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内陸アジア⾔語の研究 36, 2021.10, 61–67 

 

マウリキウスと可汗 

── テオフュラクトス・シモカッテスの突厥に関する挿話について ── 
 

 

Étienne DE LA VAISSIÈRE* 
（訳・影 ⼭ 悦 ⼦**） 

 

テオフュラクトス・シモカッテス Theophylactos Simocattes はその著作『歴史』の中で，ある突

厥可汗の⼿紙が 595年にビザンツ皇帝マウリキウス Mauricius（在位 582–602年）の宮廷に届いた

ことを伝えている(1)． 

Θέρους ἐνεστῶτος κατὰ τοῦτον δὴ τὸν ἐνιαυτὸν ὁ πρὸς τῇ ἕῳ ὑπὸ τῶν Τούρκων Χαγάνος ὑμνούμενος 

πρέσβεις ἐξέπεμψε Μαυρικίῳ τῷ αὐτοκράτορι, ἐπιστολήν τε συντεταχὼς ἐπινίκια ἐνεχάραττεν ἐν αὐτῇ. 

Ἡ δὲ τῆς ἐπιστολῆς ἐπιγραφὴ εἶχεν ἐπὶ λέξεως οὕτως· «τῷ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων ὁ Χαγάνος ὁ μέγας 

δεσπότης ἑπτὰ γενεῶν καὶ κύριος κλιμάτων τῆς οἰκουμένης ἑπτά». 

その年の夏が来た時に，東⽅のテュルク⼈によって可汗という称号で称揚されている者が，

皇帝マウリキウスに使節を派遣してきた．彼は⾃分の勝利を称える⼿紙をしたためた．⼿紙
の挨拶部分は，字義通りには，次のように書かれていた：「ローマ⼈の王へ，７つの⺠族の偉

⼤な主君にして，世界の７つの地域の⽀配者である可汗」． 

次に，テオフュラクトスは，その⼿紙に含まれるいくつかの要素を⾔い換えて説明し，それに⾃

前の注釈を付け⾜している．突厥帝国の誕⽣や中国との関係について記述するこの挿⼊節は，13世

紀のローマ教皇の使節による報告以前のキリスト教側の史料の中で，極東地域に関する最も⻑い

記述であると⾔うことができる．当然，東洋学者とビザンツ学者はこの挿⼊節に繰り返し注⽬して
きた．例えば Walter Haussigは 1953年に Byzantion という雑誌にひじょうに⻑い論⽂を寄稿して

いる(2)．このテキストが提起する問題はそれほど複雑だということである．テオフュラクトスが名

 
* Directeur d’études, École des hautes études en sciences sociales 
** 名古屋⼤学⼈⽂学研究科特任准教授（KAGEYAMA Etsuko. Des?gnated Assoc?ate Professor, Graduate School of 

Human?t?es, Nagoya Un?vers?ty） 
(1) テオフュラクトス・シモカッテス『歴史』，C. de Boor (ed.), P. W?rth (corr.), Theophylact+ S+mocattae h+stor+ae, 

Stuttgart, 1972, pp. 256–257. 訳⽂は M. & M. Wh?tby, The h+story of Theophylact S+mocatta, Oxford, 1986, p. 188
の翻訳から着想を得たものである．筆者の訳⽂を確認してくれた C. Zuckerman に感謝する． 

(2) H. W. Haussig, “Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker,” Byzantion 23, 1953, pp. 275–436. 
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前を伝えない⼿紙の差出⼈を特定することが，この短い研究ノートの唯⼀の⽬的である．このよう

な使節をマウリキウスに派遣し，７つの⺠族と世界の７つの地域の⽀配者であると⾼らかに宣⾔

する可汗はいったい誰なのか． 

先⾏研究は漢⽂史料の達頭可汗であるとみなすことで⼀致している．突厥帝国の建国者【Bumïn，

伊利可汗】の甥で，⻑期間（576–600年）帝国⻄部を⽀配した後，帝国全体を⽀配する⼤可汗（在

位 600–603年）になった達頭可汗は，ビザンツ史料からも知られている．というのは，メナンドロ
ス・プロテクトル Menandros Protektor の記述に信⽤をおくべきならば，576 年にカエサル位のテ

ィベリウス Tiberius【後のビザンツ皇帝ティベリウス 2 世，在位 578–582 年】が派遣した使節は，

この可汗（このテキストでは Tardu）のもとに到達しているからである(3)．漢⽂史料は 580年代か

らすでに正統な⼤可汗の勢⼒を凌いでいるとして，達頭可汗の⽀配⼒を強調しており，実のとこ

ろ，マウリキウスと⼿紙のやりとりをする⼈物としてふさわしい有⼒な候補者であるように⾒え

た(4)． 

ところが，全くそうではないのである．相互に関係のない 2つの発⾒が，新たな⽐定を提案する

ことを促す．ビザンツ側について⾔えば，テオフュラクトスの編年の問題は解決したようである．

可汗の⽐定に関する問題を検討した主要な東洋学者たち，とりわけ突厥帝国の⻄部に関して，出版

後 100年もの間，匹敵するものがない傑作を残した Édouard Chavannes も，19世紀に⼊念に作り

上げられた編年⽅式を基にしている．そのため，彼らはこの逸話が挿⼊された⼀節を 598年の記事

であるとした(5)．ところが現在ではこの部分は 595年の記事であるとされている．その理由は複雑
で，バルカン半島における軍事⾏動の編年に関係するが，本稿とは関わりがない(6)．ここでは、そ

の理由が本稿で扱うテキストとは全く無関係であることをだけを強調しておきたい．598年という

年は，突厥史の注⽬すべき出来事のどれにも当たらないため，研究者たちはその年代を回避するこ

とに躍起になった．Haussigはテオフュラクトスの編年がはっきりしないことを理由にして，Tardu 

が実際に⼤可汗を⾃称した 600年に送られたが，580年代の出来事を伝える⼿紙を，テオフュラク

トスが勝⼿な年代に挿⼊したと主張した(7)．実際，Haussigは，その⼿紙に⾔及される事実の中に，
突厥政治史の⼀部であり，漢⽂史料が 581/582年に起きたとする出来事，すなわち複数の⼈物が同

時に⼤可汗の地位を要求して争った事件を⾒出せると信じている．彼の提案はテキストの内容そ

れ⾃体を軽視することにつながる．つまり，「その年の夏が来た時に」という精確な時間の指定を

 
(3) メナンドロス・プロテクトル『歴史』，R. C. Blockley (ed. and trans.), The history of Menander the Guardsman, 

Liverpool, 1985, p. 179.【内藤みどり『⻄突厥史の研究』早稲⽥⼤学出版部, 1988, p. 385 参照】 
(4) 達頭の経歴については，É. Chavannes, Documents sur les Tou-Kie (Turcs) Occidentaux, Paris 1903, pp. 48–51, n. 

5. 
(5) たとえば，J. B. Bury, “The chronology of Theophylaktos Simokatta,” The English Historical Review 3, 1888, p. 312

を参照． 
(6) この点に関する詳細な解説は，M. Whitby, The Emperor Maurice and his historian: Theophylact Simocatta on 

Persian and Balkan warfare, Oxford, 1988 を参照．突厥に関する逸話をテキストのどこに挿⼊すべきかとい
う議論は pp. 315–317 にある． 

(7) 注 2 で引⽤した H. W. Haussig, “Theophylakts Exkurs ...,” pp. 376–384. 
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拒絶せざるを得ないだけでなく，「可汗は，使節を介して，皇帝マウリキウスにこの成功を報告し

た．」という，明らかに⼿紙の送付をライバルに対する勝利と関連付けるテキスト内部の論理を考

慮しないことにもなってしまう(8)．テキストは，確かに，この可汗の勝利と，その結果もたらされ

た中国との和睦協定で終わっている．Tardu とみなすならば，ビザンツの宮廷にそのことを知らせ

るのになぜ 20年も待ったのか，なぜその間に帝国と⾃⾝の権⼒を脅かした多くの出来事に⾔及し

ないのか理解に苦しむ．Chavannesは 598年という年代を受け⼊れたものの，マウリキウスへ送ら
れた⼿紙は，600年に権⼒を奪取することを先取りして知らせていると⾒なさざるを得なかった(9)．

しかし，そのようなことはありそうにない．それゆえ，提案された可汗の⽐定と年代を疑うべき理

由は複数存在したのである．しかしながら，より納得のいく学説が他になかったため，最近の研究

者も，往々にして留保付きではあるが，おおむね Haussigの⾒解に従っていたのである． 

このような推論はすべて，突厥の書記官房に由来するソグド語銘⽂ ──ソグド語は当時，中央

アジアのリンガフランカだった── の解読によって無効なものとなった．この銘⽂の解読によっ
てすべての編年問題を解決し，より納得のいく⽐定を提案することができるのである(10)．1953年

にカザフスタンとの国境から遠くない中国の昭蘇県の近くで，突厥タイプの⽯⼈が発⾒された（北

緯 43°7’18.56’’，東経 81°11’27.25’’，標⾼ 1790 m）．地元の牧⺠からはモンゴルフレー（Mongolküre）

の⽯⼈と呼ばれ，中国語の⽂献では⼩洪那海の⽯⼈と呼ばれている．陵墓の遺構が残っており，⽯

⼈もその⼀部である(11)．⾼貴なテュルク⼈を表すが，その出来はかなり粗い．⽯⼈像の下半分に

刻まれた銘⽂がソグド語であることが分かったのは，ようやく 1978年のことで，1990年にはじめ
てイラン語学者が解読した．その全⽂が発表されたことはないが，重要なポイントはすでに明⽩で

ある．テキストの 6–7⾏⽬は，帝国の基礎を築いた Muqan（⽊杆）可汗（在位 552–572年）の孫

の Niri 可汗が⼤可汗に即位したことを告げる． 

テキストは次の通りである： 

6 mwx’n x’g’n npyšn bgy (čwr)-p’y nry x’g’n  

7 pr x(r)gwšk srdw mz’yx x’g’n n’(y-s)ty 

 
(8) 注 1 で引⽤した Theophylacti Simocattae ..., p. 259. 
(9) 注 4 で引⽤した É. Chavannes, Documents ..., pp. 245–251. 
(10) ソグド⼈について，また草原世界における仲介者としてのソグド⼈の役割，とくにビザンツとの仲介者と

しての役割については，É. de la Vaissière, Histoire des marchands sogdiens, Paris, 20042, pp. 204–231 参照．【エ
チエンヌ・ドゥ・ラ・ヴェシエール（影⼭悦⼦訳）『ソグド商⼈の歴史』岩波書店, 2019, pp. 200–231 参照】 

(11) Lin Meicun, “A survey of the Turkic cemetery in Little Khonakhai,” É. de la Vaissière, É. Trombert (eds.), Les Sogdiens 
en Chine, Paris, 2005, pp. 377–396. ⼤澤孝によるこの銘⽂の歴史的解釈も参照：Takashi Ôsawa, “Aspect of the 
relationship between the ancient Turks and the Sogdians: based on a stone statue with Sogdian inscription in Xinjiang,” 
M. Compareti, P. Raffetta, G. Scarcia (eds.), Ērān ud Anērān: Studies presented to Boris Il’ič Maršak on the occasion 
of his 70th birthday, Venice, 2006, pp. 471–504. ⼤澤教授の解釈に対して，この⽯⼈像が⽴てられた年代に関
する問題など，いくつかの点で，筆者は異なる意⾒を持っている．【⼤澤孝「新疆イリ河流域のソグド語銘
⽂⽯⼈について：突厥初世の王統に関する⼀資料」『国⽴⺠族学博物館研究報告別冊』20, 1999, pp. 327–378
参照】 
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6 Muqan可汗の孫の (Čor)-Pay Niri可汗は， 

7 ウサギの年に⼤可汗（の座）に就いた(12)． 

 

上は 6–7⾏⽬のテキストと写真（横向きの状態で提⽰する），右は

モンゴルフレーの⽯⼈像全体．テキストは両⼿の下の円柱状の部分

に縦書きされている． 

出来事の年代はテュルク⼈や漢⼈の間で共通する⽅法である⼗⼆
⽀によって⽰されている．即位したのはウサギの年というから，571

年，583年，595年，607年のいずれかである．ところで Niri可汗は

漢⽂史料では泥利という名前で知られている．泥利が漢⽂史料で初

めて⾔及されるのは⽗親の兄【⼤羅便，阿波可汗】が死去した 587年

のことである．⽗親の兄は 581/582年の事件のときに，⼤可汗の座に

就くことを要求した⼈物の⼀⼈である．Niri 可汗が死んだのは 599

年または 604年である（この点について漢⽂史料には⽭盾があるが，

銘⽂の続きから，この⽯⼈像が Niriのために彼の陵墓に建てられた

ことと，没年は 604年が正しいことが明らかになる）．したがって，

Niri 可汗が⼤可汗を宣⾔したのは，その間の唯⼀のウサギ年である

595年ということになる．⼀⽅，Tardu が⼤可汗になったのはようや

く 600 年のことであり，また，⼤可汗の座に就くことを主張した第
三の⼈物である都藍が⼤可汗になったのは 588 年からである．した

がって，Niri 可汗がマウリキウスへの⼿紙の差出⼈であり，彼が⼤

可汗の地位に就いたことを皇帝に通告した可能性が極めて⾼い． 

その上，⼿紙が伝える政治的事件を 590年代の状況と関係づけることも可能である．Haussigが

強調しているように，581/582年には突厥帝国において広範囲に影響を及ぼす継承争いが実際に始

 
(12) このテキストの読みを知らせてくださった吉⽥豊教授と Nicholas Sims-Williams 教授に⼼から感謝する．こ

こでは彼らの読みを利⽤している．とくに興味深いのは，テュルク語化を⽰す x’ γ’n n’(y-s)ty 「可汗（の
座）に座る」で，テュルク語の qaγan olor-「統治する【可汗（の座）に座る，可汗として即位する】」を反
映し て い る ． Y. Yoshida, “Turco-Sogdian features,” W. Sundermann, A. Hintze, F. de Blois (eds.), Exegisti 
monumenta: Festschrift in honour of Nicholas Sims-Williams, Wiesbaden, 2009, p. 573.【この点については，吉⽥
豊「ソグド⼈と古代のチュルク族との関係に関する三つの覚え書き」『京都⼤学⽂学部研究紀要』50, 2011, 
pp. 1–41 を参照されたい．吉⽥による銘⽂の研究は以下を参照：「新疆維吾尔⾃治区新出ソグド資料」『内
陸アジア⾔語の研究』6, 1990, pp. 73–76, 83;「ソグド語資料から⾒たソグド⼈の活動」『岩波講座世界歴史
11: 中央ユーラシアの統合』岩波書店, 1997, p. 236】 
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まっていた．その背景には，横への（兄弟間の）相続に部族連合の⻑たちによる選挙が混ざった複

雑なシステムがある．帝国の建国者である Bumïn の孫で，いとこ同⼠の 3⼈が衝突し，彼らの不

和が原因で対抗する 2 つの帝国が⽣まれた．双⽅ともに，帝国の正統な王朝を代表するという野

望を持っていた．東部では，⻑男【⼄息記可汗】の家系がモンゴル⾼原と王族・阿史那⽒発祥の地

であるアルタイを本拠とした．それは 581年に王座を奪取して 587年に死亡した Ïšbara 可汗，そ

の弟の処羅候（588年没），息⼦の都藍可汗（在位 588–599年），甥の突利可汗（在位 599–608年）
である．⻄部では，次男【⽊杆可汗】の家系が Tardu のもとに亡命した．はじめに 583年から 587

年まで対⽴可汗として⽴った⼤羅便（阿波可汗），その甥の泥利可汗（在位 587–604年），次に泥利

の息⼦の達漫（在位 604–610年，619年に中国で死去）である．そして，Bumïn の弟である Istämi 

の息⼦の Tardu が第三の家系を代表する．Istämi が帝国全体を統治することはなかったので，こ

の家系は，ふつうは⼤可汗の地位から除外されたが，⻄部ではきわめて強⼒だった(13)． 

さて，マウリキウス宛ての⼿紙の著者は⾃⾝の勝利を次のように記す(14)： 

Οὕτω δῆτα τῆς νίκης τῷ Χαγάνῳ μειδιώσης ἐπιφανῶς, συγκροτεῖται τοῖς Τούρκοις ἐμφύλιος πόλεμος. 

ἀνήρ τις Τουροὺμ ὀνομαζόμενος, πρὸς γένος καθεστὼς τῷ Χαγάνῳ, νεωτερίσας δυνάμεις μεγάλας 

συνήθροισεν. Ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν μάχην τὰ τοῦ τετυραννηκότος ἦν ἐγκρατέστερα, πρεσβεύεται ὁ 

Χαγάνος πρὸς ἑτέρους τρεῖς μεγάλους Χαγάνους· ταῦτα δὲ τούτοις ὀνόματα, Σπαρζευγοῦν καὶ 

Κουναξολὰν καὶ Τουλδίχ. Συναθροισθείσης τοίνυν τῆς ὅλης ἐκτάξεως εἰς τὸ Ἰκὰρ (χῶρος δὲ οὗτος 

πεδίοις ἐνειλημένος μεγάλοις), τῶν τε ἀντιθέτων κατὰ τοῦτον δῆτα τὸν τόπον ἀντιταξαμένων ἡρωϊκῶς, 

πίπτει ὁ τύραννος καὶ εἰς φυγὴν αἱ συμμαχοῦσαι δυνάμεις ἐξέκλιναν, καὶ πολλοῦ γενομένου τοῦ φόνου 

πάλιν κύριος τῆς ἑαυτοῦ ὁ Χαγάνος χώρας ἐγένετο. Τούτων τῶν ἐπινικίων τὴν μήνυσιν διὰ τῶν 

πρέσβεων ὁ Χαγάνος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιον ἐπεποίητο. 

このように勝利が可汗に輝かしく微笑んでいた時，テュルク⼈は内乱によって対⽴していた．

可汗と出⾃につながりのある Turum という者が反乱を起こし，多くの勢⼒を集めた．簒奪

者の集団が戦闘で優勢になると，可汗は他の 3 ⼈の⼤可汗に使者を送った．彼らの名前は，

Sparzeugun，Kunaxolan，Tuldich である．全員が Ikar（これは⼤平原の真ん中の地域である）

に集まり，彼らの対抗者たちが勇敢にもその場所で彼らに対峙して再結集した後で，簒奪者

は倒れ，彼の同盟者は急に背を向けて逃亡した．⼤規模な虐殺の後で，可汗は再び⾃⾝の領

⼟の⽀配者になった．可汗は，使節を介して，皇帝マウリキウスにこの成功を報告した． 

 
(13) これらの⼈物については，Liu Mau-Tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (Tü-küe), 

Wiesbaden, 1958 の索引を参照．また，注 4 で引⽤した É. Chavannes, Documents ... の索引も参照． 
(14) 注 1 で引⽤した Theophylacti Simocattae ..., p. 259. 
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Turumという簒奪者の名前は，595年に東部の家系の⻑であり，Niriの直接のライバルだった⼈

物の名前を即座に想起させる．それは都藍で，初期中古漢語の *Tɔran という発⾳は Turum にか

なり近い．なぜなら，語末の⿐⾳の違いは，テュルク語，漢語，ギリシア語ほど相互に異なる⾔語

の間に発⽣する発⾳表記の問題によると考えることができるからである．テキストに⾔及される

別の可汗も⽐定することができる．それは Tuldich で，漢⽂史料の突利にあたるだろう．その頃，

突利は帝国北部の可汗で（漢⽂史料は 593年と 596年の間に初めて彼に⾔及する），その名前の当
時の発⾳は *Tulih である(15)．唯⼀，ライバルの可汗が死んだという報告だけが誇張されているが，

それは，おそらく，Niri による王位就任の要求について，ビザンツ帝国のパートナーを安⼼させる

ためだったのだろう．実際には都藍が殺害されたのはこの 4年後である． 

Niri のことはほとんど知られていない．彼の陵墓は，アルタイ⼭脈と天⼭⼭脈の間の牧畜に適

した広⼤な⼟地の南⻄にあるテケス渓⾕に位置する．漢⽂史料はこの地域のことをほとんど何も

教えてくれないが，この地域が Niri の所有に帰していたことは明確に伝える．漢⽂史料の編纂者
は彼のことをほぼ何も知らない．彼らが伝えるのは，587年に⽗親の兄の後を継いだこと，妻の⼀

⼈は漢⼈【向⽒】であること，都藍のもとにいた漢⼈の公主【⼤義公主】と密かに連絡を取り合っ

ていて，そのことが公主に死をもたらしたこと，600 年頃反乱を起こした鉄勒に Niri と彼の後継

者がともに敗れたこと，Niri が 604年に死んだこと，それだけである(16)．テオフュラクトスが引

⽤した⼿紙の内容は，当然ながら Niri の統治に関して我々の抱いていた評価を根本的に⼀新する

ことになる．漢⽂史料に⾔及されないとしても，たとえ Tardu が⻄部において⽀配的な⼈物だっ
たようであるとしても，Niri は確かに突厥帝国全体に対する宗主権を要求したのである．泥利が

⽗親の兄の後を継いで部族の⻑に就いた 2 年後に突厥の軍勢は⻄⽅で後退したが，それを国家の

頂点をめぐるこの争いによって説明することができるだろうか．すなわち，589年に突厥はクリミ

ア半島と⿊海沿岸を失い，ビザンツ帝国が再びそこに定着した．同じ年，突厥はヘラートでバフラ

ム・チョビン将軍が率いるササン朝の軍隊に対して敗北した．これまで，それは Tardu による軍

事活動に関わるものとされてきたが，もはや確実ではない．Niri と Tardu の正確な関係性はどの
資料にも扱われていないし，Niri は⾃⾝の⼿紙の中でこのライバルについて語らないようにして

いる．我々が知っているのは，599/600年に Tardu が，⼀⽅で鉄勒に対する Niri の敗北を，他⽅

で都藍の死を利⽤して⼤可汗の地位を要求したこと，それによって Niri による王位の要求 ──

マウリキウス宛ての⼿紙の中でNiriが伝えているまさにその王位の要求── を侵害したことだけ

である．反対に，595年の宣⾔は，強⼒すぎた Tardu に対して Niri が解放されたことを⽰してい

るとも⾔える． 

 
(15) テュルク語の名前がビザンツ史料に表記される際，d と y が交替することが度々ある．例えば，Yaiq 川は

Daikh川と表記される． 
(16) 注 13 で引⽤した Liu Mau-Tsai, Die chinesischen Nachrichten ..., pp. 57, 61; 注 4 で引⽤した É. Chavannes, 

Documents ..., p. 14. 
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いずれにせよ，このような推測はおくとして，確実に⾔えることは，595年に，可汗の地位に就

く権利のある者が，中央アジアで最⾼位の可汗であると⾃ら宣⾔したこと，そして，同じ年の夏，

マウリキウスは突厥可汗の使節を迎えたが，その可汗は以前の⼤可汗たちがそうしたように，まさ

しく 7 つの⺠族と世界の 7 つの地域の偉⼤な主君であると宣⾔したことである．この 2 つの事実

を結びつけないわけにはいかないし，そうすることで解明されていない何⼈かの名前を説明する

こともできる．テオフュラクトスが記すバルカン半島でのビザンツによる軍事⾏動の編年は，この
⼀致により外部からの⽀えを得て最終的に確実なものとなるだろう． 

 付記 本稿は Étienne de la Vaissière, “Maurice et le Qaghan: à propos de la digression de Théophylacte Simocatta sur 
les Turcs,” Revue des Études Byzantines 68, 2010, pp. 219–224 の翻訳である．著者に確認した上で，訳⽂
では原⽂の⼀部を修正している．ひとつは，Niri が「⽗の後を継いだ」とする箇所で，「⽗の兄

・
の
・
後を

継いだ」に修正している．この点については森安孝夫先⽣からご指摘をいただいた．もう⼀つは，Niri 
の⽗の兄の没年で，著者の指⽰により，588 年から 587 年に修正している．【……】は訳者による補い
である．なお，de la Vaissière により，テオフュラクトスの突厥に関する挿話の詳細な訳注が発表され
ているので，参照されたい：Étienne de la Vaissière, “Theophylact’s Turkish Exkurs revisited,” V. Schiltz (ed.), 
De Samarcande à Istanbul: étapes orientales (Hommage à Pierre Chuvin, vol. II), Paris, 2015, pp. 91–102. 翻
訳にあたり，訳稿を原⽂と対照して訳者の誤りを修正してくださった森安孝夫先⽣と吉⽥豊先⽣に⼼
より感謝申し上げます．また，ビザンツ史料の⽤語の表記を確認してくださった村⽥光司先⽣にも感
謝します． 

  


