別添 １

第９回 気象サイエンスカフェ東北企画書（案）
平成 30 年６月 11 日
日本気象学会
東北支部
日本気象予報士会 東北支部

１． 目的
日本気象学会東北支部及び日本気象予報士会東北支部では、気象知識の普
及・啓発活動の一環として、気象サイエンスカフェ東北を開催する。
気象サイエンスカフェ東北は、専門家から非専門家への講義・教育ではなく、
むしろそうした境界をなくして、対等の立場で議論し、相互に刺激しあうこと
を目的とする。
２． 概要
サイエンスカフェでは、カフェのような雰囲気の中で科学を語り合うところ
で、リラックスして議論を楽しみ、科学に関する知識を増やし、理解を深める。
大まかな流れは、はじめに話題提供者が 30 分ほど講演し、その後、各テーブ
ルで 30 分程度、話題に対する疑問や質問、考えたことについてお茶を飲みなが
ら話し合う。最後にテーブルごとに出た話題や質問を大まかにまとめて発表し、
話題提供者・専門家が回答・コメントを述べる。
３． 主催： 日本気象学会東北支部
日本気象予報士会東北支部
共催（予定）
： 日本気象協会東北支社
仙台管区気象台
４． 開催日時： 2018 年 7 月 15 日（日） 時間帯は未定（２時間程度）
５． 開催場所：東北大学川内北キャンパス（教室名等は未定）
（
「学都仙台サイエンスデイ 2018」における実施）
６． 対象：科学に興味を持つ一般市民
７． 内容：
「地球温暖化あれこれ」
前の冬（昨年 12 月～今年 2 月）の日本の天候は、全国的に強い寒気が流れ込
んだことで気温は低くなり、それまでの最低気温記録を更新した地点もありま
した。地球温暖化という言葉が現れ始めてから、すでに 30 年以上が経過してい
ますが、温暖化でも寒くなることがあるのでしょうか？
北半球の温帯気候に位置する四季に富んだ日本では、悪いことばかり考えが
ちな地球温暖化ですが、それも単なる一変化と考えれば、デメリットだけでは
ないかもしれません。みなさんでお茶でも飲みながら、地球で生活し続けてい
くための知恵について、いろいろな話をしてみませんか？
話題提供：上原浩之 氏（仙台管区気象台気象防災部気候変動・海洋情報調整官）
※司会：未定
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௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢ᪉ἲ࡛ཧຍ㈝➼ࢆ⣡ධࡋ࡚ୗࡉ

ཧຍ㈝㸪᠓ぶ㈝

࠸㸬ົ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵ㸪࡞ࡿࡃ࢜ࣥࣛࣥ㸦

ཧຍ㈝

࢙࢘ࣈࢧࢺ㸧ࡼࡿ๓Ⓩ㘓ࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸㸬

࣭ཧຍ㈝㸦㣗௦➼ࡣྵࡲࢀࡲࡏࢇ㸪ᾘ㈝⛯㎸㸧ࡣ
௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ㸬

 ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿ⏦㎸
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 㸦᪥ᮏ㛫㸧ࡲ࡛

ཧຍ㈝

࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ཧຍⓏ㘓ࡋ㸪ཧຍ㈝ࢆᡶ࠸㎸ࢇ

✀ู

๓⣡

ᙜ᪥

࡛ୗࡉ࠸㸦ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻỴ῭ࡢࡳ㸧
㸬ᮇ᪥ࡲ࡛

ㅮ₇⪅ $

 

㸫

ཧຍ㈝ࡢᡶ࠸㎸ࡳࡀ῭ࡲࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ཧຍⓏ㘓

ㅮ₇⪅ %

 

㸫

ࡣ↓ຠ࡞ࡾࡲࡍ㸬

⫈ㅮ⪅ $

 

 

⫈ㅮ⪅ %

 

 

࡛ࡣ㸪๓㒑㏦࡛ཧຍ⚊ෆ
Ꮚࢆᒆࡅࡿணᐃ࡛ࡍ㸦ϳ㸬ᐇ⾜ጤဨࡽࡢ

࣭ㅮ₇⪅ࡢ✀ู㸸

࠾▱ࡽࡏ㸧
㸬Ⓩ㘓ࡢ㝿ࡣ㸪㒑㏦≀ࢆཷࡅྲྀࡿࡇࡀ

  ㅮ₇⪅ $㸸◊✲ᶵ㛵࣭Ꮫᡤᒓࡍࡿㅮ₇⪅㸦ࡓ

ฟ᮶ࡿఫᡤ㸦ᚲせ࡞ሙྜࡣ㒊⨫ྡࡲ࡛㸧ࢆグධࡋ࡚

ࡔࡋ㸪Ꮫ㒊⏕࣭㝔⏕ࡣ㝖ࡃ㸧

ࡃࡔࡉ࠸㸬

  ㅮ₇⪅ % 㸸ㅮ₇⪅ $ ヱᙜࡋ࡞࠸ㅮ₇⪅



࣭⫈ㅮ⪅ࡢ✀ู㸸

 㒑౽᭰ࡼࡿ⏦㎸᪉ἲ࠙ົ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵ㸪
࡞ࡿࡃ࢜ࣥࣛࣥ⏦㎸ࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸ࠚ
࣭ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࡲ࡛㸪㒑౽࡛᭰ཧຍ

  ⫈ㅮ⪅ $ 㸸Ẽ㇟Ꮫဨࡢ⫈ㅮ⪅
  ⫈ㅮ⪅ % 㸸Ẽ㇟Ꮫဨ௨እࡢ⫈ㅮ⪅
࣭ㅮ₇௳ᩘࡀ  ௳ࡢሙྜࡶཧຍ㈝ࡣኚࢃࡾࡲࡏࢇ
㸦ㅮ

㈝ࢆᡶ࠸㎸ࢇ࡛ୗࡉ࠸㸬
㸫ཱྀᗙ␒ྕࡣࠕࠖ㸪

₇௳ᩘࡼࡿຍ⟬ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧
࣭Ẽ㇟Ꮫဨ࡛࡞࠸᪉ࡢㅮ₇Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕϫ㸬

ຍධ⪅ྡࡣࠕ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ࡛ࠖࡍ㸬

㠀ဨ㸪ᅋయဨࡢㅮ₇ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ࡋ

㸫ࠕ㏻ಙḍࠖ௨ୗࡢ㡯┠ࢆグධࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬

࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬

ձࠕ ᖺᗘ⛅Ꮨཧຍ⏦㎸ࠖ᫂グ



ղဨ␒ྕ㸦㠀ဨࡢሙྜࡣࠕ㠀ဨࠖ᫂グ㸧

᠓ぶ㈝

ճཧຍ✀ู㸦⫈ㅮ⪅ $ ࡲࡓࡣ⫈ㅮ⪅ %㸧

࣭᠓ぶ㈝㸦ᾘ㈝⛯㎸㸧ࡣ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ㸬ୡ

մཧຍ㈝㔠㢠

௦ࢆၥࢃࡎከࡃࡢ᪉ࠎཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁὶࢆ

յ᠓ぶ㈝㔠㢠

῝ࡵࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍ㸬

նྜィ㔠㢠

᠓ぶ㈝

㸫ࠕᡶ㎸ேఫᡤẶྡࠖࡢḍ㸪ఫᡤ࣭Ặྡ㸦₎Ꮠ㸪

✀ู

๓⣡

ᙜ᪥

ࡩࡾࡀ࡞㸪࣮࣐ࣟᏐ㸧
࣭㟁ヰ␒ྕࢆࡶࢀ࡞ࡃグධ

୍⯡

 

 

Ꮫ⏕

 

 

ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬
㸫ᡶ㎸ᩱ㔠ࡣᮏே㈇ᢸ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸬
㸫࡛ࡣ㸪๓㒑㏦࡛ཧຍ⚊
ෆᏊࢆᒆࡅࡿணᐃ࡛ࡍ㸦ϳ㸬ᐇ⾜ጤဨ
ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏࢆཧ↷㸧㸬ୖグࡢఫᡤグධࡢ㝿
ࡣ㸪㒑㏦≀ࢆཷࡅྲྀࡿࡇࡀฟ᮶ࡿఫᡤ㸦ᚲせ
࡞ሙྜࡣ㒊⨫ྡࡲ࡛㸧ࢆグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬

 ᙜ᪥ሙ࡛⏦㎸
ᙜ᪥ሙ࡛ཧຍⓏ㘓ࢆࡋ࡚㸪ཧຍ㈝ࢆ⌧㔠࡛ᨭᡶ

࣭᠓ぶ㈝ࡣ࢜ࣥࣛࣥࡶࡋࡃࡣ㒑౽࡛᭰ཧຍ㈝
ྠ๓⣡ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡍ㸬๓⣡ᩱ㔠ࡣᙜ
᪥ᩱ㔠ẚ࡚Ᏻ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ྍ⬟࡞
㝈ࡾ๓⣡ࡍࡿࡼ࠺ᚚ༠ຊࢆࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸬
ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡣ୍⯡ẚ࡚Ᏻᩱ㔠࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࡢ࡛✚ᴟⓗࡈཧຍࡃࡔࡉ࠸㸬ᮇ᪥ࡲ࡛
᠓ぶ㈝ࡢᡶ࠸㎸ࡳࡀ῭ࡲࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪๓⣡
ࡼࡿཧຍⓏ㘓ࡣ↓ຠ࡞ࡾࡲࡍ㸬ᙜ᪥ᩱ㔠ࡣ๓

⣡ẚ࡚㧗࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពୗࡉ࠸㸬


࣭ཧຍ㈝࣭᠓ぶ㈝ࡢ✀ูࡣ㸪ᨭᡶ࠸Ⅼ࡛ࡢᡤᒓ



ࡼࡗุ࡚᩿ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬୍᪦ᨭᡶࢃࢀࡓ࠶ࡢ

ࡑࡢ

ᡤᒓኚ᭦࡞ࡼࡿ✀ูࡢኚ᭦ࡣ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇ

୍࣭᪦ᨭᡶࢃࢀࡓཧຍ㈝࣭᠓ぶ㈝ࡣ㏉༷࠸ࡓࡋࡲ

㸦㏣ຍࡢᨭᡶ࠸ㄳồࡸᕪ㢠ࡢᡶ࠸ᡠࡋ࡞ࡣ⾜࠸

ࡏࢇ㸬

ࡲࡏࢇ㸧㸬



Ϫ㸬ண✏ཎ✏సᡂせ㡿

㸨ࢆࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸㸬ㅮ₇㢟┠ࡽᮏᩥࡲ࡛ࡢ㛫㝸ࡣ

ཎ✏ࢧࢬ࣭ᯛᩘ
 ௳࠶ࡓࡾ $ ุ  ᯛࡋࡲࡍ㸬

㹼PP ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬ᮏᩥࡣཎ๎ࡋ࡚  ẁ⤌

࢙࢘ࣈࢧࢺ㸪ண✏ཎ✏ࡢ᥎ዡࢸࣥࣉ

㸦ᕥ༙ศЍྑ༙ศ㸧ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬

࣮ࣞࢺ㸦06:25'㸧ࢆ⏝ពࡋࡲࡋࡓ㸬
ࡈ⏝ୗࡉ࠸㸬



ⴭసᶒ
ண✏㞟ᥖ㍕ࡉࢀࡓᩥ❶࠾ࡼࡧᅗ⾲ࡢⴭసᶒࡣ

సᡂ᪉ἲ
ࣇࣝᙧᘧࡣ 3')㸦ᐜ㔞ࡢୖ㝈ࡣ㸯0%㸧ࡋࡲ

㸦බ♫㸧᪥ᮏẼ㇟Ꮫᖐᒓࡋࡲࡍ㸬


ࡍ㸬

༳ๅ
ཎ✏ࡣ % ࢧࢬ⦰ᑠࡉࢀ࡚ⓑ㯮࡛ࢲࣞࢡࢺ
〇∧ࡉࢀࡲࡍ㸬㝵ㄪࡢ࠶ࡿ┿ࡸᅗࡣ㸪᫂░ᗘࡀⴠ
ࡕࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛సᡂࡣࡈὀពࡃࡔࡉ࠸㸬

≉㸪࣮࢝ࣛࡢ┿ࡸᅗࡣ᫂░ᗘࡀᴟ➃ⴠࡕࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ணࡵࡈᢎ▱࠾ࡁୗࡉ࠸㸬

㓄⨨㸦ᅗཧ↷㸧
グ㍕⠊ᅖࡣ⦪ PPᶓ PP ௨ෆࡋ㸪ୖ㒊
ࡣ PP ࡢవⓑࢆࡗ࡚ୗࡉ࠸㸬᭱ୖẁㅮ₇㢟
┠㸪ࡑࡢୗⴭ⪅ᡤᒓࢆ᭩ࡁ㸪ᮏᩥࢆࡑࡢୗࡘ


ᅗ㸸$ ุ⏝⣬ࡼࡿண✏ཎ✏ࡢసᡂせ㡿

ࡅ࡚ୗࡉ࠸㸬ⴭ⪅ࡀ」ᩘࡢሙྜࡣㅮ₇⪅ࡢᕥ⫪



ϫ㸬◊✲Ⓨ⾲せ㡿

㸬Ⓨ⾲ࡢ✀㢮

ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪 ௳ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆ⏦ࡋ㎸ࡲࢀࡓሙྜ㸪

 ㅮ₇᪉ἲࡣ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸦ᑓ㛛ศ⛉ࢆྵࡴ㸧

ᕼᮃ㏻ࡾࡢࢭࢵࢩࣙࣥ⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡀฟ᮶࡞࠸ሙ

࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢ  ✀㢮ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬

ྜࡀ࠶ࡿࡇࢆࡈᢎࡃࡔࡉ࠸㸬





㸬Ⓨ⾲௳ᩘࡢไ㝈

㸬ㅮ₇᪉ἲࡢ㑅ᢥࡘ࠸࡚

  ㅮ₇⪅࠶ࡓࡾࡢⓎ⾲௳ᩘࡣ  ௳௨ෆࡋࡲࡍ㸬

 ㅮ₇᪉ἲ㸦ཱྀ㢌㸭࣏ࢫࢱ࣮㸧ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣㅮ₇

ࡓࡔࡋෆᐜࡀࡰྠ୍ぢ࡞ࡉࢀࡿࢸ࣮࣐࡛ࡢ  ௳

⏦㎸㑅ᢥ࡛ࡁࡲࡍࡀ㸪⏦㎸௳ᩘࡸሙࡢ㒔ྜ➼

ࡢⓎ⾲ࡣㄆࡵࡽࢀࡲࡏࢇ㸬ࡇࡢไ㝈ゐࡍࡿ⏦㎸

ࡼࡾᕼᮃ㏻ࡾ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡇࢆணࡵࡈ

ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ㸪ㅮ₇⏬ጤဨࡀ㐺ษᑐᛂࡋ

ᢎୗࡉ࠸㸬࡞࠾㸪ㅮ₇⏦㎸ㅮ₇᪉ἲࡢᕼᮃࡀ

࡞࠸ሙྜࡣ㸪ㅮ₇⏬ጤဨࡢ㔞࡛ࡾศࡅࢆ⾜

㸬ㅮ₇࠾ࡅࡿᶵჾࡢ⏝ࡘ࠸࡚

࠸ࡲࡍ㸬

ཱྀ࣭㢌Ⓨ⾲㸦ᑓ㛛ศ⛉ࢆྵࡴ㸧ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪



3& ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡀ⏝࡛ࡁࡲࡍ㸬ࡑࢀ௨እࡢᶵ

㸬ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢᴫせ

ჾࡣ⏝࡛ࡁࡲࡏࢇ㸬

 ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢㅮ₇㛫ࡣ࡚ྠ୍ࡋࡲࡍ㸬 ௳࠶

࣭3& ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣ㸪௨ୗࡢⅬ

ࡓࡾࡢㅮ₇㛫ࡣ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲㓄ศࡉࢀࡓ㛫ࡢ⥲

␃ពࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬

ィࢆ⏦㎸௳ᩘ࡛ࡗࡓࡶࡢࢆ┠Ᏻࡋ࡚ㅮ₇⏬ጤ

㸫ࣃࢯࢥࣥࡣྛ⮬࡛ࡈ‽ഛୗࡉ࠸㸬ሙࡣࣉࣟ

ဨࡀỴᐃࡋ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛᥖ㍕ࡋࡲࡍ㸬

ࢪ࢙ࢡࢱ࣮㸪9*$ ࢣ࣮ࣈࣝཬࡧ +'0,9*$ ኚ



ࢲࣉࢱࢆ‽ഛࡋࡲࡍ㸬9*$㸦࣑ࢽ 'VXE

㸬ᑓ㛛ศ⛉ࡢᴫせ

ࣆࣥ㸧
㸪࠶ࡿ࠸ࡣ +'0,㸦ࣇࣝࢧࢬ㸧ࢥࢿࢡࢱ

࣭ᑓ㛛ศ⛉ࡢྛㅮ₇ࡢㅮ₇㛫ࡣୡヰேࡀỴᐃࡋ㸪

ࢆഛࡋࡓ 3& ࡀ⏝࡛ࡁࡲࡍ㸬
㸫ࢭࢵࢩࣙࣥ㛤ጞ๓ࡢఇ᠁㛫࡞ࢆ⏝ࡋ࡚㸪

ࣉࣟࢢ࣒ࣛᥖ㍕ࡋࡲࡍ㸬
࣭ᑓ㛛ศ⛉ࡢㅮ₇⏦㎸ࡳ⥾ษ᪥ࡣ୍⯡ㅮ₇ྠ

ᚲࡎ᥋⥆ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠾࠸࡚ୗࡉ࠸㸬᥋⥆

ࡌ㸦࢜ࣥࣛࣥ⏦㎸ࡣ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
㸪㟁Ꮚ࣓࣮

Ᏻࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪ࡑࡢ㝿ሙಀ⏦ࡋฟ࡚

ࣝ⏦㎸ࡣ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
㸧࡛ࡍ㸬

ୗࡉ࠸㸬

࣭ᑓ㛛ศ⛉⏦ࡋ㎸ࡲࢀࡓⓎ⾲ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୡヰ

㸫✺↛ࡢᨾ㞀ࡸ᥋⥆ࡢ㝿ࡢࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡓሙ

ேࡀண✏ཎ✏ࢆᑂᰝࡋ࡚㸪ᑓ㛛ศ⛉࡛ࡢⓎ

ྜ㸪ᗙ㛗ࡢุ᩿࡛Ⓨ⾲㡰ࡢ⧞ࡾୗࡆ࡞ࡢᑐᛂ

⾲ࢆㄆࡵࡿ࠺ࢆุ᩿ࡋࡲࡍ㸬

ࢆࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ᦠᖏ⏝࣓ࢹࡼࡿ

࣭ᑓ㛛ศ⛉⏦ࡋ㎸ࡲࢀࡓⓎ⾲ࡀ㸪ୡヰேࡼࡗ

ࣂࢵࢡࢵࣉࣇࣝࡢ‽ഛ࡞㸪ࢺࣛࣈࣝ

࡚ᑓ㛛ศ⛉㐺ࡉ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪

ࡢഛ࠼ࡣㅮ₇⪅⮬㌟࡛⾜ࡗ࡚㡬ࡃࡼ࠺࠾㢪࠸

ㅮ₇⪅ࡀẼ㇟Ꮫဨࡢሙྜࡣ㸪୍⯡Ⓨ⾲ࡾ

ࡋࡲࡍ㸬

᭰࠼ࡲࡍ㸬ㅮ₇⪅ࡀ㠀ဨࡢሙྜࡣ㸪ண✏ࡣ

࣭࣏ࢫࢱ࣮ሙ࡛ࡢᶵჾࡢ⏝ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ㸪

᥇ᢥ࡞ࡾ㸪ཧຍ㈝ࡀ㏉༷ࡉࢀࡲࡍ㸦ϭ㸬㠀

ᶵჾࡢྡ⛠࠾ࡼࡧࡑࡢ⏝᪉ἲࢆ㸪ㅮ₇⏦㎸ࡳ

ဨ㸪ᅋయဨࡢㅮ₇ࡘ࠸࡚㸧㸬

ᒆࡅฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡍ
ࡿሙྜࡶ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⦅ᡂୖࡢ㒔ྜࡼࡾ࣏ࢫࢱ

࣭ྛࢭࢵࢩࣙࣥࡢヲ⣽ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪
ࠕϬ㸬ᑓ㛛ศ
⛉ࡢࢸ࣮࣐㊃᪨ࠖࢆࡈཧ↷ୗࡉ࠸㸬

࣮Ⓨ⾲᭰ࡽࢀࡓ㸪ᶵჾࢆ⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶ



ࡀ࠶ࢀࡤྠᵝᒆࡅฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬ࡓࡔࡋሙࡢ

㸬࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢᴫせ

㒔ྜࡼࡾ㸪ࡑࡢせᮃࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿಖドࡣ࠶

࣭࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢ㛫ࡣ  㛫⛬ᗘࡋࡲࡍ㸬࣏ࢫ

ࡾࡲࡏࢇ㸬

ࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢ㛫ࡣࡢ⾜ࡣ⾜ࢃࢀࡲࡏࢇ㸬
࣭࣏ࢫࢱ࣮ࡣ⤊᪥ᥖ♧ྍ⬟࡛ࡍࡀ㸪࣏ࢫࢱ࣮ࡢᥖ♧࣭
᧔ཤࡣ㸪ㅮ₇⪅ࡢ㈐௵࡛⾜ࡗ࡚㡬ࡁࡲࡍ㸬
࣭ᥖ♧ࢫ࣮࣌ࢫࡣ㸪⦪ FPᶓ FP ࡋࡲࡍ㸦ࡓ


㸬ࡑࡢ
࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ㍕ࡉࢀࡲ
ࡍ㸬

ࡔࡋ㸪㊊ඖࡽࣃࢿࣝࡀ❧ࡕୖࡀࡿⅬὀព㸧
㸬࡞

ཱྀ࣭㢌Ⓨ⾲ࢭࢵࢩࣙࣥ࠾ࡅࡿᗙ㛗ࡣ㸪ࢸ࣮࣐ࡈ

࠾㸪࣏ࢫࢱ࣮ࡣࡁ࡞⣬  ᯛ᭩ࡃᚲせࡣ࡞ࡃ㸪

Ⓨ⾲⪅ࡢ୰ࡽ㑅ࡤࢀࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

ᑠࡉ࠸⣬ศࡅ࡚᭩࠸ࡓࡶࡢࢆᙜ᪥୪࡚ᥖ♧ࡋ

ࡍ㸬ㅮ₇⏬ጤဨࡀ㸪ᗙ㛗ೃ⿵⪅ࢆ㑅ࡧ㸪ೃ⿵

࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇ㸬

⪅ࡣࡑࡢᢎㅙ㛵ࡍࡿᡴデࢆ⾜࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡑ



ࡢ㝿ࡣࡈ༠ຊ㢪࠸ࡲࡍ㸬



Ϭ㸬ᑓ㛛ศ⛉ࡢࢸ࣮࣐㊃᪨

 ᖺᗘ⛅Ꮨ࡛ࡣୗグࡢ㏻ࡾ㸪 ௳ࡢᑓ㛛ศ

⛉ࡀ㛤ࢀࡲࡍ㸬



⏕࡞ⱝᡭࡢⓎ⾲ࡶḼ㏄ࡍࡿ㸬

㸬ࠕ<0&㸸ᾏ㝣ᇦ࠾ࡅࡿ࣐ࣝࢳࢫࢣ࣮ࣝ࡞ẼѸ

ୡヰே㸸 㕥ᮌᩯ㸦᪥ᮏẼ㇟ணሗኈ㸧㸪㕥ᮌ᫂

ᾏὒѸ㝣㠃┦స⏝◊✲ࠖ

㸦ඖ⚟ᓥᆅ᪉Ẽ㇟ྎ㸧㸪ⓑᕝᰤ୍㸦⇃㇂ᆅ᪉Ẽ㇟ྎ㸧
㸪

㊃᪨㸸 ࣥࢻὒࡽኴᖹὒࡅ࡚ࡢᬮỈࣉ࣮ࣝᇦ

ᮡᒣබ㸦᪥ᮏẼ㇟ணሗኈ㸧
㸪ᒣୗᑲஓ㸦᪥ᮏẼ

ᗈࡀࡿࠕᾏ㝣ࠖࡢẼ㇟࣭Ẽೃࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎ

㇟ணሗኈ㸧㸪すᬕኵ㸦᪥ᮏẼ㇟ணሗኈ㸧㸪ᖹ

ண

ᢏ⾡ࡢྥୖ㸪ࡉࡽࡣ⌫ࡢᙳ㡪ࡢ⌮ゎ

ᯇಙ㸦᪥ᮏẼ㇟༠㸧
㸪ᒾ⏣ಟ㸦᪥ᮏẼ㇟ணሗኈ

ࢆ┠ᣦࡍᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ <0&㸦<HDUV RI WKH

㸧㸪ᒸ⏣Ⓩᚿ㸦᪥ᮏẼ㇟ணሗኈ㸧㸪Ⲩᕝ▱Ꮚ

0DULWLPH&RQWLQHQW㸧ࡀ  ᖺ  ᭶ࡼࡾ  ᖺ㛫ࡢண

㸦⏣ᅬㄪᕸᏛᅬ୰➼㒊࣭㧗➼㒊㸧

ᐃ࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㛫㸪ࢸ࣮࣐ࡈ㞟୰ほ
ࢆ」ᩘᐇࡍࡿ㸬᭱ึࡢ㞟୰ほ

ࡀ  ᖺ 


㸬
ࠕ⌫㝆Ỉほ ィ⏬ࠕ*30ࠖ⾨ᫍࡼࡿ୰㧗⦋ᗘ

᭶í ᖺ  ᭶ࣥࢻࢿࢩ࣭ࢫ࣐ࢺࣛᓥすᓊ
࡚㸪᪥ኚ㝆Ỉࡸ 0-2 ࡞ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐇ

㝆Ỉほ ࡢ᭱๓⥺ࠖ
㊃᪨㸸  ᖺ  ᭶ᮎᡴୖࡆࡽࢀࡓ᪥⡿ඹྠ㛤Ⓨ

ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪 ᖺ í ᭶ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࠥࣇ

ࡢ⌫㝆Ỉほ

ࣜࣆࣥࠥࣃࣛ࢜⮳ࡿᾏ࣭㝣ᇦ࡛ኟᏘࣔࣥࢫ࣮ࣥ

ほ

క࠺㝆Ỉ⌧㇟ࡸᡂᒙᅪíᑐὶᅪ┦స⏝࡞ࢆ

࡛㸪ୡ⏺ึࡢ⾨ᫍ㝆Ỉ࣮ࣞࢲほ

ᑐ㇟ࡋࡓ㞟୰ほ

ࡶணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏศ⛉

⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸬*30 ⾨ᫍᦚ㍕ࡢ࿘Ἴ㝆Ỉ࣮ࣞࢲ

ࡢ᭱᪂ᡂᯝࢆ୰ᚰࡋ࡚㸪

'35 ࡼࡾ㸪࿘Ἴほ ᇶ࡙ࡃ㝆Ỉ⢏Ꮚሗࡢ

࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ㞟୰ほ

ィ⏬ࠕ*30ࠖ⾨ᫍࡣ㸪⇕ᖏ㝆㞵

⾨ᫍ 7500 ࡢほ

⠊ᅖእ࡛࠶ࡗࡓ୰㧗⦋ᗘ
ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡋ

ྠᇦ࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞✵㛫ࢫࢣ࣮ࣝࡢẼíᾏὒí

᥎ᐃࡀྍ⬟࡞ࡾ㸪
ྠࡌࡃ *30 ⾨ᫍᦚ㍕ࡢ *30

㝣㠃┦స⏝㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᣢࡕᐤࡾ㸪

࣐ࢡࣟἼᨺᑕィ *0,  '35 ࡢྠほ

▱ぢࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ㸬

ࣥࢫࢸ࣮ࣞࢩࣙࣥ⾨ᫍ㸦*&20:$065 ࢆྵࡴ㸧

ࡣ㸪ࢥ

ୡヰே㸸⡿ᒣ㑥ኵ㸦ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧
㸪➉ぢဴஓ㸦ி

ᦚ㍕ࡢ࣐ࢡࣟἼᨺᑕィࡽࡢ㝆Ỉ᥎ᐃࢆ୰㧗⦋

㒔Ꮫ㸧㸪ᏳỌᩘ᫂㸦ᐩᒣᏛ㸧㸪㑣㡲㔝ᬛỤ㸦ᾏ

ᗘࡶྵࡵ࡚㧗⢭ᗘࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡍ㸬ᮏᑓ㛛ศ

ὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧

⛉࡛ࡣ㸪ᅛయ㝆Ỉࡸ₯⇕ຍ⇕ࡢࡼ࠺࡞ *30 ⾨



ᫍࡼࡿ୰㧗⦋ᗘ㝆Ỉほ

㸬ࠕᒁᆅẼ㇟ࡃࡽࡋࠖ

Ẽ㇟◊✲ࡢ᭷ຠ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿ㸬&ORXG6DW ⾨ᫍ

㊃᪨㸸  ᖺࡢኟࡣ  ᭶ࢆ୰ᚰᮾᆅ᪉ኴᖹὒ

ࡸ &$/,362 ⾨ᫍ㸪ᚋᡴୖࡆணᐃࡢ (DUWK&$5(

ࡢ᭱ඛ➃ᡂᯝࢆ㞟ࡵ㸪

ഃ࡛ࡸࡲࡏࡀ྿ࡁ㸪㎰స≀ࡢᙳ㡪ࡀᚰ㓄ࡉࢀࡓ㸬

⾨ᫍࡢ」ྜ⏝㸪ࡉࡽࡣ '35 ࡸ $065 ࡢᚋ

ࡸࡲࡏࡣᮾᆅ᪉ኴᖹὒഃปసࢆࡶࡓࡽࡍ㢼࡛

⥅ࢭࣥࢧࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࡇࡶ┠ⓗࡍࡿ㸬

࠶ࡿࡀ㸪ዟ⩚ᒣ⬦ࢆ㉺࠼࡚྿ࡁୗࢁࡍ⛅⏣ࡢ୍㒊

ୡヰே㸸㧗⸈⦕㸦ᮾிᏛẼᾏὒ◊✲ᡤ  㸪㟷

ᆅᇦ࡛ࡣࡇࡢ㢼ࢆࠕᐆ㢼ࠖࡧ㸪㇏సࢆࡶࡓࡽ

ṇ㸦Ẽ㇟ᗇẼ㇟◊✲ᡤ㸧㸪㧗ᶫᬸᏹ㸦ྡྂᒇ

ࡍ㢼ࢆពࡍࡿ㸬ከᵝ࡞ᆅໃࢆᣢࡗࡓ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪

Ꮫ㸧㸪㔜ᑦ୍㸦ி㒔Ꮫ㸧㸪ஂಖ⏣ᣅᚿ㸦Ᏹᐂ⯟✵

≉ᚩⓗ࡞ᆅᙧࡀࡶࡓࡽࡍᒁᆅẼ㇟ࡀ᫇ࡽᩘከࡃ

◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧

▱ࡽࢀ㸪⚾ࡓࡕࡢࡃࡽࡋᙳ㡪ࢆ࠼࡚ࡁࡓ㸬ࡑ



ࡢ୍᪉࡛㏆ᖺᩘ್ࣔࢹࣝࡢ㧗⢭ᗘࡸほ

㸬ࠕ▷ᑑẼೃởᰁ≀㉁㸦6/&3㸧ࡼࡿẼೃኚື࠾

ᢏ⾡ࡢ

ྥୖࡼࡾ㸪ᒁᆅẼ㇟ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ⌮ゎࡀ㐍ࢇ

ࡼࡧᙳ㡪ࡢホ౯ࠖ
㊃᪨㸸 ࢚ࣟࢰࣝ࠾ࡼࡧ࢜ࢰࣥࡸ࣓ࢱࣥ࡞ࡢᚤ㔞

࡛࠸ࡿ㸬
ᮏศ⛉࡛ࡣ㸪⚾ࡓࡕࡢࡃࡽࡋ㛵ࢃࡿᅜࡢᒁ

Ẽయࡣ㸪Ẽởᰁ≀㉁࡛࠶ࡿࡶ㸪Ẽೃኚື

ᆅẼ㇟ࡘ࠸࡚㸪ࡢ◊✲ᡭἲᇶ࡙࠸ࡓⓎ⾲

ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ≀㉁ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪▷ᑑẼ

ࢆẼ㇟ணሗኈ㸪ᐇົ⪅㸪◊✲⪅➼ࡽᖜᗈࡃເ㞟

ೃởᰁ≀㉁㸦6/&3㸧ࡶࡤࢀࡿ㸬6/&3 ࡣẼ

ࡋࡓ࠸㸬ලయⓗࡣ㸪ほ

◊✲ࡽᩘ್ࣔࢹࣝ

ୖ➃࡛ࡢᨺᑕᙉไຊࡀṇࡢ≀㉁ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡇ

⮳ࡿᵝࠎ࡞ᡭἲᇶ࡙࠸ࡓẼ㇟Ꮫⓗ◊✲ࡣࡶࡼ

ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ᮶ࡣẼೃኚືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ▷ᑑ≀

ࡾ㸪㜵⅏㸪㣗㸪㎰ᯘỈ⏘㸪ほග㸪㒔ᕷẼೃ࡞ࡃ

㉁ࡍ࡚ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ᚤ㔞Ẽయࡣ」㞧

ࡽࡋࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓㄪᰝ◊✲ࢆᮇᚅࡍࡿ㸬Ꮫ㝔

࡞ᛂ⣔㸪࢚ࣟࢰࣝࡣࠕ࢚ࣟࢰ࣭ࣝᨺᑕ┦

స⏝ࠖ࠾ࡼࡧࠕ࢚ࣟࢰ࣭ࣝ㞼┦స⏝ࠖ࡞ࡢ

ࣅࢪࢿࢫ᥎㐍ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡀ❧ࡕୖࡀࡾ㸪ᚋ

」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫࡼࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢಙ㢗ᗘࡢ㧗࠸ᐃ

ࡶẼ㇟ሗࡢ㟂せࡣቑຍࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪

㔞ⓗᙳ㡪ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࠶ࡿ㸬ࡇ

ከᵝ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅࣭Ẹ㛫ᴗ➼ࡢᢏ⾡⪅ࡀᗈࡃ

ࡢᑓ㛛ศ⛉࡛ࡣ㸪6/&3 ࡼࡿẼೃኚືࡢᐃ㔞ⓗ

㆟ㄽࡍࡿሙࡣᑡ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏࢭࢵࢩࣙࣥࡣ㸪Ẽ

ホ౯㛵ࡋ࡚㸪◊✲ࡢ⌧≧ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶ㸪

㇟ሗࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞◊✲ࡽά⏝

6/&3 ࡼࡿᗣ࣭㎰స≀➼ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡶ⪃

ࡢ⤂ࡲ࡛㸪⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃศ㔝

៖ࡋࡘࡘ㸪ᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍ

ࢆၥࢃࡎᖜᗈࡃㅮ₇⪅ࢆເࡾ㸪Ẽ㇟ሗࡢᚋࡢ

ࡿ㸬

ά⏝᪉ἲࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞どⅬࡽ㆟ㄽࡍࡿࡇ

ୡヰே㸸➉ᮧಇᙪ㸦ᕞᏛᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ㸧
㸪㡲⸨

ࢆ┠ⓗࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥ⤊ᚋពぢ

ᝅ㸦ྡྂᒇᏛ⎔ቃᏛ◊✲⛉㸧
㸪㕥ᮌኴ㑻㸦ᮾ

ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢሙࢆタࡅࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬⯆ࡢ࠶

ிᏛẼᾏὒ◊✲ᡤ㸧
㸪⸨㍜㸦ᅜ❧⎔ቃ◊✲

ࡿ᪉ࡣࡇࡕࡽࡶ✚ᴟⓗཧຍ㡬ࡁ㸪άⓎ࡞㆟

ᡤ㸧㸪ቑ♸ྖ㸦ⲈᇛᏛ㎰Ꮫ㒊㸧

ㄽ࣭ὶࡢᶵࡋ࡚⏝ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸㸬



ୡヰே㸸Ᏹ㔝ྐ╬㸦⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸪➉⚽᫂

㸬ࠕ㞼ᚤ≀⌮ࣔࢹࣜࣥࢢࡢ⌧≧ྍ⬟ᛶࠖ

㸦⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸪ᓥ⏣↷ஂ㸦ᘯ๓Ꮫ㸧㸪

㊃᪨㸸 㞼࣭㝆Ỉ⢏Ꮚࡢ⏕ᡂ࣭ᡂ㛗㛵ࢃࡿ⣲㐣⛬ࡣ㸪

㔝ཎ㍜㸦㟁ຊ୰ኸ◊✲ᡤ㸧㸪ྜྷ⏣㸦ఀ⸨ᛅࢸ

Ỉࡸ⇕ࡢศ㓄ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅ⌫Ẽࡢᚠ⎔῝ࡃ㛵

ࢡࣀࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬᰴᘧ♫㸧
㸪Ᏹ⏣ᕝభ㸦ᵓ

ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ẽೃண

㐀ィ⏬◊✲ᡤᮾிᏛ㸧㸪ᒣཱྀᾈྖ㸦᪥ᮏẼ㇟༠

☜ᐇᛶࢆ⏕ࡳฟ

ࡍ᭱ࡢせᅉࡉࢀࡿ㞼࢚ࣟࢰࣝ┦స⏝ࡢゎ

㸧㸪୰ᓥᏕ㸦ᮾᾏᏛ㸧

᫂࠸࠺ഃ㠃ࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬㞼࣭㝆Ỉ⢏Ꮚࡢ



⢏ᚄ࣭ᙧ≧࣭ᐦᗘ➼ࡢ≀⌮≉ᛶࡣ㸪࣮ࣜࣔࢺࢭࣥ

㸬ࠕேᕤ▱⬟㸦$,㸧ࡣẼ㇟Ꮫࣈࣞࢡࢫ࣮ࣝࢆࡶ

ࢩࣥࢢࡼࡿᆅ⌫⎔ቃ┘どࡢ㸪Ẽ㇟⅏ᐖࣜࢫ
ࢡホ౯ࡢほⅬࡽࡶ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ㸬

ࡓࡽࡍ㸽ࠖ
㊃᪨㸸 Ẽ㇟Ꮫ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࢹ࣮ࢱྠࡸ࢞ࢲ

 㞼࣭㝆Ỉ⢏Ꮚ㛵ࢃࡿ⣲㐣⛬࠾ࡼࡧ⢏Ꮚ≉ᛶࡢ

ࣥࢫ➼࠾࠸࡚㸪࣋ࢬ᥎ᐃࡸ ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ

ࣔࢹࣜࣥࢢࡣ㸪࣮࢜ࣛἲ㸦ࣅࣥἲ࣭ࣂࣝࢡἲ㸧

࣮࣡ࢡ࠸ࡗࡓᶵᲔᏛ⩦ᡭἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬

ࡸࣛࢢࣛࣥࢪࣗἲࡼࡿ⢏Ꮚᡂ㛗᪉⛬ᘧࢆᇶ♏

୍᪉࡛㸪㏆ᖺ ᛴ㏿Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓᶵᲔᏛ⩦ࡢ୍ᡭ

ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪༙ୡ⣖ࢃࡓࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿ

ἲ࡛࠶ࡿࢹ࣮ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦῝ᒙᏛ⩦㸧ࢆ ึࡵ

ࡶ㸪ࡑࢀࡽࢆᛂ⏝ࡋࡓ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ࡋࡓேᕤ▱⬟㸦$,㸧ᢏ⾡ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ศ㔝࠾࠸

ࡇࢀࡽ␗࡞ࡿࣔࢹࣜࣥࢢᡭἲ㛵ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ

࡚ά⏝ࡉࢀ㸪ᡂᯝࢆୖࡆ࡚ ࠸ࡿ㸬ྠ㸪ほ ᡭ

ࡢ≉ᚩࡸ⌧Ⅼ࡛ࡢ฿㐩Ⅼࢆಠ▔ࡋ㸪ᚋࡢࣔࢹ

ἲࡸィ⟬ᶵᛶ⬟ࡢྥୖࡼࡗ࡚㸪㧗ရ㉁ࡘ⭾

ࣝ㛫ࡢ㐃ᦠ㸪㞼࣭㝆Ỉ⢏Ꮚࡢ┤᥋࣭㐲㝸ほ

ࡢ

࡞㔞ࡢẼ ㇟ࢹ࣮ࢱࡢ✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪$, ࡢά

㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓ࠸㸬

⏝ࡼࡗ࡚ࡁ࡞ࣈࣞࢡࢫ࣮ࣝࢆ⏕ࡳฟࡍ࣏ࢸ

ୡヰே㸸ᶫᮏ᫂ᘯ㸦Ẽ㇟◊✲ᡤ㸧
㸪బ⸨㝧♸㸦ྡྂᒇ

ࣥࢩࣕࣝࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡼ࠺㸬ࡑࡇ࡛ᮏศ⛉

Ꮫ㸧㸪➃㔝ᖹ㸦ྡྂᒇᏛ㸧㸪す㡿㸦ᾏὒ◊

࡛ࡣ㸪ྂⓗ࡞ᶵᲔᏛ ⩦ᡭἲࡽ᭱᪂ࡢࢹ࣮

✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧
㸪ᓥఙ୍㑻㸦රᗜ┴❧Ꮫ㸧

ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢࡲ࡛㛵㐃ࡋࡓ◊✲ࢆᖜᗈࡃເ



㞟ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪⥲ྜウㄽࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ẽ㇟Ꮫ࠾ࡅ

㸬ࠕẼ㇟ほ

࣭ண

ࡿ $, ࡢ᪂ࡋ࠸ά⏝᪉ἲࡸά⏝ ᙜࡓࡗ࡚ࡢ

ሗࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞

ࡢẼ㇟ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢά⏝ࠖ

ὀពⅬ➼㸪ᑗ᮶ᒎᮃࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜࠸ࡓ࠸㸬

㊃᪨㸸 Ẽ㇟ほ ࣭ண ሗࡣ㸪ྂࡃࡽỈᩥ࣭㎰ᴗ࣭

ୡヰே㸸ᯇᒸ♸㸦ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧㸪➹ಖᘯᚨ

㞷ịศ㔝࠾࠸࡚ᗈࡃ⏝ࡉࢀ㸪㜵⅏➼ά⏝ࡉ

㸦ᶓᅜ❧Ꮫ㸧㸪ఀ⸨⪔㸦⌰⌫Ꮫ㸧㸪୰㔝‶

ࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪ಖ㝤࣭≀ὶ➼ࡢ♫⤒῭άືࡢ

ᑑ⏨㸦ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧
㸪ᴋ◊୍㸦Ẽ㇟◊✲ᡤ㸧㸪

୰࡛ࡶᗈࡃẼ㇟ሗࡣ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏆ᖺࡣኴ

す㡿㸦ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸧

㝧ග࣭㢼ຊⓎ㟁࠸ࡗࡓ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝



࡛ࡶࡑࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 ᖺẼ㇟

㸬ࠕ⌮ㄽ࣭ほ

࣭ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡿᝨᫍ

Ẽ◊✲ࡢ᭱๓⥺ᑗ᮶ᒎᮃࠖ

ࣥࡢⓎᒎ ᭦ࡇࢀࡽࡢ⤖ྜࡼࡾᝨᫍẼㅖ⌧

㊃᪨㸸  ୡ⣖ᚋ༙ࡽኴ㝧⣔ෆᝨᫍࡢẼ⏕ࡌ
ࡿㅖ⌧㇟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ ほ

㇟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀࡿ ࡇࡢ

ⓗ ᩘ್ⓗ࡞◊✲

ᑓ㛛ศ⛉࡛ࡣ㸪ほ

 ᩘ್ィ⟬ ⌮ㄽࡢ࠶ࡽࡺࡿ

ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ ㏆ᖺ࠾࠸࡚ࡣ ⣔እᝨᫍࡢⓎ

㠃࡛ᝨᫍẼࡢ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲ࢆເ㞟ࡍ

ぢࡀ┦ḟ࠸࡛࠾ࡾ ᝨᫍẼ⛉Ꮫࡢᑐ㇟ࡣᗈࡀࡾ

ࡿ ᝨᫍẼ㛵ࡍࡿ⌮ゎࡢ⌧≧ࢆᴫほࡋᑗ᮶

ࡘࡘ࠶ࡿ ⌧ᅾࡣ ᡃࡀᅜࡀᑟⓗ㛵ࢃࡿኴ㝧

ࡢㄢ㢟ࢆᒎᮃࡍࡿሙࡋࡓ࠸

⣔ෆᝨᫍࡢ᥈ᰝ࣑ࢵࢩࣙࣥࡀ㐍⾜୰࠶ࡿ࠸ࡣィ⏬

ୡヰே㸸▼Ώṇᶞ㸦ᾏ㐨Ꮫ㸧
㸪㧗ᮌᚁᘯ㸦ி㒔⏘

୰࡛࠶ࡾ㸪᪂ࡓ࡞Ᏹᐂᮃ㐲㙾ࢆ⏝࠸ࡓ⣔እᝨᫍほ

ᴗᏛ⌮Ꮫ㒊㸧㸪బ⸨ග㍤㸦ᾏ㐨Ꮫ㸧㸪ᑎ⏣┤

ィ⏬ࡶㅖእᅜ࠾࠸࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ほ

㠃

ᶞ㸦ᮾᏛ㸧㸪㧗ᶫⰾᖾ㸦⚄ᡞᏛ㸧


ࡢᚋࡢ㐍ᒎ⌮ㄽⓗ◊✲࣭ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ



ϭ㸬㠀ဨ㸪ᅋయဨࡢㅮ₇ࡘ࠸࡚

ࡢุ᩿ࡼࡾ୍⯡ཱྀ㢌ࡶࡋࡃࡣ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢ

Ẽ㇟Ꮫဨ࡛࡞࠸᪉ࡣཎ๎ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ⾜
࠺ࡇࡣฟ᮶ࡲࡏࢇ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪▷ᮇᅾࡢእ

ࡾ᭰࠼ࡀ⾜ࢃࢀࡲࡍ㸧㸬ㅮ₇⏬ጤဨࡋ࡚ࡣ㸪

ᅜேࡸศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀẼ㇟Ꮫ࠾࠸࡚ㅮ₇ࢆ⾜

࡛ࡢㅮ₇Ⓨ⾲ࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉ࡣ㸪Ẽ㇟Ꮫ

࠺ሙྜࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ㅮ₇⏬ጤဨ࡛ࡣᑓ㛛ศ⛉

ဨ࡞ࡗ࡚㡬ࡃࡼ࠺ᙉࡃせㄳࡋࡲࡍ㸬

⏦ࡋ㎸ࡲࢀࡓㅮ₇ࡀୡヰேࡼࡾ᥇⏝ࡉࢀࡓሙྜ
㝈ࡾ㸪㠀ဨࡢㅮ₇ࢆㄆࡵࡿࡇࡋࡲࡍ㸬㠀

ᅋయဨࡀᅋయྡ࡛ࡢㅮ₇⏦㎸ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪
ಶேဨྠ➼ࡢᢅ࠸࡞ࡾ㸪 ௳௨ෆࡲ࡛ㅮ₇ࢆ

ဨࡀᑓ㛛ศ⛉⏦ࡋ㎸ࢇࡔㅮ₇ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡞ࡗ

⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᅋయࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿ

ࡓሙྜࡣ㸪ண✏ࡣ᥇ᢥ࡞ࡾ㸪ཧຍ㈝ࡀ㏉༷

ಶேࡢㅮ₇⏦㎸ࡣㄆࡵ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔ

ࡉࢀࡲࡍ㸦ㅮ₇⪅ࡀẼ㇟Ꮫဨࡢሙྜࡣ㸪ᑓ㛛ศ

ࡉ࠸㸬

⛉࡛᥇⏝࡞ࡗࡓࡁ㸪ୡヰேㅮ₇⏬ጤဨ



Ϯ㸬◊✲άືࡢᨭࡘ࠸࡚

ㅮ₇⏬ጤဨ࡛ࡣ㸪ᮇ㛫୰ࡲࡓࡣࡑࡢ┤

ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬

๓࣭┤ᚋဨࡀ⮬ⓗ㐠Ⴀࡍࡿ◊✲άືᑐ

  ⏦㎸ᮇ㝈㸸  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧

ࡋ㸪୍⯡ࡢဨࡀ⮬⏤ཧຍ࡛ࡁࡿࡇࢆ᮲௳ࡋ

  グධ㡯㸸㸬 ࡢྡ⛠ࢸ࣮࣐  

࡚㸪ྍ⬟࡞ᨭࢆࡋࡲࡍ㸬ᨭࢆᕼᮃࡍࡿ᪉ࡣ㸪ḟ

       㸬 ௦⾲⪅ࡢ㐃⤡ඛ  

ࡢ  㡯 ࢆ ᫂ グ ࡢ ୖ 㸪 ㅮ ₇  ⏬ ጤ ဨ  㸦 (PDLO

            㸬 ᕼᮃ᪥࣭㛤ദሙᡤ  

NRXHQNLNDNXD#PULMPDJRMS㸧⏦ࡋ㎸ࢇ࡛ୗࡉ

            㸬 ணཧຍேᩘ  

࠸㸬࡞࠾㸪ሙࡼࡗ࡚ࡣ⏝ᩱ㈇ᢸࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ

            㸬 ᕼᮃࡍࡿᨭෆᐜ  



ϯ㸬ᮇ㛫୰ࡢಖ⫱ᨭࡘ࠸࡚

ᐇ⾜ጤဨ࡛ࡣ㸪ᮇ㛫୰ࡢಖ⫱タࡢ⤂
㸪タ⏝㈝⏝ࡢ୍㒊⿵ຓࢆ⾜࠸ࡲࡍ㸬⤂ࡍ
ࡿಖ⫱タ⿵ຓ㔠㢠ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ㸬
ಖ⫱タ 

ࠕࡇࡄࡲಖ⫱ᅬࠖ
ఫᡤ㸸ࠛ ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊┠⏫  ␒
 ྕ +6* ࣅࣝ
7(/

KWWSNRJXPDKRLNXLQIR

࠺࠼㸪 ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ୗグᢸᙜ⪅ࡲ࡛ࡈ㐃⤡

ᆅୗ㕲ᮾす⥺ࠕ㟷ⴥ㏻୍␒⏫㥐ࠖᚐṌ  ศ

ୗࡉ࠸㸬ࡢタࢆ⏝ࡉࢀࡿሙྜࡶྠᵝࡢ᪉ἲ



࡛⿵ຓࢆ⾜࠸ࡲࡍ㸬ಖ⫱タࡢ⏝ࢆ᳨ウࡉࢀ࡚࠸

⿵ຓ㔠㢠 

ࡿ᪉ࡣ㸪࠾Ẽ㍍ᢸᙜ⪅࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸㸬

ಖ⫱タ⏝ᩱࡢ  ࢆ⿵ຓࡋࡲࡍࡀ㸪 ᪥࠶ࡓࡾ

㐃⤡ඛ㸸✄㣤ὒ୍㸦ᮾᏛ㸧

⿵ຓ㔠㢠ࡢୖ㝈ࡣ  ࡛ࡍ㸬ࡲࡓ㸪㏻㈝ࡘ

(PDLO\RLFKLBLQDL#PWRKRNXDFMS

࠸࡚ࡶ㸪ୖ㝈ࢆ  ᪥  ࡋ࡚⿵ຓࢆ⾜࠸ࡲࡍ㸬

7(/

タࢆ⏝ࡉࢀࡿሙྜࡣ㸪⏝⪅ࡀ┤᥋࠾⏦㎸ࡳࡢ





ϰ㸬࢚࢟ࣕࣜࢡࢫࣉ࣮࣮ࣟࣛࣟࢦࡘ࠸࡚

㸬࢚࢟ࣕࣜࢡࢫࣉ࣮࣮ࣟࣛࣟࢦࡢ㊃᪨
ဨ㸪ࡲࡓࡣࡑࢀ‽ࡎࡿဨࡀㅮ₇ࡍࡿሙྜ㸪
㏆ᖺ㸪♫ၥ㢟ࡋ࡚࠸ࡿⱝᡭ࣭௵ᮇ◊✲⪅ࡢ
ண✏࠾ࡼࡧㅮ₇㈨ᩱࡢ୰࡛㸪࢚࢟ࣕࣜࢡࢫࣉࣟ
࢟ࣕࣜᙧᡂࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏẼ㇟Ꮫ

࣮࣮ࣛࣟࢦࢆ⏝࡛ࡁࡲࡍ㸬

࡛ࡣ㸪࢚࢟ࣕࣜࢡࢫࣉ࣮࣮ࣟࣛࣟࢦࡢ⏝ࢆ່ࡵ

㸬ண✏㸸ⓑ㯮ࣟࢦࢆ㸪ㅮ₇㢟┠ࡢᕥഃ㸪వ

࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᗈࡃᏛ⾡㈉⊩ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂ

ⓑࡣࡳฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺㐺ᗘ࡞ࡁࡉ࡛ᤄධࡋ

࠾ࡼࡧάືᨭࡢ୍㈏ࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛㸪ဨࡀᮃ

࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬
㸬ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸸Ⓨ⾲㈨ᩱࡢ௵ពࡢሙᡤศࡾࡸࡍ

ࡲࡋ࠸࢟ࣕࣜᙧᡂࡢࡓࡵồ⫋୰ࡢሙྜ㸪㐺⫋
ฟ࠺ࡢࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡍ㸬 

ࡃ⾲♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬
㸬࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸸ㅮ₇㢟┠㏆ࡢศࡾࡸࡍ࠸ሙ
ᡤ⾲♧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬

㸬⏝㛵ࡍࡿὀព
㸬᪥ᮏẼ㇟Ꮫ࠾ࡼࡧࡑࡢဨࡢദࡍࡿㅮ₇
࠾࠸࡚ࡢࡳ⏝࡛ࡁࡲࡍ㸬
㸬ㅮ₇ࡣᏛ⾡ⓗ࡞ㅮ₇࣭㆟ㄽࢆ┠ⓗ⾜ࢃࢀࡲ


㸬࢚࢟ࣕࣜࢡࢫࣉ࣮࣮ࣟࣛࣟࢦ

ࡍ㸬ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢ㛫ෆࡣ㸪ồ⫋࣭ồே㛵ࡍࡿ

ண✏ࡸㅮ₇㈨ᩱࡢ୰࡛ࡇࢀࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡛

㆟ㄽࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸㸬

⮬ศࡀồ⫋୰࡛࠶ࡿࡇࢆ⾲࡛᫂ࡁࡲࡍ㸬࣮࢝ࣛ

㸬ࣟࢦࡣㅮ₇⪅ᮏேࡢ㈐௵ࡢୗ࡛⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ⓑ㯮ࡢࣟࢦࡢ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆᏛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽྲྀ

࠸㸬ࡑࡢ⏝ࡼࡾ⏕ࡌࡓዴఱ࡞ࡿ┈࣭

ᚓ࡛ࡁࡲࡍ㸬

┈ᑐࡋ࡚ࡶ㸪᪥ᮏẼ㇟Ꮫࡣ୍ษ㈐௵ࢆ㈇࠸



ࡲࡏࢇ㸬
㸬ࣟࢦᑟධࡢ㊃᪨࠾ࡼࡧ㐺ษ࡞⏝᪉ἲࢆ㐓⬺ࡋ

㸬⏝᪉ἲ
࣏ࢫࢻࢡࢆྵࡴ௵ᮇ◊✲⪅ࡸᏛ⏕࡛ồ⫋୰ࡢ

ࡓ⏝ࡣ୍ษㄆࡵࡽࢀࡲࡏࢇ㸬



ϱ㸬ࣜࢡ࣮ࣝࢺࣈ࣮ࢫࡢタ⨨ࡘ࠸࡚


 ᪥ᮏẼ㇟Ꮫࡣ㸪ሙ࡚ࣜࢡ࣮ࣝࢺࣈ࣮ࢫ

⪅ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿヨࡳ࡛ࡍ㸬ᴗࡢ

ࢆタ⨨ࡍࡿணᐃ࡛ࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪㐺⫋ฟ࠺ࡓࡵࡢ

ᑵ⫋ᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࠎࡈ᮶ሙ࠸ࡓࡔࡁ㸪ᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍ

ᶵࢆẸ㛫ᴗࡽᗈࡃࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡃࡇࡼࡾ㸪

ࡿཧຍ⪅┤᥋ሗࡍࡿሙࢆᥦ౪ࡋࡲࡍ㸬ࣈ࣮

Ẽ㇟ᏛᡤᒓࡍࡿᏛ㝔⏕ࡸ᭷ᮇ㞠⏝ࡢⱝᡭ◊✲

ࢫゼၥᕼᮃ⪅ࡢཧຍணᐃ➼ࡢᡭ⥆ࡁࡣせ࡛ࡍ㸬࡞

࠾㸪ཧຍᴗྡࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶⓎ⾲ࡢண

ᐃ࡛ࡍ㸬



ϲ㸬㟁Ꮚ∧ண✏㞟ࡢヨ⾜ࡘ࠸࡚


ㅮ₇⏬ጤဨ࡛ࡣ㟁Ꮚ∧ண✏㞟ࡢᮏ᱁㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ㸪

ࡾ㸪㟁Ꮚ∧ண✏㞟ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ㓄ᕸࢆ⾜࠺ணᐃ࡛ࡍ㸬

㐠⏝ᙧែࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᮏ࡛ࡣ㸪↓ᩱヨ⾜

࡞࠾㸪〇ᮏ∧ࡢண✏㞟㟁Ꮚ∧㸦&'520㸧ࢆྠᲕࡍࡿ

∧࠸࠺⨨࡙ࡅ࡛㸪〇ᮏ∧ࡢண✏㞟ࡢᐃᮇ㉎ㄞ⪅㝈

ᙧ࡛ࡢ㓄ᕸࡣ⾜࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈ␃ពࡃࡔࡉ࠸㸬



ϳ㸬ᐇ⾜ጤဨࡽࡢ࠾▱ࡽࡏ

ຍ⚊ࢆ◚ᦆ࣭⣮ኻࡋࡓ᪉࠾ࡼࡧ᠓ぶࢆᙜ᪥᪂ࡓ
 ᮏ࡛ࡣ๓⣡ཷ⪅ࡣ㸪๓㒑㏦࡛ཧຍ
⏦ࡋ㎸ࡲࢀࡿ᪉㸪࡞ࡽࡧᙜ᪥ཷ⪅ࡣ㸪⥲ྜ
⚊ෆᏊ㸦ྵ࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ண✏㞟㸧ࡀᒆ
ཷࡲ࡛࠾㉺ࡋࡃࡔࡉ࠸㸬

ࡁࡲࡍ㸬๓⣡ཷ⪅ࡣཧຍ⚊ࢆᣢཧࡢ࠺࠼㸪ࡑ

 ྎᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮㤋ෆࡣ㤋⚗↮࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬

ࡢࡲࡲሙ࠾㉺ࡋࡃࡔࡉ࠸㸬๓⣡ཷ⪅࡛ཧ






බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ Ⓨ⾲つ⛬

㸦බ♫㸧᪥ᮏẼ㇟Ꮫㅮ₇⏬ጤဨ



✏ࡀࡸࡴࢆᚓࡎᅔ㞴࡞ሙྜࡣ㸪௦⌮ேࡼࡿᢞ

㸬ࡢ㊃᪨
 ᪥ᮏẼ㇟Ꮫࡣ㸪Ẽ㇟Ꮫࡢ◊✲ࢆ┒ࢇࡋ㸪

✏ࡀ࡛ࡁࡿ㸬࡞࠾㸪Ⓨ⾲⪅ࡢᢎㅙࢆᚓࡎ௦⌮ᢞ
✏ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡑࢀࢆཷ⌮ࡋ࡞࠸㸬 

ࡑࡢ㐍Ṍࢆࡣࡾ㸪Ꮫ⾡ᩥࡢⓎ㐩ᐤࡍࡿࡓ
ࡵ㸪Ẽ㇟ᏛࢆᏘ⛅Ꮨࡢᖺᅇ㛤ദࡋ㸪

 ྠ୍Ⓨ⾲⪅ࡼࡿⓎ⾲ྍ⬟௳ᩘࡣ㸪᭱௳
ࡲ࡛ࡍࡿ㸦ᣍᚅㅮ₇ࡶ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿ㸧
㸬 

Ẽ㇟㛵ࡍࡿ◊✲࠾ࡼࡧㅮ₇ࢆ⾜࠺㸬   



㸬ཧຍⓏ㘓

㸬ᑂᰝ

 ࠾࠸ཱྀ࡚㢌Ⓨ⾲ࡲࡓࡣ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ

 ጤဨࡣ㸪ᑂᰝࡼࡾ㸪ண✏ࡢ᥇ᢥࡲࡓ

⾜࠺⪅㸦ᣍᚅㅮ₇⪅ࡶྵࡴ㸧ࡣ㸪࠶ࡽࡌࡵ

ࡣ᥇ᢥࢆỴᐃࡍࡿ㸬ண✏ࡢ᥇ᢥࡲࡓࡣ᥇

:(% ࢧࢺࢆ㏻ࡌ࡚ಶேሗⓏ㘓࡞ࡽࡧ

ᢥࡣ㸪ጤဨࡢ㔞ጤࡡࡽࢀ㸪௨ୗ♧ࡍࡢ

ཧຍⓏ㘓࣭ཧຍ㈝Ỵ῭ࢆ⾜࠺ࡇ㸬

ࡼ࠺㸪ண✏ࡢෆᐜࡀẼ㇟ᏛⓎ⾲ࡋ

 ࡛ㅮ₇㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ཬࡧ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸧ࢆ

࡚㐺ษࡔጤဨࡀุ᩿ࡋࡓሙྜࡣ㸪᥇ᢥ

⾜࠺ࡓࡵࡣ㸪ᣍᚅㅮ₇⪅ࡢሙྜࢆ㝖ࡁ㸪ண

ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ㸬

✏ࢆᢞ✏ࡋ㸪ㅮ₇⏬ጤဨ㸦௨ୗ㸪ࠕጤဨࠖ

㸦㸧Ⓨ⾲ෆᐜࡀேࡢ◊✲ᡂᯝࡢ✼ุ᩿ࡉ

࠸࠺㸬㸧ࡼࡾ᥇ᢥࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 

ࢀࡿሙྜ㸪

 ಶேሗⓏ㘓ཧຍⓏ㘓ࡣᮏேࡀ⾜࠺ࡇ

㸦㸧ண✏ࡀᐃࡵࡽࢀࡓయࡽⴭࡋࡃ㐓⬺
ࡍࡿุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ㸪

㸬㐃⤡ඛࡣᮏேᚲࡎ㐃⤡ࡀྲྀࢀࡿᡤࡋ㸪௦

㸦㸧Ⓨ⾲ෆᐜࡀ♫⌮ୖ㸪㐺ษุ᩿ࡉࢀ

⌮ேࡢ㐃⤡ඛࡣㄆࡵ࡞࠸㸬ᛂࡌ࡚ົᒁ

ࡿሙྜ㸪

ࡽၥ࠸ྜࢃࡏࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋᅜእࡽ

㸦㸧Ⓨ⾲ෆᐜࡀ≉ᐃࡢಶே࡞࠸ࡋᅋయࢆㄦㅫ୰

ࡢཧຍⓏ㘓㸪እ᮶◊✲⪅ࡼࡿཧຍⓏ㘓㸪ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝࡛ࡁ࡞࠸࡞㸪ᮏேࡼࡿⓏ㘓ࡀ

യࡍࡿࡶࡢุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ㸪

ࡸࡴࢆᚓࡎᅔ㞴࡞ሙྜࡣ㸪௦⌮ேࡼࡿⓏ㘓ࡀ

㸦㸧ࡢ㊃᪨ࢆ㐓⬺ࡋࡓ┠ⓗࡢࡓࡵᢞ✏ࡀ

࡛ࡁࡿ㸬 

࡞ࡉࢀࡓุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ㸪



㸦㸧ࡑࡢࡢ㊃᪨㚷ࡳ㸪Ⓨ⾲ෆᐜࡀ㐺

㸬ண✏ࡢసᡂ
 ண✏ࡢᙧᘧ➼㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࿌♧ෆ

ษ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ
 Ⓨ⾲ᙧែ㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡲࡓࡣ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸧ࡣ㸪

㸦 :(% ࢧࢺᥖ㍕㸧ᚑ࠺ࡇ㸬 


Ⓨ⾲⪅ࡢᕼᮃࢆ⪃៖ࡋ㸪ጤဨࡀỴᐃࡍࡿ㸬 
 ண✏ࡀ᥇ᢥ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪ጤဨ

㸬ⴭసᶒࡢጤㆡ
 ᮏண✏ཎ✏ࡢⴭసᶒࡣ㸪᪥ᮏẼ㇟Ꮫᖖ௵⌮
ỴᐃࠕẼ㇟Ꮫࡢห⾜≀ࡢⴭసᶒጤㆡࡢᙉ
ࡘ࠸࡚㸦ᖺ᭶᪥ࡅ㸧ࠖࡶ࡙ࡁ㸪
Ẽ㇟Ꮫጤㆡࡍࡿࡶࡢࡍࡿ㸬

㸬ண✏ࡢᢞ✏
 ண✏ࡢᢞ✏ࡣ㸪Ⓨ⾲⪅ࡀᣦᐃࡉࢀࡓᮇ᪥
ࡲ࡛⾜࠺ࡇ㸬ᢞ✏㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ඹⴭ⪅ࡢᢎ

ࡽᢞ✏⪅ᑐࡋ࡚⌮⏤ࢆ㝃ࡋ࡚㏻▱ࡍࡿ㸬ࡇࡢ
ሙྜ㸪ཧຍᩱ㸦ࡲࡓࡣཧຍ✀ูࡼࡿᕪ㢠㸧
ࡣ㏉༷ࡍࡿ㸬 
 ᥇ᢥࡢ⌮⏤ࢆ᭹ࡍࡿሙྜࡣ㸪Ⓨ⾲⪅
ᮏேࡀ୍ᅇ㝈ࡾᑂᰝࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿ㸬 

㸬ᑂᰝ

ࢆᚓࡿࡶ㸪࡚ࡢⴭ⪅ࡢࢧࣥࢆグ㍕ࡋࡓ

 ᑂᰝࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡣ㸪⏦ࡋ❧࡚⪅ࡢẶྡ࣭㐃

ⴭసᶒጤㆡᢎㅙ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ㸬ᅜእࡽࡢᢞ

⤡ඛ㸪ㅮ₇㢟┠㸪ⴭ⪅㸪࠾ࡼࡧᑂᰝ⏦ࡋ❧࡚ࡢ

✏㸪እ᮶◊✲⪅ࡼࡿᢞ✏࡞㸪Ⓨ⾲⪅ࡼࡿᢞ

⌮⏤ࢆグ㍕ࡋࡓᑂᰝ⏦❧᭩㸦ᵝᘧࡣ௵ព㸧ࢆ㸪

ጤဨົᒁᐄᥦฟࡍࡿࡇ㸬
 ᑂᰝ⏦❧᭩ࡢᥦฟࡣ㒑㏦࡛⾜࠸㸪᥇ᢥࡢ

㸬᥇ᢥᚋࡢኚ᭦࣭࢟ࣕࣥࢭࣝ
 ᥇ᢥᚋㅮ₇ෆᐜ㸦ㅮ₇㢟┠㸪ண✏㸧ࡸ

㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࢆྵࡴ᪥㛫ࡢ࠺ࡕᚲ╔ࡢࡇ
㸬 

 Ẽ➼ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࡛Ⓨ⾲ࢆ࢟ࣕࣥࢭࣝ

 ᑂᰝ⏦ࡋ❧࡚㝿ࡋ࡚㸪ண✏ࡢኚ᭦ࡣ

ࡍࡿሙྜࡣ㸪㏿ࡸጤဨົᒁ㐃⤡ࡍࡿࡇ

ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㸬ᑂᰝࡣጤဨࡀ⾜࠸㸪⤖ᯝ㸦᥇

㸬Ⓨ⾲ࡀ࢟ࣕࣥࢭࣝ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪ཧ

ᢥ࣭᥇ᢥ㸧ࢆ⏦ࡋ❧࡚⪅㏻▱ࡍࡿ㸬

ຍᩱࡣ㏉༷ࡋ࡞࠸㸬





Ⓨ⾲ᙧែࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡣㄆࡵ࡞࠸㸬



別添

３

第 39 期第 2 回評議員会 出席概要報告
支部長 大林 正典

日時：2018 年 4 月 27 日（金）13:30～15:30
場所：ちよだプラットフォームスクウェア会議室（東京都千代田区）
議題：「地球観測の強化に向けて日本気象学会は何をなすべきか」
出席者：
評議員
大島慶一郎

（北海道大学低温科学研究所教授）

大野木和敏

（気象庁気象研究所研究調整官）

三枝信子

（国立環境研究所地球環境研究センター副センター長）

鈴木修

（気象研究所気象衛星・観測システム研究部長）

高橋暢宏

（名古屋大学宇宙地球環境研究所教授）

本多嘉明

（千葉大学環境リモートセンシング研究センター准教授）

三好建正

（理化学研究所計算科学研究機構チームリーダー）

村山泰啓

（情報通信研究機構ソーシャルイノベーションユニット
戦略的プログラムオフィス研究統括）

六川修一（東京大学工学部教授）
名誉会員、理事、監事、支部長（北海道、東北、九州）、事務局
議事概要：
理事会提案「地球観測の強化に向けて日本気象学会は何をすべきか」について議論し
た。
以下、大林の印象に残った議論を記す。
【文書の性格】
・（理事）まず、観測に関して考えられることを全部文字化してみた。未整理の部分が
多いと認識している。想定する読者は、一般の気象学会員で、天気に掲載したい。秋
季大会のシンポジウムまでに示したい。
・全体をよく網羅しているが、サマリーは必要。また、学会の外に出していく際には、
主張すべきことを選択してパンチを利かせる必要がある。
・学会としての問題意識をクリアに書く必要がある。制度の問題なのか、意識の問題な
のか。

・最終版がまとまった後も、適時にアップデートしていく必要がある。学術会議のマス
タープランは 3 年ごとに改定されるのでその土台として随時アップデートし使って
いく。
・policy maker に対するロビー活動に関しては、観測の継続性の重要性を言い続けて
いく必要がある。その際、学会としての正式な位置づけが重要。
【記述を強化すべき点】
・気候モニタリングでは系統誤差が重要。再解析の立場から、モデルに関していえば、
仮にデータが同化されなくてもバイアスがないことが重要。また、観測データの品質
管理が重要で、IoT でたくさんデータあってもバイアスがあると使えない。
・気候の監視について以下を追加して欲しい。
－温暖化の影響の観測（水圏、生物圏、雪氷、植生、海洋酸性化等）
－温暖化対策の効果の検証のための観測。100 年程度の継続が必要。
－対策をとった際のリスク、とらなかった場合のリスク、社会影響
・地球観測に関して、米国が撤退の方向で、日本に期待がある。特にマイクロ波放射計
は日本の強み。
・海洋の分野の記述が弱い。ARGO 計画などは過去の好例。
【研究と実用】
・学術会議マスタープランでは、現業への貢献、実利用と科学の両立が求められる。
・80 年代の米国では NEXRAD のプロジェクトでうまく回っていたが、基本的にサイ
エンスとエンジニアリングは方向が違う。センサー開発と利用者が離れており、コミ
ュニティ作りが必要。
・気象庁の現業データも予算の制約内で苦労して取得していることが研究者に見えてい
ない。逆に、研究データを現業でも使うと気象庁がなかなか言ってくれない。
（大林注：以前はデータを使うというと、その分コスト負担せよと言われるのを恐
れていたが、気象庁にカネを求めても無駄との理解が進んだ結果、現業業務に
有用であると積極的に言うようになっている。）
・予算確保のための応援合戦として学会が発信していくのは重要。
【若手の育成】
・若手に観測の魅力に触れる機会を作ることが必要。サマースクールなど。
・サイエンスは当然 pure に高度な最先端を目指すが、インフラ整備や観測することが
大事だと大学で言って欲しい。
・これまで気象業界は買い手市場だったが今後は疑問。IPCC も pure なサイエンスか
ら、社会影響に軸足が移っている。数理能力だけでなく多様化が必要。

【データの扱い】
・学会として方向性をリードしていくべきではないか。例えば
－データを作った人を評価する
－観測機器やソフトの作成者も重視する
－データ DOI の明示を義務付ける
－プロジェクト終了後のデータ保全・公開を求める
などはすぐできることではないか。個々の研究機関ではこういった動きはなく、学会
－文科省でリードして欲しい。
・データジャーナルに対する学会のスタンスを示す必要がある。
・データ量が膨大になり、現状 google と amzon に集中している。国として何を自国で
持つべきなのか。

