
［講演 ・協議］

ビ、ツグデータと私

沢木幹栄

布、は今まで3つのビ‘ッグ、データに関わってきました。

ほかにもいろいろやってきたつもりですが、一番手｜分らしさがでているのはこのビッグデー

タというテーマで、はなし、かと思います。 3つのビッグデータと言いましたが、そこには共通の

ストーリーがあります。ここではできるだけデータを主語にしてお話したいと思います。それ

ぞれ興l沫深い運命をたどっているのです。

データを擬人化すれば、データ 3姉妹とし、うことになります。

この3姉妹に共通の運命は何か。

まず、チームプレーのなかでおこなわれたこと。

コンピューターの繁明期でハード、ソフト両面の制約があったこと。したがって、コンピュ

ーターの発達史とも密接に関係しています。

それから最後に、そのデータを引き継ぐ人がE射もてそのデータに新たな命を吹き込んでくれ

たこと。

この3点がこれからのお話に共通したことです。過去の話ではなく、未来につながっていく、

これからも続く研究の話でもあります。

では、ビッグデータと聞いてこれは大きく 出たなと思う人もいるかもしれません。その通り

で、はったり半分ですが、半分は本気でもあります二

たとえば、 言言吾学のなかに言語地理学とし、うものがあります。そこで扱われるものの例とし

て、瀬戸物、いわゆる陶般探をどう言うかという地図があります。こうしづ地図を作るために

われわれは山奥の村に行ったりして調査をするわけです。

標準的な調査の規模だと 200地保で 100～200程度の質問をします。そうすると 10000から

40000ぐらいの回答が得られる。ヒ〉グデータというからには、これの 10倍ぐらいのデータで

なければし、けない。ここで話題にするのはそれくらい、あるいはそれ以上の規模の話です。

それから、どうしてビッグデータを作ろうと思ったかで・すが、簡単に言えばコンピューター
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のなかに入るデータを作ろうと思ったのです。コンヒ。ューターで、使えるということはデータの

複製ができ、どこかに送ることができ、世の中の共通の財産とすることができるということで

す。

言語調査というのは一回性のものです。たとえば、『日本言語地図』というものがありますが、

これは 1960年頃の日本の方言を記録したものです。そのころの方言を調査しようと思っても

それは今はどこにもありません。『日本言語地図』は文化財と言ってもしw、と思います。

これの元資料はカードです。50数万枚のカードが国語研究所というところにあります。日本

言語地図をもとの資料にさかのぼって使いたいというときに、いちいちカードを見にし、かなけ

ればならない。カードは全国民の財産ですが、研究所員以外が気i怪に見ることはできません。

ところが、コンピューターで、読めるデータがあってそれが自由にアクセスできる状態であれば、

本当の意味で社会に公開されたと言えるわけで、す。

それから、たとえば言語地｜豆｜のデータであれば、それを何通りにも使うことができる。

今までであれば、 言言否地図の訓査をして地図を作ればそれでおしまいでした。言言吾i也医｜から

言葉の歴史を読みとることを言言E地図の角材尺と言いますユ ところが、この僻収は一通りではな

し、。

地図について議論をするためには、データを共有できることが必要です。コンピューターの

データで、あればそれを使ってまた別の地図を作ることができる。こうすることによって新たな

fili（収の可能性が生まれ、議論ができるようになります。

それから、 言語地図を附く以外に言語地図のデータは使えます。簡単に言えば、いろいろな

統計のもとのデータとして使えるのです。

とし、うわけでコンヒ。ューターに入るデータであれば、地図を描くだけでなくいろいろな使い

方ができるということになります。

私は 1976年に国立国語研ヲ百'!frの研ー究員になりました。ここで一番最初に関わったのは『日本

言語i也図』の後継のプロジェク 卜である『方言文法全園地図』です。1001:1三後に国立国語研究

所は何を残したかと質問されるかもしれません。そのときに真っ先にあげられるで‘あろう名前

が『日本言語地図』 『方言文法全国地図』です。それく らし、のものに関われたというのは私が信

州に来る前の話ですが、大きな誇りです。

『日本言語地図』はカマキリをどう言うかなど単語の地図。『方言文法全園地図』は文字通り

文法に関係する方言を集めて地図化したものです。

『方言文法全園地図』には言卜画の段階から関わっていますー。国語研究所はチームで研究を行

うというのが原則で、私は研究員3人の研究室でチームの一員として関わりました。私は、 J也
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図を作るのは紙のカードをもとにするが、データをコンヒoューターで、読めるようにするべきだ

と主張して、受け入れられました。

『方言文法全国地図』では調事結果はおもに音声記号で諮奈されてし、ます。当時のコンビュ

ーターでは英数字と記号しか使うことができません。使うことのできる文字の数が限られてい

ました。そこで音声記号をこのように英数字と記号の組み合わせで表すことにしました。こん

なふうになります。

φi ・ : juo →同I:JUN* 

こうしづ英紋字と記号の組み合わせを最終的に200ぐらい考えました。

データの入力は業者に外注し、私と白沢宏枝さんとしづ研究補助員の二人で校正をしました。

データの量は807地点×約 300項目ですから日本言言吾地図の半分ぐらいになりますが、もちろ

ん普通の言語地図集の約 lO倍、実際には一つ一つの項目の言語量が大きいので、実際のデータ

の大きさは20MB(2千万字）になります。

何年かかけてデータをつくり、今度は地図の第一集を作ろうとし、うときに、このデータを使

って資料集を作ることにしました。私の，恩師は言語地図に元データがついているのは昔のスイ

スの言語学二者が作ったイタリア語の言語吾地図に例があるだ、けだ、と言っていました。それが頭に

あったので、資料集を出すことにしたのです。

ふつうは印刷屋に手書きのカードを渡して音声記号を印刷してもらうのでしょうがそれは

お金も時間もかかる。とても不可能ですユ 今は手元にデータがあるので、そこから直接プリン

ターで印刷することにしました。

ただし、プリンターには音声記号のフォントはありません。音声記号のフォントはコンビュ

ーターで作ってブ’リンターに送り込みます。最初に使ったプリンターは IO文字分しか新しい

フォン卜を持つことができなかったので、プログラムの工夫が大変でした。そうして第l集が

出たのが 1989年のことですユ

第1集は勾1：ヲ臼れこし、るときに作ったので、すが、そのあとの資料集は信州大学に移ってからの

ことになります。その問、プログラム言語はベーシックからターボパスカルに、 プリンターは

ドットインパクトプリンターからレーザープリンターに変わりました。最終的にプログラムは

3000 行ぐらいになりました。

私が研究所にいるあいだにかなえられなかった夢があります。それは、すべてのデータを取

り込んだデータベースを作ることでした。うまく行かなかった理｜判は、コンピューターが使え
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る容量と計算能力が足りなかったということにつきますユ

データベースは第1集では野望に終わり、データをそのままプリントした資料集を出すだけ

でしたが、地図だけの状態に比べて飛E掛句に便利になりました。

第 l集は助詞がテーマだ、ったので、たとえば「先生がきたj「泥棒が来た」という別々の項目

があります。同じI也点でこの2つがど、うなっているか、 i=n局lされた資料集で簡単にfi'{i認で、きま

す。また、調査結果がどのような表記だったのかもカードを見るまでもなく簡単に[t'(lf認できま

す。

第 2集で‘は動詞の活用形の地図がまとめられたのですが、「苦ーかなし、Jとしづ項目は「書け

ば」など「書く」とし、う動詞の別の活用形と関係があるし、「読まなし、Jなとー別の動詞とも関係

があります。地図を見ていてこうした院H系の深い項目が同じl也保でどうなっているかを知りた

くなることがあります。

コンビューターで読めるデータができていたことで、非常に便利になったのは、特に地図を

作る場合です。今の例で言う と「書かなし、Jの全国807地点からの回答は、 一つのファイルに

なっています。「書かなし、Jの地図の製作者はほかの項目のファイノレも参照することによって効

率的に仕事ができるようになりま した。

紙のカー Fだ、ったらこうは行きません。「書けば」の項目がどうなっているか調べたいと思っ

ても、そのカードは別の人が地図を雌Iくために使っているかもしれません。

資料一覧の価値は意外なところでまた出てきました。方言文法全園地図は名前が示すように

言語地図がメインの出板物です。資料一覧はせいぜいおまけのようなものだったので、すが、 全

巻完結したときに、地図として出版されなかった項目が出てきました。もともと地図を作るの

が非常に大変な項目があったので、すが、資料一覧でもとのデータが提示されているので、それ

だけの手聞をかけて地図を作ることはないとしづ判断だろうと思います。 資料－~【Eがなければ

何が何でも地図を作らなければならないということになって大変だ、ったでしょう。

私は地図製作は第一集だけですー。 研多田庁を~！針1たあとは資料一覧の印刷だけを担当していた

のですが、私のあとに入った大西拓一郎さんがデータの活用を次々に進めてくれました。

まず、データはエクセノレで扱えるようなフォーマットになってインターネットで公開されま

した。私の野望だ、ったデータベース化があっけなく実現したのですn コンピューターのがl：能が

上がったことと、エクセノレのような簡単に大きなデータを倣うことができるソフトの出現のお

かげです。

つぎに、データからイラス トレーターというソフトを使って印.lj¥ljと同等の地図を作る技術を

開発してくださいました。それまで、 50年以上にわたって使われていた方法は、白地図にはん
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こを押して地図を作るとし、うものでした。全く紙のカードやはんことし、う物理的な相主を使わ

ないで地図が作られるようになったので、す。 これはまさに革命と言うべきものです。

ただ、ここに至るまで20年以上の歳月が流れています。方言文法全園地図はそれだけの大事

業でした。

そして、もうずっと前に方言文法全園地図は完成していますが、一昨年大西さんは私が作っ

たデータをユニコードに書き換えました。

音声記号を表すために文字の組み合わせを使ったとし、う話を先ほどしました。これによって、

手で書いたものの情報をそっくりそのままコンピューターのデータにすることができたのです

が、これにはいろいろ問題がありました。

一番大きな問題は記号の組み合わせを見てもとの音声記号を思い浮かべるのが非常に難し

いということです。もとの音声記号で印刷するためには私が作ったプログラムをかけなければ

なりません。コンヒ。ューターのディスプレーに表示するプログPラムは作っていなし、ので、ディ

スプレーで見ることもできません。

ところで、ここ 10年ぐらいで広く使われるようになったユニコードとしづ文字体系は、世界

中の文字をコンヒ。ューターで使えるようにするために考えられたものです。

たとえば、「マイケノレジャクソン」は

Malκλ T Cακσ0 v （現代キ、リシア語）

Uuリ12lS!bJ2un[J （アノレメニア語）

a:io3~χD.:Jll門品 （グ．ルジア語）

のようになります。

このようにユニコードのなかには世界中のありとあらゆる文字があるのですが、音声記号も

そのなかに入っているのです。

大西さんは音声記号を表す記号の組み合わせを一つのユニコードの記号に変えました。こう

するともちろんディスプレーに音声記号として表示されるし、特別なプログラムを使わなくて

も普通に印刷できます。

私が最初にデータを作ったとき、ユニコードは影も形もありません。ユニコー ドができたと

し、うこともソフトの進歩であり、それに合わせてデータも脳嫁されてきたとし、うことになりま

す。

私が研弼庁を郎肢もて信大に移ってから 25年、この間に大西さんはデータを世の中に正しし、

意味で公開できるようにしてくださいました。

擬人的な言い方をすれば、産みの親の夜、の手から肉断、て、育ての親の大西さんの力で大きく
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美しく育った娘と言うことになります。

2番目の娘、 三人きょうだいの真ん中はちょっとかわいそうな運命をたどりました。

これも私が国立国語研究所在職中のことですが、『東京語アクセント資料』作成プロジェクト

とし、うものがありました。リーダーは去年亡くなられた馬瀬良雄信大樹受（当日朝と国立国語

研究所の佐藤亮一室長（当時）でした。『方言文法全園地図』も進行中でしたが、同時に二つの

プロジェク卜をこなしていたのです。

『東京語アクセント資料』は簡単に言うと、東京生まれの東京育ちの人 19人の 12803語の

アクセントをすべて記録しようとし、うものでした。アクセントの調査は普通 100語ぐらいの言

葉を調査して終わりです。松とか山と州毎とか決まった語があって、その 100語ぐらいを調査

して「東京式Jのアクセントとか 「京阪式Iアクセントと判定するのです。京阪とし、うのは京

都大阪のことです。

実際は我々はl万語ぐらいは普通に使っているので、100語を調査するだけでは本当はいけな

いはずですが、実際に l万語以上のアクセントを調査するということはあまりありません。東

京語アクセント資料は 12803語のアクセント、それも 19人のアクセントですから、破天荒な

試みと言っていいでしょう。まさにヒVグデータです。

ところが、これをどうやってまとめるかが問題になりました。今までであれば、手書きで原

稿を作って印刷所に渡すので、すが、電話帳と同じくらい文字の多いものになってしまうので、

印刷の段階で誤植が大量にでるでしょう。

また、手書きそのままを印刷するとし、う方法もありますが、文字が非常に多いので、誤字、

誤記入だらけになってしまいます。

今考えてもコンピューターを使う しかないのです。そこで、コンピューターを使おうという

ことになりました。

完成したのは忘れもしない 1985年、阪神タイガースが優勝した年ですが、ちょっとそのころ

のコンビューターがど、んなものだったか見てみましょう。

1979年国産のパーソナノレコンピューターと して最初の成功を収めた PC8001が発売されまし

た。32キロバイ トにメモリーを憎設したときの値段が約20万円でした。私も買ったので、すが、

そのときは大喜びでした。

今のコンヒ。ューターに比べるとメモリーは 10万分の 1、計算速度も同じくらい貧弱で、しか

もハード、デ‘ィスクはおろかフロッピーディスクもついていないとし、う代物です。

当時のコンピューターにはいわゆるアプリケーションというものがなくて、使いたい人は自
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分でプログラムを組むしかなかったので、す。使う人すなわちプログラムを組む人です。

私が研究室で、使っていた機械は8ヒーッ卜のCPUで、フロッピードライブも2台ついていまし

た。ハー ドディスクも追加しましたが、容量；はなんと 7メガバイト、今の標準的なコンピュー

ターの 10万分の lぐらいしかありません。

このような貧弱な能力しかないのにコンビューターを使うのはあとで考えれば無謀な話で

す。特にハードテ苧イスクが問題で、全体のデータの3分の lしか容量がないのです。話が逆で

すね、余裕たっぷりのハードディスクにデータを入れてそれで作業するのが普通なのに、目標

にしている完成データの3分のlしか入らない。

コンピューター自体の計算速度が遅いだけでなく、 フロッピーもハードデ‘ィスクも今から考

えると気が遠くなるくらい遅かったので、作業は~ 1：：；制こ時聞がかかりました。

簡単に言うと私は過労死しでもおかしくないくらい追いつめられていました。

今てもときどきどうやったらもっと能率的に仕事を進められたかと考えることがあり ます

が、もともと遅いコンピューターで大量のデータを処理していたのですから早くすると言って

も限度があります。仕事全体の設計とか考え方にも問題があったことは確かですが、ここでは

それを指摘するだけにします。

最終的な目的は全員のアクセントをまとめた表を印刷することでした。そこで、で、きあがった

データを大型言十算機と言っていた機械、大きな部屋いっぱし、iこやっと入るぐらいの巨大な電子

計算機ですが、これでレーザープリンターを使って表を印刷することにしま した。

もちろん、こんな表を印刷するための出来合いのプログラムはないので自作です。

『東京語アクセント資料』は上巻下巻あわせて 1028ページあります。何度も言いますが、こ

れを手書きで、出すのはきっと不可能だったと思います。ところが、私の名前は表紙にはありま

せん。データ作成に対する位の中の評価というのはこういうものです。

このように苦労をして作ったデータですが、表を印刷したあとは、それを利用した研究が少

し行われただけで宕札去られてしまいました。

このようなビッグデータについて私の見解をのべさせてもらうと、こんなふうになります。

東京という大きな街を考えたときに、そこの言語はそこに暮らしている人の使っている言集

の総体です。東京語アクセント資料のデータは 19人とし、う東京の人口から考えたらわずかな

数ですが、東京の言語の総体に迫るということでは今までにない飛び抜けたユニークなデータ

です。

ところが、実際にこのデータを使って行われたのは「つまみぐい」と言うべきものでした。
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たとえば、「議」のアクセントは、山の手でイチゴと平板ですが、下11庁ではイチゴと頭高、最初

が高くなります。じつは私もこの資料のなかでインフォーマントでもあり、イチゴ（頭高）と

発音しています。

これは東京のなかで山の手と下111rで、はっきり した差がある貴重な例でありおもしろいこと

ではあるのですが、 12803語からこれだけ取り上げてもと思います。イチゴだけに一語だけ取

り上げてつまみ食いはどうかということですね。

12803語をなるべく丸のまま全体を扱うことができなければ、この資事｜は真価を発揮できな

いのです。そうするためには、コンピューターでデータを操作することが必要ですが、資料集

ができたときはコンビューターの能力も足りなかったし、使いこなしができるのは私一人でし

た。結局、資料を出版しただけで、データを利用して新たな今まで見たことがなし、研究をする

ところまでは行きませんでした。

というわけで、せっかく世に出した娘は｜止聞の注目を浴びることもなく埋もれてしまいます。

1990年に私は国語研究所から信州大学に移りますが、 こちらの2番目の娘に日の目を見させ

てやりたいというのも動機の一つで、した。東京語アクセント資料関係の資料一切合切、段ボー

ル箱で20個ぐらいでしたかを松木に持ってきました。

移ってしばらくは環境の変化になれるのが精一杯で‘したが、やっと落ち着いてデータを何と

かしようとコンビューターのデータを見たときに博然としました。テータを大型計算機から PC

用に移したとき、データの一部が失われてしまったようだ、ったのです。

データを使って本格的な研究をすることはもうできなくなったのかと思し、ました。

私の先生の柴田武先生がおっしゃっていたことを思い出しました。

「フィールドで調査したものはすぐに論文にしないと腐ってしまいますよJ

その通りだと思います。これは若し、研究者たちにもそのまま送りたいことばです。

ところが、一昨年恵ー外な展開がありました。国立国語抑F究所の三井はるみさんが資料集をOCR

活字をコンピューターに読ませてデータにすることですが、 OCI~ にかけてもう一度データを復

活させてくれるというのです（最終的にデータ化を請け負った会社は目視による人力で入力し

た）。

私は喜んで、自分の持っていた関連資料で、コンピューター化されているものをすべて彼女に

送りました。調査を行ったときの質問文（たとえは而ということばのアクセントを聞くときに

「雨が降る」を読んでもらったりする）などをこつこつと入力しておいたのです。それから段

ボール箱の紙データもほとんどPDFにしてコンピューターのデータになっています。

三井さんの力で、エクセルで読めるようになったデータは羽在国立国語研究所の HPで公開さ
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れてし、ま丸 三井さんは方言文法全園地図のデータの大西さんのような役割を演じられたこと

になります。

これで、わかったのは、 30年前にエクセルが自由に使えたら私は苦労しなくて済んだというこ

とです。ばらばらに集まって来たデータをまとめるのにエクセルだったら簡単にできたけれど

も、あのときはいちいちプログラムを組むしかなかった。 で‘はあの努力は~！鵠太だ．ったかという

とそうではない。あのあと、あれだけのアクセン ト調査はないので、このデータは貴重です。

データをまとめて手書きで、表を作るのも大変な手間だったろうと思います。

今までのところこのコンヒ。ューター化されたデータを使った研究はありません。最近私はこ

のデータを使って何がで‘きるかあらためて考えることにしました。

エクセノレのデータは¥113Aとし、うプログラム言語で操作することができます。するといわゆる

基本統計量にあたる基礎データが今まで淵べられてし、なかったことに気がつきました。たとえ

ば、アクセントの種類が一番多いのはと。の言葉か。これは 「多かれ少なかれ」です。それから、

一つの言葉を2つ以上のアクセントで言う、さっきの例で言えば「イチゴ」（平板）「イチゴ」

（頭高）と一人の人が言ったら2つのアクセントということになります。一つの言葉を2つ以

上のアクセントで言う傾向が一番5齢、人は誰か、こんなことも調べられていなかった。

¥113Aで訓べるとこんなことは簡単にわかります。

それから、回答の傾向の近さと数字で表すとどうなるか、これも ¥113Aでプログラムを組めば

簡単に出ます。

こういう具合に今まで調べられていなかったことが比較的簡単にわかるということが分か

りました。今後、私がするだろう研究の最右翼です。

ただ、私はこのデータを独り占めにするつもりはありません。彩、に残されている時間はそん

なに長いものではないのでぜひ若い人がこの研究を引き継し、でくださることを切望しています。

実はことばの研究者で自分でプログラムを組む人はあまりいないので先行きがとても心配

です。プログラムさえ組めれば、データを全体でひとまとまりのものとして扱うことができま

す。この先々も発展が望める分野だと思うので、若い人に期待したいと思います。

2番目の娘は生後しばらくは大事に育てたのに生き別れ、だれかに立派にしてもらったとこ

ろに再会したということになります。

3番目の娘はちょっとオタクに育ててしまったかもしれません。今現在の私の最大の研究テ

ーマである、徳之島方言研究のデータです。

これも、共同研究のなかで作られたもので「九私の大学時代からの勾干究仲間である、 一橋大

91 -



学の中島由美さんと新潟県立大学の福111鳥秋子さんとで作り上げてきたデータです。そして決し

て忘札てはならないのは、徳之島の岡村隆博さんで、 このデータのもとになった『徳之島二千

文』をワープロを駆使して作成入力された方です。

問中lさんと我々はもう 40年ほどのおつきあいで、我々の研究人生と長く濃厚に関わってこ

られました。『＇f)ti.;之島二千文』は『日本語二千文』を徳之島方言に翻訳したものですが、『日本

語二千文』さらにそのもとになった『フランス語二千久』は生活のあらゆる場面とその言語の

あらゆる表現を網締できるような2000の文を選び出したものです。

徳之島は奄美地方で、さらに奄美方言は琉球方言のなかに含まれるのですが、『徳之島二千文』

は文単位の資料としては質量ともに疏献方言では例を見ないものです。

2009年に『徳之島方言二千文辞典改定Jt則を刊行し、DVDを付録と して付けました。この

DVDで私は日本の方言研究ではう包駆的な試みを行いました。DVDをノ、ィパーテキス ト化したの

です。ハイパーテキス 卜として一番我々の身近にあるのはインターネットのウェブページです。

マウスを画面のどこかでク リックすると次々に新しいページが閉し、たり新しいサイトに飛んだ

りすることができます。ハイパーテキス卜化したDVDはウェブ、ページと同じようなものです。

このDVDにはいろいろなコンテンツがあり、マウスのク リックでコンテンツの聞を自由に行き

来することができます。また、二千文のどれかの文の録音を聞くこともできますし、 !t!JJ匝iを見

ることもできます。

私が一番力をいれたのはKWICというもので、これは文を文節に切り分けて、文節を前後の文

脈と一緒に表示するものです。 これはもとのデータの欽倍のデータ量になるので、手i Ui~IJ した本

にそのままのせると膨大なものになってしまいます。今回は二通りのソート順、日本語文と徳

之島方言文という4通りの組み合わせになったので、20倍以上のデ←タ盈になります。DVDに

収録することではじめて日の目を見たのですユ

このKIVICも簡単なものですが、プログラミングが必要でした。方言研究の世界ではKIVICを

作ったのは夜、が初めてではないでしょうか。オタクな娘というわけがお分かりでしょうか。

現在は、文を形態素に分けてそれに↑宵報を付ーける、いわゆるタク、、付けを行っています。こん

な感じですユ

くTok:mps=noun id=874 >karn zI</Tok> 

これは kara:zIとしづ形態素が名詞であり、 874という詐胡lj番号を持っているということを

表しています。逆に言うと、名詞で874という前期リ番号を持っているのはkara:zIだけです。

このように品詞と識別番号の組み合わせで、『徳之島二千文』にある形態素はすべて区別できま

す。
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タグ付けしたデータから新しい情報が生まれます。たとえば、ある助詞があとにつく名詞の

形態素は別の助詞がつかなかったりします。また、タグ付けする過程で新しし、ことが分かつて

くるということもあります。たとえば、今までの調査で見つけることが出来なかった助詞がし、

くつか見つかりました。

今後は徳之島方言の研究の締めくくりができるようにそちらに集中したいと思っています。

東京語アクセントはそのあとでしょう。

私の研究者としての人生はどこかで終わります。しかし、データは生き続けます。どなたか

がデータを引き継し、で新たな研究をしていただきたい。デジタノレなデータとし、う共有できる形

のものは研究者個人の財産ではなく、社会の宝だと思うからです。

（さわき もとえし、／信州大学人文学部樹受 ・本会代表：講演時）

＊大学のご退官 ・本会代表のご勇退に際し、先生の最終講義（2015.2. 8 於．松本市Mウィン

グ）の様子をお伝えいただける原稿をいただきました。
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