14.1 職務上の発明や知識・経験の課題-1

技術者倫理 第14回
第14章 技術者の財産的権利
第15章
技術者の国際関係

職務発明の対価
・研究者・技術者が発明⇒企業が利益を得る
＝発明者⇒対価はどの程度が妥当か？
・特許法(35条)
⇒従業員は，職務上の発明で特許を受ける権利
⇒権利を譲る場合は，｢相当の対価｣を受ける権利
・2005年以前は，抽象的な規定で，明確な基準なし
⇒青色LED裁判で，相当対価が社会的問題になる
⇒これを契機に特許法が改正⇒報償制度の充実
・研究開発者への突出した報償制度を設けると
⇒発明者以外の社員の不満，不協和音
・優れた研究開発者を厚遇しないと
⇒優れた発明，新しい事業が生まれない



教科書：技術者の倫理入門(第五版)
杉本泰治，高城重厚 著
富山県立大学 工学部
非常勤講師 竹内勝信
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14.1 職務上の発明や知識・経験の課題-2

14.2 青色発光ダイオード特許裁判-1

職務で得た知識・経験の利用
・研究者・技術者⇒転職後・退職後に利用
・企業から見ると⇒技術流出・機密漏えいの問題
・研究者・技術者⇒どこまで利用できるかという問題
・日本：これまでは，終身雇用を前提としてきたが
⇒最近は，雇用流動性が高くなってきている
⇒在職時の技術を元に起業するケースも増加
・退職後から年金受給までの期間⇒雇用延長(低賃金)
⇒どのように雇用(賃金)を確保するかが課題
・組織で得た知識や経験⇒どこまでが企業に帰属？
⇒どんな条件なら個人の裁量の範囲？
・青色LED裁判や
新潟鐵工所資料持ち出し事件で検討

2001年8月 カリフォルニア大学 中村修二教授
日亜化学工業を相手に訴訟を起こす
青色発光LED発明の相当対価＝200億円
対象＝特許2628404号｢窒化物を成長させる基本特許｣
＝ツーフロー装置と呼ばれる特許(404特許)
・高品位な窒化ｶﾞﾘｳﾑ膜⇒製造可能⇒青色LEDの製品化
⇒2014年 中村教授，ノーベル物理学賞を受賞
中村氏：訴訟の狙い
・青色LEDの開発を進めたインセンティブ(動機，誘因)
＝論文を書いていないと馬鹿にされた屈辱感
技術者も頑張れば金銭でも報われる社会に
子供が憧れる＝イチローは億単位の年収
イチロー並みの技術者がなぜ給料が安い？
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14.2 青色発光ダイオード特許裁判-2

14.2 青色発光ダイオード特許裁判-3

(1)裁判の争点
・一つ目：特許の所有権，業務範囲外で行われた
⇒自由発明として帰属は中村氏にあると主張
・二つ目：発明の対価，在職中に報奨金として2万円
⇒著しく不十分，20億円は必要(200億に修正)
(2)東京地裁判決(一審判決)
・一つ目：2002年9月の中間判決，特許権は会社に帰属
・二つ目：2004年4月 404特許の対価＝604億円と査定
中村氏の貢献度＝50％，中村氏に200億円を支払い
・日亜：中村氏の貢献度を過大評価，
他人や企業の貢献を無視した不当判決
⇒控訴(他社も賛同)
・研究者：概ね好意的，報酬が低すぎた

(3)高裁裁判(和解)とその後の動き
・2004年12月 東京高裁が和解案を提示
・2005年1月 日亜⇒中村氏へ，約8億4000万円で和解
内訳＝対価6億800万円＋遅延金2億4000万円
・高裁：職務発明の対価＝社員のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとして十分
同時に，企業の発展を可能とする額
発明への中村氏の貢献度＝5％，企業＝95％
※オリンパスや味の素の訴訟でも，個人5％の先例
・中村：納得できないが，弁護士の意見に従い和解
発明対価を巡る訴えは，後続者に引き継ぐ
・日亜：6億の対価は過大で納得不可だが
企業＝95％は高く評価
早期解決のため和解
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14.2 青色発光ダイオード特許裁判-4

14.2 青色発光ダイオード特許裁判-5

・中村氏の貢献度 一審では会社利益1208億×50％
⇒和解案では会社利益122億×5％へと大幅減
・それでも，和解に応じたのは，「和解条項の中で中
村教授が今後，日亜時代に得た知識を自由に研究に
使えることが明記されていた」
＝研究者・技術者にとっては極めて重要な和解内容

(4)裁判の背景と研究者・技術者の処遇
・裁判は中村氏と日亜の感情的なもつれから発生
1999年 中村氏が日亜を退職⇒10大学，5企業から誘い
2002年 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学教授，年棒22万ドル(日亜の2倍)
日亜⇒中村氏，退職金6000万円を用意
青色LEDの研究をしない誓約書を求める
中村氏⇒日亜の退職金，誓約書を拒否
日亜⇒中村氏，企業機密漏洩で訴えた
中村氏⇒日亜，対抗措置として特許で提訴
・好きなことをするには，障害を排除する必要がある
・日亜は好きなことをする大きな障害
・好きなことするために必要な行動
⇒障害となる日亜を提訴をした

その他の意見として
・和解せずに最高裁で勝負すればよかった
・発明対価の司法基準を示さないのは残念
・第三者に分かり難い和解で終了は残念
技術者倫理
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14.2 青色発光ダイオード特許裁判-6

14.2 青色発光ダイオード特許裁判-7

・中村氏 裁判前，特許は会社，相当対価＝20億円
・一審
判決，特許は会社，相当対価＝600億円
・産業界⇒金額に衝撃を受け，相当対価を真剣に検討
優秀な技術者を確保し，リスクを回避するため，
発明褒章制度の見直し，処遇改善を真剣に検討
・原因＝研究者の知的活動に対する評価が低すぎた
名誉の授与のみ，実利供与を疎かにした結果
・技術者を大事にしている 米国82％⇔日本48％
・技術者の転職回数 米国3回以上48％⇔日本ゼロ69％
・中村氏の裁判＝技術者全体の処遇に関わる重要問題
・優秀な技術者を集めないと
⇒技術競争に負ける
⇒報酬と処遇改善が必要

(5)相当対価
西村肇 一審での相当対価50％の妥当性を検証
・青色LEDを実現するために貢献した人物(3人)
＝発明者中村ら：事業化ﾘｰﾀﾞｰ小山：経営者小川ら
＝貢献度4：2：2＝50％：25％：25％
・発明者の中における中村の貢献度＝75～80％
⇒中村修二の青色LED貢献度＝50％×80％＝40％
中村氏の貢献度を一般よりも高くしている理由
・ライバルのことはライバルが知る
・ライバルから中村氏以外の名前を聞いたことがない
・発明は個人の力，育てるのは組織の力
・事業に不可欠な(ひらめき,ﾋﾞｼﾞｮﾝ,決断)
＝意思は優れた個人(中村氏)が成しえる
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14.2 青色発光ダイオード特許裁判-8

14.3 新潟鐵工所資料持ち出し事件-1

(6)ノーベル賞の評価
2014年 ノーベル物理学賞，次の3名が受賞
赤崎勇教授，天野浩教授，中村修二教授
「効率的な青色発光ダイオードを発明し、
明るく省エネルギーな白色光源を可能とした」
1980年代 赤崎・天野(子弟関係)，豊田合成と組む
1989年 窒化ガリウムによる青色LEDを開発
1993年 日亜の中村氏が同じ原料の研究で急追
量産化に成功⇒青色LEDを製品化して販売
1996年 日亜⇒豊田合成を特許侵害で提訴
1997年 豊田合成⇒日亜を特許侵害で提訴
2000年 日亜側勝訴の判決
2002年 特許の相互利用で合意(和解)



技術者倫理
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新潟鉄工資料持ち出し事件
1982年 CADシステムを開発した部長代理と課長
⇒会社の方針に不満，退職して新会社設立の計画
⇒自分達が開発したCADの資料をコピーして持ち出す
・新潟鐵工所⇒関係者を業務上横領として告訴
会社が従業員に作成させた著作物⇒会社のもの
・被告側 会社名で公表されていない⇒自分達のもの
・裁判所 仮に公表する場合は会社名⇒会社のもの
コピーのため資料の持ち出し＝横領に相当
・判決 部長代理ら懲役2.5年～1年，執行猶予3～2年
CADは自分達で作成可能⇒産業スパイと異なる
新CADまでの繋ぎ⇒情状酌量の余地
判決は，有形の設計書＝会社のものだが
頭にあるもの＝技術者のものという考え

11

技術者倫理

第14回 技術者の財産的権利

12

2

14.4 特許，営業秘密など知的財産の話題-1

14.4 特許，営業秘密など知的財産の話題-2

知的財産権
2002年 知的財産基本法が制定，知的財産権が定着
「知的財産に関して法令により定められた権利または
法律上保護される利益に係る権利をいう」法2条2項
例）著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権･･･
詳細は，教科書P218の表14.1を参照
国際間の条約
1883年 パリ条約＝工業所有権に関するもの
1979年に修正され今日に至る
1886年 ベルヌ条約＝文学や美術などの著作物の保護
日本は1899年に加入
1952年 万国著作権条約，
©マークによる著作物の保護
日本は1956年に加入，1971年改正
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知的財産の性格
特許権が成立する過程(手続きの逆順)
・P1特許権←P2査定前←P3出願公開← P4出願未公開
←P5出願準備←P6出願前←P7発明
←P8研究中←P9アイディア
P1～P4＝公開または公開予定の状態
P5～P9＝秘密のノウハウの状態
・企業＝新規の知識をすべて特許出願しない
特許＝公開され秘密のノウハウでなくなる危険
重要部分＝秘密のノウハウとして留保して使用
・知的財産＝特許権，著作権などの法定の権利部分と
＋秘密のノウハウ部分がある
・発明対価の係争＝法定の権利部分が対象
＝秘密のノウハウ部分は別問題
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14.4 特許，営業秘密など知的財産の話題-3

14.4 特許，営業秘密など知的財産の話題-3

技術流出・営業秘密保護
2014年 経済産業省，技術流出・営業秘密の保護強化
大型の技術流出事例が顕在化⇒危機感を募らせる

・特許制度の環境変化⇒｢技術の秘匿化｣が重視される
・権利化と秘匿化をどのようにバランスするかが課題
・全てが特許化⇒中村氏に秘密保持を求める必要なし
・特許化＝情報公開⇒知的財産保護には万能ではない
・特許以外の部分⇒発明者のもの⇒重視する必要
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14.4 特許，営業秘密など知的財産の話題-3
特許係争の課題
権利を主張し確保するのは容易ではない＝困難
・第１点 企業：人やお金が豊富で，経費計上が可能
発明者：人やお金が不足
・第２点 企業：経営者団体や産業界の支援あり
発明者：支援が期待できない，
・第３点 訴訟は法律家が支配し，中立とは言い難い
技術者の思惑とは一致しない場合が多い
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14.5 第14章まとめ
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第14回 技術者の財産的権利

技術者が，専門とする科学技術を職業に生か
すところまでは，通常の努力で可能でも，財
産的権利を守り，その果実を手にするには，
法律・経済・金融など社会の他の領域との関
わりに対処する努力を必要とする。
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15.1 国際間の地域統合-EUを例に-1
欧州連合EUの生い立ち⇒｢世界は動く｣ことを実感させる
また，人々の対人関係，信頼関係，モラル問題でもある
 欧州連合(EU)
1950年5月9日 仏外相：ロベルト・シューマン
シューマン宣言と言われる経済統合の構想を発表
(毎年5月9日はヨーロッパデーとして祝う)
欧州統合の父＝仏計画庁長官：ジャン・モネが起草
次のことを出来るだけ短期間に確報する
①生産の近代化と品質の向上
②仏，独及び参加国へ同一条件での石炭と鉄鋼の供給
③他の諸国に対する輸出の，共同による振興
④労働者の性格条件の均一化と改善
1951年 欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)設立
⇒1967年経済共同体(EC)⇒1992年連合(EU)

技術者倫理 第14回
第15章 技術者の国際関係

教科書：技術者の倫理入門(第五版)
杉本泰治，高城重厚 著
富山県立大学 工学部
非常勤講師 竹内勝信
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15.1 国際間の地域統合-EUを例に-3
・1989年 ベルリンの壁崩壊⇒1991年 ソ連の崩壊
⇒一発の銃弾も飛ばないまま冷戦終了
・2004年 中東欧など10カ国⇒ＥＵ加盟25カ国体制
ブリュッセルに本部，行政執行＝欧州委員会
 EUの法制
規則：直接に加盟国や市民を規制する
指令：加盟国に立法措置を命じる
ex)PL法は当時のECの指令で加盟各国で制定
・フランスで適用される法令
政府独自の方針や仏国会のみに基づくものは激減
2002年現在 EUの規則と指令に基づく国内法≒７割
・1975年〜 川や湖などの水質
各国や自治体ではなく欧州委員会が規制
⇒ＥＵのどこでも蛇口をひねれば水がでる
技術者倫理
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第15回 技術者の国際関係

技術者倫理

第15回 技術者の国際関係

15.1 国際間の地域統合-EUを例に-4

15.1 国際間の地域統合-EUを例に-5

言語の課題
EU：経済統合するが，言語は統一しない
公文書は全て公用語に翻訳される
当初9ヶ国語⇒11⇒2004年 20ヶ国語
2007年現在 加盟国＝27カ国，22ヶ国語に翻訳
実際のEU機関の会議や打合せは仏語か英語
1995年 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ，ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ，ｵｰｽﾄﾘｱ加盟し英語が優勢
 EUの連帯
2008年 アイルランドでリスボン条約の批准が否決
∵EUの政治統合で小国の声が埋没しかねない
⇒EU新体制が暗礁？⇒現ﾆｰｽ条約体制でも十分に機能
2010年 ギリシャ，スペイン等で債務危機
2015年 ｷﾞﾘｼｬでは国民投票で財政緊縮策の受入を否決
⇒ﾄﾞｲﾂ,ﾌﾗﾝｽがｷﾞﾘｼｬと妥協点を探り支援⇒危機回避
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連帯，宗教の壁越えて
・2015年1月7日 シャルリー・エブド襲撃事件
パリの週刊風刺新聞『シャルリー・エブド』にイス
ラム過激派テロリストが乱入し、編集長、風刺漫画家、
コラムニスト、警察官ら合わせて12人を殺害＋逃走し
た犯人が立てこもりさらに5人が犠牲＝合計17人が死亡
・2015年1月11日 フランス各地でテロへの抗議活動
テロリズムに抗議し、表現の自由を訴えるデモがパ
リ中心部の共和国広場を起点とする大行進となる
仏,独,英,西,ｳｸﾗｲﾅ,ﾛｼｱ,ｽﾗｴﾙ,ﾊﾟﾚｽﾁﾅの首脳も参加
容疑者に射殺された警察官(イスラム教徒)の弟
イスラム教徒と過激主義者は違う
差別やｲｽﾗﾑ嫌悪に向かわないで欲しい
・EUでは，国と国が信頼で結ばれている
・アジアでは，地域統合はありうるか？

技術者倫理

第15回 技術者の国際関係

24

4

15.2 多国間･二国間の協定-1

15.2 多国間･二国間の協定-2

WTO(世界貿易機関)
1944年 連合国44カ国，IMF，現世界銀行と並び
GATT(関税及び貿易に関する一般協定)を創設
自由貿易：初め関税率下げ⇒後に非関税障壁へ
1967年 GATTで非関税障壁として規格が問題に
日本ではJISなど⇒国際規格との整合を迫られる
1994年 GATT⇒WTO(世界貿易機構)へ
サービス，知的所有権も対象に，紛争解決を強化
1995年 WTO/TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)
GATS(サービス貿易に関する一般協定)
サービス＝専門職業サービスが含まれる
専門職＝弁護士,会計士,建築士,
技術士,医師者など
⇒技術者の流動化が促進された
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FTA，EPA，TPP
WTO：加盟国が増加し交渉が難航，
2015年7月で161の国･地域
FTA(自由貿易協定)
・特定の国や地域の自由貿易に関する二国間協定
・ 柔軟，迅速だが，FTAが増え過ぎると，WTOの障壁となる
EPA(経済連携協定) 2018年7月⇒日本とEUで合意･署名
・貿易以外の分野も含めた包括的な協定＝経済連携協定
・専門職サービスの流動化は，二国間のEPAによって実現
・インドネシア看護士，介護福祉士の受け入れはEPA
TPP11(環太平洋戦略的経済連携協定)18年6月承認⇒年内発効
・日本＋アジア＋加，豪州など11カ国，米トランプ離脱×？
・物品の関税，非関税分野や新しい貿易課題
・アジア太平洋における包括的な経済連携協定

技術者倫理
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15.2 多国間･二国間の協定-3

15.3 国際規格-1

ASEAN(東南アジア諸国連合)
ベトナム戦争(1960〜73年)を背景として，地域協力の機運
・1967年 当初5カ国で発足，その後5カ国増えて10カ国に
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,ﾏﾚｰｼｱ,ﾌｨﾘﾋﾟﾝ,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ,ﾀｲ
・84〜99年 ＋ﾌﾞﾙﾈｲ,ﾍﾞﾄﾅﾑ,ﾗｵｽ,ﾐｬﾝﾏｰ,ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
・域内における政治,経済,社会,文化,諸問題の解決が目的
 APEC(アジア太平洋経済協力会議)
1989年 日本,韓国,米国,ｶﾅﾀﾞ,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ,ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
＋ASEAN6カ国でスタート
1998年 ﾍﾟﾙｰ,ﾛｼｱ,ﾍﾞﾄﾅﾑを加え21カ国･地域
・太平洋の両岸の諸国を経済的に結びつける目的
・メンバーを法的に拘束しない，
・緩やかな政府間協力の枠組み
・他よりも先進的な取り組みが可能
⇒APECエンジニア制度など(実効性？)

国際規格＝計量,ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの整合性，製品の標準化から
⇒今や，安全･安心，競争力の強化，貿易促進
企業の存続，国の繁栄をかけた戦場
①デジュール規格(標準)
公的標準：ISO，IEC(電気)，ITU-T(通信)で公開作成
日本＝日本工業標準調査会(JISC)
②デファクト規格(標準)
事実上の標準＝厳しい市場競争の結果
例）VHSとベータ，パソコンのCPU＝Intel
③フォーラム規格(標準)
いくつかの企業や団体が自主的に作成した規格
W3C，IEEE，ASME，ASTM-international
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関係，通信，
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱなど先端技術関連で多い
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15.3 国際規格-2

15.3 国際規格-3

貿易と標準化
1995年 WTO/TBT協定
⇒国内規格＝国際規格に整合
⇒世界市場で国際規格の重要性が飛躍的に高まる
・欧州＝一国一票性の優位を生かした戦略を進める
・米国＝製品開発力でﾃﾞｼﾞｭｰﾙ標準の強みを生かしつつ
幹事国を多く引き受ける戦略を進める
・中国・韓国＝積極的に幹事国の機会を逃さない戦略
・日本＝経済産業省が主導？
①戦略重点分野の特定，②全体ｼｽﾃﾑ思考の導入，
③標準化を経営の柱，④標準がない分野の市場創出
 低調な日本の国際標準提案
・導入期間が長く，積極的に提案する意識が低い
・国内の同業企業の調整に時間が掛かり出遅れる
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マネジメント規格
・主なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ規格＝ISO9000(品質)〜ISO31000(ﾘｽｸ)
・供給者がﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾏﾆｭｱﾙ作成⇒内部監査⇒外部認証
・ﾏﾆｭｱﾙ通りにやったかを外部からも確認する仕組み
・購入者と供給者の信頼⇒規格で確認する時代に変化
 安全に関する国際規格
・2003年 機械安全規格(ISO12100郡)の発行
機械の安全について標準化が進む
・日本では任意規格だが，欧州では強制規格＝EN規格
 Guide50子どもの安全
・幼児子どもが曝されているハザード，環境など
子どもの安全性向上のための指針
国際標準＝製品技術に関する国際化＋
企業の生き残りや国の繁栄の戦いの場！
技術者倫理
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5

15.4 国際化時代のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ-1

15.4 国際化時代のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ-2

技術者など本人の英語能力
・理工系学部：明治期に西洋をモデルに教育制度
・初めはドイツ語，戦後は英語で専門科目の教育
・ｶﾀｺﾄでも英語で対話可能⇒理工系学部教育の長所
 明石 康氏(元国連事務次長)に聞く
・グローバル化⇒人，物，金，アイディアも国際化
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄが世界に普及⇒コミュニケーションも国際化
・国連の外交官＝お国訛りの英語で堂々と喋る
・英語は思想表現の手段，通訳を入れるのは非効率的
・訛りあっても良い，むしろ，あった方が良い
・使える英語
＝外国人と色々な問題について話し合う
＝そこで恥をかきながら覚えるしかない
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日本語による国際情報の理解
日本人が国際情報を利用するには，次の両方が必要
・国際共通語の英語で理解する
・母語の日本語で理解する
英語のできる人が英語で理解するだけではダメ
多くの日本人が日本語で理解する必要がある
ISO規格やIAEA報告書も，日本語にすることで有効利用
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15.5 むすび-曾木発電所遺構のこと

第15回 技術者の国際関係

野口遵(したがう)の事業
1873-1944年 石川県金沢市生まれ
日本窒素肥料が中核の日窒ｺﾝﾂｪﾙﾝを一代で築く
｢電気化学工業の父｣や｢朝鮮半島の事業王｣
チッソの他にも、旭化成、積水化学工業、
積水ハウス、信越化学工業の実質的な創業者
1906年 曾木電気を設立，曾木発電所を開く
1907年 日本ｶｰﾊﾞｲﾄ商会を設立，水俣でｶｰﾊﾞｲﾄを製造
1908年 曾木電気＋日本ｶｰﾊﾞｲﾄ商会⇒日本窒素肥料を設立
1924年 朝鮮半島に進出し，化学工場・水力発電所を建設
1940年 京城府(ソウル)で脳溢血で倒れ，実業界から引退
1941年 化学と朝鮮への恩返しに私財寄付
⇒野口研究所，朝鮮奨学会を設立
現在も自主財源のもとに運営



33

日時：令和4年8月2日(火)10:40～12:10
場所：F101講義室
内容：Ⅰ.教科書のキーワードに関する問題
各章まとめ:2問
30問×1点＝30点
Ⅱ.技術士第一次試験に関する問題
適性科目
15問×1点＝15点
Ⅲ.事件･事故のキーワードに関する問題
教科書記載のもの 5問×1点＝ 5点
合 計＝50点
第14回 技術者の財産的権利と国際関係

技術者倫理

第15回 技術者の国際関係
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成績評価方法

期末試験の予告

技術者倫理
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15.5 むすび-曾木発電所遺構のこと

高城重厚(たきしげあつ)の業績(著者の1人)
 遺構の再発見
・高城重厚 1937-2006年 熊本県大口市生まれ
大口市＝川内川の中流域の川内平野の中心
東洋のナイアガラ＝曾木の滝(幅210ｍ高さ12ｍ)
曾木の滝の下流で曽木発電所の遺構を再発見
保存を提唱⇒ 1999年県議会⇒05保存工事⇒
⇒2006年 国の登録有形文化財に指定
現在，曾木の滝と共に観光スポットとなっている
 科学技術の正と負の歴史
・技術が社会に及ぼす影響は，正も負も拡大傾向
・水俣病が大きな社会問題となる
・曾木発電所から，日本の化学工業の
正と負の歴史が始まった⇒後世に伝える
技術者倫理
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平常点(出席，授業態度) ＝30点
課題レポート(4回分)
＝20点
 期末試験(第15回に実施) ＝50点
合計＝100点
 総合評価
Ｓ
90点以上
Ａ
80点以上90点未満
Ｂ
70点以上80点未満
Ｃ
60点以上70点未満
不可 60点未満
欠席,遅刻,早退,課題未提出は不可の可能性大
病気や合理的な理由がある場合は，考慮する



技術者倫理

第14回 技術者の財産的権利と国際関係

36

6

