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１．はじめに 

ダッカ首都圏と第２の都市であるチッダゴン間は、

バングラデシュのＧＤＰの５割を占める重要な経済回

廊である。近年、同回廊をつなぐ国道１号線の車両交

通台数は急激に増加し、同国道上に位置するカチプー

ル橋、メグナ橋、グムティ橋では当初想定容量を最大

約６割も上回っている。そのため、当国は 2008年から

国道 1 号線全区間（道路）の８車線化あるいは４車線

化を進めており、現在２車線である同橋梁でも、交通

容量拡大（第２橋の建設）が喫緊の課題となっていた。 

 

２．工事概要 

本工事は、ダッカ・チッタゴン間国道１号線上に位

置する既存のカチプール橋、メグナ橋、グムティ橋（図

－１)に隣接する各第２橋の新設を行い、かつ橋脚の洗

掘対策や橋梁の補修・耐震性向上を含み、既存橋梁の

耐久性の向上および急増する交通需要への対応を図る

ものである。 

 

 
図－１ プロジェクト位置 

３．橋梁諸元 

上部工構造一般図を図－２、橋梁諸元を表－１に示

す。３橋ともに本邦技術として合理化構造である細幅

箱桁が採用されている。また床版形式は現場での型枠・

支保工の省略による工程短縮および安全性向上、合成

効果による耐久性向上を目的に鋼コンクリート合成床

版（以下、合成床版）が採用されている。 

 

 

図－２ 構造一般図（メグナ第２橋） 

 

表－１ 橋梁諸元 

カチプール第２橋 

橋梁形式 鋼６径間連続細幅箱桁 

橋長 397.3 m 

支間長 42.3m+85.4m+97.6m+72.6m+54.4m+43.0m 

有効幅員 3.65m×4車線 

製作鋼重 3,479.1 ton (合成床版鋼パネル含む) 

縦断勾配 5.0%, 2.58% 

平面線形 R=∞ 

 

メグナ第２橋 

橋梁形式 鋼１２径間連続細幅箱桁 

橋長 930.0m 

支間長 47.4m + 9@87.0m + 48.5m + 48.9m 

有効幅員 3.65m×4車線 

製作鋼重 7,706.6 ton (合成床版鋼パネル含む) 

縦断勾配 3.0%,3.0% 

平面線形 一般部 R=∞, A2付近クロソイド(A=215) 

 

グムティ第２橋 

橋梁形式 鋼９径間 + ８径間連続細幅箱桁 

橋長 748.5m + 661.5m 

支間長 51.4m+7@87.0m+86.15m, 86.15m+6@87.0m+51.4m 

有効幅員 3.65m×4車線 

製作鋼重 12,562.1 ton (合成床版鋼パネル含む) 

縦断勾配 3.0%/0.3%, 0.3%/3.0% 

平面線形 R=∞ 

PMBⅢアスファルト舗装: 80 mm

合成床版_床版厚: 230 mm

15 km 

ダッカ市 
カチプール第一橋(既存橋) 

L=400m 

国道１号線 

メグナ第一橋(既存橋) 

L=930m 

グムティ第一橋 

(既存橋) 
L=1,410m 

シタラキヤ川 

メグナ川 

グムティ川 

mailto:51.4m+7@87.0m+86.15m


４．鋼桁と合成床版鋼パネルの製作 

表－１に記載した鋼桁と合成床版鋼パネルの合計約

23,700ton に及ぶ製作を１年強で完了する工事工程だ

ったため、JFE エンジニアリングとミャンマー建設省

との合弁企業である J&M Steel Solutions Co., Ltd

（以下、Ｊ＆Ｍ）（写真－１）と、IHIインフラシステ

ム の グ ル ー プ 会 社 で あ る ベ ト ナ ム の IHI 

Infrastructure Asia Co., Ltd（以下、ＩＩＡ）（写真

－２）の２工場を同時活用した。 

細幅箱桁、合成床版ともに日本固有の技術であった

ため、日本と同等の品質を確保する事を目指し、原寸、

組立、溶接、仮組立、塗装の各ステージにおいて日本

からスーパーバイザーを派遣し製作管理を実施した。 

製作工程での立会検査には特記仕様書で定められた

回数、施主であるバングラデシュ人民共和国交通橋梁

省国道／道路局（以下、ＲＨＤ）の現地局員が立ち会

った（写真－３）。検査項目は、仮組立て検査と塗装検

査を主として、Ｊ＆ＭとＩＩＡ両工場合計で 30回の検

査が実施された。発注者の意向として、鋼桁製作経験

が豊富である日系企業の工場製作管理手順をバングラ

デシュ国での鋼桁製作の標準にしたいとの思いが強か

ったため、工場製作方針や品質管理体制、工場組織図

等多岐に渡る質疑を受けた。 

 

 

写真－１ Ｊ＆Ｍ工場外景（ミャンマー） 

 
写真－２ ＩＩＡ工場外景（ベトナム） 

 
写真－３ 施主立会検査 

 

５．架設現地までの輸送 

各製作工場からバングラデシュまで輸送は以下の手

順で実施した。 

① 各工場⇒チッタゴン港：海上輸送 

② チッタゴン港⇒各現場：陸上輸送 

在来船の確保と輸送単価を抑えることから、１回の

輸送物量は 5,000FT（FT：フレート・トン。１容積（㎥）

トン、または１重量（屯）のどちらかに達した時点で

１FTとする輸送物量の単位）を基準とし、輸送回数を

カチプール第２橋３回、メグナ第２橋６回、グムティ

第２橋 10回とした。各製作工場位置と海上輸送ルート

を図－３に示す。 

 

 

図－３ 海上輸送ルート 

 

チッタゴン港 

ＩＩＡ(製作工場) 

Ｊ＆Ｍ(製作工場) 

カチプール橋：3回 

メグナ橋：6回 

グムティ橋：10回 



海外輸送を行う場合、各港における荷役時の乱雑な

取扱いや一時的な保管時に製品への損傷や付属物の紛

失が懸念される。荷役・保管方法と港でのセキュリテ

ィーシステムについて輸送業者と検討し、部材引渡し

時は製品の状態や付属物の確認を両社立会のもと実施

するなどの引き渡し条件を設定した。 

また、海上輸送時に塩分付着が懸念されるため、主

桁の添接板および添接板接触面の範囲にはキャンバス

シートで養生し、塩分付着防止とした。 

合成床版鋼パネルは、荷役時間の削減と部材への損

傷を防止するため、鋼パネル６枚を１パッケージに梱

包し、また新規製作した専用の吊天秤と拘束治具を適

用し荷役作業を行う計画とした。また、事前に工場関

係者と輸送業者を集め吊上げのデモンストレーション

を実施し、使用方法と施工上の注意点を確認した。 

付属物である支承や伸縮装置は本工事の仕様を満た

す製品をバングラデシュ国内で製造することができな

かったため、海上輸送による輸入が必要であった。本

工事の支承には、金属溶射を含む特殊な塗装が施工さ

れており、また伸縮装置表面には特殊な機材が必要な

滑り止め加工が施工されていた。その為、輸送時に付

いた傷を現地で補修する場合、機材の入手や輸入に関

連する手続きに多くの時間を要し、大幅なコスト悪化

と工期遅延を引き起こすリスクがあった。リスク回避

を目的として、支承と伸縮装置の梱包は木枠で完全な

梱包を実施し、露出面がない状態で海上輸送を実施し

た。それぞれの梱包状態を写真－４に示す。 

  
主桁梱包 合成床版 

  
中間横桁 支承 

写真－４ 海上輸送に向けた梱包荷姿 

ベトナムおよびミャンマーからの鋼桁の海上輸送に

必要な期間に関して工事開始前まで実績がなかったた

め、計画段階では輸送業者の算出により、60日と設定

した。 

表－２と表－３にベトナムおよびミャンマーから現

地までの輸送期間の実績を示す。 

 

表－２ ベトナム－架設現地輸送期間

 

 

表－３ ミャンマー－架設現地輸送期間 

 

 

表より、工程計画時にはミャンマー発、ベトナム発

ともに 60 日程の輸送期間を見込めば十分である。但

し、バングラデシュは６月から９月の間が雨期である

ため、輸入港の冠水や、港から現場までの交通機関の

乱れ等が発生する可能性が高いためチッタゴン港到着

時期が雨期と重なる場合は常時に 10 日間程の予備日

を見込む方がよい。 

海上輸送を行う場合、製作工場がある国の輸出通関

後からバングラデシュ国輸入通関後まで原則として現

地国籍以外の工事請負者は立ち入ることができず、直

接荷の状況を確認することができない。輸出入時の添

接板の脱落や盗難、鋼桁の傷などを完全に防ぐ対策は

現実的にはできないため、脱落や盗難の恐れがある部

材は予備材料の事前準備を行い、更に現地でのタッチ

アップ期間・ヤードの準備を工事計画段階から考慮す

る等の対策をとることが望ましい。 

輸送ロット 出港日 現場到着日 輸送期間

Lot 01 2017/09/27 2017/10/23 26日

Lot 02 2017/10/28 2017/11/27 30日

Lot 03 2017/11/09 2017/12/09 30日

Lot 04 2017/12/10 2018/01/19 40日

Lot 05 2018/02/12 2018/03/13 29日

Lot 06 2018/02/23 2018/04/02 38日

Lot 07 2018/03/18 2018/04/12 25日

Lot 08 2018/04/20 2018/05/15 25日

Lot 09 2018/05/19 2018/07/15 57日

輸送ロット 出港日 現場到着日 輸送期間

Lot 01 2017/09/24 2017/11/19 56日

Lot 02 2017/10/19 2017/12/09 51日

Lot 03 2017/12/29 2018/01/30 32日

Lot 04 2018/02/02 2018/02/22 20日

Lot 05 2018/02/26 2018/03/31 33日

Lot 06 2018/04/04 2018/05/19 45日

Lot 07 2018/05/24 2018/07/02 39日

Lot 08 2018/07/06 2018/07/24 18日

Lot 09 2018/08/22 2018/09/13 22日

Lot 10 2018/08/23 2018/09/25 33日



６．送出し架設 

上部工の架設工法を選定するにあたり、シラタキヤ

（カチプール）、メグナ、グムティの３つの河川は、多

数の船舶が往来するため航行船舶への影響を最小化す

る工法が求められた。また架設する新橋と供用中の既

存橋との離隔が 80㎝と近く、既存橋上の交通への影響

を最小とする工法の選定、および確実な安全性の確保

が求められた。これらの理由から、河川内にベント設

備が不要であり、施工中に吊り荷が既存橋に近接する

ことのない送出し架設工法を採用した。 

３橋ともに多径間の連続橋であり、橋台背面に設け

たヤードにおいて、一径間分の主桁・横桁・合成床版

を地組みし、送り出すサイクルを繰り返すことで上部

工を架設した。 

本工事はバングラデシュで初めての送出し工法であ

ったので、安全性および確実性が要求された。そのた

め、反力および位置調整の管理が容易である１ｍずつ

油圧ジャッキで送出す方法を採用し、架設開始前日に

現地作業員には作業手順と安全教育の講習会（写真－

５）を開催して注意点を周知徹底させ、架設時には日

本人架設ＳＶを適宜配置することで、安全かつ確実な

施工を行えるように入念に準備した。 

 

写真－５ 作業手順と安全教育の講習会 

 

日本の工事の場合、すべての下部工が完成した状態

で上部工の施工となることが一般的だが、本プロジェ

クトでは、上下部一式の工事であるため、橋台のパラ

ペット部と橋台背面の土工を上部工の架設完了後に行

う施工順序とした。これにより、送出し後の降下量を

大幅に減少させ、安全性を高めるとともに、全体工程

の短縮に寄与した。 

 

６．１ カチプール第２橋の送出し架設 

カチプール橋のＰ３－Ｐ５間において、新橋はＰ４

橋脚が間引かれており、支間長が３橋の中で最大の

97.6ｍであった。一般的に採用される最大支間長の

50％から 60％の長さの手延べ機で送出し架設を行う

と主桁断面そのものを見直す必要があった。工期に間

に合わせるためには現状の主桁断面での施工が条件と

なり、Ｐ４部にベントを設置する架設方法と、Ｐ３と

Ｐ５で支持できる長さの手延べ機での架設方法の２通

りが検討された。経済性・施工性の観点から、後者が

採用され、最大張り出しの状態で本設の主桁で支持し

ないように、国内外でも例を見ない 115ｍの手延べ機

を使用した送出しを実施した。写真－６に示す写真は、

手延べ機先端がＰ５に到達した送出し架設の状況であ

る。全長 397.3ｍの架設に６ヶ月を要した。 

 

写真－６ 115ｍの手延機(カチプール第２橋) 

 

６．２ メグナ第２橋の送出し架設 

メグナ橋の架設工法には、Ａ１橋台側、Ａ２橋台側

双方から橋梁中央に向けて全長 930ｍ、12 径間を８ヶ

月かけて連続送出し架設した。 

メグナ橋の特徴として、地組立てヤードに隣接する

既設道路の線形により、Ａ２側で確保できたヤード長

さが他３現場の半分以下となる約 40ｍであったため、

1 回の最大地組ブロック数は４～５ブロックに制限さ

れた。そのため、地組工より現場塗装工がクリティカ

ルパスとなったため、ヤード前方に 20ｍの塗装追加ス

テージを設け、降雨等で現場塗装工に工程遅延が生じ

ても、送出し工が影響を受けないように対策を取った。 

送り出し架設後の閉合は、架設設備と作業の簡潔化

を目指し、事前に入念な閉合シミュレーション解析を

行い、Ｐ５、Ｐ６における鉛直ジャッキによる高さ調

整、および閉合ジョイントでの水平ジャッキによる水

平方向調整のみで、閉合を実施した。 



図－４に架設イメージ図および写真－７に送出し状

況の写真を示す。 

 

図－４ 送出し架設図 

 
写真－７ 送出し状況(メグナ第２橋) 

 

６．３ グムティ第２橋の架設 

グムティ橋は、Ａ１側の９径間連続橋とＡ２側の８

径間連続橋から構成され、３橋の中で最大の橋長

1,410ｍであり、Ｐ９が掛け違い部となっている。メグ

ナ橋と同様に、Ａ１橋台、Ａ２橋台双方からの送出し

工法を採用した。Ｐ９の掛け違い部においては、１径

間少ないＡ２側からの送出しと降下を完了させた後、

Ａ１側から最終径間の送出しを行う手順とした。Ｐ９

の手前約 15ｍの船舶の航行に障害とならない位置に

ベントを設置し、手延べ機が通過後、順次解体し、最

後に主構造のみで送出し、９ヶ月に及ぶ架設を完了さ

せた。写真－８にＰ９掛け違い部の送出し状況の写真

を示す。 

 

写真－８ Ｐ９掛け違い部送出し(グムティ第２橋) 

７．床版工 

本工事の新設３橋の合成床版の鋼パネル外面の塗装

仕様は、鋼桁に合わせて日本の鋼道路橋防食便覧のＣ

－５系が適用された。また、鋼パネル同士の継手には、

設置後のパネル下面からの作業が不要となる、片面施

工ボルトを採用した。 

各橋の床版諸元および数量を表－４に示す。カチプ

ール橋は、図－５に示すように、歩道を有する４車線、

メグナ橋、グムティ橋は、完成時に既設橋の２車線と

合わせて上下３車線ずつとなる幅員構成となっている。 

表－４ 床版諸元および数量 

 

 

 

図－５ 標準断面図（カチプール第２橋） 

新設３橋は、車道４車線分、約 18m の広幅員である

ため、中桁上に鋼パネルの継手を設けた構造としてい

る。また、広幅員で山型の路面横断勾配を有している

ため、調整コンクリートと称する最大厚が 182 ㎜とな

る無筋コンクリートで横断勾配を形成する仕様であっ

た。施工時には、ひび割れ防止対策として、かぶりを

確保したうえで格子鉄筋（あるいは溶接金網）を配置

し、床版コンクリートと一体で打設した。 

空中モーメント連結

送出し架設 送出し架設

カチプール
第２橋

メグナ
第２橋

グムティ
第２橋

総幅員 m 18.100  17.750  17.750  

上り4車線
＋ 歩道

下り3 ＋
上り1車線

下り1 ＋
上り3車線

床版支間 m 4.550  4.750  4.750  

張出長 m 1.800  1.875  1.875  

床版厚 mm 230 230 230

ハンチ高さ mm 100 100 100

底鋼板厚 mm 8 8 8

2.0%山形 2.0%山形 3.0%山形

勾配調整
コン高さ

mm 146 121 182

チャンネル チャンネル
突起付き
T形鋼

床版面積 m
2 7,197 16,547 25,077

横断勾配

補強リブ形状

完成時車線数

P8 P9 



バングラデシュの土地柄、コンクリート材料として

必要な骨材を国内で入手できないため、当国既往のコ

ンクリート工事を参考に、ＵＡＥから輸入した。また、

膨張材は工事仕様を満たすために、日本製を使用した。

鉄筋、セメント等は同工事の下部工でも採用されたバ

ングラデシュ産とした。生コンクリートは、本工事に

て設置したプラントが３現場（カチプール橋は陸上プ

ラント、他 2 橋はプラント船）にあり、それぞれから

供給した。配合は、各プラント、スランプ別、骨材産

地別に試験練りを実施し決定した。配合の一例を、表

－５に示す。 

 

表－５ 床版コンクリートの配合例 

 

 

 

写真－９ 生コン打設状況（メグナ第２橋） 

 

打設計画は、各プラントの特徴・能力、生コンの運搬

方法、作業員の配置等を考慮して計画した。 

カチプール橋では、陸上プラントからアジテータに

より現場へ運搬、桁下ポンプ車から橋上・打設位置へ

の圧送を基本とし、場合によっては中継ポンプを追加

し配管にて施工した。 

メグナ橋、グムティ橋では、プラント船を打設位置

付近に配置し、プラント船上のポンプ車から橋上の打

設位置へ圧送し打設する方法を基本として施工した。

グムティ橋については、橋台付近の陸上部が長いこと、

河川内に浅瀬が多く乾期にはプラント船が接近できな

い範囲があるなどの条件から、陸上部からの打設や、

橋上の配管による圧送、中継ポンプの追加などの組み

合わせを適宜行い施工した。写真－９に、メグナ橋に

おいて、プラント船のポンプにて橋上に直接打設して

いる状況を示す。 

グムティ橋の打設ステップ図を図－６に示す。最も

橋長の大きな橋であり、雨期の開始前に舗装工までを

完了させる必要があったため、打設回数を最小とする

打設ステップを採用した。打設回数は、それぞれ 19回

および 17回、最大打設量は 300㎥/日、打設間隔は、

初期材齢の強度発現や鋼桁との合成作用を考慮した打

設順序検討解析を行い、現場条件を考慮して決定した。 

気温の高い地域・季節の施工にあたり、配管の閉塞

は品質・工程にとって致命的なトラブルとなる。その

ため、配管打設実施時は配管の冷却を行うとともに、

既存道路の渋滞が常態化している状況でのアジテータ

による運搬時においては、アジテータ車全数を対象に

スランプ試験を実施し、スランプロスの管理も合わせ

て実施し施工した。 

本橋の高欄は、場所打ちの鉄筋コンクリートの支柱

に鋼製パイプの横桟が貫通するタイプで、日本の高速

道路や一般道では見ることのない構造であった。隣接

する既設橋に採用されていた構造を踏襲しており、景

観性の観点では違和感のないものである。一方で、200

㎜×200㎜の断面の支柱に、外径φ101.6㎜の鋼製パイ

プが貫通する構造で、強度と耐久性を得るには、コン

クリートの充填性の確保が求められた。精度の高い組

立施工の実現のため、高欄支柱コンクリート打設専用

の鋼製型枠を数百セット製作して施工した。また、粗

骨材の最大径は 10㎜、スランプは 18㎝としてコンク

リートの配合設計を行った。表－６にコンクリートの

配合、写真－10に施工状況を示す。 

 

表－６ 高欄用コンクリートの配合例 

 

cm % % Mpa 20㎜ 10㎜

NC369
-S12
-D20
-EX20

12.0
±2.5

47.0 43.2 30 168 369 20 860 692 373 4.28

NC360
-S15
-D20
-EX20

15.0
±2.5

47.0 46.1 30 175 360 20 855 688 371 3.80

粗骨材 混
和
剤

ス
ラ
ン
プ

s/a W/C

圧
縮
強
度

単位量 kg/m
3

水

セ
メ
ン
ト

膨
張
材

細
骨
材

cm % % Mpa 20㎜ 10㎜

NC406
-S18
-D10

18.0
±2.5

47.0 44.6 30 181 406 - 826 - 998 3.86

粗骨材 混
和
剤

水

セ
メ
ン
ト

膨
張
材

細
骨
材

ス
ラ
ン
プ

s/a W/C

圧
縮
強
度

単位量 kg/m3



 
写真－10 高欄施工状況（グムティ第２橋） 

 

なお、バングラデシュ国内の交通事情は、総じて車

両の整備状態が悪く、当路線は深夜の長距離輸送の運

転が多いことなどから、交通事故が頻発しており、本

工事でも引き渡し後に車両の衝突事故による高欄の損

傷が相次いだ。損傷前の高欄には日本製の溶融亜鉛メ

ッキ仕様で、海外では一般的ではないサイズの鋼製パ

イプを採用しており、補修時には同仕様の材料を即座

に入手することができなかったため、バングラデシュ

製の鋼製パイプを使用した。損傷・補修が予想される

部材には、当地の材料を積極的に採用するなど、維持

管理を考慮した仕様とすることも、開発援助案件にお

いては必要な配慮である。 

 

８．橋面工 

上部工の施工範囲として、橋面工として防水工、舗

装工、路面表示工、道路照明などが含まれていた。 

本工事の防水工の特徴的な仕様は、コンクリート表

面に含浸し改質させた保護層を形成することで外部か

らの劣化因子の侵入を抑制する機能を持つ、水溶性の

液剤散布によるものである。本剤は適切な施工により

効果を発揮するものであり、事前の含浸確認試験を行

うとともに、床版コンクリート上面の下地処理と液剤

の使用量管理による塗布、複数回の乾燥と散水による

図－６ 打設ステップ（グムティ第２橋） 



養生等による施工管理を行い実施した。工事仕様を満

たすために、材料はオーストラリアより輸入した。写

真－11に液剤散布の施工状況を示す。 

 

 

写真－11 防水工施工状況 

 

 
写真－12 舗装施工状況 

 

 
写真－13 ＩＲＩ測定状況 

 

舗装工については、表層舗装にポリマー改質アスフ

ァルト（ＰＭＢ）を採用したことが特筆される。ＰＭ

Ｂは塑性変形抵抗性が高く舗装の耐久性向上が見込め

るため、大型車交通量が著しく多い箇所などに適用性

が高いとされており、バングラデシュでは空港の舗装

に施工実績がある程度であった。本工事では、新設橋

梁上の舗装に採用された。 

橋梁以外も含め本工事全体で 38,000 ㎥ものアスフ

ァルトの施工数量があるため、現地協力会社がアスフ

ァルトプラントをカチプール橋とグムティ橋の近傍２

箇所に設置してアスファルト混合物の供給を担った。

バングラデシュ国内では良質な骨材の確保が難しく、

インド産骨材の輸入に頼らざるを得ない状況であり、

サプライヤーの調達管理もプロジェクトサイドの重要

な役割であった。ＰＭＢについてはプレミクスタイプ

の材料をシンガポールから輸入して使用した。 

舗装の品質、特に平坦性については、国際ラフネス

指数（ＩＲＩ）による滑走路並みの厳しい規格値（125

㎝/㎞）をクリアできるほどの品質を実現することがで

きた。写真－12に舗装施工状況、写真－13にＩＲＩ測

定状況を示す。 

 

９．おわりに 

2016年１月に着工した、バングラデシュでの大規模

円借款プロジェクトが、48か月の契約工期内に竣工を

迎えることができた。新設３橋の引き渡し時期は、カ

チプール橋が契約通り 2019年１月、メグナ橋とグムテ

ィ橋については、契約時のマイルストーンに対して１

ヶ月強の前倒し要求に対応し 2019年５月を実現、一般

に交通開放した。これは、直後のバングラデシュの国

民行事であるラマダン明けイード休暇期間の帰省によ

る大渋滞、および、これに付随して頻発する交通死亡

事故を劇的に減少させたとして驚きの声が我々に届い

てきた。また、慢性的に生じていた当路線の渋滞が消

えて３時間かかっていた首都ダッカまでの道程が 35

分に短縮された、など我々も驚くほどの交通の改善が

得られているようだ。我々の地道な仕事が海外諸国の

皆様に笑顔をもたらすことは、海外建設工事に携わる

者として、冥利に尽きる。 

最後に、本工事を遂行するに当たり、ご指導、ご協力

を頂いた在バングラデシュ日本大使館の皆様、JICAバ

ングラデシュ事務所の皆様、発注者であるＲＨＤの皆

様に、この場を借りて感謝の意を表したい。


