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１．はじめに 

 平成１１年６月２９日、福岡市を襲った時間最大雨量７９．５㎜という豪雨によって地

下の飲食店に洪水が浸入し、逃げ遅れた従業員が死亡した。また、同年７月２１日には東

京都においても時間最大雨量１３１㎜という豪雨が発生し、新宿区の民家で地下室を点検

に行った住民が水死するという事故が発生した。この２つの豪雨は、いずれも地下室への

浸水による死亡事故という新たな形態の水害を発生させている。高度の都市化による雨水

浸透域の減少は、こうした地下施設や低地部の浸水危険度を相対的に増大させている。  
 また、平成１２年９月１１日から１２日にかけて名古屋地方を襲った豪雨は東海観測所

で観測以来最大となる時間最大１１４㎜、総降雨量５８９㎜を記録し、死者１０名、浸水

家屋６万棟以上という大水害を発生させた。  
 このように、東海豪雨のような計画規模を上回る豪雨や局所集中的に発生するゲリラ的

な豪雨の発生状況を考慮すると、従来の浸水対策のみで被害を完全に防御することには限

界があるといえる。地下利用の増大、雨水浸透域の減少など、危険度が増大している都市

部において、浸水被害を最小化するためのハード・ソフト両面の対策を充実させることが

行政に求められている。  
 
２．これからの雨水整備手法 

２．１ 第一世代の雨水整備 

 これまで、下水道で行ってきた雨水対策において、雨水量の算定は合理式で行われるこ

とが一般的である。東京都でも雨水の流出量は合理式で算出し、管きょやポンプ所の設計

を行っている。雨水流出量を算定するための計画降雨強度は、特別の場合を除き同一の降

雨強度式を用いるのが通例である。  
 合理式は、ピーク水量を簡便的に算出する手法であり、ゼロから下水道施設の雨水排除

能力を算出するためには適した手法である。しかし、流域の排水特性を厳密に再現した水

量の時間変化や圧力流れを伴う解析を行うことには限界がある。  
 本来、合理式によって同一の整備水準で整備されたはずの地区では、浸水被害が特定の

地域に集中することは無いはずである。しかし、実際はがけ下や窪地のような地形特性や

部分的にネック箇所がある地点で被害が集中しているのが実状である。  
２．２ 第二世代の雨水対策  

 東京都区部において下水道整備は平成６年度の普及概成１００％を達成した。しかしな

がら、下水道整備後の現在でも、浸水被害がたびたび発生している。都市化の進展による

流出量の増大や次期整備水準への引き上げに対応した雨水整備を引き続き行う必要がある。 
 財政事情が厳しい現状においては、これまでよりも効率的かつ効果的に雨水対策を行う

必要がある。既に下水道が整備された地域においては、浸水被害実態や既存の下水道能力

を踏まえたきめ細やかな雨水対策を行う必要がある。従来行ってきた合理式による雨水流



出量の算定では、こうしたきめ細やかな雨水の挙動を捉えることが難しい。最近は流出解

析を行うための解析モデルの充実に加え、ハードの能力向上がめざましいため、雨水流出

モデルを用いた下水道の雨水流出解析が盛んに行われるようになっている。 

 下水道の流出解析は HydroWorks、MOUSE、XP-SWMM の３モデルが一般的に使用されており、

（財）下水道新技術推進機構の「流出解析モデル利活用マニュアル（平成１１年３月）」で

も、これらモデルの特徴、活用方法等が紹介されている。 

 流出解析モデルは下水道管きょ内の水位・水量変動をリアルタイムに解析するものであ

り、水の挙動をアニメーション表現することが可能であるのも特徴である。これらの解析

技術を用いることで、下水道流域内において「任意の降雨発生時」に「どこが」「いつ」「ど

のような状態」になるのかを把握することが可能になり、排水システムの改善策を効率的

かつ効果的に立案することが可能である。第二世代の下水道雨水対策には、こうした雨水

流出解析の活用が必要不可欠となりつつある。 

２．３ 東京都都市型水害対策検討会 

 東海豪雨の被害実態を、市街化が進展した都市地域における典型的事例として捉え、建

設省（現国土交通省）では「都市型水害緊急検討委員会」を設置し、平成１２年１１月に

①水災危機管理、被害軽減②水災時の情報提供等③河川・下水道の整備、等についての緊

急提言を行った。この緊急提言では、従来のハード対策だけではなく、浸水被害を最小限

に抑えるためのソフト対策（リスクコミュニケーションの充実）についても重要視してい

る。 

 都内には、平成１２年度現在、延べ面積約２２万６千㎡もの地下空間や１２路線（区間

延長２５１．７km、２４６駅）もの地下鉄があり、不特定多数の人が利用している。ひと

たび、地下空間が浸水した場合には、地上部の浸水とあわせ、甚大な被害となる危険性が

高い。  

 国の緊急提言や東京の土地利用状況を踏まえ、東京都でも「東京都都市型水害対策検討

委員会（座長：東京都建設局道路監）」を設置し、浸水被害を軽減する方策や整備目標等の

あり方を議論してきた。本検討会におけるソフト対策の目玉として、２３区の中心部を流

れる代表的な中小河川「神田川（図１参照）」をモデル流域として、「浸水予想区域図」作

成した。下水道局としては、「下水道流出解析モデルによる氾濫解析」を行うことで、浸水

予想区域図作成の取り組みに参加した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図１ 神田川流域位置図  

 
 

神田川流域 



３．神田川流域の浸水予想区域図作成 

３．１  都市部の雨水排水特性 

 神田川流域は下水道普及率１００％を達成し、雨水は基本的に下水道へ収容される。こ

うした下水道普及地域において豪雨時の氾濫解析を行う場合、下水道施設を考慮した解析

は必要不可欠である。とりわけ、河川の流況そのものが下水道管網に大きく左右される神

田川のような都市部の中小河川流域においては、下水道流下能力を評価した氾濫解析の重

要性が相対的に大きくなるといえる。  
 また、ひとたび下水道の施設能力を超過する豪雨が発生した場合には、下水道に収容し

きれない雨水が内水氾濫を起こすことになる。この内水氾濫を起こした洪水は、道路を伝

わって低いところへ移動するという現象が発生する。東海豪雨でも、このような洪水の移

動現象が低地部の被害を拡大したと報告されており、氾濫解析を行う上での重要ポイント

の１つと言える。  
３．２  検討する降雨の規模 

 検討する降雨の規模は、東京都の次期目標である７５㎜/hr（概ね１０～２０年に１回程

度の確率）、将来目標の１００㎜/hr（概ね５０～１００年に１回程度の確率）及び東海豪

雨の実績降雨とした。 

 東京都都市型水害対策検討会のなかで、「神田川流域全体に東海豪雨のような強い雨が降

るのか？」という意見があり、神田川流域にどのように雨が降る条件で解析するかが議論

になった。「東海豪雨の強い雨の範囲を神田川流域に当てはめるとほぼ全域が収まっており、

東海地方と同じ太平洋岸に位置する東京都でも発生する可能性は否定できない」という気

象庁の見解が示されたため、流域全体に一様に降らせる条件に決定した。 

 下水道と河川が連携して作成する浸水予想区域図は、各区が作成するハザードマップの

基図となる。ハザードマップの対象降雨は各区で統一すべきという意見があり、「浸水被害

の危険度を住民に周知するには、可能性のある豪雨である必要があり、東海豪雨がふさわ

しい」との意見が大勢を占めた。そのため、検討会の中では、東海豪雨による浸水予想区

域図に議論を集中して行った。  
３．３  下水道管理者としての流出解析 

３．３．１  解析対象数量と解析データの入力 

 東京都下水道局は、神田川流域の約１０，５００ha において約９０，０００箇所の管き

ょと人孔、約３５０箇所の雨水吐口、１か所のポンプ所（後楽ポンプ所）を所管している。

今回は、これら全てのデータを入力して流出解析を行った。下水道局の施設情報は全て電

子化（ＳＥＭＩＳ：SEwerage Mapping Information System）しており、解析に使用する

膨大な管きょ・人孔等の各種データ（座標位置、地盤高、管径、延長、勾配、土被り等）

は数値データとして直接 InfoWorks に取り込むことで入力作業を省力化した。 

 InfoWorks の解析上限は現在２０，０００node（節、交点：人孔のこと）であるため、

神田川流域を１３分割してモデル化した。モデルの分割には、処理区界や河川左右岸など

を考慮して定めた。 

  
 
 
 



表１ 下水道解析の入力諸元 

流域面積 約１０,５００ha(神田川流域)  

降雨条件 
７５㎜/hr《中央集中型降雨：I=1500/(t

2/3
+4.5)》 

１００㎜/hr《中央集中型降雨：I=2000/(t
2/3

+4.5)》 

１１４㎜/hr《東海豪雨の実績降雨》 

解析モデル InfoWorks(HydroWorks の上位モデル) 

対象管きょ網 

 

 

約９０，０００箇所の人孔 

約９０，０００本の管きょ(流域内の全ての管きょを対象) 

約９０，０００本の道路 

約３５０箇所の雨水吐 

１箇所のポンプ場（後楽ポンプ所：最大排水能力１９．３ｍ３/sec）

 

３．３．２  下水道の流下能力を超えて溢れる雨水の解析条件 

 これまで下水道が行ってきた流出解析では、計画規模の降雨で浸水しないような施設を

計画するために行うことが通例であった。流出モデルでも、管きょに収容しきれずに溢れ

出す雨水は、人孔上に設けた仮想のタンクに一時的に貯めておくという条件（図２参照）

で解析する。つまり、浸水箇所を特定することは行っても、内水氾濫を前提とした氾濫流

の移動現象を解析することは考慮していないのである。  
 しかし、実際の都市型水害では、下水道の流下能力を超える雨水は道路を伝わって低い

ところへ移動する。今回の氾濫解析では、こうした実現象を再現・評価するために、道路

を水路に見立てて（図３参照）解析した。そのため、さらに約８９０００箇所（管きょと

同数）の水路を解析条件に加えた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 簡易な平面２次元解析では、下水道の能力を超過した氾濫流を高いところから低いとこ

ろに移動させる現象をある程度評価することはできるが、移動先での下水道とのやり取り

人孔面積  
管きょ  

管きょ  

地表面レベル  

人孔毎の集水面積  

図２ 人孔部解析モデル概念図  
（通常の場合）  
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雨水は仮想タンク

に一時貯留  

図３ 人孔部解析モデル概念図  
（今回の工夫）  
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までを再現することは困難である。 

今回用いたこの解析手法は、下水道能力の不足している区間から道路を伝わって流れ出

した洪水流が、下水道能力のある地点の下水道に収容されて浸水が解消されるというやり

取りまで再現できるところも大きな特徴である。 

 道路の水路を設定するには道路幅員の諸元が必要になるが、今回の解析では道路幅員と

下水道管径に一定の相関（表２参照）があることに着目し、下水道管の管径から道路幅員

（開水路幅）を仮定した。道路幅員は、①下水道内径６００㎜未満→道路幅員４ｍ、②下

水道内径６００以上３，０００㎜未満→道路幅員９ｍ、③下水道内径３，０００㎜以上→

道路幅員１５ｍ、の３タイプに区分した。開水路の高さは、L 型側溝高の１０～２０㎝（当

初）とした。 

 
表２ 下水道管径と道路幅員相関 

道路幅員 5.5m 未満 5.5～13.0m 13.0m 以上 

道路幅員別比率 ７０．６% ２８．０% １．４% 

内径 600mm 未満 600～3,000mm 3,000mm 以上 

下水道内径別比率 ７１．４% ２７．２% １．４% 

 

３．３．３  解析に用いた降雨波形 

 解析に用いた降雨波形（ハイエトグラフ）は、７５㎜/hr（図４参照）と１００㎜/hr（図

５参照）の計画降雨については、降雨強度式を用いた中央集中型の人工波形を２４時間の

降雨継続時間で与えた。東海豪雨は、気象庁東海観測所で平成１２年９月１１日から１２

日に測定された時間最大雨量１１４㎜、総雨量５８９㎜の実測値（図６参照）を与えた。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  図４ ７５㎜/hr ハイエトグラフ       図５ １００㎜/hr ハイエトグラフ 
 

 
 図６ 東海観測所実績降雨（H12.9.11～12） 



３．３．４  河川外水位の影響評価 

 自然排水区がほとんどの面積を占める神田川流域では、雨水吐口における河川水位の影

響が少なくない。そこで、河川管理者の行った解析結果を吐口の河川外水位条件として入

力し、増水時に下水道から放流されにくくなる現象を評価した。河川管理者の外水位算出

点は下水道吐口と一致しないため、測点間隔ごとの水位差を距離按分して与えた。  
３．３．５  雨水流出係数 

 解析に用いる雨水の流出係数は、下水道局の設計基準書で定めている処理小分区（８９

の小分区）ごとの計画流出係数（６０％～９０％：図７参照）を与えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画流出係数は、現況の土地利用状況に都市計画（用途地域、道路計画等）を加味

して定めているものである。なお、InfoWorks では降雨量等を考慮して流出係数に時間変

動を与える機能があるが、今回の解析では流出係数を固定する条件とした。 

３．３．６  汚水量 

 神田川流域は全て合流式下水道となっているため、汚水の流入量も考慮している。汚水

量は下水道局の設計基準書で定めている時間最大汚水量を与えた。なお、汚水量の時間変

動は考慮していない。  
３．４ 河川管理者（東京都建設局河川部）の解析 

３．４．１  内水部分の解析 

 降雨によって発生する流出量を①地中浸透量、②下水道に収容し河道に流入する量、③

下水道に収容されず地表を移動する量、の３つに分類し（図８参照）、その平面的・時間的

変動量を解析した。 

①地中浸透量 

 流出係数を８０％としたため、浸透量を一律２０％とした。 

②下水道への流入量 

 下水道の能力を一律５０mm/hr－５０％として２５㎜/hr 分を収容した。下水道に収容さ

れた雨水は降雨の約３０分後に河道に流出する条件で河道に与えた。 

③地表面氾濫量 

上記①②を超過する雨量分を地表面氾濫量として計算した。地表面氾濫量の移動現象は、

隣接するメッシュ（５０ｍメッシュ）の高低を基に平面２次元の解析を行って求めている。

なお、氾濫流となった雨水は二度と下水道へ流入しない条件であるため、窪地のような場

所では、氾濫流が行き場を無くして溜まりっぱなしの状態になるのが特徴である。 

凡 例  
６０％

６５％

７０％

７５％

８０％

８５％

９０％   

図７ 神田川流域の雨水流出係数  



３．４．２ 河道部分の解析 

 河道部分は、内水部分の解析で得られた雨水の挙動に応じて、１次元不定流解析にて水

位の時間変動を求めた。現況護岸の流下能力を、河道の解析条件とした。河道の水位解析

ピッチは当初５００ｍピッチとしていた。河川の堤防を超えて堤内地に流れ込む河川水は

本間の式によって算出し、河道内の洪水と内水氾濫のやり取りを評価した。  
３．５ 解析結果の不整合を解消するための歩み寄り  
 下水道管理者と河川管理者がそれぞれ行った解析結果を重ね合わせたところ、かなりの

不整合が出ていた。河川管理者と協議したところ、双方の解析条件にいくつかの相違点が

あることや修正すべき設定条件があったため、双方の解析条件を見直すこととなった。  
３．５．１  人孔より溢れた場合の仮想タンクの形状見直し（下水道） 

 InfoWorks 等の下水道流出解析モデルでは、人孔から溢れ出る雨水を仮想タンクに貯め

る条件で解析を行っている。通常、この擬似タンクは逆円錐を標準設定としているため、

浸水深を表現する場合には実際よりも大きめの浸水深として表現してしまうことになる。 

 当初の解析結果では、同一の降雨条件であるにもかかわらず下水道解析結果の浸水深が

大きめに出る傾向が強かった。今回の解析では、水深の評価を実現象に近づけるため、こ

の仮想タンクを地先流域と同面積の円柱型に修正して解析し直した。（図９参照） 
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図８ 河川管理者の解析イメージ  



３．５．２ 道路上に設定した仮想水路の水深見直し（下水道） 

 下水道の流下能力を超える雨水は、水路に見立てた道路に流下させる条件で解析したが、

水路の高さ条件を L 型側溝高の１０～２０㎝としていた。この条件では、浸水深が L 型側

溝高を超えた場合の洪水流の移動を妨げることになり、氾濫流の移動現象を適切に評価し

ないことになる。そこで、１階建ての家屋が側壁となって流れる程度は見込むことが妥当

だと判断して、道路の水路高を３ｍに見直した。（図１０参照） 

 解析結果の差違が大きい流域の流出係数見直し（河川） 

 河川管理者は、神田川流域を一律８０％の流出係数で解析を行っていた。一方、下水道

の解析では土地利用状況を踏まえた流出係数（６０％～９０％）を与えており、神田川西

部流域（杉並区、練馬区、三鷹市、武蔵野市）の流出係数に差違が生じていた。そのため、

当該流域の河川解析結果は下水道の解析結果に比べて浸水深・浸水範囲とも大きく出てい

た。氾濫解析は土地利用実態に近い方が好ましいと言うことで、神田川西部流域における

河川管理者の流出係数を下水道流出係数に合わせて６２％（当該流域の面積加重平均）に

見直した。（図１１参照）  
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図９ 仮想タンク形状の見直しイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１０ 道路上の仮想水路高さ見直しのイメージ  
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３．５．４ 河川外水位の設定ピッチ見直し（河川） 

 河川管理者の外水位解析ピッチは当初５００ｍであったが、下水道の雨水吐口の間隔（神

田川流域河川総延長４６．５km÷雨水吐口３５０箇所＝平均１３３ｍ間隔）を考慮して１

００ｍピッチに見直した。 

３．５．５ 入力降雨のピッチ見直し（河川） 

 河川管理者の入力降雨は１時間ピッチであり、下水道の入力降雨は１０分ピッチであっ

た。それぞれの総降雨量は等しいが、１時間ピッチの最大降雨強度 114 ㎜/hr に対し、き

め細やかな１０分ピッチの最大降雨強度は 162 ㎜/hr と大きく異なる。（図１２参照）洪水

到達時間の短い神田川流域のような都市河川では、降雨の強弱に水位が敏感に反応するこ

とから河川管理者の降雨ピッチを１０分ピッチに見直した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．６ 解析条件見直しの結果と浸水予想区域図の完成  

 前項の解析条件変更によって、下水道解析結果と河川解析結果との整合性が大幅に改善

されただけでなく、実績浸水範囲との整合性も改善された。（図１３参照）  
また、下水道解析結果と河川解析結果との浸水面積を、床上浸水と床下浸水の境目を浸

水深５０㎝とした場合で比較すると、改善前に面積比率で４％の差が生じていた中野区と

杉並区が、それぞれ１％、０％の差まで改善された。これによって河川・下水道の解析結

果に一定の整合を図ることができたと判断した。こうして出された河川・下水道それぞれ

の解析結果のうち、安全をみて浸水深が大きい方のデータを５０ｍメッシュ毎に与えて１

枚の神田川流域浸水予想区域図が完成した。（図１４参照）  

図－１１ 河川管理者の流出係数見直し流域  

流出係数見直し流域 

   
図１２ 東海豪雨の実績降雨（１時間ピッチと１０分ピッチ）  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この浸水予想区域図は平成１３年８月３０日にプレス発表され、都（都市計画局、建設

局、下水道局）と神田川流域１２区市で公表・閲覧を行っている。１２区市のうち神田川

流域が大部分の面積を占める区では、平成１４年の出水期を目途にハザードマップを公表

する予定となっている。  
 
 

図１３ 過去の浸水被害実績とシミュレーション解析結果の比較  
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浸水深）  

図１４ 神田川流域の浸水予想区域図  



４．氾濫解析における今後の課題 

４．１ 地下施設への流入  

 今回の解析では、地下鉄や地下街を考慮していない。地下施設の出入口周辺で浸水が発

生すれば洪水が浸入するだけでなく、地下施設を介して氾濫流が移動することもあり得る。

今後の解析条件へどのように取り込むべきか残された課題である。  
４．２ 外水氾濫による下水道への影響評価 

 今回の解析において、河川が下水道に与える影響としては外水位上昇によって内水が排

除しにくくなるという現象までは評価した。しかし、外水氾濫流そのものが下水道へ流入

する条件までは評価できなかった。こうした現象を評価する場合、河川から面的に溢れだ

してくる外水氾濫流をどういった境界条件で人孔毎に流入させるかが課題である。  
４．３ 河川管理者と下水道管理者の解析上の責任分担（境界条件） 

 河川管理者の内水氾濫解析は、 

 ①下水道施設を一律５０㎜/hr、流出係数５０％という仮定条件で解析しており、実際の

施設能力を的確に反映していない。 

 ②下水道から河川への雨水の到達を約３０分と評価しているが、流域の形状や面積の大

小によって実際と大きく異なる箇所がある。 

 ③下水と地表面氾濫流のやり取りを考慮していないので、流れ出す先のない窪地には氾

濫流が溜まりっぱなしで、降雨後にも水深が減少していかない。 

 などの課題がある。 

 一方、下水道の解析は外水氾濫のやり取りを評価することに課題があるなど、それぞれ

に「できること」「できないこと」があることも判明した。今回の解析成果では、双方の結

果のうち浸水深が大きい方を採用して浸水予想区域図を作成したが、今後は、双方の解析

結果を重ね合わせて１つの浸水予想区域図を作成する場合、「内水域は下水道」「河川氾濫

域は河川」というように領域別に分割するということも重要であると考える。 

 
５．氾濫解析結果の今後の活用方法 

 浸水予測シミュレーションによって「どこが、どれだけ危険か？安全か？」ということ

を定量的に把握することができた。今後は、この成果をハード対策・ソフト対策に活用し

ていく。  
５．１ ハード対策への展開 

 今回の浸水予測シミュレーションに用いた解析モデルを活用すれば、次期整備水準への

対応や浸水常襲地区の対策を行う場合でも、流域の特性（既存施設能力や地形条件）を考

慮した効率的・効果的な対策を立案する事が可能である。従来のように計画降雨に対して

開水路で流れる断面を一律に確保する整備ではなく、高台地区の道路冠水程度は許容した

り、くぼ地や河川沿いの危険個所を特定して対策を講じることで、局所的に甚大な被害を

発生させないための効率的な投資を行うというような対策も考えられる。  
５．２ ソフト対策への活用 

５．２．１ ハザードマップ作成への技術支援  
 神田川流域の関連区では、今回作成した浸水予想区域図に基づいたハザードマップの作

成作業が進められている。平成１４年度の出水期までにはハザードマップを地元住民に公

表する予定になっている。これらハザードマップによる危険の事前周知によって、水害発



生時の迅速な避難、水防活動が展開されることを期待している。今後は、神田川流域以外

にも展開していくこととしており、第２弾として隅田川・新河岸川流域の浸水予想区域図

作成を進めている。  
５．２．２ ポンプ運転調整ルールのための検討材料 

 計画規模を大幅に超過する豪雨の発生時に堤防決壊による甚大な被害を防止するために、

下水道等の排水ポンプを停止する運転調整ルールを策定するよう国土交通省は通達文書を

出している。既に東海豪雨の被害を踏まえて、名古屋市内を流れる庄内川と新川では運転

調整ルールが制定されている。  
 東京都においては、隅田川流域をモデル流域として運転調整ルール制定の取り組みを進

めている。運転調整ルールによってポンプを停止すれば内水氾濫被害が発生するため、運

転調整ルールは内水氾濫と外水氾濫の被害を最小化するものでなくてはならない。河川の

決壊・溢水を防ぐためのポンプ停止によって、どのくらいの被害発生が予測され、その結

果どのくらいの外水氾濫被害を防止できるのかを合理的に判断する資料として今回用いた

浸水予測シミュレーションの活用を考えている。  
 
６．おわりに  
 今回の浸水予想区域図作成は、下水道と河川が連携して１つの河川の流域全体でシミュ

レーションするという全国でも初めての取り組みであった。今回の浸水予想区域図が一定

の成果をもって完成させることができたのも、建設局河川部の舛原氏、出戸氏、水木氏の

協力、連携があったからこそである。また、㈱東京設計事務所の狩谷氏、出田氏には、私

たちの様々な注文や試行錯誤に応えて解析プログラムを見直し、何度もトライアルするな

ど、ご尽力いただいた。この場を借りて、関係各位に心から感謝申し上げる次第である。  




