
特集・教育問題 対談・

お役人の教育と子供のしつけ教育

司馬:神戸商科大学から兵庫県のお役人に移られ

て大分になりますね.いつからでしたか.

小笠原:昭和47年 4 月からです.最初，兵庫県企

画部長となり昭和ラO年 4 月から現在の教育長をや

っているわけです.役人生活も大分ながくなりま

したよ.

司馬:学者生活から県の企画部長になられたの

は，どんないきさつからですか.

小笠原:県が総合計画をつくるときで，知事がひ

とつやってくれんかということからはじまったわ

けです.しかし最初のうち総合計画の仕事は 1/3

位で，大阪空港の騒音対策に 1/3位，水問題に 1/4

残りは雑務に追われるという具合でした.

そして本格的に計画に取り組み出したのが昭和

49年からです.

司馬:システム・ダイナミックスを用いたあの有

名な「兵庫ダイナミックス」ですね.これをつく

りはじめたいきさつをこの際すこし詳しくお話し

いただきたし、ですね.

小笠原: \，、くつかの動機がありました.一つは，

計画作成のマン・マシン・システムの構想です.

環境問題や将来の経済見通しなどを入れ，計数的

な計画をつくってし、かなければならない.そのと

き政策を発想するのはあくまでも人間です.しか

し，その政策を実施したときどうなるかの予測は

ゴンピュータにやらせることもできるのだが，出

てきた結果の評価はまた人間で、なければできな

い.人間と機械との対話形式のようなものが必要

小牧原 嶋(兵庫県教育長)

百]馬 正次(筑波大学社会工学系)
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小笠原暁 司馬正次

と考えたわけです. Z1iJな言葉でいえば人聞がアイ

デアをつけ加えながら計画をつくれるようなシス

テムを求めていたのです.

これといまーつの動機は，政策変数の組み込み

やすさです.その当時まで，計数的な計画という

と計量経済学的な手法がもっとも多く使われてい

ました.しかし，その方法ですと政策変数の入れ

方が非常にむずかしい.システム・ダイナミッグ

スでやると，それが割合自由に行なえる.

もちろんシステム・ダイナミックスがもっ限界

はあります.しかし，それには一応目をつぶって

この二つのメリットを生かそうと考えました.

司馬:人間と機械との対話のなかから，計画の質

を高めようということでしょうか.

小笠原:そのとおりです.これは相当大急ぎでつ

くりました.私たちの~画部にORを勉強してい

た若い人が何人もいましたし，実際の作業の時に

は IBMにも協力してもらいました.その人達を

集めてプロジヱグトチームをつくったわけで、す.

司馬:その当時県には何人位ORを勉強していた

人がし、たので、すか.

小笠原:全部で 15 ， 6 人はいましたで、しょうか.

それらの人をいくつかの分担にわけ，それぞれの

領域について，徹底的に分析し計画せよと命令し

たわけで、す.たとえば水のグループであるなら，
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これからの水の需要が

どうなるか.またその

需要を満たすために，

現在ではダムをつくる

のは非常にむずかし

い.中水道の導入によ

り，どの程度まで満た

せるか.また下水道の普及率をどう変えたなら河

川のCODやBODの値がどのように変化する

か，などを予測するのです.

また排煙の問題であるなら，公害防除装間をど

の程度つけたら SOx や NOx を落とせるかを検

討させる.それ以外にも，エネルギー問題，食糧

問題，人口予測など多くのク、ループにわけ，それ

ぞれのクーループごとにサプ・システムをつくらせ

る.そして，そのサブ・システムをお互いにつな

ぎ合わせた.この，全体をくっつけ合わせるとこ

ろが一番むずかしく，また一番荒っぽいところで

した.

だ rt ど，なんとか短時間のうちに意味のあるモ

デルがで、き kったわけです.それとともに，この

計画の新しい試みは，住民シンポジウムを聞いた

点にもあると思いますよ.

司馬:住民シンポジウムとはいったい何ですか.

小笠原:これもさきほどの“マン・マシン・シス

テム"と同様に，プランニング・フィロソブィの

Aつなのです w"十画に参加する人聞をできるかぎ

り多くしたほうが，計画の実効性があがる.した

ヵ:って，役所の中でも，できるかぎり多くの人に

"十両作成にタ y チしてもらいました.中核グ、ルー

プはもちろん企画部ですが，土木部，生活部環境

局，民生部などあらゆる部門の人から計画に対す

る怠見を述べてもらう.あるいは部分的な計画を

つくってもらう.

と同時にそれを外へもっていって，住民のなか

で，このようにしたいのだと計画の話をする.そ

の時，たとえば下水道の普及率を何%まて、あげれ

ば河川の汚濁はこのようになります.また公共負

1978 年 3 月号

担はこれだけです.また普及率をもうすこし高く

するとこうなります，と説明する.さらに，現在

のように， 7](を使っていると必ず水不足がくる.

かりに，自動車を洗ったり散水の際には仁1 I水を使

うとしてもそのコストは決して安くない.これだ

けかかりますよ.皆さん，さあどうですかと具体

的に示すのです.

司馬:それはいちどに何人位の住民を集めて行な

ったのですか.

小笠原:いろんな形で・やりました.大規模な地域

シンポジウムは 1 ， 500 人程度でしたし，郡部単位

で 500 人程度のシンポジウムもやりました.場合

によっては市町の計画担当者や市町の議員さんだ

け集まってもらうこともありました.

また，住民代表にきてもらって，パネル討議を

したり町パネルとフロアとをつないだ討論を行な

ったり，ずいぶん住民から意見をもらいました.

これが全部で3， 000件以とあったと思います.

その85%までが最終的な計画の中にちゃんと取

り込んであります. ですからこの計画(正式に

は，兵庫県総合計画 21世紀への生活・社会・文

化計画というのですが)に県民の皆さんがずいぶ

ん参加したとし、う意識をもってもらったと思いま

す.

司馬:なるほど， 一方にはコンピュータとプラン

ナーとの対話があり，他の一方には行政と住民と

の対話がある.この両者が並行して進むなかから

計画ができていったというわけですね.

小笠原:そうです.一般の住民の方がずいぶん積

極的に参加してくれました.住民シンポジウムの

会場で配布する計画書のなかにはハカ吊キが入れて

あり， 15:見を書いてもらうようにしてありまし

た.す恭いぶん返事がきましたよ.

司馬:住民との対話一これは広い意味で一種の教

育なのですが ，そのとき計画を説明するだけで

なく，もし政策変数をこう変えたらどうなるとい

ったようにダイナミックに案を示した点も新しい

試みだったのではないですか.
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小笠原:それがで、きる点がモデ、ルを使った強味で

した.モデルで、予測するとこうなる.またその政

策を変えたらこのようになると，こちらでいえる

わけです.そこで会場で，みなさんほかにいい考

えはありませんか.あったらいってくださいとい

って，もしあればそれによってまた計算してみ

る.このように代替案を探ることにも住民に参加

してもらったわけです.

このようなことができる点が SD (システム・

ダイナミックス)のいい点で，計量経済モデ、ルで、

はちょっとやりにくいところでしょう.

司馬: 40年代のはじめ頃，日本に SDが入ってき

て一時ブームになりました.しかし，その後あま

り利用されずにかすんでいたのが，小笠原さんの

兵庫モデルによって再び息を吹き返したわけです

ね.

小笠原:確かに，私どもの仕事以後，各!ft・で SD

を使いはじめました.外国からもずいぶん問合せ

がありましたよ.

司馬私は，兵庫夕、イナミックスとしづ総合計画

ができ上ったことも立派なことですが，それとと

もにこの計画作成を通して二つの点で社会的に実

に貴重な教育が行なわれたと思っています.一つ

は住民シンポジウムを通じて，住民に対する計画

的思考の教育，そしていま一つは計画の作成を通

して県の内部に立派なプランナーを育てた点だと

思うのです.

小笠原:それは確かにいえます.いままで，総合

的な大きなシステムを考えるということは役人の

場合ほとんどなかったわけで、す.しかし，県全体

のレベルで，各領域別のサプ・システムをつくっ

たり，それを総合して一つのシステムをつくる体

験をしたのはプランナーとしてまたとない財産を

得たことといえます.

私は役人が行政のなかのいろいろな要因のイン

タラクションをもっと考えていけるようになる

と，総合行政の実があがると思うのです. SD 

は，お役人に要因聞の相互作用を考えさせるし、ぃ
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ツールだったといえるでしょうね.

司馬:その意味で，多くの県に SDが普・及するこ

とは，計画それ自体もさることながら，県のプラ

ンナーたちが行政をとりまく多くの要因聞の相互

作用や政策変数の操作などの考えをみずから学ん

で、いくことになると思います.その教育効果にも

大いに意義があると思います. SDはその教育の

道具だくらいに考えてもし、し、のではないですか.

小宣原:そう考えてし、L、と思います.それともう

一つ，デシジョンとは何かということを学べる点

も大事な点でしょう.役人の通弊として，意思決

定はどういうことであり，その構造がどうなって

いるかをちゃんとわきまえてないケースが非常に

多いのです.ちょうどQx式と同じように，代替

案つきでなく，一つの案だけが上ってくる.意思

決定はそれにハンコを押すか，押さずに差しもど

すかだけなのです.これが役所のデシジョンのノζ

ターンでしょう.

司馬:下から起案して，係長がハンコを押し，つ

ぎに課長，部長といく，日本特有の票議制度です

ね.

小笠原:そう.要するに“認める"か“認めない"

かとし、うノミターンの意思決定が常であり，代替案

を考え，これをとったときどうなるか，だからこ

れにしようといった意思決定のノζ ターンはほとん

どないのです.私は，役人がQx式から脱却して

代替案式の意思決定のやり方をしっかり覚えてい

かねばならないと思います.

私はいまは役人をやっていてOR と直接関係し

ていないのですが， ORをやってきていちばんよ

かったと思うのは，デシジョン・メーキングとい

うことがわかっている点だと思っています.これ

が，私の最大の武器です.決めなければいけない

時に，どう考えて決めるかという自分なりの方法

をもっている点です.

司馬:それこそ，ジェネラル・マネジャーのもつ

べきもっとも大事な資格だと思います.

小笠原:しかし，役人の場合，決めるべき人がな

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



かなか決めないということが多い.

司馬:それは，“オミコシ"型の意思決定といわれ

るもので，下から順番にワッシコ・ワッショと上

ってこないと決まらない，日本的怠思決定の特徴

ではないですか.

小笠原:いまの行政は，もはやそのようなオミコ

シ型の意思決定では駄目な段階になってきていま

十.上の者が引っぱらなくてはならない. トソブ

の指導力によって非常に大きく違ってくる側面が

たくさんあります.それだけに， お役人のトッ

プ・マネージメントの力量が，行政の効率に恐ろ

しいくらい反映すると思うのです.

司馬:企業経営については，このことは口がすっ

ぱくなるほどいわれてきたことでしょう.しか

し，親方日の丸の行政についてはあまり注意され

なかった点で、すね.

小笠原:だからといって，日本のお役人が勉強し

ていないわけではない.日本の国がここまでこら

れたのは，役人が優秀だったからだと思います.

非常に優秀です.しかし，親方日の丸的なためで、

しょうか， クリテイカルな意思決定の時には尻込

みしてしまう.また，その時どう考えたらし、し、か

が確立されていない.これが大きな問題です.

司馬:私は，その時，お役人に意思決定の方法を

ただ学べといっても駄目だと思います. SDのよ

うなツールがあり，それを用いるなかで頭や手や

足を動かしながら学ぶことが必要ではなし、でしょ

うか. SDはまさにお役人に意思決定を教える最

高の教育道具といえると思います.

小笠原:本当にその通りです.

司馬:ところでいまの教育長の仕事は，総合計画

などのプランニングと較べるなら，ずいぶん違っ

た領域の仕事のように思いますが・・・・.

小笠原:私がこの頃考えているのは，なぜ日本の

教育はこんなに陰湿なのかということです.非常

にウエ y トです.これは暖かみということともち

ょっと違うことです.

たとえば教育関係者と話していると「子供たち

1978 年 3 月号

にかかわりきる j といったような悲壮感があふれ

る言葉がよく出てくるのです.

司馬かかわりきる」とはどういうことなので

すか.

小笠原:私もはじめのうちはよくわからなかった

のですが，子供のあらゆることにとことんまで配

慮していく.相談相手にもなるし，指導してやる

し，徹底的に子供にまつわりつくといったことの

ようです.

司馬:子供は大変迷惑なことでしょうな.

小笠原:非常に物の考え方が， センチメンタル

で，感情的です.そして人生意気に感じてという

ようなことで教育ができるという幻想にとりつか

れている.私は本来教育というものは，もっとド

ライなものだと思っているのですが.

司馬:教育の中でも情緒教育のような側面は，あ

る程度子供と一体になりきることが必要です.だ

が教育のほとんどの側面，とくに教育計画の領減

はウエットなものではまったく解決できない.

小笠原:日本の教育の中にもっと合理的なドライ

に割り切る側面を取り入れる必要があると思いま

す.早い話，生徒の生活指導ということで生徒の

家庭の中まで入ってきます.これは教師として当

然のことと日本では考えられている.しかし，諸

外国にはそんなことがあるのでしょうか.ないだ

ろうと思います.

司馬:小学校のレベルの話として，家庭の中に入

り込む方法が日本と外国では異なるのだろうと思

います.たとえば米国では，所得が低い家庭の子

供は欠席率が高い，それをどうするか，という形

では家庭の問題も取り上げる.

しかし， 日本の場合では，同じ場合，あの家に

はお父さんがし、ない.お母さんのパートの給料で

生活を支えている.教材費をもってこられない時

には先生の特別会計からそっと出しといてあげま

しょう，といったレベルで入り込んでくる.物事

を非常にせまい情緒的なレベルで取り上げるので

はないでしょうか.
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こどものしつけ こどものしつけ小笠原:この違いは日本人の

物事を情緒的，感情的にとら

えるところから発しているよ

うに私は思うんです.考えて

みると，われわれは“可愛そ

うに"とし、う言葉に対して非

常に弱い.と同時に短期的な

目の前の問題をいかに解決す

るかということに頭が向いて

しまう.もっと長い目で長期

的にみたときの検討はほとん

どされない.

幼稚園期 小学校低学年期

1.太陽のもとで，せいいっぱい遊 1.手をあげて横断歩道を歩かせよ

ばせよう. う.

2. 素直な心で、感じとらせよう.

3. がまんする力を育てよう.

2. すすんで花を咲かせよう.

3. すすんで、席をゆずらせよう.

4. わがままの芽をつみとろう.4. ひとりじめはやめさせよう.

5. 身支度は自分でさせよう. 5. 自分の考えをもっ子に育てよう.

6 手伝いをさせよう.6. 後片づけは自分でさせよう.

7. rありがとう J を言わせよう.

8. 人の喜ぶことをさせよう.

7. 学用品を大切にさせよう.

8. お年寄りに対して，親切にさせ

これらの点が日本人の典型

的な思考パターンとし、う気が

します. J AL とルフトハン

ザとのハイジャックに対する

9. 素直にあやまらせよう. よう.

10. テレビの見方の約束を守らせよ

う.

9. うそは，言わせない.

10. 約束は守らせよう.

1 1.つくる喜びを味わわせよう. 1 1.テレビの見方を考えさせよう.

対応の違いは，まさにここからきていると思いま

す.もし，日本の政府が乗客名簿や犯人との交渉

経過を発表しないなら，日本人は黙っていないで

しょう.知る権利があると騒ぎ立てるでしょう.

だから日本では西ドイツ式の解決は絶対できな

い.日本人の短期的で情緒に溺れる心情からして

西ドイツ式は無理なのです.

司馬:だから，教育の中でも， ドライな合理的な

面が入っていって効果をあげる側面と，それが日

本人の心情から反発する側面があるのではないで

しょうか.教育の場合，公害や水資源の問題の場

合と比べるならドライに割り切って通用する側面

が狭いと思うのですが，いかがですか.

小宣原:それは確かに狭いです.だし、し、ち，先生

自身がさきにもし、し、ましたように， ドライな考え

方をしないのです.

司馬:ドライな考え方をするような者は，教[:111失

格の熔印を押されかねない.

小笠原:それです.そのこと自体が大きな問題で

す.“可愛そうに， 可愛そうに， なんとか支えて

やらなくちゃ"とやっているうちに，限界を越え

てかえって子供を駄目にしてしまう場合も多い.

1&& 

私はいま教育関係者に学校教育の限界を知れと

説いてるところなのです体どこまで、子供たち

の個人的な問題に介入できるか.体力，時間，資

JJのいずれも限界がある.有限のリソーセスで無

限の責任をとれるはずがない.学校教育の限界を

越えたところでは，勇気をもって関係機関に連絡

して，バトンタ y チをせよ，というとるのですよ.

これをしないと，最後まで、かかわりきって，かえ

って逆効果をもたらすことも多い.

司馬:話はちょっと変わりますが，小笠原さんが

お書きになったある随想のなかで非常に強く印象

に残ったことがあります.それは戦後の教育が犯

した誤りのーっとして「教育における権威の喪

失J をあげておられた点で、す.最近の大人は「も

のわかりのよい大人J になりたがっている.そし

てややもすると「子供におもねる大人」になりか

ねないとし、う指摘です.

小笠原:これはいまや日本全体の問題じゃないで

すか.私たちはいま“しつけ運動"をやっている

んですよ. I しつけの手引草j としづパンフレット

を兵庫県教育委員会から出しているのです.それ

には，幼稚園期，小学校低学年期，小学校高学年
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「こどものしつけ l こどものしつけ たと思いませんか.

小学校高学年期 中 学 校 期 司馬:本当にあいさつをしな

くなりましたね.私どもの大
1.祖先をうやまい，敬けんな心を 1.男女の正しい理解をさせよう.

学でも学生たちをみてるとそ
育てよう. 2. 心にのこる名作を読ませよう.

れを感じます.廊下や事務室
2. 美しい音楽や美術に親しませよ 3. ことわる勇気を育てよう.

で顔をあわせても無表情なの
う. 4. 好き勝手は許すまい.

です.一体どうなっているの
3. 失敗に負けずがんばらせよう. 5. 自分の生活に計画性をもたせよ

かちょっと将来が心配です.4. 人に迷惑をかけない子に育てよ|
う.

う.
6. 働く喜びを味わわせよう.

小宣原:これは大変なこと

5. 自分の言動に責任をもたせよう .1
7. 限りある資源を大切にさせよう

で， 53年には“あいさつ運動"

6. 家事の分担をさせよう.

7. ものを大切にし，感謝の念をも l
8. 相手の立場に立った言動をさせ

を県民運動としてやっていこ

うと考えているところです.

たせよう.
ょう.

8. 人のあやまちを許す心を育てよ l
9. 正義感を育てよう.

司馬:それはシンボルをつく

ることですね.“あいさつ"と

う.
i 10. 集団や社会のきまりを守らせよ

いう一つのシンボルを通し
9. かげひなたのない子に育てよう. う.

10. 団体活動に参加させよう. 1 1.最善をつくさせよう.
てしつけを県民に訴えていく

I 1 1.じっくり考えて行動させよう.

期，中学校期にわけて親が子供たちをしつけるた

めの具体的な手引きが書いてあるのです.各地の

PTAでこれを材料にして自分たちの子供のしつ

けを勉強してくれとやりましたところ大変な評判

になりました. 1冊 100円ずっとるのですが， 52年

の 8 月以来 3 カ月位の聞に 12万部がなくなり，

もっとほしいという声がどんどんきています.

司馬:これはかくれたベスト・セラーですね.

小笠原:考えてみればこれは当然、のことです.親

がしつけの仕方を知らないのです.いまの親は，

終戦直後に育ったわけで，その当時は生きるのが

精いっぱいでしつけどころではなかった.親から

受げついだしつけの仕方をほとんど知らない.

だから，このようなテキストみたいなものが必

要でありこれを読んではじめてこんなことをせね

ばならないのかと知る人が多い.お年寄りが自分

の息子や娘に読ませてやらねばと買し、にくるのも

多いのですよ.

しつけと関係するのですが，最近の日本ではあ

いさつをしなくなり，ありがとうといわなくなっ

1978 年 3 月号

ことですね.

小笠原:“あいさつ"ができれ

ば，しつけがちゃんとできるのですよ.

司馬:何かを押し進めるときにはそれを代表する

シンボルをつくって前面に出す.これも計画実施

の際の一つのテクノロジーだと思います.

小笠原:そうです. 52年は“テキスト"でいった

が，日年は“あいさつ"に変えて，学校だけでな

く全県にひろげたいと思っとるわけです.そのた

めの道具だてをどうしたらいいかと頭をひねって

いるところなのです.

たとえば，県内の幼稚園，小中学校の生徒全員

に l 枚ずつポスターを配る.その下にカレンダー

がついていて，朝“おはよう"とし、し、ましたか.

いったらOをつけなさいといった道具だてです.

司馬:そう，物事を進めるためには常にツールが

必要です.ただ“子供をしつけましょう"だけで

は実際に人々は動かない.社会を動かすにはそれ

なりの道具だてが必要で，それがテキストであっ

たりチヱヅク・リストだったりするわけですね.

小笠原:物事を持続させたり，生活管理を継続さ

せるためのORがもっと研究されているといい
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と思います.それからもう一つ，いま私がほしい

と思っているのは話のうまい役人です.

司馬:お役人の国会答弁などみていても話がうま

いと思いますがね.

小笠原:いやいや，あんなのではなく，大家を巻

き込んで、し、く力をもった話し方のできる人です.

たとえば，“しつけ運動"を県全体に広げていくと

しますね.あちこちへいって，人々をそれに巻き

込み，ヲ|っばり込む能力をもっ役人がこれからの

行政に不可欠だと思うのです.

司馬:要するにプレゼンテーション教育ですね.

小笠原:それです.役人は本当にプレゼンテーシ

ョンの技術が下手くそです.まず黒板を使わな

い.たいてい文章的に表現し，夕、ラグラとよくよ

うなく読み上げる.もっとちゃんとメリハリのつ

いた話し方で，人が聞し、てノ之 y とわかるようなプ

レゼンテーションの技術を役人が学ぶべきだと思

います.役人というのは，住民に向かつて政策を

説得しなければならない.問題の本質をわかって

もらわなければならない.そのためプレゼンテー

ションの技術はどうしても必要なのです.私はい

ま，そのような能力をもった役人が大勢ほしいと

思っています.

司馬:さきの“物事を持続させ，定着させる OR"

の話や，この“プレゼンテーション"の話のいず

れも， ORの実施化の問題といえますね.現在の

ORにもっとも欠けている点だと思います.

小宣原:だから私はもっと“実践的なOR" が出

てくる必要があると思っていますよ.いちばん恐

れているのは， OR が OR でなくなってしまっ

て， mathematical method of OR になってしま

うことです.

もちろんそのようなメソッドがあることは結構

なのです.しかし， ORの本質はメソッドでなく

問題解決であると思います.だから， ORが哲学

を失ったとき，メソッドだけになってしまうとい

う気がします.私のいまやっている仕事なぞは，

OR と直接関係しないことかも知れないが，私は
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ORをやってきたことが仕事に生きてるなと毎日

感じてます.

司馬:そこのところをもうすこし詳しくお願いし

ます.

小宣原.いまのしつけの問題にしても，単にしつ

けが必要というだけでなく，それを定着させるた

めの道具だてまで考えつくというのが， ORの物

の考え方だと思うのです.つまり，一つの一貫し

たシステムとして問題を解決するという点です.

司馬:私は，現在のORをみていて，さきほどお

っしゃった mathematical method of OR に片

寄りがちな危険を感じているのですが.

小笠原:そうし、う気がしますね.私はOR関係の

人がもっとマネージメントに勇敢に参加していっ

て，官った手法は役に立たないかも知れないが，

習った物の考え方がこんなに役に立つということ

をみせてほしいと思うのです.つまり ORをやっ

た者が経営に参加したらこんだけ違うんだという

実績をみせる時だと思います.その意味で“OR

ワーカーよ勇気をもって種々な分野に進出せよ"

と訴えたいですね.

司馬:いまの“勇気をもって各分野に進出せよ"

ということはまったく同感です.教育の分野をみ

ても，数量的な，ある意味ではOR的な仕事をし

ている人は， OR畑の人ではなく，教育社会学の

分野の人なのです.もっと ORの人たちが教育問

題の解決に参画してもらいたいと思います.

小笠原:そうです.OR ワーカーが手法にこだわ

ったり，自分で領域に枠をつくったら，もはやO

Rではなくなってしまう.私はORは本質的には

手法でなく物の考え方だと信じています.いま，

口ではORに関係ない仕事をしているといってい

ますが，本質はまさにORをやっているのだと私

は自負していますよ.その意味でもっと多くの人

が，“実践的な OR勺こ取り組んでくれることを期

待しています.

(終わり)
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