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ご来席の皆様、ご来賓の皆様、そして学生の皆様、 

 
本日、日本の中でも最も歴史ある有名大学のひとつである、関西学院大学で 
講演できる機会を頂き、誠にありがたく、光栄に存じます。 

 
神余先生、お招きいただき、このような講演を実現して頂いたことに、心より感謝する

次第です。 

皆様にまずご理解頂きたいのは、私は、今回の訪日に際し、当初、友人であり元駐独

大使であられる神余先生にお会いしたいと考えたことです。 
 

と言いますのも、 
・	私は、かねがねドイツと日本を、より緊密な関係に発展させようという 

神余先生の不断の努力を賞賛し、 

・	また、神余先生の考えをお聞きすることが、特にドイツ人にとってはいかなる時で

も有意義であるからです。 
 

しかしながら、本日は、神余先生の方から BREXIT、すなわち、英国有権者による欧

州連合（EU）離脱の決定という現象について、私の考えを述べてほしいというご依頼

を頂いたのです。 

 
大変光栄であるとともに、また、緊張もしております。 
 

神余先生、私は、今日は英国人による民主的決定、そして、EU、ドイツ、 
特にノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州への影響に関する考察について、最善

を尽くしてお話したいと思う次第です。 

 
皆様に、この決定で何が重要かという明確、かつ感情を含む観点をお伝えするため
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に、まずは私の EU に関する非常に個人的な経験をからお話ししたいと思います。そ

れは、1980 年代の話です。当時の EU は現在と比較すると、まだずっと規模が小さい

ものでした。 

しかしそれでも、諸国の連合だったのです。 
 
当時、私は、西ドイツの、農業に従事する労働者組合を代表する若き労働組合員でし

た。ご存知のように、労働者団体の中でも、農場労働者は伝統的にあまりよく組織さ

れてはいませんでした。ほとんどの農場は小規模なものだったのです。そして、その

ような農場の被雇用者は、いたとしても、ほんの一握りでしかなかったのです。雇用

主とその家族は、被雇用者と非常に近しい関係にありました。農村では、労働組合な

ど必要ないという共通の感覚が、当たり前の 
ようになっていたのです。 

従い、賃金は低く、労働時間は非常に長いものでした。 
 
皆さんは、欧州経済共同体(EEC)には大きな二つの主要な柱があったことを覚えて

いるかも知れません。一つ目の柱は共通農業政策(CAP)であり、もう一つの柱は鉄

鋼・石炭という重工業でした。 
 

欧州委員会は、共通農業政策(CAP)の枠組みの中で、 
・	農作物に価格をつける 
・	外国との競争から国内農業市場を守る 

・	農業労働者の労働・生活環境について何か手を打たなくてはならない 
という特別な必要性があることを認識していました。 
 

そして、雇用主と労働組合の代表からなる、これらの問題に対応するための 
諮問委員会を立ち上げたのです。この委員会は、 
・	報告書を提出し、 

・	特定の CAP-市場政策の方向性を含む、様々な問題を話し合うプラットフォームで

あり、 
・	協定作りを牽引する存在だったのです。この協定は、例えば、労働時間に関する

当時の各加盟国の全国労働協約の法的拘束力のあるベースとなるものでした。 
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わかりやすくお話しすると、欧州の農業において、１週間あたりの労働時間を 40 時間

におさえることは、EEC なしでは不可能だったのです。 
 

これは、明らかに社会的な前進といえるでしょう。EU とその機関によって成し遂げら

れたことであり、そして農業労働者にとっては、実践的な意義をもたらしたのです。 
 

この社会的前進の小さな事例によって、皆さんも、なぜ私が、また多くの、そして非常

に多くのヨーロッパの人々が、英国有権者による BREXIT という決定を非常に残念に

思っているかがわかって頂けるかもしれないのです。 

 
しかし、社会的前進のこの事例よりも、もっとずっと重要なことがあります。それが、英

国人の大多数の決定に対する私の失望を明確にしてくれることでしょう。 

 
この「ずっと重要なこと」について、非常に実践的、また歴史的観点から説明いたしま

しょう。 

 
第二次世界大戦後に創設された、農業諮問委員会のリーダーのほとんどが、それぞ

れの国の軍隊で戦争に参加した元兵士でした。 

 
皆さんは、この非常に難しい状況を想像できるでしょうか？  
すなわち、委員会のリーダー達は、一方では戦時中に起こったあらゆるひどい出来事

を覚えていながら、もう一方では、加盟国全てが直面していた、実際の社会的問題の

解決に向けて協働していかなくてはならないという状況だったのです。 
 

これが平和へのレシピであったし、今でもそうなのです。協働すること。共通の問題へ

の実践的な解決法を模索すること。戦中派の人々は、協働がどのように進むのかを

しっかりと認識していたのです。 

 
彼らは、以下のような、悪しき出来事全てに別れを告げたのでした。 
・	戦争 

・	流血の紛争、 
・	痛ましく忘れがたい過去 
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彼らは実践的な社会問題解決のために共に協働することを選んだのでした。 
そして、もちろん自分たちが何をしているのかについて認識していました。 
彼らは、意図して、戦争の世紀というヨーロッパの伝統を断ち切ったのでした。 

 
つまり、EU は、第二次世界大戦の恐怖の後、ヨーロッパを一つにまとめる必要性か

ら生まれたものでした。 

 
このことが、私たちが今日「ヨーロッパ平和プロジェクト」と呼ぶもの全てへと繋がって

いくのです。 

 
言うまでもなく、この協力という全体的なコンセプトは非常に魅力的なものでした。多く

のヨーロッパ諸国が、この多国籍プロジェクトへの参画を望みました。 

 
だからこそ、EU は原加盟国６カ国から今日の 28 カ国まで着実に拡大してきたので

す。 

 
多くの加盟国が、また辛い歴史を経験してきました。 
・	ギリシャ、スペイン、ポルトガルの独裁政権 

・	東ヨーロッパのワルシャワ条約機構加盟国に於ける共産党政権及びロシアに対

する恐怖 
・	クロアチアやスロベニアといった旧ユーゴスラビアでの地域紛争 

といった経験です。 
 
他の、例えば、スウェーデン、デンマークおよび英国といった国々はそれほど複雑な

歴史を経験してはいないものの、加盟国になることの利点を認識していました。 
・	モノ、サービス、資本の単一市場へのアクセス 
・	労働力の自由な移動 

・	地域、社会、地域間の EU レベルにおける資金の再分配制度 
・	課題山積のグローバル化する世界における、同じ志をもつコミュニティーとの協力

関係  

といった利点です。 
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英国もまた、これらの利点を認識していました。英国は、EU 拡大の最初の波が起き

た 1973 年に加盟し、他の全ての加盟国同様に「アキ・コミュノテール」 
（ヨーロッパで蓄積され定められてきた法の総体系）を受け入れたのです。 

 
この法の総体系は、EU と加盟候補国との間の共通の交渉のベースを持つための 31
章からなっています。 

例えば、 
・	人とモノの自由な移動 
・	サービス提供の自由 

・	競合と産業政策   
といった章です。 
 

当然のことながら、EU の共通政策の費用はカバーされなくてはなりません。 
すなわち、全加盟国が予算編成や、歳入と歳出について合意しなければならないと

いうことです。 

 
EU は、その歳入の 80%までを、GDP 及び標準付加価値税率(VAT)に応じた加盟国

からの拠出金に頼っています。 

 
かつて、EEC 予算のおよそ 70%が、 
・	共通農業政策(CAP)の財源に使用されたこと、そして 

・	英国の農業部門が小さかったこと、さらに 
・	英国が他の加盟諸国よりも繁栄していたこと（つまり英国が受ける構造的援助は

少なかったこと）  

ということにより、当時のマーガレット・サッチャー首相は「英国リベート」と呼ばれるも

のを要求し、交渉の末、1984 年についにそれを勝ち取ったのです。 
 

この英国リベートは、複雑な財政メカニズムであり、英国の EU 予算への拠出金を削

減するものでした。実際、英国はこのメカニズムにより、その純拠出金の 66%を取り

戻しているのです。 

 
その結果、英国は 1982 年から今日までの間に、累計 1100 億ユーロを超える額を国
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庫に積み上げることが可能となりました。 
 
この額は、2016 年の EU 予算が約 1440 億ユーロの支出を見込んでいることを鑑み

ると、莫大な数字です。 
 
英国、ドイツ、フランス、イタリアの合計拠出額は、EU の運営予算の 60%超となって

おり、その中でも英国は、純拠出金額では、現在、未だに二番手につけているので

す。 
 

今般、英国は EU 離脱を決定しました。リベートを始めとする、加盟国としての数々の

恩恵にもかかわらず。 
 

私たちの英国の友人たちが、離脱に投票したのは財政的な理由からだけではないこ

とは明らかです。その他に、二つの大きな理由があるのです。 
・	一つには、過剰な規制に対する懸念の高まりと、主権が失われるという感情 

・	もう一つには、増え続ける移民の問題 
が挙げられます。 
 

これらの問題は、ヨーロッパの懐疑論者の「最大の悩みの種」、つまり自らが 
作り出した恐怖だったのです。 
 

EU 離脱派は、移民に関する懸念と、それがもたらす雇用への副次的影響に対する

人々の恐怖を利用したのです。 
 

200 万人を超える他国からの EU 市民が英国で働いていますが、その３分の１がポー

ランドから来ています。 
 

皆さん、なぜだかご存じでしょうか？ 
 
そこには、ポーランドとその他７カ国が EU に加盟した 2004 年以降、英国がとった自

由移民政策があったのです。 
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英国は、ポーランド人が、最初から制限なしに国内で自由に働くことを許している、三

つの加盟国のうちの一つでした。一方で、ドイツは、国民が心の準備ができるように

時間を慎重にとり、労働者の自由な移動の権利を確立したのは 2011 年になってのこ

とでした。 
 
2015 年 5 月に再選を果たした後、英国のデーヴィット・キャメロン前首相は、 

メンバーシップに関する再交渉を開始しましたが、それには、 
・	移民のための福祉目的の支出の変更 
・	財政的セーフガード 

・	英国がより簡単に EU 規制を阻止できるような方法  
が含まれていました。 
 

2016 年 2 月、キャメロン前首相はこれらの交渉結果を公表しました。彼は、 
サッチャー元首相による介入以来、二度目となったこの再交渉が、英国人の観点から

は成功したと確信を持っていたようです。 

 
そしてキャメロン前首相は、総選挙前に行うと約束していた国民投票の日程を 
6 月 23 日と定めました。そして、彼は負けてしまったのです。 

 
有権者のほぼ 52%が EU 離脱支持に投票し、48%が EU 残留に票を投じました。 
72%という投票率は、かなり高い数字といえるでしょう。 

 
しかし、18 歳から 24 歳までの若者の投票率は 36%に過ぎなかったとみられています。

この世代は、おそらく残留に投票するだろうということは周知の事実だったのにもかか

わらずです。 
 
皆さん、 

メイ新首相が言う通り、「BREXIT is BREXIT」、ということは我々にも明白なことです。

では、次に何が起きるのでしょうか？ 
 

英国の政治エリート層は、今非常に大きな課題に直面しています。 
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彼らが今議論し始めたのは、英国経済への影響だけではないのです。 
 
英国が EU 離脱すると、一体何が起きるのでしょうか？ 

 
BREXIT は、両者、つまり英国及び EU の双方に大きな影響を及ぼすのです。 
まず、英国への影響から話しましょう。 

 
とにかく、様々なところに影響が及びます。欧州医薬品庁（EMA）は、移転を余儀なく

されるでしょう。欧州銀行監督局（EBA）も同様です。研究開発も（人員及び資金面で）

影響を受けるでしょう。投資、貿易と労働市場は、英国内でも最も大きな影響を受け

ることになるでしょう。 
 

なぜなら、英国は EU の中でも最も多くの対外直接投資を受けている国だからです。

英語が使えるので、英国は外国人投資家にとってはとても魅力的な市場です。しかし、

それだけでなく、英国はその投資環境、そしてヨーロッパへの 

ゲートウェイという点からも魅力的なのです。これが変わってしまうのです。 
 
BREXIT は、EU 外からだけではなく、EU 内の加盟国からの投資の減少にもつなが

るでしょう。 
 
M&A（企業買収）は、より複雑になるでしょう。 

貿易もまた影響を受けることでしょう。ヨーロッパ単一市場へ自由にアクセスすること

がもう出来なくなるということ。すなわち、これは、 
・	人の自由な移動がなくなること 

・	資金およびモノの自由な移動もなくなること  
を意味するものです。 
 

ほぼ自由に会社を作り、サービスを提供することももう出来なくなるのです。 
 
やがて EU にも英国にも多数の異なる規制が作られ、それによる貿易のコスト増を皆

が被ることになるでしょう。それが、 
・	貿易量に影響を及ぼし、 
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・	投資先としての英国の魅力がさらに失われていく  
ということになるでしょう。 
 

このようなことが起きるだろうということは想像できますが、それらがどれくらいの影響

を持ち、そしていつ起こるのかということについてはわからないのです。 
 

この二つの疑問への答えは、BREXIT モデルにかかっており、当面、予測は本当に

不可能なのです。 
 

想像してみてください。 
英国政府はヨーロッパの規則を、国内の規則に置き換えるという、とてつもなく大きな

国の立法上の課題に直面することになるので。 

 
さらには、非 EU 加盟国との間で必要となる新たな貿易協定はどうなるのでしょうか。

というのも、英国は、EU がこれらの国々（日本だけでも EU と４つの協定を結んでいる）

と締結した協定によってカバーされなくなってしまうので、新たな貿易協定が必要にな

るのです。 
 

一方、EU 自体も、主要な資金拠出国を失うのは、火を見るよりも明らかです。 
 
財政面の穴は、拠出額を増やすか、あるいは支出削減することで埋め合わせるしか

ありません。私は、残りの加盟国の拠出率を上げるという可能性は少ないのではと思

います。加盟国は、どこも財政難に苦しんでおり、有権者に EU への拠出金を増やす

と説明することは非常に困難だからです。 

 
それゆえ、私が確信を持って言えるのは、支出削減以外の選択肢はない、ということ

です。 

 
しかしながら、私が英国の EU 離脱を懸念する理由がまだあるのです。 
それは、英国が世界第５位の経済国であり、軍事力でも世界第５位につけているとい

うことです。それ故、EU は、規制緩和と財政規律を常に推進してきた影響力のある英

国という加盟国を失うことになるのです。 
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また、EU 内でも力の均衡が変わっていくことでしょう。 
 
そして皆さんは、これら全ての事が、EU が、今まで直面したことのない最も厳しい

数々の危機に対応しなければならない、まさにその時に起きていることに気づくでしょ

う。それは、 
 

・	ヨーロッパとギリシャの債務危機が経済の南北間格差を浮き彫りにしたこと、 
・	それに続く現在のヨーロッパの難民危機により、ヨーロッパにおける、東西間の衝

突が起きている ということです。 

 
BREXIT 決定のタイミングは、EU にとっては最悪なものでした。 
 

しかし私には、BREXIT 後も、移民政策は大きく変わらないと考えるのが妥当に思え

るのです。そして、英国がヨーロッパからの移民、つまり自由な人の移動を制限する

のか、本当に制限できるのか、ということは、欧州連合との今後の関係に大きく依って

います。 
 
皆さん、 

BREXIT は、政治や行政だけではなく、その市民にも影響を及ぼすことになるのです。

それも、英国市民のみならず、EU 市民にも。 
 

現在、300 万人を超える EU 市民が英国で生活しています。そのうちドイツ人は 13 万

人です。 
 

一方、EU で暮らす英国人の数は 120 万人。 
 
彼らの在留資格に変化があるのか、あるとしたらどのように変わるのかは、 

これからの EU との交渉にかかっています。 
 
ブリュッセルの欧州委員会と英国が、それぞれの市民に関して同じ権利を主張すると

考えるのが妥当でしょう。 
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皆さんはご存知かもしれないが、スイスとノルウェーには、特別な枠組みが存在しま

す。両国とも EU の加盟国ではないものの、その国民は EU 内に住むことも働くことも

自由です。また、EU 市民も同じ権利を享受している。 

 
ノルウェーには、単一市場への完全なアクセス権が認められており、EU の法律の大

半を受け入れています。自由な移動は、EU 内と同じようにノルウェーにも適用される

ものです。 
 
それと引き換えに、ノルウェーは EU 予算の拠出金を支払い、共通規制や標準を含む

EU の規則全てを受け入れなくてはなりません。ノルウェーには、EU 規則の決定に影

響を及ぼす権利はありません。ノルウェーが除外される EU の規則は、 
・	農業 

・	漁業、司法 
・	国内問題  
に関する規則に留まるのです。 

 
一方、スイスは、EUとはほとんどの産業に関して、単一市場へのアクセスを可能にす

る自由貿易協定及びその他多くの協定を結んでいます。 

 
しかし、銀行業務やいくつかのサービス部門に関しては完全なるアクセス権を持って

はいません。 

 
皆さんは、銀行部門が英国にとって、特に重要であり、英国経済の８割を構成してい

るということは、ご存知だと思います。 

 
では、これまでの私の話をまとめてみましょう。 
・	EU の歴史と共通の価値観に基づく発展の概要 

・	BREXIT 決定に関する情報 
・	英国および EU が被ると思われるその影響 
 

それでは、ここから BREXIT がドイツ及び NRW 州へ及ぼすと思われる影響について

簡単に述べたいと思います。 
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EU 加盟大国であるドイツも、また様々な影響を受けるでしょう。英国は、これまで他

の加盟大国と同様、貿易、投資、そして金融部門に関するヨーロッパの政治的議論に

影響を与えてきました。 

 
１．	 英国が EU を離脱すると、特にドイツは、共通の外交政策・安全保障政策にお

いてさらに大きな役割を果たすというプレッシャーにさらされることになるでしょ

う。なぜなら、BREXIT により、ドイツにとっての最重要同盟国が欧州連合から

失われてしまうからです。 
２．	 英国は、ドイツおよび NRW 州の最重要貿易相手国の一つです。英国は、EU

の中ではドイツから最も多く輸入しています。さらに、 
ドイツは英国にとり、米国に次ぐ二番目の輸出先です。 

３．	 英国内には、2500 社以上のドイツ企業が事務所を置き、中には本社を構える

ところもあり、英国の雇用に貢献しています。 
・	自動車メーカーBMW 社だけでも 10 億ユーロを超える投資を行い、英国で BMW

車と MINI を製造しています。同社にとり、英国は第４番目に大きい市場なので

す。 
・	ドイツのエネルギー会社 E.ON 社と RWE 社は、英国の６大エネルギー会社のう

ち２社を所有しています。また、化学会社 BASF 社は、英国に 10 の製造拠点を持

っています。 
 
一方、ドイツには、英国企業 3000 社が進出しています。 

 
４．	 金融部門では特に、BREXIT により、「パスポート制度」と呼ばれる制度に終

止符が打たれるのではとの懸念があります。同制度では、英国に拠点を置く

金融機関は、EU 各国の認可なくして、欧州経済領域のどこでもビジネスを行

うことができるのです。 
・	単一市場離脱の結果として、英国がパスポート制度を利用できなくなれば、金融

機関には、大陸側への移転を余儀なくされるところも出てくるでしょう。 
・	ドイツの大手銀行はロンドンで重要な事業を行なっています。ドイツ銀行は 9000

人の従業員を雇用していますが、すでに BREXIT に備え、英国での業務の一部

をドイツに移転することを検討する作業グループを立ち上げました。 
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NRW 州の輸出入の総貿易高は 3900 億ユーロにも達します。 
 
英国は同州にとって４番目に重要な貿易相手国であり、NRW 州の対外貿易に占め

るシェアは 7%にも上るのです。 
 
さらに、ヨーロッパ各国政府にとっても、非常に重要なことがあります。 

それは、BREXIT は、欧州地域開発基金 (ERDF)に確実に影響を与えるということで

す。この基金は、EU により運営され、地域の開発を推進するためのものです。例え

ば、 

・	経済的に弱い地域の近代化への投資 
・	持続可能性のある雇用の創出 
・	経済に準拠する、イノベーション及び知見への支援  

などを行なっています。 
 
英国がこの基金への拠出を止めれば、大きな損失を被るのは NRW 州だけではあり

ません。 
 
NRW 州は 2014 年から 2020 年の間に約 12 億ユーロのファンドを EU から受け 

取っています。 
 
現在、ERDF は、この 2014 年から 2020 年度の時期にあります。今期に何が起きる

のでしょうか？ その後はどうなるのでしょうか？  
 
結局のところ、EUは一つの主要拠出国を失い、そのことはもちろんEUの再分配シス

テム全体に影響を及ぼすことになるのです。 
 
さて、実際の BREXIT がどのようなアジェンダで進められるのでしょうか。 

 
英国政府により、公式な離脱宣言が行われた後、これはおそらく 2017 年初め頃に行

われると思われますが、交渉が約 2 年間続くことになるでしょう。EU 基本条約第 50

条に則って離脱条件を決め、さらに英国と EU との将来的な関係を決定するための交

渉が行われることになります。 
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英国と EU の将来的関係を決める、どのような協定も効力を有するためには、 
「特定多数」が必要となります。すなわち、加盟国の 72％、EU 人口の最低 65%を代

表する加盟国が協定に賛成しなければならないということです。 

 
そしてこれらの交渉終了の後、英国は正式に EU を離脱するわけですが、これでプロ

セスの終わりというわけではありません。 

 
交渉が合意に達すると、直ちに、EU と英国間の既存の諸協定は失効します。 
 

可能性は少ないですが、もし、全く合意に至らなかった場合、これら諸協定は、第 50
条の行使の下、2 年後に自動的に失効することになります。つまり 2019 年初頭に失

効するということになるわけです。 

 
一つ申し上げたいことがあります。EU 側としては４つの機関、すなわち、 
１．	 欧州理事会 

２．	 欧州議会 
３．	 欧州委員会 
４．	 欧州連合理事会  

が交渉プロセスに関与することになります。 
 
もし、取り決めが「混合協定」、つまり EU の（貿易政策などに関する）権限および加盟

国の（外交政策などに関する）権限に影響を与える場合、全ての加盟国の議会がこ

の協定に署名し、批准しなくてはならないのです。 
 

このことは、全ての EU 加盟国が拒否権を持つことを意味するものです。 
 
交渉の観点からみると、包括的合意に至るのに必要となる時間が長期化するだけで

なく、取り決めが成立する可能性も少なくなってしまうということでもあるのです。 
 
皆さん、学生の皆さん、 

 
ヨーロッパのリーダー達は、今、大きな課題に直面しています。英国なしの EU として、
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将来、何とかやっていかなくてはなりません。 
 
また、各国政府は、反欧州運動に対処するプランをも策定する必要がります。 

 
これは、今日の政治課題であるのみならず、ヨーロッパの将来の世代への大きな責

任でもあるのです。 

 
NRW 州政府は、責任をもって、BREXIT へ対応する戦略を作り始めています。 
 

もちろん、ドイツ連邦政府の友人たちとも緊密に連絡を取り合っています。 
 
この文脈において、日本は、私たちにとって、非常に重要なパートナー国であります。 

・	デュッセルドルフを州都とする NRW 州は、ヨーロッパの日本企業にとってロンドン

に次ぐハブとなっています。 
・	NRW 州には 600 以上の日本企業が拠点を置いています。 

・	その多くがヨーロッパビジネス統括拠点です。 
 
私たちは、これまでデュッセルドルフ日本商工会議所の代表と会合を重ね、日本の企

業誘致活動のために数々のイベントを企画・運営してきました。 
常に、皆さんからの問い合わせに対応し、耳を傾けています。それが、今日、私がこ

こにいる理由のひとつなのです。 

皆さんは、BREXIT について、どう考えるのでしょうか？ 
 
NRW 州では、次の州議会選挙が 2017 年 5 月に行われますが、その後、誕生する

新たな州政府が、BREXIT に伴う、ヨーロッパへの財政、地域への影響を緩和する計

画を立てることになります。 
 

これが、州政府の次期連立協定の最優先事項となるでしょう。 
 
これから、私たちは英国の友人たち、つまり第二次世界大戦後、NRW 州に自治制度

を導入した英国の友人たちと今後も対話を持ちながら、BREXIT に影響されないよう

に、パートナーシップを守り、強化していきます。それは、 
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・	都市や町の友好関係 
・	研究開発における協力 
・	文化的協力と交流  

といった形でのパートナーシップです。 
 
そうです。私たちは今後もコミュニケーションを図りながら、協働して共通問題に対し

実践的な解決策を見つけていくのです。 
 
私は、本日の講演をまさにこの観点から始めました。 

 
そして、決してパニックに陥る必要はないということをも意味するのです。 
 

但し、BREXIT の悪影響を最大限、軽減する実践的かつバランスの取れた解決法を

見出すにあたり、責任ある政治家たちは今、有権者からの支持を最も必要としている

ことも確かなのです。 

 
ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


