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文献にみる長崎を中心とした古代からの牧について

松尾雄 二*

はじめに

「牧」の字には，諸橋轍次の『大漢和辞典』によ

れば，①うしかひ，②まき，まきば，③放ちかひ，

④郊外(町はづれ)，⑤養ふ，⑥察る，⑦臨む，③使

ふ，⑨治る，⑩司どる，⑪田畝の界を制する，⑫っ

かさ(地方長官)，⑬臣，⑭法度などの意味がある。

文武天皇の頃，大宝律令，官位制など法令の整備

が行われる。『続日本紀』の文武天皇四 (704)年三月

の条に， ["丙寅，諸国に牧地を定め，牛馬を放た令

む。」とあり，天武天皇に引き続き，牛馬を放った

とされる。これは殺生を禁じ，仏教との関連が考え

られる。

『養老律令』賊盗律三三に， ["凡そ官私の馬牛を

盗みて殺せらば徒二年半」とされる。古代の刑罰は

答杖徒流死の五刑であるが，徒刑とは一定期間獄に

拘禁して，強制的に労役に服させることであり，馬

牛を盗むことはかなり重い罰にあたるとされる。

牧とは，古代，豊富な草資源を利用して牛馬が飼

われていたところを指している。従来，野草の生育

している自然草地(野草地)をいってきたが，明治以

降，牧草を導入してできた改良草地や人工草地，飼

料畑(牧草畑)までを含めて草地(採草場・放牧場な

ど)と呼ぶ。文献などにより長崎の古代から江戸時

代までの牧について述べる。

2 長崎 の古代の牧

長崎県は火(肥)固と呼ばれていたが，肥国が二つ

に分かれ，肥前国，肥後固となり，長崎県は肥前国

に含まれた。その後に風土記は誕生している。

『肥前国風土記~ (732~740 年)には，景行天皇が

西国巡幸し，志式嶋(長崎県平戸市志々伎)の行宮に

おいて，安曇連百足が{直嘉郷(五島列島)にいる土蜘

昧大耳を柾伐した。そして，彼らの命を赦した時の

松浦郡値嘉郷を紹介した記事がある。

*長崎県農林技術開発センター 畜産研究部門研究調整室

(y可iMatsuo) 

「松浦郡 (中略)[" (値嘉郷)此の嶋は遠けども，猶，

近きが知く見ゆ。近嶋と謂ふべしjとのりたまひき。

因りて値嘉といふ。(中略)彼の白水郎は馬牛に富め

り。」

『貌志倭人伝』では「牛馬なし」とされてきたが，

『肥前国風土記』では「馬牛に富めり」とあり，四

百年後とはいえ，貌志倭人伝が誤っているのか，そ

の後に牛が導入され，急激に増えたのか，わからな

いが，その変わり様がおもしろい。この「馬牛」が

いたところが牧であり，五島列島にあったと伝えら

れる「樋野牧」と関連づける考え方がある。

牛の記載があるのは，この『肥前国風土記』と『播

磨国風土記』のみである。

『播磨国風土記』揖保の郡の条の林田の里(兵庫

県姫路市)には， ["塩皐惟の阜の南に献水あり。方

は三丈ばかり，海と相閤ること:1ft里ばかりなり。牛

馬鹿等，噌みて飲めり。かれ塩阜と挽く。Jと記述

されている。『播磨国風土記』では，塩水(鹸水)を

牛，馬，鹿なども利用するという。この塩阜は広大

な場所で，草(飼料)が豊富で，海と遠く離れている

のに塩水が流れ，そのようなところに馬牛が飼われ

ていたのかも知れない。ちなみにここも牧と考えら

れる。

『延喜式~ (927年)では，兵部省の官牧で，諸国

馬牛牧が設けられ，肥前国は六つの牧が置かれた。

「 諸国馬牛牧(中略)

肥前国 鹿嶋馬牧庇羅馬牧生属馬牧

柏島牛牧樋野牧早崎牛牧 j 

肥前国で，現在の長崎県内にあったのは庇羅馬牧

(平戸市)，生属馬牧(平戸市生月)，樺野牧(上五島

か)，早崎牛牧(南島原市)があったとされる。

ところで，河東牧童こと寧直麿の『国牛十図』お

よび『駿牛絵詞』などには筑紫牛や御厨牛が多く記

載されている。『国牛十図』での筑紫牛は「壱岐嶋

牛を以て之を称すJ，御厨牛は「肥前田宇野御厨の

貢牛を以て之を称す」とある。この宇野御厨は佐賀

北部から五島までの広大な地域と考えられており，

0369-5247/13/事500/1論文/JCOPY



1230 畜産の研究第 67巻 第12号 (201 3年)

東京大学農学生命科学図書館所蔵

筑紫牛(i国牛十図」より)

この範囲内に庇羅馬牧 ・生属馬牧 ・樋野牧 ・柏島牛

牧(佐賀県唐津市神集島)がある。これらの地域が

『貌志倭人伝』の末虚園，後の『肥前国風土記』の

松浦郡であり，後世の平安時代頃の宇野御厨荘の範

囲とほぼ同じであると考えられている。

天明八(1788)年十一月，司馬江漢が長崎を経て平

戸 ・生月を訪れたことがある。その時に見たのがこ

の庇羅馬牧の一部であると考えられる。『江漢西遊

日記』には i廿日 上天気。如春。四時(午前十時)

より白獄へ登る。其路一里半あり 。城下を過て家中

町あり 。夫より野山へ出て，野馬を見る。」と記述

される。白獄(標高 250m)は平戸本島の北端にあり，

その麓に神崎がある。神崎に野馬がおり ，牧があった

ことが知られる。その証拠らしいものが， w県北島牛

考』の中に，明治初期の平戸藩史稿本の抜粋がある。

「牧馬場二所，ーヲ神崎トシ，ーヲ春日トス共ニ平

戸島ニア リ，牡牝凡ソ二百頭毎歳ノ初夏其ノ産スノレ

所ノ 二才駒ヲ取リ之ヲ厩中ニ牧畜シテ軍須ニ供ス

古来ノ例タリ 。

明治三年庚午二月ニ至 リ廃ス，又諸島ノ人民善ク

牛ヲ放ス其富家ナノレ者ハ大約数十頭ヲ畜フ春夏ハ

之ヲ野放シ水草ニ就カシメ秋冬ハ之ヲ家ニ畜フ壱

岐島及生月島最モ多シ。j

平戸藩では神崎(平戸島最北端)と春日(平戸島西

北端)の二カ所を藩営と しているところから庇羅馬

牧の後育の可能性がある。生月島での放牧も書き記

されており，生属馬牧の可能性もある。その推定地

は山頭草原あたりであろうか。ただし，その確証は

ない。

ちなみに筑紫牛(壱岐嶋牛)がいたとされる壱岐

島も江戸時代に平戸松浦藩領で、あった。現在でも，

壱岐島(壱岐市)も芝草地が海岸沿いに多く広がる。

東京大学農学生命科学図書館所蔵

御厨牛(i国牛十図」より)

樋野牧は上五島(現新上五島町，旧新魚目町)付近

と推定される。上五島説の根拠は太宰管内志以外つ

まびらかではない。したがって，肉用牛生産の盛ん

な宇久島や小値賀島の可能性もある。名前が似てい

るとされるのは小値賀烏の野崎鳥で、あろうか。おま

けに，旧新魚目町の目と鼻の先の隣の島である。ま

た，諸説あるが，早崎牛牧は南島原市口之津町の早

崎岬周辺である可能性が高い。これらの牧は，現在

の長崎県内の肉用牛生産地とほぼ重なっているこ

とがおもしろい。 (鹿嶋馬牧は佐賀県鹿島市付近と

推定されている。)

牧は古代において，牛や馬を飼養や繁殖のために

放牧する草地とされる。現在の飼料作物などはない

から，飼料は自生している濯木野草で、あったと思わ

れる。それでは，牧はどのような形態で、あったので

あろうか。この地域を見ると，すべて海に面してい

ることがわかる。牧柵の一部を海としていたのか，

船で牛を運ぶ運搬上，海に面していたのかもしれない。

陸地部での牧との境界をどのように遮っていた

のであろうか。

「まき」の語源としてムマキ，ウマキとあり， t莫

字で馬置，馬城，馬柵と記すと考えられており，漢

字だけでそのイメージを持つことができる。この時

代は木，柵，石積み，土塀(泥丘)，堀，溝などで仕

切られていた可能性がある。石積みは現在残ってい

る猪除けの猪垣 ・鹿垣などを想像すれば足ると思わ

れる。それ以外に土塀や堀，溝は当時の集落や中世

以前の城郭のものを想像させる。

3 牧と飼料

牧については実際にはよくわからない。柵があった

のか，なかったのか。放し飼し、していたのか，繋ぎ
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飼いで、あったのか。何を食べていたのか。安土桃山

時代の『日葡辞書(土井ら訳)~には牧や放牧などに

関する項目がいくつかある。

Maqi【牧] 馬(など)を野放しにして育てる場所

Maqino vmaまたは Maqidaxi 放飼い

馬または山野に放している馬

Bocuguiii [牧牛] 牧牛すなわち MaqinoVxi(牧の

牛)野原で飼育される牛

Fanaxiqai [放し飼] 放し飼またはFanachiqai(放ち

飼)ともいい，むしろその方が

まさる。

飼料全体を以下のとおり表現している。草を含め

た飼料については，以下のとおり記載されている。

Fami [食む】 牛，馬，烏など動物の餌 Famimono 

現在でいう粗飼料にあたるものは草であり，草関

連の言葉は以下のとおりである。

Cusa【草] 例 Cusagavoye xigueru草が生え茂る

Cusamura【草叢] 草の多く茂っている所

Cusacai [草飼い]

Cusacari [草刈り I
Cusaguiri【転り】

例 Vmanocusacai馬の糧食

または牧草

草を刈ったり切ったりする者

すなわち Cusauonagu草を薙ぐ

ツンベルグ>'(C.P.ツュンペリー)の『江戸参府随行

記(高橋訳)~には出島での家畜の飼料用の草が， Iこ

れらのうちイタドリ Polygonummultiflorumとヤマ

ノイモ Dioscoreajaponicaは動物の飼料にされ，オ

ランダ商館に飼育されている動物用に，ごく煩雑に，

他の草種とともに商館へ運び込まれる。」と記載さ

れ，飼料の一部が解明される。ただし，名前や学名

は現在のものと同じかどうかはわからない。

長崎と畜産で、は切っても切れない牧草がある。ク

ローパーTrifoliumrepens L.である。弘化三(1846)

年に，阿蘭陀(出島)から献上されたガラス製品の包

装に緩衝材として詰められていたことに由来する。

よってシロツメクサ(白詰草)という。ヨーロッパ原

産，江戸時代に白詰草の種子が落ちて野生化したの

か，明治時代に家畜の飼料用の「牧草」として導入

されたものが野生化して，帰化植物となったのかわ

からない。この草は多年草のマメ科植物で栄養価が

高く，馬肥(ウマゴヤシ)，オランダゲンゲなどの異

名がある。幸福，幸運を呼ぶとされる四つ葉のク

ローパーは珍重される。

大正六(1917)年 5月，農商務省農務局は『和牛ニ

関スル調査』を公表した。全国の在来牛を 61種類

に分類し，原産地，歴史，現沿，外貌，用途，販路，

飼養管理及び産牛奨励施設を記載している。外国穏

と交配した改良和種のあった時代で，この書名の

「和牛」はそれ以外の在来牛とされ，江戸時代以前

の在来牛に近いものと考えられる。その中から，平

戸牛及び壱岐牛の大正時代の飼料部分を抜粋する。

I (平戸牛(在来牛)) 

主飼料ハ藁ニシテ一日量二貫五百匁(9.4kg)ヲ一

二寸 (3~6cm) ニ切リ熱湯ヲ注キテ能ク探ミ米糠一

升(1.8リットル)ヲ加へ一日三回分輿ス，時ニハ乾

草ヲ藁ノ三分ノ一量位加へ奥フ，又雑水ト唱へ庖厨

ノ残津ニ味噌少許ヲ加へ食後ニ奥フ。

毎年十月ヨリ翌年四月頃迄ハ舎飼シ他ハ長サ四

五間 (7~9m) ノ索ニテ繋牧シ日毎ニ場所ヲ変換ス

ルモノト全然放牧スノレモノトアリ。(I抜粋文」中

の( )は著者が注記した。)

(壱岐牛(在来牛)) 

飼料ノ種類分量及調理法， 藁(麦，稲)，青草，

乾草，甘藷，甘藷蔓，豆麦ノ秤皮，藁梓ハ七八分ニ

切リ秤類ヲ加へ熱湯ヲ注キテ撹梓シ米麦ノ糠ヲ調

味シ一日三回給奥シ其ノ日量一貫玉百匁内外トス，

青草期ニハ間食トシテ青草ヲ投奥シ又ハ草飼ト称

シ草生地ニ牽キ出シ自由ニ採食セシム。周年舎飼シ

夏季草生地ニ繋牧スノレコトアリ。j

平戸牛(在来牛)のところで， I放牧(放し飼い)Jと

「繋牧(繋ぎ飼し、)Jが分けて書いてある。このような

飼し、方が昭和 30年代まで続いていたと思われる。

一般に，畜産の専門用語で「飼養」と表現するも

のは以下のとおりの表現となる。

Cai， Cao， Couta [飼い，飼ふ，飼うた]

家畜，獣，鳥などを養い育てたり，それらに餌

を与える

例 Vmavxiuo co馬や牛に飼料を与える。

Vmani mameuo co馬や豆を与える。

4 牛の個体識別

牧の中で，牛の判別，個体識別はどのように行わ

れていたのだろうか。一般的には毛色，斑紋などで

識別は可能である。清少納言の『枕草子』には， I牛

はいと小さく白みたるが，腹の下，足，尾の筋など

はやがて白き」と記述される。当時の絵巻物を見れ

ば，平安時代から鎌倉時代までの牛の毛色，斑紋の
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一部を知ることができる。黒い色にも濃淡があるが，

黒系統のものを便宜的に黒牛とし，あか ・茶 ・褐色

系統の牛を，色に濃淡があるが，便宜的に黄牛とい

う表現を用いる。

『源氏物語絵巻』には黒牛，~伴大納言絵巻(絵詞)j)

及び『信貴山縁起』では背が白く見える黒牛。『年

中行事絵巻』には黄牛，黒牛，黒白斑牛が描かれる。

『紫式部日記絵詞』にはホルスタイン様の黒白斑牛，

四肢は白い。『長谷雄草紙』には背中から半分以上

が白，腹の下が黒い牛。『平治物語絵巻』では黄牛，

腹が白色の黒牛，簾毛の黄牛，黒白斑の牛，白斑の

ある黄牛などが描かれる。その他，~石山寺縁起J]，

『西行物語絵巻j)， ~一遍上人絵伝J]，~慕帰絵詞J]，~弘

法大師行状絵巻J]， ~春日権現験記』及び『北野天神

縁起』などで多種多様の毛色，斑紋(毛の模様)があ

り，これらによって牛個体の一部を識別したのであ

ろう。そして，角，旋毛(毛のつむじの巻き方)，鼻

紋，個体の大きさなどで，詳細に個体を識別するこ

とができる可能性はある。

毛色が同一，あるいは似通っている場合は，人為

的な識別をせざるを得ない場合が想定される。『令

義解』の「厩牧令」には焼印の規定があり ，I (牛を

判別するために， )駒(馬の子)，慣(牛の子)が二歳

に至れば，毎年九月，牧のある国司と牧の長は共に

牧に行きて官の字の(焼)印を牛馬の左の股の外に

印せよ。Jとされる。

阿東牧童こと寧直麿の『国牛十図』には実例が記

載されている。壱岐嶋牛たる筑紫牛はホルスタイン

様の斑紋のある黄牛で I印まちまちなり Jとあり ，

肥前国宇野御厨の貢牛たる「御厨牛」は簾毛の黄牛

で， I印 大文字に鞘絵自故今出川入道太政大臣家

被下此印云々或云，大文字にはあらず，散毛塁打に

鞘絵といふと云云」と記載されている。東京大学農

学生命科学図書館に所蔵しである藤貞幹本(~群書

類従』の元本)の絵を見ると，御厨牛の前脚右に「大

文字と鞠絵(巴)Jが描かれている。この時期，御厨

牛の焼印に西国寺家の家紋左三つ鞠絵(巴)があっ

たということは肥前国宇野御厨荘が西国寺領で

あったことを示すものである。そして，淡路牛には

「御厨の印J，遠江牛には「印し、ほりのなかにもの

あり J，越後牛にも「しるしJの字が見える。

さらに，筑紫牛には「耳じるしをきる」という

表現があり ，藤貞幹本の筑紫牛の絵を見ると，耳が

「印大文字に鞠絵」
街l厨牛

( r国牛十図」より右前脚部分を切り抜いたもの)

「耳印をきる」
筑紫牛

( r国牛十図j より右頭部分を切り抜いたもの)

欠け(切れ)ており，耳への刻印(耳刻)の可能性も

示唆される。

牛の個体識別がなされると，次に愛着がわき，名

前が名付けられる可能性がある。『駿牛絵詞』では

筑紫牛の「績丸，香象，小額，荒鳥，継木，松谷樹，

牛玉，下雌，小角，文字鳥，諸霊，頭上，武蔵野，

八幡未濃J，御厨牛の「引水，夏引(長黒)，横笛」

などが牛の名前として記録されている。すべてこと

い，牡牛と考えられるが，名前がどう読まれたかは

わからない。ちなみに， ~駿牛絵詞』によれば， 牛

の名前のはじまりは「仁明天皇の御宇承和十四

(847)年正月蔵人頭になり給ひて，おなじ二月春日

まつりの使いにたたれしに，公家よりびりゃうの
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御車に角白と申御牛をかけて下されけり。さればか

りの角白や，この国の牛の名のはじめにてはべら

む。」とされ， I角白」が最初の牛の名前と記録され

ている。

5 鼻ぐり，鼻輪(環)

古墳時代には馬の横輪ほど数多くはないものの，

牛の埴輪がいくつか発見されている。船宮古墳(兵

庫県朝来町， 5世紀後半)，梶 2号墳(大阪府守口市，

6世紀前半)及び羽子田遺跡(奈良県田原本町，同)

などである。牛型埴輪の姿は，現在の改良された姿

ではなく，小型(成牛でも 300kg程度)でスラリとし

ており，脚が長く，頚にコブ状の隆起と思われ，前

駆が高く，後駆が低くなっている。たぶん，牡牛で

あろう。

その中で特記すべきものが埴輪の鼻ぐり(鼻孔に

穴)らしいあとが発見されていることである。兵庫

県朝来町の船宮古墳で， 5世紀後半の日本最古の牛

形埴輸が出土している。奈良文化財研究所(奈良市)

の調査では，牛の鼻とロに当たる部分に，鼻ぐりら

しい跡がみられるとし、う。

7~8 世紀の奈良時代の『万葉集』においても牛が

出てくる。「蟹の歌j と呼ばれるものである。そこ

に牛の鼻縄が出てくる。

「押し照るや難波の小江に庭作り 隠りて

居る

葦蟹をおほきみ召すと 何せむに 吾を

召すらめや (中略)

東の中の御門ゆ参り来て命受くれば

馬にこそ紳掛く も の 牛 に こ そ 鼻縄は

くれ (中略)

この歌は牛の「鼻縄Jとされ，想像するに牛に鼻

ぐりがあり，それに縄がついており，縄の最末端は

結ぼれている鼻緒がついていたと思われる。牛飼が

縄を牽くと，牛はそれに従うようになっている。

しかし，鼻縄の先に鼻輪があった可能性も否定でき

ない。

しばらくすると，最末が結目のある鼻緒から環状

の鼻輪になったとされる説もある。

平安初期にできた『和名類家抄』には， I牛康」

を「和名波奈都良(中略)牛鼻輪也」とある。『和漢

三才図絵』では「鼻木を拳(和名牛乃波奈岐)Jとい

うとされる。

『日葡辞書(土井ら訳uには，牛の鼻制，鼻輪(鼻

蔓)に関する項目がある。

Fanaguri [鼻制] 鼻剰または Fanazuru(鼻蔓)とも

いい，むしろその方がまさる。

木か木蔦か，あるいは柳の枝か

で作った一種の輪であって，牛

の鼻孔に穴をあけて，そこにさ

し通すもの

Fanazuru【鼻蔓] 鼻剰と同じ (Fanazuriの間違いか)

一般には鼻制(鼻ぐり)と鼻蔓(鼻環)は異なるが，

当時間じ意味で使われた可能性がある。この鼻剰

(鼻蔓)が切れると， ~日:葡辞書(土井ら訳)j]には

IFanaqire vji [鼻切れ牛]つなぎ、止めていた鼻づら

の先端(鼻木のはまっている所)が切れた牛のよう

に，自由に勝手気ままにしている人(人の比喰)Jと

ある。

6 誰が牧で牛を飼ったのか

『日葡辞書(土井ら訳)j]には，牧で牛を飼う人々

が記録される。

Bocudo [牧童1 Vxicai Varaua (牛飼童) 牧の番を

する若者

Bo叫i【牧士1 Vxico votoco (牛飼う男) 牛や家畜

の牧人

清少納言の『枕草子』には， I牛飼いは大きにて，

髪あららかなるが，顔あかみて，かどかどしげなるj

と記述されたが，彼らは牛を飼い，牛車を操った

人々で，清少納言の好みは大柄で髪は荒々しく赤ら

顔で気の強そうなのがよいという。当時の牛飼童は

大人で、あっても子供の格好をして，乱暴者で自由奔

放な様子がいろいろな文書に記録がある。

『日本書紀』や『古事記』には，天皇が王子時代

に牛飼いになった例が記録されている。

顕宗天皇らが王子だ、った頃，父市辺押磐皇子(市

辺の押歯の王)が叔父の雄略天皇に殺されたために，

播磨国に逃れ，丹波小子と名を変えて身を隠した。

『古事記』の安康天皇の「市辺の押歯の王」の条

に「ここに市辺の王の主子たち，意祁の主，哀祁の

王二柱，この乱を聞かして，逃げ去りましき。かれ

山代の苅羽井に到りまして，御糠きこしめす時に，

面鯨ける老人来てそのみ線を奪ひき。ここにその二

柱の主， I棋は惜しまず，然れども汝は誰そ。」との

たまへば，答えて日さく。「我は山代の猪甘なり。」
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とまをしき。かれ玖須婆の前を逃れ渡りて，針聞の

国に至りまし。その国人名は志自牟が家に入りまし

て，身を隠して馬甘牛甘に役はえたまひき。」と

ある。

彼ら王子たちは縮見(志自牟)屯倉首のもとで，牛

飼い，馬飼いに使役されたとされる。「甘」は「飼・

養Jと同じで， Iかい」と読み，文字通り，牛飼い，

馬飼いである。この『古事記』には面蘇(顔に刺青)

のある老人の猪甘(猪飼い)も登場している。

その後，彼らは名を名乗って殺された方がよいか，

名を名乗らずに安穏と暮らした方がよいか，と聞か

れた。『日本書紀』には， I (顕宗)天皇日はく， I吾

は是去来穂別(履中)天皇の孫なり。市るに人に困み

事へて，牛馬を牧飼ふ。量名を顕して，害されむに

若かむや。」とのたまふ。」とされる。

ここには， I牛馬を牧飼ふ」ことから，牧で牛馬

は飼われていることを示している。縮見(志自牟)と

は美嚢郡志深里(兵庫県三木市志染町付近)と考え

られ， ~播磨国風土記』の塩阜同様にここにも牧が

あったことを示している。

天皇家の王子(後に弟弘計(哀祁)は顕宗天皇，兄

億計(意祁)は仁賢天皇となる。)さえもが牛飼いを

して身を隠したと書かれており，牛飼いの身分は相

対的に低かったものと思われる。

そして，弟弘計王(顕宗天皇)らは久米舞らしき舞

を舞って，それを見た播磨国の宰(地方長官)の来目

部小楯により彼ら王子たちは発見されたとされる。

後にこの兄弟は都に戻り天皇となる。この説話では，

「牧Jの①牛飼ひ，②牧(場)，③放牧，④郊外(町

はづれ)，⑤養ふ，⑥察る，⑦臨む，⑤使ふ，⑨治

る，⑮司どる，⑫っかさ(地方長官)，⑬臣などの要

素が入っており， I牧」を象徴する説話とも考えら

れる。

7 おわりに

古代の文献と『日葡辞書』などにより照らし合わ

せ，長崎の「牧」の一端を垣間見た。牧で育成され

た後，長崎の筑紫牛や御厨牛の牡牛は牛車を牽いた

り，荷物を運搬する牛に用いられ， IこといJ牛と

呼ばれている。牝牛は牧などで繁殖させつつ，型を

号|し、たり，運搬用に利用されたと恩われる。さらに

文献調査と現地調査を行うことにより，古代の「牧」

が明確になる可能性があり，今後の研究を待ちたい。
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