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写真 1 講演する小保内氏 
 

原子力・放射線部会 

平成 29年度７月例会レジュメ（R4） 

日 時 ：平成 29年 7月 2１日（金）18時 00分 ～ 20時 00分 

場 所 ：日本技術士会 葺手第二ビル 5階 会議室 A、B 

講 師 ：東北電力株式会社 原子力部 副部長 小保内 秋芳 氏 

補助者３名随行  原子力部 課長  渡邉 洋平 氏 

原子力部 副長  羽田 隆 氏 

広報・地域交流部 板垣 尚 氏 

 

演 題 ：地域に根ざす経営 ～ 東日本大震災を乗り越えて ～ 

司会進行：芳中副部会長（企画担当） 

参加者 ：34名（会員・講師を含む） 

 

１．企画趣旨 

原子力・放射線部会は去る５月、東北電力の女川原子力発電所を見学した。今回は見学時の

質問の回答を含めて女川原子力発電所がシビア・アクシデントを免れた背景や我々が参考にす

べき点について東北電力から講師を招き、意見交換する企画とした。 

 

２．講演内容 

講演者紹介の後、30 分程の講演と 80 分程の意見交換があった。意見交換は予め事務局が準

備したスライドをヒントにして意見と質問を求める形式で進行させた。講演概要と質疑応答を

以下に示す。 

 

2.1 はじめに（会社沿革と概要） 

まず、東北電力をより理解してもらうために会社沿

革と地域との関係から説明があった。1888 年に東北地

方で初めて電気が灯る。東北の電気事業者は 1930年頃

221 社が乱立し、統合されていった。東北電力は 1951

年に東北 6 県と新潟県を供給エリアとして設立され、

東北経済発展のために地域振興を図り、電力供給体制

の基礎を確立した。 

次に電源開発の歴史として、1968 年に女川原子力発

電所の建設計画を公表、1979 年着工。 

東通原子力発電所は 1970年建設計画公表、1998 年着

工。漁業補償や反対運動に際し長年にわたる地道な理

解活動を推進。女川 1号機 1984年運開、女川 2号機 1995

年運開、3号機 2002年運開、東通 1号機 2005 年運開、

4基合計 327 万ｋWの設備規模。 

1997年、八島社長が藍綬褒章の受賞時に女川町民が 

「おらほ（私達）の社長をお祝いしよう」と祝賀会を開催。 

 

2.2 震災後における東北電力の対応 

（1）非常災害対策本部の立ち上げ 

a．社長の動き 

2011年 3月 11日、社長は名古屋出張からの帰路、新潟からテレビ会議で非常災害対策

本部に参加した。社長は「今日この日のために訓練してきた。必ず乗り越えられる」と

発言し、タクシーで仙台に着いた。 

b．非常災害対策本部の設置 

地震発生と同時に、本店ならびに各店所は「第 2 非常体制※」を自動発令。社長を本

部長とする「非常災害対策本部」を立ち上げ。3月 20日には、「東日本大震災総合対策本

部」を設置し、設備復旧、需給対策、 業務機能回復に向けた総合的な取り組みを進めた。 

c．全社体制による復旧対応 

地震発生 44 分後に新潟支店が自主判断により 400人規模の応援隊を派遣。翌日には約

800人の応援隊が宮城県内で復旧活動を開始。その他の当社社員や関係会社社員も、災害

発生時は最寄りの事業所に速やかに自動出社するルールに基づき、全社的に迅速な復旧
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体制を構築。 

d．他電力からの応援 

他電力からも復旧要員（延べ数千人規模）や高圧電源車等の支援を受けたことで、迅

速な復旧活動につながった。 

 

（2）女川原子力発電所の状況 

a．津波被災を免れた要因 

敷地高さ 13.8ｍ（地震前は 14.8m）が津波の高さより高かったことから、敷地面に津

波は至らなかった。 

また、原子炉の冷却に必要な海水ポンプを、津波の影響を受けやすい港湾部ではなく、

原子炉建屋と同じ敷地の高さを掘り下げた所に設置。（ピット化） 

加えて、取水路に傾斜をつけることで、津波の引き波時など、海面が取水口より低く

なる場合でも、冷却水を確保できるようにした。 

b．敷地高の設定経緯 

1 号機の設計時に、想定津波を 3m としつつも、専門家を含む社内の「海岸施設研究委

員会」において、「貞観津波（869年）や慶長津波（1611年）などを考えれば津波はもっ

と大きくなることもあるだろう」といった議論を経て、敷地の高さを 14.8mと決定。 

現在は、想定津波 23.1ｍを設定するとともに、現在の技術で建築可能な高さである海

抜 29ｍの防潮堤を建設中。 

 

2.3 震災から学んだこと 

（1）自然災害対応への示唆 

a．防災対策の変遷 

①2003 年三陸南地震、宮城県北部連続地震 

⇒2004 年 配電ナビゲーションシステムの導入、後方支援体制の構築 

②2007 年新潟県中越沖地震 

⇒2008 年 社員一斉呼出システムの導入、自律分散型復旧体制の構築 

③2011 年東日本大震災 

⇒2012 年 対策本部の分任体制構築ほか 

防災対策レベルの向上を継続させている。 

b．配電ナビゲーションシステムの導入 

2004 年に業界初の取組みとして開発・導入。住宅地図と配電線路図が一体となってお

り、電柱の位置情報（電柱番号）で行き先が表示できる。 

地理不案内の場所でも作業が可能になり、特に他事業所への応援時には、地元事業所

の案内が無くとも、自律的な復旧作業が可能になった。 

c．自律分散型復旧体制の構築 

応援隊について、配電作業部隊と後方支援部隊が一体となって、現地事業所から独立

して復旧支援を行う体制を構築。 

応援受け入れ側の負担軽減のため、派遣元は、自ら生活必需物資を手配するなど、与

えられた復旧エリアの「被害把握」～「復旧作業」まで、自律的に実施。 

d．ソフト的な側面 

・様々なケースを想定した訓練の積み重ね 

・迅速な対応（連絡体制、応援体制） 

・関係会社を含めた発電・送配電・小売の連携、チームワーク 

・非常災害対策本部を中心とした統制、意思決定 

・「一刻も早く電気をお届けする」という使命感 

・災害と向き合う「訓練」や「対策」を全社一丸で積み重ねてきた。 

・これまで育んだ姿勢・DNAは受け継がれ、震災における一連の対応に活かされた。 

 

（2）原子力災害対応への示唆 

a．原子力災害で浮き彫りとなった課題 

原子力事故は自然災害との複合災害となり、全社的な対応が求められる可能性が高い。 

・社内部門間の情報のやり取り・連携 

・放射線下の作業ルール 

・外部電源の拡充、早期復旧体制の整備、発電所支援等の安全対策の強化 
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・原子力のシビア・アクシデント等様々な状況を想定した訓練や住民避難支援体制の

拡充 

b．福島第一原子力発電所事故からの教訓 

「想定外に備える」 

絶対安全というものはなく、想定外リスクは常に残っている。 

「安全について謙虚さを失わない」  

さらなる安全性向上に向け、常に新たな知見を反映させながら、自主的かつ継続

的に安全対策を積上げ。 

c．原子力災害対応に係るソフト面の対策  

① 非常災害対策本部の分任化 

② 対策本部、原子力班、コンタクトポイント（国等へ連絡）を同一フロアに分散化。 

本店とのＴＶ会議の接続判断（ON/OFF）を発電所側に持たせる（本店は現場を混乱

させない・支援に徹する） 

 

2.4 まとめ 

厳しい経験を踏まえ変えてはいけないもの、変革にあたって大切にすべきものを再認識し

た。 

（1）安定供給の社会的使命 

・迅速な復旧、災害に強い設備形成と組織体制構築が事業者の社会的責任 

・相手の立場に沿った事業運営、そこから生まれる事業者への信頼が事業の核心 

（2）危機管理体制の構築 

・リスク想定の深化、想定外リスクがありうるとの前提に立ち最悪の事態を回避 

・組織文化としての「危機管理の原則」と「情報のオープン化」の定着 

（3）組織総合力の発揮 

・迅速な災害復旧や電力需給安定化には、発送配電各部門に加え、販売部門・間接部門 と

の連携が極めて重要 

（4）地域との良好な関係  

・地域の理解や事業者への信頼無くして事業は成り立たず 
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写真 2 当日の質疑応答／意見交換の状況 
 

2.5 質疑応答／意見交換 

 

Q1 ：災害に対する危機意識、現

場の声を吸い上げていること、

経営上の安全に対する哲学が

継承できている理由は何か。

働いているものとして感じて

いることがあるか（芳中副部

会長） 

A1 ：私的な見解であるが、以下

に考えを述べる。東北地方は

災害が多い地域である。地震、

津波も経験してきている。また積雪時は送電線事故（相間短絡）なども発生する。こうい

うことが起きると大変であるということをずっと思ってきた。津波に関していえば、当直

の経験から、代々、引き波に注意するよう継承されてきた。地震に対しても，誤って制御

盤に触れないよう手すりを取り付けていたことなど、小さな事象が起きたときの対応経験

があり、大きな事象の訓練になっていて、それが継承され、対応できていると思う。（小

保内氏） 

 

Q2 ：3mの津波想定から敷地高さ約 15m確保できたこと、引き波を考慮できていたことの理由

は何だと思うか（芳中副部会長） 

A2 ：3mの 5倍という意味ではなく、当時記録があった文献の状況、少し南部で発生した貞観

津波、慶長津波の発生状況等を含めて委員会で議論し 15mにすることを決めたものと聞い

ている。引き波に対しては、1号機のときから考慮されており、先人の知恵によるところ

が大きいと考えている。最近気がついたことだが、神社等は高いところに設置されている。

皆、昔から恐れてきたということの表れだと思う。（小保内氏） 

 

Q3 ：震災当日に起きた事象に適切な対応ができた理由は何か（芳中副部会長） 

A3 ：その際の対応が適切であったかどうかわからないが、無我夢中であった。当時の所長も

言っていたが、全て指示をしたわけではなく、機能ごとに設置していた各班、各自が自律

的に対応していたと思う。火災、浸水、避難民の受入れについて、それぞれが分担して対

応できた。意外に冷静に淡々と対応できた印象を持っている。（小保内氏） 

 

Q4：地域の方が避難場所として頼ってきて、それを受け入れたことに対しては、どのように

考えているか（芳中副部会長） 

A4：まだ、原子炉の冷温停止までの処置が完了していたわけではなかったが、多くの方が支

援を求めてきており、PRセンター所長、発電所長が連携して、受入れを決断した。当然

のこととして淡々と受入れの判断をされていたように思う。 

地域との相互理解活動としては、全戸訪問、施設見学会などを行っている。一番重要な

のは日常の対話活動である。平成 18年に品質保証の総点検で QMSがなっていないとの指

摘を受けた際に、地域との対話のために専門の事務所を女川町に設け、これまで以上に

地域からの意見を聞くようにしてきた。そういった理解活動によって結果的に多くの避

難者の受入れにつながったのだと思う。（小保内氏） 

 

Q5：上位者との関係、安全の哲学の継承の観点から何か感じているようなことはないか（芳

中副部会長）。 

A5：経営的な話を答えるのは難しい。震災当時、緊急対策室で勤務していたが、新潟中越沖

地震の際に柏崎刈羽原子力発電所で緊急時対策所の扉が変形して使えなくなった事象が

発生していた。そのことから学んで、事務本館の耐震補強が行えていたということがあ

る。そういう意味で、他社からも学んだことがよかったと思っている。（羽田氏） 

 

Q6 ：東北電力と東京電力の違いを知りたい。水平展開を図ることを考えると、何か特徴的な

ことがあるのではないか。それを学びたい。平井氏の関与などについては、新聞報道でも

取り上げられているが、あまり積極的に東北電力の方から発信されている様子はない。関

連するような話題でもよいが、安全に関する哲学のような面で感じていることを紹介して
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いただけないか。（佐々木部会長） 

A6 ：同じような質問もかなり受けてきたが、津波に対しては、「何に注意しないといけない

か」等について、先輩からよく話を聞いていた。1 号機設置当時の対応に対する平井氏

の関与については、新聞等で取り上げられているが、エビデンスが残されていないので、

積極的に発信するようなことはしていないが、先ほど話した通り、（社外の有識者を交え

た）社内の委員会で検討されたと聞いている。 

安全に対する哲学の継承という点で話をするのは難しいが、例えば、女川 1 号機の中央

制御室の天井に設置されているルーバについて、それまでに発生していた地震の際、音

を立てて落ちそうになるような状況があった。そこでルーバをヒモで結んで固定するよ

うな対応がとられた。また、現場にあるパソコンなどの機器をヒモで結び，揺れで落下

しないような対応が現場で行われている。こういった、小さな工夫が採られるような現

場の風土がある。それが有効であり、震災のときに脱落を防ぐことができた。経営的な

面ということではないが、そういった積み重ねが重要だと思う。（小保内氏） 

A6 ﾌｫﾛｰ：小保内氏の説明及び質問回答は正直であると思う。他社との違いを聞きたいという

のは分かるが、そんなに大きく違っているような印象はない。佐藤氏（㈱ユウワビジネ

ス）の論文でも紹介されているが、それが重要なヒントである。東北電力が上手くいっ

たのは、正直であること、紹介のあったヒモに代表されるように、やれることをやると

いう安全に対する愚直で実直な考え方・姿勢、地域重視の姿勢がそのまま引き継がれた

ことによると思う。（伊藤部会員） 

 

Q7 ：紹介のあった報告の中で、社長が「今日、この日のために訓練してきた。必ず乗り越え

られる。」と発言されたことは、社員に対してすごくいい言葉であったように思える。ま

た、複合災害時の体制強化について報告されたが、情報の取扱いに係る外部との関係がよ

く整理されているように思う。特にコンタクトポイントが分離されていてよい。外部から

の要求は現場対応の妨げとなる場合もあり、その意味で震災時には幸運に恵まれた面もあ

るように思える。その辺りのことについて補足説明願いたい。（阿部部会員） 

A7 ：通常の小さなトラブルにおいては、外部から情報提供の要求があるのは他の事業者と同

様である。特に最近は部品交換等の対応であっても報告を求められるような状況にあり、

対応が難しくなっている。 

一方、複合災害時には、現場で何を優先して対応すべきか、必要なリソースの確保等、

現場が優先して取り組むべき事項があり、意思決定を含めてそれらの対応がうまく行える

ようにする必要があったことから、この体制が考えられた。最初は社内的にもうまく機能

するか疑問の声もあったが、訓練等の状況からそれなりに機能しているものと考えている。

さらに、今後の訓練などを通じて改善していけばよいと考えている。 

複合災害時においても外部から情報を要求されることが考えられるため、外部とのコン

タクトポイントへの情報伝達が必要になる。これについては、連絡係を通じて刻々伝わる

ように対応できるようにしている（電話、fax、チャットシステム等）。（小保内氏） 

 

Q8 ：どこまでハード対策をとるべきか。PRA、リスク評価とハード対策の計画等の関係をど

う考えているか？（芳中副部会長） 

A8 ：どこまでハード対策をとるべきかということだが、答えはない。一つの目安としては、

一般にセーフティレベルは 10-７ならば OKと云われているが、PRAは、一つひとつの故障

確率などを積み上げたものであり、数字的には不確実な面が大きい。 

また、日本の場合は内部的な故障よりも、圧倒的に自然災害に起因するものの方が大き

い。数字でそのまま判断するのではなく、確率的には低くても壊滅的にダメなものにつ

いては、ハザードを考慮してしっかり対応する必要がある。（小保内氏） 

 

Q9：そこに投資するかどうかの判断が難しいと考えられる。PRAの評価結果を捉えて経営層が

決断するのは難しい。PRA 担当からの発言をどう吸い上げているか、震災前からの平時

からの仕組みを聞きたい。PRA や品質保証に携わっている従業員が多い、或いは権限が

与えられているようなことがあるのか。（佐々木部会長） 

A9：米国はコスト‐ベネフィットを定量評価して投資判断するが、数値の不確実さがある中

での投資判断は難しい。女川の非常用補機冷却系の 1 系統を 2 系統に変更した件につい

ては、対策を採ることで CDF が半減することが分かったことや、他社の状況を踏まえて

判断されたものであり、投資判断が難しいようなケースではなかった。 
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本対応は、PRA を実施していた専門の解析部門からの提案で対応したものであるが、特

にその部門に権限を特別に与えているようなものではなく、通常の意思決定である。 

また、事故後の規制要求との関係でも課題を抱えており、事業者がどのくらいなら投資

して、どうであれば投資しないのかという判断をするのが難しい状況である。 

品質保証については、先ほど説明したように、QMS総点検において C判定を受けてから

体制を強化（原子力品質保証室、原子力考査室の設置）したが、品質保証には二面性が

あり、ドキュメント作成ばかりになってしまう傾向があって難しい。現場を重視した対

応ができなくなるようでは逆効果になる。 

震災後、PRA は他の電力も同様に取り組んでいるものと理解しているが、コスト-ベネ

フィットを評価して投資判断することは、やはり難しい課題である。（小保内氏） 

 

Q10 :正直はよいが、謙虚すぎないか。仮に 20m の津波があったら全電源喪失、炉心溶融に至

ったかどうか、その状況ではどうだったと考えるか。（横堀部会員） 

A10 :  津波のレベルによると思う。ある程度のところまでなら対応できたと思う。海水ポン

プピット内が浸水し冷却ができなくなるのは間違いないと思うが、直流電源が活きていた

ら耐圧強化ベントのところにまず接続するということを普通に考える（アクシデントマネ

ジメントの教育を受けている）。冷却としてはその位の対応しかない。 

また、サプレッションチェンバを通しての放出であれば、スクラビング効果で DFが 1000

くらいは確保できる。この場合難しいのは、直流電源があったとしても空気作動弁を駆動

するためのＩＡ（圧縮空気）を確保できるかということである。それができなければ、SBO

の通常のシーケンスで福島第一のようになると考えられる。福島第一の事故が起きる前か

ら、そのようなシーケンスで進むことが分かっていた。今思えば、私自身は、もう少し勉

強しておくべきだったと考えている。（小保内氏） 

 

Q11：持論ではあるが、炉心溶融をしても結果的に酸化物燃料ならば他の事故事象と比較して

許容できないような大きいレベルのものではなかったのではないかと考えている。どのよ

うな見解か。（阿部部会員） 

A11：同じような考えを持つ方もいる。物理を専門とする米国の先生との話の中で、あれほど

のことが起きてもあの程度かという安堵したような感想を聞いたことがある。我々は、震

災前、放射線による影響や、白血病などだけを考え、深く考えていなかったのは実情であ

るが、福島第一の事故を考えると土地汚染の影響は大きく、帰還困難な状況で皆さんの生

活に影響を与えてしまったことは無視できないし、重大なことだと思っている。放射線に

より亡くなった方がいないというような問題ではないと思う。（小保内氏） 

 

Q12：情報の一元化が難しいこと等を踏まえ、ＴＶ会議の接続を切断する判断について、発電

所側に持たせるとの説明があったが、マニュアル化したのか。他の事業者、世の中の情勢

と逆の方向に進んでいるようにも思えるがいかがか。 

A12：基本的な原則についてはマニュアルには反映しているが、ＴＶ会議の接続についてはマ

ニュアル化をしていないと思う。どういう事態が起きていて現場での対応で何をすべきか

を判断し対応するために、複合災害時の体制を検討している。柏崎刈羽などの状況も聞い

ており我々だけが特別なことをやっているとは思っていない。また、訓練の状況からある

程度機能しているものと考えている。（小保内氏） 

 

Q13：福島第一の場合は、国が緊対本部に入り、国の主導になったことで本来の体制が採れな

かったということが考えられるが、同じように、国が緊対本部に入ってきた場合に、現場

はどのような対応になるか？（桜本部会員） 

A13：注目が福島第一に集まったことで、福島第二においては現場に専念した対応が行えたよ

うな話も聞いている。やはり、その通りであり、福島第一と同じ状況であったならば大変

な状況になっていたと思う。女川においても携帯電話、固定電話は通じなくなったが、幸

い社内の光ファイバ回線が活きていて、ある程度自分たちで対応できたと思う。そこに国

が入ってきたらということだが、それ専用の対応者を充てる必要があり、やはり大変な状

況となることが予想される。当時 3人の保安検査官が女川に常駐していたが、落ち着いた

段階でその内の一人に今後の方針などを説明した。保安検査官は当社の回線を利用し、東

通を経由して情報を伝達していた。（小保内氏） 
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Q14：現場のことをうかがいたい。これまでの話から現場力があるように思える。そのために

訓練等で工夫しているようなことがあれば教えてほしい。（芳中副部会長） 

A14：震災の 1～2 ヶ月前にちょうど防火（火災）訓練を実施していた。防火（火災）訓練は

毎年実施しているが、それを通じて、いつ、だれが、どこで、何をするかは頭に入れるこ

とができていた。訓練は労力がかかるし大変だと思うが、やらなければいけないものであ

ると認識している。当時の所長には、当時からそういうことに積極的に取り組む姿勢があ

った。現場の者からは、訓練で行っていたことで、震災時に煙の中でどこへ行けるか判断

できたと聞いている。 

震災後、プラントが停止した状態が続いており、年々、未経験者が増え経験者が減って

いる。最近では、ちょっとしたヒューマンエラーによるトラブルが発生しており、現場力

の低下を懸念している。小さなトラブルも許されない状況になっており、その都度対策を

とってはいるが、負のスパイラルに入っているように思える。そこから抜け出すために、

技術力の維持、向上に努めているところである。（小保内氏） 

 

Q15：現場に責任を置いて動かそうとしていることは、すばらしいことと思う。しかし、日本

人の組織においてよくあるのは、上司は責任を取りたくない、部下は怒られたくないから、

「勝手に仕事をするな」、「上に挙げて判断を仰ぐ」という対応になりがちである。そのよ

うなことに対して、何か、工夫していること、気を付けているようなことはあるか。（斎

藤部会員） 

A15：一般的にサラリーマンなので、ただ、責任を取りたくないから上にお伺いを立てること

は通例であり、ご指摘の通りと思う。ただ、考えていないようなことが起きたときは意外

と馬鹿力が発揮されるようなことがある。震災時はそれぞれが自分に与えられたことに専

念し、スムーズに動いたように感じている。私自身も、通常、国や自治体への定時報告の

対応している者が電話応対に追われている中、その者に代わり、ノートにメモした内容を

基に報告書の案を作成し、直接所長の了解を得た上で、定刻に報告書を出すような臨機応

変な対応が行えた。いつもそのような対応ができるわけではないとは思う。事故のような

極限状態では軍隊のように統制されたシステム化がベストなのかもしれない。（小保内氏） 

 

 

Q16 ：東北地方は津波等の災害が多く、その遺伝子が生きたと思うが、東北電力における東北

出身者の割合を示しながら、この経験の周知や展開について考えを示してほしい（和田部

会員） 

A16 ：東北地方出身者がほとんどであり、9割以上、事務系 4000人、技術系 8000 人程度（板

垣氏） 

知識は暗黙知、ドキュメントにできるもの、皆が知っている共有知など、いろいろある

だろうが、今回の知恵はドキュメント化できるものではないと思う。東北人は、謙虚すぎ

る、人とのコミュニケーションが下手、新しいことをしない（挑戦しない）、石橋をたた

く等の悪いところでもある。関西の先ずやってみる・ダメならまたやりなおすというやり

方をもあって、それぞれの良いところを取っていくべきかもしれない。回答になっていな

くて申し訳ない。（小保内氏） 

 

Q16 ﾌｫﾛｰ：提案としては東北電力の成功例の経験知を如何に形式知にして広めていくか、こ 

れが安全文化ということかと思う。（和田部会員） 

 

当部会の認識も同じである。（佐々木部会長） 

 

 

Q17 ：東北電力の訓練に部会員がオブザーバで視察できるか 

A17 ：訓練は他電力や自治体は見学、視察いただいているが、技術士会の参加はここで OK と

すぐに回答はできない（羽田氏） 

 

 （終わりに） 

今回の講演や意見交換会で東北電力における成功例としての何らかのヒントがあったと思

う。和田さんが言ったように地域性や災害の遺伝子だけでなく知見を広めて共有していきた

い。見学後のフォローアップ活動として講演会を開催できて大変感謝する。我々の活動を東
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写真 3 討議後のコメントをする佐々木部会長 
 

北電力内でも紹介して広めてほしい。（佐々木部会長） 

 

成功例と言われると違和感があり、

反省点は多々ある。反省例として、火

災、ポンプの浸水等、一方で予備電源

の受電設備を設置しているエリアの地

盤改良を，万一に備え震災前に実施し

ていたこと等は良かった例である。こ

のようにプラスマイナスがあるが、小

さな積み重ねの結果、サバイブできた

と思う。最後まで聞いて頂き感謝する。

（小保内氏） 

 

 

 

 

以上 記録 青山 敬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


