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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

グループワーク 1 B 班 

 

（F） 私が今回のファシリテーターです。よろしくお願いします。 

 やることが 2 つあるようなので、まず、「なぜ、原子力ムラはなんとなく良いイメージを

持たれないのか？」に対して意見を出してもらいます。 

 3 分間これで区切るのですか？ 

 

（サブ F） それはサブファシリテーターがだいたい測りますので。では、皆さん、書きま

しょう。 

 今日もずっと、市民の方はピンク、専門家の方はブルーの付箋に書いていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 

（記入中） 

 

（F） では、そろそろ話し合いを始めさせてもらいたいと思います。皆さん書いていただ

いたと思うので、私からやりたいなという方がいらっしゃれば、どうぞ。 

 

―― 私たち、私に受け止められるのは、〔専門家としての意識が強すぎる〕と思います。 

 そこにつながってくるのですけれども、やはり私には、〔壁を作っているように感じられ

る〕と。 

 どうも、〔市民に向かって話をしていない〕。だから、〔話されている事がなかなか伝わっ

てこない〕。 

 

（F） 起承転結って感じですね。では、皆さん、分からないところはありますか？ 大丈

夫でしょうか？ 

 

―― 教えてもらっていいですか。専門家としての意識が強すぎるから、壁を作っている

ように感じられるという、ここのつながりなのですけれども、 

 

―― つなげて書いたつもりはないのですけれども。バラバラに書いたのですけれども。 

 

―― あ、ごめんなさい。意識が強すぎると、それが相手にとっては壁に見えてしまうの

か。それとも、「私たちは専門家だからしっかりしないと」と思うことが、かえって壁にな
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ってしまうのか。どっちなのかなと思うのです。 

 

―― 私たちが感じるのは、やはり、専門家としてのお話がワーッとくると、いまいち伝

わってこないから、壁を感じてしまう。 

 

―― ワーッと言われても、それがなかなか入ってこないから、壁に見えてしまうのです

ね。なるほど。ありがとうございます。 

 

―― よく分からない言語をしゃべっているということですね。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 私、前回も似たような意見を出したような気がするのですけれども、やはり、どう

してもマスコミ経由で来る単語なので、マスコミがそもそもあまり良いイメージで使って

いないというのが大きいかなと（〔マスコミが批判のために使うから〕）。 

 これは自戒というか、反省なのですけれども、そもそも〔事故を起こしたから〕、それは

良いイメージがないでしょうということです。 

 あとは、原子力の業界そのものとして、良いイメージを持ってもらうような出来事って、

そういえばあまり見えないな、と思いました。 

 あとは、これも漠然としているのですけど、専門家以外の人たちって、よく分からない

集団だなというのがあるのではないか。〔なじみがないから〕ということで、イメージが悪

いということです。 

 

（F） また違う感じでしたね。次の方、お願いします。 

 

―― まず、〔「ムラ」と言うとすでに悪いイメージ〕があるということです。どこかな、

こっちかな。 

 あと、一般に、 

 

（サブ F） 「私たちは」は駄目です。 

 

―― ああ、私は、〔「原子力」ってよくわからない〕。原子力って何かというのが、まずよ

く分からない。 

 あと、とても〔専門的〕なものなので、知識がない。まあ、この辺りと同じようなこと

だと思うのですけれども。 

 あと、やはり、原子力じゃなくて、〔原発が危険〕と思っている。ここですかね（貼る位
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置）。 

 

（F） ありがとうございます。次の方。 

 

―― これはすごく直感的で、自分でも分からないのですけど、〔閉鎖性と多様性〕は何か

関係があるのではないかなと思います。直観なので、理由は説明できないのですが。 

 なんとなく閉鎖的に見えるのは、ムラの中に多様性がないのが、それが全てではないの

だけど、ひとつの要因ではないかなというのを、前回の皆さんのお話を聞いて感じたので

すね。 

 

（サブ F） 多様性がない、ですか？ 

 

―― 多様性が足りないというか。 

 

（サブ F） この付箋の表現だと受け取り方が違いますよね。「ない」と入れたほうがいい

ですか？ 

 

―― はい。 

 

―― 矢印が両方になっているので。（最初は〔閉鎖性⇔多様性〕と書かれていた） 

 

（F） ⇔だと、対立っぽいですね。 

 

―― 矢印が違いますね。〔多様性がない→閉鎖性〕のほうがいいですね。 

 で、いわゆるムラの組織の中に多様性があるのかどうかを考える一因にしようと思って、

原子力関係の会社、機関の女性割合、女性管理職の割合を調べてみたのです。 

 多様性っていろいろな意味があると思うのですけれども、そのひとつとして、女性がど

のくらいいるのかなと。少ないのは分かっているのですけれども。会社が事故を起こした

とき、その後の対応を決めるのは、管理職だったり経営層だったりしますよね。そういう

ところに多様性がどのくらいあるのかというのが、私の素朴な疑問だったのです。 

 それで聞いてみたところ、社員には教えられません、という回答だったのですね。 

 

（サブ F） 男性と女性の割合がですか？ 

 

―― それも教えられないと？ 
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（サブ F） でも、普通の会社だと、男女比の情報は出ていますよね。 

 

―― 普通にポンと出てくる数字だと思っていたのです。人事は集計値は持っているはず

だから。 

 

―― そうですよね。ありますよね。 

 

―― 会社のリクルートのパンフレットには結構書いてありますよね。 

 

（サブ F） 概算みたいなものも出ないということですか？ 

 

―― 普通出ますよね。 

 

―― 要は、真っ当な聞き方をしても具体的な数字をすぐにはもらえないわけです。なの

で、ちょっと裏ルートを使って調べたのです。全体の管理職の中の、ライン管理職と呼ば

れる、判断権を持っている人たち、その割合が 44％でした。これは男女計でです。このラ

インの管理職の中に女性がどのくらいいるかといったら、1.0％でした。 

 つまり、ものの判断をする人たちの男女比が、99 対 1 だということですよね。100 人い

れば女性が 1 人しかいない。あとは皆、ほぼ日本人の男性。そういう人たちが判断する会

社って、信頼されるのだろうかと思ったのです。 

 ちなみに私は先週アメリカに出張に行っていまして、シアトルで少し時間があったので、

ボーイングのエベレット工場に行ってみたのです。ツアーだったのですが、最後に、「ちな

みに、今、うちの工場の従業員の平均年齢は 48 歳で、社員募集していますので、関心があ

ったら応募してください。うちは女性も男性も関係ありません」と言っていたのですね。

印象的だったのが、「飛行機を作っているエンジニアの 17.9％が女性ですから」と。ガイド

さんが、ツアーに来られる方に普通に言っているのですね。 

 この格差に、すごくびっくりしまして。飛行機も、安全という面で非常に大事な会社で

すよね。飛行機を作っているエンジニアの 2 割弱が女性だということ。だから何なのって

いうのもあるのですけど、比較のために出させていただきました。 

 

（F） ありがとうございます。では、最後に私。 

 私も、〔閉鎖性〕というイメージが、なんとなく良いイメージじゃないのかなということ。 

 あとは、先ほどもご意見がありましたが、まさに〔事故〕。スリーマイル島とか、チェル

ノブイリとか、JCO の事故とか、福島の事故があったので、何か時々いやなことが起こっ

ていると。 

 あとは、それでもまだ日本のことじゃないと思っていたら、日本でも起こってしまった
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ということで、急速に、〔ひどい被害の出る事故が起きるものという意識が生まれた〕のか

なと。 

 あとは、皆さんがおっしゃっていたように、一般の人には本当に〔知られていない〕。 

 逆に、〔専門家も知らせない〕。閉鎖性に近いのかもしれませんけど。知らせる必要がな

いと思っているのか、人様に言うのは恥ずかしいというか、内気だとか、そういうのもあ

るかもしれないですけど。 

 なので、結局全体として〔実態がよくわからない〕ということ。 

 あとは、事故と関係するのかもしれないですけれども、やはり原子力には〔放射線のイ

メージ〕があるのではないかなと思いました。それは見えないし、何だか分からない。専

門家でも、計測はできるけど、見えないので。 

 

―― 私が中学生のときの教科書には、アルファー線、ベーター線、ガンマー線が出てい

たのです。でも、なくなったのですよね。 

 

（F） ゆとりでですか？ 

 

―― ゆとりで。 

 

（F） やっぱり、見えないから分からないのですかね。 

 

―― 学校でそういう教育を受ける機会がなくなって、もう何十年も経っていますね。 

 

（F） 皆さんに一通り出してもらったので、ここからは自由にお話ください。意見に対す

る意見とか、これはどうだろうとかありましたら。 

 

（サブ F） 確認がありましたら。 

 

―― 放射線のイメージとか、知られていないということについては、私は学校教育にす

ごく問題があると思っています。中学校までの理科で、放射線とはどんなものか、教えて

おいてほしいと思います。 

 

―― でも、私もアルファー、ガンマー、ベーターでしたっけ、それは習ったけど、だか

らといってそれ以上ではないし。やはり目に見えないというのもあるし。分からないもの

はやはり分からないと思うし、なじみがないな、というのを感じますので。 

 

―― 私はずっと前の教育なので。九州の宮崎出身なので、長崎が近いのと、周りが皆戦
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争体験者だったということで、やはり放射線というのは原爆のイメージが強いです。学校

では、レントゲン、エックス線とか、そういう形の放射線は習うけれども、イメージ的に

は絶対良いイメージで捉えられていないです。原爆からのいわゆる放射線って。まだ私た

ちのころは、第五福竜丸とかそういうのがあったので。そういうイメージで来ていますね。

だから、良いイメージははっきり言ってないし、チェルノブイリがあったりすると、余計

にイメージが悪くなります。 

 

（F） そのあとに、例えばアイゼンハワー大統領がアトムフォーピースと言い出して、や

たら原子力発電とか平和のためにってやりだしたじゃないですか。日本はそのときに経済

成長をしていて、作ってみようかということで動き出して。そのときはたぶん結構良いイ

メージだったのかなと。それこそ鉄腕アトムとかウランちゃんとか出てきたりして。その

後すぐにプラスのイメージになったのかどうかは確かに分からないのですけれども、まあ

皆受け入れたのかなという感じで来ていたのではないかと思いますね。 

 

―― 単純に受け入れてはいないですね。アメリカなんかは、水爆とか、ずいぶん実験し

ていましたよね。良いイメージはないと思いますけど。 

 

―― 私はこの中では若いほうなので、すぐに原爆をイメージするようなことはなくて。

私は、中学では学んでなくて、高校で物理を選択して、ようやく出てきたんですよね。 

 放射線というと、当然被ばくだ、何だっていうのもありますけど、皆さんご存知のよう

に診断や治療にも使うわけですよね。そういった面も当然ながら勉強するわけで、一概に

すぐに危険だということではなかったので。 

 まあ、単純に私が学生の頃から興味があったというのもあるのかもしれないですけど。 

 

―― このあいだの事故があったときに、私の子供たち、当時高校生と中学生だったので

すが、全寮制の学校にいて、期末テストが終わった後の割と空いている時間に、物理の先

生が授業をしてくださったのです。 

 放射線とはこういうものです。急性被ばくだと、ここ以上だと白血球が減りますよとか、

レントゲンはこのくらいですよというのを出して、今のこの辺りの数値はこのくらいだか

らというような比較をして。そういう授業を 1 回してくれたのですね。それはすごくよか

ったなと思っています。 

 高校生、中学生が、1 回の授業でどのくらい分かったかは分かりませんけれども、学校で

やれるのならやってほしいなと思いますね。まずは基本的なところから。 

 

（F） そちらの方はいかがですか？ 今の点についてご意見ありましたら。 
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―― そうですね、私の住んでいるところはホットスポットということで、小さい赤ちゃ

んを持ったお母さんたちはかなり出て行かれたし。それは現実として、かなり大変なこと

だったと思います。 

 友達とは事故の話は絶対しないですね。雰囲気が悪くなるから。うっかり原発の話なん

かしようものなら、一瞬で空気が悪くなる。なので、絶対にしなかったですね。 

 

―― 空気が悪くなるというのは？ 

 

―― うっかり、「そんなにたいしたことはないよね」なんて言おうものなら、総攻撃を受

けるわけですよ。 

 新聞を読んだり、人の話を聞くと、ご主人と奥さんで意見が対立しちゃって、夫婦仲が

悪くなって、別居になったとか。奥さんは子どもをつれて実家に帰るとか。そういう話は

結構周りで聞きましたので。 

 

―― ああ、そういう雰囲気なんですか。 

 

―― ええ、大変だったのです。例えば、「事故はあったけれども、産業に電気はどうして

も必要だし、やっぱりどうしても原発みたいに安定して電気を供給されるものがないと大

変だから、しょうがないわよね」くらいの言い方だったとしても、特に主婦の中では、全

く受け入れられないというのが現実ですね。 

 

―― 確かに、私もそういう雰囲気を感じています。このくらいは全然問題ないんだけど

なと思いながら、言えなかった場面はいくつかありました。 

 

―― そうです。そんなこともうっかり言おうものなら、という感じだったので、事故の

話は友達の中ではしなくなりました。最近になってようやく、これくらいだったら大丈夫

とか言うようになりましたけど。あとは、お野菜とかも、いくら出ているものは安全と言

われても、九州のものしか買わないとか。 

 

―― 未だに東北のお米は買わないという方もいますね。すごい敏感な方がいて。 

 チェルノブイリのとき、生協で牛乳を買っていたら、あるとき全部なくなった。千葉の

牧草を食べていたら、チェルノブイリの放射能が千葉でも出て、だからそれを食べていた

牛の牛乳が全部なくなったことがあるのですね。そういうことがあると、やはり怖いって

いうイメージが入ってきてしまう。ただ、私は今、福島のものをどんどん買っていますけ

どね。やっぱり、敏感な人はものすごい敏感なのです。 
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―― ありますね。関東辺りのものは食べない。それくらいは普通ですね。 

 

―― やはり、安心の基準が人によって違うのですよね。自分は関東のものはもう安心じ

ゃないから食べない。それがその人の安心基準なのでしょうね。 

 

―― あとは、信用できないというのはありますよね。出ているものが本当に大丈夫なの

か。 

 

（F） 皆さん、盛り上がっているのですが、あと 10 分くらいしかない気がしまして。グ

ルーピングをしないといけないのですね。 

 

（サブ F） グルーピングをしましょう。似ているようなところにとりあえず貼ったのです

けれども。 

 

（総合 F） ファシリテーターさん、あと 10 分になりました。そろそろ 1 枚目のまとめに

入っていただいて、2 枚目の「そのイメージを払拭するには、どうしたら良いだろうか？」

のアイディア出しなどを進めていただければと思います。 

 

（F） どうでしょうか。 

 

―― なじみがないとか、分からないというのは似ていますね。 

 

（サブ F） まず、一番大きかったのはこの辺りですよね。危険とか。 

 

（F） 危険なイメージがある。そして、実際に事故があったこともあり、その後皆さんが

持たれたイメージがずっと残っているという感じなのでしょうかね。 

 

（サブ F） この辺りがひとつの塊ですよね。危険、怖い、よく分からないから。 

 

（F） そうですね。最初はよく分からなかったけれども、実際に何か起こって、事実怖い

かもと思っていると。 

 

（サブ F） その中で、〔良いイメージを持ってもらうような実績がないから〕というのが

ありましたよね。これと相反することですよね。 

 

―― これ（女性比率が少ないこと）って良いイメージですかね？ 一般の会社に比べた
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らどうなのか、私は分からないのですけど。 

 

―― それ（女性比率が少ないこと）をおっしゃったときに、だから閉鎖性を感じるんだ

なと思ったのですね。だから、私はそれはすごく大事だと思いますよ。ああ、だから閉鎖

性を感じるんだって。 

 

（F） では、この辺りのキーワードは「閉鎖性」あたりでしょうか。 

 

―― 事故を起こしたとき、その後どのように収束させていくかとか、どのように皆さん

にお知らせしていくのかを判断する人たちは、99％日本人男性で、たぶん 50 代以上なので

すよね。 

 

―― そういう人たちって、やっぱりよくないのですか？ 

 

―― 多様性の少ない人たちで決めているんじゃないかと。 

 

―― 多様性がないので、どうしても固まってしまう。閉鎖性ということですね。 

 

―― たぶん、母親だったり、主婦の立場からすると、発想は違うのだろうなと思うので

すよね。 

 

（F） この辺りはどうしましょう？ 

 

（サブ F） 全部まとめなくてもいいですよ。 

 それで、まとまりを作ったら、一言でタイトルをつけましょうとなっているのですよ。 

 

（F） 何かいい名前はありますか？ 

 

（サブ F） まずこの辺りですね。皆さんで名前をつけましょう。 

 

―― 「イメージ」がキーワードですね。 

 

（サブ F） では、「イメージ」にしましょうか。「イメージ」と書いていただけますか。 

 

（F） で、そのイメージを払拭するには、どうしたらいいでしょう？ 
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（サブ F） では、2 枚目にいきますか。 

 

（F） はい。2 枚目にいきます。 

 

（1 枚目の模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

（F） では、よろしくないイメージを払拭するにはどうしたらいいか。皆さん、速攻で書

いていただけますか。 

 

（サブ F） これ（1 枚目の模造紙）を見ながらだと、ヒントがあると思うのです。 

 

（F） 先ほど話題になった教育というのも、ひとつありますね。 

 

（サブ F） では、時間をとって書きましょうか。あまり時間がないので、「そのイメージ

を払拭するためには、どうしたら良いだろうか？」、思いつくことを全部書きましょう。も

う 1 枚目に出ているのもあるのですけど、重なってもいいですから。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） （1 枚目の模造紙の）「イメージ」というのは怖いイメージなのですよね。そ

れを書かないと。「不安なイメージ」ですよ。（サブ F が 2 人で相談して書き足す） 

 

（記入中） 

 

（F） どうでしょうか？ すみません、駆け足なのですが、そろそろ進めたいと思います。

思いついたら、言葉でポンポンあとから言っていただいても結構ですので。 

 

（サブ F） この付箋は、先ほど 1 枚目の話をしているときに出たものですが、2 枚目の話

題だなと思ったので、私たちがこっちに持ってきました。払拭するためのことになるので

はないかと思いましたので。 

 

（F） 分かりました。 

 では、こちらからよろしくお願いします。 

 

―― やはり、〔ちゃんとした教育をする〕こと。学校の中で、理科などでしっかり教育を

していってほしいと思います。 
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 それから、閉鎖性がとてもポイントになるので、〔閉鎖性の原因を出していく〕。どんど

ん出していく。 

 

（サブ F） 明らかにしていくと。 

 

―― そうです。明らかにしていくということです。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 私は、どうしても自分目線というか、専門家目線なのですけれども、まずはなんと

いっても、〔安全に事業を進める〕のが大事だなと。これがないとどうしようもないという

のがあります。 

 

―― それはそうですよね。 

 

―― あとは、対話というのは、中だけの対話だけではなくて、専門家と専門家の〔対話

を進める〕。願い事になっちゃうので、どうするかというのは難しいのですけれども、知り

合いを作って、増やしていくというのも大事なのかなと。このフォーラムもそのひとつだ

と思うのですけれども。 

 それから、そもそも良い点がアピールされていない。例えば会社説明会とかも、事故後

やらなくなったりとか。何が良いかというのが全然見えないので、〔魅力をアピール〕しな

いといけないのかなと思います。 

 

―― そうですね。 

 

―― 働いている人たちは魅力があるからいるわけですもんね。 

 

（F） 次の方、お願いします。 

 

―― 私も、やっぱり〔教育〕です。つまり、子供についてだと思うのですけど。 

 あとは、企業だけに限らないで、お役所もそうだと思うのですが、〔広報〕。あと、今は

学校に出張授業って結構あると思うのですけれども、教科書的に習うだけではなくて、そ

ういう現場の人の話を直接聞く機会が必要かなと思います。 

 

（サブ F） そうすると、こちらにも関係しますね。 
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―― そうですね。 

 あと、やっぱり〔大人へは無理〕。聞こうと思う人には伝わるけど、「だから駄目なのよ」

と言っている人には、何を言っても無駄かなと。 

 

（サブ F） これは、逆を返せば、子供には期待ができるということですね？ 

 

―― そうです。だから、子供のうちにと思います。大人の、1 回ついたイメージを取るの

は難しいので。 

 

―― 子供は脳が柔らかいから。 

 

―― そう、子供のうちにちゃんと。 

 

―― やはり啓蒙活動はとても大事なような気がします。 

 

（F） では、次の方、どうぞ。 

 

―― 私もひとつは、〔学校教育〕です。放射線や原子力だけに限らず、例えば化学物質も

いろいろありますよね。環境ホルモンとか。だから、そういうものと一緒に、身の周りに

ある危ないものがどのくらいが危ないのかを教える教育をやってほしいなと思いました。 

 それから、先ほどの多様性の部分なのですけれども、〔原子力関係の組織の幹部に多様性

を持たせてほしい〕。 

 その例なのですけど、経営層の年代を広くする。50 代の人たちばかりではなくて、もう

10 歳くらい若い人が入れるような人事システムにするとか。あとは、女性をそこに 1 割は

入れましょうとか。あと、出向等で他組織を経験された方を少し優遇して経営層に入って

もらうとか。そういう工夫で少しは多様になるのではないかなと。 

 

（F） ありがとうございます。では、私。 

 同じなんですけど、やはり〔教育〕です。 

 

（総合 F） 各班の皆さん、お約束の時間になりました。分野に分けたり、大事なポイント

を確認していただいて、発表に移りたいと思います。 

 

（F） あと、大人には無理と言われたのですけれども、〔放射線を知らせる〕。知りたいこ

とを伝えていないのではないか。ムラの人たちが言っていることと、市民が聞きたいこと

にすれちがいがあるのかなと。あとは、客観的に良いことも悪いことも、知らせることか
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なと思います。 

 なので、結局それは〔不安を払拭するような情報〕、すれちがうような情報じゃなくて、

ほしい情報を伝える。ただ、欲しい情報というと、受け取り手の都合の良いようにもなっ

てしまうので、客観的なところも必要なのだろうなと。なんだろう、歩み寄りも必要なん

だろうなと思うのです。 

 

―― 相手がどういう情報が欲しいかというのは、きっと人によって少しずつ違いますよ

ね。 

 

（F） そうですね。さっきのレベルの違いもありましたので。 

 

（総合 F） 皆さん、もう時間が終了していますので、意見をじっくり交換する時間はあり

ません。分野だけでも分けて、貼りだしていただければと思います。 

 

（サブ F） それで、発表する人を決めないといけないのと、2 枚目も、大きくタイトルを

つけたほうがいいかなと思うのです。ここは「教育」ですよね。 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） あとは、「放射線」ですよね。 

 あと、ここはなんてつけますか？ 

 

（F） これは何だろう。どうしますか？ 

 

―― PR 方法とか。 

 

（F） そうですね。 

 

―― 透明性？ 閉鎖性の反対、透明性とか。 

 

（サブ F） そのためには、こういう対話もすごく大切だということですよね？ 

 

―― そうだし、会社自身も変わったほうがいいと。 

 

（サブ F） それがイコール、〔安全に事業を進める〕につながるのでしょうね。 
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―― たぶん、そこにつながると思いますね。 

 

（サブ F） これ（付箋）を貼ってもいいですか。すごくヒントを感じるんです。ここを埋

めることがすごく大事ではないかなと。 

 

―― 〔専門家が知らせる情報と、市民が知りたい情報にギャップがあるのでは？〕。そう

ですね、確かに。 

 

―― ベクレルとかシーベルトとかを一生懸命言うのですけれども、例えば一般の方々か

ら見ると、どうして大丈夫なんですかとか、そういうもっと身近なことを聞きたいと。 

 

（総合 F） 準備のできたところから発表したいと思います。ボードに貼っていただけます

でしょうか。発表準備をお願いいたします。 

 

（サブ F） 発表はどなたが。それともファシリテーターにしますか。 

 

（F） 下手なのですけど…。 

 

（サブ F） ここのタイトルは聞かなくていいですか？ 

 

（F） そうですね、ここは何にしますか？ 先ほど出たのは、PR とか、 

 

―― 透明性。多様性。 

 

（F） 透明性にしますか？ 多様性だと難しい感じがするのですけど。それ（透明性）を

表し切れていないかな。多様性かな？ 

 

―― 「透明性・多様性」で、両方でいかがですか？ 透明性・多様性がしっかりしてい

れば、〔安全に事業を進める〕ことができるかもしれない。 

 

（F） では、私が発表しますけど、適宜、そこは違うというのは補足してください。 

 

＜終了＞ 


