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【¨》ぉ 〉╅╈『╊╇╅【╊]╊‶
〉》》 «【そちけこ» たちそけくうそおけて さかちあすけねかつさけか せあえちかうあてかしけ 
けく にちそすけてあ しあせてあせあ つしかおとまはけに てけたそう:

[ – つてかちきせかうふか
』 – つたけちあしへせふか
》 – そいちあくせふか

[かちあすけねかつさけか せあえちかうあてかしへせふか ほしかすかせてふ 
せあ そつせそうか にちそすけてあ しあせてあせあ たそくうそしみまて 
たちそうそおけてへ てかちすけねかつさけか たちそぬかつつふ 
う そさけつしけてかしへせそこ つちかおか (せあ うそくおとにか) 

たちけ てかすたかちあてとちあに おそ 1700 °』. 

〉あえちかうあてかしけ すそえとて いふてへ けつたそしへくそうあせふ 
さあさ う せかたちかちふうせふに ぬけさしあに, てあさ け 
たかちけそおけねかつさそえそ おかこつてうけみ つ たそしせふす 
そつてふうあせけかす う すかきぬけさしそうそこ たかちけそお.

』そいつてうかせせそか たちそけくうそおつてうそ たそしせそえそ ぬけさしあ: 

つけせてかく にちそすけてあ しあせてあせあ せあ そいそちとおそうあせけけ 
たちかおたちけみてけみ
さそせてちそしへ さあねかつてうあ たそつてとたあまはかえそ つふちへみ
うふたとつさあかすふか せあえちかうあてかしけ たちけすかせみまてつみ 
う そつせそうせそす たちそけくうそおつてうか たちかおたちけみてけみ



〉╅╈『╊╇╅【╊]¨: 【¨》 [

《いそくせあねかせけか せあえちかうあてかしみ てけたあ [ たちけ くあさあくか: [ d /  L /  L1

╉けあすかてちふ ちあいそねかこ ねあつてけ (d): 10, 14, 16, 18 すす

《いはあみ おしけせあ せあえちかうあてかしみ: せか いそしかか 1200 すす



〉╅╈『╊╇╅【╊]¨: 【¨》 』

《いそくせあねかせけか せあえちかうあてかしみ てけたあ 』 たちけ くあさあくか: 』 20 / L / L1

╉けあすかてち せあえちかうあてかしみ (d): 20 すす

《いはあみ おしけせあ せあえちかうあてかしみ: せか いそしかか 1200 すす



〉╅╈『╊╇╅【╊]¨: 【¨》 》

《いそくせあねかせけか せあえちかうあてかしみ てけたあ 》 たちけ くあさあくか: 》 d / L / L1 / H

╉けあすかてちふ ちあいそねかこ ねあつてけ (d): 10, 14, 16, 18 すす
《いはあみ おしけせあ せあえちかうあてかしみ: せか いそしかか 1200 すす
〈かきそつかうそか ちあつつてそみせけか (H) おしみ せあえちかうあてかしかこ つ おけあすかてちそす ちあいそねかこ ねあつてけ: 
10, 14 すす – 40 すす; 16 すす – 45 すす; 18 すす – 50 すす 



》あちあすかてち ′せあねかせけか

》しそてせそつてへ (さあきとはあみつみ), え/つす3 5,6

《てさちふてあみ たそちけつてそつてへ, % 15 – 21 

【かすたかちあてとちあ たしあうしかせけみ, °』 2400 

【[]『, 1/°』 9,6·10–6 

》ちかおかし たちそねせそつてけ たちけ つてあてけねかつさそす けくえけいか, 〈》あ 30 

』てかたかせへ ねかちせそてふ 0,95 

》そしせふこ つちかおせけこ ちかつとちつ たちけ てかすたかちあてとちか, ねあつそう:

1700 °』 300 

1600 °』 1500 

｠╅『╅[【╊『¨』【¨[¨



『╊[《〈╊〉╉╅を¨¨ 》《 ゅ[』》]】╅【╅を¨¨
〉あえちかうあてかしけ おそしきせふ いふてへ たそおさしまねかせふ たそ つにかすか 
つそかおけせかせけみ «くうかくおあ».

〉あえちかうあてかしけ, たそおさしまねあかすふか さ そおせそこ なあくか, つしかおとかて 
たそおいけちあてへ てあさ, ねてそいふ けに ほしかさてちけねかつさそか つそたちそてけうしかせけか 
せあにそおけしそつへ う たちかおかしあに ± 10 %. 

[そしけねかつてうそ せあえちかうあてかしかこ, たそおさしまねあかすふに さ ちあくしけねせふす 
なあくあす, おそしきせそ いふてへ そおけせあさそうふす. ╊つしけ さそしけねかつてうそ 
せあえちかうあてかしかこ せあ なあくあに せか そおけせあさそうそ, ほさつたしとあてあぬけみ 
そいそちとおそうあせけみ う ほてそす つしとねあか せか ちかさそすかせおとかてつみ. 

[そしけねかつてうそ せあえちかうあてかしかこ, たそおさしまねあかすふに 
さ そおせそこ なあくか, つしかおとかて たそおいけちあてへ てあさ, ねてそいふ 
つけしあ てそさあ, たちそにそおみはかえそ ねかちかく そおけせ せあえちかうあてかしへ, 
せか たちかうふのあしあ 8 ╅.

『かきけす とたちあうしかせけみ せあえちかうそす おそしきかせ そいかつたかねけうあてへ 
なあくそうとま けすたとしへつせとま すそおとしみぬけま (‒¨〈) 
ほしかさてちけねかつさそえそ せあたちみきかせけみ け せか たちかうふのあてへ 
かえそ くせあねかせけみ 190 ╇. 



117393, え. 〈そつさうあ
とし. 《いちとねかうあ, 52

npp@to riy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.to riy.ru
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