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穀物・大豆の国際価格の高騰が、国民生活に様々な影響

穀物・大豆価格の高騰に加えて、原油価格の高騰等により海上輸送運賃や包装資材価格が

上昇しています。このため、食料の６割を輸入に依存する我が国においても食料品価格の値

。 、 、上げや国内農業のコスト上昇の形で様々な影響を及ぼしています 食料品については パン

即席麺、マヨネーズ等の小売価格の値上げが相次いで表明されています。また、国内農業に

ついては、主に輸入とうもろこしから製造される飼料の価格が高騰し、畜産経営に大きな打

撃を与えています。さらに、生産資材価格も上昇し、大量の燃料や資材を使用する野菜・果

実等の施設園芸（ハウス栽培）においても生産費の上昇等大きな打撃を受けています。

原油価格の上昇については、施設園芸の省エネ化に対する支援をはじめ、金融面での措置

等の対策が講じられています。また、飼料価格高騰に対しては、配合飼料価格安定制度によ

る補てんのほか、畜産・酪農農家の経営に対する緊急支援対策が行われています。

国民全体で食料問題の認識を共有し、諸課題に一体的に取り組むことが必要

これまでみたような食料をめぐる現状を踏まえると、我が国の食料供給は、輸入に大きく

依存することで成り立っているため、海外の影響を極めて受けやすい構造であることを改め

て認識する必要があります。その一方で、食生活の乱れや大量の食料廃棄の問題が生じてお

り、また、世界では８億人以上の人々が飢餓に苦しんでいるといった事実にも目を向ける必

要があります。

今後とも、食料の安定供給を確保していくためには、国内生産の増大を基本として、これ

と輸入、備蓄とを適切に組み合わせていくことが必要です。このような方針のもと、政府は

もちろん国民、農業生産者・農業団体、食品関連事業者がそれぞれ、食料をめぐる様々な問

題を自分自身の問題として共有したうえで、限られた国内農地を有効に活用して、国内農産

物の生産を増やしていくことが重要です。さらに、これを食品産業や消費者が積極的に利用

していくなど、食料の生産・消費両面にわたる課題に一体的に取り組む必要があります。

穀物・大豆の国際価格の高騰等が食料事情に及ぼす変化

【P74参照】

資料：農林水産省作成
注：結果的には、小麦の価格高騰により飼料用小麦の需要減少
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３ 新潟県中越沖地震等による被害の発生

2007年度の自然災害による農林水産関係被害額は1,862億円

2007年度は 「平成19年（2007年）新潟県中越沖地震」や台風の上陸、大雨等の気象災害、

により、農林水産関係では1,862億円の被害が発生しました。これは過去５か年（2002～06

年）平均の農林水産関係被害額（約4,661億円）の４割程度でした。農業関係の被害額は902

億円で、このうち台風第４号等の影響を強く受けた早期米地帯での乳白米の登熟障害の多発

をはじめとする農作物の被害が286億円、地震や台風による農地法面の崩壊や農業用水路の

損壊といった被害が616億円となっています。

農地や農業用施設に大きな被害を与えた新潟県中越沖地震

2007年は３月に発生した「平成19年（2007年）能登半島地震」に続き、同年７月には同じ

北陸地方の新潟県中越地方が最大震度６強を記録する大地震に襲われ、死者15人、負傷

者2,345人の大きな人的被害を受けました。また、ガス・水道・電気をはじめとするライフ

ラインや道路・鉄道といった交通基盤の損壊により、日常生活に大きな支障が生じました。

さらに、柏崎刈羽原子力発電所における変圧器の延焼や関連設備の損壊等の被害により、

住民に大きな不安を与えるとともに、一部原子炉の停止により、その後の夏期の電力供給に

影響を与えました。地震による経済損失は１兆3,300億円と試算され、2007年の自然災害で

は世界最大規模といわれています 。
*1

一方、農林水産関係では全体の被害額は214億円にのぼり、能登半島地震の被害額を上回

っています。農地や農業用水路、集落排水施設等の損壊が７割を占める大きな被害が発生し

ました。
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資料：農林水産省調べ（2008年３月11日現在、継続調査中）
注：台風第４号及び大雨とは、日本付近に停滞した梅雨前線と台風第４号の影響による大雨のこ
とであり、東北地方の大雨とは、秋雨前線と台風第11号から変わった低気圧の影響で９月15日
夜から18日にかけて降雨が続いた大雨のことである。

2007年度の自然災害による農林水産関係の被害

農道を封鎖し、水田まで達した土砂崩壊 隆起した農道

*1　国連国際防災戦略(UN/ISDR)により提供された、EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster
  Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels (Belgium)による試算。
　なお､１ドル=106.63円で換算（東京市場インターバンク相場スポットレートの2008年１月より算出）した。
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地震発生後、局地激甚災害の指定を含め、迅速に対応

政府は 地震発生直後 官邸に対策室を設置するとともに 総理出席のもと 平成19年 2007、 、 、 「 （

年）新潟県中越沖地震に係る関係閣僚会合」等を開催し、被災者の救済、災害復旧等に速や

かに取り組みました。農林水産省においても 「新潟県中越沖地震関係局庁連絡会議」を設、

置するとともに、北陸農政局及び関東農政局に「災害対策本部」を設置し、関係府省とも連

、 、 、携しつつ 被災者への食料支援体制の確保や被災地の早期復興 農林水産業の再生を目指し

各種の災害対策が講じられました。

一方、８月には地震による局地的な被害により大きな復旧費用が必要となった新潟県長岡

市ほか１市１町１村を対象に局地激甚災害の指定がなされ、これら農地や農業用施設等の災

害復旧事業に必要な費用の通常の国庫補助のかさ上げ措置が実施されています。

また、農業集落排水施設は、これまで国庫補助率のかさ上げ措置の対象ではありませんで

したが、能登半島地震や新潟県中越沖地震を契機として、地震を原因とした激甚災害に指定

された場合、補助率のかさ上げ措置 がなされることになりました。こういったかさ上げ措
*1

置を受けつつ、農地や農業用施設、農業集落排水施設の300か所を超える地区で災害復旧事

業が実施されています。

激甚災害制度の概要（農林水産業関係）

資料：内閣府資料を基に農林水産省で作成
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資料：農林水産省作成

農業経営のセーフティネットとしての農業共済制度

自然災害の発生は、特に農業所得への依存度の高い農家の経営にとって大きな不安定要因となりま

す。このため、農業災害補償制度により、災害によって生じた経済的損失を補てんし、被災農家の経

営安定が図られています。具体的には、農家の拠出と国の負担（共済掛金の半分程度）により、個々

の農家に生じた損害（農作物の収量の減収等）に応じて共済金が支払われます。

この制度は基本的にすべての農家が加入できますが 、より加入しやすいように、例えば選果場単位*2

で果樹共済に加入できるようにするなど、制度の改善が行われています。2007年度より導入された新

たな経営所得安定対策とともに、引き続き、農業経営のセーフティネットとしての役割が一層期待さ

れています。

*1　農業集落排水施設では、市町村の標準税収入に関して一定の要件を満たした地域で適用される。なお、農地
　や農業用施設では、１戸当たり事業費等に基づきかさ上げ措置が実施されている。
*2　米や麦で耕作面積が一定規模以上のものは、農作物共済に当然加入することになっているが、家畜や果樹、
　畑作物、園芸施設の各共済では、任意加入となっている。
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アジアや米国を中心に急増する輸出

近年、健康的であるなどのイメージやおいしさ、見た目の美し

。 、さといった理由から日本食が世界的な人気を呼んでいます また

アジア諸国の経済発展に伴って、富裕層が増加していることもあ

り、優れた品質を持つ我が国の農林水産物・食品は、海外からも

高い評価を得ています。

こうしたことを背景として、我が国の農林水産物・食品の輸出

は近年大幅に増加してきており、2007年の輸出額は前年より16％

増加して4,338億円と、４千億円を大きく超えました。３年前

の2004年と比べると1.5倍と大きく伸びています。

、 、台湾で大玉のりんごが高級贈答品として好評を得ており また

欧米等で緑茶がブームとなっているほか、長いもが薬膳料理の食

材として台湾、米国へ出荷されるなど、アジアや米国を中心に世

界各地に向けて農林水産物・食品が輸出されています。

2013年には１兆円規模を目標

我が国の農業総産出額は減少傾向で推移しており、また、少子・高齢化の進展により人口

が減少局面に入っているなか、国内市場の規模の縮小が懸念されており、新たな市場の開拓

が重要となっています。

、 、このため 農林水産業・食品産業が21世紀にふさわしい産業として成長することを目指し

我が国の農林水産物・食品は国内消費向けであるとの固定観念を打破し、海外に新たな市場

を求めることが重要となっています。

政府は「21世紀新農政2006」で掲げられた2004年からの５年間で農林水産物・食品の輸

出額を倍増すること、さらに「21世紀新農政2007」で新たに示された2013年に輸出額を１

兆円規模とすることを目標として、その実現に向けた取組を進めています。

具体的には「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿って、検疫協議の加速化

等の輸出環境の整備、輸出ビジネスモデル戦略の検討・整備等の品目別の戦略的な輸出促進

といった取組が関係者と一体となって行われています。

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて農産物

または水産物に分類している。

農林水産物・食品の輸出額の推移と輸出拡大目標
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４ ４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出



食料自給率向上にもつながる農林水産物・食品の輸出

農林水産物・食品の輸出拡大は、食料自給率の向上につながるのでしょうか。

食料自給率は、私たちの毎日の食生活（食料消費）が国内生産でどの程度賄うことができるかを示す

指標であり、我が国では、供給熱量ベースと生産額ベースの食料自給率が用いられます。

我が国の供給熱量ベースの食料自給率は、2006年度には主に天候不順の影響等による砂糖類、いも類

・でんぷん、みかんをはじめとした農産物の生産量の減少や、米の消費量の減少から、１ポイント減少

して39％となりました。しかし、そのなかで、食料自給率を押し上げる方向に働いた要因の一つが農林

水産物・食品の輸出です。我が国の農林水産物・食品の輸出が

拡大し、それを通じて国内生産が増加すれば、国産供給熱量が

増加することになり、自給率を高めることにつながります。

食料自給率の向上には、米の消費拡大

や飼料自給率の向上をはじめ、消費・生

、産両面からの取組が強化されていますが

農林水産物・食品の輸出も国内生産の増

加を通じて、食料自給率向上に結びつく

【P84参照】ことが期待されています。
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全国で開催される輸出促進オリエンテーション

農林水産物・食品の輸出促進についてはこれまで、海外において展示・商談会や常設店舗

の設置といった支援が行われ、好評を得てきました。2007年からは、国内で輸出に先駆けて

取り組んでいる者や、国内外のバイヤーを対象とする「輸出オ

リエンテーションの会 、活きた輸出情報や日本産の農林水産」

物・食品の魅力の売り込み情報等を交換するセミナー、国内外

のバイヤーとの展示・商談会、試食等による輸出産品発掘会が

開催されています。これらの取組に対しては、参加した農林水

産漁業者やバイヤー等からも高い評価を得ており、さらなる輸

出規模の拡大につながることが期待されています。

海外日本食レストラン等の推奨を通じた輸出促進

日本食のショールームでもある海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及を

通じて日本食材の輸出促進を図るため､2007年７月に民間有志により、特定非営利活動法人

（NPO法人 が設立されました。JROは、台*1）「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO 」）

北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者から成

るネットワークを築いています。

JROは、各地域において、個々の日本食レストランが抱える課題をともに解決するため、

日本食レストランに関する情報を発信する普及啓発活動や料理人の調理技術・衛生知識の

向上等を目指す教育研修活動、優良日本食

レストランの推奨活動等のなかから、各地

域の実情に応じて取り組まれる活動に対し

て支援を行っていくこととしています。

こうした活動によって、世界で日本食レ

ストランがふえ、より多くの人が日本食を

楽しみ、日本食・食材の海外市場の開拓に

寄与することが期待されています。

【P132参照】

供給熱量ベース

の食料自給率
＝

国民１人１日当たり国産供給熱量（kcal）

国民１人１日当たり供給熱量（kcal）
×100

農林水産物・食品の輸出
増加に伴って、国産供給
熱量が増加すれば、食料
自給率が向上！

ロンドン支部での日本食イベント

輸出オリエンテーションの会の様子

1 [用語の解説]を参照*
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規模拡大や法人化等を通じて効率的経営を実現し、地域の活性化に貢献

農業の活性化とともに、活力ある農村を実現するため、効率的な農業経営や地域住民によ

るむらづくり等を行っている先進的事例が多くみられます。

このうち、その内容が優れており、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に

開催される農林水産祭において天皇杯や内閣総理大臣賞が授与されています。2007年度の天

皇杯と内閣総理大臣賞の受賞者の概要を紹介します。

2007年度天皇杯受賞者

農産部門 経営（水稲・小麦・大豆）

（代表 後藤 昌宏 氏） 岐阜県海津市有限会社 福江営農
ふ く え え い の う ご と う まさひろ か い づ し

福江営農は、1992年に設立された役員４人、社員10人で構成さ

れる有限会社で、水稲・小麦・大豆の２年３作体系のなかで、100

馬力以上の大型トラクター等の大型機械を活用した効率的かつ精

度の高い作業体系を確立し、労働時間の大幅な縮減で高収益を実

現している。

「地域密着」をキーワードに、耕作放棄地の発生防止

等の観点から、積極的に農地を借受けながらも高収量を

維持しているため、毎年農地の集積が進み、経営面積は

旧海津町の１割を占める324haに及んでいる。

経営に取り入れている品種や新技術は、地域の先駆的

モデルとして普及が期待されている。また、地域密着型

の大規模経営モデルとして、全国の基盤整備実施地区に

おいても同様の取組が広まることも期待されている。

地図

園芸部門 経営（長いも）

（代表 伊勢 章敏 氏） 北海道帯広市帯広市川西長いも生産組合
お び ひ ろ し か わ に し な が せ い さ ん く み あ い い せ あきとし おびひろ し

、長いもの計画生産・販売体制確立による経営改善を図るため

前身となる蔬菜出荷組合が1971年に設立された。現在、123戸が
そ さ い

加入し、作付面積は2004年産229ha、2005年産が236haと年々増

加している。

５年輪作の実践やたい肥等の有機物施用による土づくりを行

うなど、良質な長いも生産に向けた基本技術の励行のほか、厳

格な組合規定による優良種いもの選抜や収穫時期をずら

した通年出荷、1999年からは特大サイズのいもの台湾輸

出を行うなど、特色ある取組を行っている。現在は、帯

広市周辺の６町村の長いも生産者とともに「十勝川西長

いも」の広域産地を形成しており、2005年産の販売額は

合計で37億円に達している。同組合は、今後も品種開発

・育成やウイルス抵抗品種の導入を進めるとともに、安

全性を確保するため選果施設へのHACCP導入に向けた取組

も進めている。

地図

５ 農業・農村地域の活性化を目指して
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左 2007年度農林水産祭 2007年11月23（ ） （

日、明治神宮会館にて）

（右）受賞者に贈られる天皇杯

蚕糸・地域特産部門 産物（茶）

京都府宇治田原町下岡 久五郎 氏
し も お か き ゅ う ご ろ う う じ た わ ら ちょう

「日本緑茶発祥の地」を標榜する宇治田原町は、茶業が基幹産

業であり、茶園面積は府内第３位、荒茶生産量は府全体の12％を

占めている。下岡氏は1959年に就農後、栽培面積の拡大や機械導

入等により作業効率化を図るとともに、１～２茶種を生産する農

家が大多数のなか、４茶種を生産し、各ほ場の標高差と茶種

の組合せによる摘採作業の分散化を行っている。

また、土壌診断等による施肥量の削減や、傾斜地における

点滴施肥技術の導入を地域に先駆けて行っているほか、防除

技術の確立により農薬散布回数を地域の慣行より３割削減し

ている。

今後は、宇治茶全体の名声をさらに高めるため、町内で新

たな集団茶園の造成や後継者の確保だけでなく、京都府独自

の新品種の普及、新たな茶生産地である丹後地域の農家育成

等にも大いに力を発揮することが期待されている。

地図

資料：(財)日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

畜産部門 経営（酪農）

北海道八雲町小栗 隆 氏
お ぐ り たかし や く も ちょう

1979年に父から農業経営を移譲され、1985年に酪農専業へと経

営転換した後、濃厚飼料多給による高泌乳生産の高コスト経営に

疑問をいだき、1997年に放牧酪農へと転換した。現在、労働力は

家族2.5人で、経産牛45頭、育成牛19頭を年間200日放牧飼養して

いる。

放牧酪農への転換で乳量が減少し、生乳販売額は大きく下が

ったが、購入飼料費の削減や医療費の３割削減等により、収入

に占める所得の割合が47％、経産牛１頭当たり31万円の所得を

上げている。また、省力管理や作業の効率化等により労働時間

が減り、残った時間でチーズづくりに挑戦している。放牧地で

牛が排せつするふん尿を草地の肥料とするなど、資源循環型の

放牧酪農経営を行っており、全国の中山間地域や耕作放棄地で

の普及が期待されている。

地図
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北海道清里町において、夫妻を中心とした家族経営により29haの畑作経

営を行っている 小麦の単収が10ａ当たり799kgと地域平均 10ａ当たり584。 （

kg）を大きく上回り、国産麦として最高水準を実現してい

る。また、周辺農家や普及指導センター等と連携して土づ

くりや生育コントロールを行うなど、地域の農業に強い影

響とリーダーシップを発揮しつつ、栽培技術の向上と低コ

スト生産に向けた不断の努力を続けている。

地図

2007年度内閣総理大臣賞受賞者

農産部門 経営（麦） 三上 博 由 氏
みかみ ひろよし

北海道清 里 町
きよさとちょう

資料：(財)日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

1981年に設立された豊川市農協花き部会バラ支部を前身として、1993年に設立され、最新

技術の先駆的な導入や徹底した品質管理により、栽培面積20haで販売額14億円と、全国トッ

プレベルの生産を誇っている。同時にバラ１本の平均単価が全国平均より44％も高いなど非

常に高い品質を保っている。また、同部会に

は女性活動組織「ローズメイト」が設立され

ており、福祉施設へのバラ提供等で地域にも

貢献している。

地図

（ ）園芸部門 経営 バラ （ ）ひまわり農 業 協 同 組 合バラ部会 代表 内 藤 嘉 昭 氏
のうぎょうきょうどうくみあい ぶかい ないとう よしあき

愛知県豊川市
とよかわし

代表の小林氏は、1969年に両親を手伝う形で就農し、1985年に経営移譲され、1991年に肉

用牛肥育専業へ経営転換すると同時に、規模拡大を目指して会社を

設立した。現在、飼養頭数は1,300頭を超え、ワイ

ン粕や豆腐粕等食品残さを飼料化（エコフィード）

して有効利用するとともに、生産情報公表JASの取

、 、得や 出荷肉の３割を直販店で販売することにより

消費者に密着した牛肉を生産供給している。

地図

（ ）畜産部門 経営 肉用牛肥育 有限会社 小 林 牧 場（代表 小 林 輝男 氏）
こばやしぼくじょう こばやし てるお

山梨県甲斐市
か い し

1963年に就農し、1984年に父から経営を引き継いでいる。高品質な畳表

を作るためには機械化が困難と考えられていたなか、機械や栽培技術の改

良により積極的な機械化を進め、規模拡大と高品質畳表の

生産を両立させている。廣川氏の生産する畳表は平均１

枚3,780円、高級品では全国平均（１枚1,350円程度）の10

倍の価格（13,500円）になることもあるが、自身が有する

技術を惜しむことなく地域や全国の生産者に伝えている。

地図

（ ）蚕糸・地域特産部門 産物 畳表 廣 川 宏志 氏
ひろかわ ひろし

広島県福山市
ふくやまし

1985年に結成された加工グループを前身に、2004年に地区内83戸のうち62人の参加を得て

設立された。ゆずの生産・加工・販売を一元化させた六次産業化に取り組み、収益を増加さ

せるとともに女性の経営参画も促しており、インターネ

ットによる販売も含め、ゆず加工品の販売額は１億円を

超えている。雇用の場の確保により30歳代以下の若者の

、 、定住促進が図られたほか 農業体験の受入れや食農教育

高齢者の生きがいづくりにも取り組んでいる。

地図

むらづくり部門 古座川ゆず平井の里（代表 新 谷 稜 助 氏）
こ ざ が わ ひらい さと しんたに りょうすけ

和歌山県古座川町
こざがわちょう
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第Ⅰ章

特集

－農業・農村の持続的な発展と循環型社会の形成－

第１節 農業の体質強化と農村地域の活性化

第２節 地球環境対策と農村資源の保全・活用

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が

進行し、農業構造のぜい弱化が進んでおり、我が国農業の体質強化や農村地域の活性化

を図ることが急務となっている。また、地球温暖化の進展に対応してその防止策や適応

策を強力に推進していくことが必要となっている。

本章では、これらの状況を踏まえ、まず、農業構造や農業経営の現状を展望し、米政

策改革や新たな経営所得安定対策の取組状況と見直しの経緯・内容、農地政策の展開方

向等について記述するとともに、小規模農家、高齢農家を含めた多様な農業経営の発展

と地域の活性化に向けた課題を整理する。

次に、地球温暖化の状況や食料生産への影響を踏まえ、農林水産分野における地球環

境政策を紹介するとともに、生物多様性の保全やバイオマス利活用の加速化 「農地・水、

・環境保全向上対策」の取組状況等について記述し、農村資源の活用・保全に向けた課

題を整理する。
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第１節 農業の体質強化と農村地域の活性化

（１）農業構造と農業経営の動向

（ぜい弱化が進行する我が国の農業）

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行

しており、農業構造のぜい弱化が進んでいる（表Ⅰ－１ 。）

また、我が国の農家１戸当たりの農地面積は、1.8ha（2006年）と約40年前の1965年（1.0

ha）から伸びてはいるものの、諸外国と比べた場合、EUの９分の１、米国の99分の１、豪州

の1,902分の１と大きな格差がある（表Ⅰ－２ 。）

（2006年の農業総産出額は８兆2,900億円）

我が国の農業総産出額 は、1984年（11兆7,171億円）をピークに、需要が減少している米
*1

を中心に1985年以降大きく減少し､2006年は８兆2,900億円となった(図Ⅰ－１)。これは1985

年以降の生産量の減少や、1990年以降の価格の下落が要因となっている。

表Ⅰ－１ 耕地面積、農業就業人口等の推移

資料：農林水産省「農林業センサス 「耕地及び作付面積統計」」、
注：1) 増減率は、1965年比

2) 1985年以降の農業就業人口及び基幹的農業従事者は、販売農家
ベースの数値

表Ⅰ－２ １戸当たり農地面積の
国際比較

「 」、資料：農林水産省 農業構造動態調査
米国農務省資料、欧州委員会資料、
豪州農業資源経済局資料

注：日本の数値は、販売農家１戸当
たりの経営耕地面積

増減率
(％)

増減率
(％)

増減率
(％)

増減率
(％)

65歳以上
（％）

57.4－ － 19.5 39.7

256 224

▲ 45 ▲ 61 ▲ 71 ▲ 75
基幹的農業
従事者(万人)

894 489 346

▲ 31 ▲ 53 ▲ 64 ▲ 71

791 543 414 335農業就業人口
（万人）

1,151

285

▲ 13 ▲ 25 ▲ 39 ▲ 50

566 495 423 344総農家数
（万戸）

469

▲ 07 ▲ 10 ▲ 16 ▲ 22

600 557 538 504耕地面積
（万ha）

1985 1995 20051965年 1975

農家１戸
当たりの
農地面積

日本と
の比較

日本
（2006年）

　　1.8ha －

米国
（2005年）

　180.2ha 　 99倍

ＥＵ
（2005年）

 　16.9ha 　　9倍

豪州
（2004年）

 3423.8ha  1902倍

図Ⅰ－１ 農業総産出額と農業生産指数(総合)､農産物価格指数(総合)の推移（2000年=100）

資料：農林水産省「生産農業所得統計 「農業物価統計 「農林水産業生産指数」」、 」、
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*1　［用語の解説］を参照。




