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1 このテキストの目的 

 
ここ数年英国において、主として春から盛夏にかけて乾燥した日が現れ、こういった日は「ブルー」

（青空）のままのことが多かった。 
 
積雲が発生しないという事は、初歩のクロスカントリーパイロットを落胆させる。だれもが、上昇気

流の場所を示す「雲」の存在を歓迎するであろうからである。 
 
以下に連ねたのは、なぜ「ブルー」の日（積雲の発生しない青空の日）が発現するか、そのような日

にはどうすればリフトが発見できるかについての考察である。 
 

2「ブルー」の日の発現 
 
図-1 に示したのは、寒冷前線（図中右へ向かって進む）の通過と、それに伴って現れる気象現象であ

る。 

 
まず、寒冷前線のすぐ後ろに、せまい範囲で「晴れ」の領域が存在する事が多いが、これは「沈降」

によるものである。その後に寒気の厚い層が到来して積雲が発達し、シャワー（にわか雨）を降らせ

ている。 
 
もし、その後ろに高気圧の領域が続いていると、上空の空気はふたたび「沈降」を始める。空気が沈

下するに従って温度も上昇するため「気温の逆転」が生じ、対流の高さを制限するようになる。 
 
同時に、乾燥した空気が到来して凝結高度を上昇させ（雲のできはじめる高度を上げ）、積雲の雲底高

度がだんだんと上がってゆく。 
 
空気が乾燥してゆく前の段階として、積雲の頭が逆転層にさえぎられて横に広がってゆき、ほぼ全天

を覆ってしまう事がある。 
 
高気圧が持続し、沈降による逆転が凝結高度よりも下がってくると（高気圧の中心付近では、上空の

空気は全面的にゆっくりと下降気流となっていて、空気が沈下すると温度も上がり、その結果として

「逆転層」を生じる）、サーマルも雲が出来るまでの高度に到達できなくなり、そうして「ブルー」の

日がやって来る。 
 
高気圧による沈降（ゆっくりとした下降気流）がより強く持続すると、逆転層があまりにも沈み込ん

で対流の層が浅くなり、まともなサーマルが発生しないような状況になる。 
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以前、私の地方の競技会でそんな日があったのを思い出す。晴れた暑い日であったが、タスクに出発

したのはただ一人だけで、28km ほどを飛んで不時着してしまった。その間リフトにはひとつも当た

らなかったという。 
 
逆転層が非常に低くなると、太陽の光で温められる空気の層も薄くなる。それが強力な日光で一日か

けて温められると、気温の逆転がほぼ解消し、次の日には逆転層を突き破るための「熱」がわずかで

済む。図 1 の C とD にはこの状況が示してあり、対流の高さがいきなり数千フィートも高くなってい

るのがわかる。 
 
また、図-1 の一番左の隅の方に寒気の流入が示してある。これは対流を下方からカットする新たな逆

転層を形成するもので、1990 年 8 月のオープンクラス国内選手権の 1 日が競技不成立となった原因

である。 
 

3 上層の気温の変化 
 
図-2 に示したのが、高気圧の移動に伴う気温の「状態曲線」の変化である。図-1 の中のアルファベッ

ト A、B、C、D が、図-2 の A、B、C、D に各々対応している。 
 
「A」は、一般的な積雲のできる場合の夜明けの状況を表すものである。タテ線で塗りつぶしてある

所は、太陽熱によって下層の空気が温められてゆく状況を示している。 
 
右手の地面から 35 度位の角度で左上方に伸ばした直線は「乾燥断熱減率」（ブルーのサーマルが上昇

してゆくに従って温度の下がってゆく割合）である。 
 
そして、左上の斜めのまばらな線で埋めてある部分が、積雲の内部における凝結時の、潜熱放出によ

るエネルギーの供給を示している。積雲の雲底および雲頂もそれぞれ示してある。 
 
地上からほぼ垂直な角度で上方に伸びる点線は「露点温度」の線である。この露点温度の線が乾燥断

熱滅率の直線と交わる所の高度を「凝結高度」（水蒸気が雲になる高度）という。 
 
「B」はブルーの日の初日で、空気の沈降によって上空の温度があがり、サーマルが凝結高度まで到

達できなくなった事を表している。 

 
「C」は気温の逆転がいちじるしい場合であって、サーマルを強力に制限し、その「ふた」は、ある
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場合にはわずか 2,000ft くらいになってしまう。 
 
この図で注意してほしい事は、タテの密集線で表した日射による下層の温度の上昇が、午後も遅くに

はこの逆転層のほぼ上部にまで達しているということで、結果として、翌日には逆転層を突き破るた

めの加温もはるかに少なくて済む事になり、サーマルの上昇する高度もずっと高くなっている。 
 

4 サーマル上昇高度の突然の変化 
 
「D」はその翌日の状況である。下層の気温も午前中に順調に上がってゆき、昼頃には逆転層も破ら

れて、サーマルの到達する高度が急激に上昇することを示している。 
 
時として積雲の小片（パフ）ができるぐらいの高度にまでサーマルがとどく事がある（現れてもすぐ

に消えやすい）。このような積雲のパフは、単に地上から観察するだけではその意味を理解する事はむ

ずかしい。経験豊富なパイロット達でさえ、「あれは低い積雲のスクラップにすぎない」という具合に

勘違いを起こすものである。 
 
ある日の午前中、クロスカントリーパイロット達がそのような「弱々しい」雲を眺めて、いつ出発し

ようかなどと談義している最中に、となりの滑空場の練習機が頭上はるかに高く旋回し、点のように

見えた事があった。皆はあわてて出発していったが、最初の連絡での雲底高度は、飛行場上空で 6,400ft
ということであった。 
 
また、8 月の競技会において、やはり同様の雲が発生しているにもかかわらず、「いつ発航を開始しよ

うか」などと協議している最中に、「プラス 6 ノット（3m/s）、雲底 8,000ft」という連絡が飛び込ん

で来たりしたこともあった。 
 

5 「急上昇」の日 
 
このような「条件」の日には、地上の気温がある点を過ぎて上昇すると、それまではまったくソアリ

ングが不可能であったのが、非常に短い時間で絶好の条件に変化するというのが特徴である。 
 
これは、通常条件が日中徐々に良くなってゆき、サーマル発生後は 2 ないし 3 時間しか持続しないと

いう、「普通」の気象条件と好対照をなす。 
 

6 リフトを見つける 
 
以前から良く言われ続けている事に、「森林説」というものがある。目をつぶって森に入れば、当然な

がら木に当たるのと同様に、「まっすぐ」飛べば、いずれサーマルに入るであろうという理論であった。

図-3A は、その「森林説」を描いたもので、「木」は果樹園に植えてあるみたいにきちんと並んでいる。 
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それで、図のように点線に沿って飛行すれば、1 ないし 2 のリフトに当たる可能性も充分にある事は

明らかではあるが、そのような「確信」ないしは「盲信」にだけ頼っていては、不時着の憂き目に遭

うこともまた多いといえる。 
 

7 サーマルのストリート化 
 
図-3B は、中位の強さの風が吹いている場合のサーマルの分布を表したもので、目には見えない「ス

トリート」が形成されていることを示す。 

 
 

ここで、図-3A の点線と同じ方角にむけて飛んでゆくと、サーマルがほぼコンスタントに続いていて、

たまに強いものに当たることがあるか、あるいはずっと沈下の連続であるという状況になるだろう。 
 
沈下が長く続くようであるならば、コースはおそらく「沈下ストリート」と並行しているはずで、「達

人」たちならばすぐこの事に気がつくものである。 
 
一方、いまだ「もの」が見えない「平均的な」パイロットは、強いサーマルに接近しつつあるという

観念にとらわれて突き進んでゆく。そのようなあるパイロットは「6,000ft でサーマルを離れ、その後

着陸するまでずっと沈下だった」と私に述べたことがあった。 
 
ここで注意しておきたいのは、本当の「ストリート」というものは、都市などの特定の熱源によって

発生するものではないということである。ストリートとは大気中の一般的現象であって、海洋上でも

題著に発達するものなのである。 
 
都市は、あるいは連続したサーマルを風下に送ることもあり、寿命の短いストリートのように作用す

るが、それが長い距離に連続することはまずない。 
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8 サーマルの密集化 
 
図-3C は、もうひとつのサーマルの分布の形を表したもので、風がほぼ静穏な日の、サーマルが発生

し始めてから 2 時間位経過した場合のものである。これを「サーマルの群れ」といい、多数のサーマ

ルが不規則な形に集合したかのように見える。 

 
最初この「群れ」に到達した時は、おそらくサーマルの群れの一部分だけが活動的なだけであろう。

接近するにつれて空気が活発になってゆくのが感じられ、サーマルの強い部分にヒットするかなり前

から、バリオメータは景気のいい値を示している。 
 
そして、この「サーマルの群れ」を離脱する時においても、まだまだ使えるいくつかのサーマルを突

き抜けて進むことになる。そして大気が不活発になってしまうまで、高度を保持したままかなりの距

離を稼ぐこともできる。 
 

9 「沈下の谷間」 
 
「サーマルの群れ」は「沈下の谷間」からあまり離れていない所にあるようだ。良く知られている「沈

下ストリート」とは異なり、「沈下の谷間」は特定の方向に整列してはいない。これらは規模の大きい

対流の一部であって、沈下の区域から外側に向かって流れ出す気流が、それぞれが合流する部分でふ

たたびサーマルを誘発するようである。地上にいるならば、風向の一定でない弱い風を観測するはず

で、それは沈下の谷間からサーマルの群れに向かって不規則に吹き出す風なのだろう。 
 
ときたま、たき火あるいは煙突からの煙によって、この低層における合流が目撃できることもあるが、

真夏ではたき火など誰もやらず、工場のボイラーも消されている。 
 
であるからして、ブルーの日に沈下の谷間を突き抜けてゆくということは大変な事である。どこにそ

の谷間があるのか、どの方角に向いているのか、何も手がかりがないことが多い。そしてその谷間は

何マイルも延々と連なっているかのようだ。バリオはずっと沈下 6〜8 ノットを指し、電気バリオの

クルーズコントロールはわめきたてる。「速く、もっと速く」。 
 
そうしてどんどん Vne に近づいてゆくのである。 
 

10 地表面のバリエーション 
 
サーマルは、地表面のコントラストの差が激しい所で良く発生する様である。すなわちある部分は早
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く温まり、一方の部分では温まり方が遅いというような場所である。 
 
例を挙げるならば、日中の炎天下でひろく乾燥、成熟したとうもろこし畑の脇に森がある所などは、

サーマルの源として有望といえるだろう。 
 
森は温度が上昇するのが遅いかわりに、その日の終わりまで熱を保持する性質があるので、夕方に森

林の上空で弱いリフトに出会うこともある。このリフトができる原因のひとつは、おそらく「湿気」

である。 
 
木は、それ自体驚くほど多量の水分を日中に蒸散させる。水蒸気が加わった空気はわずかに密度が減

少するため、気温が多少下がってもサーマルの発生を可能にさせる。 
 

11 市街地と飛行場の上空 
 
市街地あるいはコンクリートに覆われた広大な飛行場の上空こそ、サーマルの探索に最も有望な場所

である。これらは周囲の田園地帯

よりも温度が高くなるため、サー

マルの熱源を安定的に供給する。 
 
しかしながら、これらは 100％信

頼できるものではない。例えば、

市街地が大きくなればなるほど、

サーマルを捉える確率も高くなる

と信じがちになるが、事実は、残

念ながら違っているようである。 
 
むしろ、小から中規模の都市の上

空の方が、大規模な市街地よりも

良いという場合が少なくない。大

きな市街地の上空で、リフトを捜

すのに長い時間がかかったという

のは誰もが経験していて、たとえ

それがかなり当てにできそうな市

街地の上空であったとしても、一

番良いサーマルは郊外部との境あ

るいは角地の上空にあったなどと

いうこともある。 
 
何事も経験であって、自分自身のリストをつくっておくことも良いだろう。 
 
図 4 の A は、いわゆる「教科書に載っている」タイプの例であって、市街地の中心部に良好なサーマ

ルが発生していることを示している。 
 
図 4 の B はより現実的なケースであって、最初強い沈下に遭遇するが、その先に期待した通りのサー
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マルがあって、万事良好におさまるという形である。 
 
一方図 4 の C は、いってみれば「グライダーパイロットの悪夢」を描いて示したもので、当初市街地

に接近してゆくといつもの沈下に遭遇するが、中心部に到達するのがほんの 1 分遅かった。 
前に発生したサーマルはほんの 2 分ばかり前に過ぎ去ってしまって、次のはたぶんあと 10 分位待た

なければならぬ。空中に残されたものは、サーマルのつくり出した乱流ばかりで役には立たない。 
 

そんな場所で時間と高度を無駄づかいしてしまうと、良いサーマルの見込みのある、かなたの斜面に

までは届かなくなってしまう。 
 

12  ある賛美歌には 
 
「まなじりを上げてあの丘を眺めやらん。いずこより助け来たるや」詩遍第 121 の一節に歌われて数

世紀、これは今日のグライダーパイロット達にとっても依然として真実である。 
 
斜面、丘陵が常時サーマルの良い供給源であることには 2 つの理由がある。その第 1 は、斜面という

ものは河谷地帯ないしは平地と比べて乾燥しているため、太陽熱が水分の蒸発に費やされる比率が少

ないこと、そして第 2 には、太陽に面している斜面は、角度的に日光の強い照射を受けるからである。 
 
特に、中緯度ないし高緯度の地方においては、太陽に向いた斜面は、平地より 30％も多くの太陽エネ

ルギーを受けるという。図-5 はその斜面のいくつかの利点を比較して描いてみたものである。 

 

図中、左側の平地から立ち上るサーマルの方は、1,000ft毎に 3℃の低減率で温度が下がり、高度 5,000ft
の所で逆転層にぶつかって止まっている。 
 
一方、右側の斜面に沿って上昇する気流は、上昇しながら斜面から更なる熱の供給を受ける。したが

って、頂上の所で斜面から分離するまでは、1,000ft/3℃の低減率とはなっていない。 
 
イングランドのようななだらかな丘陵地帯では、サーマルをほんの少しだけ強化するだけにしかなら

ないのが通常であるが、西部のウェールズあるいは北部のスコットランドのような山岳地帯において

は、これはとても強力なサーマルの増強作用となっている。 
 
そして、アルプスのような本格的な高山地帯ともなると、サーマルはもはや斜面の向く方角とその並
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び方に支配されるようになる。 
 
通常、平地から立ち上るサーマルは、その受け取る「熱量」には限度があって、いったんサーマルが

消えてしまうと、そこの地面が再び温まるまでは活動をしないものである。 
 
一方、太陽にさらされた斜面は、いろいろの方向から「空気」を引き込んで、通常のリフトよりもず

っと寿命の長いものを発生させる。斜面でできたサーマルは、強い逆転層が存在していても、それを

突き抜けて高度を稼がせてくれる。 
 
気温の逆転がそれほど強くない場合には、斜面によるサーマルは、平地で発生するものより数千フィ

ートも高くまで到達する。天候不順で雨の特に多い年には、平地の地面は湿地と化してしまうが、そ

のような場合には、リフトはほとんど丘陵地帯にだけ発生するようになる。 
 
つまり、水浸しの低地は、翼幅の短い機体にとって（15m の機体などを指す）「ワナ」となってしま

うのである。 
 
その高さが 240m ほどの、小さなそして

独立している小山でも、周囲の温かな空

気の良い集合場所になるようだ。図-6 は、

そのような丘が 2つ並んでいる場合を図

示しようと試みたもので、サーマルが太

陽の当たる側の斜面に集まり、一方日陰

になった斜面では沈下となっている。 
 

13 沈下を避けてゆく 
 
普通に飛んでいると、沈下帯というものは、いわばゴルフコースのバンカーなどのようにして受け止

めてしまいがちであるが、そのなかでもはっきりと理由をもって回避すべき場合と場所がある： 
 
1）太陽の当たらない丘の斜面。特にその部分が風下になっている場合には沈下となる場合が多い。 
 
2）大きな湖の風下側（まあ想像はできるが）。ずっと沈下帯となっている場合が多い。 
 

図 7 はその模式的な図であって、風が湖の上を吹い

ている状態である。風下側のある距離までは、サー

マルが発生しないか、あるいは沈下帯となっている。 
 
ここで注意しておきたいのは、湖の風上側の岸辺の

間際からサーマルが発生していることで、これは「地

表面の状態に差がある状況でサーマルが発達する」

ということの一例である。 
 

14 上空のウェーブの影響 
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逆転層及びその上空で、鉛直方向のウインドシアー（風向風速がその下の層と比べて大きく変わって

いること）が存在することがある。そして、もしも風速が高度と共に増加するならば、ウェーブが形

成、発達し、これが下層のサーマルに影響することがある（サーマルのしくみ Part2、P5-18）。 
 

15 海岸地帯においては 
 
海風が定常的に吹いていると、それが温めら

れてサーマルを形成するまでには、かなりの

距離にわたって陸上を吹走しなければならな

いということは誰もが知っている。図-8 はそ

のような状況を模式的に描いた図である。 
 

16 ブルーサーマルの構造 
 
サーマルの中には、対抗した 2 つのアウトフロー（下降気流が地面にぶつかって水平に広がってゆく

もの）が衝突した形で、あたかもスプリングがぴょんと飛び跳ねる様にして上昇してゆくものもある。

しかしながら、大多数のサーマルは、初めゆっくりと上昇し、高度が上がるにつれて上昇速度を増加

させてゆく。滞空する場合、高度をキープせよというセオリーの理由はこれである。高度わずか 500ft
のところで、しかもバリオはプラスの 1/2 ノット（0.25m/s）で大汗をかいて粘っていても、その後

上空で 3 ノットのリフトで数旋回して帳消しになるということもあるではないか。 
 
一般的に言えば、高度が上がるにつれてリフトも強くなる。図 9 はその強さの分布を高度を縦に取っ

て表したものである（リフトの強さの数字は省いてある）。 

 
「A」は、サーマルが上空の安定層（ただし明確な逆転がない）に入り込んでゆく場合を示している。

おそらくサーマルの強さは 2/3 ぐらいの高度の所で最大となり、以後安定層に接近してゆくにつれ減

少してゆく。 
 
しかしながら、高度は相当上昇しているのにサーマルの強さは変化しないという場合もある。サーマ

ルの頂点に近くなって上昇率が下がってくると、もはやムダとばかり大体のパイロットは次を求めて

出発する様になる。 
 
「B」は、自信のないパイロットが良く遭遇するタイプの代表である。前のサーマルが消えかかって

もなおそれに取りすがって、あと数百フィート高度を稼ぎたいなどと考えている所に新しいサーマル
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のバブルが同じ軌跡で上昇してきて、とたんにより高度を取ることができるという状況である。 
 
ほんの時折このような飛び方で報われる時がある。2 つ目のバブルは、機体をヘイズの層の上まで運

び、その後しばらくの距離にわたって、まったく静穏な滑空が楽しめる。高度が下がってきてサーマ

ルの層の上にさしかかると、消えてなくなったサーマルの痕跡のわずかな乱流が機体をなめ始めるの

がわかるだろう。 
 
「C」は強力な逆転層がある場合で、上限近くで 1 旋回のうちにリフトが 4 ノット（2m/s）からまっ

たく消え失せてしまう。このような場合には、2 つ目のバブルを期待しても無駄である。続いて上昇

してくるバブルも、同じ高さ以上には上昇できないからである。 

 
17 サーマルの強さと温度勾配の関係 

 
図-10 は図-9 に示されたサーマルの強さの違いを説明するためのものである。左側の図は、上空にわ

ずかな気温の安定層がある場合で、サーマルは徐々に上昇速度を落としてゆく。 
 
状態曲線と乾燥断熱減率（逆転層を見直す、P3-8）の直線が交差する高度で停止するサーマルもある

一方、特に「2 連バブル」形のサーマルなど、上昇が停止するまでに、かなりの高度まで安定層に食

い込んでゆくものもある。おおまかなリフトの強さをその横に示してある。 
 
右側の図は上空に強い温度の逆転がある場合で、逆転の部分ではたかだか 100ft の高度の間に数度気

温が上昇している状態である。サーマルはかなりの慣性でこの逆転層に突入するが、すぐに停められ

てしまう。従って、強いものでも弱いものでも、到達できる高度にはほとんど差がないことになる。 
 

18「2 連バブルサーマル」を使う 
 
図-11 に示したのは、ウインドシアーがわずかにある場合に遭遇する状況である。 
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「A」から初めに上昇したサーマルは、浮力を失うまではほとんど垂直に上昇する（風があるにもか

かわらず）。そしてその後、風になびいて傾斜してゆく。こういったサーマルでふだんこのようなこと

に気づくのがあまりない理由は、サーマル旋回の位置を変えずに済むためである。 
 
しかしながら、「B」の所まで昇ってくると、リフトは明確に弱くなり始め、「C」の所では、もはや優

柔不断なパイロットでさえも離脱せざるをえなくなる。この「C」の点以降も粘るということは、時

間の無駄にほかならない。 
 
「D」から昇り始めるサーマルも、前のサーマルと同じ様にふるまう。「E」で弱くなって傾斜が始ま

り、実際的には「F」で全てのパイロットは離脱してしまうはずである。 
 
ところが、非常に小心者が一人いて、かすかなる望みを持ってサーマル旋回を広げたとする。すると

第 2 の「バブル」に突入する。「G−H」 
 
この「第 2 のバブル」は、前のものと同じ軌跡をたどって上昇してくるが、上昇の勢力がいまだ強い

ため、風に抵抗して傾斜しない。 
 
私は、そのように非常に注意深い人達だけが「かたつむり」のようにゆっくりと前進するものと、い

つもそう思っていた。 
しかしながら、「名人」達の中には、最初に摘まえたサーマルはまだ完全に使い切っていないというこ

とを「肌で感じる」ことのできる連中がいるらしい。 
 
その連中は、誰よりも早くウインドシアーの効果に気づき、第 2 の「バブル」のあり場所をつかみ、

余分に高度を稼いで、ロスタイムなしに三角コースをひゅうっと飛び回るのである。 
 

19 ヘイズ（もや）の読み方 
 
天気は晴れで視程も抜群という日は何日かあるだろうが、実際晴れていても、ほとんどの日はヘイズ

（もや）がかかっている。 
 
飛行中ヘイズが濃い部分から視程の良い所へ飛び出すということは、強いサーマルから弱いサーマル
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に移ったということである。 
 
薄いヘイズがかかっていると、サーマルを見つけるのに便利である。ポラロイドあるいは同等のサン

グラスを使えば、サーマルが空気中の汚染物質を逆転層の下にあつめて、空が薄くもやもやになって

ゆくという、ブルーサーマルの出来はじめを地上から見ることができる。 
 
空中から眺めてみると、サーマルがヘイズの「キャップ」をかぶっているのが見えることが時たまあ

る。この「キャップ」は、特にサーマルが「密集化」している場合に良い目印となる。もし、ひとつ

の「キャップ」の下にサーマルがなくとも、その付近で新しいサーマルを発見できる可能性が高いか

らである。 
 
これらの「ドーム」形のヘイズは、太陽に向かっている時に良く見える。特に、「2 連バブル」などの

ような強力なサーマルは、「キャップ」の高さをそのほかのヘイズの部分より数百フィートも押し上げ

ることがあって、横方向から眺めると、ヘイズの「キャップ」と「水平線」のあいだに青空を見るこ

ともできる。 
 
（訳注：これらの「キャップ」あるいは「ドーム」は、強いて言うならば遠近感が非常につかみにく

いのが難点である。このような条件は国内ではあまり現れないが、実際に経験してみると不思議な感

じがする） 
 

20 複数の層になったヘイズ 
 
強い逆転層は、明確なヘイズの層でそれと判別できる。また、顕著な逆転を伴わない安定層もヘイズ

の天井を有するが、上空の透明な部分とヘイズの部分の境界ははっきりとしない。 
 
動力付きの機体を使って早朝の温度観測にゆくと、ヘイズが段々に薄くなっていたり、何層かに別れ

ていたりするのに出会うことがあるだろう。 
 
時折、昨日のまだ温かなヘイズの空気が残っていて、それが新しい、そしてより冷たい空気によって

下層からカットされることがある。これによって、より新しい、低い逆転層が形成されるばかりでな

く、旧い逆転層のヘイズが地面からかなり高く持ち上げられることになる。そうなると、地上での視

程は良くなるが、空は晴れていてもヘイズがかかって見える。 
 
そのような日には、ソアリングの条件は余り良くならないだろう。重なり合った逆転層の下では、良

いサーマルは発生しにくくなるからである。 
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本翻訳版につきましては、1990 年 10 月 26 日付けで、英国 BGA より「非商業ベースでの複製ならび

に配布」の承認を得ております。 
「本文献より引用をされる場合には、出典を明らかにしていただきたい」というのが、著作者の要望

です。 
 
内容に関してのお問い合わせは、大石 直昭 まで： 
naoakiyy@ytv.home.ne.jp 
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