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（１）第１回内容  平成２５年９月３０日

 

 ①実施概要 

開催日 平成２５年９月３０日（月）

時 間 １５時００分～１７時００分

会 場 千葉県教育会館

参加者 

マロウドインターナショナル成田

宝家 

ＴＦＫ 

日本ハラール

次 第 

（１）千葉県商工労働部観光企画課

 

（２）座学

   ①ムスリム対応料理メニューの開発にあたり

   担当：ＮＰＯ法人日本

      

  

   ②ベジタリアン対応料理メニューについて

    担当：株式会社ティーエフケー調理部の専門家によるレクチャー

 

（３）メニュー試作の方向性についてのディスカッション
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９月３０日（月） 

平成２５年９月３０日（月） 

１５時００分～１７時００分 

千葉県教育会館 

マロウドインターナショナル成田 

ハラール協会 

（１）千葉県商工労働部観光企画課 挨拶 

（２）座学 

①ムスリム対応料理メニューの開発にあたり 

担当：ＮＰＯ法人日本ハラール協会 

      ムスリムに対する理解（概要説明）と食文化・調理に関す

る留意点など 

②ベジタリアン対応料理メニューについて 

担当：株式会社ティーエフケー調理部の専門家によるレクチャー

（３）メニュー試作の方向性についてのディスカッション

ムスリムに対する理解（概要説明）と食文化・調理に関す 

担当：株式会社ティーエフケー調理部の専門家によるレクチャー 

（３）メニュー試作の方向性についてのディスカッション 
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（２）検討会概要 

 

◆ハラールメニューについての基本

日本ハラール協会より資料に沿って

所での注意点等の基本について説明を

でのムスリムメニュー試作の方向性を確認した。

 

◆ＴＦＫ ベジタリアン対応料理メニューについて

ＴＦＫよりベジタリアンミール

ついて詳細な対応状況について説明をいただいた。

 

※ベジタリアンの分類 ＴＦＫ資料より
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ルメニューについての基本についての座学 

協会より資料に沿って「ハラール」及び、ムスリム観光客に対する接遇、食事場

について説明をいただき、宝家、ホテルマロウドインターナショナル成田

でのムスリムメニュー試作の方向性を確認した。 

ベジタリアン対応料理メニューについて 

ベジタリアンミール（ヒンドゥー教／ジャイナ教）等の対応の他、アレルギーなどに

ついて詳細な対応状況について説明をいただいた。 

ＴＦＫ資料より 

 

」及び、ムスリム観光客に対する接遇、食事場

いただき、宝家、ホテルマロウドインターナショナル成田

他、アレルギーなどに
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（２）第２回内容  平成２５年１１月１８

 

 ①実施概要 

開催日 平成２５年１１月１８日（月）

時 間 １６時００分～１８時００分

会 場 千葉県消費者センター

参加者 

参加者：マロウドインターナショナル成田

    宝家

    日本

次 第 

 (１）千葉県商工労働部観光企画課

 

（２）調理終了後、各社調理担当者よりメニューの説明と、開発に

    おける工夫、苦労した点など発表

 

 （３）日本

    対応の視点からの指導
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１１月１８日(月) 

平成２５年１１月１８日（月） 

１６時００分～１８時００分 

千葉県消費者センター テストキッチン 

参加者：マロウドインターナショナル成田 

宝家 

日本ハラール協会 

１）千葉県商工労働部観光企画課 挨拶 

（２）調理終了後、各社調理担当者よりメニューの説明と、開発に

おける工夫、苦労した点など発表  

（３）日本ハラール協会よりメニューの総評と、ムスリム

対応の視点からの指導 

 

               

（２）調理終了後、各社調理担当者よりメニューの説明と、開発に 

協会よりメニューの総評と、ムスリム 
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②試作メニュー： 

  

 マロウドインターナショナルホテル成田

   ◇チキンのパン粉香草焼き

 

   ◇白身魚のオリーブオイルソテー

 

   ◇野菜(カボチャ・ジャガイモ・ヤングコーン・サツマイモ）のバップール

スイートチリソース 

 

   ◇キノコとパプリカのハラール

 

   ◇海老の唐揚げ、海老せんべい

 

       

※使用したハラールフード／調味料
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マロウドインターナショナルホテル成田 試作メニュー 

◇チキンのパン粉香草焼き バジルオイルソース 

◇白身魚のオリーブオイルソテー トマトソース 

カボチャ・ジャガイモ・ヤングコーン・サツマイモ）のバップール(蒸し物

ハラール醤油炒め 

◇海老の唐揚げ、海老せんべい 岩塩添え 

ルフード／調味料 

 

蒸し物)  
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②施策メニュー： 

 
宝家 試作メニュー  

◇お通し  淋子(りんご)とアボガド

◇前無   柿釜盛り（柿と蕪の膾）

鶏肉串焼きマスタード風味

◇茶碗蒸し（鳥肉、百合根、蓮草、マッシュルーム）チキンスープ

◇刺身変り 長芋と茶ソバの金紙巻（チキンスープと醤油）

◇焼物 米茄子グラタン（鳥肉、ジャガ芋、人参、ブロッコリー、マヨネーズ）

◇煮物 牛肉のシャブシャブ鍋

◇揚物 蓮根の挟み揚（挽肉、玉葱、玉子、サラダ油）素塩、レモン

◇食事 栗ごはん 又 パン

◇デザート 苺とキウィとバームクーヘン

 

     

     ※使用した調味料

     

５．ムスリム対応メニュー開発 

65 
 
 

とアボガド 山葵醤油和 

柿釜盛り（柿と蕪の膾） 海老とクワイの煎餅 出し巻玉子 

鶏肉串焼きマスタード風味揚ピーナッツ 

茶碗蒸し（鳥肉、百合根、蓮草、マッシュルーム）チキンスープ 

長芋と茶ソバの金紙巻（チキンスープと醤油） 

米茄子グラタン（鳥肉、ジャガ芋、人参、ブロッコリー、マヨネーズ） 

牛肉のシャブシャブ鍋 （水菜、長葱、白菜、しいたけ）レモン醤油 

蓮根の挟み揚（挽肉、玉葱、玉子、サラダ油）素塩、レモン 

パン コンソメスープ 又 浅利の味噌汁 

とバームクーヘン 

    

※使用した調味料  
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③ディスカッション： 

 

【マロウドインターナショナル成田／メニュー説明

 

・肉はハラール肉を使用。 

・今日の白身魚の種類は金目鯛を仕様。

・コンクエは６種類。野菜は千葉県産、ソースは

・唐揚げは岩塩で食べて頂く。

・ナシゴレンはインドネシアの香味料を使用。

 

食材、調味料関係がハラールに

ども実際には使い捨てを使う。

 

【宝家／メニュー説明】 

 

 

和食のコースを作ってみた。 

・お通し 山葵醤油の醤油はハラール

・前菜  地元の野菜を中心にピーナッツとクワイ、塩味、膾の酢もむこう（

のものを使用。鳥は地元の鳥を使った。

・蕎麦  長芋、玉子は地元のものを仕様。
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インターナショナル成田／メニュー説明】 

  

・今日の白身魚の種類は金目鯛を仕様。 

・コンクエは６種類。野菜は千葉県産、ソースはハラール認証を受けているものを使用。

・唐揚げは岩塩で食べて頂く。 

・ナシゴレンはインドネシアの香味料を使用。 

に合っているのかどうか。調理の器具も別にしているので、食器な

ども実際には使い捨てを使う。 

 

 

ハラールを使用。 

地元の野菜を中心にピーナッツとクワイ、塩味、膾の酢もむこう（

のものを使用。鳥は地元の鳥を使った。  

長芋、玉子は地元のものを仕様。ハラール醤油で食べて頂く。 

認証を受けているものを使用。 

っているのかどうか。調理の器具も別にしているので、食器な

 

地元の野菜を中心にピーナッツとクワイ、塩味、膾の酢もむこう（ハラール対応） 
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・焼物 ハラール認証のマヨネーズをかけて焼いている。 

・茶碗蒸し 鳥のチキンスープ 地元の卵を使用。 

・じゃぶしゃぶ ハラールの牛を取り寄せしゃぶしゃぶ風で。 

・地元の蓮根に鶏肉をすって詰め込んでいる。 

・栗ごはん 地元の栗と米 味付けはハラールの調味料を使用。 

・スープ あさりの味噌汁 

・バームクーヘンはハラールのものを取り寄せた。 

 

調味料関係が微妙。味が強いので割って使ってみた。地元食材を使うようにして作ってみた。 

 

◆コメント 

  

 

メニュー自体は非常にすばらしいと思います。千葉県は野菜王国ですので、なるべく地元の食材

を使われるのがいいと思います。やはり最初にご苦労されるのは調味料。今回はハラールの調味料

を使っているのでその部分については問題ないと思いますが、基礎調味料に関わってくるのでこれ

に苦労します。たとえば、ヒト、コストの問題も関わってきますが、マヨネーズは、いい卵があれ

ば自分で作ってみるといいと思います。酸味の部分は柑橘類、レモンやスダチなどを併せて作るこ

となどで、もっと訴求力が出てくると思います。 

 

辛い物は水で伸ばせばいいと思います。比較的甘い味が好きなようなので、和食だとすき焼きの

ような甘辛いものがいい。甘さとのバランスだと思います。甘さをどこからもってくるか。一つの

案ですが、おいしい枇杷や梨をすり下ろしたり、ジュースにして甘さのバランスを取るなど、やり

ようはあると思います。 
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日本は世界でも一番ミシュランの星のある国ですが、そうはいっても日本人の味覚とは違うので

合せなければいけない。器の使い方、５味、５調理、５色をうまくちりばめて、季節感と同時にう

まく日本の食の美意識を演出していただくのがよいと思います。 

 

調理法も焼いたものがあって、炊いたものがあって蒸したものがといろんな調理法があると食べ

る方も楽しめる。料理の組み立て方は難しく考えることはないと思います。使える調味料を探して

いかなければなりませんが、同時に、手作りや産地のものを使うなど私も含めて研究していければ

よいと思います。 

 

 

 

 

茶碗蒸しのマッシュルームは生のものなら大丈夫ですが、缶詰だと添加物の問題等があって難し

い。マロウドさんだと缶詰のトマトも二次原料等が関わってくる。本来であればトマトを煮詰めて

作ればよいと思います。味の素の「素塩」は問題ない。 
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今後、お客様にこれからアンケートを行い、日本に来てどういうものが食べたいか等の情報をと

っていくことになると思いますが、お肉を重視したメニュー、魚中心のメニューなど選択できるも

のがあればよいと思います。和牛も現在は認証が取れていないが、和牛も食べて頂きたい。日本人

への対応と一緒だと思います。 

 

◇しゃぶしゃぶについて： 

つけだれについて研究されるといいと思う。甘目のもので工夫しだいでいろいろできる。いろい

ろ広がると思います。ここは試金石だと思っています。調味料の方が固まってくれば原料はハラー

ル認証のものであればいい（肉とアルコールを注意できていれば）、もともとプロの料理人の方がい

らっしゃるので、料理の幅は広がると思う。 

 

昨今問題となっているホテルの偽造ですが、ハラールに関してはあんなもの（事後の対応）では

すみません。そもそも、取り組まれる方の意識から変えていかないとやれない問題です。社を挙げ

て方向を定めて、人の意識を変えなければなりませんので、そのへんでもご苦労されると思います

が、なんとか形が出来れば、千葉からいろんなところに広がっていって、見学に来てもらったりす

るようになると良いと思います。オリンピックを控えているのでそうなっていくと思います。 

 

◆試食風景： 
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（３）第３回内容  平成２６年２月１０日(月) 

 

 ①実施概要 

開催日 平成２６年２月１０日（月） 

時 間 １４時３０分～１６時３０分 

会 場 宝家 （木更津） 

参加者 

参加者： 宝家 

     日本ハラール協会 

     在日ムスリム留学生（インドネシア３名、マレーシア３名） 

次 第 

 

（１）挨拶 

 

（２）試作メニューの調理／留学生へのインタビュー 

  ・試作メニュー（和食）の調理 

  ・留学生に対して、日本のムスリム受入環境や普段の食事等について 

ヒアリング 

 

（３）試作メニューの試食 

  ・試作メニューについて説明（宝家より） 

・留学生にメニューを試食していただき、感想などをインタビュー 

 

（４）専門家によるメニュー評価 

・今回の「メニュー開発プログラム検討会」（第１回～３回）を通しての 

所見ＮＰＯ法人日本ハラール協会より 
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【当日のメニュー】 

 

 

 

              ランチメニュー 

    

お通し  そら豆、焼き鳥、干柿百合根合、揚ピーナッツ、揚餅 

 

   刺身   湯葉豆腐（大葉、大根つま）、わさび醤油 

 

   焼物   米茄子グラタン（ジャガイモ、ジンジン、ブロッコリー、 

マヨネーズ） 

 

   煮物   牛肉のすき焼き鍋（白菜、春菊、長葱、焼き豆腐、椎茸） 

 

   揚物   鶏肉と牛蒡の炊き込みご飯 

 

   椀    アサリのスープ（レモン汁） 

 

   デザート 苺とマンゴのアイス 
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②留学生への試食前インタビィー 

 

 試食前に、日本での普段の食事の状況などについて４０分ほどインタビューを行った。 

 

（１）普段の食事について／主要コメント 

－朝番は自分で作っている。ランチはたいてい弁当。大学の学食にハラールメニューがある。 

－ほぼ毎日自炊している。食材はス―パーで買うが、お肉はインターネットで取り寄せている。

週２～３回大学の食堂で魚料理などを食べる。 

－朝はパン、お昼は食堂で、夜は簡単な料理を自炊。週末はほぼ自炊。肉はネットで買ってい

る。 

－インドネシアやパキスタンの店などに時々行く。大久保が一番多くて、ハラールの店が並ん

でいる。近くのスーパーでハラールチキンを売っている。 

－外食中心で、週末だけ自分でつくる 大学の周辺のハラール的なお店、インド料理屋などで

食べている。食材を買う時はコストコなど業務スーパーで買う。 

－昼食はコンビニでおにぎりを買って食べる。夕飯は友達とかがいればインド料理などを食べ

に行く。 

－皆と同じで朝夕飯は自分で作って、昼は食堂で食べる。ベジタリアンの店でたたりもする。 

 

  

 

  （２）調味料について／主要コメント 

－インターネットで買う。 

－帰国するときに買っている。日本のスーパーでは見つからない 

－自分の国の味がある。味にこだわる。一つの料理の中にいろいろな味、辛くて酸っぱいなど

が好き。マレーシアもインドネシアも好みはほぼ一緒。 
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◆食材を買う際に苦労している点／主要コメント 

－原材料、ゼラチン、ショートニング、乳化剤 乳化剤の場合は（ ）内に大豆由来 

と書かれていたら買う。何も書いてなければメーカーに電話して確認している。 

－留学生同士で情報のやりとりをしている。友達同士で facebook を使っている そういうペ

ージがありよく見ている。ムスリム同士の心のつながり。 

 

  ◆外食について／主要コメント 

－いつもは和食レストランで夢庵などによく行く。 

－お寿司屋さんに行って、その場で店員さんに聞く 

－お寿司大好きで、シーフード系の店が多い。 

－「てんや」などが多い。鉄板焼きが食べたい。 

－日本食和食だったら、シーフードを食べる。シーフードの方が好き。 

和食の場合は肉を入っているか聞いて食べる 

－素材としてハラールであればＯＫ。調味料は店の人に聞けるだけ聞いて、自分で 

判断して食べる。 

－ハラールレストランなら安心して食べられる。 

－ファミレスによくいくが、サイゼリアは去年からアレルギー食材のリストを用意して 

いるのですぐに情報が分かる。素材が分かるものがあればよい。 

－時々肉が入っていても気づかないことがある。 

 

  ◆食以外で日本で困ること 

－お祈りするところがない。外に出たら公園など、本当に場所がなければユニクロなど 

の試着室でお祈りをする。モールでお祈りする場所があればよい。 

－駐車場でお祈りすることもある。 

－お祈りする前に洗う場所。足を洗っているのを日本人に見られると申し訳ない。 

－女性は特にきれいにする時見られない方がよい。 

 

  ◆インドネシア・マレーシアの旅行者への接遇について 

－観光客としてきたら、ハラールの店、お祈りする場所がどこにあるのかなど教えてほしい。 

－ホテルは狭くて部屋でお祈りしにくい。お祈りのスペース。 

－観光客 漢字が読めない国なので旅行者が間違ってポークを買ったりすることがあるので

英語等で表示した方がよい。インドネシアの旅行者も英語はだいたい分かる。 
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  ◆提供してほしい情報など 

－私たちは先輩たちがお祈りの時間等教えてくれたが、旅行者には分からない。 

－露天風呂など、抵抗があるので部屋にあるとよい。温泉に入りたいという気持 

ちはある。水着であれば大丈夫 

 

 ◆ハラール認証マークについて 

－どの位のレギュレーションかまでは知らない。マークがついていると安心。 

 認証過程などは詳しくは知らない。 

 

 

（３）試食後インタビィー 

 

  １品ごとに宝家女将、若女将より素材、調理法などの説明をいただき、試食を行った。 

    

 

 ◆主要コメント 

－ハラールの材料で日本の食べ物ができることにびっくりした。おいしかった。 

 特に、豆腐の刺身（湯葉）、蓮根の挟み揚げがよかった。 

－びっくりしまた。和食でお肉もあって華やか。蓮根の挟み揚げ、すき焼き。インドネシアで

も食べたことがあるが、こちらの方が味がしっかりしていてよかった。 

牛肉もおいしかった。 

－すばらしかった。最初の柿、すごいなと思った。マヨネーズはすごく美味しかった。最後の

あさり。レモン入りは初めてで、いっぱい食べてもあっさりしていてよかった。 

－すき焼きが印象に残った。あさりもはじめて。あさりとレモンはにおいがしなくてよかった。

自分で作ったすき焼きよりもおいしかった。自分ですき焼きを作ってすき焼きのタレで食 

べた。肉は和牛を使ってみんなで食べた。 

－カキ 新しい味がして、意外と乾かした柿っておいしいなと思いました。挟み揚げもすごく
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美味しかった。 

－私は和食は好みでないけど、初めて和食がおいしいと思った。かきソース

がよかった。 

 

  調味料 

－自分で作る時はできるだけアルコールが

－外では店の人に聞くが、聞いたこところで知らないことが多い。

醤油を使う。 

－マレーシアから持ってきた。マレーシアの味の醤油はここでは見つからないので

 お寿司屋さんに行っても説明書きがない

－アルコールが入っているかレストランでシェフに聞く。

－もし、お醤油とか食べたければ自分で持っていけば安心し食べ

 

  器 

－店の人にきれいに洗っていただいているという信頼から、

－紙を敷くなど こちらのお店は作り方も含め

 

  全般的に甘いものが好き。 

生の魚は日本に来てから食べられるようになった。

最初は泣きながら食べた。１年かかって食べられるようになった。
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は和食は好みでないけど、初めて和食がおいしいと思った。かきソース

－自分で作る時はできるだけアルコールが入らないものを使う。 

店の人に聞くが、聞いたこところで知らないことが多い。お寿司の時は

－マレーシアから持ってきた。マレーシアの味の醤油はここでは見つからないので

お寿司屋さんに行っても説明書きがない。説明がなかったらそのまま食べる。

－アルコールが入っているかレストランでシェフに聞く。 

－もし、お醤油とか食べたければ自分で持っていけば安心し食べられるのでは

－店の人にきれいに洗っていただいているという信頼から、気にしない。 

こちらのお店は作り方も含めハラール的にやってもらっていると思う

 

生の魚は日本に来てから食べられるようになった。 

最初は泣きながら食べた。１年かかって食べられるようになった。 

 

  

 

は和食は好みでないけど、初めて和食がおいしいと思った。かきソースとあさりスープ 

お寿司の時はお店の 

－マレーシアから持ってきた。マレーシアの味の醤油はここでは見つからないので。 

なかったらそのまま食べる。 

のでは。 

 

的にやってもらっていると思う 
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③日本ハラール協会 講評 

 

  

 

 日本料理には伝統的な日本料理とモダンで創作的な

料理。和食の特徴といのは、五味、

甘い、塩辛い、からしや胡椒のような

あります。この五味を工夫しながら作っていくのが日本料理の作り方。

白、赤、黄色、ブルー（グリーン）

りばめられて入っていると綺麗に

いものが多く、生で食べる食文化がある。

つしかない。これらを基本に、いろんな形で献立を考え、季節の一番おいしい食材を使って作る。

これが和食の文化です。 

 

一味唐辛子、山葵、山葵は日本どくとくの辛さ（揮発性の

よい。また、今日はお刺身の代わり

も多かったので、刺身と選択できたら

今日のメイン料理はすき焼きでした

両方あると選べてよいと思います

 

今日来られたみなさんはお箸の使い方が上手で感動しました。

へんなので、フォーク・スプーン、

付けも工夫しないといけないかもしれ

すき焼きの食べ方が分からなかったということ

んと教えてあげた方がよいと思います。

 

最後は価格設定。フルコースだときびし

ではと思います。 
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日本料理には伝統的な日本料理とモダンで創作的な料理がありますが、宝家さんは伝統的な日本

味、五色、五法（５つの料理法）から作られています。まず味は、

からしや胡椒のようなスパイスの辛さ、すっぱい・酸味、にがみ、

を工夫しながら作っていくのが日本料理の作り方。次に五色ですが、

白、赤、黄色、ブルー（グリーン）の基本的な５色をちりばめてつくる、美的

綺麗に見える。５法の１つは生、島国で海に囲まれているので鮮度のよ

いものが多く、生で食べる食文化がある。それから、焼いて食べる、煮る、揚げる、蒸す

いろんな形で献立を考え、季節の一番おいしい食材を使って作る。

日本どくとくの辛さ（揮発性の辛さ）で、そういうものがあった方が

代わりに湯葉が出されていたが、お刺身が好き、すしが好き

刺身と選択できたら、より完成度が高くなると思います。 

すき焼きでした。さきほどシーフードが好きということ

と思います。 

今日来られたみなさんはお箸の使い方が上手で感動しました。しかし、初めて来られる方はたい

スプーン、宗教上右手で食べることなどを考えると、

付けも工夫しないといけないかもしれないと思います。 

が分からなかったということでしたが、実際にやって見せるなど

と思います。 

最後は価格設定。フルコースだときびしい場合もあるので、ミニ懐石などの設定もあっていいの

、宝家さんは伝統的な日本

から作られています。まず味は、

酸味、にがみ、旨みというのが

次に五色ですが、黒いもの、

美的センスでこの色がち

島国で海に囲まれているので鮮度のよ

焼いて食べる、煮る、揚げる、蒸す、この５

いろんな形で献立を考え、季節の一番おいしい食材を使って作る。

そういうものがあった方が

、すしが好きという方

 

。さきほどシーフードが好きということでしたが、肉と魚が

初めて来られる方はたい

ことなどを考えると、カットサイズや盛り

実際にやって見せるなど食べ方をきち

などの設定もあっていいの
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（４）土産品の検討 

 

 ムスリム向けのお土産品については、ハラールなものが求められる。 

現状として口コミ（ＳＮＳ含む）でムスリムの方に人気の日本のお菓子もあるが、実際は必ずしも

ハラールな製品でなく、お土産の「自分で消費するのではなく人にあげる」ものという性質上、成

分や製法を理解しないまま購入し贈呈した場合、問題になる危険性も孕んでいる。 

 以下、メニュー開発と並行してお土産品の開発についても検討した内容を記す。 

 

①県内企業ヒアリング 

 

 県内の土産品製造・販売の代表的企業として、老舗の和菓子メーカーにムスリム対応の可能性に

ついてヒアリングしたところ、概ね次のような認識であった。 

「例えばピーナッツ餡の最中などにおいては、主原料の落花生はハラールなものであろうが、製造

工程においてアルコールを使用していたり、副原料として（特段ハラール認証のない）砂糖などを

使用していること､製品や原料の輸送や貯蔵においても現状で特段ハラール対応はできないことか

ら、厳密にはムスリムの方に絶対に大丈夫ですとは言えない。今後、どのような対応策があるか研

究はしたい。」 

その後、マレーシアにおいて千葉県のイベントの際に現地のマスコミの方々にその最中を例に聞

いたところ、「主原料がハラールなものであるのがわかったので、自分自身はそれほど気にしない」

という方が多かったのは事実であるが、大量生産するものはそれだけ流通範囲も広がるため難しい

のかもしれない。 

 

②土産品開発例 

 

 一方、メニュー開発の過程でムスリム対応に興味を持たれた宝家さんでは、地元の特産品である

ブルーベリーを使用したケーキを極力ムスリムの方向けの材料で製作するべく地元業者と共同で開

発した。 

使われている原材料については、インドネシア大使館の方にも相談し、許容範囲であると確認でき

た。ただし、製造過程・流通過程においては必ずしもハラール専用の方策がとられていないため、

そこは説明し納得いただくことが必要である。 

 

   


