƯƝᜒ፯ƍƨƩƍƨƷư
ƢƕŴإᢊႆᘙưƸஙɦࢢέဃŴ᩷ޛέဃƔǒƦǕƧǕƓᛅƕƋǓǇƠƨŵஙɦέ
ဃƔǒƸǢȫȄȏǤȞȸ၏Ʒᚮૺሁƴ᧙ƠƯҔၲ২ᘐƕʻƲƏƍƏཞඞƴƋǔƔƱƍƏƓ
ᛅǛ᪬ƖǇƠƨŵƦǕƔǒ᩷ޛέဃƔǒƸŴϐဃҔၲư᧙ራƷ᠂ᭌǛ˺ǔ২ᘐƕʻƷʼᜱ
ሁƴ᩼ࠝƴǤȳȑǯȈƕƋǔƱƍƏƓᛅǛ᪬ƖǇƠƨŵƦƷཎКᜒ˟ƷཞඞŴƦǕƔǒ
ᜒƍƨƩƍƨέဃ૾ƔǒᜒƍƨƩƍƨཞඞƴࣖơǇƠƯŴ.+/5 ƷțȸȠȚȸǸƴਫ਼᠍
ƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵƦǕƔǒŴƦǕƧǕƷᜒ˟ƴƭƍƯŴƜƜưᅆƠƨǑƏƳᕤʙଐإŴ
ȭȏǹȷȡȇǣǫȫᅈƷžȭȐǹȈȷȘȫǹſƴਫ਼᠍ƞǕǔǑƏƳǤȳȑǯȈƕƋǓǇƠ
ƨŵ
ഏƴŴ.+/5 ̲ޗဃǛѪᨼƢǔᚾǈƱƍƏƜƱưƸǪȸȗȳǭȣȳȑǹƕƋǓǇƢŵʮᣃ
ܖٻưƸྵ  נƭƷȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠǛܱƠƯƍǇƢƕŴƦǕƧǕƷȗȭǰȩȠ
ƕᡲઃƢǔ࢟ưǪȸȗȳǭȣȳȑǹǛிɟவƱƍƏƱƜǖưŴӊ࠰Ŵɟؘƴ˟ƠǇƠƯ
ᘍƍǇƠƨŵƦƷɶưȖȸǹሁǛЈƠƯ᭗ᱫ҄ᅈ˟ƷҔܖȷܖȷᕤܖƷᡲઃƴᐻԛƷƋ
ǔܖဃƞǜƷႻᛩǛƓӖƚƠǇƠƨŵǇƨŴ̲ޗဃƴƸȗȭǰȩȠƷѣϋܾǛŴᒉƷ
ՃƷ૾ŷƴƸȗȭǰȩȠƷಒᙲƴƭƍƯƓᛅƠ᪬ƖǇƠƨŵ
இࢸƴ૰ƱƠƯਫƛƯƓǓǇƢƷƸŴ૨ᢿᅹܖႾƔǒƷૅੲኳʕࢸŴҦٟᛢᆉᏋȪ
ȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠǛμܖƱƠƯƲƷಮƴዜਤƠਖ਼ᡶƢǔƷƔᲹ ǇǋƳƘπѪƕڼǇ
ǔᲢʖܭƷᲣҢឭܖٻᨈನेƱƲƷಮƴȞȸǸƢǔƷƔᲹ ɟ૾ŴŷƱƠƯŴ.+/5 ȗȭ
ǰȩȠưನሰƠƨᏋǷǹȆȠǛƲƷಮƴዒ১ƠŴࣖဇƠƯƍƘƷƔᲹ ƴƭƍƯƝᛟଢ
ƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ǇƣŴஜܖưƸ૨ᢿᅹܖႾžҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠſƴŴᲯƭƷЎ್
ૺȗȭǰȩȠƕ৸ƞǕŴᡶǊƯƓǓǇƢƕŴʻࢸǋዜਤȷਖ਼ᡶƢǔؕஜ૾ᤆƴƭƍƯ
μܖưƷᛅƠӳƍᲢܖٻᨈσᡫȷ್ૺᏋܱ˳С౨᚛ۀՃ˟ᲣƕǋƨǕǇƠƨŵƦƷኽ
ௐŴܖٻஜᢿƕɼݰƢǔǻȳǿȸǛᚨፗƢǂƖƱƷኽᛯƴᐱǓŴžܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩ
Ƞਖ਼ᡶǻȳǿȸſǛ  ࠰  உ  ଐ˄ưᚨፗƢǔƜƱƕൿǇǓǇƠƨŵ
ƦƷಒᙲǛƜƜƴᅆƠƯƓǓǇƢŵࢼஹƷ್ૺᏋȗȭǰȩȠƷǓᇌƪƱŴʻࢸƷ
ોദకƴƳǓǇƢŵƢƳǘƪŴ  ࠰ࡇǇưƸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠǛƸơǊŴӲȗȭǰ
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ȩȠƕžܖᨥᗡӳᏋᄂᆮਖ਼ᡶǻȳǿȸſƴޓƠƯƍǇƢŵƜƷǻȳǿȸƸŴܖٻᨈ
Ꮛƴཎ҄ƠƨǋƷưƸƳƘŴᢿ᧓ޅư್ૺႎƴᡶǊǔȗȭǸǧǯȈǛૅੲƢǔኵጢưƋǓŴ
ᏋƷឋǛਃ̬ƢǔǻȳǿȸưƸƋǓǇƤǜưƠƨŵžܖٻᨈᏋſƸŴᧈ᧓ƴǘƨǓો
ծƠƭƭዒዓƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢƕŴƦƷᝧ˓˳СሁǛƲƷǑƏƴਃ̬ƢǔƔƕٻƖ
Ƴᛢ᫆ưƠƨŵ  ࠰ࡇƷᚨፗƕൿǇƬƨƜƷžܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿ
ȸſƸŴዮᧈƕਦӸƢǔǻȳǿȸᧈƷɦŴᝧ˓Ƌǔܱ˳СưܖٻᨈᏋǛܱƠŴǻȳ
ǿȸǛᢃփƢǔƜƱƴƳǓǇƢŵ
ഏƴŴƦƷཎࣉƴƭƍƯƝᛟଢᐲƠǇƢŵƜƷžܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿ
ȸſƷ˳СưƢƕŴዮᧈƕǻȳǿȸᧈǛਦӸƠŴዮᧈƓǑƼؓᘍᢿƕਦݰƱᝧ˓Ǜਃ̬Ƣ
ǔ˳СưǻȳǿȸƕᢃփƞǕǇƢŵƢƳǘƪŴܖٻஜᢿƕƜƷˁኵǈǛǳȳȈȭȸȫƠŴ
ᏋƴݣƢǔᝧ˓ǛਤƪŴƦƷɶưӲᄂᆮᅹᧈŴᢿᧈޅȬșȫƷᜭᛯǛᘍƏƜƱƴƳǓǇ
Ƣŵ
ǇƨŴǻȳǿȸϋƷኵጢƱƠƯŴᢃփңᜭ˟ƱƦƷɦᢿƴᢃփۀՃ˟ƕᚨፗƞǕŴƜƜ
ƴƸŴǇƣŴᢃփңᜭ˟ƷನՃǛᅆƠǇƠƨŵݲƠЎƔǓᩊƍƱ࣬ƍǇƢƕŴஜܖưƸŴ
ܖᢿƓǑƼܖٻᨈƷσᡫᏋƷˁኵǈǛൿǊǔžᨥ᭗ሁᏋᨈſƱƍƏኵጢƕૠ࠰Эƴ
ᚨፗƞǕǇƠƨŵƢƳǘƪŴᨥ᭗ሁᏋᨈƷᨈᧈȷиᨈᧈǋᢃփңᜭ˟ƷನՃƱƠƯ
ӋဒƠŴᨥ᭗ሁᏋᨈƴǑǔܖٻᨈσᡫᏋƱҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠሁ
ƷᏋȗȭǰȩȠƴǑǔܖٻᨈ್ૺᏋƱƕ݅ƴᡲઃƠŴܖٻᨈᏋǛᘍƏƜƱƴǑǓŴ
ܖٻᨈᏋƷឋǛ̬ᚰƢǔˁኵǈưƢŵƜƷˁኵǈǛᢃփңᜭ˟ưൿܭƠŴܖٻஜᢿƕٻ
ܖᨈᏋƴݣƢǔᝧ˓ǛƏƜƱƴƳǓǇƢŵܱᨥƷᢃփƴ᧙ƠƯƸŴӲᏋȗȭǰȩȠ
ƷȗȭȕȩȠȷǳȸȇǣȍȸǿǍܖٻᨈᏋСࡇۀՃ˟ƷۀՃᧈሁƕӋьƢǔᢃփۀՃ˟
ƕਃ࢘ƠǇƢŵƜƷᢃփۀՃ˟ƴǋཎࣉƕƋǓŴƜǕǇưƷᏋȗȭǰȩȠƸŴӲȗȭǰ
ȩȠ˟ưƷᜭᛯƴؕƮƖᢃփƞǕƯஹǇƠƨƕŴƦǕƩƚưƸܖٻμ˳ƕ൭Ǌǔ૾Ӽ
ƔǒƣǕǔӧᏡࣱǋƋǔƜƱƔǒŴஜᢃփۀՃ˟ưƸŴᏋȗȭǰȩȠƷ᧙̞ᎍˌٳƷۀ
ՃƕನՃƷᢅҞૠǛҩǊǔƜƱƴƳƬƯƍǇƢŵƢƳǘƪŴ࢘ʙᎍƩƚưƳƘŴᇹɤᎍ
ƷܲᚇႎƳᙻໜǛᄩ̬ƠƯᢃփƢǔƜƱưŴᢃփۀՃ˟ƴƓƍƯǋᏋƷឋǛ̬ᚰƢǂƖ
ƱƍƏᎋƑưƢŵ
ƞǒƴŴᏋƷࣱܭܤƴƭƍƯưƢƕŴܖٻᨈҦٟᛢᆉᏋƱƍƏƷƸŴƜƷ .+/5 ȗ
ȭǰȩȠƴ᧙ƠǇƠƯǋŴ૨ᢿᅹܖႾƔǒƷૅੲƕኳʕƠƨໜưŴൿƠƯኳʕƢǔǋƷ
ưƸƳƘŴŷƴƸŴ Ძ࠰ࡇˌᨀǋנቔƢǔ̲ޗဃƴݣƠŴឋƷ᭗ƍᏋǛዒዓƠƯ
੩̓Ƣǔᝧ˓ƕƋǓǇƢŵƦƷƨǊƴƸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠ˟ƱƠƯŴƲƷǑƏƳ࢟ư
ܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸƴӋဒƠŴᝡྂưƖǔƷƔᲹǇƨŴ.+/5 ȗȭǰȩ
Ƞ˟ƸŴƲƷಮƴƲƜǇưƷᏋƷᝧ˓Ǜਃ̬ƢǂƖƔᲹƴƭƍƯŴܖٻஜᢿƷ૾ᤆ
ǛҗЎƴྸᚐƠŴȗȭǰȩȠ˟ưƷॖᜤƷσஊƕɧӧഎưƋǔƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
᧓ƕƳƘƳƬƯƖǇƠƨƷưŴݲƠƹƠƯƝᛟଢƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ.+/5 ȗȭǰȩȠ
̲ޗဃƷѪᨼƸ  ࠰ࡇǇưưƢƷưŴ  ࠰ࡇˌᨀƸŴݲƠƣƭ̲ޗဃƸถƬƯ
ƍƖǇƢŵƠƔƠƳƕǒŴ.+/5 ƕ੩̓Ƣǔᜒ፯ȷܱ፼ᅹႸƴƭƍƯƸŴஇࢸƷ̲ޗဃƕŴ
ޓᄂᆮᅹƷҦٟӭǛӕࢽƢǔƱƱǋƴŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷ̲ʕݙ௹ǛኳƑǔǇưŴҔ
ܖȷܖȷᕤܖᄂᆮᅹưңщƠƯ੩̓ƢǔƜƱƕൿǇƬƯƓǓǇƢŵ
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 ໜႸƸŴ̲ޗဃƷૅੲ˳СưƢŵ  ࠰ࡇǇưƸŴ̲ޗဃƕᄂᆮᅹƷᄂᆮƴьƑƯ
.+/5 ȗȭǰȩȠưƷȗȬȪǵȸȁŴཎКᄂᆮƴᨼɶưƖǔಮŴڜѕǛૅዅưƖǇƢƕŴ
  ࠰ࡇˌᨀƷڜѕƷૅዅƸಊǊƯᩊƠƍբ᫆ưƋǓŴྵנƷƱƜǖӸᚕǍኖளƸư
ƖǇƤǜŵǋƪǖǜŴ.+/5 ̲ޗဃƷѪᨼᛟଢ˟ưƸŴ  ࠰ࡇˌᨀƸڜѕƷૅዅƕ
ƳƍƱƍƏƜƱǛଢᄩƴᛟଢƠƯƓǓŴ  ࠰ࡇƴλܖƢǔ̲ޗဃŴƓǑƼྵ .᳸.
Ʒ̲ޗဃμՃƷྸᚐƕࢽǒǕƯƍǔƱᎋƑƯƓǓǇƢŵɟ૾ưŴ.+/5 ȗȭǰȩȠưƸ .
᳸. Ʒ̲ޗဃƸŴžཎКᄂᆮſǛܱƢǔ࣏ᙲƕƋǓŴƜƷᄂᆮѣኺᝲƴƭƍƯƸŴ
᫇ƕถǔƜƱƸҗЎƴʖेƞǕǇƢƕŴ˴ƱƔᄂᆮѣኺᝲǛૅዅƢǔˁኵǈǛоǓƨƍ
ƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
 ໜႸƸŴ̲ޗဃƷǤȳǿȸȳǷȃȗኺᝲƴƭƍƯưƢƕŴϋ˖ಅưƷǤȳǿȸȳǷȃ
ȗƴƭƍƯƸŴଏƴƝᛟଢᐲƠǇƠƨಮƴžငܖңǤȎșȸǷȧȳʴᏋңᜭ˟ſǛ
МဇƠŴ̲ޗဃƱ˖ಅƱƷȞȃȁȳǰƴǑǓŴǤȳǿȸȳǷȃȗኺᝲǛ˖ಅƴǵȝȸȈƠ
Ư᪬ƘƜƱưŴ  ࠰ࡇˌᨀǋዒዓƕӧᏡƱᎋƑƯƍǇƢŵɟ૾ŴෙٳǤȳǿȸȳǷȃ
ȗƴƭƍƯƸŴ,'641 ǍଐஜܖဃૅੲೞನŴǇƨஜܖƓǑƼʮᣃܖٻᏋᄂᆮਰᐻᝠׇሁ
ƴǑǔٳנᄂᆮяǁƷ̲ޗဃƷࣖѪǛૅੲƠᲢဎᛪƷ˺ሁǛਦݰᲣŴ৸ྙǛɥƛƯ
ෙٳƴᡛǓЈƢƜƱǛᎋƑƯƍǇƢŵ
ƞǒƴŴ.+/5 ȗȭǰȩȠǛዒዓƢǔƨǊƷஇᙲᛢ᫆ƸŴȡȳǿȸСࡇƷዜਤưƢŵ
  ࠰ࡇŴ ࠰ࡇƴ̲ޗဃƷૠƕஇٻƴƳǓǇƢƕŴྵཞŴ̲ޗဃƷǵȝȸȈƴ࣏ᙲƳ
ȡȳǿȸᄩ̬ƷႸᡦƕƨƬƯƓǓǇƤǜŵƜƷբ᫆ƴƭƖǇƠƯǋŴưƖǕƹҔܖȷܖȷ
ᕤܖᄂᆮᅹŴƓǑƼǦǤȫǹȷϐဃҔᅹܖᄂᆮሁƷӲᢿޅƴʴႎૅੲǛƓᫍƍƢǔƠƔ
૾ඥƕƳƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
இࢸƴƝᛟଢƠƨƍƷƸŴ  ࠰ࡇˌᨀǋ .+/5 ȗȭǰȩȠưᄩᇌƠƨᏋؾȷ˳
СǛዒ১ƢǔˁኵǈƴƭƍƯưƢŵҔܖᄂᆮᅹưƸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷಮƴŴܖဃǛኺฎ
ႎƴૅੲƢǔƜƱƸƳƔƳƔᩊƠƍƷưƢƕŴҔٳˌܖƷȐȃǯǰȩǦȳȉǛਤƭܖဃƴŴ
.+/5 ȗȭǰȩȠưƷҔܖᏋƱӷሁƷҔܖᏋǛᘍƏˁኵǈƷᄩᇌǛᎋƑƯƓǓǇƢŵྵ
נŴҔܖᄂᆮᅹƴžҔᅹݦܖૌǫȪǭȥȩȠȯȸǭȳǰſǛᇌƪɥƛŴPQP/& Ʒܖဃƴ
ݣƠŴ.+/5 ƱӷಮƷžဃཋܖſŴ
žဃྸܖſŴ
žʴ˳ᚐаܖſሁƷᜒ፯ǛᘍƏˁኵǈǛоǔƜ
ƱƕൿǇƬƯƓǓǇƢŵǇƨŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƴƓƍƯŴٳᢿஊᜤᎍǛᜒࠖƱƠƯਔᎣƢ
ǔžҔၲܖཎКᜒ፯íŴîſǛŴҔܖᄂᆮᅹưዜਤƢǔƜƱƕൿǇƬƯƍǇƢŵƞǒƴŴ
ငܖᡲઃǛᘍƏˁኵǈƱƠƯŴžоᕤҔࡈᜒܖſƷᚨፗƕൿǇƬƯƓǓǇƢŵஜᜒࡈưƸŴ
оᕤǛɶ࣎ƱƢǔҔၲ᧙̞ƷȓǸȍǹưƢǔƨǊƴ࣏᪰ƷჷᜤȷǹǭȫǛਦݰƠǇƢŵ
ƦǕƔǒŴ.+/5 ȗȭǰȩȠưƸŴᒍᛖưƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᙻƠŴ
žᒍᛖ FGDCVGſ
Ǜ࣏̲ƴƠƯƖǇƠƨŵƦƜưŴݲƳƘƱǋŴҔܖᄂᆮᅹƷҔᅹݦܖૌƷܖဃƴƭƍƯƸŴ
.+/5 ȗȭǰȩȠƱӷಮŴٳʴՃƴǑǔǤȳǿȩǯȆǣȖƳ፼࢟ࡸƷᜒ፯ǛᚨƚŴ࣏
̲҄ƢǔƜƱǛᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ᒉƷཎܭՃƴǑǔȡȳǿȸСࡇƷਃ̬ƴƭƍƯǋŴ౨᚛ǛڼƠǇƠƨŵྵנŴҔ
ܖᄂᆮᅹƴƸŴ ƷЎ್ૺžܖٻᨈᏋǳȸǹſƕƋǓǇƢƕŴҦٟࢸᛢᆉƋǔƍ
ƸҦٟᛢᆉƷܖဃƠƔҥˮƕᛐǊǒǕƯƓǓǇƤǜŵƦƜưŴ࣬ƍЏƬƯ̲ٟᛢᆉƷܖဃ
ƓǑƼܖٻᨈҦٟЭƷܖဃƕŴ̲ޗưƖҥˮƱƠƯᛐܭƢǔ٭ǛᎋƑƯƓǓŴƜƷžٻ
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ܖᨈᏋǳȸǹſƴƓƍƯŴȡȳǿȸƴࣖݣƢǔਦݰƕưƖƳƍƔᲹƴƭƍƯ౨᚛ƠƯƓ
ǓǇƢŵ
ମ࠰ࡇƔǒڼƠƨȗȬȪǵȸȁȷȭȸȆȸǷȧȳܱ፼ưƋǔžஇέᇢೞ֥፼ſƴ
ƭƍƯǋŴዒዓƢǔƜƱƕൿǇƬƯƓǓǇƢŵஜܱ፼ư̅ဇƢǔஇέᇢೞ֥ƸŴ.+/5 ȗȭ
ǰȩȠ৸ˌᨀƷ  ࠰᧓ưݰλƠƨǋƷưƋǓŴଏƴૠ࠰ǛኺᢅƠǇƠƨŵ  ࠰ࡇ
ƸŴӲೞ֥Ʒਃ࢘ᎍƴȡȳȆȊȳǹƷ࣏ᙲࣱǛ˨ƍŴ࣏ᙲƳೞ֥ƴƭƍƯŴഏŴȡȳȆ
ȊȳǹǛᘍƬƯƓǓǇƢŵኺᝲƸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƕਃƠŴ  ࠰ࡇˌᨀƷžஇέ
ᇢೞ֥፼ſƴૅᨦƕƳƍಮŴࣖݣǛᡶǊƯƓǓǇƢŵǇƨŴӲೞ֥ƴƸᝧ˓ᎍǛǢǵǤ
ȳƠƯƓǓǇƠƨƕŴƍƘƭƔƷೞ֥Ʒᝧ˓ᎍƕ࠰ܭᡚᎰǍီѣƠŴᝧ˓ᎍɧנƷೞ֥ƕ
ЈƯஹǇƠƨŵƦƷƨǊŴ.+/5 ˟ưૼƠƍᝧ˓ᎍǛൿǊŴžஇέᇢೞ֥፼ſǛਃ࢘
ƢǔȡȳǿȸՃǛᄩ̬ƠǇƠƨŵˌɥƷಮƴŴ.+/5 ȗȭǰȩȠưನሰƠƨᏋؾȷ˳
СǛዒ১ƢǔƨǊƷˁኵǈƷನሰǛڼƠƯƍǇƢŵ
இࢸƴŴჇƴྵנᡶᘍɶưƋǓŴஜ࠰ࡇŴ ဃƕ .+/5 ȗȭǰȩȠǛ̲ʕƠǇƢŵƦƷ
ƨǊŴƜƜƴᅆƢܖˮɨȕȭȸƴࢼƍŴ̲ʕݙ௹ǛᘍƬƯƓǓǇƢŵˌɥưƢŵ


ឋွࣖሉ
Ƃᡈᕲƃ
ஊᩊƏƝƟƍǇƠƨŵݲƠ᧓ƕƳƘ
ƳƬƯƖǇƠƨƕŴۀՃƷႏಮƴƸŴ
࣐᩼ƳƍƝॖᙸŴƋǔƍƸƝឋբŴƝ
яᚕǛ᪬ƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵƍƔƕưƠ
ǐƏƔᲹ

ƂޛဋۀՃƃ
ƢǈǇƤǜŴᅶƴƸǢǫȇȟȃǯƳƜ
ƱƸᩊƠƍƷưƢƕŴʼᜱƷྵئƴƓǓŴ

ᡈᕲ ᠗࠳ƷӮ˟ƴǑǓܱƞǕƨឋွࣖሉ

ମʻŴ᩼ࠝƴӈƠƍؾƴᡙƍᡂǇǕƯ
ƍǇƢŵཎƴٻƖƳբ᫆ƸŴʴƷɧឱ
ƱᨽဇᩊƳƷưƢƕŴǍƸǓɶ៲ƱƍƏ
ƔʼᜱƷឋǛ᭗ǊƯƍƔƳƚǕƹƍƚ
ƳƍɶưŴʻׅŴ  ࠰ࡇƷȗȭǰ
ȩȠƷᡶǛᙸƤƯ᪬ƖŴᅶƲǋƴ݃Ƭ
ƯƖƯ᪬ƍƯƍǔƷƔƳŴƱज़ơƯƍǇ
ƢŵᛐჷၐƷբ᫆ǋƦƏưƢƠŴƦƏƍ
ƏྵئƴұƠƨᏋϋܾƕኵǈᡂǇǕ

ឋွࣖሉᲫᲢాۀՃᧈŴޛဋۀՃŴʟӝۀՃᲣ

ƨƜƱưŴମ࠰ࡇƔǒ .+/5 ȗȭǰȩȠ
ƕٻƖƘ٭ǘƬƨƱƍƏƷƕദႺƳज़ेưƢŵྵנŴᅶƨƪƕʼᜱƷྵئưႺ᩿ƠƯƍǔ
இٻƷբ᫆ƸŴٳʴƷᨽဇƕǹǿȸȈƢǔƱƍƏƜƱưƢŵମ࠰  உƴ২Ꮱܱ፼Сࡇƴ
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ʼᜱƷʴƕኵǈᡂǇǕǔƜƱƴƳǓǇƠƨŵऀǒƘඥѦႾƷॖӼƩƱᎋƑǒǕǇƢƕŴ
 ࠰ƴƸଐஜƷݼіᎍƷ  ʴƴ  ʴƸٳʴƴƳǔƱƍƏƜƱǋᎥƖӏǜưƍǇƢŵ
ƦƷᢅᆉưǇƣŴٳʴƱɟደƴƘؾƷૢͳƕଔƴ࣏ᙲƴƳǓǇƢŵƦƷಮƳ්Ǖ
ƷɶưŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƴƸŴႩŷŴ᭗ᱫᎍƴඝƬƨӕǓኵǈǛਖ਼ᡶ᪬ƚǕƹŴ٭ٻஊᩊ
Ƙ࣬ƬƯƓǓǇƢŵǇƨŴЭӼƖưૼƠƍٻƖƳӕǓኵǈƕᡶǊǒǕƯƍǔƜƱƴज़ᜓဎ
ƠɥƛǇƢŵᅶŴ̾ʴƱᐲƠǇƠƯƸŴᏋȗȭǰȩȠƱƠƯƱƯǋᑣƍӕǓኵǈǛᡶǊ
Ư᪬ƍƯƍǔƱज़ơǇƠƨŵ

Ƃឱᇌƃ
ž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƴƭƖǇƠƯŴ
ໜᙀឱƞƤƯ᪬ƖǇƢƱŴʴ᧓ͤࡍᅹ
ܖᅹưǋИǊƯƷᚾǈưƋǓŴཎƴŴ
.+/5 ȗȭȕȩȠƷသܖဃǋӖƚλ
ǕǔƨǊŴ၏ᨈƷӲᢿፙƷਃ࢘ᎍƴƸŴ
ᒍᛖưƷᛟଢǋƓᫍƍᐲƠǇƠƨŵƠ
ƔƠƳƕǒŴҔၲᧉݦᎰƷ૾ƕŴᒍᛖ
ưƢǂƯǛᛟଢƢǔȏȸȉȫƸʖे

ឋွࣖሉᲬᲢᡈᕲᲢ᠗ᲣŴឱᇌŴੑᲣ

ˌɥƴ᭗ƘŴƦƷॖԛưǋŴஜ࠰ࡇƷ .+/5 ̲ޗဃƴǑǔ၏ᨈᙸܱܖ፼ƷᢿፙƕᨂǒǕƯ
ƠǇƍǇƠƨŵஹ࠰ࡇˌᨀƸŴ၏ᨈǋŷᲢʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹᲥ.+/5 ȗȭǰȩȠᲣǋಮ܇ƕ
ЎƔǓŴॹǕƯƘǔƱ࣬ƍǇƢŵǇƨŴ૰  ȚȸǸƷஇࢸƴƸŴ  ࠰ࡇƸ .+/5
̲ޗဃƕӋьưƖƳƔƬƨܱ፼ƴƭƍƯƷᚡ᠍ƕƋǓǇƢŵ̊ƑƹŴžౝܱ܇፼ſưƸŴ
ܱᨥƴܖဃƕౝ܇ƴʈǓŴ୍െƔǒౝ܇Ǜ̅ဇƠƯƍǔʴᲢधᎍƞǜᲣƷज़ᙾǛ˳᬴
Ƣǔܱ፼ưƋǓŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹưƸΨŷŴɟᢿƷܖဃƕƜƷܱ፼ǛӖƚƯƍǇƠƨƕŴ
  ࠰ࡇƸμՃǛžౝܱ܇፼ſƴӋьƞƤƨƨǊŴ.+/5 ̲ޗဃƸƜƷܱ፼ǛӖƚǔ
ƜƱƕưƖǇƤǜưƠƨŵ  ࠰ࡇƸŴžౝܱ܇፼ſǛƸơǊƱƠƯŴ.+/5 ̲ޗဃ
ƕʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷܖဃƱӷơܱ፼ǛӖᜒưƖǔಮŴଔƘƔǒ၏ᨈŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹŴƓ
ǑƼ .+/5 ȗȭǰȩȠƱƷ᧓ưŴҗЎƳแͳƱଐᆉᛦૢǛᘍƍƨƍƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵ
žٳஹӖᚮ˳᬴ܱ፼ſưƸŴ
ƦǕƔǒŴέǄƲบȦȋȃȈᧈƔǒᛟଢƕƋǓǇƠƨಮƴŴ
धᎍƞǜƷᇌئưŴܱᨥƴŴӖ˄ŴᚮݑŴ౨௹ŴᛟଢŴϼ૾ŴૅǇưƷɟᡲƷٳஹӖᚮ
Ʒ්ǕǛܖƼǇƠƨŵ̊ƑƹŴӖ˄ƕϯƘฆǜưɳǜưƍǔŴᚮݑƴԠƹǕǔǇưƷࢳƪ
᧓ƴ˴ǛƢǔƔᲹǋԃǊƯधᎍƞǜƷᇌئƴᇌƬƯٳஹӖᚮǛ˳᬴ƢǔƜƱƕƜƷܱ፼
ƷཎࣉưƢŵǇƨŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹưƸŴჃᜱƷܖဃƕӖᜒƢǔžኺ᬴ܱ፼ſƱžኧܱ
፼ſƕƋǓŴƜǕǒǋ .+/5 ̲ޗဃƸӖᜒưƖǇƤǜưƠƨŵƜǕǒƷܱ፼ƸŴधᎍƞǜ
ƕᚮݑǛࢳƬƯƍǔ᧓ƴŴ࠰ˊКȷဏڡКƴƲƷಮƳƜƱǛƠƯƍǔƔᲹǇƨŴҔၲࢼʙ
ᎍǍधᎍƞǜƕŴǨȬșȸǿȸǍǨǹǫȬȸǿȸǛƲƷಮƴ̅ဇƠƯƍǔƔᲹǛᛦǂǔܱ
፼ưƢŵҔၲࢼʙᎍƸŴ࣯৽ٻƍưƍǔƨǊŴ᨞െǛᬝƚɥƕǔƜƱƕٶƍƜƱƕଢǒƔ
ƴƳƬƯƓǓŴ၏ᨈƷǵȸȓǹۀՃ˟ƸŴ᩼ŴܖဃƷȇȸǿǛ̅ǘƤƯഒƠƍƱᚕƬƯ
ƓǓǇƢƷưŴƜǕǒƷܱ፼ƴƭƍƯǋŴ  ࠰ࡇƸ .+/5 ̲ޗဃƷӖᜒǛʖܭƠƯƓ
ǓǇƢŵ
ƞǒƴŴཎƴžࢍᛦƠƨƍƜƱſƱƠƯŴƲƏƠƯǋଐஜƷᏋƸࡈܖɶ࣎ưƋǓŴӖ
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ƚ៲ƷᏋƴƳƬƯƠǇƏƨǊŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹưƸŴμƯƷܖဃƕž၏ᨈᙸܱܖ፼ſư
ܖǜƩƜƱŴ˳᬴ƠƨƜƱǛ࣏ƣႆᘙƢǔƱƍƏᏋǛᘍƬƯƓǓǇƢŵஜ࠰ࡇŴܱ፼Ǜ
ӖᜒƠƨ .+/5 ̲ޗဃƸŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷܖဃƱӷಮƴμՃƕ  ʴƣƭᒍᛖưႆᘙƠǇ
ƠƨŵƦƷƨǊŴኖ  ȁȸȠƕஇኳଐƷஔƔǒٸǇưႆᘙƠŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷՃŴ
.+/5 ཎܭՃƸμƯƷႆᘙǛᎥƖŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷܖဃƱ .+/5 ̲ޗဃƸ˂ƷȁȸȠƷ
ႆᘙǛᎥƖǇƠƨŵƞǒƴŴᅶƕ᩼ࠝƴज़᥄ǛӖƚƨƷƸŴƲƏƠƯǋଐஜʴƷܖဃƸᎥ
ƘƩƚưᛡǋႆᚕƠƳƍƷƕɟᑍႎưƢƕŴ  ࠰ࡇƷȗȬǼȳȆȸǷȧȳưƸŴܖဃ
ƓǑƼ .+/5 ̲ޗဃƕᐯɼႎƴႎᄩƳឋբǛƠƨƜƱưƋǓŴ᩼ࠝƴҮᝋႎưƠƨŵʴ᧓
ͤࡍᅹܖᅹƷܖဃǋࢹŷƴ٭ǘǓᧈƠƯƍǇƢƕŴ.+/5 ̲ޗဃǋǍƸǓᧈƠƯƍǇƢŵ
ǇƨŴǍƸǓᒍᛖưƷȗȬǼȳƸᙲưƋǓŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷܖဃƴǋٻƖƳХນƴƳ
ǓǇƠƨŵࢼƬƯŴ Ც࠰ࡇˌᨀǋž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƴƭƍƯᑣƍแͳǛᘍƍŴዒዓƠ
ƨƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ

Ƃᡈᕲƃ
ᅶǋݲƠᙀឱƕƋǔƷưƢƕŴƓΨƷ૰Ʒ  ȚȸǸƴƭƖǇƠƯŴឱᇌέဃƕƝᛟ
ଢƞǕƨٳʴ̲ޗဃǁƷࣖݣưƢƕŴǇƣŴ၏ᨈƷӲᢿፙưᒍᛖƷ૰Ǜ˺᪬ƘƳƲŴ
٭ٻƓɭᛅƴƳǓǇƠƨŵǇƨŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷသܖဃƸŴଐஜʴƷ̲ޗဃƱƷȚǢƱ
ƠƯܱ፼ƴӋьƠŴཎƴŴžٳஹӖᚮ˳᬴ܱ፼ſưधᎍƞǜƴƢǔئӳƴƸŴधᎍƞǜƕ
žƳǜǍŴƜƍƭƸᲛſƱᚕǘǕƳƍಮŴଐஜʴƷ̲ޗဃƕȕǩȭȸƢǔƱƍƏˁኵǈƸ
˺ǒƤƯ᪬ƍƨƱƍƏƜƱǛᙀឱƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
ƦǕƔǒŴᛐჷၐ᧙̞ƴ᧙ƠƯƸᲢ૰Ʒ  ȚȸǸˌᨀᲣŴʴ᧓ͤࡍᅹܖኒݦૌƷஙɦ
ࢢƱ᩷ޛϱƔǒᚡᎍᜒǛ᪬ƖŴƦǕǒƷϋܾƸŴҔၲऴإᛏƀȭȏǹȷ
ȡȇǣǫȫƁƷ 9GD ȋȥȸǹǵǤȈᲢȭȐǹȈȷȘȫǹᲣƴኰʼƞǕƯƍǇƢƷưŴƝӋ
ᎋƴƠƯ᪬ƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ

Ƃɥஜƃ
έǄƲŴޛဋۀՃƕᚕǘǕƨٳʴіᎍƴƭƍƯƸŴƕƴƓƚǔٻƖƳ٭᪃ưŴ
ƍǘǏǔᚕᓶƷǤȳǿȸȕǧȸǹƱƔŴƦƏƍƏƱƜǖƷૢͳƕբ᫆ƴƳƬƯƍǔǘƚư
ƢƶᲹ

ƂޛဋۀՃƃ
ƸƍŵƏƪǋᒉӸƸƍǔƷưƢƕŴଏƴŴᚕᓶƷُŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщŴƓǑ
ƼᚡƕưƖƳƍŴƱƍƏྸဌƔǒࢬǒƴ˓ƤǔƜƱƷưƖƳƍಅѦƕЈƯƖƯƓǓŴٻ
ƖƳբ᫆ƴƳƬƯƍǇƢŵᚕᓶƸ˴ƱƔǫȐȸưƖǔƷưƢƕŴǫȫȆƴᚡ᠍ƢǔƱƍƏ
இǋᙲƳžᚡſƴƭƍƯŴƲƏƠƯǋȏȸȉȫƕ᭗ƘŴขЦƳբ᫆ƴƳƬƯƍǇƢŵ

Ƃɥஜƃ
ƦƏƍƏॖԛưƸŴ./5 ȗȭǰȩȠưသܖဃǛԃǊŴ̲ޗဃƕҔၲƷྵئǛᙸƯŴȆǯ
ȎȭǸȸǛ˳᬴ƢǔƱƍƏƷƸ᩼ࠝƴᙲƳƜƱưƢǑƶŵ

ƂޛဋۀՃƃ
ƦƏưƢƶŵᅶƕɟဪƬƯƍǔƱƜǖưƢŵ

ƂɶۀՃƃ
ǹȞțưƜƏƠƨǒЎƔǔƱƔŴǋƬƱᡶഩƠƨǋƷƕưƖǕƹᑣƍƷưƢƕŵ
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ƂޛဋۀՃƃ
ƦƏưƢƶŵଷ᧓ƸᙐૠƷŴٶƘƷǹǿȃȕƕƍǔƷưኣǕƯٻɣپƳƷưƢƕŴٸѮ
ƷƱƖƷᚡƕʼᜱྵئưƸ᩼ࠝƴᙲƳࣖݣưƋǓŴƦƜǛǯȪǢƢǔƨǊƴ᭗ƍଐஜ
ᛖщƕ࣏ᙲưŴƔƳǓѠࢍƠƯ᪬ƔƳƍƱƍƚƳƍƱƍƏƷƕྵཞưƢŵƳƔƳƔƦƜǛ
ǯȪǢưƖǔٳʴіᎍƕݲƳƘŴྵئƕᒊॾƠƯƍǔƱƜǖưƢŵ

Ƃᡈᕲƃ
ʮٻ၏ᨈƴ᧙ƠƯᚕƑƹŴέǄƲƝኰʼƠƨʟӝέဃƷҔၲܖཎКᜒ˟ưƷإᢊ
ႆᘙƷᨥŴ᧽ޓ၏ᨈҔၲऴ˖إဒᢿᧈƷ᱅ဋέဃƴஹƯ᪬ƍƯŴྵཞŴλᨈधᎍƞǜƷȐ
ǤǿȫŴᙲƢǔƴᘉןȷᏦਊȷᣠእԧࡇƳƲƷؕᄽȇȸǿƸŴșȃȉǵǤȉƴӕǓ˄ƚ
ƨȇȸǿӓᨼᘺፗǛᡫƠƯŴჃᜱٟƴǑǔȇȸǿӕᡂǍȊȸǹǹȆȸǷȧȳƴ᠃ᡛƢǔ૾
ඥǛݰλƞǕƯƍǔƱƷƜƱưƠƨŵ

ƂޛဋۀՃƃ
ᚧբჃᜱƳƲưǿȖȬȃȈᇢƔǒǵȸȐȸƴƹƢǑƏƳǋƷưƢƶŵ

Ƃᡈᕲƃ
ʻࢸŴǑǓٶƘƷऴإǛӕǓᡂǊǔಮƴોᑣƠŴʻࢸŴҔၲȷʼᜱƷྵئƴǤȎșȸǷ
ȧȳǛǋƨǒƢ #+Ჩ+Q6 ƴࣖݣƠƯƍƘƱᚕƬƯƓǒǕƨƔƱ࣬ƍǇƢŵ

Ƃᅦޛƃ
ᒍᛖƷಅƴƭƍƯưƢƕŴέǄƲឱᇌέဃƔǒǋƝᛟଢƕƋǓǇƠƨƕŴ.+/5 ȗȭǰ
ȩȠƷ̲ޗဃƴƭƍƯƸŴ. ̲ޗဃƔǒ FGDCVG Ǜ࣏̲ƱƠŴମ࠰ࡇƔǒƸҔၲƴᨂǒƳ
ƍಮŷƳȆȸȞƴƭƍƯŴᒍᛖư FKUEWUUKQP ƢǔᏡщǛƬƯƍǇƢŵ.+/5 ȗȭǰȩȠ
࢘ڼИƔǒƜƷᒍᛖ FGDCVG ƷᜒࠖǛਃ࢘ƠƯƍǔ #NVOCPP έဃƸŴჇ᩿ႸƳȉǤȄʴ
ƳƷưኽನƍǖƍǖƳᛢ᫆ǛɨƑƯǍƬƯƍǔƷưƢƕŴƦƏƍƏƜƱǛǍƬƯƍƳƍƱ
ឋբƸЈƯƜƳƍŵƩƔǒŴኽನŴ΄ǋᎥƍƯƍǔƷưƢƕŴܖဃƷɶƔǒឋբƕЈƯƘ
ǔƱƍƏƷƸŴǍƸǓƦƏƍƏȇǣșȸȈǛǍƬƯƍǔƔǒƩƱ࣬ƍǇƢŵ૨ᢿᅹܖႾƷ
ᒍᛖƷಅƕफƍƱƜǖƸŴܖݱఄ  ࠰Ǎ  ࠰ƔǒڼǊǔƜƱưŴଔƘƔǒڼǊǕƹᑣƍ
ƱᚕƏƷưƳƘŴǋƬƱࢸưᑣƍƱ΄Ƹ࣬ƬƯƍǇƢŵᙲƢǔƴբ᫆ॖᜤǛਤƬƨɥưŴ
ᒍᛖưᎋƑŴƖƪǜƱᒍᛖưឋբǍׅሉǛƢǔᏡщƕ࣏ᙲưƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵКƴŴ
˟ᛅƱ૨ᇘǛƘƩƚƕᒍᛖưƸƳƍƷưƢŵƜƷᡀưŴ૨ᢿᅹܖႾƷᎋƑƴݲƠƣǕƯ
ƍǔƱƜǖƕƋǔƱ࣬ƍǇƢŵέǄƲᚕǘǕƨǑƏƴೞưǍƬƯǋᑣƍƠŴ૾ඥƸ˴ư
ǋᑣƍƷưƢƕŴᎥƜƏƱƍƏॖഒƕƳƚǕƹƦǕưኳǘƬƯƠǇƍǇƢŵǢȡȪǫƳƲ
ưƸŴܖݱఄᲫ࠰ဃƔǒ FGDCVG ǛǍǓǇƢƔǒŴƜƷᡀǓǛଐஜƷᒍᛖᏋƴӒପƠƯ


ឋွࣖሉᲭŴᲢᅦޛȗȭǰȩȠǳȸȇǣȍȸǿŴɥஜܱᝧ˓ᎍŴบȦȋȃȈᧈȷᕲʟۀՃŴ
فဋۀՃŴɶۀՃŴӞჵۀՃᲣ
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ƍƘƷƕ᩼ࠝƴᙲƩƱ΄Ƹ࣬ƬƯƍǇƢŵƜǕǛ .+/5 ȗȭǰȩȠƷஇИƔǒŴɟဪٻ
ЏƴƠŴዓƚƯƍƜƏƱ࣬ƬƨƜƱưƢŵ


Ƃ߃ۀՃƃ
ʻƷƓᛅƱ᧙̞ƢǔƷưƢƕŴǰȭȸȐȫ҄ƱƍƬƨƴƸ࢘ᛖܖƩƚưƸƳƍŵǍ
ƸǓᜂٳƷʴƨƪƱɟደƴσ܍ƠƯƍƘƨǊƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƕӕǕǔƜƱƕಊǊ
ƯᙲƩƱ࣬ƍǇƢŵŷƸŴƱƔƘƷ૾ƴႸƕᘍƬƯƠǇƏƷưƢƕŴƜǕƔǒƸ
ƲƏƠƯǋǢǸǢᜂƴႸǛӼƚǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵȓǸȍǹǛǍƬƯƍǔʴ᧓ƔǒƢǕ
ƹŴƜǕƔǒǢǸǢƷʴƨƪƱƲƏǍƬƯŴɟደƴǍƬƯƍƘƔŵཎƴŴǤȳȉǍɶƱ
ƲƏƏǇƘңƠƯƍƚǔƔŵƦƜƕƳƔƳƔᩊƠƍǘƚưƢŵƦƷᡀǓǛᎋƑƨƱƖƴŴ
̊ƑƹŴƜƷ .+/5 ȗȭǰȩȠƷǤȳǿȸȳǷȃȗέǛᙸƯǋŴǍƸǓႏŴưƢǑƶŵ
ܱᨥƴƸŴǋƬƱǢǸǢᜂƷСࡇǍॹ፼ǛܖƼŴǢǸǢƷྵཞǛᙸᎥƢǔᏋǋ࣏ᙲƳ
ƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƠƨŵ

Ƃบƃ
ǤȳǿȸȳǷȃȗưƸƳƍƷưƢƕŴ˟ܖႆᘙƷǑƏƳ࢟ưଐஜƷҔၲСࡇƴƭƍƯޗ
̲ဃƕᐯЎƳǓƴܖƼŴଐஜƷҔၲСࡇƱƸƜƏƍƏСࡇưƋǓŴƜƏƍƏբ᫆ƕƋǔƱ
ƍƏƜƱǛႆᘙƢǔƱƍƏᚾǈǛǍǓǇƠƨŵƦƷᛇኬƴƭƍƯƸŴƓΨƷ૰ƴƸλ
ƬƯƓǓǇƤǜƷưŴഏƷ̲ޗဃƷǷȧȸȈȈȸǯŴƓǑƼȝǹǿȸႆᘙƷǻȃǷȧȳưŴ
᩼ŴƝᚁɦƞƍŵ

Ƃᡈᕲƃ
ƦƷ̲ޗဃƸŴǿǤƴਔᎣƞǕŴȗȬǼȳǛᘍƍŴ᩼ࠝƴ᭗ƍᚸ̖ǛࢽƯƍǇƢŵǇƨŴ
έᡵŴ୴ଐƴ 21 Ʒ҅έဃƕᙻݑƴஹǒǕƨƴǋŴ˂ƷȗȭǰȩȠưŴɟᢿŴǢǸǢ
Ǎ #5'#0 ƴ̲ޗဃǛᡛƬƯƍǔ̊ƕƋǔƱƷƜƱưƠƨŵƨƩŴ̲ޗဃƷܤμǛƲƏᄩ
̬ƢǔƔƱƍƏբ᫆ƕƋǓǇƢŵஜܖưƸŴܖᢿȷᄂᆮᅹҥˮưǢǤȩȃǯƱƍƏ̬ᨖ˟
ᅈƱڎኖƠƯƓǓŴܖဃƩƚưƳƘՃƴƭƍƯǋٳЈࢌέưឪƜƬƨٻʙƴݣƠŴ
ܖٻƕੲሁƴӼƔƏƨǊƷ̬ᨖƸੑƚƯƍǇƢƕŴܖဃǍՃŴ̾ʴƷෙٳᘍ̬ᨖƴ
ƭƍƯƸŴܖٻƸਃưƖǇƤǜŵǇƨŴ̲ޗဃǛǢǸǢƴᡛǔᨥƷܿජέƸŴ৽ٻŴٻ
ܖƷǳȳȉȟȋǢȠƱƔƴƳǓǇƢƷưŴܤμƷ᩿ư̲ޗဃƕۯƏƔǋƠǕǇƤǜŵ
ƠƔƠƳƕǒŴஜܖǁƷသܖဃƷӖƚλǕƴƭƍƯƸŴΨŷသܖဃƕٶƍɶǍ᪡ư
ƸƳƘŴƦǕˌٳƷǢǸǢᜂƔǒƷသܖဃǛᙻƠفǍƢƨǊƴŴᏋɥƷˁኵǈᲢᒍ
ᛖƷǈưҡಅưƖǔŵҡಅƴƸ 0 ᆉࡇƷଐஜᛖᏡщǛ៲ƴƭƚŴଐஜƷ˖ಅƴݼᎰƞ
ƤǔŵᲣƱဃ᩿Ʒૅੲ˳СƷૢͳǛᘍƬƯƍǇƢŵƜǕƸŴǢǸǢƷΟᅵƳသܖဃƕŴ
ƴᨼǇǔƷǛ᧸ƗŴଐஜưӖƚλǕǔƱƍƏሊƴǋӳᐲƠƯƍǇƢᲢ̊Ŵ-[QVQK72Უŵ

ƂɶۀՃƃ
ᡞƴஹǒǕƯƍǔသܖဃƸƲƪǒƷƕٶƍưƠǐƏƔᲹ

Ƃᡈᕲƃ
.+/5 ȗȭǰȩȠưƸŴȐȳǰȩȇǷȥŴǤȳȉääŵǍƸǓǢǸǢƕٶƍưƢƶŵᆇư
ƸƋǓǇƢƕŴҤǢȕȪǫƔǒǋஹƯƍǇƢŵ
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ƂɶۀՃƃ
ʋ߸ܖٻƷҔܖᢿƳƲƸ༏࣎ƴǢȕȪǫƴᘍƬƯƍǇƢƶŵ

Ƃᡈᕲƃ
ɟŴ᪡ǋٶƔƬƨƷưƢƕŴǿǤŴǤȳȉȍǷǢŴȐȳǰȩȇǷȥሁưƸŴƓƦǒ
ƘǨȪȸȈɶƷǨȪȸȈƠƔଐஜƴသܖƢǔƷƸಊǊƯᩊƠƍƱᎋƑƯƍǇƢŵ

ƦǕưƸŴƜƷࢸŴ̲ޗဃƕǷȧȸȈȈȸǯŴƓǑƼȝǹǿȸႆᘙǛᘍƏ  ᨞Ʒனිț
ȸȫƴۀՃƷέဃ૾ǛƝకϋƞƤƯ᪬ƖǇƢŵƦǕưƸŴƝแͳƷưƖƨ૾ƔǒƝᆆѣǛ
ƓᫍƍᐲƠǇƢŵ

20

ȗȭǰȩȠ̲ޗဃƱƷॖᙸʩ੭
 ˟ئǛ᭗ʟțȸȫƔǒனිțȸȫƴᆆƠƯॖᙸʩ੭ƕᘍǘǕƨŵ˟ئƴƸǻȃǷȧȳƷ
ƨǊƷ̲ޗဃƷཎКᄂᆮƷޟٶƴǘƨǔȝǹǿȸƕࢌǓ߹ǒƞǕƯƍƨŵ
ǇƣŴ̲ޗဃƕǹȩǤȉǛဇƍƯᐯ៲ƷཎКᄂᆮƷႆᘙǛᘍƬƨŵƦƷࢸŴٳᢿᚸ̖ۀ
ՃƱƷȝǹǿȸǻȃǷȧȳƕᘍǘǕƨŵ
ٳᢿᚸ̖ۀՃƔǒƸžஜǻȃǷȧȳƴӋьƠƯŴΟᅵƳܖဃƕƦƷ̲ޗؾƷɶưŴᄂ
ᆮ᪸؏ƷࠢǛ࠼ƛŴǑǓ᭗ƍᐯɼࣱǛǋƬƨʴǁƱᧈƠƯƍǔƜƱǛܱज़ưƖƨŵſƱ
ƍƬƨǳȡȳȈǛ᪬ƍƨ
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ƹƳǒƳƍໜƕƍƘƭƔƝƟƍǇƢŵɟƭƸŴਖ਼ᡶǻȳǿȸǛᢃփƞǕǔέဃ૾ƷॖᜤƱ
ࢫлǛଢᄩƴƢǔƜƱƩƱ࣬ƍǇƢŵ ƭႸƴᙲƳໜƸŴᢃփƴઃǘǔέဃ૾Ʒѣƕࢫ
лᲢǸȧȖȇǣǹǯȪȗǷȧȳᲣƴแơƯᢘദƴᘍǘǕƯƍǔƔƲƏƔǛᚸ̖ƢǔǷǹȆ
ȠƷನሰƩƱ࣬ƍǇƢŵƦƏƍƏॖԛưŴܱᨥƴᢃփƞǕƯƍƘέဃ૾Ɲᐯ៲ƷॖᜤǍࢫ
лǛ᪽ࣞƴŴƲƷǑƏƴᢘ˓ᎍǛᢠᎋƠƯƍƘƷƔᲹ ƦƷƓᎋƑǛƑƯ᪬ƚǕƹƋǓ
ƕƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

Ƃบƃ
΄ǋƲƪǒƔƱƍƏƱᚸ̖ƞǕǔͨƳƷưŴͨܖٻƷ૾ưƲƏਵƑǔƔᲹƱƍƏƝឋբ
ƴƭƍƯƸŴǇƩЎƔǒƳƍƜƱƕٶƘŴƓሉƑưƖƳƍƱƜǖƕƋǓǇƢŵƨƩŴǇƣ
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ƜƷˁኵǈƕưƖǔƜƱưŴŷƕஜᢿƴݣƠƯƖੑƚǔئƕଢᄩƴƳƬƨƱƍƏƜ
ƱƕٻƖƍƱ࣬ƍǇƢŵ.+/5 ȗȭǰȩȠưƸžңᜭ˟ſƱƍƏ҅Ꮛਃ࢘ྸʙȷиᧈܖ
ƱɥஜҔܖᄂᆮᅹᧈŴᡈᕲέဃǛԃǊƯŴᑥŷƝႻᛩƢǔཎКƳئǛᚨƚƯ᪬ƍƯƓǓǇ
ƢƕŴέଐƷңᜭ˟ưŴჇƴɥஜҔܖᄂᆮᅹᧈƔǒŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷˁኵǈǛ܍ዓƢǔ
ƨǊƴƸŴμܖႎƳኺᝲƴǑǔǵȝȸȈƕɧӧഎưƋǔŴǇƨŴཎܭՃǛദᙹᨽဇƢǔ
ƨǊƷŴ̊ƑƹŴϐᣐፗܭՃǛᆢಊႎƴׅƠƯǋǒƑƳƍƔᲹƱˡƑǇƠƨŵƜƷƜƱƸŴ
.+/5 ȗȭǰȩȠƴᨂƬƨƜƱưƸƳƘŴέᬝႎƳŴǇƨܖٻᨈ್ૺƷᏋǷǹȆȠǛᄩ
ᇌƢǔƨǊƴƸŴƜǕǇưƴᎋƑƯƍƳƔƬƨƜƷǑƏƳǋƷƕ࣏ᙲưƋǔŴƱƍƏƜƱ
Ǜ࣏ƣܖٻஜᢿƴᚫƑǔƷưƢƕŴƜƷžңᜭ˟ſưƞƑŴܖٻஜᢿƔǒᙸǔƱƋƘǇư
ǋ᩼πࡸƳئƴƳƬƯƍǇƠƨŵ
ƦƷಮƳཞඞƷɶưŴ  ࠰  உƴžܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸſƕ
ᚨፗƞǕǔƜƱưŴᢿޅƱƠƯਃ̬ƞǕŴዮᧈƷˊྸƱƠƯǻȳǿȸᧈƕൿܭƢǔƜƱƴ
ƳƬƨŵࢼƬƯŴǻȳǿȸƷᢃփңᜭ˟ǍᢃփۀՃ˟ưᘍƬƨᜭᛯƸŴᜭʙƱƠƯƖƪ
ǜƱሥྸƞǕǔƜƱƔǒŴƍǘǏǔȗȭǰȩȠͨƔǒƷॖᙸǍᙲஓǛᚕƑǔπࡸƷžئſ
ƕưƖǔƜƱƸಊǊƯᙲưƋǔƱ࣬ƍǇƢŵ
ǋƏɟƭƸŴƜǕƸᅶƕޓƠƯƍǔҔܖᄂᆮᅹưǋЈƯƍǔॖᙸưƢƕŴӲՃƷȬ
șȫƴؕƮƍƨᚸ̖ؕแǛൿܭƠŴᄂᆮѣƱӷಮƴŴᏋѣƴƭƍƯǋπƴᚸ̖Ƣ
ǔǷǹȆȠǛଔ࣯ƴನሰƢǂƖưƋǔƜƱǛဎƠλǕƯƍǇƢŵǇƣƸŴܖᢿᏋƴƭƍ
ƯŴƦƷࢸŴܖٻᨈưƷᏋƴƭƍƯൿǇƬƯƘǔƜƱƩƱ࣬ƍǇƢƕŴଔ࣯ƴૢͳǛƓ
ƶƕƍƠƨƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ

Ƃɥஜƃ
ᅶƷྸᚐƷርưʮᣃܖٻƕᎋƑƯƍǔನेƴƭƍƯƓᛅƠǇƢƱŴܖٻᨈᏋƷਖ਼ᡶ
ǻȳǿȸƱƍƏƷƸŴᅶƸ  ƭƷ්ǕƔǒưƖƯƖƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵɟƭƸ .+/5 ȗȭ
ǰȩȠƴᨂǒƣŴҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠƷӒႾưƋǓŴᏋȗȭǰȩȠư
ƸŴ৸ƞǕƨƦƷქ᧓ƔǒŴ૨ᢿᅹܖႾƷૅੲኳʕࢸƷࣖݣǛᎋƑƯƓƔƶƹƳǒƳƔ
ƬƨƜƱưƢŵྵנŴஇǋӧᏡࣱƷ᭗ƍ૾ඥƱƠƯҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠǁƷዒዓƕᎋƑ
ǒǕǇƢŵᧈǒƘನेƕጀǒǕƯƖǇƠƨƕŴҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠǋȀȖȫȇǣǰȪȸ
СưƸƳƘŴȗȭǰȩȠ̲ʕ˄ᚡƱƳǓŴஜஹƷޓᄂᆮᅹưƷҦٟᛯ૨ᄂᆮǛᘍƏƜ
ƱƴȗȩǹƠƯŴǑǓ࠼ƍኺ᬴ǛƞƤǔƱƍƏ࢟ƴƳǔƷƩǖƏƱ࣬ƍǇƢŵࢼƬƯŴǋ
ƏɟƭƷ්ǕƸŴʮᣃܖٻưƸžᨥ᭗ሁᏋᨈſƷᚨፗƓǑƼѣƴǑǓŴܖᢿƷσᡫ
ᏋƸǄǅᙸƑǔ࢟ƴƳƬƯஹǇƠƨƷưŴഏƸŴૼƨƴᚨፗƢǔžܖٻᨈ್ૺᏋ


ឋွࣖሉᲯᲢӞჵۀՃŴᡈᕲᲢᘽᲣۀՃŴཊۀՃȷɥஜܱᝧ˓ᎍŴบȦȋȃȈᧈŴ
ᡈᕲᲢ᠗ᲣŴੑᲣ

26

ȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸſƕŴҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰȩȠƱҢឭܖٻᨈȗȭǰ
ȩȠƱƷᗡӳǛǓŴܖٻᨈƷσᡫᏋǛоǓɥƛǔƱƍƏŴᲬƭƷ්ǕƕǿǤǢȃȗƠ
ƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵܖٻᨈƷσᡫᏋƱƠƯŴƲƷܖٻᨈưǋŴǇƣ࣏ᙲƳƷƸऴܖإ
ưƋǓŴ#+Ჩ+Q6 ǛᙸੁƑƨ್ૺႎᏋƕ࣏᪰ƱᎋƑǒǕƯƍǇƢŵьƑƯŴྵנŴٻƖƳ
բ᫆ƴƳƬƯƍǔᄂᆮ͒ྸưƢŵƞǒƴŴྸኒƕȡǤȳƴƳǓǇƢƕŴჷᝠሁŷƷᏋư
ƋǓŴʮᣃܖٻƷܖٻᨈᏋƴƸ࣏ƣλǕǔƱƍƏ්ǕưƋǓŴƜǕǒƷᏋƴƭƍƯŴ
ᢿޅŴƋǔƍƸᄂᆮᅹƷఌǛឭƑƯܖǂǔؾǛૢͳƢǔƜƱƕᙲưƢŵƨƩŴƜƷ
ǻȳǿȸƷᚨፗƸ  உưƢƷưŴǇƩƜǕƔǒƱƍƏƜƱưƢƶŵǇƨŴऴܖإƷǫȪ
ǭȥȩȠǛƲƏኵǉƔƱƍƏƷǋƜǕƔǒưŴƔƳǓᙐᩃưᩊƠƍᢿЎƕƋǓǇƢƷưŴ
ਃ࢘ƢǔՃƷѐщƕɧӧഎƴƳǔƱᎋƑǒǕǇƢŵƜƷǑƏƳǱȸǹưƸŴž̸Ŵ᧙̞Ƴ
ƍŵſƱᚕǘǕǔՃǋƓǒǕǔӒ᩿Ŵ˓ݦưਃ࢘ƢǔՃǛᄩ̬ƠŴ᪴ࢌƬƯǍǖƏƱƍ
ƏՃǋ࣏ƣƓǒǕǇƢŵଏ܍ƷኵጢưǍǔƷưƸƳƘŴૼƠƍǻȳǿȸƱƍƏኵጢƷɶ
ưᜭᛯƠŴЎਃƠƯǫȪǭȥȩȠƷನሰƴƋƨǔŴǇƨŴҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭ
ǰȩȠƱҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠƱƷᗡӳƴƭƍƯŴʻࢸŴʮᣃܖٻƱƠƯƲƷǑƏƴЭӼ
ƖƴܖٻᨈƷσᡫᏋƴӕǓኵǜưƍƘƔƴƭƍƯƸŴ҅Ꮛਃ࢘ྸʙȷиᧈܖƷЙૺŴ
૾ᤆƴǑǔƱƜǖƕٻƖƍƱᎋƑǇƢŵ.+/5 ȗȭǰȩȠƸƜǕǇưƷᐱǒƳƔƬƨໜǋԃ
ǊŴ҅ྸʙƴ٭ٻƓɭᛅƴƳƬƯƓǓŴ˴ƱƔƝңщƞƤƯ᪬ƖƨƍƱᎋƑƯƍǇƢŵ

ƂᡈᕲᲢᘽᲣۀՃƃ
ƜƷǻȳǿȸᧈǛѦǊǒǕǔέဃƴ࣏ᙲƳᙲˑŴឋŴኺ᬴ƴƭƍƯƸ˴ƔǤȡȸǸƞ
ǕƯƍǔưƠǐƏƔᲹ

Ƃɥஜƃ
ǻȳǿȸᧈƸŴǇƩᄩܭƠƯƓǓǇƤǜŵƨƩŴǻȳǿȸᧈƸҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳ
ǰȗȭǰȩȠƱҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠƷɲ૾ƷཞඞǛ৭੮ƠƯƍǔ࣏ᙲƕƋǓŴ˓ݦƱƠ
ƯǻȳǿȸǛᢃփƢǔƱƍƏॖԛưƸŴƓƦǒƘ҅Ꮛਃ࢘ྸʙȷиᧈܖƩƱ࣬ƍǇƢŵ

ƂᡈᕲᲢᘽᲣۀՃƃ
ƤƬƔƘƜƷǑƏƳǻȳǿȸ҄ǛƠǑƏƱƍƏƜƱưƢƷưŴኵጢƸŴᆮಊƸǍƸǓʴ
ưƢƔǒŴƦƜưᝧ˓ƷƋǔᇌئƷʴƸƲƏƍƏʴưƳƚǕƹƍƚƳƍƔᲹƱƍƏƜƱǛŴ
ƠƬƔǓƱƠƨನेƷɦƴǹǿȸȈƞǕǔƷƕᑣƍƱ࣬ƍǇƢŵ᩼ǑǖƠƘƓᫍƍᐲƠ
ǇƢŵ

Ƃɥஜƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵ

ឋွࣖሉᲰᲢٳᢿᚸ̖ۀՃμᲣ
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Ƃᡈᕲƃ
ǻȳǿȸƴ᧙ƠƯƸŴǇƩൿǇƬƯƍƳƍƜƱƕٶƍƷƕྵཞưƢŵƠƔƠŴ.+/5 ȗȭ
ǰȩȠưƸٳᢿᚸ̖ۀՃƷέဃ૾ƴǋ᭗Ƙᚸ̖᪬ƍƯƍǔȡȳǿȸƷᨽဇŴǇƨɶ࣎ƱƳ
ƬƯ̲ޗဃƷਦݰȷૅੲƴӕǓኵǜưƍǔཎܭՃƷዒዓႎƳᨽဇƴƭƍƯŴଔ࣯ƴᎋƑ
ǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵࢬǒƕƍƳƚǕƹŴȗȭǰȩȠƸѣƖǇƤǜƷưŴǻȳǿȸƱƠƯƷ
ಒምᙲ൭ሁƴǑǔܭՃȝǹȈƷᄩ̬ǛᙲஓƠƨƍƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵǋƪǖǜŴܖٻஜᢿ
ƱƠƯŴᝠѦᢿƴǻȳǿȸƷʖምဎᛪǛƠƯƍǔƱ˨ƬƯƍǇƢƕŴǍƸǓᄩƨǔᝠเ
ƕ࣏ᙲưƢŵʮᣃܖٻƴƱƬƯ࣏ᙲưƋǓŴƔƭΟᅵƳʴǛസƢƱƍƏ૾ඥǛ˴ƱƔ
ኧƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

ƂʟӝۀՃƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵέǄƲƸŴܖဃƞǜƱƷʩ්Ʒ᧓ǛƠƬƔǓӕƬƯ᪬ƖǇ
ƠƨŵသܖဃǋԃǊμՃƱᛅƠƨƔƬƨƷưƢƕŴ᧓ЏǕƴƳƬƯƠǇƬƨƷƕസࣞư
ƠƨŵǇƣŴƲƏƠƯ .+/5 ȗȭǰȩȠƷ̲ޗဃƴƳǔƜƱǛൿǊƨƔǋԃǊŴƔƳǓƓ
ᛅǛƞƤƯ᪬ƍƨኽௐŴǍƸǓႏƞǜƢƝƘЭӼƖư۹ƠƘƓǋƍǇƠƨŵƝᐯ៲Ʒᄂᆮ
ᅹƷᄂᆮƴƭƍƯƸŴܖᢿưƋǕƹŴܖᢿᲮׅဃƷᄂᆮܴᣐޓƷƔǒڼǇǓŴ̲ٟᛢ
ᆉǛᡫƠƯᄂᆮǛዒዓƠƯƍǔƚǕƲǋŴƞǒƴȗȩǹŴƋǔƍƸǋƬƱᙻǛ࠼ƛƯŴ
ૼƠƍƜƱǛᐯǒƷưǍǓƨƍƱƍƏ᭗ƍȢȁșȸǷȧȳǛਤƬƯƓǒǕǇƠƨŵƦǕ
ƔǒသܖဃƷ૾ƸŴƜƷέŴʮᣃܖٻƩƚưƳƘ˂ܖٻǍ˂ƷܖٻưƣƬƱᄂᆮǛዒዓ
ƠƨɥưŴஇࢸƸᐯƴ࠙ǓŴᐯЎƷƷƨǊƴ᪴ࢌǓƨƍƱƍƏƜƱƕᎥƚƯƢƝƘ۹
ƠƔƬƨưƢŵǇƨŴଐஜƷܖဃƞǜǋσӷȗȭǰȩȠƩƬƨƔǒƜƦưƖƨƜƱƕƨƘ
ƞǜƋǓŴǋƷƢƝƘஊॖ፯ƩƬƨƱज़ơƯƍǔƷƩƱ࣬ƍǇƢŵʻࢸƸҢឭƳƲƱɟደ
ƴƳƬƯσᡫȗȭǰȩȠǛ˺ƬƯƍƔǕǔƷƕஜ࢘ƴ࣏ᙲƩƱ࣬ƍǇƢƠŴƦƷɶưܖဃ
ƞǜɟʴɟʴƷǍǔൢƕƲǜƲǜဃƔƞǕǔǑƏƳŴƦƷɶưǋȪȸȀȸǛƭƘƬƯƍƘ
.+/5 ȗȭǰȩȠƷಮƳȗȭǰȩȠƕ৷ƖǜЈƯŴዒ১ƞǕǕƹŴஜ࢘ƴᑣƍȪȸȀȸƕᏋ
ƬƯƍƘƷưƸƳƍƔƱƍƏҮᝋǛਤƪǇƠƨŵ

Ƃᡈᕲƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵ

ƂӞჵۀՃƃ
ʻƷƝॖᙸƴǄƱǜƲឃưƢƕŴᅶǋμՃƴᎥƚƨǘƚưƸƳƘŴ ʴƙǒƍƷ̲ޗဃ
ƴᛅǛᎥƖǇƠƨŵଐஜʴƸஜƞǜƓᲫʴưŴƋƱ  ʴƷ૾ƸသܖဃưŴƲƷ૾ǋ᩼ࠝ
ƴЭӼƖưŴ᩼ࠝƴज़᥄ǛӖƚǇƠƨŵƠƔƠƳƕǒŴᡞƴƴၘƍƜƱǛᚕǘƤƯ᪬Ƙ
ƱŴ.ᲭŴ. ƙǒƍƷ૾ƸଐஜʴƷ૾ǋٶƍƷưƢƕŴ. ƴ᧙ƠƯƸŴƓƦǒƘသܖဃƕ
ƲǜƲǜفƑƯƍǔŵƲƜƷܖٻưǋܖٻᨈƷࢸᛢᆉưƸଐஜʴǑǓǋသܖဃ᫂ǈƱƍ
ƏᢿЎƕƋǔŵƦƏƢǔƱŴƤƬƔƘƷᐱǕǓނƘƤǓƱᅶƸ࣬ƏƷưƢƕŴƜƷȗȭǰ
ȩȠƷ̖͌ǛჇƴЎƔǔƷƕသܖဃƴƳǔƷưƸᲹƱƍƏ࣎ᣐŴভࣞƕƋǓǇƢŵƦƏƍ
ƏƜƱǛ៊ǇƑǔƱŴଐஜʴƷܖဃƞǜƕૼƠƍǋƷƴȁȣȬȳǸƢǔ᩿ႉƞǛǋƏݲƠŴ
ƜǕƸƜƷȗȭǰȩȠƷᚸ̖ƱƸ᧙̞ƳƍƷưƢƕŴᄂᆮƴȁȣȬȳǸƢǔᎍƷȡȳǿȫ
ƷᢿЎƕݲƠЈƯƜƳƍƷƔƳƱŵƜǕƸŴƜƷȗȭǰȩȠƴᨂƬƨƜƱưƸƳƘŴଐஜ
ƷƲƷܖٻƴǋƓƦǒƘσᡫƢǔբ᫆ưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵέǄƲݩஹƷƜƱǛƓƬƠ
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ǌƬƨƷưƢƕŴȗȭǰȩȠƱƠƯ᩼ࠝƴΟǕƨǋƷǛƜǕƔǒǋƲǜƲǜዒዓƞǕǔƜ
ƱƸƢƝƘٻʙƳƜƱƩƱ࣬ƍǇƢƕŴƦƏƢǔƱኽޅŴသܖဃƕƨƘƞǜᨼǇǔŵଐஜ
ʴƸŴᅦޛέဃƕƓƬƠǌƬƨƷưƢƕŴᒍᛖ FGDCVG ƕƋǔƱᚕƬƨქ᧓ƴƢƬƱࡽƘ
ܖဃƞǜƕƍǔƷưƸƳƍƔƱŵƦǕƸᑣƍƜƱƳƷƔŴǉƠǖƦƷȬșȫƴӳǘƤƨȗ
ȭǰȩȠǛဇॖƢǔƷƕᑣƍƷƔŴƜǕƸ᩼ࠝƴपǇƠƍƱƜǖưƸƋǓǇƢƕŴᅶƱƠ
ƯƸଐஜʴƷܖဃƞǜƴƭƍƯǋƏݲƠॖᜤો᪃ǛƠƯ᪬ƖŴ৵ᚌƷእǒƠƍ .+/5 ȗ
ȭǰȩȠƴௐƴȁȣȬȳǸƠƯ᪬ƘǑƏƳଐஜʴܖဃƕفƑƯƘǔƱᑣƍƷưƸƳƍƔ
Ʊ࣬ƍǇƢŵ
ମ࠰ƷஜۀՃ˟ưǋᚕǘƤƯ᪬ƖǇƠƨƕŴƦƷئӳŴȡȳǿȸƷ૾ƷਦݰщƱᚕƍǇ
ƢƔŴᐱǕǓނƘƤǓƱᚕƍǇƢƔŴƤƬƔƘȐȳǸȸǸȣȳȗƷǑƏƳǋƷǛ˺ƬƯ᪬
ƍƨƷưƢƔǒŴƦƜƴƼᡂǉǑƏƳŴܖဃƞǜƷᏑɶǛƤǔǑƏƳȡȳǿȸƷˁኵ
ǈƕʻƷଐஜƴƸᙲǔƷƔƳƱŵƪǐƬƱᙐᩃƳज़ेƴƳƬƯƠǇƏƷưƢƕŵ

Ƃบƃ
ƦǕƴ᧙ƠƯŴҔܖᄂᆮᅹƷӕǓኵǈƱƠƯਫƛƞƤƯƍƨƩƍƨƷƸŴҔܖᄂᆮᅹư
ƸƜǕǇưᒍᛖƸᢠ৸ƩƬƨƷưƢƕŴݲƳƘƱǋ̲ٟᛢᆉưƸŴ࣏̲ƴƢǔƜƱǛᎋƑ
ƯƍǇƢŵݲƠࣨƍƷƸŴƦǕư˂ܖٻƴܖဃƕ්ǕƯƠǇƏƜƱưƢƕŴ࣬ƍЏƬƯǍ
ƬƯǈǑƏƱŵμܖσᡫᅹႸਃ࢘ưŴٳʴƷՃƷ૾ư᩼ࠝƴᑣƍ૾ƴҔܖᄂᆮᅹǋƓ
ɭᛅƴƳƬƯƓǓŴέǄƲƝኰʼƞƤƯ᪬ƍƨ #NVOCPP έဃǛƸơǊƱƠƯŴ༏࣎ƴᒍᛖ
ƷਦݰǛƠƯ᪬ƍƯƍǇƢŵஇИƸႏŴƓƬƔƳƼƬƘǓƳƷưƢƕŴƦƷƏƪŷǑǓ
ǋƸǔƔƴᡶǜư FKUEWUUKQP ƢǔಮƴƳƬƯƍǇƢŵ˴ƱƔƦƏƍƏ࢟ưǵȝȸȈƠƯƍ
ƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ƂɶۀՃƃ
ӞჵέဃƕүूƞǕƯƍǔƷƸŴλǓӝƷƱƜǖưࡽƍƯƠǇƬƯŴଐஜʴƷܖဃƕƲ
ǜƲǜถƬƯƠǇƏƷưƸƳƍƔᲹƱƍƏƜƱưƸƳƍưƠǐƏƔᲹ

ƂӞჵۀՃƃ
ᆳƖᛄǊǕƹƦƏƍƏƜƱưƢƶŵƤƬƔƘƜƜǇưஹƨ .+/5 ȗȭǰȩȠưƢƷưŴ
ƜǕƔǒǋǵǹȆȊȖȫƴŴʖምƕᩊƠƘƳƬƯǋƞǒƴዓƚƨƍƱƍƏᙾथǛƓᎥƔƤ
᪬ƍƨƷưƢƕŴƸƬƱൢƕ˄ƍƨǒသܖဃƷ૾ƹƔǓƱƍƏƜƱƕƋǔƷưƸƱŵ᩼ࠝ
ƴႝᎹƳᚕƍ૾ƴƳǓဎƠᚪƳƍƷưƢƕŴƜǕƸܖဃͨƷբ᫆ưƸƋǔǋƷƷŴ˴ƱƔ
ܖဃƞǜƷॖᜤો᪃ǛᘍƏݣሊǋ࣏ᙲƳƷưƸᲹƱŴஜଐŴܖဃƞǜƱƓᛅǛƠƯज़ơǇ
Ơƨŵ

Ƃឱᇌƃ
ƪǐƏƲʻŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƸŴኵጢો᪃ǛᡶǊƯƓǓŴʻǇưƸҔၲᧉݦᎰǛᏋƯǔ
ƩƚƷኵጢƩƬƨƷưƢƕŴᐮ౨௹ᏋȗȭǰȩȠǛԃǉዮӳҔၲᅹǳȸǹƱƍƏǋƷ
Ǜ˺ǓǇƠƨŵΨŷŴƜƷ .+/5 ȗȭǰȩȠƸŴƍǘǏǔҔᎍưƸƳƍ PQP/& ƷҔᅹܖ
ݦૌƴᡶǉܖٻᨈဃǍʴ᧓ͤࡍᅹܖኒƷܖٻᨈဃƴŴҔܖᢿဇƷᩊƠƍǳǢǫȪǭȥȩȠ
ƱƠƯưƸƳƘŴǋƏݲƠΟƠƘŴᚐаǍဃྸܖŴ၏ྸܖǛƑǔȗȭǰȩȠƱƠƯŴٶ
ƘƷʴ᧓ͤࡍᅹܖኒݦૌƷܖٻᨈဃƕ .+/5 ȗȭǰȩȠǛ̲ޗƠƯƍǇƢŵǇƨŴࢼஹƔ
ǒƷ౨௹২ᘐᅹܖǳȸǹưƸŴଏƴҔᡲઃǛᡶǊƯƓǓŴऴإኒƷƱƜǖƴƸྸܖᢿǍ
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ܖᢿƷƕƍǇƢŵǦǤȫǹȷϐဃᄂƷဋလέဃƷƱƜǖƱǋσӷᄂᆮǛƞƤƯ᪬ƖŴ
ȊȎȡȇǣǷȳǍȉȩȃǰȇȪȐȪȸƴƭƍƯƷᄂᆮǛᘍƬƯஹǇƠƨƷưŴʻׅƷኵጢ
ો᪃ưƸŴܖᢿƷܭՃǛถǒƠŴܖٻᨈƷܭૠǛفǍƢƜƱưŴɭမȬșȫƷᄂᆮᎍǛᏋ
ƢǔƱƍƏᑐǛЏǓǇƠƨŵƦƷॖԛưƸŴ૨ᢿᅹܖႾႎƴȏȸȉȫƷ᭗ƍƱƜǖƴȁ
ȣȬȳǸƠƯƍǇƢŵᅶƸ /& ưƢƚǕƲǋŴҔၲᧉݦᎰưǋ .+/5 ȗȭǰȩȠƔǒƲǜ
ƲǜΟᅵƳʴƕЈưƖǔƷưƸƳƍƔƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ˂ܖٻƸƞƯƓƖŴŷƷʴ
᧓ͤࡍᅹܖᅹưƸŴྵנŴஇ˯ᨂ̲ٟǇưƸᘍƘƱƍƏǳȳǻȗȈưኵጢો᪃ǛᡶǊƯƍ
ǇƢƷưŴƜƏƍƏ .+/5 ȗȭǰȩȠǛዒዓƠƯ᪬ƚǕƹŴǑǓો᪃ƕǹȠȸǹƴᡶǉƱ
࣬ƍǇƢŵ
έǄƲบέဃǋᚕǘǕǇƠƨಮƴŴƜǕƔǒǰȭȸȐȫ҄ƱƍƏƜƱƴƳǔƱŴ࢘Ŵ
ᒍᛖᏋƕᙲƴƳǓǇƢŵƦƷƨǊŷǋŴஜ࠰ࡇŴჃᜱƷƱƜǖƴҔၲᧉݦᎰƷٳ
ʴՃǛᣐፗƠŴȪȏȓȪƷ૾ƴǋ̮߸ܖٻƔǒٳʴՃǛਔᎣƠǇƠƨŵ
٭ٻƋǓƕƨƍƝਦઇƩƱ࣬ƍǇƢƕŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹưƸŴܖᢿƷ᪭Ɣǒଐஜʴܖဃ
ƕᒍᛖƴƖƪǜƱǨǯǹȝȸǺƢǔؾƕᙲƱᎋƑŴӕǓኵǜưƓǓǇƢƷưŴʻࢸǋ
ٶƘƷଐஜʴܖဃƕŴƜƷǑƏƳȗȭǰȩȠǛ̲ޗƢǔƱᄩ̮ƠƯƍǇƢŵ

Ƃ࣓̬ۀՃƃ
ᒍᛖƷᛅƕዓƍƯƠǇƏƷưƢƕŴᨥႎƳȪȸȀȸǛ࣓ӼƞǕƯƍǔƱƍƏƜƱưŴ
ݲƠွբƴ࣬ƬƨƷƸŴᒍᛖƷᜒ፯Ǜ̲ޗƠƯᒍᛖǛܖƿƱƍƏƜƱǋྸᚐưƖǔƷưƢ
ƕŴ̊Ƒƹ୍െƷ˟ᛅŴƋǔƍƸʻଐƷȗȬǼȳǋƦƏưƠƨƕŴଐஜᛖưƸƳƘᒍᛖǛ
σᡫᛖƱƠƯŴ୍െƷဃƔǒᒍᛖǛ̅ǘƤǔƱƍƏ૾ඥǋɟకƔƱ࣬ƍǇƢŵᅶǋ˟ᅈ
ƴλƬƯᒍᛖǛ̅ǘƳƚǕƹƳǒƳƍཞඞ
ƴƳǔƱŴǍƸǓ᧓ƕኺƯƹॹǕǇƢƷ
ưŴƦƏƍƏǍǓ૾ǋƋǔƱ࣬ƍǇƢŵƦ
ǕƔǒŴܖဃƞǜƴȒǢȪȳǰǛƢǔƱŴ
သܖƴ᩼ࠝƴ᭗ƍȢȁșȸǷȧȳǛਤƬƯ
ƓǒǕŴಏƠǈƴƞǕƯƍǔŵෙٳưƋǕ
ƹσᡫᚕᛖƸᄩܱƴᒍᛖưƢƷưŴᒍᛖƸ
࢘ưƋǔƱƠƯŴ୍െƷ˟ᛅƔǒᒍᛖǛ
࣋ࡁƢǔƱƍƏો᪃ǋƋǓƔƳƱज़ơƨഏ

ឋွࣖሉᲱᲢဋɶۀՃŴ࣓̬ۀՃŴ್ۀޛՃᲣ

ᇹưƢŵ

Ƃᡈᕲƃ
țȸȠȫȸȠƋǔƍƸǳȭǭǦȠƱԠǜưƍǔǋƷƸŴμᢿᒍᛖưȗȬǼȳǛƠƯᒍᛖ
ưឋբȷׅሉƠƯƍǇƢŵƦǕƔǒŴέǄƲᅦޛέဃƔǒƝᛟଢƕƋǓǇƠƨಮƴ FGDCVG
ǋμƯᒍᛖưǍƬƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵƨƩŴέǄƲƷȝǹǿȸưƸŴŷƔǒƷਦᅆƕᘍ
ƖފƔƣŴႆᘙᚕᛖǛਦܭƠǇƤǜưƠƨƷưŴଐஜᛖưႆᘙƠƨ̲ޗဃƕƍƨƱ࣬ƍǇ
ƢŵƨƩŴƔƳǓᒍᛖ҄ƕᡶǜưƍǔƜƱƸᄩƔưƢƠŴŷǋ࠰ǛӕƬƨƷƩƱ࣬ƍǇ
ƢƕŴŷƷɭˊƱƸᢌƬƯᒍᛖǁƷȏȸȉȫƸƦǕǄƲ᭗ƘƳƍƱƍƏƜƱǛŴλܖƠ
ƯƘǔܖᢿ  ׅဃŴ ׅဃǛᙸƯܱज़ƠƯƍǇƢŵưƢƷưŴ˴ƱƍƏƜƱƸǇƩᚕƑ
ǇƤǜƕŴ உƔǒƷǻȳǿȸᚨፗǛೞƴŴưƖǔᨂǓଔǊƴƦƏƍƏؾǛоƬƯᘍƜƏ
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Ʊ࣬ƍǇƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵ

Ƃ್ۀޛՃƃ
ʻƷᒍᛖƷ᧙ᡲưƢƕŴʙЭƴᡛƬƯƍƨƩƍƨ
૰ưžဃྸܖſǛᒍᛖưǍƬƯƍƯŴƲƏǋଐஜ
ʴƷܖဃƸƪǐƬƱ˄ƍƯƍƚƳƍƱ˨ƍǇƠƨŵ
ദႺƴƔǕƯƍƯŴƜƏƍƏƱƜǖƸƢƝƘᑣƍ
Ʊ࣬ƏƷưƢƕŴᄩƔƴƲƪǒƔƱƍƏƱŴ̊Ƒƹ
žဃྸܖſǛܖǍᕤܖƷ̲ޗဃƕᒍᛖưܖƿƷƸŴ
ƋǔॖԛŴ
žૼƠƍಒࣞǛܖƿŵſƜƱưƋǓŴƔƳ


ឋွࣖሉᲲᲢ࣓̬ۀՃŴ್ۀޛՃᲣ

ǓᩊƠƍƱ࣬ƍǇƢŵ̊ƑƹŴࣖဇƷƱƜǖǛᒍᛖưܖƿƷƸᑣƍƱ࣬ƍǇƢƕŴݲƠᐯ
ЎưᛦǂƞƤƯƔǒŴƑǔƱƍƏᜒ፯ƕᑣƍƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƠƨŵᄩƔƴࡈܖư
ಒࣞǛᎥƘŴ̊ƑƹŴဃྸႎƳ R* ƳƲƴƭƍƯƸŴಒࣞǛ፼ƬƯƍƳƍᢿЎƕƋƬƯŴƦ
ƜǛྸᚐƢǔƷƸܖǍᕤܖƷ̲ޗဃƴƸᩊƠƍƱ࣬ƍǇƢŵƠƔƠɟ૾ưŴƋǔɟƭƷ
ȁȣȬȳǸȳǰƳᢿЎǛॖႎƴᚨܭƞǕƯǋᑣƍƔƳƱ࣬ƍǇƠƨŵ

Ƃบƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵཎƴžဃྸܖſƸŴŷǋҔܖᢿƷˊǛ࣬ƍЈƢƱŴƳƔƳ
ƔȏȸȉȫƷ᭗ƍܖբưƢŵƦƷƨǊŴ
žҔܖᄂᆮᅹƷʻࢸƷӕǓኵǈſƴƓƍƯŴ
žો᪃ſ
ƷƱƜǖưƝᛟଢƞƤƯ᪬ƖǇƠƨಮƴŴܱᨥƴ PQP/& ƷܖဃƱƍƬƯǋȐȃǯǰȩǦ
ȳȉƕಮŷƳƷƕ .+/5 ̲ޗဃƷཎࣉưƢŵ̊ƑƹŴဃཋኒƷܖᢿǛҡಅƠƯஹǔܖဃŴ
ƦǕƔǒ̊Ƒƹཋྸȷ҄ܖƳƲƷ᩼ဃཋኒǛҡಅƠƨܖဃǋƍǇƢƠŴသܖဃǋƍǇƢŵ
ƞǒƴŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƳƲҔၲኒƷܖᢿǛҡಅƠƨܖဃǋƓǓŴƦǕƧǕƷ̲ޗဃƴ࣏
ᙲƳžဃྸܖſƷჷᜤƕᢌƏƱƍƏƷƕྵཞưƢŵ
ƞǒƴŴƜǕƔǒʮᣃܖٻưӖƚλǕǔƜƱƴƳǔƷƸŴᅈ˟ʴưƋǓŴࢬǒƴҔܖƷ
ؕᄽჷᜤǛƑǔئӳƴƸŴ࣏ƣƠǋžᒍᛖſưƑǔƱƍƏƜƱƴƸƳǒƳƍƱ࣬ƍǇ
ƢŵƜƷǑƏƳٶಮƳ̲ޗဃƴࣖݣƢǔƨǊŴྵנŴʴ᧓ͤࡍᅹܖኒƷឱᇌέဃƱƝႻᛩ
ƞƤƯ᪬ƖŴ̊ƑƹŴ᩼ဃཋኒƷྸኒܖᢿЈ៲Ʒଐஜʴ̲ޗဃƴᢘƠƨƑ૾ƸƜƏư
ƸƳƍƔƱᎋƑŴʴ᧓ͤࡍᅹܖኒƷՃŴҔܖᄂᆮᅹƷՃŴƓǑƼٳʴՃƕƦǕƧ
ǕžဃྸܖſƷᜒ፯Ǜਃ࢘ƠŴርƱᚕᛖǛൿǊƯŴƦǕƧǕƕЎਃƠƯƑǔƱƍƏǫ
ȪǭȥȩȠǛᎋƑƯƍǇƢŵ

Ƃ್ۀޛՃƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

Ƃᅦޛƃ
ܖဃƕƲǕƙǒƍƍƨƷƔŴཎܭՃƕƲƷᆉࡇˡƬƨƔദᄩƴƸЎƔǒƳƍƷư
ƢƕŴƜƏƍƏƜƱƕឪƜǓࢽǔƱƍƏƷƸ .+/5 ȗȭǰȩȠƷǹǿȸȈƴଏƴʖेƠ
ƯƓǓŴܖϋᨂܭƷ .+/5YKMK Ǜ˺ǓŴƦƜƴဇᛖƷᚐᛟǛƖᡂǜưƍǇƢŵƦǕǛᙸǕ
ƹŴ̊ƑƹžဃྸܖſƷဇᛖƴƭƍƯŴᒍᛖƔǒଐஜᛖŴƋǔƍƸଐஜᛖƔǒᒍᛖƷॖԛ
ǛྸᚐƢǔƜƱƕưƖǇƢŵʴƔǒᛟଢǛᎥƘƷưƸƳƘŴ̲ޗဃƕᐯ៲ưܖƿƜƱǛे
ܭƠŴܖϋᨂܭưǢǯǻǹưƖǔƱƜǖƴፗƍƯƋǓǇƢŵ
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Ƃ್ۀޛՃƃ
ൿƠƯफƔƬƨƱƍƏǘƚưƸƳƘƯŵ

Ƃᅦޛƃ
ƍǍŴƦƏƍƏբ᫆ƕЈƯஹǔƜƱƸŴஇ
ИƔǒЎƔƬƯƓǓǇƠƨƷưŴҗЎƴࣖݣ
ƠƯƍǇƢŵ

Ƃ್ۀޛՃƃ
ƋǔॖԛưƢƝƘȁȣȬȳǸȳǰƳƱƜǖ
ƱŴƦǕƔǒƢƝƘಏƠǊǔƱƜǖƱŴӈƠ

ឋွࣖሉᲳ
ᲢᅦޛǳȸȇǣȍȸǿŴɥஜܱᝧ˓ᎍŴ
บŴᡈᕲᲢ᠗ᲣŴੑᲣ

ƍƱƜǖƕȗȭǰȩȠƷɶƴƋƬƯᑣƍƔƳƱ࣬ƍƳƕǒᎥƍƯƓǓǇƠƨŵ

Ƃᡈᕲƃ
ŷܖưŴˌЭƸŴžஊೞ҄ܖſǛƑǔᨥŴ ׅဃƔǒᒍᛖƷᅹưƑƯƍǇƠ
ƨŵƨƩƠŴᜒ፯ᐯ˳ƸଐஜᛖưƠƨŵƦǕǛ  ࠰ҞưኳǘǓŴ ׅဃࢸƔǒŴǋƏݲ
ƠኬƔƍᧉݦႎƳƜƱǛŴᒍᛖƷᅹưᜒ፯ƢǔƱƍƏƋǇǓॖ፯ƕज़ơǒǕƳƍ૾ඥ
ưƑƯƍǇƠƨŵƦƷࢸŴ ׅဃ᳸ ׅဃЭƸŴଐஜᛖƷᅹưƟƬƱžஊೞ҄ܖſ
μ˳ǛƑŴ ׅဃࢸƔǒᒍᛖƷᅹưŴǇƨưƖǔƩƚဇᛖƸᒍᛖưƑǔ૾ඥƴ٭
ƑǇƠƨŵƓƦǒƘƦǕƱӷơǱȸǹưŴɟࡇŴƠƬƔǓྸᚐƢǕƹŴࣖဇƷᢿЎƸᒍᛖ
ưǋЎƔǔƩǖƏƱƍƏƜƱǛˏƬƯƍǔƷƩƱ࣬ƍǇƢŵŷǋƦƏ࣬ƍǇƢŵ
žဃྸܖſ
ƴ᧙ƠƯŴᅶǋᜒ፯ưܖǜƩƜƱƸƳƘŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƸ᩼ࠝƴᑣƍƱ࣬ƬƯƓǓŴܱ
ᨥŴƜǕǇưƸžဃྸܖſƸӖƚǔ࣏ᙲƕƳƍƱƍƏॖᙸƕ̲ޗဃƔǒЈǔƜƱƸƋǓǇ
ƤǜưƠƨŵʻׅƷȕǩȭȸǢȃȗǢȳǱȸȈưИǊƯƜƷಮƳॖᙸƕЈǇƠƨƷưŴƦ
ƷॖԛưƸǍƸǓᒍᛖǪȳȪȸƴƠƨࢨ᪪ƕƋǔƷƔǋƠǕƳƍƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
žဃྸܖſ
ƸΨŷŴౕٻέဃƕਃ࢘ƞǕƯƓǓŴƦƷ࢘ƸଐஜᛖưǍƬƯǋᒍᛖưǍƬƯǋŴ̲ޗ
ဃƷጚƴǄƱǜƲࢨ᪪ƸƳƍƱƷƜƱưƠƨŵƦƷࢸŴသܖဃƕفƑƯஹǇƠƨƷưŴ
ౕٻέဃƸƍƪଔƘŴᒍᛖưƷᜒ፯ƴ٭ƑǒǕǇƠƨƕŴཎƴբ᫆Ƹ˨ƬƯƍǇƤǜưƠ
ƨŵࢼƬƯŴƠƹǒƘಮ܇Ǜᙸǔ࣏ᙲƕƋǔƔƳƱᎋƑƯƓǓǇƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇ
Ƣŵ

ƂဋɶۀՃƃ
έǄƲܖဃƞǜƱᛅǛƞƤƯ᪬ƖǇƠƯŴ̊Ƒƹ  ƭƷܖٻᨈƩƚưƸኺ᬴ưƖƳƍር
ưŴǍƸǓჷᜤȷኺ᬴ƷࠢƴьƑƯʴ᧓щƱᚕƍǇƢƔŴʴƱƠƯƷƨƘǇƠƞƕ .+/5
̲ޗဃưƸفƠƯƍǔƜƱǛܱज़ƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵ˖ಅͨƷʴ᧓ƔǒƠƯǋŴƦƏƍƏ
ܖဃƞǜǛᏋƯŴᅈ˟ư࠼ƘưƖǔʴƱƠƯ̓ዅƠƯ᪬ƚǕƹ٭ٻஊᩊƍƱ࣬Ƭƨ
ഏᇹưƢŵƦǕưŴբ᫆ƱƳǔƷƸŴ૨ᢿᅹܖႾƷૅੲኳʕࢸƴƭƍƯƝᛟଢ᪬ƍƯƍǔ
ܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠȷǻȳǿȸưŴҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭȕȩȠǍҢឭٻ
ܖᨈȗȭǰȩȠǛૢͳƠƯƍƘɥưŴ᩼Ŵ.+/5 ȗȭǰȩȠƷǷǹȆȠǛዒ১ƠƯ᪬Ɩƨ
ƍɟ૾ưŴૅੲƕኳʕƢǔ  ࠰ࡇǛȔȸǯƴ .+/5 ̲ޗဃƕ࠰ഏႎƴถݲƠŴƦƷɶ
ư᥉ႎƳƜƱǋԃǊƯᑥŷƳ̲ޗဃǁƷૅੲƕݲƠᇀމƳᩎൢƴƳǔƜƱƕʖेƞǕ
ǇƢŵ
ƤƬƔƘƜƜǇư .+/5 ȗȭǰȩȠƕᧈƠƨᚪưƢƔǒŴʻࢸŴҢឭܖٻᨈሁŷƷૼ
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ƠƍᏋȗȭǰȩȠƴዒ১ƞǕǔǇưƷ᧓ǋŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƕŴʴƕถǖƏƕ˴ƕƋ
ǖƏƕ᠗ƖǛڂƏƜƱƳƘŴȪȸȀȸǷȃȗǛӕǕǔʴƷᏋǛஇࢸǇưƠƛƯ᪬
ƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƦƠƯŴʙƴ .+/5 ȗȭǰȩȠƕዒ১ƞǕŴƞǒƳǔഏƷǹȆȃȗ
ǁƱٻƖƘᧈƢǔƜƱƴࢳƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ƂဋۀՃƃ
ᅶƸᩊƠƍƜƱƸЎƔǒƳƍƷưŴȝǹ
ǿȸǻȃǷȧȳưܖဃƞǜƨƪƴŴʻƸƢ
ƝƘऔǇǕƨؾƷɶưᄂᆮǛƞǕƯƍǇ
ƢƚǕƲǋŴǋƠᐯЎưᛦᢋǛƠƳƚ
ǕƹƍƚƳƍƱƳƬƨƱƖƴŴʻƸǯȩǦ
ȉȕǡȳȇǣȳǰƳƲᅈ˟ƴࣖੲƠƯǋǒ
ƏˁኵǈƕƋǔƷưŴ̊ƑƹŴƦƏƍƏƱ

ឋွࣖሉᲫᲪ
Ტ߃ۀՃŴဋۀՃŴဋɶۀՃᲣ

ƜǖưƝᐯЎƷǍƬƯƍǔƜƱƕƲƜƴጟ
ƕǓŴƲǜƳӧᏡࣱƕƋǔƷƔƱƍƏƜƱ

ǛǢȔȸȫƢǔƱƠƨǒŴƲǜƳƴᛖǒǕǇƢƔᲹƱƍƏឋբǛƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵƭ
ǇǓŴɟᑍƷᅶƨƪƴŴǍƬƯƍǔƜƱǛݲƠЎƔǔǑƏƴƑƯɦƞƍŴƱƍƏឋբǛ
ƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵ᩼ࠝƴଢᄩƳƓሉƑǛ্ƍƨ૾ǋƓǒǕǇƠƨƠŴƋƘǇưᐯЎƷ᧙
࣎ƷƋǔƱƜǖǛǍƬƯƍǔƷưŴƦǕƕݩஹƲƜƴጟƕǔƔᲹƴƭƍƯƸŴǇƩЎƔǓ
ǇƤǜƱദႺƴሉƑƯ᪬ƍƨ૾ǋƓǒǕǇƠƨŵǇƨஜ࠰ࡇŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷ .Ŵ.
Ʒ૾ƕž၏ᨈᙸܱܖ፼ſƴӋьƠƨƱƍƏƜƱưŴƦƷȬȝȸȈǛਖᙸƞƤƯ᪬ƘƱŴƲ
ƷȬȝȸȈƴǋʴƕᙸƑǔൢƕƠƨƷưƢƶŵ࣓ƕƢƝƘଢᄩƴᙸƑƯŴέŷŴʴƷࢫƴ
ᇌƭƱƍƏ࣓ƕˡǘƬƯǇƍǓǇƠƨŵưƢƷưŴǋƪǖǜܼᧉݦƕܼᧉݦƴˡƑǔƱƍ
ƏƜƱǋٻʙưƢƕŴମ࠰ƷƜƷۀՃ˟ưǋဎƠɥƛǇƠƨಮƴŴɟᑍǁƷǢȔȸȫƱƍ
ƏƜƱǋԃǊƯŴ᩼Ŵᅈ˟ƕࣖੲưƖǔಮƴŴЎƔǒƳƍʴƴǋƏǇƘǢȔȸȫƢǔǳ
ȟȥȋǱȸǷȧȳƱᚕƍǇƢƔŴʴƴˡƑǔƱƍƏൢਤƪƱǹǭȫǛƞǒƴᡶ҄ƞƤƯ᪬
ƚǕƹŴᅶƨƪƱƠƯǋ٭ٻ۹ƠƍƱƍƏज़ेǛਤƪǇƠƨŵ

Ƃᡈᕲƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

Ƃ߃ۀՃƃ
ʻƷဋƞǜƷᛅƱݲƠ᧙ᡲƢǔƷưႆᚕƞƤƯ᪬ƖǇƢƕŴʻࢸŴҢឭܖٻᨈȗȭǰ
ȩȠƷ૾ƴȐȈȳǿȃȁƠƯƍƬƨƴŴྵנŴ.+/5 ȗȭǰȩȠưਫ਼ƛƯƍǔžΪܱƠƨ
ͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘዮӳҔၲႆȪȸȀȸᏋȗȭǰȩȠſƱƍƏಒࣞǛƦƷǇǇጟƛƯ
ƍƘƱƍƏྸᚐưǑǖƠƍƷưƢƔᲹ

Ƃบƃ
ƦƷᡀƸǇƩŴ̊ƑƹŴᅶƷޓƠƯƍǔҔܖᄂᆮᅹƷɶưƸǇƬƯƓǓǇƤǜŵ

Ƃ߃ۀՃƃ
ʻŴ࣬ƬƨƷƸŴҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠƴƭƍƯŴ૨ᢿᅹܖႾƕᑥŷƭǒƭǒƍƯƍ
ǔƷưƢƕŴƦƷɶƷᲫƭƷ௵ƱƠƯž૨ྸᗡӳſƱƍƏᚕᓶƕЈƯƖǇƢŵʻଐƷႆᘙ
ǛᎥƍƯƍƯǋŴஜӽƷᛅƸƢƝƘ᩿ႉƔƬƨƷưƢƕŴ˂ƷʴƨƪƷᛅƸƲƪǒƔƱ
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ƍƏƱɼݦૌƷᛅƕٶƔƬƨƱ࣬ƍǇƠƨŵ.+/5 ȗȭǰȩȠƱƠƯƷ̖͌ƕǇƩܦμƴЈ
ƯƓǒƣŴǋƬƱЈӝǛᙸƨǒŴέǄƲŴဋƞǜƕƓƬƠǌƬƨಮƴŴᅈ˟ƱƷໜƱ
ƍƏƜƱƕЈƯƘǔƱ࣬ƍǇƢŵᅈ˟ȋȸǺƕƲƜƴƋǔƷƔᲦƦƷȋȸǺƴݣƠƯƲƷ
ǑƏƴࣖƑǒǕǔᄂᆮǛƢǔƷƔᲦƜǕƔǒឬ᭗ᱫᅈ˟ƴλƬƯܡנҔၲȷʼᜱƕᄩܱƴ
فƑǔŴǇƨŴჃᜱƱܖƱƷᡲઃưŴέଐŴ᱅ဋέဃƕƓᛅƠƞǕƨಮƳ૾ӼƴႆޒƠ
ƯƍƘƱƔŴᑥŷ٭ǘƬƯƍƘƜƱƱ࣬ƍǇƢŵŷŴᙌᕤ˟ᅈƷʴ᧓ǋƜǕƔǒჳέǛ
٭ƑƳƚǕƹƍƚƳƍŵദƴŴʻƦƷཞඞƴƋǔǘƚưŴܖٻǋƦǕƴࣖơǔ࣏ᙲƕƋǔ
Ʊ࣬ƍǇƢŵ̊ƑƹŴоᕤƷǍǓ૾ƱƔƷᛅƕƋǓǇƠƨƕŴоᕤƷǍǓ૾ᐯ˳ǋŴǋƪ
ǖǜٻƖƘ٭ǘǓǇƢŵƜǕƔǒȪǢȫȓȃǰȇȸǿƕɼƴƳǓŴᐮᄂᆮǛǋƬƱถǒ
ƢƜƱƕưƖǔƔǋƠǕƳƍƱǋᚕǘǕƯƓǓǇƢƷưŴƦƏƍƏƱƜǖƴȞȃȁƠƯƍ
ƘಮƳŴƭǇǓʻƷᅈ˟ƷȋȸǺƴȞȃȁƠƨȗȭǰȩȠǛಮŷƳٶ᪸؏ᡲઃƷɶƔǒо
ƬƯ᪬ƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ

Ƃบƃ
ҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠǛƲƏƍƏ࢟ư࢟ƢǔƔᲹƜǕƸʻŴჇƴ߃ƞǜƴƝਦઇ᪬
ƍƨໜưƋǓŴ.+/5 ȗȭǰȩȠǛႆޒƞƤƯዒ১ƢǔƱᎋƑƨئӳŴ߃ƞǜƕᚕǘǕƨ
ǑƏƴݲƠૼƠƍƜƱǛλǕǔ࣏ᙲƕƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵ̾ʴႎƴᙸƯƍƘƱŴ.+/5 ȗ
ȭǰȩȠƕǹǿȸȈƠƨ  ࠰ƴƸŴ̊ƑƹŴʻǄƲ #+ ƷᙲࣱƸᚕǘǕƯƍǇƤǜ
ưƠƨŵ
 ࠰ƴǰȸǰȫƕᄘƷȁȣȳȔǪȳƴѨƬƨƱƍƏƜƱư࣯ƴЈƯƖƯŴŷƷ
ᅕኺᅹܖƷЎưǋᚕǘǕڼǊƨƷưƢƕŴƦƏƢǔƱٶЎŴഏƴЈƯƘǔǭȸȯȸȉƱ
ƠƯҔᕤƷᡲઃŴƦǕƔǒʻŴໜႎƴщǛλǕǑƏƱƠƯƍǔžऴإſǛƍƔƴƑ
ǔƔƱƍƏƷǋᙻƴλǕƯǍǒƳƚǕƹŴƳƔƳƔឃӷƕࢽǒǕƳƍƷưƸƳƍƔƱ࣬
ƍǇƢŵƦƏƢǔƱŴഏƴƲƜƔưऴإኒƷƜƱǛܖဃƴƑƯƘǕǔ૾ƴьǘƬƯ᪬Ƙ
ƨǊƷӖႤƴƳǔˁኵǈǛ˺ǔ࣏ᙲƕƋǔƱ࣬ƍǇƢŵҦٟᛢᆉᏋȪȸȇǣȳǰȗȭǰ
ȩȠƸŴቇҥƴᚕƏƱǳȸǹȯȸǯƩƱ࣬ƍǇƢŵܖٻᨈ್ૺƷǳȸǹȯȸǯǛܖٻƷ
ɶƴоƬƯᘍƘŴƦƜƕƏǇƘƍƘƱŴҔܖᄂᆮᅹƷɶưǍǔǂƖƜƱǛᎋƑƯࣖݣƠƨ
ƍƱ࣬ƍǇƢŵʻࡇƸҢឭʴǛᏋƢǔƜƱƴƳǓǇƢƷưŴǇƨૼƠƘƜǕƔǒƷޒ
ǋ៊ǇƑƨǭȸȯȸȉǛλǕƯƍƖƨƍƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵ

Ƃ߃ۀՃƃ
ჇƴƦƷȓȃǰȇȸǿƷˊƴƳǔƱŴဃཋܖႎወᚘƕưƖǔʴƕஜ࢘ƴ࣏ᙲƴƳǓǇ
ƢŵƦǕƸᙌᕤ˟ᅈƴǋஜ࢘ƴ࣏ᙲƳʴưƢƷưŴƦƏƍƏʴƨƪƷᏋǋᎋƑƯ᪬ƚ
ǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ

ƂཊۀՃƃ
ݲƠʻŴʮᣃܖٻƴǛɦǖƠƯƍǔƷ
ưŴٳᢿᚸ̖ۀՃƱᚕƑƳƍƔǋƠǕƳƍ
ƷưƢƕŴ உƔǒƸǋƬƱขƘǛɦǖ
ƠƦƏƳƷưŴஇࢸƷॖᙸǛᡓǂƯƓƜƏ
ƔƱ࣬ƍǇƢŵᑥŷƓᎥƖƠƯƖƨƷưƢ

ឋွࣖሉᲫᲫ
ᲢᡈᕲᲢᘽᲣۀՃŴཊۀՃŴాۀՃᧈᲣ
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ƕŴҔᡲઃƷέᡶƸǢȡȪǫƩƱ࣬ƍǇƢŵମ࠰ƷƜƷۀՃ˟ưǋᚕƬƨƷưƢƕŴ
ȡȇǣǫȫǨȳǸȋǢȪȳǰƱƍƏƷƸŴƷܖٻưܖဃƕஇǋᨼǇǔܖᢿƳƷưƢŵ
ưƢƔǒŴƜƷᩊƠƍʮᣃܖٻưƜƜǇưǍƬƯƜǒǕƨƜƱƴ΄Ƹ٭ٻॖǛᘙƠƯƍ
ǔƷưƢƕŴǋƏɟƭŴƭƍưƴ᪴ࢌƬƯǈǒǕƨǒƲƏƔƱ࣬ƏƷưƢŵཎƴܖᢿ᧙
̞ƸᡈᕲέဃƓɟʴư᪴ࢌƬƯƓǒǕǔಮƳൢƕƢǔƷưƢƕŴƦǕǋ҄ᲢƹƚŴ҄ܖᲣ
ƠƔƓǒǕƳƍƷưƢƶŵ˂ƷǛᙸƯƍǔƱȞǷȊȪȸƱƔȇǶǤȳƱƔŴܖᢿƴƋ
ǔǋƷƕμƯѼԃƞǕƯƍǔǑƏƳȗȭǰȩȠƴƳƬƯƍǇƢŵƦƏƍƏƱƜǖǛŴǋƪ
ǖǜҔܖᢿƷέဃ૾ǋԃǊƯŴȞǹǿȸǳȸǹƔǒɟƭƖƪǜƱƠƨᧉݦƷƱƜǖǛ˺ǔ
ƷƕƜǕƔǒƷˁʙưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵӊ࠰ǋƦƏ࣬ƬƨƷưƢƕŴʻ࠰ǋƦƏƍƏ
ƾƏƴ࣬ƬƯƍǇƢŵٶЎ  உƔǒƸʮᣃͨܖٻƴλǓƦƏƳƷưŴஇࢸƴƱƍƏƜƱưŵ

Ƃบƃ
žȡȇǣǫȫǨȳǸȋǢȪȳǰſǛŴʮᣃܖٻƷɶưᇌƪɥƛǔƔᲹƴƭƍƯưƢƕŴ
ٶЎŴҔܖᄂᆮᅹƷɶưƸʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƷέဃ૾ƕʻŴᎋƑǒǕƯƍǔƜƱƩƱ࣬ƍǇ
ƢŵƦƷɶưŴ΄ƕ᧓ႎƴƓᛅǛ˨ƬƨƱƜǖŴ̊ƑƹʮᣃܖٻƷࢍǈƸŴǍƸǓϐဃ
ҔၲưŴK25 ኬᏘǛ̅ƬƯࣖဇƠƯƍƘ২ᘐƩƱ࣬ƏƷưƢƕŴഏƷǹȆȃȗưʴ᧓ͤࡍᅹ
ܖᅹȷኒƷᜒ፯Ǜਃ࢘ƢǔƨǊƴŴƦƷ᧙̞Ʒέဃ૾ƕƔƳǓӋဒƞǕǇƢŵƦƏƢǔƱŴ
ٶЎƦƏƍƏ᠆ƔǒŴϐဃҔၲǛƔƢƨǊƴƲƷǑƏƳȇȐǤǹƕᙲǔƷƔŴƲƷǑƏ
ƳȆǯȎȭǸȸƕᙲǔƷƔŴƱƍƏƷƕЈƯƖƯƘǕǔƷưƸƳƍƔƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

ƂཊۀՃƃ
ݲƠ࣎ᣐƠƯƍǔƷƸŴᚘยƴщໜƕᘍƬƯƍǔǑƏƳൢƕƢǔƷưƢƶŵƩƱᚘ
ยưƸƳƘၲȞǷȳƷ૾ƴƔƳǓƷǦǨȸȈƕੑƔƬƯƍǔŵƦƜǛƲƜƔƷܖٻƕƖ
ƪǜƱǍƬƯƋƛƳƍƱŴƴǕǛӕǔƜƱƕʖेưƖǔƱ࣬ƏƷưƢŵƜƷƷஇ
ٻƷࢊǈƸဦࣱƕμƘƳƍƱƍƏƜƱưŴƜƜǇưǍǒǕƯƖƨƷưƢƔǒŴƜƷࢸƸŴ
ၲȞǷȳǛႆưƖǔʴᏋǛဦႎƴǍǒǕƨǒƲƏƔƱ࣬ƍǇƢŵ

Ƃឱᇌƃ
ჇƴŷƷƱƜǖǋǍƬƯƍǔƷưƢƕŴҦٟᛯ૨ǛᙸƯǋૠࡸƹƔǓЈƯƖƯŴƲƪ
ǒƔƱƍƏƱҔၲƷȞǷȊȪȸƷႆƩƚưƸŴჇƴཊέဃƕƓƬƠǌǔƱƓǓᬛႸưŴ
ஜஹƷܖƩƚƷᄂᆮǍʴᏋƴƳƬƯƠǇƍŴൿƠƯžҔᡲઃſưƸƳƍƱƍƏӒ
ႾƕƋǓǇƢŵƭǇǓŴȐǤǪǤȳȕǩȞȆǣǯǹƱƍƏƷƸᒉƍ᪭ƔǒڼǊƳƍƱưƖ
ǇƤǜƷưŴʻࢸƸŴܖᢿˊƔǒҔܖȷҔၲƷƜƱǛ៲ƴ˄ƚƯŴƠƔǋǹȸȑȸǳȳ
ȔȥȸǿȸƱƔŴȓȃǰȇȸǿƱƔŴወᚘƸᅈ˟ͤࡍƷƱƜǖƱࢍƘᡲઃƠƯƍƘƜƱƕ
࣏࢘ᙲƴƳǓǇƢŵཊέဃƷƓƬƠǌƬƨኵጢો᪃ƸŴʻŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹưڼƠ
ƯƓǓŴƦǕƕʻǇưƷŷƷӒႾໜưƋǔƱҗЎྸᚐƠƯƍǇƢŵମ࠰ࡇŴ᩼ࠝƴȢȁ
șȸǷȧȳƷ᭗ƍܖဃƕλܖƠǇƠƨƷưŴࢬǒƴƸ૨ྸᗡӳᏋƕ࣏ᙲƩƱᎋƑǇƢŵ
ཎƴŴʴ᧓ͤࡍᅹܖᅹƴƸŴ˺ಅၲඥٟƷǳȸǹǋƋǓŴʻࢸƷឬ᭗ᱫᅈ˟ưᄩܱƴفь
ƢǔᛐჷၐƷधᎍƞǜǁƷࣖݣƕӧᏡưƢŵǹȸȑȸǳȳȔȥȸǿȸƕ #+ ҄ƞǕƯŴǇƨ
ƲǜƲǜஜދƞǜƕǕǔƱƔŴᑥŷƳᛅƕƋǓǇƢƕŴ˺ಅၲඥٟƸŴၲඥٟƱƠƯ૨
ኒƷƜƱǛܖƼܱោƢǔƩƚưƸƳƘŴǉƠǖᏯᅹܖƷƜƱƱƔŴบέဃƕǍǒǕƯƍ
ǔಮƴဒႎƴƖƪǜƱᚸ̖ƢǔƱƍƏƜƱǛ፼ࢽƠƨ˺ಅၲඥٟƷᏋǛŴ᩼Ŵʮᣃ
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ܖٻƱƠƯҔܖᄂᆮᅹƱᡲઃƠƯǍƬƯƍƖƨƍƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

Ƃੑƃ
ᕤܖƷ૾ǋᏋᄂᆮƷᚇໜƔǒŴƜƷ
 ࠰Ʒ  உƔǒٻƖƘǷǹȆȠǛ٭ƑǇ
ƠƯŴʻǇưƸ  ࠰Сƕ  ʴŴ ࠰Сƕ
 ʴƩƬƨƷưƢƕŴƦƷȐȩȳǹǛ 
࠰С  ʴŴ ࠰С  ʴƴ٭ƑǇƠƨŵ
ьƑƯŴǰȭȸȐȫƳᨥᏋƷ૾ǋᦷǈŴ
ᨥ᭗ሁᏋᨈƴᣐፗƞǕǔٳʴՃ 
ʴƴŴ உƔǒᕤܖưƷᏋƴӋဒƠƯǋ

ឋွࣖሉᲫᲬᲢบȦȋȃȈᧈŴᡈᕲᲢ᠗Უ
ŴឱᇌŴੑᲣ

ǒƍǇƢŵƞǒƴŴȓȃǰȇȸǿǛ̅ƬƨᕤƷи˺ဇƷ౨ᚰŴƋǔƍƸଔƴჷǔƱƍƏ
ǑƏƳ +6 ᏋƷ૾ǋңщƠƯᡶǊƯᘍƘʖܭưƋǓŴҔƷܖٻᨈŴƓǑƼܖᢿưƷᡲઃ
ƴƏǇƘጟƛƨƍƱᎋƑƯƍǇƢŵ

Ƃᅦޛƃ
ǋƏɟ᪴ࢌǓƱƍƏƷƸǑƘЎƔǔƷưƢƕŴƜǕƸƩƍƿЭƴڼǇƬƨƷưƢƕŴʮ
ᣃܖٻƷૠܖƴƸŴౕ૨έဃƱƍƏέဃƕƓǒǕƯŴǑƘჷƬƯƍǔƷư᫂ǜư .+/5
ȗȭǰȩȠƴǋӋဒ᪬ƖǇƠƨŵ.+/5 ȗȭǰȩȠưƸŴλܖᚾ᬴ƴžૠܖſƕƋǔŵƜǕ
ƸᒍᛖǑǓǋƔƳǓȐȪǢƕ᭗ƍưƢƶŵᒍᛖƸႏƞǜǑƘưƖƯŴኽನᑣƍጚưλƬ
ƯƜǒǕǔƷưŴஇИƔǒᒍᛖ FGDCVG ǛǍǕǔƙǒƍƷ᭗ƍȬșȫưƢƷưŴଐࠝ˟ᛅ
ƸƑǔǇưǋƳƘưƖǔƱ࣬ƍǇƢŵƋƱŴ̲ޗƠƯƘǕƳƍƷưƢƕŴҔܖᢿư࢘ƨ
ǓЭƷಮƴƑƯƍǔžҔၲኺฎܖſǍžҔၲ͒ྸſưƢŵƦǕǛƑǔƭǋǓưŴஇИ
ಅƷǫȪǭȥȩȠǛኵǜƩƷưƢƕŴ࣏᪰ƴƢǔƱҥˮૠƕفƑƢƗǔƨǊŴྸƱƍ
ƏƜƱƴƳǓǇƠƨŵ
ƦǕưŴ̲ޗưƖǔܖဃƩƚưǋ᩼Ŵ̲ޗƠƯɦƞƍƱƍƏ࢟ƴƳƬƯƠǇƍŴᒉŴ
ࠎᕓƳज़ơǛӖƚƯƍǇƢŵƜǕǒƷǫȪǭȥȩȠƸ .+/5 ȗȭǰȩȠ࢘ڼИƴƔƳǓ
ǑƘᎋƑƨƭǋǓưƋǓŴᒍᛖǋૠܖǋŴᑥŷƳᅹႸǛԃǊƯǫȪǭȥȩȠƴλǕƨƷư
ƢƕŴݲƠٶƘႮǓᢅƗƯƠǇƍǇƠƨŵ  ࠰ࡇˌᨀŴƜǕǒǛૢྸƠႺƠŴӳྸႎ
ƳǫȪǭȥȩȠǛϐࡇૢͳƢǔƜƱƕŴʮᣃܖٻƱƠƯƸƔƳǓᙲƳƜƱƩƱ΄Ƹ࣬Ƭ
ƯƍǇƢŵ
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Ƃᡈᕲƃ
ཊέဃƸٶЎŴʮᣃܖٻƷϋऴǛμƯƝ܍ơƩƱ࣬ƍǇƢƕŴƜƷಮƳᏋȗȭǰȩ
ȠǛᡶǊǔƨǊƴƸŴǍƸǓʴƕಊǊƯᙲưƢŵኽޅŴҔᡲઃƴӋဒƢǔᨥŴஜ࢘ƴ
ƦƷȗȭǸǧǯȈǍȗȭǰȩȠƴඐ᪽ƠŴᙸᡉǓǛ൭ǊƳƍ૾ǛƲǕƩƚᨼǊǒǕǔƔƕ
இǋᙲưƋǔƱᎋƑǇƢŵƭǇǓŴʴƷբ᫆ƳƷưƢŵᅶƸᄂᆮȗȭǸǧǯȈƔǒҔ
ᡲઃƴӋဒƠǇƠƨƕŴƱƴƔƘඐ᪽ƠǇƠƨƠŴѠࢍǋƠǇƠƨŵƦƷኽௐŴƖƪǜƱ
ௐƕЈƨƜƱưᐯ៲ǋਤƯƯŴྵנŴ.+/5 ȗȭȕȩȠƱƍƏᏋƴӋဒƠƯƍǇƢŵƓ
ΨƷ Ŵ Ʒ૰ƷƱƜǖƴžȭȐǹȈȷȘȫǹſƷ 9GD ȋȥȸǹƷᚡʙƕλƬƯ
ƍǇƢƕŴஇИƴɥஜέဃƕŴ̔ƱƠƯʮᣃܖٻƸጏлǓኵጢưƋǔƜƱǛᚕǘǕƯƓ
ǓǇƢŵᅶƕܖƷᇌئưᚕƬƨƜƱƸŴܖƩƚưஜ࢘ƴҔၲƴႺኽƢǔᄂᆮǛƢǔƜ
ƱƸŴಊǊƯЎƕᨂǒǕƯƍǔŵٶƘƷئӳŴҔၲྵئư̅ǘǕǔƨǊƴƸ˴ǛᚐൿƢ
ǂƖƔǇưǛᎋƑƯƍƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵᅶƷئӳƸŴҔܖƷέဃƱơƬƘǓᛅǛƢǔƜ
ƱưŴ҄ܖƷщưƜƜǇưưƖǔŴưƸŴƦƷέǛǇƨҔܖƷέဃƴႻᛩƢǔŴƱƍƏƜ
ƱƷጮǓᡉƠưŴǑƏǍƘஇኳ࢟ƕᙸƑƯƘǔƱƍƏኺ᬴ǛƠǇƠƨŵƜƷኺ᬴ƸŴͪ
ɨƑǒǕƨǋƷưƠƨƕŴɟഩ៊ǈЈƢƜƱƕưƖŴᐯЎƴƱƬƯƸಊǊƯٻƖƳȗȩǹ
ƴƳǓǇƠƨŵƦƏƍƏʴƨƪƕܖƷɶưƍƬƺƍᨼǇǓŴ᭗ƍȢȁșȸǷȧȳưҔ
ᡲઃᄂᆮȗȭǸǧǯȈǍᏋȗȭǸǧǯȈƴӋьƢǔŵǋƏɟƭٻʙƳƷƸŴឱᇌέဃƷ
ƓᛅƠƴǋƋǓǇƠƨƕŴᒉƍ૾ƕଔƘƔǒƜƏƍƏҔᡲઃᄂᆮȗȭǸǧǯȈǍᏋȗ
ȭǰȩȠƴӋьƠŴݩஹႎƴμ˳ǛᙸƯǋǒƑǔǑƏƳҔᡲઃʴƷᏋƕʮᣃܖٻư
ƸӧᏡƩƱᎋƑƯƍǇƢŵ˴ࡇǋဎƠɥƛǇƢƕŴኽޅƸ .+/5 ȗȭǰȩȠƷಮƳŴཎƴ
ᏋȗȭǰȩȠƸȜȩȳȆǣǢችᅕƱƍƏƱݲƠᚕƍᢅƗƔƱ࣬ƍǇƢƕŴܖဃƕᧈƠ
ƯƍƘƜƱƴշƼǛज़ơǒǕǔឋǛǋƬƨ૾ƕӋьƠƳƍƱዌݣƴыƠƳƍƱ࣬ƬƯ
ƍǇƢŵܱᨥƴƸŴƲƜƷܖᢿưǋӷơƱ࣬ƍǇƢƕŴಮŷƳƠƕǒǈƕƋǓŴᙐᩃƳʴ
᧓᧙̞ƕƋǔƷưᩊƠƍƜƱƳƷưƢƕŵŵŵ

ƂཊۀՃƃ
ƢǈǇƤǜŴ˷ᚘƳƜƱǛŵ

Ƃᡈᕲƃ
ƍƑƍƑŴஊᩊƏƝƟƍǇƢŵ

Ƃ್ۀޛՃƃ
.+/5 ȗȭǰȩȠƷᜒ፯ƷɶƴžҔၲ͒ྸſƕƋǔƜƱƸ᩼ࠝƴᙲƩƱ࣬ƍǇƠƨŵᅶ
ƸܖЈ៲ưŴЭƷѮǊέƕᅕ߷ډᅹܖ২ᘐǢǫȇȟȸƱƍƏƱƜǖưŴ
žᅹྸ͒ܖſƱž২
ᘐᎍ͒ྸſƷǻȟȊȸǛǍƬƨƜƱƕƋǓǇƠƨŵ࢘Ŵǹǿȃȕƴբ᫆ƸƳƔƬƨƷư
ƢƕŴᅶƷЭƷѮǊέƕŴிʮ܇ڡҔٻƷέᇢဃԡҔᅹܖᄂᆮưƋǓŴ૾̬ݱƞǜǛဃ
ǈЈƠƨƱƜǖưƢŵƦǕưŴ५औҔᅹܖٻƴஹƯƔǒŴǻȟȊȸƳƲưžҔၲ͒ྸſǛ
ܖƼŴǍƸǓႻ࢘ᢌƏƱ࣬ƬƯŴ᩼ࠝƴٻʙƩƱ࣬ƍǇƠƨŵຜƍŴ᩼ࠝƴӈƠƍ᧓Ʒ
ɶưŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƴžҔၲ͒ྸſǛஇИƔǒλǕƯƓǒǕƨƷƸƢƝƘٻʙƳƜƱưŴ
ưƖǕƹ࣏̲ƴƠƯŴƔƭǢȔȸȫǛƠƯ᪬ƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵКƴŴ૾̬ݱƞǜƷӸЭ
ǛЈƢ࣏ᙲƸƳƍƷưƢƕŴܖƷʴ᧓ƸŴƋǔƍƸᕤܖƷ૾ǋƦƏưƢƕŴधᎍƞǜǛ
ᚮǔ၏ᨈȷҔࠖƷᇌئƸƳƔƳƔЎƔǒƳƍưƢƠŴǍƸǓҔྸ͒ܖƕǓᇌƬƯƖƨഭ
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ӪƸ᩼ࠝƴᙲƱ࣬ƍǇƢŵƨƩŴƜǕǛᜒ፯ưǍƬƨƔǒƱƍƬƯɧദƕ᧸ƛǔᚪưƸ
ƳƍƜƱǋŷЎƔƬƯƍǔƷưƢƕŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷǢȔȸȫƱƍƏॖԛưŴƜƷಮ
ƳӕǓኵǈǛɼࢌƢǔƜƱƸٻʙƩƱ࣬ƍǇƠƨŵǋƏɟƭƸŴƜƜǁЈƯƘǔʴᲢ̲ޗ
ဃᲣƸɧദƸǍǒƳƍƱ࣬ƍǇƢƕŴࢬǒƕݩஹ 2+ ƴƳǓŴȩȜȡȳȐȸƴƪǐƬƱҔܖ
ƷƜƱǛǍƬƯǋǒƓƏƱ࣬Ƭƨƴ˴ǛܖǜưǋǒƏƱᑣƍƔƱƍƏƱŴǍƸǓžҔၲ
͒ྸſƱƍƏᜒ፯ǛӖƚǔƜƱƕٻʙƩƱЎƔǔǘƚưƢƶŵƜƷƜƱƸஜஹŴମ࠰Ʒۀ
Ճ˟ưᎥƘǂƖƩƬƨƷưƢƕŴӈƠƍ᧓ƷɶưǫȪǭȥȩȠƴžҔၲ͒ྸſƱƍƏᜒ
፯ǛλǕƯ᪬ƍƨƜƱƸŴ᩼ࠝƴᚸ̖ƴ͌ƢǔƱ࣬ƍǇƠƨŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

Ƃᅦޛƃ
ܱƸᅶŴᧈƍƜƱငዮᄂƷ͒ྸۀՃ˟ƷۀՃᧈǛƠƯƍƨƷưƢŵസࣞƳƕǒŴܖኒ
ƷʴƴƸƳƔƳƔЎƔƬƯǋǒƑƳƍƷưƢƕŵ

Ƃ್ۀޛՃƃ
ငዮᄂƷƋƷʙˑƸŴᅶƴƱƬƯǋ᩼ࠝƴ៲ᡈƳʙˑưƢŵ

Ƃᅦޛƃ
ƦƏưƢƶŵƦƷࢸŴ΄ƕ˓ƞǕƯƣƬƱǍƬƯƖǇƠƨŵƴǋƔƔǘǒƣŴஜ࢘ƴЎ
ƔƬƯƘǕƳƍƷưŴஜ࢘ƴᒊіƠǇƠƨŵƦƷኺ᬴ƔǒŴƔƳǓࢍƍ࣬ƍưŴ.+/5 ȗȭ
ǰȩȠƷǫȪǭȥȩȠƴλǕǇƠƨŵƱƜǖƕŴƳƔƳƔ̲ޗƠƯƘǕƣŴ࠰ૠʴưŴ
ཎƴଐஜʴƕٶƍƨǊଐஜᛖưᜒ፯ǛƠƯƍǔƷưƢƕŵžҔၲ͒ྸſƱƍƏƷƸŴཎƴŴ
ܖЈ៲Ʒ̲ޗဃƸμƘჷǒƳƍಒࣞưƢƷưŴྵנưǋ᩼ࠝƴᙲƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

ƂʟӝۀՃƃ
έǄƲသܖဃƹƔǓƴƳƬƯƠǇƏƱƍƏƓᛅƕƋƬƨƱ࣬ƏƷưŴƦƷࢸƭǒƭǒᎋ
ƑƯƍǇƠƨŵƜƷ̊ƕᢘ࢘ƔЎƔǒƳƍƷưƢƕŴᅶƸᕤܖƳƷưƢƕŴƏƪƷᕤܖᢿ
ƸλܖƷƱƖƴჃᜱܖᅹƱƷӳӷȗȭǰȩȠƕƋǓǇƢŵƦǕƕᨂ  ܭӸƳƷưƢƕŴࠎ
ஓƢǔƔƱƍƏƱŴƦƜƕჇƬέƴ؈ǇƬƯƍƘƙǒƍưŴʻŴᒉƍʴƸлƱƦƏƍƏज़
ᙾǛਤƬƯƍǔƷƔƳᲹƱ࣬ƍǇƢŵǋƠŴ
ܖᢿƴλƬƯƔǒŴጏлǓƴƳƬƯƠǇƏ
ƱƦƏƍƏॖᜤƕƳƘƳƬƯƠǇƏƷƔǋ
ƠǕƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ƠƔƠƳƕǒŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷܖဃ
ƞǜƷज़ơƸƲƏƳƷƔƱ࣬ƬƯᎥƍƯǈ
ƨǒŴኽನŴܖဃƞǜƸᄂᆮᅹƷᄂᆮƱ

ឋွࣖሉᲫᲮ
ᲢޛဋۀՃŴʟӝۀՃŴ߃ۀՃᲣ

.+/5 ȗȭǰȩȠưƷᄂᆮǛಏƠǈƳƕǒ

ɲ૾ǍƬƯƓǒǕŴžൢЎ᠃੭ƴƳƬƯƍǇƢŵſƱƍƏܖဃƞǜǋƍƯŴɶƴƸᲫȶஉƷ
ǤȳǿȸȳǷȃȗƷဎᛪư੩ЈƠƨᄂᆮᛢ᫆ƴƭƍƯʖܭᡫǓᲫȶஉưᄂᆮௐǛЈƠ
ƨƱƔŴưƖǔ૾ƸǍǕƹưƖǔƷƔƳƱ࣬ƍǇƠƨŵưƢƷưŴǇƣŴܖᢿƷƔǒƜ
ƷǑƏƳᗡӳǍᡲઃƴƭƍƯॖᜤƞƤǔƜƱƕɟƭᙲƳƜƱưƋǓŴƦƷࢸǋŴέဃ૾
ƕܖٻᨈဃŴȗȭǰȩȠ̲ޗဃƷƜƱǛஜ࢘ƴᑥŷƱᎋƑƯƓǒǕǔƜƱƕϯƍƱ࣬ƬƯ
ƓǓǇƢŵ࣎ᣐƳƷƸƱŴέǄƲˏƬƯƍƨžʴſƩƱ࣬ƍǇƢŵՃƷ૾ǋਃƕ
࢘ƋǔƱ࣬ƍǇƢƕŴՃƷ૾ƷॖᜤƳƲǋŴʴᢠǋԃǊƯƏǇƘᡶǉಮƴƱƍƏƷƕ
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ᫍƍưƢŵ

Ƃᡈᕲƃ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵۀՃƷέဃ૾ǋᏋƴ᩼ࠝƴ༏࣎ƴӕǓኵǜưƓǒǕǇƢƷ
ưŴᏋƴƭƍƯƷᜭᛯǛڼǊǇƢƱŴƍƘǒưǋᛅ᫆ƕЈƯƖǇƢƶŵ
ƦǕưƸŴݲƠ᧓ǋƠƯƓǓǇƢƷưŴɟŴᅶƲǋƸᡚࠗƞƤƯ᪬ƖŴ ЎᆉࡇŴ
ưƢƔǒᲫᲰ  ЎƴƬƯǇƍǓǇƢŵƦƜưŴۀՃᧈƷాέဃƔǒᲬᲳ࠰ࡇ
.+/5 ȗȭǰȩȠٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƱƠƯƷᜒᚸǛ᪬ƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵǑǖƠƘƓᫍƍᐲƠ
ǇƢŵ


ᜒ ᚸ
ƂాۀՃᧈƃ
ۀՃƷέဃ૾ƴƸŴᨂǒǕƨ᧓ϋưƷƝᜒᚸǛƓᎥƔƤƍƨƩƖǇƠƨŵƓᎥƖƠƨ
ƝॖᙸǛԃǊƯᜒᚸƞƤƯ᪬ƖǇƢŵǇƣŴᄂᆮ৫ƓǑƼႆᘙϋܾƔǒӲ̲ޗဃƸž᩼
ࠝƴǑƘ᪴ࢌƬƯƓǒǕǔſƱƷӳॖǛࢽǇƠƨŵ̾КႎƴƸŴஜȗȭǰȩȠƱܖˮȗȭ
ǰȩȠƷ᧙̞ǛƴЎƔǓତƘƠƨ૾ƕᑣƍƷưƸƱƷਦઇƕƋǓǇƠƨŵǇƨŴ.+/5 Ꮛ
ȗȭǰȩȠਖ਼ᡶƷ̖͌Ǜᅈ˟ƴݣƠƯǑǓࢍщƴႆ̮ƠƯഒƠƍƱƷॖᙸǋЈǇƠƨŵ
ܖϋƴݣƢǔஜȗȭǰȩȠƷɟޖƷԗჷǁƷදщǋ࣏ᙲƩƱ࣬ǘǕǇƢŵ̲ޗဃƴݣƢǔ
ஜЎƷȋȸǺȷǷȸǺƴ᧙̞ƢǔᏋƷ࣏ᙲࣱǋਦઇƞǕǇƠƨŵ
̲ޗဃƷଐஜʴƱٳʴƱƷࣇڭƳȐȩȳǹƸᅆՐႎưŴʻࢸƷᨥႎƳᙻưƷȗȭ
ǰȩȠನሰƴƱƬƯ࣏ᙲƳऴإƩƱ࣬ǘǕǇƠƨŵஜȗȭǰȩȠƷዒዓࣱƴ᧙ƠƯŴʻࢸ
ᚨፗƞǕǔʖܭƷžܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸſǍҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠƱ
ƷႆޒႎƳጟƕǓǛଢᄩƴᡶǊƯƍƨƩƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵʖምႎƴƝᒊіǋƋǖƏƔƱ
܍ơǇƢƕŴ.+/5 ȗȭǰȩȠ̲ޗဃƴƱƬƯƷஊೞႎዒዓࣱǛƓᫍƍƠǇƢŵ
 ʮᣃܖٻƷҔܖŴܖŴᕤܖŴʴ᧓ͤࡍᅹܖƱƍƏཎƷእǒƠƍഭӪƱ૨҄Ǜႆޒ
ƞƤƭƭŴૼƠƍΪܱƠƨͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘዮӳҔၲႆȪȸȀȸᏋȗȭǰȩȠƷႆ
ޒǛۀՃɟӷᫍƬƯƍǇƢŵᚕƏǇưǋƳƘŴʮᣃܖٻƸŴ૨ኒƴǋእǒƠƍܖᢿǛਤ
ƬƯƓǒǕǇƢƷưŴǑǓ࠼ƍᙻưƷႆޒǛᎋƑƯƓǒǕǔƱ࣬ƍǇƢŵǇƨŴዮᧈƕ
ᐯǒܖٻƷಮŷƳȗȭǰȩȠƴЈࠗƞǕƯƍǔƜƱǛ܍ơƯƓǓǇƢŵμܖǛɥƛƨஜȗ
ȭǰȩȠƷɟޖƷਖ਼ᡶƴࢳƞƤƯ᪬ƖǇƢŵ
 ཊέဃƕƓƬƠǌƍǇƠƨǑƏƴŴȡȇǣǫȫǨȳǸȋǢȪȳǰᢿᧉƸŴƷ૾ƕ
έᘍΪܱƠƯƓǓǇƢŵƴƚƳƍଐஜƷȦȋȸǯƳᑣƍƱƜǖǛЈƠƯŴ᩼Ŵݩ
ஹƴӼƚƯႆޒƠƯ᪬ƖƨƍƱᫍƬƯƍǇƢŵ

Ƃᡈᕲƃ
ాέဃŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵŷƸ᪬ƍƨƝॖᙸŴƝяᚕŴƋǔƍƸƝਦઇƳ
ƲǛ៊ǇƑŴǇƨƜƷᲫ࠰ǛٻʙƴƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ૨ᢿᅹܖႾƔǒƷૅੲƷஇኳ࠰ƴ
ƳǓŴʙࢸᚸ̖ǋڼǇǓǇƢƕŴ᪴ࢌƬƯᘍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƦǕưƸŴɥஜέဃƴஇ
ࢸƷƝਮਠǛƓᫍƍᐲƠǇƢŵ
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Ƃɥஜƃ
٭ٻƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵέǄƲƷȇǣǹǫȃǷȧȳưŴǍƸǓᒍᛖᏋƷஊǓಮ
ƱƍƏƜƱǛŴᅶƨƪǋોǊƯᎋƑƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵသܖဃǋᄩƔƴƍǔƷưƢƕŴƦ
ǕƩƚưƸƋǓǇƤǜƷưŴǇƨƜƪǒư౨᚛ƠƯᘍƖƨƍƱ࣬ƬƯƍǇƢŵాۀՃᧈ
Ɣǒ᩼ࠝƴภƔƍŴ࣎ƔǒƷƓᚕᓶǛ᪬ƖǇƠƯŴžᩊƠƍƳŵſƱƍƏƝॖᙸǋ᪬ƖǇƠ
ƨƕŴμƯƕʻࢸƷҢឭܖٻᨈȗȭǰȩȠƴዒ১ƠƳƞƍƱƍƏЭӼƖƳƝॖᙸưƠƨŵ
ᅶƨƪƸƠƬƔǓӖƚഥǊƯŴݲƠưǋᢦᡶƠƯᘍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƓᫍƍƴƳǓǇƢ
ƕŴǇƨᲫ࠰ࢸƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƸŴǑǖƠƘƓᫍƍƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵஜଐƸᛗƴƋ
ǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ాۀՃᧈƴǑǔᜒᚸ
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Ჯٳᢿᚸ̖ۀՃƔǒƷᚸໜŴǳȡȳȈɟᚁ
ᲢӋᎋ૰ž.+/5 ٳᢿᚸ̖ᅚſᲣ
Ƃ ᚸໜᲴ 5 ᩼ࠝƴ᭗Ƙᚸ̖ưƖǔ  # ᭗Ƙᚸ̖ưƖǔ  $ ᚸ̖ưƖǔ  % ોծƕ࣏ᙲ  ƃ


ᲬᲧᲫ ʴᏋ
5   Ყ #   Ყ $ Ყ %
ᲢǳȡȳȈᲣ
ȷ᩼ࠝƴǑƘᎋƑǒǕƨȗȭǰȩȠưŴᝮܖƷӛƷኽᨼưƋǔƜƱƕǑƘྸᚐưƖǔŵ

ȷʴᏋƴ᧙ƢǔӕǓኵǈƸᛦƴᡶƠƯƍǔƱज़ơƨŵෙٳသܖဃƷӖƚλǕƕᡶǜưƍǔŵҔ
ᕤ̬ͤᡲઃƷࢍ҄ƴǑǔٶಮࣱƷƋǔܖဃƷЈƴǋࢳƕƔƔǔŵ

ȷܖဃƕዮơƯဃƖဃƖƱƠƯƍƨŵҔၲƴኽƼƭƚǔƱƍƏᙻໜƴьƑŴȓǸȍǹƴኽƼƭƚǔƨǊ
ƷᙻໜᲢ̊ƑƹŴ/16 ƱǋኽƼƭƚǔƳƲᲣǋᏋưƖǔೞᏡǋ˄ьƢǔƜƱǋᏋƷݣᝋᎍǛ࠼
ƛǔƱƍƏஊјưƸƳƍƔƱज़ơƨŵ

ȷ.+/5 ƷႸႎƕžΪܱƠƨͤࡍᧈݤᅈ˟ǛሰƘዮӳҔၲႆȪȸȀȸᏋſƴƋǔƷưƋǕƹŴɼݦ
ૌưƋǔܖǍҔܖƱƸီƳǔᅈ˟ƱƷໜƴȕǩȸǫǹƠƨʴᏋƕǋƬƱ൭ǊǒǕǔƱ࣬Əŵ

ȷŴᲢᐯɼႎƳᄂᆮႆǁƷॖഒŴȪȸȀȸǷȃȗᏡщᲣԃǊŴޓᄂᆮᅹƴƓƚǔᄂᆮ
Ʊ .+/5 ȗȭǰȩȠǛɲᇌƞƤŴ᩼ࠝƴॖഒႎȷᐯႆႎƴᄂᆮǛޒƞƤƯƓǓŴΟǕƨʴᏋƕ
ƞǕƯƍǔƱज़ơǒǕƨŵ
ᲢᨥႎƴᡫဇƢǔᛖܖщȷȇǣșȸȈщᲣưƸཎƴသܖဃƴƭƍƯŴȐǤȪȳǬȫȷȈȪȪ
ȳǬȫƷܖဃƕƓǓŴᨥႎƴǋᡫဇƢǔʴƱज़ơƨŵ 
ᲢǭȣȪǢȑǹφ˳҄ᲣưƸŴɟᢿᡶែǛൿǊƔƶƯƍǔܖဃƕƓǓŴݩஹƷǭȣȪǢȑǹᙸ
Ƒǔ҄ƴ᧙ƢǔਦݰƷࢍ҄ƕ࣏ᙲƱज़ơƨŵ

ȷҔၲሊŴʼᜱሊƷྸᚐǛขǊǔᏋǛƓᫍƍƠƨƍŵ

ȷᲢᐯɼႎƳᄂᆮႆǁƷॖഒᲣȝǹǿȸႆᘙǛਖᎮƠƨƜƱưܖဃƞǜ̾ŷƷᄂᆮȆȸȞǁƷ
ჷᜤഒƕǑƘǘƔǓǇƠƨŵॖഒႎƴӕǓኵǜưƓǒǕǔƜƱƕˡǘǓǇƠƨŵ
Ტᅈ˟Ŵٳᢿႆ̮ᏡщᲣžٳᢿſƷݣᝋƸƲƜƳƷƔᲹƦƷɶƴɟᑍƷʴƸλƬƯƍƳƍƷư
ƸƳƍƔƱƍƏҮᝋǛӖƚǇƠƨŵମ࠰ǋӷಮƷǳȡȳȈǛЈƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨƕŴᐯ៲Ʒᄂᆮ
ƕஇኳႎƴƲƜǛႸਦƠƯƍǔƷƔŴƋǔƍƸƲƷǑƏƳЎưࢫƴᇌƭӧᏡࣱƕƋǔƷƔŴசჷૠ
ưƋǔƳǒƲƜƴጟƕƬƯƍƘƷƔǋԃǊƯᄂᆮǛᡶǊƯƍƖƨƍƱƍƏžٹſǛᛖǕǔƜƱǛࢳ
ƠǇƢŵ˴ǛᄂᆮƠƯƍǔƷƔእʴƴƸǘƔǒƳƍƕŴࣖੲƠƨƍᲛࢳƠƨƍᲛƱ࣬ƑǔʴᏋ
ƴǋщǛදƍưƍƨƩƖƨƍŵᲢȗȬȪǵȸȁȷȭȸȆȸǷȧȳܱ፼ሁᲣƷ၏ᨈܱ፼ƷȬȝ
ȸȈưƸƦƏƍƬƨٹƕٶƘᛖǒǕƯƍƨƷưƥƻƭƮƚƯƍƨƩƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
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ȷٶಮƳ᪸؏ƷǫȪǭȥȩȠƕ˖ဒƞǕƯƓǓᲦܖƔǒҔܖǇưǛЎ್ૺႎƴྸᚐưƖǔʴᏋ
ƴыƠƯƍǔŵɟ૾ᲦƦǕƧǕƷࣱᧉݦǛƲƷǑƏƴਃ̬ƢǔƔƕᙲƳᛢ᫆ưƋǔŵ

ȷ᩿ᛩƠƨܖဃƴƭƍƯƷᚸ̖ưƸƋǔƕŴႏƞǜƴ᭗ƍᄂᆮƴݣƢǔॖഒƕᛐǊǒǕǇƠƨŵ

ȷǑƘᚘဒƞǕƯƍǔƱ᭗Ƙᚸ̖ƢǔŵŴŴ ƴƭƍƯƸŴܖဃƱƷ˟ᛅƴƓƍƯŴ
ႸႎƕᢋƞǕƯƍƨƱज़ơƨŵ ƴƭƍƯƸŴܖဃƷܖˮӕࢽˌᨀƷᡶែƕޟٶƴǘƨǔƨǊŴ
ƲƷǑƏƳȪȸȀȸǷȃȗƕᙲ൭ƞǕǔƷƔଢᄩưƳƘŴᚸ̖ƠƴƘƍŵưƖǕƹŴƕƕ˂ƴ
ٻƖƘࢸǕǛӕƬƯƍǔၲဇƷᘺፗƴໜǛፗƍƨჷᜤƳǒƼƴᄂᆮᏡщƷྒࢽƴǑǔșȳȁȣȸ
ឪಅƳƲƷЎưƷȪȸȀȸǷȃȗƷႆੱǛஓǈƨƍƕŴƜƷǑƏƳܖဃƕݲƳƍŵ ƴƭƍƯ
ƸŴٳʴܖဃƴƭƍƯƸဎƠЎƳƍƕŴଐஜʴܖဃǋȗȭǰȩȠዻƷɶưŴᏡщƷႆƕưƖƯ
ƍǔƱᚸ̖ƠƨŵŴ ƴ᧙ƠƯƸǤȳǿȸȳǷȃȗưጀƷೞ˟ƕƋǓᚸ̖ƢǔƕŴٳ
ʴՃƴǑǔᚸ̖ƴƋǔǑƏƴŴ᧓ƷǏƱǓǛܖဃƴɨƑǔƷƕʻࢸƷᛢ᫆Ʊज़ơƨŵ ƴ
ƭƍƯƸјௐƕࢳưƖǔŵஇࢸƴŴ.Ŵ. ƷܖဃƴƭƍƯƷᚡᡓƕݲƳƍƕŴʴᏋƷௐǛ
ยǔƴƸŴƲƷǑƏƳᏋȗȭǰȩȠƕ੩̓ƞǕƯƍǔƷƔƕᙲưƋǔƱज़ơƨŵ

ȷҗЎƳȗȭǰȩȠƕưƖƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵ

ȷЭ࠰ࡇǇưƴŴ .+/5 ƷႸႎƴᦷǈƯŴΪܱƠƯǑƘጀǒǕƨᏋႸŴϋܾƕଏƴૢͳƞǕƯƍƨŵ
ʻ࠰ࡇƸŴମ࠰Ʒٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƷॖᙸǛӋᎋƴƠƯŴɼƴ̲ޗဃƴҔၲǛ˳᬴ƞƤǔȗȭǰȩȠǛ
ૼƨƴӕǓλǕƨŵƜǕƕ၏ᨈᙸܱܖ፼ưƋǓŴҔܖဃƕܖƿܱ፼Ʒჺ༿ǛӕǓλǕƨƜƱƸ᭗Ƙ
ᚸ̖ƞǕǔŵǭȣȪǢȑǹۀՃ˟ư˖ဒƠƨ˖ಅƷ૾ǛᜒࠖƱƠƨᜒ˟ƱႻᛩ˟ƸŴؾမ᪸؏Ǜܖ
ƿ .+/5 ̲ޗဃƴƸ٭ٻॖ፯ขƍǋƷƱᎋƑǔŵƦƷ˂ŴᒍᛖưƷȇǣșȸȈŴஇέᇢೞ֥፼ŴǤ
ȳǿȸȳǷȃȗƳƲ᩼ࠝƴΪܱƠƨȗȭǰȩȠưƋǓŴ᭗Ƙᚸ̖ƞǕǔʴȗȭǰȩȠưƋǔŵ


ᲬᲧᲬ ΟᅵƳܖဃƷྒࢽ
5    Ყ #   Ყ $   Ყ %
ᲢǳȡȳȈᲣ
ȷϋܖဃƱသܖဃưನƞǕŴႏΟᅵưƢŵƜƏǄƏƴǋ᧙̞ƠǇƢƕŴٶƘƷΟᅵƳܖဃƷႸƴᚑ
ǕŴӖ᬴ᎍƕفƑǔƜƱǛᫍƍǇƢŵ

ȷᅈ˟ʴƴǋܖǂǔئǛ੩̓ưƖǕƹŴΟᅵƳܖဃƷᄩ̬ƴǋƭƳƕǔƷưƸƳƍƔƱज़ơƨŵᨥႎ
ƳᙻໜǛஊƢǔȪȸȀȸƱƍƏƷƕသܖဃƕٶƍƱƍƏໜƴኽƼƭƍƯƍǔƷƩƱƢǕƹɧஜॖŵသ
ܖဃǛСᨂƢǔ࣏ᙲƸƳƍǋƷƷŴଐஜʴƷܖဃƴ᭽щƷƋǔئưƋƬƯǄƠƍŵ

ȷܖϋǁƷႆ̮ƕҗЎƱƸᚕƑƣŵܖဃƴǑǔ .+/5 ƷᛐჷǛǋƬƱ࠼ƛǔ࣏ᙲƕƋǔƱ࣬Əŵ

ȷإ࠼ٳܖƸΪЎƱज़ơƨƕŴ᳸ ƷܖϋƓǑƼٳƷΟᅵޖ
ܖဃƷྒࢽƴӼƚŴ࠼إǍૅੲƷਘΪƕ࣏ᙲƱᎋƑǔŵ
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ȷଐஜʴƱသܖဃƷȐȩȳǹƴသॖƍƨƩƖƨƍŵ

ȷ.+/5 ȗȭǰȩȠǁƷӋьǛൿǊƨஇٻƷྸဌƕŴܖڜƔǒȗȭǰȩȠƷϋܾǁƱ҄٭ƠƨƱƷإ
ԓƸƨƍǁǜஓǇƠƘ࣬ƍǇƢŵသܖဃƱଐஜʴܖဃƱƍƏƜƱƕᜭᛯƴǋɥƕǓǇƠƨƕŴ̾ʴႎ
ƴƸžܖƼƨƍſ
žᅈ˟ǍʴƷࢫƴᇌƪƨƍſƱƍƏ࣬ƍƕƋǕƹሁƠƘئǛɨƑƯǄƠƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ཎƴသܖဃƸܖǜƩƜƱǛᐯƴਤƪ࠙ƬƯƔƠƨƍƱᚕƏ༏ƍेƍǛज़ơƞƤƯƘǕǇƢŵଐஜ
ʴܖဃƴǋХນƴƳǔנ܍ƔƱ࣬ƍǇƢŵ

ȷٶƘƷသܖဃǛྒࢽƠƯƓǓᲦǰȭȸȐȫ҄ƴыƠƯƍǔŵ

ȷ* ࠰ࡇƕᡈƮƘƱŴଐஜʴܖဃƷлӳƕ˯ɦƠƯƍǔƜƱƕ˨ƑǇƠƨŵ.+/5 ȗȭǰȩȠǛᢠ৸
ƠƨܖဃƴŴƦƷѣೞǛݮƶƨᨥƴƸŴܖڜƷנ܍ǛƋƛǔ૾ǋƓǒǕǇƠƨŵܖڜƷ੩̓ƕᩊ
ƠƘƳǔƱŴΟᅵƳܖဃƷྒࢽƴভࣞƕസǔऀǕǛज़ơǇƠƨŵ

ȷŴᲢǢȉȟȃǷȧȳȝȪǷȸŴȪǯȫȸȈѣᲣƴ᧙ƠƯƸŴҦٟࢸᛢᆉǁƷᡶࠎܖ
ஓƷܖဃƕݲƳƘƳƬƨʻŴƜƷȗȭǰȩȠƴᐻԛǛਤƭܖဃǛᨼǊǔȪǯȫȸȈƷᩊƞǛज़ơǔŵ
ᜒ˟ŴᚡᎍႆᘙŴǪȸȗȳǭȣȳȑǹሁưƷऴإ੩̓ሁƷѐщǛ᭗Ƙᚸ̖ƢǔŵƨƩŴܖڜƷᝠ
เƕዒዓưƖǔƔԁƔƕǫǮƱƍƏƷƸസࣞưƋǔŵŴᲢዻλܖŴသܖဃࣖݣᲣƴ᧙Ơ
ƯƸŴҔܖᢿƔǒƷᡶܖƕݲƳƍƷƕբ᫆ưƋǓŴٳʴƷዻλƴǋܖڜƷᛢ᫆ƕസǔŵ

ȷသܖဃࣖݣƸᑣڤƱᎋƑǇƢŵ

ȷƱƯǋΟᅵƳܖဃƕܖᢿŴᕤܖᢿƷࢢٶƳܖբЎƔǒᨼǇƬƯƍƯŴȪǯȫȸȈѣƸыƠƯ
ƍǔŵǇƨŴသܖဃƕƔƳǓƷлӳưԃǇǕƯƍƯŴᨥࣱǛᙲᙻƢǔஜȗȭǰȩȠƱƠƯᑣڤƳ
࢟ؾƴыƠƯƍǔŵƨƩƠŴȗȭǰȩȠኳʕ࠰ࡇƕᡈƮƍƯܖڜሁƷཎχ࠰ᨂƕݲƳƘƳƬ
ƨᲬᲲ࠰ࡇŴᲬᲳ࠰ࡇƴଐஜʴ̲ޗဃƕƍƳƔƬƨƜƱƸസࣞưƋƬƨŵ


ᲬᲧᲭ ̲ܖͳૢؾ
5   Ყ #   Ყ $ Ყ %
ᲢǳȡȳȈᲣ
ȷኬǍƔưƍƨǕǓƭƘƤǓƷؾƴƳƬƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵȡȳǿȸ˳СǍǤȳǿȸȳǷȃȗƳƲŴ
ܖဃƷƨǊƴǑƘጀǒǕƯƍǇƢŵǤșȳȈǋٶƍƷưƢƕŴƤƬƔƘٳᢿƷ૾ƕƍǒƠƯǋƦǕƧ
ǕӋьƢǔܖဃƕݲƳƍҮᝋƕƋǓŴƜǕƸᐯဌࡇƷ᭗ƞƱȈȬȸȉǪȕƷᢿЎưǋƋǔƷưŴʻࢸ
Ʒ౨᚛ᛢ᫆ƔǋƠǕǇƤǜŵ

ȷෙٳᢔǛᆢಊႎƴӕǓλǕᨥʴƷᏋƴǋბƠƯƍǔŵௐƴƭƍƯƸݲƠέƴƳǒƳƍƱദ
ᄩƳᚸ̖ƸᩊƠƍƕŴѣƕஜ҄ƠƯƍǔƜƱưݩஹƕಏƠǈưƋǔŵ
ȷǤȳǿȸȳǷȃȗƕΪܱƠƯƍǔƱज़ơƨŵཎƴჺưǋưᄂᆮኺ᬴ƕưƖǔໜƴܖဃǋ᭽щǛ
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ज़ơƯƍƨŵҔܖƱܖƷ᪸؏ƷُƕƳƘƳǔƷƸૼƨƳҔၲǛኧƢǔɥưɧӧഎŵ

ȷ᭗ƍܖ፼ؾƴƋǔƱ࣬Əŵ

ȷŴᲢ̲ޗؾŴᐯ̲ؾᲣƷ̲ޗȷᐯ̲ƷؾƸƔƳǓऔǇǕƯƓǓŴܖဃƷ᭗ƍ࣬ƍ
ƴሉƑǒǕǔǋƷƱज़ơƨŵ

ȷᲢȡȳǿȸȷ.+/5 ਦݰՃᲣƷȡȳǿȸȷਦݰՃǋܖဃƷૅੲԃǊਘΪƠƯƍǔŵȗȭǰ
ȩȠૅੲ᧓ኳʕࢸǋɧឱƖǑƏƴࢳƠƨƍŵ

ȷኺฎႎૅੲƷዒዓŵ

ȷஇέᇢೞ֥፼ǍȡȳǿȸСࡇƕݰλƞǕƯᲦΟǕƨ̲ܖؾƕૢͳƞǕƯƍǔŵ

ȷȡȳǿȸȷ.+/5 ਦݰՃƷנ܍ƕٻƖƍǋƷƱᎋƑƯƍǇƢŵƜƷໜưŴਃ࢘ƞǕǔȡȳǿȸƷέ
ဃ૾ǁƷਃƕŴദႺƲƷᆉࡇƔƸჷǓƨƍƱƜǖưƢŵ

ȷŴŴᲢ̲ޗؾŴᐯ̲ؾŴȡȳǿȸȷ.+/5 ਦݰՃᲣƴƭƍƯƸŴҔၲೞ֥
ᅹܖƸƕưƸᬘ௨ǈƷᕓƍЎưƋǓŴ᭗ƍᏡщǛਤƬƨܖဃǛᏋƢǔஜȗȭǰȩȠưƸಮŷ
ƳȈȩǤǢȫǛ੩̓ƠƯƓǓŴƜǕǒƷѐщǛ᭗Ƙᚸ̖ƠƨŵƨƩҔၲ౨௹ƴ᧙ᡲƢǔᄂᆮƕɼ˳Ʊ
ƳƬƯƓǓŴၲဇҔၲೞ֥ƴ᧙ᡲƢǔჷᜤƱኺ᬴ǛਤƬƨܖဃǛᏋƢǔŴȡȳǿȸȷਦݰՃƷᣐ
ፗǛԃǊƯŴؾƷૢͳƕ࣏ᙲưƋǔƱज़ơƨŵᲢჷᜤσஊŴȖȬȸȳǹȈȸȟȳǰᲣƴ᧙Ơ
ƯƸҗЎƳऴإƕƳƔƬƨƕŴܖဃ᧓ƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᙸƨज़ơƔǒŴҗЎƴᢋưƖƯƍǔ
Ʊज़ơƨŵᲢӲᆔۀՃ˟ᲣƴƭƍƯƸŴƜǕǒƷۀՃ˟ƕǑƘૢͳƞǕƯƍǔƱᚸ̖ƢǔƕŴ
ǤȳǿȸȳǷȃȗᢔέƸưƖǕƹ &GRCTVOGPVQH/GFKECN'PIKPGGTKPI ƴᨼɶƢǂƖƱज़ơƨŵ

ȷ࣏ᙲƱᎋƑǒǕǔ̲ޗؾƸᑣƘૢƬƯƍǔŵʻ࠰ࡇƴьƑƨોᑣƸᩉǕƨܖᢿƱҔܖᢿƷǭȣȳ
ȑǹǛǵȆȩǤȈưƭƳƍƩᜒ፯ǛܱƠƨƜƱưƋƬƨŵʮᣃܖٻƷ .+/5 ܱƷƨǊƷᨦܹǛɟ
ƭӕǓᨊƘƨǊƷሊưƋǓŴᚸ̖ƞǕǔŵ


ᲬᲧᲮ ܖˮȗȭǰȩȠನሰ
5   Ყ #   Ყ $   Ყ %
ᲢǳȡȳȈᲣ
ȷܖˮȗȭǰȩȠƴ᧙Ƣǔཎࣉ᩿ƕݲƠǘƔǓƴƘƍŵǋƬƱଢᄩƴƢǔƜƱưܖဃƷᐻԛƸƞǒƴ࠼
ƕƬƯƘǔƷưƸƳƍƔᲹ

ȷᡢଢࣱƕƋǓŴƠƬƔǓƱƠƨǷǹȆȠƕನሰƞǕƯƍǔज़ơŵ
ȷܖˮƸƦǕƧǕƷܖٻᨈưݙ௹ǛӖƚǔƜƱƴƳǔƕᲦ3' ݙ௹Ʊܖˮݙ௹ƷɲᇌǛǔƜƱƕٻƖ
Ƴᛢ᫆ưƋǔŵ
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ȷܖˮȗȭǰȩȠƴƭƍƯƷƝᛟଢƕǍǍǘƔǓƴƘƍҮᝋƕസǓǇƠƨŵ

ȷ3' ȗȭǰȩȠƸλࣞƴ౨᚛ƞǕǑƘನƞǕƯƓǓŴܖˮݙ௹ǋᢘദƴƳƞǕƯƍǔƷưŴ᭗ƍឋ
ƷᙀΝƕƳƞǕƯƍǔƱᚸ̖ƢǔŵƜƷǑƏƳؾɦưጀǛӖƚƨܖဃƕŴᅈ˟ưƲƷǑƏƳᡶែ
ưƲƷǑƏƳǛƢǔƷƔŴȕǩȭȸǢȃȗƕ࣏᪰ưƋǔŵ

ȷҔᕤƷᡲઃܖٻᨈƷܖˮǛನƢǔ̖͌ƷҗЎƴƨƠƨܖˮȗȭǰȩȠƱݙ௹˳СưƋǔŵ


ᲬᲧᲯ ȗȭǰȩȠᚸ̖˳С
5   Ყ #   Ყ $ Ყ %
ᲢǳȡȳȈᲣ
ȷᐯЎᐯ៲ƕᚸ̖ۀՃƴьǘƬƯƍǇƢƷưŴᅶˌٳƷ૾ŷƷ˳СƴƸ 5 ƩƱᚸ̖ƠǇƢŵ

ȷʻ࠰ƸƴܖဃƷȝǹǿȸǛٶƘਖᙸưƖŴǇƨႺȗȭǰȩȠƴλƬƯƍǔܖဃƷဃƷ٣ǛᎮƚƯŴ
᩼ࠝƴӋᎋƴƳǓǇƠƨŵٳᢿƷʴ᧓ƕᚸ̖ƢǔƨǊƷΪЎƳ૰ǛƝဇॖƍƨƩƍƯƍǔƱज़ᜓƠ
ǇƢŵ

ȷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ưƸ࣐ƷƳƍॖᙸʩ੭ƕᡶǜưƍǔŵ̲ޗဃƴǑǔȝǹǿȸႆᘙƸឋǋ᭗ƘŴʻࢸ
ƷܖဃƞǜƷᧈƕಏƠǈưƋǔŵ

ȷᨥႎƳᙻໜǛஊƢǔȪȸȀȸƷᏋǛႸႎƴƠƯƍǔƨǊŴȝǹǿȸႆᘙƸᒍᛖưᑣƔƬƨƷưƸ
ƳƍƔƱज़ơƨŵ

ȷɼݦૌƷႆᘙưƳƘŴǋƬƱ .+/5 ƱƠƯƷௐǛჷǓƨƔƬƨŵ

ȷᲢٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ᲣƷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƸನȡȳȐȸԃǊ˳СƱƠƯƸŴƔƳǓΪЎƱज़ơǒ
ǕǔŵʻׅŴ ƷȝǹǿȸႆᘙƸŴ̲ޗဃƱႺᛅƤǔᑣƍೞ˟ưƋǓŴƦƷɶư̲ޗဃƷᄂᆮ
ˌٳƷᎋƑǍॖ࣓ƷࢍƞǛᄩᛐƢǔƜƱƕưƖŴȗȭǰȩȠưᏋƞǕƨʴƷΟᅵƞƕज़ơǒǕƨŵ


ȷମ࠰Ʒᚸ̖ᅚưǋᡓǂƨǑƏƴžधſƷᇌئƷᚸ̖ۀՃƕλƬƯƍǔƜƱƸဒႎƱ࣬ƍǇƢƕŴǇ
Ʃ  ӸưƢŵ၌धƴǑƬƯǋᚇໜƕᢌƏƔǋƠǕǇƤǜƷưفՃǛࢳƠǇƢŵ

ȷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƸᲦƞǇƟǇƳಅᆔƷᚸ̖ۀՃưನƞǕƯƓǓᚸ̖ưƖǔŵ

ȷ̲ޗဃƴǑǔȝǹǿȸႆᘙƸᲦᆢಊႎưီЎƷᄂᆮᎍƴǋᚐǓତƘᛟଢƞǕƯƍƨŵ

ȷٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƴƸŴࣱᧉݦƷ᭗ƍʴǛᣐƞǕƯƓǓᚸ̖ưƖǔƱ࣬ƍǇƢŵ
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ȷᲢٳᢿᚸ̖ۀՃ˟Უƴ᧙ƠƯƸŴମ࠰ӷಮŴȗȭǰȩȠƴ᧙̞Ƌǔ૾ٶ᩿ƔǒƷٳᢿᚸ̖ۀՃ
ƕӋဒƠŴ༏࣎ƴᚸ̖ƴઃǘǒǕƯƍƨƜƱǛ᭗Ƙᚸ̖Ƣǔŵ ƸૼƠƍ˖ဒưŴٶƘƷܖဃƱ
˟ᛅƢǔೞ˟ƕࢽǒǕŴܖဃƷॖഒƕǑƘˡǘƬƨƕŴǋƏݲƠ᧓ƕഒƠƔƬƨŵ ƴƭƍƯ
ƸҗЎƳऴإƕƳƔƬƨƷưǑƘǘƔǒƳƍŵ

ȷஜȗȭǰȩȠƷҔၲƸܖᘐမƴသǇǒƣƴ࠼Ƙᅈ˟ƴ᧙ᡲƢǔࣱឋưƋǔƷưŴᅦᅍǍधᎍኵጢƳƲ
ƷࢢٶƳȐȃǯǰȩǦȳȉǛஊƢǔٳᢿݙ௹ՃǛᲫᲱӸƑƯƍǔƜƱƸ٭ٻ᭗Ƙᚸ̖ƞǕǔŵǇƨŴ
ᨂǒǕƨᚸ̖ۀՃ˟Ʒ᧓Ʒɶư̲ޗဃƷௐƱྙႺƳॖᙸǛᚙƘೞ˟ǛᚨƚƨƜƱƸ٭ٻஊॖ፯ư
ƋǓŴஜȗȭǰȩȠƷᡶᘍཞඞǛ৭੮Ƣǔɥư٭ٻஊဇưƋƬƨŵ


ᲬᲧᲰ ܖٻો᪃
5   Ყ #   Ყ $   Ყ %
ᲢǳȡȳȈᲣ
ȷƜǕƔǒŴǇƨٻƖƳޛǛឭƑǔज़ơƴƳǓǇƢƕŴ.+/5 ƷܱƕٻƖƳǨȓȇȳǹƱƳǓŴᡶǉ
ƱʖेƠǇƢŵ

ȷ.+/5 ƷௐǛဃƔƠƯܖϋƴܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸƷᚨፗƕᚘဒƞǕƯƍǔƷƸ
ᑣƍŵܖٻો᪃ƸቇҥưƸƳƍƕŴƦǕǛႸႎƴܖϋƴૼƨƳȟȃǷȧȳǛਤƭኵጢǛᚨፗƠƯܖٻ
ᢃփƴƋƨǔƜƱư᧓ᢌƍƳƘܖٻો᪃ƴဃƔƞǕƯƍƘǋƷƱᄩ̮ƠƯƍǔŵ

ȷો᪃ƷዒዓࣱǛᚸ̖Ƣǔƴ࢘ƨƬƯŴ ࠰ҥˮưƷᧈႎƳᙻໜưƷᚸ̖ǋ࣏ᙲƱ࣬ǘǕǔŵƜƷ
ȗȩǰȩȠǁƷૅੲƕኳǘƬƯƠǇƏƷƸܱƴസࣞŵ

ȷݩஹƷ૾ӼࣱƕƸƬƖǓЎƔǒƳƔƬƨŵ

ȷᲢܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸƷᚨፗᲣƸࢳƢǔƱƜǖƕٻƖƍƕŴኵጢέƴƋ
ǓƖႎƴƳǒƵǑƏƴᝧ˓ƱᘍѣƕˤƬƨኵጢƱƠƯೞᏡƠƯ᪬Ɩƨƍŵ

ȷ.+/5 ƷǑƏƳဒႎƳӕǓኵǈƕɟႎƳǋƷưኳǘǒƵǑƏ˳СǛૢͳƞǕǔƱƷನेǛ˨ƍܤ
اƍƨƠǇƠƨŵ

ȷܖٻᨈСࡇƱƷ৵ǓӳƍƕᩊƠƍŵ

ȷʻ࠰ࡇИǊƯኰʼƞǕƨᚾǈưƋǓŴஜȗȭǰȩȠƷǑƏƳᙐӳƷᏋȷᄂᆮ᪸؏ưƸ࣏᪰Ʒો᪃
ǛᘍƞǕǑƏƱƢǔॖൢᡂǈƕज़ơǒǕƨŵƨƩŴǇƩ੩కെ᨞ƩƱ࣬ƏƷưŴ᩼ƱǋƦƷௐ
ǛᙸƨƍƱज़ơƨŵưƖƨǒ &GRCTVOGPVQH/GFKECN'PIKPGGTKPI ƷᚨᇌǛႸਦƠƯǄƠƍŵ

ȷ.+/5 ȗȭǰȩȠƷኳʕǛᙸᡂǜưŴμܖႎƳӕǓኵǈ˳ѬǛǑǓΪܱƠƨǋƷƱƠƨƜƱƸ᭗Ƙᚸ
̖ƞǕǔŵƠƔƠŴ.+/5 ƷዒዓȷႆޒȗȭǰȩȠƴ᧙ƠƯƸசƩசܭƳᢿЎᲢཎƴʖምᲣƕٶƍໜ
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ƸസࣞưƸƋǔƕŴଐஜƷܖٻƷɟᑍႎཞඞǛᎋƑǔƱˁ૾ƕƳƍ᩿ƕٶƍŵ


ᲬᲧᲱ ௐႆ̮Ŵ࠼إ
5   Ყ #   Ყ $ Ყ %
ȷٳӼƚƷ *2 ƕΪܱƠƯƖǇƠƨŵƋƱƸμƷܖဃƴ࠼ƘԗჷưƖǕƹƱ܍ơǇƢŵ

ȷ࠼إѣǋႆƴᘍǘǕƯƓǓŴഏˊƷʮᣃܖٻƷƋǓƨƍۋǛٳܖƴႆ̮ưƖƯƍǔŵ

ȷƔƳǓΪܱƠƯƖƨƷưƸƳƍƔƱज़ơƨŵჺ᧓ưƔƳǓƷોծƕƞǕƯƍǔŵȖȭǰƔǒƷႆ
̮ƳƲŴ්ƴӳǘƤƨ࠼إѣǋஊјưƸƳƍƔŵ

ȷٳݣႎƴƸƍǖƍǖƳѣƕᘍǘǕŴ*2 ǍૼᎥኺဌưᛐჷࡇƸ᭗ǇƬƨƱ࣬ƏƕŴܖϋǁƷ࠼إƕ
ឱǓƯƍƳƍƱ࣬Əŵ

ȷμ˳ƱƠƯŴႆ̮Ǎ࠼إѣƸٻƖƘЭᡶƠŴ᭗Ƙᚸ̖ưƖǔϋܾưƋǔƱᎋƑǒǕǔŵ

ȷମ࠰ƴൔǂǕƹŴӲെƴᚸ̖ưƖǔŵ

ȷțȸȠȚȸǸƷૼ˺ಅƸ٭ٻưƢƕૼƠƍऴإƕƳƍƱɟࡇᚧǕƯኳǘǓƱƳƬƯƠǇƍǇƢƷư
ʻࢸǋ᨟ૼƠƯƍƨƩƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵǇƨŴƜƷ  ࠰Ҕၲ᧙̞ೞ᧙Ǎ˂ܖٻƳƲಮŷƳئ
ưžʮٻƷ .+/5 ȗȭǰȩȠſǛჷƬƯƍǔƔƱݮƶƯǈǇƠƨƕŴჷƬƯƍǔƱƍƏʴƴƸЈ˟ƍ
ǇƤǜưƠƨŵȗȬǹႆᘙǍȗȬǹᜒƦƷǋƷƷ࠼إƕǇƩឱǓƳƍƱज़ơǇƢŵǋƬƱٶƘƷʴ
ƴƜƷȗȭǰȩȠǛჷƬƯǋǒƍΟᅵƳʴƕᨼǇǔǑƏƞǒƳǔ࠼إѣǛዓƚƯƍƨƩƚǕƹƱ
࣬ƍǇƢŵ

ȷ٭ٻ᭽щႎƳțȸȠȚȸǸƕ˺ƞǕƯƍǔŵ

ȷ࠼إѣǁƷᆢಊࣱǋ᭗Ƙᚸ̖ưƖǔŵ

ȷțȸȠȚȸǸƳƲƷऴإႆ̮ƸᅵƱ࣬ǘǕǇƢŵ

ȷŴŴŴᲢ*2ȷǳȩȠŴҔၲܖཎКᜒ˟ŴȗȬǹႆᘙŴȗȭǰȩȠᛟ
ଢ˟Უƴ᧙ƠƯƸŴᢋࡇƸ᭗ƍƱᚸ̖ƢǔŵƨƩŴƕƸҔၲܖŴƱǓǘƚၲဇҔၲೞ֥ƴ
᧙ƠƯƸŴ࣏ᙲƳЎưƷؕᄽᄂᆮƷௐƸƴҒૣƢǔƕŴܱဇ҄ᄂᆮƴ᧙ƠƯƸμƘƷࢸᡶ
ưƋǔƱƷᚸ̖ƕƋǔŵஜȗȭǰȩȠƸƦƷǑƏƳཞඞǛᄊƢǔƨǊƷૠݲƳƍᚾǈưƋǓŴܖϋ
ٳƴႆ̮ƢǔƨǊƴɟޖƷѐщƕ࣏ᙲƱᎋƑǔŵᲢ˟ܖႆᘙᲣƴƭƍƯƸŴဃ҄ؕܖᄽᄂᆮƕ
ǄƱǜƲưƋǔƨǊǳȡȳȈưƖƳƍƕŴҔၲဇೞ֥Ʒܱဇ҄ƴӼƚƯƷᄂᆮǛᘍƍŴዮᛟሁƴႆᘙ
ƢǔƜƱǋ࣏ᙲƱᎋƑǔŵ
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ȷțȸȠȚȸǸƳƲƴǑǔऴإႆ̮ǛᆢಊႎƴᘍƬƯƍƯᚸ̖ƞǕǔŵཎƴŴܖᢿǛឭƑƨҔᕤƷᡲ
ઃǛƢǔᨥƷՃͨƷբ᫆ໜǛྙႺƴᛟଢƠƯƍǔໜƸ᭗Ƙᚸ̖ƞǕǔŵƜƷǑƏƳբ᫆ໜǛᘙଢƢ
ǔƜƱƸ˂ܖٻưƷҔᕤᡲઃǛᡶǊǑƏƱƢǔئӳƴŴٻ٭ٻƖƳӋᎋƱƳǔƱ̮ƣǔŵҔၲܖ
ཎКᜒƸŴҔၲƴ᧙ᡲƢǔᙲʙư̲ޗဃƕӋьƢǔ˟ܖưƸᎮƘೞ˟ƕƍǿǤȈȫȷᎍƕ
ᢠƹǕƯƓǓŴஜȗȭǰȩȠƷཎᧈƕႆੱƞǕƨǋƷƱ᭗Ƙᚸ̖ƞǕǔŵ


μ˳ǳȡȳȈ
ȷʻׅƷ૰ǛਖᙸƠŴǇƨٶƘƷܖဃƞǜƷȗȬǼȳƱʩ්ǛᡫƠŴᝮܖƷžஜൢƞſǛܱज़ᐲƠǇ
Ơƨŵ᩼ࠝƴኬǍƔưܖဃƷᧈǛᎋƑǒǕƨȗȭǰȩȠưƋǓŴܖဃƱƷʩ්ưŴȪȸȀȸʖͳ
ƕᄩܱƴᏋƬƯƍǔƱŴᏡщǋॖഒǋƋǔܖဃƕŴ˦ƼǔؾǛૢƑƯƘƩƞƬƯƍǔƱྸᚐƠǇƠ
ƨŵƨƩŴǍƸǓ˴ưǋȁȣȬȳǸƠƨƍƱƍƏܖဃƱŴᐯЎƷྵנƷ᧙࣎ʙƷǈưŴƋƱƸǹȫȸ
ƠƯƠǇƏܖဃǋƍǔǑƏƴ࣬ƍǇƢƷưŴƤƬƔƘƷಮŷƳೞ˟ᲢǪȠȭȳƞǜƳƲƴᘍƘ˳᬴Ƴ
ƲᲣƸǋƬƱٶƘƷܖဃƷӋьƕƋǔƱǑƍƳƱ࣬ƍǇƢŵƠƔƠƳƕǒŴܖဃƷᐯɼࣱǛǜơƦ
ǕǛ̮᫂ƢǔᝮܖƷۋѬǋᙲƔǋƠǕǇƤǜƷưŵ
ᲢᅶƷܖٻƳƲƸŴμՃӋьƴƢǔƜƱư˷Ǔ᧙
࣎ƕƳƔƬƨޖƔǒƷࡁɥƛƕưƖǔƜƱƕٶƍƷưƢᲣ
ŵƋƱƸᲭᲪ࠰ࡇˌᨀƷܖٻᨈો᪃ƴƸٶƍ
ƴࢳƢǔƱƜǖưƢŴμႎƴܖٻᨈƷᡲઃȗȭǰȩȠƸǋƏǹǿȳȀȸȉƴƳǔƸƣưƢƷưŴ
ᲬᲳଐǋǋƏƠƋƛǇƠƨƕŴƦƜưᝮܖƳǒưƸƷȦȋȸǯưឋƷ᭗ƍȗȭǰȩȠƱСࡇǛᄩᇌƞ
ǕǔƜƱǛಏƠǈƴƠƯƓǓǇƢŵƦǕƴƠǋॖഒᏡщƷ᭗ƍܖဃƞǜƸእǒƠƍưƢƶŵज़ѣƠ
ǇƢŵٳᢿᚸ̖ۀՃƱƠƯƔƔǘǒƤƯƍƨƩƍƨƜƱƴҽƘࣂᅇဎƠɥƛǇƢŵᅶᐯ៲ƱƯǋѠࢍ
ƴƳǓǇƠƨŵ

ȷƜƷᲫ࠰ưࠢٻƳોծƕǈǒǕŴእǒƠƍȗȭǰȩȠƴ٭᪃ǛƛƯƍǔƱज़ơƨŵᧈႎᙻໜƴ
ᇌƬƯŴƴႆޒǛƛƯǄƠƍƱЏƴज़ơǔŵҔၲƷྵئƸǇƩǇƩ᪃ૼƕ࣏ᙲŵƦƷҾѣщƱƠ
ƯŴƜƷȗȭǰȩȠƕᙲƳࢫлǛਃƬƯƍƚǔƱƢǕƹŴƜǜƳእǒƠƍƜƱƸƳƍƱज़ơƨŵ
ȗȭǰȩȠƷႆޒႎዒዓǛЏƴᫍƏഏᇹưƢŵ

ȷǇƩƲƏƠƯǋɼݦૌƷᄂᆮƴ݃ǓƢƗƯƍƯŴ.+/5 ƱƠƯƷᄂᆮௐƕЈƯƍƳƍŵ̊ƑƹŴǤ
ȳǿȸȳǷȃȗƷᘍέƕƢǂƯưƋǔƕኝቦƳǵǤǨȳǹǛܖƿƷƸɼݦૌưᘍƏǂƖưŴ.+/5
ƱƠƯသܖƢǔƳǒƹŴᅈ˟ᅹܖႎᙲእǛӕǓλǕǔ࣏ᙲƕƋǓŴǢǸǢǍǢȕȪǫƴǋᆢಊႎƴᚧ
բƠƨǒᑣƍƱ࣬ƏŵҢឭܖٻᨈưƳǔ૨ྸᗡӳƕ൭ǊǒǕŴǇƨŴʮٻƱƠƯɟ˳ƱƳƬƨኵӳ
ƕ࣏ᙲưƋǔƕǏƑŴǋƬƱܖϋǛӕǓǇƱǊǔѣƕ࣏ᙲƩƱ࣬ƏŵטܖᅛưȖȸǹЈޒƢǔƱƔ
ܭႎƴ 0GYUNGVVGT ǛᣐࠋƢǔƱƔŴܖϋ࠼إƷ࣏ᙲࣱǛज़ơƨŵ

ȷ.+/5 ȗȭǰȩȠμ˳ƱƠƯ̲ޗؾȷܖˮݙ௹ȷإ࠼ٳݣǋΪܱƠŴٻƖƘЭᡶƠƯƍǔƜƱǛᄩ
ᛐưƖƨŵǇƨʻׅŴ̲ޗဃƷȝǹǿȸȷȗȬǼȳȆȸǷȧȳƴӋьƠƯŴΟᅵƳܖဃƕƦƷ̲ޗ
ؾƷɶưŴᄂᆮ᪸؏ƷࠢǛ࠼ƛŴǑǓ᭗ƍᐯɼࣱǛǋƬƨʴǁƱᧈƠƯƍǔƜƱǛܱज़ưƖƨƜ
ƱƸŴٻƖƳௐƱज़ơǒǕǔŵʻࢸŴ.+/5 ȗȭǰȩȠૅੲ᧓ኳʕࢸƷӕǓኵǈƴ᧙ƠƯŴƍƘ
ƭƔƷᛢ᫆ƕƋǔƱज़ơƯƍǔŵɟƭƸૅੲ᧓ኳʕࢸƷ̲ޗؾƷዜਤưƋǔŵ̲ޗᅹႸǍȡȳǿ
ȸȷਦݰՃƷዜਤŴ᥉᩿ԃǊƨபфဃƷૅੲƳƲŴ˴ƱƔྵཞƷȬșȫǛ̬ƪŴ̲ޗဃƷȢȁș
ȸǷȧȳƷዜਤȷӼɥǛƓᫍƍƠƨƍŵǇƨܖٻᨈ್ૺᏋȗȭǰȩȠਖ਼ᡶǻȳǿȸƷᚨፗƴǋࢳ
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Ơƨƍŵ
ʻׅŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƴǑƬƯҔ್ૺႎᏋƕᅈ˟ƴƱƬƯǋஊॖ፯ưƋǔƜƱƕᄩᛐƞǕƨƜ
ƱƔǒŴƜƷǑƏƳܖٻᨈᏋǛŴǑǓ᭗ƍȬșȫƷǋƷƱƠƯዒ১ƞǕǔƜƱǛࢳƢǔŵਖ਼ᡶǻ
ȳǿȸƷኵጢኵǈƕŴྵנǑǓ᭗ƍᝧ˓Ʊਖ਼ᡶ˳СǛǋƬƯŴʻࢸƷ್ૺᏋ˳СǛܱྵƠƯ᪬Ɩ
ƨƍƱᎋƑǔŵƦƠƯ .+/5 ƷྸࣞǛዒ১ƠƨҢឭܖٻᨈƷܱྵƴٻƖƘࢳƠƨƍŵǇƨ .+/5 ૅ
ੲ᧓ኳʕࢸ᳸Ңឭܖٻᨈƴᐱǔஜ࠰ࡇˌᨀǋŴസǔ̲ޗဃᢋƕ᠗ƖǛ્ƪዓƚŴƦǕǛܖϋٳƴӼ
ƚႆ̮ƠዓƚǔƜƱƴѐщƠƯ᪬ƖƨƍŵƦƠƯዓƘҢឭܖٻᨈƴƓƍƯǋŴஇΟᅵޖƷܖဃƕƜƷ
ᏋȗȭǰȩȠƴ᭽щǛज़ơŴᆢಊႎƴӋьƢǔǑƏƳǑǓ᭗ƍᏋ˳СƷܱྵǛƓᫍƍƠƨƍŵ

ȷଐஜʴܖဃƷʻࢸƷᄩ̬Ǜ᪽ࣞƴ᪴ࢌƬƯƍƨƩƖƨƍưƢŵ

ȷମ࠰ࡇƷᚸ̖ۀՃ˟ƔǒƷॖᙸƕӒପƞǕƨૼƠƍӕǓኵǈǍ˳СૢͳƕᡶǊǒǕƯƍǔƜƱƕǑƘ
ǘƔǓǇƠƨŵཎƴ၏ᨈܱ፼ƸŴܖဃƞǜƷᄂᆮǁƷȢȁșȸǷȧȳǍݩஹǛφ˳ႎƴᚕᓶƴƢǔ
ƖƬƔƚƴƳƬƯƍǔǑƏƴज़ơǇƠƨŵǇƨŴȝǹǿȸႆᘙưƸႺܖဃƞǜƱȇǣǹǫȃǷȧȳ
ƕưƖǔ᧓ƕƋǓᚸ̖ǛᡶǊǔƏƑưƨƍǁǜஊॖ፯ưƠƨŵମ࠰Ʒᚸ̖ᅚƴžǯȩǦȉȕǡǤȳ
ȇǣȳǰſǛेܭƠƨȗȬǼȳǛᙸƯǈƨƍƱॖᙸǛƖǇƠƨŵஜ࠰ࡇƸȝǹǿȸႆᘙƴዓƖŴܖ
ဃƞǜƨƪƴឋբưƖǔ᧓ƕҗЎƴᚨƚǒǕƯƍƨƷưŴႺ৲ƛƔƚƯǈǇƠƨƕŴܖဃƞǜƴ
ƱƬƯƸᩊբƩƬƨǑƏưƢŵݣᝋƴࣖơƯȗȬǼȳưƖǔŴᛟଢưƖǔʴƸŴᧉݦ᪸؏ƩƚưƳ
Ƙᅈ˟ƷȪȸȀȸƱƠƯࢳưƖǔƱ࣬ƍǇƢŵۀՃ˟ưƸžᙌԼ҄ſƱƍƏᚕᓶǋЈƯƍǇƠƨƕ
ٳᢿႆ̮ƸܼᧉݦƩƚưƳƘŴ˖ಅǍɟᑍᅈ˟ǋԃǊƨಮŷƳݣᝋǛᙸੁƑƯႆ̮ưƖǔǑƏƳೞ˟Ŵ
ǫȪǭȥȩȠǋ౨᚛ƍƨƩƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵƨƩŴЭׅŴʻׅƷᚸ̖ۀՃ˟ǛᡫƠƯŴ
žʮٻſƷέ
ဃ૾ƷܖဃƞǜƴݣƢǔƋƨƨƔƍაࠀƠŴܖဃƞǜƨƪƷƷƼǍƔƞǛज़ơǇƠƨŵʴǛᏋƯǔƜ
ƱƷƝᒊіƸٶŷƓƋǓƱ࣬ƍǇƢƕŴƜƏƠƨέဃ૾ƷΨư௩᠂ưᐯဌƳႆेƕưƖǔŴेщƷ
ᝅƔƳʴƕᏋƬƯƍƘƜƱǛЏƴᫍƍǇƢŵ

ȷᚸ̖ႸƴƭƍƯƸŴ᩼ࠝƴǑƘӕǓኵǜưƓǒǕǔƜƱƕǘƔǓǇƠƨƠŴܖဃǋ٭ٻॖഒႎƴᄂ
ᆮǛਖ਼ᡶƠƯƍǔƜƱǋྸᚐƢǔƜƱƕưƖǇƠƨŵࢍƍƯᛢ᫆ǛƋƛǔƱƢǕƹŴᚸ̖ႸƴƳƍ
ᢿЎŴ̊ƑƹŴᄂᆮȆȸȞƱƠƯҔᡲઃưƷҔၲೞ֥ȇȐǤǹᄂᆮƱƍƬƨǋƷƕŴʻׅƸƋǇǓ
ᙸǔƜƱƕưƖƳƔƬƨƜƱƕǍǍസࣞưƠƨŵܖኒʴᲢܖဃᲣƕŴᐯǒƷᇌƪˮፗǛᛐᜤƠƭ
ƭǋҔၲЎƴௐƴȁȣȬȳǸƢǔۋǋᙸƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ȷମ࠰ǋᡓǂƨƕŴȘȫǹǱǢƸ༌ᅈ˟ƋǔƍƸᎊᱫ҄ᅈ˟ƴƓƚǔƜǕƔǒƷஇٻƷᄂᆮȷᏋƷ
ᛢ᫆ưƋǓŴငಅမƴƱƬƯǋᲫᲪᲪΫόǛƸǔƔƴឬƑǔஇٻƷႎƱƳƬƯƍǔŵɟ૾ưƸŴȘ
ȫǹǱǢƴᙲƢǔܼʖምƸᐔٻƳǋƷƴƳƬƯƓǓŴငಅမƴƱƬƯƸٻƖƳӓλถǛࢍƍǒǕǔ
ƜƱƴƸƳǔƕŴ̖ܤưƋǓƔƭࡇܦƷ᭗ƍᙌԼƷႆƴǑǔኺᝲƷЪถƴᝡྂƢǔᄂᆮௐƕࢍ
Ƙ൭ǊǒǕƯƍǔŵႎᏹƴьƑŴᚐൿƷƨǊƷᅹܖщƕ࣏᪰ưƋǓŴܖٻሁƷௐƨƢࢫлƸᚘ
ǓჷǕƳƍŵƜƷǑƏƳᚇໜƔǒŴȘȫǹǱǢငಅưƸŴૼƠƍᕤԼƷႆƱɳᘍƠƯŴҔၲဇೞ֥
ႆƷ᭗ࡇ҄Ƹ࣏᪰Ʒᛢ᫆ưƋǔŵƜƷЎƷɶưŴၲဇೞ֥ЎưƸŴസࣞƳƕǒǘƕƸŴ
ᜂƱǓǘƚƴƸٻƖƘࢸǕǛƱƬƯƍǔƷƕྵܱưƋǔŵǇƣƸ᭗ƍࣱᧉݦǛਤƬƨʴƷ
ᏋƔǒᙸႺƢƕஹƯƍǔƱᎋƑǔŵƜƷǑƏƳཞඞɦưŴʴᏋǛႸႎƱƠƨஜȗȭǰȩȠƸ
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ಊǊƯॖഒႎưƋǓŴᙲƳॖ፯ǛਤƬƯƍǔƱᎋƑŴ᭗Ƙᚸ̖ƢǔǋƷưƋǔŵƠƔƠƳƕǒᚾǈ
ƸڼǇƬƨƱƜǖưƋǓŴᚾǈƴݣƢǔܖϋٳƷೞᢃƕ᭗ǇƬƯƍǔƱƸƍƍƕƨƘŴƕƴƓƚ
ǔƜƷЎƷᏤࢊࣱǛҗЎƴᚐൿưƖǔǋƷƱƸ࣬ƑƳƍŵཎƴŴҔၲဇೞ֥Ʒɶưǋᨥႎƴᇤʗ
Ʒນ҄ƠƯƍǔЎƸŴ౨௹ဇೞ֥ưƸƳƘŴၲဇೞ֥ưƋǔŵၲဇೞ֥Ʒႆƴ᧙ᡲƢǔܖٻ
ƷᄂᆮȬșȫƸᨥႎƴǋ᭗Ƙᚸ̖ƞǕƯƍǔƕŴ̛᙭ǛۯƏൟࣱƷƨǊƔŴƋǔƍƸૼᙹႆƴ
॰ƢƗǔൟࣱƷƨǊƔŴငಅမƴƓƚǔၲဇೞ֥ƷႆƸᨥᇤʗƔǒٻƖƘࢸǕǛӕƬƯƍ
ǔŵƜƷȗȭǰȩȠƸŴƦƏƠƨƕཎஊƷբ᫆Ǜ˴ƱƔᚐൿƠǑƏƱƢǔᚾǈƱᎋƑǔƕŴǇƨ
ᡦƴݼƍƨƹƔǓƷǑƏưƋǔƠŴʻࢸƷዒዓƳǒƼƴႆޒȷોᑣƕಊǊƯᙲưƋǔƱᎋƑǔŵ
ၲဇೞ֥έᡶưƋǔƴǭȣȃȁǢȃȗưƖǔʴǛ᩼ƱǋᏋƯƯǄƠƍŴƱЏƴࠎஓƢǔŵ

ȷȗȬǼȳȆȸǷȧȳƷൢƱϋܾƴज़᥄ƠǇƠƨŵ

ȷᅶƸᏋƷྵئƔǒஜ࢘ƴᢒƍƱƜǖƴƍǔʴ᧓ƳƷưŴμƘƷእʴƳǓƴॖᙸŴज़ेǛƔƤƯƍ
ƨƩƖǇƢŵʻׅƷۀՃ˟ƸŴܖဃƱƷʩ්ƴໜǛፗƔǕŴ᩼ࠝƴǑƔƬƨưƢŵܖဃƷᄂᆮௐ
ǛŴ᩿ưƸƳƘŴܱᨥƴᛅǛᎮƘƜƱƴǑǓŴႏƞǜƕ᩼ࠝƴ᭗ƍȢȁșȸǷȧȳǛਤƬƯƍǔƜ
ƱŴʴƱƷʩ්ǛᒊƱƤƣŴᆢಊႎƴಏƠǜưƍƨƜƱƴႺᚑǕǔƜƱƕЈஹǇƠƨŵᅶᐯ៲ݲ
ƳƔǒƣज़ѣƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵȡȳǿȸСࡇŴǫȪǭȥȩȠᲢȇǣșȸȈŴ*4σӷ፼ሁᲣŴ
၏ᨈᙸܱܖ፼ŴǤȳǿȸȳǷȃȗСࡇŴᜒ˟ŴǭȣȪǢȑǹૅੲŵஜ࢘ƴಮŷƳӕǓኵǈƕዮӳႎ
ƴܱǓǛኽǜƩኽௐƩƱܱज़ƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵǇƨܖဃƷႏƞǜƕȗȭǰȩȠᄂᆮưӕǓኵǇ
ǕƯƍǔƜƱƕޟٶƷЎƴӏǜưƍǔƜƱƕҮᝋႎưƠƨŵ.+/5 ƷႸਦƢʴǁƷᏋƱƠƯŴ
ܖဃɟʴƻƱǓƷݩஹƕǋƬƱφ˳ႎƴᙸƑǔǑƏƴƳǕƹƞǒƴᏋƕьᡮƢǔƷưƸƱज़ơǇ
ƠƨŵႏಮƷѐщƕݩஹƷଐஜŴɭမǛਃƏʴǛᏋƯǔƜƱƱƠƯஜ࢘ƴज़ᜓƍƨƠǇƢŵ

ȷஜȗȭǰȩȠƸŴƦƷႸႎǛҗʚЎƴௐƨƢȗȭǰȩȠϋܾƱƳƬƯƓǓଐஜƷҔܖȷܖȷᕤܖư
ƢǔʴǛᏋƱƍƏໜưŴಊǊƯٻƖƳ̖͌ǛஊƢǔǋƷƱƠƯ᭗Ƙᚸ̖ƢǔŵଐஜИƷܖٻ
ᨈưƷҔᕤƷᏋȗȭǰȩȠưƋǔ .+/5 ƸŴҔܖᢿȷᕤܖᢿȷܖᢿƷᲭƭƷܖᢿƷዬ݅ưᡆᡮ
ƴᘍѣưƖǔᡲઃǛ࣏ᙲƱƢǔƳƲŴƜƷȗȭǰȩȠƳǒưƸƷڂŴᒊіŴپŴોծໜƕƋƬƨŵ
ƜǕǒƷໜƸ .+/5 ƴƸ࣏ᙲƳᙲእưƋǔƴသǇǒƣƴŴଐஜƷܖٻƴƱƬƯᝮƳኺ᬴ƱƳǔƱᄩ
̮ƢǔŵǇƨŴڂȷᒊіǛദᄩƴᛐᜤȷإԓƠƯƍǔƜƱǋƋǓŴɟᑍႎƴƸȞǤȊǹᚸ̖ưƋǔ
ໜǋᲢƦǕǛᢿЎႎƴưǋોծưƖƨǒƳƓƞǒᲣଐஜƷᝮƳኺ᬴ƴƳǔໜưǋŴ.+/5 Ǜ᭗Ƙᚸ
̖Ƣǔŵ
 ǇƨŴႸᲬỻᲬƴᚡᡓƠƨǑƏƴȗȭǰȩȠኳʕ࠰ࡇƕᡈƮƘƱࣖѪᎍƕݲƳƘƳƬƯƠǇƬƨŵᨂ
ǒǕƨ࠰ᨂƷȗȭǰȩȠưƸƋǔƕŴ࠰ᨂϋƴࣖѪƠƨ̲ޗဃƸƦƷ̲ޗ᧓ƕኳʕǇưƷʖምƕ̬
ᚰƞǕǔǷǹȆȠƕஓǇƠƍƱज़ơƨŵ
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ᲰᲨዮ ਙ
 
ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ϔ᪽ƴƓƚǔȗȭǰȩȠܱཞඞإԓƓǑƼឋွࣖሉǛؕƴᜭᛯƠŴ
  ࠰ࡇ .+/5 ȗȭǰȩȠƸᢘЏƴܱƞǕƯƍǔƱᚸ̖ưƖǔŵ

  ࠰ࡇٳᢿᚸ̖ưƸ࠼إႎƳᢿЎưƷɧឱƕƋǓŴોծǛࢳƠƨƱƜǖư
ƋƬƨƕŴҗЎƴો᪃ƞǕƯƍƨƱᚕƑǑƏŵțȸȠȚȸǸǍௐƷႆ̮Ʒˁ૾ǋቇ
ҥƦƏưŴưƖǔƜƱưƸƳƍŵƨƩŴǋƏݲƠɟ˳҄ƢǔƨǊƴƸܖϋưƷႆ̮щ
ǛǋƬƱࢍ҄Ƣǔ࣏ᙲƕƋǔƱ࣬ǘǕǔƷưŴƜǕƔǒƷᛢ᫆ƱƳǔƩǖƏŵ

ǇƨŴݩஹŴသܖဃƷƨǊƷȗȭǰȩȠƴƳƬƯƠǇƏӧᏡࣱƕႏưƸƳƍƜƱ
ƕভࣞƞǕǔŵஜȗȭǰȩȠƷ̖͌ǛଐஜƷ̲ޗဃƕƲƜǇưྸᚐƠƯƍǔƩǖƏƔŵ
ƦƷƨǊƴǋŴܖٻǛਫƛƯɟƭƴƳǔƱƍƏஜ࢘ƷॖԛưƷᡲઃŴ್ૺႎƳᏋǷ
ǹȆȠನሰƴௐƴਪƞǕǔƜƱƕஓǇǕǔŵऀǒƘŴƜǕƕܖဃƴේᡢƠƯƍƘ
ᢊƠǔǂƱƳǓƏǔƷưƸƳƍƔŵ

ьƑƯʻࢸƸŴ᧓ኳʕࢸƷӕǓኵǈƷφ˳҄ǛᡶǊƯƍƨƩƖƨƍŵ


ٳᢿᚸ̖ۀՃᧈ  
ా ૨ࢠ 
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参考資料②

3

1

平成24年度採択 博士課程教育リーディングプログラム

LIMSプログラムにおける教育のコンセプト／今年度新たに取り組んだ課題

H29年度外部評価委員会プレゼンテーション資料（2018年1月29日）

H29年度の進捗
外部評価委員会、フォロー

non-MD学生に人体解剖・生理学等の医
学の根幹となる知識・考え方を学ばせる

博士課程教育リーディングプログラム
人体解剖学

充実した健康長寿社会を築く

アップ・アンケートを反映
した取り組み：
• キャリアパス形成の支援
•

「病院見学実習」実施

•

インターンシップ
積極的な情報発信, etc

•

総合医療開発リーダー育成プログラム

支援期間終了後

先端医療・看護
の現場を体験

の取り組み
大学本部が中心となる大学
院横断教育プログラムセン

Tr
Training
Program of
Leaders for Integrated Medical System (LIMS)
Le
for Fruitful Healthy-Longevity Society
fo

低侵襲治療学

医療・生活支援システム学

ター設置：
•

体制構築
教育の質保証

•

安定性

•

LIMS関連部局による支援

英語 debate
英語能力を磨く

博士課程教育リーディングプログラム

ホームルーム(コロキウム)
討論を牽引する

医療工学特別講義
第一線の企業人から学ぶ

期間終了後の教育体制の維
持、履修生支援等に関する
取り組み

4

2

充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム

配布資料および説明内容について

- Training Program of Leaders for Integrated Medical System (LIMS) -

概要
工学、薬学の学生に医学部卒業に匹敵する医学知識を、一方、医学の学生には工学の知識を教育するこ
とにより、学際的な視点で医学・医療の問題を理解すると同時に、PMDA/厚労省など医療行政の考え方、
経済の動向や社会的な側面も踏まえて問題解決を図る国際的な総合医療開発リーダーを育成・輩出する。

育成する人材像
•

高齢者に優しい医療支援機器
システムの立案ができる
医療現場

技術開発現場
（工学）

•

•

高齢社会の医療経済問題を
理解し対応できる
世界標準を目指す医療
産業を創出できる

カリキュラム

LIMS教員による
個別のメンター制度

•
創薬現場
（薬学）

（医学）

企業からの講師陣を
含む充実した講義

•

LIMS

プレリサーチ、
QE審査を経て
特別研究へ

•

課題
•

加速する高齢社会

•

各現場の人々が考える
医療開発ニーズのギャップ

領域の垣根や常識を超えた
革新的な医療技術・医療支援
機器等を創出する人材

5年制
4年制

1年次
1年次

特別研究

(プレリサーチ)

2年次
2年次

3年次

学生（定員12名/年）

2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み
4. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」

指導・助言等

企業/公的機関/海外等へのインターンシップ

特別研究
演習・実習
講

5. インターンシップ

プログラム担当教員 による講義・実習

医療現場・開発現場を知り
社会的ニーズを把握

6. 平成29年度 外部評価委員会（LIMS 履修生によるポスター発表）

（プログラム担当教員の所属）
・医学研究科
・工学研究科 ・薬学研究科
・再生医科学研究所・経済学研究科・数理解析研究所

義

7. 平成29年度 医療工学特別講演会とHP等による広報活動

企業の開発者等 による医療工学特別講義

分野・産学官を横断した
幅広い知識を習得

（特別講義担当者の所属企業等）
・日立製作所

・浜松ホトニクス

8. 卓越大学院構想も含め、支援期間終了後の取組

・GEヘルスケア

・京都市ASTEM ・トヨタテクニカルデベロップメント 等

4年次
3年次

大学院横断教育プログラム推進センター

5年次
4年次
学
位
取
得

特別研究

異分野ゼミ：コロキウム（ホームルーム）

演習・実習

3. 外国人教員によるLIMS プログラムの評価とフィードバック

メンター（LIMS教員）

･･･

医療現場での実習

※
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
の
附
記

開発現場での実習（インターンシップ）
英語ディベートI~V
学際応用科目
倫理学、医療経済学講義

講 義

1. 第2回 フォローアップアンケート

教育研究実施体制

育成する人材像

医療工学特別講義
基盤科目（人体解剖学、生理学等）

社
会
に
貢
献
す
る
リ
l
ダ
l
の
輩
出

支援期間終了後の教育体制・学生支援・インターンシップ

医
・
工
・
薬
の
垣
根
を
越
え
て

1. 第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (P1-5)

2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P7)

5

第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (1)

7

キャリアパス委員会の設置（LIMS教授会2017年5月8日承認）

履修生・研究科指導教授にLIMSの取り組みへの理解が深まりつつある

Q. LIMSでの活動が研究科の研究内容に与える影響を点数で表すと?
(−3 ~ +3 の範囲で回答)

氏名

職名

研究科・専攻

1

委員長

森 泰生

教授

工学研究科・合成・生物化学専攻

2

委員

武田 俊一

教授

医学研究科・医学系専攻

3

委員

椎名 毅

教授

医学研究科・人間健康科学系専攻

研究科指導教授

履修生

4

委員

金子 周司

教授

薬学研究科・薬学専攻

2016年度アンケート

0.13

0.11

5

委員

木村 祐

特定准教授

学際融合教育研究推進センター

2017年度アンケート

0.83

0.91

6

委員

西 美幸

特定准教授

学際融合教育研究推進センター

7

委員

松橋 眞生

特定准教授

学際融合教育研究推進センター

8

委員

岡田 知久

特定准教授

医学研究科・脳機能総合研究センター

9

委員

高橋 めい子

特定講師

学際融合教育研究推進センター

Q. LIMSプログラムへの参加を決めた最大の理由
2016年度アンケート

1. 奨学金

2. プログラムの内容

2017年度アンケート

1. プログラムの内容

2. 奨学金

1. L4 履修生(7名)の進路希望調査
2. キャリア形成に関する相談会

1. 第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (P1-5)

2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P8-9)

6

第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (2)

キャリアパス委員会によるL4 履修生(7名)の進路希望調査

その理由として、昨年度以降の取り組みが功を奏しつつあると考えられる
1. 現在就職先として考えているのは企業、アカデミアどちらですか?
企業：3人
アカデミア：1人
残りは未定

第1回フォローアップアンケートや外部評価委員会での意見を反映した取り組みに対して、肯定
的な回答が得られた。

2. 1の考えを決めた一番の理由は何ですか?
• インターンシップでの経験から (就職希望先：企業)

1. 病院見学実習・医療工学特別講演会（ワークショップ）：
座学が多い：今後は「LIMSならではの実地(実習)を！」との履修生からの要望に応える
2. 遠隔システム（吉田-桂キャンパス間）による講義：

•

もともと企業の研究職に興味があったため (就職希望先：企業)
自分の発見に対する洞察力とリーダーシップを向上させる研究環境にいる必要が

•

あると思うのでアカデミックを希望 (就職希望先：アカデミア)
研究を続けたいため。海外ポスドクも志望先として考えているのはドイツでのイ

•

ンターンシップを経験し海外で自分が働くイメージができたから (未定)
将来の不安から (未定)

•

遠方の履修生の便宜を図るため、授業に応じて遠隔システムを採用
3. インターンシップの推奨：
参加した履修生とその指導教授からは
『インターンシップ参加が全員がプラスになった』
4. ホームページ：
プログラムへの理解をあげる為に見やすさを前面に出し、コラム、行事等について発信

企業・アカデミア・公的機関とも就職先の候補 (未定)
3. 希望就職先は入学時と現在で変わりましたか?
•

閲覧数合計：50,708 pv (Feb/2016-Jan/2017)が
59,368 pv (Feb/2017-Jan/2018)に増加 (+17%)

変わっていない：3人
変わった：2人

＊今後の課題：
留学生の増加に伴い、英語での講義、実習、講演会が望まれる。学内での講義、実習は極
力対応しているが、外部講師の講演会や学外実習へのさらなる対応が急務

4. 2018年1月に「キャリア形成に関する相談会」を計画しています。参加予定ですか?

53

8

2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P10-14 )

2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み

9

̶医工薬キャリアを実践してきた経験から̶

̶博士人材を求める企業の視点から̶

1月18日にオムロン本社にて実施された相談会
（講師：オムロンヘルスケア(株)技術開発統括部・学術開発部の四ノ宮部長、宮川氏）

テカンジャパン株式会社

オムロンヘルスケア株式会社

講師：代表取締役社長 伊藤 浩孝 氏
日時：平成30年1月17日(水)13時から15時30分
場所：LIMSセミナー室
内容：
1. 自己紹介
2. キャリアの変遷
• 中外製薬の研究

講師：技術開発統轄部 学術開発部 宮川 健 氏
日時：平成30年1月18日(木)15時から17時
場所：オムロン本社(京都府向日市)
内容：
1. キャリアパスについて
• 企業/会社がどんなところであるか
• 大学と企業のアウトプットの違い

GE ヘルスケアにおける戦略・マーケティング
テカンジャパンにおけるマネージメント
3. キャリアの方向性
• 企業で求められるコンピテンシーの事例
4. 質疑・応答（対話形式）

• 博士卒には何が求められるか など
2. 参加者の希望や現在の思いについて（対話形式）

•
•

11

キャリア形成セミナー／相談会 (3)

キャリア形成セミナー／相談会 (1)

オムロンヘルスケアはどのような会社かを説明いただき、血圧計の変遷、グローバ
ルシェア等に耳を傾けた。その後、宮川氏から企業と大学における研究職の役割・環
境の違いとともに、オムロンヘルスケアに入社するに至った経緯等をお聞きした。四
ノ宮部長からは、「博士取得者は、自ら提案することが大事」といったコメントをい
ただき、履修生から質問も活発に行われた。
最後に、四ノ宮部長、宮川氏、履修生のみでキャリアパスについて時間の許す限り
ディスカッションして終えた。

2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P10-14 )

3. 外国人教員による LIMS プログラムの評価とフィードバック (P15-17)

10

キャリア形成セミナー／相談会 (2)

12

3. 外国人教員による LIMS プログラムの評価とフィードバック
平成28年度以降：外部評価委員を産官学の識者17名に委嘱、

1月17日に実施された相談会（講師：テカンジャパン代表取締役社長伊藤浩孝氏）

毎年度末に外部評価委員会を開催
（委員会の日程調整等の事情により委員は国内から）
これを補完する目的でLIMSプログラムに参加する外国人教員からのフィードバック
Dr. Christian Altmann
Associate professor

Dr. Zenas Chao
Associate professor

LIMS担当科目：

*Tecan：1980年にスイスに設立された企業グループ
Liquid Handlingの自動化で認められたTecanの技術は、創薬やゲノム・プロテオーム
関連、そして臨床・診断分野において広く応用されている。

生理学

（演習タイプ科目）

（座学タイプ科目）

学生は所属研究科の学位研究に加えてプログ
ラムの研究を実施する必要があり、時間が不
足しがち

•

医療の現場を知るための実習を本プログラムの初期に導入

の方がよいのでは

15

  

•

プレリサーチ・ローテーション型演習（選択必修）として位置付

•

人間健康科学科の全面的協力のもとに実施
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養い、LIMSプログラムで実施する特別研究のテーマ設定に役立てる。
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LIMS履修生が総合医療開発リーダーとして成長するために必要な目を
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医療現場でのニーズや医療の将来について考える機会を提供する。
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LIMS履修生が京大病院で行われている医療の現場を十分に理解し、
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•

学生によって、モチベーションや講義への取
組みは様々
座学（生理学の講義形態）よりセミナー形式

平成29年度「病院見学実習」実施状況 (2)

背景：
フォローアップアンケート、外部評価委員会の指摘

•

4. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P19-21)

13

「病院見学実習」の背景・目的・到達目標

•

•

日本人・留学生の交流や共同で課題を実施す
る機会は貴重

•

4. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P19-21)

LIMS担当科目：

英語debate I-V、ホームルーム

   



  

   



      
     

   

  

   

到達目標：
人間健康科学Vに準じて設定

4. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P19-21)

4. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P22-28)

14
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平成29年度「病院見学実習」実施状況 (3)

平成29年度「病院見学実習」実施状況 (1)
参加者：5名
L1(M1) 野口勇貴、L1(D1) Mahmud Md Rasel Al

LIMS Õė÷(\ĕfà) éPKSFÒä

L2(M2) 秤谷隼世、西山美咲、小島莉果

Uû%é
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実習場所・日程及び参加者：
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病理部（8月1日）野口、西山



 

ɉɌɊŶƗ`fưbtÑɆɉȘCRbaɊxȟP^=ŶƗƘÊGbC=ƫƝ¹_eŧȸxǢ

    




E=VeÑɆxȟP^=ĘƁƶbţñeůƛxħh>'ĪǡäĭɌɊȘCRbaeÑɆĪǡ
(ǻǞxğEt`=Æk_Ƙ]GbCƫƝ¹eŧȸcƘ]JL`xħh>
)VeĪȷeÑɆxȟP^=ĆQqDcĔ[^CtÅcįP^=aeqDbǿǰxGK
t`qCeGbaxǢEtL`_=ĘƁƶbţñeůƛxħh>
*»×b`LvfaLG=VufbUGxǢĮRt>



薬剤部（8月8日）野口、西山、秤谷、小島
医療情報企画部（8月9日）野口、西山、秤谷、小島
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病歴管理室（8月9日）野口、西山、秤谷、小島
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外来受診体験実習（8月4, 7, 8日）全員




まとめ（8月11日）野口、西山、秤谷、小島
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検査部・輸血部（8月2日）Rasel、秤谷、小島
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5. インターンシップ (P29)

5. インターンシップ (P30)
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H28年度のインターンシップ実施状況について

インターンシップの実施について
H28年度
学年

•

昨年度は合計9件（海外7件、国内2件）

研究科・専攻・

履修者名

研究科指導教員

西谷 暢彦

松田 建児

教授

末永 和真

中條 善樹

教授

宇野 雅俊

白川 昌宏

教授

山口 一真

森 泰生

教授

五明 美香子

椎名 毅

教授

宮之原 遵

金子 周司

教授

Shamima Sultana

高橋 良輔

教授

Akter Salma

武田 俊一

教授

SAHA Liton Kumar

武田 俊一

教授

学年

研修先

工学
L3

合成・生物化学
工学

今年度は5件終了し、最終的には合計9件実施予定（海外8件、

L3

高分子化学

国内1件）

L3

分子工学
工学

フォローアップ・アンケートに見られるように、履修生、研
究科指導教授からもインターンシップ実施について肯定的な
意見
 LIMSプログラムにおけるインターンシップの意義が理解さ

L4

Ｄ２
医学

れつつあると考える

L2

医科学

•

支援終了後のインターンシップ体制については後述
（スライド37）

医学
医学
医科学

5. インターンシップ (P29)

研究科・専攻・

履修者名

学年
医薬創成情報科学

職名

研究科・専攻

特任教授

学際融合教育研究推進センター

岡村 均

委員

武田 俊一

教授

医学研究科・医学系専攻

3

委員

椎名 毅

教授

医学研究科・人間健康科学系専攻

2016.11.1〜2016.11.30

2017.3.1〜2017.5.25

（イタリア）
ノースカロライナ州
ダラム

2017.3.6〜2017.5.5

（米国）

研修先

薬科学

松本 明宏

髙倉 喜信

赤川 礼美

武田 俊一

教授

李 雪氷

掛谷 秀昭

教授

Ｄ2(L2)

4

委員

秋吉 一成

教授

工学研究科・高分子化学専攻

5

委員

掛谷 秀昭

教授

薬学研究科・医薬創成情報科学専攻

L1

6

委員

田畑 泰彦

教授

ウイルス・再生医科学研究所

L3

7

委員

木村 祐

特定准教授

学際融合教育研究推進センター

L2

8

委員

松橋 眞生

特定准教授

学際融合教育研究推進センター

合成・生物化学

水藤 拓人

梅田 真郷

教授

武田 俊一

教授

ZEIDAN Hala

坪山 直生

教授

小島 莉果

岡村 均

Mahmud Md
Rasel Al

Ｄ1(L1)
人間健康科学系

上久保靖彦

三浦 理沙子

秋吉 一成

教授

清水 直登

武田 俊一

教授

マンチェスター

Centre for the History of Science, Technology and Medicine

准教授

M2(L2)

2018.2.13〜2018.3.30

大府市

University of Manchester,

医学

2018.1.29〜2018.2.27

愛知県

老年学・社会科学研究センター

M2(L2)
前田 信太郎

セビリア
（スペイン）

国立長寿医療研究センター

教授

2017.11.6〜2017.11.24

（アメリカ）

Medicine (CABIMER)

薬学

人間健康科学系

ヒューストン

Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative

Ｄ1(L3)
医薬創成情報科学

テキサス州

Department of Biochemistry & Molecular Biology

医学

2017.10.19〜2017.11.20

（ドイツ）

University of Texas Medical School at Houston,

D3(L5)
医学

2017.10.10〜2017.12.13

ボン

Bonn-Aachen International Center for Information Technology
(B-IT)

医学

L2

ボン

University of Bonn,

工学

2017.9.1〜2017.11.30

（米国）

（ドイツ）

(B-IT)

医薬創成情報科学
Ｄ1(L3)

L5

ピッツバーグ

Bonn-Aachen International Center for Information Technology

薬学
L3

間

2017.7.1〜2017.8.31

ペンシルベニア州

Department of Pathology
University of Bonn,

医学

期

イエナ
（ドイツ）

University of Pittsburgh,

教授

医学
L2

所在地

Department of Molecular and Applied Microbiology

薬学
L3

20

Hans Knöll Institute,

教授

Ｄ１(L3)

2

ミラノ

研究科指導教員

堂上 久美子

Ｄ2(L4)

氏名

所沢市

National Institute of Health Sciences (NIEHS)

薬学
L4

福山 秀直

埼玉県

Instituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM),

H29年度のインターンシップ実施状況について

H29年度
学年

委員長

（米国）
総合技術開発センター

2016.10.14.〜2016.11.10

5. インターンシップ (P30-53)

18

LIMS インターンシップ委員会名簿

1

Research Laboratory

医療機器事業本部

National Institute of Health (NIH),

Ｄ１(L３)

2016.10.6〜2016.11.4

ボストン

DNA Metabolism Laboratory

Ｄ１(L１)
L3

ダラム
（米国）
マサチューセッツ州

Departments of Radiology and Neurology, Neuroprotection

日本光電工業株式会社

Ｍ２
医学
L1

ノースカロライナ州

Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School,

薬科学

2016.9.1〜2016.9.30

（カナダ）

Gilgan Centre

Pratt School of Engineering

薬学
L4

トロント

Duke University,

Ｄ２

2016.7.4〜2016.7.29

鎌倉市
オンタリオ州

The program in Neuroscience and Metal Health at Scikkid's Peter

Ｄ２
人間健康科学系

2016.6.14〜2016.9.2

神奈川県

University of Toront,

合成・生物化学
医学

L4

イサカ
（米国）

基礎研究センター

医薬研究所

Ｄ１

•

（米国）

Department of Materials Science and Engineering
東レ株式会社

間

2016.6.8〜2016.8.1

ニューヨーク州

Cornell University,

Ｄ１
工学

期

ブルーミントン

Department of Chemistry

Ｄ１

•

所在地
インディアナ州

Indiana University,

2018.2.17〜2018.4.8

（イギリス）
メリーランド州

National Human Genome research institute (NHGRI),

ベセスダ

Translational and Functional Genomic Branch

2018.2.28〜2018.3.23

（米国）

H30年度
工学
L2

高分子化学
医学
医学

2018.夏予定

（米国）

Centre national de la recherche scientiﬁque（CNRS),

パリ

Institut de Biologie Intégrative de la Cellule

Ｄ1(L1)

5. インターンシップ

シカゴ

Institute for Molecular Engineering

M2(L2)
L1

イリノイ州

The University of Chicago,

2018.夏予定

（フランス）

6. 平成29年度 外部評価委員会 (P55-73)

21

インターンシップの推進：渡航先選定への履修生の不安を解消する取り組み (1)

23

LIMS 履修生（L3〜L5）によるポスター発表
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1. 産学交流大学院研究発表会兼インターンシップマッチング交流会 (2017/06/26開催)
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•
•
•

プログラムを代表し、L2秤谷隼世君が企業関係者にLIMSテーマについて口頭発表
企業関係者への履修生ポスター発表6件
特定教員3名参加
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Functional and M orphological Analysis of the Transverse Arch of the Foot by
Using Precise Pressure Sensors and 2D Ultrasound
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Development of Functional Optical Materials for Quantifying
Biomolecules Based on Organic - Inorganic Hybrids
ĹŎƑĉŠƽ_Ue_ƬÆ8ƣÆqĄƻmÄƁ[PUÆŻķæ¹Ąƻ_¸ž
SUENAGA Kazumasa
(Department of Polymer Chemistry, Graduate School of Engineering7

ZEIDAN Hala
(Human Health Science, D1
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Background: Hallux V algus (HV ) is the

individual sensors attached directly on the skin

deviation of the hallux from the middle line. It is

under the M TH and connected to a computer.

said to alter foot function and weight bearing
patterns, to cause pain in the forefoot, gait
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While the heights of the sesamoids and the M TH
were measured using a weight-bearing ultrasound

abnormalities and difficulties in shoes fitting

device. The measurements were done in three

increase risk of falling, and intervenes with other

positions: sitting, quiet standing and 90% weight

toes’ alignments.

shift on test-leg (simulating the terminal stance).

The transverse arch (TA ) is defined as the
distance between the first and the fifth metatarsal

㻞㻜㻝㻠㻛ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ⏕

heads (M TH). TA absorbs and propels forces
during gait, prevents from injuries. There is also a
link between toe deformities and TA ’ s height.
A t terminal stance of a gait cycle, the contact is
mainly on the forefoot where 90~100 percent of
the body weight is being supported. Pressure
distribution under the foot has been studied widely
using different methods. M eanwhile, the pressure

ᮍ

under M TH was measured based on areas instead
of specific location to each of them.
Purpose: 1) Develop a device that measures the
pressure specifically under the M TH.
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Figure 2. Ultrasound Imaging Device

2) Find a link between M TH pressure distribution
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Results: Our analysis of ultrasound images have
shown no significant differences between M TH

and M TH heights.

heights

M ethods: Feet were divided into two groups: 1)
without-HV , 2) with-HV (HV 20º). The pressure

㻠

between

groups

in

all

positions;

significance was observed in 90% standing on L S.

distribution under the M TH was measured using

㻢

References:
1) M atsubara, K . et al. Journal of Foot and
A nkle Research. 2017.
2) K avlak, Y . et al. Turkish Journal of
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Physiotherapy and Rehabilitation. 2015.
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I nternship: M y internship is planned for February
2018 in NCGG where I will take part in a study
about elderly patients with Sarcopenia and their
Figure 1. M etatarsal Heads’ Sensors
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M y research purpose in the L IM S program
is the development of biosensors based on
stimuli-responsive luminescent dyes which
are capable of presenting bright emission only
in the aggregation state. In particular, I
selected glutathione as a target molecule
because of its crucial roles in buffering
oxidation/reduction conditions in the cells.
Indeed, various bioprobes have been already
developed for facile detection of glutathione.
However, it is still challenging to monitor the
time-course of changes in glutathione
concentration in real-time. In order to obtain
the new perspective in the material design, I
focused on the peptide mimetic materials
(peptoids, Figure 1) which are studied in Ober
laboratory at Cornell University because of
their wide versatility. Thus, I evaluated
potential of the peptoids as a scaffold for
constructing desired sensing materials.
I worked on the development of the stimuliresponsive optical unit for realizing the sensor
peptoids which can show signal changes by
the conformation changes of a scaffold. By
employing the drastic change in optical
properties of spiropyrane derivatives, the
target molecule was designed. A ccording to
Scheme 1, I synthesized the spiropyrane
derivative, and the validity of the synthesized
unit is currently under investigation.
A dditionally,
I
gathered
information
regarding basic properties and applicability of
peptoids for sensing materials.

muscle mass changes with accurate nutrition.
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Nanochemistry for Alzheimer's Disease
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Place of internship
Cornell University, Department of M aterials
Science and Engineering
Host Supervisor
Professor Christopher K . Ober
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Nobuhiko Nishitani
(L4, Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering7
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1. L IM SǜȀĀÞKÁȡ

2. 実施済履修生によるノウハウ提供（web レポート作成）
•

O
HO
MeO

Scheme 1. Synthesis of the spiropyrane unit.
So far, I have accomplished to obtain the
series of stimuli-responsive luminescent dyes
such as mechanical forces and temperature
changes during the L IM S program. It can be
expected that advanced sensing materials with
the desired functions could be obtained by the
combination with these environment-sensitive
dyes and designed foldermers.

M ember of Ober Lab.

䚽
- 17 -

㻣

Figure 1. Comparison of chemical structures
between peptides and peptoids.

Self-assembly is a process that molecules

୕ᾆ䚷⌮⣪Ꮚ

2-D

structure

scanning

of

tunneling

(Figure 1).

microscopy (STM ), we can observe surface

associated

with

various

neurodegenerative

structures

By
of

using

2-D

self-assembly

at

the

single-molecule level. I have repotted the method

Ĩȇ1XǻǬ9 [Zȫķñ100nmǇǏKȉ
ťȇF,Zefrr(Exo)Lŷ?I{ 
v hf aG:EÕƪ9[E-Z ŹƋœ
LExo^ȥȠ: ?ĜȲœŎÈKŉȭȆK¾Ǩ
” ^L IM SĀÞxG:E0Y  7[RFJ

diseases such as A lzheimer’ s disease and

that enables us to quantify and estimate the

ExoKƨǞǗƫºƍ^ĘBE3? ŤȣǈJ

Parkinson’ s disease. The key component of A  is

effects

Exo{ v hf aG :EKȥȠJLg

the  sheet that has two dimensional (2-D)

stabilization of self-assembled structure.[1,2] The

of

intermolecular

interactions

on

self-assembled structures, and it is known that the

result will allow for a fully understanding of the

formation is promoted by surfaces. I envision that

early stage of A  formation.

the fundamental research of the early stage of A 
formation

⏕యᶵ⬟㧗ศᏊ

cooperative self-assembly

aggregate via noncovalent interactions and form
periodic nano structures. A myloid beta (A ) is
one of the self-assembled biomolecules, and is

LIMSwiki（内部限定ページ）内に、先輩たちがどのようにして渡航先を決めた
かがわかるようにレポートを作成。最終的にはホームページ公開を検討

on

a

surface

will

allow

for

`n(M )JWZExoKŔY ĠS^»Ǯ
<ZǱȡ2,Z2 >KW. IExoK¾ǨL
þǖ9[E-I- >7FȈĀÞFLExoK

In addition to the research in LIM S, I will
show about my activities in LIM S: the first prize

M PKŔY ĠSȢƄ^ȒǈJlcpƄĊJ
WZExoǘĵ^ȴú:?Exo¹ĝƨK¾Ǩ^

development of a remedy or an inhibitor against

at

Techno

ńSZExoǘĵKȴúJĩ:ELDNA K2

A lzheimer's disease.

Renaissance Japan, and international internship at

ȈĤðƆǤ^ȥȠ<Z7G^ńSZ <I]

In my L IM S research, I focused on a

Idea

Competition

of

Nikkei

Indiana University in the U.S (Figure 2).

A >Kǳȑ^Ĉ-JƜȂǈI2ŖȱKDNA
FŚű:?2ŖȱKExo^ƿƉ: 7[^ģĝ
<Z7GFExo¹ĝƨKƿƉ^ȒĻ<

་Ꮫ

ǒšKȺ ȻKȒǈ^ƳƆ:?@5FI4 
°ƷÌ^áȚ<ZØŝIƾÎ^ǛZ7G2F
3?
2.2 ĞĩmndFKŨƪę¬

Scientific

Conference,

12/22-23,

M ae Fah

University School of M edicine, Thailand) ǠȈ
KĞȌ½ȁĂKƄǏ ȳĴ@5FI4  ġR

Figur e 1. STM observation of cooperative 2-D self-assembly at the liquid/solid interface.
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2.1. L IM Scsmv 
Figur e 2. Pictures at Idea Competition of Nikkei Techno Renaissance Japan and international
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internship at Indiana University in the U.S.
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5. インターンシップ
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8/30~12/2KÎ ǿĞv whƭÅ ÅǸ
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7. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動(P75-76)

22

インターンシップの推進：渡航先選定への履修生の不安を解消する取り組み (2)

H29年度 医療工学特別講演会 (第2回)
日時：2017年5月30日
I. 報道発表 14:00 ~ 15:00

3. インターンシップ報告会／L1 向けインターンシップ説明会 (2017/12/27開催)
•

•

2017年度インターンシップ実施履修生のうち6名が、教員・履修生が集う「ホームルーム」にお
いて報告・ディスカッションを実施
L1 学生には事前にインターンシップの目的・手順等概要および企業マッチング用IDMシステム
の説明会を行った

司会
登壇者

大菊

鋼

上本 伸二
渡邉 大
近藤 輝幸
黒田 智宏
井手口 直子

医学研究科 管理棟2階小会議室

医学URA室長
LIMS プログラム実施責任者 医学部長・医学研究科長
LIMS ユニット長 大学院医学研究科・教授
LIMS 協議会委員 大学院工学研究科・教授
LIMS 担当教授 附属病院医療情報企画部長
LIMS 外部評価委員 帝京平成大学薬学部・教授

II. 第 3 回 医療工学特別講演会 15:00 ~ 17:00小会議室
司会
演題
講師

杉山 梨恵

先端科学研究棟1階 セミナー室

医学・病院地区URA

薬剤師の役割と連携 〜 ケースで考える医工連携
井手口 直子 先生（帝京平成大学薬学部 教授）
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7. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動(P78-79)

7. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動
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平成24年度採択

医学研究科 管理棟2階小会議室

Training Program of Leaders for Integrated Medical System for Fruitful Healthy-Longevity Society
世界に先駆ける超高齢社会の日本モデル
−求められる総合医療と新たな医療産業−

登壇者

上本 伸二
近藤 輝幸
足立 壮一
山川 みやえ
木下 彩栄
青山 朋樹

複合領域型 ー生命健康ー

京都大学
充実した健康長寿社会を築く
総合医療開発リーダー育成プログラム(LIMS)

日時：2017年11月21日
I. 報道発表 13:00 ~ 14:30

LIMS プログラム実施責任者 医学部長・医学研究科長
LIMS 協議会委員 大学院工学研究科・教授
LIMS 担当 大学院医学研究科・教授
LIMS 外部評価委員 大阪大学 大学院医学系研究科・准教授
医学研究科・教授
医学研究科・准教授

プログラムの特色

急性期ケア・治療

健康長寿とＱＯＬ向上
高齢者の社会参画

•

2017年7月2日（日）京都大学の他のリーディン
グプログラムと合同でオープンキャンパスを実施

•

特定教員（高折准教授、木村准教授、松橋准教授、
西准教授、東森講師）が中心となり企画

長期療養

リハビリテーション施設

医療費の抑制

診断・治療機器

医療・福祉・在宅ケアの統合

人体解剖学や生理学など医学部卒業生に匹敵する知識習得
附属病院・関連医療機関，高齢者施設等での研修を通じた
現場ニーズの理解
医療政策，医療経済，医療倫理，知的財産・国際標準化等
社会における医療ルールの学修

移動、公共の場
での健康モニター
事故の予見・防止

個人の生活全体を考慮した支援システム
良い生活習慣による疾病・障害の予防
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福祉施設

認知行動機能賦活
全身の調和
補綴機能

病院

加齢

総合医療

உᲬଐᲢଐᲣ
 ᳸ 
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高齢者に優しい総合医療システムの開発

高度な工学知識・技術に基づいた
先端医療システムを開発

社会や医療現場のニーズに立脚して総合
医療システムを開発する医工学人材と
これを統率するリーダー

介護機器サービス
時代に即した三世代互助

࠰

医学の知識・技術を活用し、
医療・生活支援
システムや、
新しい医療産業市場を創出

協力企業・組織の講師による特別講義やインターンシップ，
社会実証研究への参画により，社会需要に発した技術の創出・
統合を柔軟に行えるセンスを養成
履修生ごと の LIMS 指導教授・メンター教員によるきめ細かな
サポートのもと，自ら評価基準，規制のあり方や政策決定の
根拠提示が行える俯瞰力やコミュニケーション能力を習得

健康を増進する家
作業・娯楽支援

緩和ケア施設

地域社会に開かれた医療支援

診療所
かかりつけ医

働ける限り働きつつ健康維持

在宅ケア

住宅

演題
講師
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基礎医学記念講堂

藤森工業部門にて最優秀賞を受賞
発明したアイデアを企業と共願で特許化
日本経済新聞社主催のアイデアコンテストにおいて
M2 履修生の3名によるプレゼンテーションが企業
部門最優秀賞を獲得！
履修生はLIMSスペースでアイデアをまとめあげ，
企業との共願による出願作業も行いました．
（特願2015-151542）

認知症ケアから極める超高齢社会への看護学の社会実装
山川 みやえ 先生（大阪大学 大学院医学系研究科保健学専攻 准教授）

学際応用科目
「低侵襲治療学」
腹腔鏡下膵切除手術の見学や手術シミュレータ
による模擬体験を実施しています．
（京都大学医学部付属病院）
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LIMSプログラムによる総合医療開発リーダーの育成

II. 第 3 回 医療工学特別講演会 15:00 ~ 17:00小会議室
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7. 第2回オープンキャンパス in 東一条館への参加

H29年度 医療工学特別講演会 (第3回)

基盤科目
「人体解剖学」
系統解剖を体験するとともに，バーチャル画像や
樹脂模型を使い，立体的に人体の「構造」
と
「機能」の
連関を理解します．

総合医療開発リーダー



ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠍䠍᭶䠒᪥㻌

特別研究

インターンシップ

学際応用科目「医療・生活支援システム学」
介護施設で筋力トレーニングプログラムに参加し，
予防やリハビリテーションの重要性について理解を
深めています.

㻌

海外インターンシップ
業インタ ン
企業インターンシップ

学際応用科目
医療・生活支援システム学

研修

英語ディベート

病院、高齢者施設
官公機関
国際機関（認可・政策）

等

基盤科目
数理科学



医療経済論
知的財産&国際標準化

等

薬学

選考時のプレゼンテーション

医療経済学

人体解剖学
生理学

生体シミュレーション
機器評価シミュレーション

工学

医学・生物学

医療特論

䝕䝄䜲䞁ᏛᏛ㝔㐃ᦠ
䝥䝻䜾䝷䝮

授賞式にて
(M2遠野宏季さん，松本朋子さん，西谷暢彦さん）
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DATA
［ 学 生 募 集 人 数 ］ 名／年
［現在の学生数］名（医学 , 薬学 , 工学 ）
［プログラム担当者数］ 名
［参画研究科・組織等］
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約3万人の医療従事者が参加する学会での特別展示
英語ディベート
第29 回日本医学会総会 2015 関西において，
協力企業・組織と履修生のアイデアを組み合わせ 通常のクラスに加えて，Max Planck 認知神経科学
医療イノベーションへ向けた技術・システム提案 研究所名誉所長 Robert Turner 先生を招聘し，
履修生による研究・履修内容紹介，教員も交えた
を行い，さまざまなご意見をいただきました．
ディベートを行いました.（2014/10/20-21実施）
（2015/04/11-13 開催; 国立京都国際会館）

7. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動 (P77, 80-94)
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学外合同ワークショップへの参加
M2 履修生 松本さん（写真）の班が最も興味深い
まとめを行った３班の１つに選ばれました．
（2014/06/27開催「中長期研究インターンシップ
実施に向けた学生・教職員・企業担当者の集い」)
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医療施設 、官公機関

等

演習・実習

協力企業・組織

Ꮫ䞉⛉Ꮫグ⪅䜽䝷䝤㻌 ᚚ୰㻌 㻌

〈研究科〉医学研究科 薬学研究科
工学研究科 情報学研究科
〈研究所・ユニット等〉
数理解析研究所
ウイルス・再生医科学研究所
統合複雑系科学国際研究ユニット
〈その他〉 医学部付属病院

履修生へのきめ細かな指導
研究科指導教授に加えて，LIMS 指導教授 1 名と
メンター 1 名をそれぞれ配置し，研究テーマや
履修計画，将来のキャリアパス形成に対して
綿密にサポートを行っています．

［雇用教員・職員］名
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特定教員名、事務職員名
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※資料内に記載の学年等は、作成時のものです。

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)
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8. 大学院横断教育プログラム推進センター (1)

H29年度 医療工学特別講演会・記者発表
LIMS ホームページ

大学院横断教育プログラム推進センター設置に向けて
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大学院共通・横断教育実施体制専門委員会

ᮏᑓ㛛ጤဨཎࡢసᡂࡀクࡉࢀࡓࠋ
 ᮏጤဨࡣࠊྠᖺ㸯㸰᭶㸵᪥➨㸯ᅇࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯᭶㸰㸱᪥➨㸰ᅇࡢጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ

所属・職

クࡉࢀࡓ᳨ウ㡯ࡢ࠺ࡕࠊᏛ㝔ඹ㏻࣭ᶓ᩿ᩍ⫱ࡢᐇయไ㛵ࡋ࡚ඛ⾜ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㸯᭶㸰㸱᪥ࡢ୰㛫ሗ࿌ࡋ࡚ᥦฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮏጤဨࡣࠊ ⿵ຓᮇ
㛫⤊ᚋࡢ㐠Ⴀయไ㛵ࡍࡿ᳨ウ╔ᡭࡋࠊྛ  ᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸู⣬グ㍕᪥⛬
࡛ࡢពぢ➼ࢆᐇࡋࡓᚋࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸳᭶㸯㸵᪥㛤ദࡋࡓ➨㸲ᅇࡢጤဨ࠾࠸࡚ࠊ

薬事日報（2017年6月5日）

௨ୗࡢ࠾ࡾ᳨ウ⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢෆᐜࢆ᭱⤊ሗ࿌ࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࠋ

ロハス・メディカル（2017年11月25日）
医学と工学、組織と文化の壁を越えた人材育成

理事補（教育担当）

㸦㸯㸧᥇ᢥ≧ἣ
 ࡣࠊࠕඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࢆಠ▔ຊ⊂ຊࢆഛ࠼ᗈࡃ⏘Ꮫᐁࢃࡓࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿ
࣮ࣜࢲ࣮ᑟࡃࡓࡵࠊᅜෆእࡢ➨୍⣭ࡢᩍဨ࣭Ꮫ⏕ࢆ⤖㞟ࡋࠊ⏘࣭Ꮫ࣭ᐁࡢཧ⏬ࢆᚓࡘࡘࠊ
ᑓ㛛ศ㔝ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚༤ኈㄢ⛬๓ᮇ࣭ᚋᮇ୍㈏ࡋࡓୡ⏺㏻⏝ࡍࡿ㉁ࡢಖドࡉࢀࡓᏛࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏࣭ᒎ㛤ࡍࡿᏛ㝔ᩍ⫱ࡢᢤᮏⓗᨵ㠉ࢆᨭࡋࠊ᭱㧗Ꮫᗓ┦ᛂࡋ࠸Ꮫ㝔ࡢ
➹⪅ู⣴ᘬ䠄༑㡢㡰䠅

⇃⏣ᜨ

氏名

備考

村中孝史

１号委員

杉野目 道 紀

２号委員

㸯 ᮏᏛ࠾ࡅࡿ  ࡢ᥇ᢥ≧ἣᐇయไ

京大大学院の取り組み｜ロバスト・ヘルス

ி㒔ᏛᏛ㝔䛷་ᕤ㐃ᦠ䛾䛷䛝䜛ேᮦ䜢⫱䛶䜛䝴䝙䞊䜽䛺䛂⥲ྜ་⒪㛤Ⓨ䝸䞊䝎䞊⫱ᡂ䠄䠨䠥䠩䠯䠅䝥䝻䜾䝷䝮䛃䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹グ⪅Ⓨ⾲䛜⾜䜟䜜䛯䛾䛷ฟ䛛䛡䛶䜏䜛䛸䚸་Ꮫ



副学長（共通教育担当）

ᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿᴗ࡛࠶ࡿࠋࠖ㸦Ꮫ⾡⯆ 㸧

་Ꮫ䛸ᕤᏛ䚸⤌⧊䛸ᩥ䛾ቨ䜢㉺䛘䛯ேᮦ⫱ᡂ䚷ிᏛ㝔䛾ྲྀ䜚⤌䜏

ᮏᏛ࠾࠸࡚ࡶࠊ௨ୗࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘࡽ㡰ḟᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ䛾ᇶᖿⓗ་⒪ᶵ㛵䛻㓄⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛄䝻䝝䝇䡡䝯䝕䜱䜹䝹䛅䛾Ⓨ⾜ඖ䛜䚸

三浦和幸

３号委員

田頭吉一

４号委員

副学長（教育改革担当）

有賀哲也

５号委員

伊 藤 紳三郎

５号委員

国際高等教育院

࣭ி㒔ᏛᏛ㝔ᛮಟ㤋㸦௨ୗࠕᛮಟ㤋ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠸࠺ࠋ㸧

䛭䛾⤒㦂䛸ேⓗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏕䛛䛧䚸⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䛾䛒䜛ᗣሗ䜢ཝ㑅䛧䛶䛚ᒆ䛡䛩䜛䝃䜲䝖䛷䛩䚹
ሗ䛿䛝䛟䠔䛴䛾䜹䝔䝂䝸䞊䛻ศ㢮䛥䜜䚸ྑୖ䛾䜹䝔䝂䝸䞊䝪䝍䞁䛛䜙䚸䛭䜜䛮䜜䛾䝨䞊䝆䜈⛣ື䛷䛝䜎䛩䚹

財務部長
教育推進・学生支援部長

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⏕ᏑᏛᏛ㝔㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗࠕࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
࣭ࢹࢨࣥᏛᏛ㝔㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗࠕࢹࢨࣥᏛࠖ࠸࠺ࠋ㸧
࠸࠺ࠋ
㸧

 ⊂⮬グ䡘 ᖺ᭶᪥  䡘䝖䝷䝑䜽䝞䝑䜽䠄䠅
0

ツイート

ࠖ

࣭ᐇࡋࡓᗣ㛗ᑑ♫ࢆ⠏ࡃ⥲ྜ་⒪㛤Ⓨ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗࠕ

་Ꮫ䛸ᕤᏛ䚸⤌⧊䛸ᩥ䛾ቨ䜢㉺䛘䛯ேᮦ⫱ᡂ䚷ிᏛ㝔䛾ྲྀ䜚⤌䜏

࣭㟋㛗㢮Ꮫ࣭࣡ࣝࢻࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ࣭࣮ࣜࢹࣥࢢᏛ㝔㸦௨ୗࠕ ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
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㸦㸰㸧⌧ᅾࡢᐇయไ

䝷䝮䛃䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹グ⪅Ⓨ⾲䛜⾜䜟䜜䛯䛾䛷ฟ䛛䛡䛶䜏䜛䛸䚸་Ꮫ䛸ᕤᏛ䛾⤌⧊䛾ቨ䜢㉸䛘䛶ྲྀ䜚⤌䜣

ձ ᐇయᏛ

䛷䛔䜛䛸䛔䛖㠃ⓑ䛔ヰ䜢⪺䛡䛯䚹

ᮏᏛ࠾ࡅࡿ  ࡢᐇయࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋࠊ

䝻䝝䝇䞉䝯䝕䜱䜹䝹ㄽㄝጤဨ䚷⇃⏣ᜨ

ࠊࢹࢨࣥᏛࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ」ྜ

㡿ᇦᆺࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊ」ᩘ㒊ᒁࢃࡓࡿ㝔⏕ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡ
◊✲⛉ࡣูᩍ⫱ࣘࢽࢵࢺࡀᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡀᐇయ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟ
⪅ࡣࠊᡤᒓ◊✲⛉࡛ࡢᏛᑂᰝࢆ⤒࡚ᙜヱ◊✲⛉ࡢᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟࡀグࡉࢀ


8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)
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9. 大学院横断教育プログラム推進センター (2)
大学院横断教育プログラム推進センター設置（平成30年4月1日）

センター長：
㈨ᩱ㸴

•

1. 体制構築

㸦ᵝᘧ㸯㸧

㸦ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸯㸱᪥⥲㛗ᐃ㸧
➨㸯

ி㒔Ꮫࠊி㒔ᏛᏛ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸦௬⛠ࠋ௨ୗࠕࢭࣥ

ࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨㛵ࡍࡿ㔜せ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⨨ࡃࠋ
➨㸰

ᩍ⫱ᢸᙜࡢ⌮㸦௨ୗࠕᢸᙜ⌮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧

2

⥲㛗ࡀᣦྡࡍࡿ⌮ཪࡣᏛ㛗

3

ྛ◊✲⛉㛗

4

◊✲ᡤ㛗ཪࡣࢭࣥࢱ࣮㛗

5

ྛ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࣉࣟࢢ࣒ࣛࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

6

㈈ົ㒊㛗ཬࡧᩍ⫱᥎㐍࣭Ꮫ⏕ᨭ㒊㛗

7
㸰

㒊

ᒁ

ྡ Ꮫ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮



㡯

ྡ Ꮫ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨

⤌ ⧊ ࡢ ⱥ ㄒ ྡ         

༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࠊᏛグ
ࠕᏛ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
ᮇᚅࡉࢀࡿ༟㉺Ꮫ㝔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿ◊✲⛉➼ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ

⤌

⧊

ࡢ

┠

ⓗ ࡚ࡑࡢ㐠Ⴀ༠ຊ࣭ᨭࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᏛ㝔ᨵ㠉ࡢ᥎㐍ཬࡧ
ᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸦ほⅬ㸯㸪㸰㸪㸱㸪㸵㸧
ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࡽᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸

➨㸲

ࡘࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ௨㝆㡰ḟ฿᮶ࡍࡿ⿵ຓ㔠ᥐ⨨ᮇ㛫
⤊ᚋࡶࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡋࡘࡘࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⥅⥆ࡋᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡋ࡚
࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⌧⾜యไୖࡢㄢ㢟ࡢඞ᭹ࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ
༨ࡵࡿࡇ࡛ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢほⅬࡽ༑ศࡣゝ࠸㞴࠸ࡇࠊ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸

ጤဨࡣࠊጤဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡀฟᖍࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ጤဨࡣࠊᚲせㄆࡵࡿࡁࡣࠊጤဨ௨እࡢ⪅ࢆฟᖍࡉࡏ࡚ㄝ᫂ཪࡣពぢࢆ⫈ࡃࡇ

•

ࡢ⤌⧊ⓗ㈐௵ࡢᡤᅾࡀ᫂☜࡛࡞ࡃࠊ≉ᩍ⫱ࣘࢽࢵࢺᩍᤵࡢᐇ㉁ⓗᶵ⬟ࡀ㊊
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ᪩ᛴᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ጤဨ㛵ࡍࡿົࡣࠊᩍ⫱᥎㐍࣭Ꮫ⏕ᨭ㒊ᩍົ⏬ㄢ࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ

➨㸵

ࡇࡢせ㡯ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊጤဨࡢ㆟ࡢ㐠Ⴀࡑࡢᚲせ࡞㡯ࡣࠊጤဨࡀ

•

ࡲࡓࠊᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ༟㉺Ꮫ㝔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࠊ
ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ௨㝆ᮏᏛ࠾࠸࡚」ᩘࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥇ᢥࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿ

コーディネーター、各研究科の大学院・教育制度委員会委員等が参加
プログラム関係者以外の委員が過半数→第三者的視点を確保

ࡀࠊᙜヱࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶᏛ㝔ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࡶᮏᏛ࡛ࡣᏛグ➼

ᐃࡵࡿࠋ

ࡢᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࢆᢸ࠺ࡇࡽࠊୖグ࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛྠᵝᏛⓗ࡞

๎

ᐇయไࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸯 ࡇࡢせ㡯ࡣࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸯㸱᪥ࡽᐇࡍࡿࠋ

ࠕᏛ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡣ⥲㛗ᣦྡࡼࡿࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆ

㸰 ி㒔ᏛᏛ㝔ඹ㏻࣭ᶓ᩿ᩍ⫱ᐇయไ᳨ウጤဨせ㡯㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸯᭶㸶᪥⥲㛗

⨨ࡁࠊ⥲㛗ཬࡧᇳ⾜㒊ࡼࡿᣦᑟ࣭㈐௵యไࢆᢸಖࡋࡘࡘࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀࠕᏛ
㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀ༠㆟ࠖࢆ⤫ᣓࡋࠊྛ◊✲⛉㛗ࡢ༠ຊࡢࡶᏛ㝔ᶓ

ᐃ㸧ࡣࠊᗫṆࡍࡿࠋ

᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ㡯ࢆᑂ㆟࣭Ỵᐃࡍࡿయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࠋ

各プログラム教授会：

ࡇࡢ㐠Ⴀ༠㆟ࡣᅜ㝿㧗➼ᩍ⫱㝔㛗࣭ᩍ⫱㝔㛗ࡀཧ⏬ࡋࠊᩍ⫱㝔ࡢᏛ㝔ඹ
㏻ᩍ⫱ᇶ┙ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇ࡛ࠊᏛ㝔ඹ㏻࣭ᶓ᩿ᩍ⫱యࢆಠ▔ࡋࡓయ⣔ⓗ

ไ

国際高等教育院・院長、副院長が参画
教育院の大学院共通教育基盤との連携を図る
大学院横断教育全体を俯瞰した体系的な議論を行う

運営委員会：

࡚ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⣽㒊ࢃࡓࡾᑂ㆟ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ◊✲⛉➼ࡼࡿ᪤Ꮡࡢ༤ኈ

ᚲ せ ᛶ ࣭ ⥭ ᛴ ᛶ ㄢ⛬㐠Ⴀࡣ┦ᙜ␗࡞ࡿ㐠Ⴀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛཧ⏬ࡍࡿ◊✲⛉➼

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸴

㝃

•

保証

⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨࡢᵓᡂဨࡢ㐣༙ᩘࢆྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ௦⾲⪅ࡀ
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2. 教育の質
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総長が指名し、総長及び執行部による指導・責任体制を担保
「大学院横断教育プログラム運営協議会」を統括
各研究科長の協力のもと大学院横断教育プログラムの運営に関する重要事
項を審議決定
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3. 安定性

ཧຍࡉࡏࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ಀ⪅௨እࡢ⪅ࡀ㐣༙ᩘ࡞ࡿࡼ࠺➨୕⪅ⓗどⅬࢆ☜ಖࡍ

ᥦゝᇶ࡙ࡁࠊᮏᏛᏛ㝔⨨ࡃி㒔ᏛᏛ㝔ᶓ᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸦௬

•

ࢭࣥࢱ࣮ࡣྛ࣮ࣜࢹࣥࢢᏛ㝔ཬࡧྛ༟㉺Ꮫ㝔ࢆ⨨ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩍᤵ

᩿ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮タ⨨‽ഛጤဨࢆ⨨ࡃࡶࠊྠጤဨ㛵ࡋᚲせ࡞

ࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡍࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ಀࡍ

㡯ࢆᐃࡵࡿࡓࡵࠊࡇࡢせ㡯ࢆไᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿ◊✲⛉ࠊᑓᨷࠊ◊✲ᡤ➼ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⣔➼ࡢྠពࢆᚓࡓୖ࡛⤌⧊ࡋ࡚ཧ⏬
ࡍࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡢࣘࢽࢵࢺᩍᤵẚࡋ࡚ࡑࡢᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࠊ㈐௵ࡢᡤᅾࢆ᫂☜
࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ⿵ຓ㔠ᥐ⨨ᮇ㛫⤊ᚋࡢᏳᐃⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀ⧅ࡀࡿࡇࡀᮇ

研究科・専攻・研究所等は学系等の承認を受けた組織として参画
従来のユニット教授会と比較して機能と裁量を高め、責任の所在を明確化
→ 支援（補助金措置）期間終了後の安定したプログラム運営

ᚅࡉࢀࡿࠋ

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)
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9. 大学院横断教育プログラム推進センター (3)

支援期間終了後の教育内容について

•

大学院横断教育プログラム推進センターの設置について

•

目的
補助金措置期間終了後の博士課程教育リーディングプログラム及び今後採択が期待される卓越大学院教育プログラムについて、関連する研究科等が責任を持ってその

現在

運営に協力・支援する枠組みを整備するとともに、大学院改革の推進及び学位付記プログラムとしての教育の質保証を実現するため、全学的な実施体制を構築する。
総

【現 状】

長

【新体制】

総 長

教育担当理事・副学長

講義科目
博士課程教育リーディングプログラム運営会議

センター長

学際融合教育研究推進センター

教授会

大学院ユニット

デザイン学
ユニット

ユニット長

ユニット長

学館会議
プログラム
委員会

総合生存学専攻

教授会

教授会

健康長寿社会の
総合医療開発
ユニット

ユニット長
教授会

霊長類学・ワイルド
ライフサイエンス
ユニット

ユニット長
協議員会

【博士課程】
ＧＳＳ
プログラム

プログラム

兼任等

大学院

デザイン学
プログラム

ＬＩＭＳ
プログラム

ＰＷＳ
プログラム

兼任等

研究所・センター

5

4

5

10

8

53

教授会
学館会議
プログラム
委員会

リーディング大学院
卓越大学院

科目数

合計単位数

担当教員数

13

22

65

4

2

4

5

5

24

•

•

総合生存学専攻

思修館
プログラム

各教授会

講義科目

デザイン学
リーディング大学院

●●●●
卓越大学院

●●●●
卓越大学院

ＬＩＭＳ
リーディング大学院

ＰＷＳ
リーディング大学院

●●●●

●●●●

卓越大学院

卓越大学院

大学院

LIMSプログラム採択直後に博士課程前後期連携教育プログラム・
融合工学コースに「総合医療工学分野」を設置
LIMS開講科目（「材料化学基礎」「生物分子解析学」「機械工学
基礎」「医薬用高分子設計学」等）の単位を相互認定する制度を
確立済
補助期間終了後も「総合医療工学分野」を継続し、履修生が不利
にならない様に配慮する

薬学研究科

各プログラムコーディネーター

ＧＳＳ
リーディング大学院

兼任等

•

支援期間終了後

LIMSの講義カリキュラムの根幹である「non-MD大学院生に対す
る医学教育」のコンセプトに基づくカリキュラム改変を予定
LIMS履修生だけではなく、LIMSを継承する大学院教育プログラ
ムの履修生に対しても解剖学、生理学、医化学等の基礎医学の系
統的な教育を継続して実施できる体制を維持
医学研究科教員が提供する学際応用科目：H30年度入学の履修生
が受講するH30年度（L2受講科目はH31年度）まで維持
医工学関連企業からの学外講師による「医療工学特別講義I/II」：
博士課程修了者の企業への就職、産学連携による大学院教育とい
う観点から、H32年度以降も医学研究科で維持する予定

工学研究科

大学院横断教育プログラム運営委員会

【博士課程】

思修館

112

ゼミ・演習科目

フィールドワーク・実習
(インターンシップ、人体
解剖学、学際応用科目、
プレリサーチ)

構成：センター長、副センター長、卓越大学院及びリーディング大学院
プログラムのコーディネーター等及び教育制度委員会委員等
審議事項：卓越大学院及びリーディング大学院プログラムの教育の評価
及び質保証、運営に関する企画、関係する博士課程との調整等

総合生存学館
学館長

グローバル生存学

担当教員数

52

(英語debateⅠ-Ⅴ)

大学院横断教育プログラム運営協議会
構成：センター長、副センター長、各研究科長、
国際高等教育院長・副教育院長、卓越大学院及びリーディング
大学院プログラムのコーディネーター等
審議事項：卓越大学院及びリーディング大学院プログラムの運営に
関する重要事項について審議

博士課程教育リーディングプログラム運営委員会
構成：教育担当理事、プログラムを実施する研究科の教授（若干名）、プログラム
コーディネーター、教育推進・学生支援部長等
審議事項：教育課程、履修者の募集、選抜及び履修・修学、研究指導認定及びプ
ログラムの修了認定、奨励金・研究活動経費等に関する事項並びにプログ
ラムに関する関係部局等との調整に関する事項を審議

学館長

合計単位数

29

大学院横断教育プログラム推進センター

構成：総長、教育担当理事、研究科長、プログラムコーディネーター、教育推進・
学生支援部長等
審議事項：リーディング大学院プログラムの運営に関する重要事項及びプログラ
ムの在り方について審議

総合生存学館

•
科目数

•

教育担当理事・副学長

32

医学研究科

ゼミ・演習科目
(英語debateⅠ-Ⅴ)
フィールドワーク・実習
(インターンシップ、人体
解剖学、学際応用科目、
プレリサーチ)

兼任等

研究所・センター

※終了後はM1(L1)履修生の講義科目は不要なため、M2(L2)
以降の履修生の講義科目をカウント

56

•

LIMSプログラムへの提供科目「薬物動態学」：補助期間終了後は
薬学研究科の既設科目に取り込む（LIMS履修生の受講を認め、単
位を相互認定）

必要となる約65名の教員体制については、医学、工
学、薬学研究科等、関連部局で調整し確保

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)
支援期間終了後の履修生支援について

現在
支給総額／年

２９名

72,600千円

研究活動費

３０名

15,000千円

L2、L3の履修生：日本学術振興会の特別研究員制度（DC1および
DC2）に応募するために論文・学会発表を指導し、採用を目指す
（研究奨励金20万円／月、科研費150万円以内／年が支給）。

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

研究活動費
•

平成28年度は、履修生1人につき年間50万円の研究活動費を支給し
ているが、補助期間終了後もプレリサーチ、特別研究は継続するこ
とから、履修生1人につき、年間10万円に減額して支給する。これ
に伴い、平成31年度から34年度までの4年間に総額10,400千円の
財源が必要となる。

•

複数の企業からの少額の奨学寄附金を募ること、および全学経費
や総長裁量経費の申請は必須であるが、抜本的な全学的受け皿の
構築と支援が最も望ましく、LIMS プログラムとして強く要望して
いく。

支援期間終了後（研究活動費支援）
支給学生数／年

支給総額／年

平成31年度

４２名

4,200千円

平成32年度

３３名

3,300千円

平成33年度

１７名

1,700千円

平成34年度

１２名

1,200千円

支援期間終了後のインターンシップについて

9名

5,000千円

インターンシップ

※派遣人数は今年度中の出発予定も含む

•

支援期間終了後
国内

派遣予定人数／年

派遣予定経費／年

平成31年度

４名

1,200千円

平成32年度

３名

900千円

平成33年度

１名

300千円

平成34年度は研究の取り纏めのため実施しない
海外

派遣予定人数／年

平成31年度

１０名

5,000千円

平成32年度

６名

3,000千円

平成33年度

２名

1,000千円

派遣予定経費／年
•

※1人あたり50万円を支給
平成34年度は研究の取り纏めのため実施しない

•

•

ノルウェー国レールダルメディカルAS 社製
周産期医療臨床手技トレーニングシステム
レールダルメディカルジャパン
SimPad システム 200-30005
既設 MRI 装置 MAGNETOM Trio
独国 Siemens Aktiengesellschaft 製
7T MRI装置用 3rd Order シミングシステム
既設 MRI 装置 MAGNETOM Trioオプションコイル

新生児蘇生講習会

High ﬁeld MRI for human brain
imaging: the usefulness and the risk

実施日
（または予定日）

演習担当

使用責任者

7月5日（水）
13:00〜18:00

山口 助教
（人間健康科学系専攻）

古田 教授
（人間健康科学系専
攻）

6/23（金）
13:00〜16:15

浦山 特定助教（LIMS)
伊佐 教授
岡田 特定准教授
（脳機能総合研究セ
ンター長）
(脳機能総合研究センター)

脳磁図による非侵襲的な
ヒトの一次知覚野の同定

全頭型脳磁計 Elekta Neuromag System

7/7（金）
13:00〜16:15

共焦点顕微鏡の原理と応用

共焦点レーザー顕微鏡
Laser Confocal Microscope
(Leica mycrosystems TCS SP8)

5/30（火）
14:00〜17:00

奥野 特定助教
（研究支援センター）

松橋

特定准教授
（LIMS)

萩原 教授
（形態形成機構学）

松橋 特定准教授
（LIMS)

有馬 助教
（ウイルス・再生
研）
足立 教授
（人間健康科学系専
攻）
武田 教授
（放射線遺伝学）
二木 教授
（人間健康科学系専
攻）

組織修復材料学演習

X線血管造影装置
高速液体クロマトグラフ質量分析計

6/8（木）
13:00〜16:15

有馬 助教、
戸田 研究員
（ウイルス・再生研）

多次元フローサイトメトリー法
を用いた人血液細胞の解析

米国ベックトンディッキンソン社製
405nm レーザーアップグレードキット

11/14（火）
13:00〜18:00

足立 教授
（人間健康科学系専攻）

オールインワン蛍光顕微鏡の全て

キーエンス製 オールインワン蛍光顕微鏡

12/18（月）
13:00〜16:15

武田 教授
（放射線遺伝学）

生活機能適応学演習

作業活動遂行分析システム

11/10（金）
14:45〜18:00

岡橋 助教、松島 助教
（人間健康科学系専攻）

流体流れにおける微粒子挙動の可視化計
測

ビジョンリサーチ社製
ハイスピードデジタルイメージングカメラ
2D Flow Master PIV 解析装置

11/17（金）
13:00〜18:00

中部 教授、
巽 准教授、
栗山 助教
（工学研究科 機械理工

中部 教授
（機械理工学専攻）

筋力発揮における受動・能動的筋張力
と神経活動

米国ノラクソン社製
シグナルアイソレーションユニット EM-IF2
米国バイオデック社製 筋力測定システム
米国ノラクソン社製 ミニレシーバー EM-622

12/13（水）
10:30〜12:00

市橋 教授、建内 助教
（人間健康科学系専攻）

市橋 教授
（人間健康科学系専
攻）

化合物スクリーニング
Chemical Screening

液体ハンドリング自動化装置12
ステージワークステーション EDR 384SX
Automatic Liquid Handler

萩原 教授
（形態形成機構学）

オリンパス株式会社製
高速神経活動イメージングシステム

12/12（火）、
12/13（水）
13:00〜17:00
（※2日間出席必
要）
1/25（木）
13:00〜17:00

奥野 特定助教
（研究支援センター）

神経細胞機能計測
Measurement of neuronal activity
光音響トモグラフィによるインビボ3次元
血管造影と造影剤の体内動態観察

米国Endra 社製
光音響CTスキャナー Nexus128 システム

12/15（金）
13:00〜18:00

渡邉 教授、
渡邉 教授
矢和多 助教
（生体情報科学）
近藤 教授
近藤 教授
（工学研究科 物質エネル （物質エネルギー科
ギー化学専攻）
学専攻）
木村 特定准教授

修了審査について

研究科教授会

② 調査委員選定

•

•

•
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平成28年度から
最先端機器演習
（プレリサーチ）
を継続実施

Point１
履修生の最先端
機器に対する理
解を深め、これ
らの機器を活用
した研究を展開
Point２
機器導入から数
年を経過してい
るため、メンテ
ナンス費用を拠
出
Point３
LIMS教授会で使
用責任者を決定
し、メンター教
員を確保

LIMSユニット
LIMS修了審査委員会

② 調査委員選定

*公聴会等
Type C（別途開催）

*公聴会等（試問）

学位調査委員

修了調査委員

③ 学位調査

③ 修了調査
修了要件確認

*公聴会等（試問）
「論文内容の要旨」
及び
「論文審査結果の要旨」

プログラム修了調査
結果報告書

④ 修了認定審査
報告
LIMSプログラム教授会
修了判定会議

報告

（リーディングプログラム
修了認定について）

報告
報告

研究科会議
学位審査

（学位認定について）

上申

総

LIMS提供科目「医療工学特別講義」についてH31年度より医学研究科で提供を検討

外国人教員によるインタラクティブな演習形式
研究者に必要となる英語スキル習得

修士課程における分野横断型「大学院教育コース」の導入

①「LIMS修了審査願」
「特別研究論文 (thesis)」

LIMS調査委員報告

学生の多様なバックグラウンド（生物系・非生物系・医療系・留学生・社会人）に対応可能な
講義体制

創薬プロセス、製薬企業における創薬戦略、バイオベンチャーの設立とビジネスモデル、薬事
行政の考え方について
アカデミアの創薬支援基盤であるバイオバンク、コホート研究、医師主導臨床試験等について
創薬医学研究に必要な生命倫理、法務について

•

プログラム履修生

学位論文審査願提出の確認
学位論文審査願（写）の送付

医学、工学、薬学研究科等、関連部局が中心となり、
人的支援を行う予定

創薬ビジネスに必要な基礎知識の習得を目的とする。

•

38

研究科

委員会からも高く評価され、補助期間終了後も維持したい。
H31年度で約10名の特定教員（特定助教等）が必要となる。

修士課程における医学英語の必修化

LIMSプログラムの修了審査学位授与フロー

①
「学位論文審査願」

履修生への手厚い支援・指導を行うメンター教員体制は外部評価

•

•

•

機器名

-33 -17 -12
8
4 3
1
1 0
7
3 3
3
1 1
1
0 0
2
1 1
1
1 1
7
3 3

•

•

•

機器導入から数年経過
LIMS発足時の使用責任者の移動や退職

•

-46
12
2
10
4
1
3
2
10

インターンシップ委員会の協力の下、インターンシップの計
画立案について積極的に関与

創薬医学概論

最先端機器演習について
•

•

医療工学特別講義

これらの制度でカバーできない経費については、医学、

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

• プログラム担当教授、入進学審査委員とともにQEでの口頭試
問を担当
QE後の業務：
• 特別研究実施について適宜、指導と助言

医科学専攻カリキュラムWGで検討中（実施予定：H31年度〜）

工学、薬学研究科等、関連部局で検討・対応

演習タイトル

担当履修生数
計
1
1 3
1 1 2
4 4
1 1
2 4
1 2
1 1 5
1 1
2 1 5
1
2 1 4
2 1 3
1
1 1 3
2 1 3
2
1 3
1
1 1 3
2 7 5 12 16 42

• 研究科指導教授、およびプログラム指導教授とともに評価表
（ポートフォリオ）を作成
２年修了時の博士論文研究基礎力審査（QE）に関する業務：
• 英語レポートおよび特別研究計画を作成をサポート

non-MD学生に医学の根幹となる知識・考え方を学ばせる

補助期間終了後も海外インターンシップを継続するため、平成28
年度後期から海外受入機関の調査を開始した。その過程で、経産
省の「グローバル人材育成インターンシップ派遣事業」を実施し
ている独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の New York 事
務所 情報技術部長（兼 情報処理推進機構（IPA）New York事務所
長）である八山幸司氏（2017年8月に帰国し、経産省に戻る。後
任は 中沢 潔氏）から、JETRO の長期インターンシップ制度（3 〜
6ヵ月、研修制度あり、平成28年度実績は、応募数111人に対し、
派遣数86人。）の利用を勧められている。インターンシップ費用
は全額JETROが負担する。
独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）の「海外留学支援制度
（協定派遣）」への応募をLIMS履修生に勧め、京都大学あるいは
部局間で学術交流協定・学生交流協定を締結している諸外国の大
学、学部への留学のための奨学金獲得を目指す。

※1人あたり30万円を支給

5

• プログラム履修開始時に各履修生の希望を聞いた上で、特定
教員1名をメンターとして選定
L1-2学生に関する業務：
• プレリサーチに関する指導・助言

医学研究科における大学院科目の改変

海外インターンシップ
•

12 12
17 12

5
12 8
4
12 12
1 1
12 12
46 33

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

34

補助期間終了後も国内企業での中長期研究インターンシップを継
続するために、全国14大学と37企業（H28年12月現在）が会員と
して参画する一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会
（C-ENGINE）（代表理事 北野正雄 京都大学理事・副学長）の
「研究開発実践型インターンシップのオンラインマッチング
（IDM）システム」への履修生全員のユーザ登録を完了した。
協議会コーディネーターとLIMSインターンシップ担当特定准教授
が、本制度を利用し、履修生と企業との双方にとって有意義なイ
ンターンシップ内容と時期を調整し、適切なマッチングを支援す
る。インターンシップに必要な経費は、全額企業負担であり、国
内企業へのインターンシップ継続は可能と考える。

•

派遣経費／年

12 42

33 34

7
5
12
4
12
1
12
53

1

国内企業へのインターンシップ

現在
派遣人数／年

5

30 31 32

-53
13
メンター業務可能なLIMS教員数(岡田・藤本先生含む) 8
不足メンター数
5
医学研究科
0
30年度以降の
人間健康科学系専攻
1
メンター
工学研究科
2
薬学研究科
2
割当数（案）
計
5

薬学研究科等、関連部局（履修生在籍研究科等）の運
営費交付金、他からの捻出について検討を開始

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

メンター
木村 祐
髙折恭一
西 美幸
松橋眞生
高橋めい子
東森信就
Dinh Ha Duy
岡田知久
大石直也
鈴木崇士
永安一樹
藤本晃司
年度毎担当数

27 28 29
2
7
5
5
12 12
4
12

不足予定数
必要メンター数（１人が４名担当とする）

全学的な緩和措置を要求するとともに、医学、工学、

※1人あたり10万円を支給。
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メンター制度
メンター選定法：

入学年度別履修生数 25 26
25年度
2
26年度
7
27年度
28年度
29年度編入
29年度
30年度編入
30年度
年度合計
2 7

L2履修生は TA として、L3〜L5 履修生は RA として各研究科で可
能な限り優先して雇用する（医学研究科では RA を、工学研究科
では TA を研究科経費で雇用するシステムが構築されている）。企
業からの博士課程学生に対する奨学生制度（博士課程修了後、そ
の企業に就職し3年間勤務すると返還を免除される）とのマッチン
グに注力する。

•

支給学生数／年

支援期間終了後のメンターについて

補助期間終了後は支給しないことを履修生に周知している。一方、
リーディングプログラムで課しているプレリサーチ、特別研究を実
施するための研究活動経費およびインターンシップ経費について
支給する必要がある。

•

特待生奨励金

8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

33

特待生奨励金

報告
京都大学 博士課程教育
リーディングプログラム
運営委員会

長

57

演習（セミナー・ワークショップ）形式、リトリートでの研究進捗発表
コース運営への指導教授の関与を担保しつつ、若手教員によるメンター制度への対応も図る
点数化し、内部進学評価・QE審査に対応
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䚷䠎䠉䠓䠉䠎䚷་⒪ᕤᏛ≉ูㅮ₇
䚷䠎䠉䠓䠉䠏䚷䝥䝺䝇Ⓨ⾲䞉䝥䝺䝇ㅮ₇
䚷䠎䠉䠓䠉䠎䚷䝥䝻䜾䝷䝮ㄝ᫂
䚷䠎䠉䠓䠉䠏䚷ᏛⓎ⾲

䛆㠃䛻⥆䛝䜎䛩䛇

䝁䝯䞁䝖䠄యྵ䜑⮬⏤グ㏙䠅䠖
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䝁䝯䞁䝖䠄యྵ䜑⮬⏤グ㏙䠅㻌䛆⥆䛝䛇㻌䠖
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ᲲᲨƓǘǓƴ
.+/5 ƷʻׅƷٳᢿᚸ̖ƸŴ  ࠰ࡇƴƭƍư  ׅႸƷǋƷƱƳǔŵЭ
ׅƷܱƔǒǇƩ᧓ǋƳƘŴƋǘƨƩƠƍɶưܱƠƨज़ǋƋǔƕŴƜƷ
᧓ŴƞǒƴಮŷƳો᪃ǛᡶǊƯஹƯƓǓŴƜƷௐƱբ᫆ໜǛਰǓᡉǔƴƸᑣ
ƍೞ˟ưƋƬƨƱƍƑǔŵ

ٳᢿᚸ̖ۀՃ˟ƷܱƴƭƍƯƸŴମ࠰  உ࢘ИǑǓଏƴᜭᛯǛڼƠŴମ
࠰ɶƴٳᢿᚸ̖ۀՃǁƷᚮǛᡶǊƯƖƨŵƦƷࢸŴʻׅƷଐᆉǛᄩܭƢǔƱ
Ʊǋƴٳᢿᚸ̖ۀՃƷ૾ŷƴʙЭᡛ˄૰ǛӋᎋƷƨǊƴƓᡛǓƠƨŵ

ឋွࣖሉưƸŴٳᢿᚸ̖ۀՃƷ૾ŷƔǒƷྙႺƳឋբȷॖᙸƕ݃ƤǒǕŴӋ
ьƠƨஜܖՃǋኬƔƘࣖݣƠƨŵ

.+/5 ٳᢿᚸ̖ᅚǁƷᚡ᠍ƴؕƮƘٳᢿᚸ̖ۀՃƷ૾ŷƔǒƷᜒᚸưƸŴႎᄩ
ƳǳȡȳȈǛƍƨƩƖŴʻࢸƷᨥᅈ˟҄٭ؾƷɶưƷ .+/5 Ʒ૾ӼǛᎋƑ
ǔɥưŴ٭ٻᙲƳǋƷƱƳƬƯƍǔŵ

இࢸƴŴ٭ٻƴࣕٶƳࢫᎰƴƭƍƯƓǒǕǔٳᢿᚸ̖ۀՃƷႏಮƕŴƔƳǓ
Ʒ᧓ǛлƍƯŴ.+/5 ȗȭǰȩȠƷٳᢿᚸ̖ƴނщƍƨƩƍƨƜƱƴŴ᧙̞ᎍ
ɟӷŴ࣎ǑǓज़ᜓƷॖǛᘙƠƨƍŵ


.+/5 ȗȭǰȩȠ ܱᝧ˓ᎍᲢҔܖᄂᆮᅹᧈᲣ 
ɥ ஜ ˦ ʚ 
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