
お詫び致します。すみませんでした。

１　防火対象物の規模とは？

　防火対象物の防火安全性を確保させ

ていくためには、防火対象物の用途の

他に、防火対象物の規模が大きな要素

を占めます。ここで言う「規模」とは、

敷地面積、建築面積、延べ床面積、建

築物等の高さ、階、収容人員などを指

します。前回「用途」の話をしました

ので、今回はこの「防火対象物の規模」

について取り上げたいと思います。

２　日本の防火設計の

　　基本的な考え方について！

 「 防火対象物の規模」の話をする前に、

今後、予防よもや話を進めていく中で、

読者の皆さんにこれだけは忘れないで

欲しい日本の防火設計の基本的な考え

方があります。それは「平常時火点は

原則１箇所で設計する。」ということ

　読者の皆さん！ こんにちは！

　先日の大雪大変でしたね！ 私も何

年かぶりに雪かきをして、筋肉痛にな

りました。「暑さ寒さも彼岸まで」と

言われますが、この第４回が出版され

る頃には少しは暖かくなっていること

に期待しましょう！

　さて、第４回の予防よもや話は「防

火対象物の規模の把握について」です。

　おっと、その前に、第２回予防よも

や話で、「消防法施行令が制定された

昭和36年当時の「複合用途防火対象物」

も同じ定義だったでしょうか？」とい

う問題を出しましたが、皆さん覚えて

いらっしゃいますか？ 実は、この文

章に間違いがありました。皆さんはお

気づきになられましたか？ どこが間

違っていたかというと、消防法施行令

が制定された昭和36年当時には、まだ

「複合用途防火対象物」という言葉は

存在していなかったのです！ 当時は

まだ「⒃項」という言葉だったのです！ 

複合用途防火対象物が定義されたの

は、昭和49年６月です。従いまして、

正しくは「消防法施行令が制定された

昭和36年当時の⒃項も同じ定義だった

のでしょうか？」という文章でなけれ

ばいけませんでした。訂正させて頂き、

です。突然何を言い出したのかと思わ

れたでしょうが、とても大事なことな

のです。その理由を説明しましょう！

　今から約30年位前に、当時、火災予

防の第一人者であった東京大学の岸谷

孝一教授が、ある大規模建築物群の火

災予防安全対策検討委員会の委員長を

委嘱されておりました。当時、高層建

築物よりも更に大規模な、それも一つ

のコミュニティを形成するような総延

べ床面積が何十万平方メートルもある

超高層ビル群が出現し始めてきていま

した。その検討会の場で、ある委員か

ら、「こんなに大規模な建築物群だと、

火災が発生する危険性は増大し、火点

を１箇所だけで考えて良いのでしょう

か？」という質問が出されました。そ

の時に、岸谷委員長が、「地震、テロ、

連続放火による火災以外の通常の火災

発生の危険性については、まだこの規

模の建築ビル群においては、１箇所で

良いでしょう。」と回答されたのです。

あれから30年以上が経過しましたが、

この間に、この基本的な考え方が変

わったとはまだ聞いたことがありませ

んので、まだこの考え方が生きている

と考えて良いと思います。

　つまり、日本の防火安全対策の基本
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第67回　えふえむ花巻株式会社 愛称：FM One（エフエム ワン）
〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目２番地21（なはんプラザ３階）
電話0198-21-1777　ＦＡＸ0198-23-3666
http://fm-one.net/　開局日 平成22年９月１日　周波数78.7MHz

防災キャスター堂本嘉巳の

第67回　　えふえむ花巻㈱
開局半年後に東日本大震災発生。えふえむ花巻
の使命は安心・安全を支える生活情報の発信！

立命館大学卒業、元尼
崎市消防局長、㈱ＦＭ
あまがさき顧問、兵庫
建物管理企業組合顧問

プロフィール

写真左は震災当日深夜、災害対策本部
から電話回線により災害放送を行う。
上はサテライトスタジオ外観。

 第67回　えふえむ花巻株式会社　

♪宵の灯 点すころ 心ほのかな初恋を
　　…北上河原の　せせらぎよ♪
　和田弘とマヒナスターズで大ヒット
した“北上夜曲”がつい口を突いて出
る。ここ北上川は岩手県の北部に源を
発し、北上山地と奥羽山脈を流れ宮城
県のあの石巻湾にそそぐ243キロの東
北一の大河である。ここ花巻市は岩手
県の中央部で北上川流域の北上盆地を
占める田園、観光都市だ。いわて花巻
空港へは札幌、名古屋、大阪、福岡か
らは多くの観光客を定期便が運ぶ。あ
の“雨ニモマケズ、風ニモマケズ”で
有名な詩人宮沢賢治が活躍した地元で
あり、また、市内には東北を代表す
る“花巻温泉郷”がある。宮沢賢治
が、高村光太郎が心を癒したことだろ
う。ここに平成22年９月１日開局した

“えふえむ花巻”愛称ＦＭ Oneが活躍

する。周波数78.7メガヘルツ、出力20
ワットで受信エリアは花巻市及び紫波
町、北上市等の一部をカバーする。朝
４時、“演歌一本道”で24時間放送が
スタートだ。英語、中国語、韓国語に
よる市民生活の外国語インフォメーシ
ョン。そして花巻市倫理法人会による

“おはよう倫理！〜職場の教養〜”と
続く。７時からは“まんず78.7”、交
通情報、お天気、岩手日日新聞ニュー
ス、ＪＡからの新鮮な話題が、そして
花巻市からの今日の予定など聞き逃せ
ない生活情報があり、まんず聞いてけ
でぇ！だ。お昼前には“フラワーガー
デン”が開園。花巻ナビでは市の各種
イベント、図書館への誘いなどランチ
タイムに聞いて得する花巻情報てんこ
もりで輝きを増す。午後からは“Ｐチ
ャンネル”だ、新パーソナリティの“ゆ
うき”ちゃんがベテランの落合昭彦放

送局長とともに、時には熱く、時には
深く番組を楽しませてくれる。また、

“花巻玉手箱”では市民グループ大迫
たんぽぽの会が地元に古くから伝わる
歴史や物語などを伝えてくれるのもホ
ットするひと時だ。東北の魅力再発見
は、東北コミュニティ 24局のＦＭ局
が楽しいネットで各地の話題のリレー
をしてくれる。みんな“3.11災害”で
は大きな存在感を示した局だ。そして、
ママさん向けの子育て応援番組や、大
学生の防災ラジオ、シニア向けの落語
など幅広く放送される。夕方の“イブ
ニングＯne”はリスナーとともに作る
コーナー、くらしのＱ＆Ａでは市職員
自らがスタジオ入りして賑やかにその
時の話題を知らせてくれる。さらに小
学生による家族への感動のことば、幼
稚園、保育所を訪ね元気な子どもたち
のにぎわいを、また、花巻北高校生に
よるイベント放送などリスナーととも
に活動する地域密着の放送局だねー。
大震災からもう２年半。ここ花巻市へ
も被災地から避難して来た市民がい
る。もちろん３月11日から18日まで「災

害ＦＭ局」として花巻市災害対策本部
から生放送を続け、その後はスタジオ
から緊急放送を続けた。４月７日震度
６強の余震に見舞われ停電、特別編成
で放送続行、その後もライフラインや
生活情報、公共施設の状況、また、沿
岸自治体情報なども放送しその実力を
発揮した。花巻市消防本部の石崎信彦

総務課長、花巻市危機管理課の伊藤敏

彦副主任も「災害発生時の緊急放送や
消防広報等きめ細かく放送してくれる
当市にとっては大切なＦＭ Ｏneです」
と話す。実績豊富な落合放送局長は「開
局半年で迎えた東日本大震災、市との
連携の強さ、安心安全、生活情報の発
信、さらには協定に基づいた放送を、
取材、情報収集と当市に係わるものを
流し他の放送メディアと異なるＦＭ局
の役割があります」と語る。賢治祭り
や花巻まつりで賑わう花巻。北上川に
今日も飛ぶ78.7。頑張るＦＭ Ｏneだ。

予防　　　
よもや話

第４回

防火対象物の規模の
把握について（その１）

纏 消之助

近代消防のホームページ

http://www.ff-inc.co.jp/sub1.htm


　そこで、私からのお薦めの参考書を

ご紹介します。近代消防社発行の「消

防・建築法規のドッキング講座」とい

う本です。当時、私もよく使わせて頂

きました。とても解り易く、イラスト

も多用されていたので見やすく、読み

やすい解説書でした。著者は高木任

之（たかぎただゆき）先生です。読者

の皆さんの中にもご存知の方がいらっ

しゃると思いますが、消防法規と建築

法規とは、防火規制の面で密接に関係

しているため、昭和46年頃から消防庁

と建設省（現在の国土交通省）で人事

交流（建設省の課長補佐クラスの方が

消防庁予防救急課（現在の予防課）に

在籍していました。）が行われていま

した。高木先生はその第１号なのです。

残念ながら一昨年に亡くなられてしま

いましたが、高木先生のご意思により、

東京理科大国際火災科学研究科の工学

博士である小林恭一教授（建設省人事

交流第５代目で元消防庁予防課長・元

国民保護部長を歴任）が高木先生の後

を引き継がれることになったそうです

（詳しい経緯については近代消防社発

行の消防設備アタック講座（上）の前

書きに記載されています。）。若い職員

の方で、建築法規のことがよく解らな

いという方は、是非この本を読んでみ

てください！　

４　尺貫法について　

　ここで、少し話が脱線します。若い

的な考え方は、火災発生の想定は、火

点を１箇所で考えてスタートするとい

うことです。現在の日本の火災予防法

令のハード及びソフト対策はともにこ

の基本的な考え方で設計されているの

です。

　では、もし火点が２箇所という考え

方で想定したら、一体何が違ってくる

のでしょうか？ すぐに思い浮かぶの

が、屋内消火栓やスプリンクラーなど

の消火設備の水源水量やハロン、二酸

化炭素消火設備、泡消火設備などの特

殊消火設備の消火剤量が全て違ってき

てしまいます。また、排煙設備の能力

計算も見直さなければいけなくなりま

す。全面的な見直しとまではいかなく

ても、かなりの変更を余儀なくさせら

れてしまうでしょう。

　今後、さらに大規模な建築物群が出

現してくれば別ですが、現在のところ

は、従来どおりの「火点は１箇所」の

考えで良いと思います。

３　建築法規と消防法規に

　　ついて

　防火対象物の規模を的確に把握する

ためには、残念ながら消防の知識だけ

では不十分です。建築物の建築面積、

床面積、延べ面積、階の算定方法、建

築物の高さの算定方法など建築の法令

規制の知識も持っていなければ防火対

象物の実態を正しく把握できません。

建築の勉強も必ずしてください！

職員の方は、尺貫法をご存知でしょう

か？ 次の表を参考にしてください。

　テレビの時代劇などでこれらの単位

を耳にしたことありませんか？ 覚え

ておくと便利ですよ！

　その活用方法の１例をご紹介しま

しょう！ 災害現場でも役に立ちま

す！ 下の図を見てください！ この家

の床面積を概算で10秒以内で答えてく

ださい！

正解は約10㎡です。

　1.5間×２間＝３坪（６畳）

　3.3㎡×３坪＝9.9㎡≒10㎡

　読者の皆さんは直ぐに答えられまし

予防　　　
よもや話
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の使命は安心・安全を支える生活情報の発信！

立命館大学卒業、元尼
崎市消防局長、㈱ＦＭ
あまがさき顧問、兵庫
建物管理企業組合顧問
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写真左は震災当日深夜、災害対策本部
から電話回線により災害放送を行う。
上はサテライトスタジオ外観。

 第67回　えふえむ花巻株式会社　

♪宵の灯 点すころ 心ほのかな初恋を
　　…北上河原の　せせらぎよ♪
　和田弘とマヒナスターズで大ヒット
した“北上夜曲”がつい口を突いて出
る。ここ北上川は岩手県の北部に源を
発し、北上山地と奥羽山脈を流れ宮城
県のあの石巻湾にそそぐ243キロの東
北一の大河である。ここ花巻市は岩手
県の中央部で北上川流域の北上盆地を
占める田園、観光都市だ。いわて花巻
空港へは札幌、名古屋、大阪、福岡か
らは多くの観光客を定期便が運ぶ。あ
の“雨ニモマケズ、風ニモマケズ”で
有名な詩人宮沢賢治が活躍した地元で
あり、また、市内には東北を代表す
る“花巻温泉郷”がある。宮沢賢治
が、高村光太郎が心を癒したことだろ
う。ここに平成22年９月１日開局した

“えふえむ花巻”愛称ＦＭ Oneが活躍

する。周波数78.7メガヘルツ、出力20
ワットで受信エリアは花巻市及び紫波
町、北上市等の一部をカバーする。朝
４時、“演歌一本道”で24時間放送が
スタートだ。英語、中国語、韓国語に
よる市民生活の外国語インフォメーシ
ョン。そして花巻市倫理法人会による

“おはよう倫理！〜職場の教養〜”と
続く。７時からは“まんず78.7”、交
通情報、お天気、岩手日日新聞ニュー
ス、ＪＡからの新鮮な話題が、そして
花巻市からの今日の予定など聞き逃せ
ない生活情報があり、まんず聞いてけ
でぇ！だ。お昼前には“フラワーガー
デン”が開園。花巻ナビでは市の各種
イベント、図書館への誘いなどランチ
タイムに聞いて得する花巻情報てんこ
もりで輝きを増す。午後からは“Ｐチ
ャンネル”だ、新パーソナリティの“ゆ
うき”ちゃんがベテランの落合昭彦放

送局長とともに、時には熱く、時には
深く番組を楽しませてくれる。また、

“花巻玉手箱”では市民グループ大迫
たんぽぽの会が地元に古くから伝わる
歴史や物語などを伝えてくれるのもホ
ットするひと時だ。東北の魅力再発見
は、東北コミュニティ 24局のＦＭ局
が楽しいネットで各地の話題のリレー
をしてくれる。みんな“3.11災害”で
は大きな存在感を示した局だ。そして、
ママさん向けの子育て応援番組や、大
学生の防災ラジオ、シニア向けの落語
など幅広く放送される。夕方の“イブ
ニングＯne”はリスナーとともに作る
コーナー、くらしのＱ＆Ａでは市職員
自らがスタジオ入りして賑やかにその
時の話題を知らせてくれる。さらに小
学生による家族への感動のことば、幼
稚園、保育所を訪ね元気な子どもたち
のにぎわいを、また、花巻北高校生に
よるイベント放送などリスナーととも
に活動する地域密着の放送局だねー。
大震災からもう２年半。ここ花巻市へ
も被災地から避難して来た市民がい
る。もちろん３月11日から18日まで「災

害ＦＭ局」として花巻市災害対策本部
から生放送を続け、その後はスタジオ
から緊急放送を続けた。４月７日震度
６強の余震に見舞われ停電、特別編成
で放送続行、その後もライフラインや
生活情報、公共施設の状況、また、沿
岸自治体情報なども放送しその実力を
発揮した。花巻市消防本部の石崎信彦

総務課長、花巻市危機管理課の伊藤敏

彦副主任も「災害発生時の緊急放送や
消防広報等きめ細かく放送してくれる
当市にとっては大切なＦＭ Ｏneです」
と話す。実績豊富な落合放送局長は「開
局半年で迎えた東日本大震災、市との
連携の強さ、安心安全、生活情報の発
信、さらには協定に基づいた放送を、
取材、情報収集と当市に係わるものを
流し他の放送メディアと異なるＦＭ局
の役割があります」と語る。賢治祭り
や花巻まつりで賑わう花巻。北上川に
今日も飛ぶ78.7。頑張るＦＭ Ｏneだ。

尺貫法（一部抜粋）

　○長さ

　　　１里＝36町（≒3.927㎞）

　　　１町＝60間（≒109.09ｍ）

　　　１間＝ ６尺（≒1.81ｍ）

　　　１尺＝10寸（≒0.303ｍ）

　○面積

　　　１町＝10反（≒9917.3㎡）

　　　１反＝10畝（≒991.7㎡）

　　　１畝＝30坪（≒99.173㎡）

　　　１坪＝10合（≒3.30㎡）

▲ ▲

▲

▲

１．５間
２間



せなら区切りの良い30ｍにすれば良

かったのではないかと思いませんでし

たか？ それには理由があったのです。

昔は、皇居周辺の建築物に対して、建

築物の絶対高さの制限がありました。

（これは、恐らく、天皇陛下を上から

見下ろしてはいけないという配慮が

あったからだと思われます。）この絶

対高さの制限が100尺だったのです。

　先程の表からわかるように１尺は

0.303ｍなので、100尺だと30.3ｍです。

昔は30.3ｍまでは建てられたのです。

しかし、高層建築物が消防法第８条の

２の改正で初めて定義されたのが昭和

43年です。もしここで、高層建築物の

定義を高さ30ｍにしていたらどうなっ

ていたでしょうか？ 100尺まで良いと

言われて建てた高さ30ｍを超えている

建築物は全て既存不適格の違反建築物

になってしまいます。それを回避する

ために高さ30ｍではなく、高さ31ｍと

いう定義になったのが理由です。やは

り、このような数字になった経緯が

ちゃんとあるのです。

　あと、防火対象物の規模の把握の中

で、収容人員の算定方法についてです

が、消防法施行規則第１条の３の規定

に基づき、用途ごとに算定方法が定め

られていますが、ここで２つの留意事

項があります。

　１つは、この算定方法は、実態の収

容人員とは合致しない、割り切りの数

字であるということを頭に入れておい

たか？ ここでは親切に1.5間、２間と

長さが書いてありましたが、実際の災

害現場では、書いてありません。では、

どうしたら良いでしょうか？ ドアや

窓の数を数えてください！ ドアの入

口は半間、窓は１間と見て、縦横の長

さを推定し、○間×○間で○坪になる

か（１間×１間＝１坪＝２畳です。こ

れを忘れないでください！）計算し、

坪数が出たら、それに3.3㎡を乗じて

ください。この計算方法をマスターす

れば、災害現場で、直ぐに建物の建築

面積や延べ面積が把握できます。

５　防火対象物の規模の把握

　本題に戻りましょう、防火対象物の

規模を把握するためには、各階の床面

積や延べ床面積、階数などを適切に把

握しなければなりませんが、特定行政

庁の作成した調査書を転記すれば良い

と考える予防担当者の方もおられるで

しょう！ しかし、気をつけてくださ

い！ 消防の場合には令８区画を適用

させる部分などがありますので、出来

れば図面をきちんと見て、規模を把握

するよう心掛けてください。

　先程、尺貫法について触れましたが、

消防法令にも、この尺貫法が影響して

いる箇所があります。ご存知ですか？ 

それは高層建築物です。高さ31ｍを超

える建築物を言いますが、皆さん最初

に何故31ｍなんて中途半端な数字なん

だろうと思いませんでしたか？ どう

てください！ 特に問題なのが、⑽項

の収容人の算定方法です。あれだけの

不特定多数の乗降客が大勢いるにも関

わらず、算定方法は

 「 従業者の数により算定する。」

となっています。昔から疑問に思って

いたのですが、収容人員の考え方に、

移動するだけの人の数は収容人員とは

見ないという考え方があるみたいで

す。つまり、乗降客はそこに滞在する

のではなく、移動している人なので、

収容人員とは見ないという捉え方をし

ているようです。あまりにも実態とか

け離れていますが、国の基準で定めら

れている算定方法なので割り切るしか

ありません。

　もう１つは、「１未満のはしたの数」

の取り扱いに注意してください。私が

勤務していた当時は、国の基準どおり

切り捨てる消防本部もあれば、切り上

げる消防本部も実態としてありまし

た。要は危険側に考えて切り上げるか、

１人には計算上ならないのだから切り

捨てるという考え方なのです。皆さん

の本部ではどういう取り扱いをしてい

るのか、確認しておいてください！

　誌面がなくなってしまったので、次

回の「防火対象物の規模の把握（その

２）」で、続きをお話したいと思います。

〈問い合わせ先〉

　E-mail：kinshou@ff -inc.co.jp

（続く）

予防　　　
よもや話
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第67回　えふえむ花巻株式会社　愛称：FM One（エフエム ワン）
〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目２番地21（なはんプラザ３階）
電話0198-21-1777　ＦＡＸ0198-23-3666
http://fm-one.net/　開局日 平成22年９月１日　周波数78.7MHz

防災キャスター堂本嘉巳の

第67回　　えふえむ花巻㈱
開局半年後に東日本大震災発生。えふえむ花巻
の使命は安心・安全を支える生活情報の発信！

立命館大学卒業、元尼
崎市消防局長、㈱ＦＭ
あまがさき顧問、兵庫
建物管理企業組合顧問

プロフィール

写真左は震災当日深夜、災害対策本部
から電話回線により災害放送を行う。
上はサテライトスタジオ外観。

 第67回　えふえむ花巻株式会社　

♪宵の灯 点すころ 心ほのかな初恋を
　　…北上河原の　せせらぎよ♪
　和田弘とマヒナスターズで大ヒット
した“北上夜曲”がつい口を突いて出
る。ここ北上川は岩手県の北部に源を
発し、北上山地と奥羽山脈を流れ宮城
県のあの石巻湾にそそぐ243キロの東
北一の大河である。ここ花巻市は岩手
県の中央部で北上川流域の北上盆地を
占める田園、観光都市だ。いわて花巻
空港へは札幌、名古屋、大阪、福岡か
らは多くの観光客を定期便が運ぶ。あ
の“雨ニモマケズ、風ニモマケズ”で
有名な詩人宮沢賢治が活躍した地元で
あり、また、市内には東北を代表す
る“花巻温泉郷”がある。宮沢賢治
が、高村光太郎が心を癒したことだろ
う。ここに平成22年９月１日開局した

“えふえむ花巻”愛称ＦＭ Oneが活躍

する。周波数78.7メガヘルツ、出力20
ワットで受信エリアは花巻市及び紫波
町、北上市等の一部をカバーする。朝
４時、“演歌一本道”で24時間放送が
スタートだ。英語、中国語、韓国語に
よる市民生活の外国語インフォメーシ
ョン。そして花巻市倫理法人会による

“おはよう倫理！〜職場の教養〜”と
続く。７時からは“まんず78.7”、交
通情報、お天気、岩手日日新聞ニュー
ス、ＪＡからの新鮮な話題が、そして
花巻市からの今日の予定など聞き逃せ
ない生活情報があり、まんず聞いてけ
でぇ！だ。お昼前には“フラワーガー
デン”が開園。花巻ナビでは市の各種
イベント、図書館への誘いなどランチ
タイムに聞いて得する花巻情報てんこ
もりで輝きを増す。午後からは“Ｐチ
ャンネル”だ、新パーソナリティの“ゆ
うき”ちゃんがベテランの落合昭彦放

送局長とともに、時には熱く、時には
深く番組を楽しませてくれる。また、

“花巻玉手箱”では市民グループ大迫
たんぽぽの会が地元に古くから伝わる
歴史や物語などを伝えてくれるのもホ
ットするひと時だ。東北の魅力再発見
は、東北コミュニティ 24局のＦＭ局
が楽しいネットで各地の話題のリレー
をしてくれる。みんな“3.11災害”で
は大きな存在感を示した局だ。そして、
ママさん向けの子育て応援番組や、大
学生の防災ラジオ、シニア向けの落語
など幅広く放送される。夕方の“イブ
ニングＯne”はリスナーとともに作る
コーナー、くらしのＱ＆Ａでは市職員
自らがスタジオ入りして賑やかにその
時の話題を知らせてくれる。さらに小
学生による家族への感動のことば、幼
稚園、保育所を訪ね元気な子どもたち
のにぎわいを、また、花巻北高校生に
よるイベント放送などリスナーととも
に活動する地域密着の放送局だねー。
大震災からもう２年半。ここ花巻市へ
も被災地から避難して来た市民がい
る。もちろん３月11日から18日まで「災

害ＦＭ局」として花巻市災害対策本部
から生放送を続け、その後はスタジオ
から緊急放送を続けた。４月７日震度
６強の余震に見舞われ停電、特別編成
で放送続行、その後もライフラインや
生活情報、公共施設の状況、また、沿
岸自治体情報なども放送しその実力を
発揮した。花巻市消防本部の石崎信彦

総務課長、花巻市危機管理課の伊藤敏

彦副主任も「災害発生時の緊急放送や
消防広報等きめ細かく放送してくれる
当市にとっては大切なＦＭ Ｏneです」
と話す。実績豊富な落合放送局長は「開
局半年で迎えた東日本大震災、市との
連携の強さ、安心安全、生活情報の発
信、さらには協定に基づいた放送を、
取材、情報収集と当市に係わるものを
流し他の放送メディアと異なるＦＭ局
の役割があります」と語る。賢治祭り
や花巻まつりで賑わう花巻。北上川に
今日も飛ぶ78.7。頑張るＦＭ Ｏneだ。


