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前回の復習テスト

Moodle

Google Form
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http://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
https://docs.google.com/forms/d/1MdzTFuVKq9gDU6xU6PlvFgKNO722Y93VCHF6J76Fmbw/prefill


今日の講義

憲法編
婚姻の自由・両性の平等

憲法編の教材
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だれと結婚しても自由
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日本国憲法 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに
基いて成立し、夫婦が同等の権利を有すること基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚
並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。

Worke-GOV

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%86%B2%E6%B3%95


だれと結婚しても自由

☸婚姻は、両性の合意のみに基いて成立

☸夫婦が同等の権利を有する
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かつて、そうでない時代があった・・・家制度

当たり前？



今は廃止された「家制度」とは？

「家制度」は、明治31年（1898年）民法で制定され、戦
後1947年法改正で廃止。
☸ 家は，戸主（家長）とその家族によって構成される（旧732条）

☸ 家族は家長である戸主の命令・監督に服する。その反面，戸主は，
家族を扶養する義務を負う（旧747条）

☸ 家の名を氏といい，戸主および家族は，すべて同一の氏を称する
（旧746条）
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出典：加賀山茂ウェブサイト日本の家族と民法 に基づき作成
http://cyberlawschool.jp/kagayama/CivilLaw/FamilyLaw/lecture2005/01_2family_civcode.html

http://cyberlawschool.jp/kagayama/CivilLaw/FamilyLaw/lecture2005/01_2family_civcode.html


今は廃止された「家制度」とは？
☸戸主の地位は，家督相続によって，以下の順序に従って継承
（旧970条）。

– 戸主の直系卑属のうち，親等の最も近い者が優先
– 親等が同じ場合は，男が女に優先
– 親等が同じ男，親等が同じ女の場合には，嫡出子が非嫡出
子に優先

– 親等の同じ嫡出子，庶子（父が認知した子），私生子の
間では，女であっても，嫡出子，庶子が優先

– すべて同じ場合には，年長者が優先
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出典：加賀山茂ウェブサイト日本の家族と民法 に基づき作成
http://cyberlawschool.jp/kagayama/CivilLaw/FamilyLaw/lecture2005/01_2family_civcode.html

「家制度」廃止後70年以上経た現在も残る、「男尊女卑」
「年長者優遇」の慣習により様々な弊害が顕在している。

http://cyberlawschool.jp/kagayama/CivilLaw/FamilyLaw/lecture2005/01_2family_civcode.html


今日の憲法編 まとめ
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☸婚姻は、両性の合意のみに基いて成立

☸夫婦が同等の権利を有する

☸配偶者の選択・婚姻・離婚等に関する法律は、個人の

尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定される。



今日の講義

法令編 第4章 家族関係
1 結婚

2 離婚

3 親子

法令編の教科書

前期7 年法学2021 9



目次

1. 愛からはじまる 結婚

同性婚・夫婦別姓・内縁/事実婚

2. 愛がおわるとき 離婚

3. 子育ては誰の責任 親子
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結婚する必要ない？
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☸ A君が、大学の講義が終わり、サークルの部室に行くと友人
のBさんがスマホを見ながらA君に「入籍って何？」と聞いてき
た。どうやらスマホで、Bさんの好きなアイドル歌手の情報を見
ていたらしく、A君が「どうしたの」と尋ねると、スマホを見せてく
れて、そこには、あるアイドル歌手について「2年の同棲の後、
ついに入籍」と書いてあった。A君は「昨日のネット情報では
二人が市役所に婚姻届を出したと書いてあったけど」と答え
ると、Bさんは「2年も同棲しているなら、別に結婚する必要
なんてないんじゃないの」という。



１．婚姻
婚姻とは
結婚を同義の法律用語。男女の継続的な性的結合を基礎とし、終生にわたる経
済的共同関係を目的として、国家によって制度として承認されたもの。

日本の婚姻の成立は届出婚主義

☸ 実質的成立要件
– 2人の間に婚姻をする意思があること
– ５つの婚姻障害事由に該当しないこと

☸ 形式的成立要件 婚姻届を戸籍係に提出して受理されること

– 婚姻届が受理されると新戸籍が作られる
 通常は一方の戸籍へ入る「入籍」とはならない。
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５つの婚姻障害事由

1. 婚姻適齢 民731

2. 重婚の禁止 民732

3. 再婚禁止期間の経過 民733

4. 近親婚の禁止 民734‐736

5. 未成年者の父母の同意 民737
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婚姻による効果

一般的効果
☸夫婦同氏 民750
☸同居・協力・扶助義務 民752

– 正当な理由なく同居に応じない場合は離婚原因になる。

– 協力義務は助け合うこと、扶助義務は金銭的な義務

☸貞操義務 (離婚原因として 民770)
☸成年擬制 民753
☸夫婦間の契約取消権 民754
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婚姻による効果（続）
財産的効果
☸夫婦財産契約 民755

– 例えば互いの給与を共有財産とする約束など
– 婚姻前に行い、登記が必要なので、あまり利用されていない

☸法的財産制
– 別産制 民762
夫婦がそれぞれ婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その
特有財産とする。

– 婚姻費用の分担 民760
生活費、住居費、教育費、医療費等の金銭的なもののほか、育児、家事など金
銭以外の現物出資も含まれる。

– 日常家事債務の連帯責任 民761
例えば妻が水道・電気・ガスの供給契約をした場合、夫にもその支払義務がある。
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同性婚



Q 同性婚は憲法違反か？

☸平成二十六年六月五日、青森県青森市在住の女性
二人が青森市役所に婚姻届を提出したものの、青森
市は日本国憲法の規定を根拠に受理しなかった。同
日、青森市長名で発行された「不受理証明書」には、
「婚姻届」を「日本国憲法第二十四条第一項により受
理しなかったことを証明する」ことが記載されている。
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出典：衆議院ウェブサイト 平成三十年四月二十七日提出 質問第二五七号
日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書 に基づき作成
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196257.htm

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196257.htm


学説

☸旧帝国憲法においては、戸籍では夫を家族の長とし、婚姻にお
いても親の許可が必要であったこと、本人たちの意思に関係なく、
親同士の話し合いにより婚姻が実質的に決められることが多かっ
たことを鑑み、同条について、日本国憲法の制定者たちは、婚姻
をなすべく男女間の平等と本人同士の合意のみが何よりも重要
であることを明示したに過ぎないとの見解がある。

☸ 従って、当該条文で明示的に「両性の合意」と示されていることは、
必ずしも婚姻をなす当人同士が同性であることまでを禁止してい
るのではないとの見解がある
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出典：衆議院ウェブサイト 平成三十年四月二十七日提出 質問第二五七号 日本国憲法下での同
性婚に関する質問主意書 に基づき作成
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196257.htm

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196257.htm


☸ 日本国憲法第十四条 「すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済
的又は社会的関係において、差別されない」

☸ 同第十三条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自
由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に
反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とす
る」

☸ このため、「すべて国民」は、その「性別」によらず、婚姻をなすことが
できる「自由及び幸福追求に対する国民の権利」を持つと解すべ
きで、同性婚は異性同士の婚姻と同様に扱われるべきではないか。
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A 阿部前首相の答弁

☸憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基い
て成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚
姻（以下「同性婚」という。）の成立を認めることは想定されて
いない。

☸ いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の
在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する
ものと考えており、「同性婚に必要な法制度の整備を行わないこ
とは不作為ではないか」との御指摘は当たらない。
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A 阿部前首相の答弁（続）

☸御指摘の「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同
性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理
解している。すなわち、民法（明治二十九年法律第八十九
号）や戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）にお
いて、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女であ
る妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしよう
とする者の婚姻の届出を受理することはできない。
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同性婚の実態

☸世界の同性婚
http://emajapan.org/promssm/world

☸婚姻できない同性カップルが直面する諸問題の実例
http://emajapan.org/promssm/case

☸結婚による法律上の効果と根拠法の一覧
http://emajapan.org/promssm/laws

☸同性婚 Q&A
http://emajapan.org/promssm/ssmqaa
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出典：NPO法人EMA日本ウェブサイト なぜ同性婚？
http://emajapan.org/promssm

http://emajapan.org/promssm/world
http://emajapan.org/promssm/world
http://emajapan.org/promssm/case
http://emajapan.org/promssm/case
http://emajapan.org/promssm/laws
http://emajapan.org/promssm/laws
http://emajapan.org/promssm/ssmqaa
http://emajapan.org/promssm/ssmqaa
http://emajapan.org/promssm
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夫婦別姓



夫婦の氏に関する問題

民法 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところ
に従い、夫又は妻の氏を称する。
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Worke-GOV

選択的夫婦別氏制度
夫婦が望む場合には，結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏
を称することを認める制度。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%86%B2%E6%B3%95


夫婦の氏に関する問題

民法 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところ
に従い、夫又は妻の氏を称する。
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Worke-GOV

婚姻届を出すときに夫または妻の氏を選ばなければならない

氏（名字）が変わるとどんな不都合がありますか？

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%86%B2%E6%B3%95


夫婦別姓
アメリカで別姓のまま結婚した日本人夫婦が、日本の法律においても婚姻
関係にあることを認めるよう国に求めていた裁判の判決が4月21日、東京
地方裁判所で下った。
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☸日本人男女がアメリカの法律に基づき結婚。

☸日本の戸籍に登録するため、2人は2018年に千代田区役所で別
姓のまま届け出をしたが、夫婦同姓を定める民法や戸籍法に
違反するとして受理されなかった。

出典：東洋経済オンライン 2021/05/01 6:00 別姓婚｢日本も有効｣で露呈した戸籍制度の矛盾 に基づき作成
https://toyokeizai.net/articles/-/425750

https://toyokeizai.net/articles/-/425750


夫婦別姓
アメリカで別姓のまま結婚した日本人夫婦が、日本の法律においても婚姻
関係にあることを認めるよう国に求めていた裁判の判決が2021年4月21
日、東京地方裁判所で下った。
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外国で婚姻した日本人同士の婚姻関係が日本でも成立するには、
「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」という日本の夫
婦同姓規定を満たす必要があるのかどうか

争 点

出典：東洋経済オンライン 2021/05/01 6:00 別姓婚｢日本も有効｣で露呈した戸籍制度の矛盾 に基づき作成
https://toyokeizai.net/articles/-/425750

https://toyokeizai.net/articles/-/425750


夫婦別姓

東京地裁は婚姻関係を戸籍へ記載できることの確認といった請求を却
下・棄却した一方で、アメリカで成立した2人の婚姻関係は国内でも有効
であると認めた。
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☸東京地裁は、婚姻関係の戸籍への記載可否については、家庭
裁判所への不服申し立てのほうが適切だとして判断を示さず、
国家賠償についても退けた。

☸一方で、前提となる婚姻の成否については国の主張を否定し
「婚姻自体は有効に成立している」と明確に認めた。

☸これにより、別姓の2人の婚姻関係が日本の法律において成立
していると証明された。
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内縁・事実婚



内縁・事実婚
内縁とは
事実上の夫婦共同生活の存在を重視し、婚姻の届出はないが、社会
的には夫婦同様の共同生活の実態が備わっている男女関係

☸認められないこと
夫婦同氏、配偶者相続権、子の摘出性（非摘出子）

☸認められていること
労働者の災害補償、健康保険、年金については法律上の配偶者と
同じ扱いを認めている。
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婚約の意味

彼が、あまりに熱心にプロポーズしてくるので、つい情にほだされ
て「はい」といってしまいました。しかし、性格的にしつこく、だんだ
んいやけがさしてきました。いやがる私を彼は追い掛け回すので、
最近は彼の声を聞くだけでぞっとするほどです。なんとかこのつき
あいをやめたいのですが・・・。
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☸恋愛段階は、法に強制されることはない。
☸婚約は、法的保護の対象になると考えられている。

婚約とは
男女が誠心誠意、まじめに将来の結婚を約束すること



婚約の意味
婚約破棄したい・・・
☸結婚そのものは強制されない。まずは話し合いで婚約解消を。
☸一方、正当な理由なく関係を破棄したことによる損害賠償の責
任は免れない。

– 正当な理由
将来の結婚生活の維持継続を期待し得ないようなもっともな理由
 例えば、社会常識に反するひどい言動・暴力・虐待・侮辱・性的不能など

– 損害賠償の範囲
俗にいう嫁入り道具、新婚旅行や式場のキャンセル代、結婚により退職した
ことによる逸失利益（相手方に頼まれたのでなければ請求不可）、慰謝料、
結納の返還（贈った側に責任のある婚約解消の場合は返還請求不可）
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２．離婚

A君が自宅に帰ると、結婚して5年になる姉が子供を連れてやってき
た。ここしばらく夫との仲がうまくいかず離婚を考えているので両親と相
談したいとのことだ。両親は、子供も小さいことだし、夫が浮気をして
いるとか暴力をふるうということでもないのだから、もう一度考え直して
離婚は思いとどまるように説得したが、A君は、夫婦の仲がうまくいか
ない以上は離婚もやむを得ないのではないかといった。ただ、妹は、
離婚した後、お姉さんは生活していけるの、とポツリと言った。
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A君の姉夫婦がとりうる離婚手続
☸協議離婚

– 夫婦ともに離婚することに合意している場合、協議離婚届を役場へ出せば協議離
婚が成立。理性的に話し合えることが前提。

☸ 調停離婚
– 夫婦間の不和や葛藤が強い、離婚の条件に対立がある場合は、まず家庭裁判所
の調停の手続きを利用（調停前置主義）。当事者が合意すれば調停離婚成立。

☸ 審判離婚
– 調停不成立の場合。

☸ 裁判（判決）離婚
– 調製不成立の場合。離婚原因が必要(民770①)

☸ 和解離婚・認諾離婚
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離婚原因
☸不貞行為 （民770条1項1号）

– 配偶者の自由意思で行った配偶者以外との性的交渉

☸悪意の遺棄 （同2号）
– 正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務を継続的に果たさないこと

☸ 3年以上の生死不明 （同3号）
☸回復の見込みがない強度の精神病 （同4号）

– 裁判所は、その配偶者の今後の療養、生活等について具体的な方途を講
じなければ離婚を認めない

☸その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき （同5号）
– 同居に耐えられないような侮辱・虐待・相手方親族との不和・過度の宗教
行為など
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離婚申立ての動機
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出典：令和元年度司法統計・家事 第32表 に基づき作成
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/287/011287.xlsx

https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/287/011287.xlsx


離婚の効果

一般的効果
☸ 復氏 民767

– 婚姻前の氏に復する。ただし離婚3か月以内に届出ることで婚姻中の氏を継続使
用可能

☸ 婚姻関係の終了 民728

☸ 親権者・監護者の決定 民819, 766

– 有子離婚の場合は離婚により夫婦共同親権から単独親権となるため、夫婦どちら
が子の親権者となるか定めなければならない。別に監護者を定めることができる。

– 親権者・監護者にならなかった父母であってもこの扶養義務を免れるものではなく、
養育費等の支払いはこれまで通り。子との面会交流も可能。
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離婚の効果（続）
財産的効果

☸財産分与 民768

– 当事者の協議により決められるが、協議不成立の場合は家庭裁判所の審判により
定められる。財団分与の請求は離婚のときから2年以内にしなければならない。

– 財産分与の法的性質には、清算的要素・扶養的要素・慰謝料的要素がある。

☸離婚時年金分割

– 国民年金の第三号被保険者（例えば専業主婦）は離婚時に当然に2分の１の
分割が可能。
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３．親子

☸離婚問題に悩んでいるA君の姉が2番目の子を妊娠していること
に気が付いた。しかし、これから夫婦関係がよくなる自身もないた
め出産をためらっていたところ、子供のいないCD夫婦がぜひ生まれ
た子を自分たち夫婦の子供として育てたいと申し入れてきた。

☸ CD夫婦はA君の姉が出産したらすぐに子を引き取り、CD夫婦の
嫡出子として出生届を出すことを望んだ。

☸ CD夫婦の求めに応じて生まれた子Eを引き渡したけれど、日が経
つにつれて、A君の姉はEを引き渡したことを公開しはじめ、取り戻
したいと考えるようになった。
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親子関係
☸実親子関係
血縁関係あり
–実子には、嫡出子と非嫡出子
（婚外子）
嫡出子の父は夫であると推
定(民772)。
非嫡出子の父になるには
「認知」という手続きが必要

☸養親子関係
養子縁組によって成立
–養子には、普通養子と特別養子
–普通養子は、実親(生みの親)と
の法的な親子関係が残る

–特別養子は、実親(生みの親)と
の法的な親子関係が解消される。
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先のCD夫婦とEのように血縁関係がないのに戸籍上だけ親子関係の存在が記載され
ても法律上は親子関係は認められない。

→CD夫婦の出した出生届は、虚偽の嫡出子出生届であるとして無効となる



CD夫婦が嫡出子として出生届を出したら？

☸先のCD夫婦とE＝血縁関係がない

☸戸籍上だけ親子関係の存在が記載されても法律上は
親子関係は認められない。

→CD夫婦の出した出生届は、
「虚偽の嫡出子出生届」であるとして無効となる
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養子縁組・里親制度
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「里親」は、生みの親に代わり、一定期間子どもを育てる制度です。子どもとの間に法的な親
子関係はありません。

「普通養子縁組」は、実親（生みの親）との法的な親子関係は残り、戸籍上に生みの親の名
前も併記され、実親と養子との間で法律上の関係が残ります。

「特別養子縁組」は、実親（生みの親）との法的な親子関係が解消され、戸籍の表記は実の
親子とほとんど変わりません。子どもが生涯にわたり安定した家庭生活を送るための制度です。
出典：「特別養子縁組」特設サイトhttps://telling.asahi.com/telling/extra/tokubetsuyoshiengumi/index.html

https://telling.asahi.com/telling/extra/tokubetsuyoshiengumi/index.html


子どもはみな平等か

実子と養子の間には法律上の差別はない。

☸法定相続分の差別は解消され、同一。

☸住民票の続柄記載はすべて「子」で統一。
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摘出子と非摘出子の差別は残る（民900条4号）。



親権

親権とは
☸父母が未成年の子を監護・教育し、子の財産を管理
することを内容とする親の義務及び権利の総称。

☸婚姻中、原則として父母が共同で親権を行使する
☸離婚の際は、父母どちらか一方を親権者として定める
☸親権に服するのは、成年に達していない子である。
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子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）
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出典：ユニセフウェブサイト 子どもの権利条約について https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/index.html#kenri2

命を守られ成長できること 子どもにとって最もよいこと

意見を表明し参加できること 差別のないこと

「子どもの権利条約」

４つの原則

締約国・地域は196. 条約を批准していない国：1国 アメリカ合衆国
日本は1990年9月21日に109番目で署名、1994年4月22日、158番目の批准国

世界中のすべての子どもたちがもっている“権利”について定めた条約。

https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/index.html#kenri2


子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）
☸子どもたちにはどんな権利があるの？
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出典：ユニセフウェブサイト 子どもの権利条約について https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/index.html#kenri2

「子どもの権利条約」は、子ども（18歳未満）を権利をもつ主体と位置づけ、おとな
と同じく、ひとりの人間としてもっている権利を認めています。

さらに、おとなへと成長する途中にあり、弱い立場にある子どもたちには保護や配慮
が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。

https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/index.html#kenri2


日本における子どもを守る法律
☸児童福祉法

– １８歳までの児童を対象。
– 子ども虐待に関して、通告の義務（児福法第二十五条 虐待を発見した
者は児童相談所などに通告する義務がある）、立ち入り調査（児福法二
十九条 虐待が疑われた家庭や子どもの職場などに立ち入ることができる）、
一時保護（児福法第三十三条 保護者の同意を得ずに子どもの身柄を
保護することができる）、家庭裁判所への申し立て（児福法二十八条
家庭裁判所の承認を得て被虐待児を施設入所などさせるための申し立
て）

・・・しかし、実態としてあまり有効に行使されていなかった
→1994年子どもの権利条約に批准、社会問題化の原動力となり、

2000年児童虐待防止法が成立。
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児童虐待防止法
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1．子どもに対する虐待の禁止

2．児童虐待の定義

3．虐待防止に関する国及び地方公共団体の責務

4．関係機関及びその職員に対する早期発見等の努力
義務

5．発見者の早期通告義務

6．虐待を受けた子どもの保護のための措置

出典：文科省ウェブサイト > 「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」（報告書）第1
章 第3節 児童虐待防止法及び学校の役割等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06060513/001.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06060513/001.htm


今日の法令編 まとめ

☸日本の婚姻の成立は届出婚主義
☸夫婦がそれぞれ婚姻前から有する財産および婚姻中自己の
名で得た財産は、その特有財産とする。

☸夫婦は、夫又は妻の氏を称する。
☸婚約は解消できるが、損害賠償の責任は逃れない
☸子がいる場合、離婚により夫婦共同親権から単独親権とな
り、夫婦どちらが子の親権者となるか定めなければならない。
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小テスト

Moodle

Google Form
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https://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
https://docs.google.com/forms/d/10qU5teluhT8tJ1V6aDEIKgpGwlzeuKk5NvAKkdqkOs0/prefill


参考

☸教科書 池田 真朗ほか 「法の世界へ」第8版 有斐閣アルマ

☸ 副教材 楾 大樹 「檻の中のライオン」 かもがわ出版

☸参考書 生駒正文・高田富男 編者 「ガイドブック 法学」改訂版 嵯峨野書院

☸参考図書 福田隆重ほか 「ライフステージと法」第8版 有斐閣アルマ

授業で利用したツール・参考資料

☸法令検索 e-GOV
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https://elaws.e-gov.go.jp/registdb/


おつかれさまでした！

地元の友人が有精卵から孵した雛を譲ってくれました。3か月目に入り屋外に出してみたら、早速成
鶏に威嚇され、猫にちょっかいかけられ、びくびく。過去にはトンビに雛を取られたこともあり危険がいっぱ
い。この後、檻に金網を巻き付けて猫対策しました。４か月後ぐらいから産卵開始見込みです。
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https://m-ip.info のSTUDY ROOMに法学講義資料掲載しています。
自習にお役立てください。

https://m-ip.info/


離婚には様々な理由が必要なこと

講
義
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
？
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Thank you for your attention!

ご清聴ありがとうございました。
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