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トランプ政権

有料会員限定  記事 今月の閲覧本数： 1 本 登録会員の方は月 10 本まで閲覧できます。
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今季からＪリーグの試合で判定に疑問があるクラブは、試合直後に話し合いの場を持てることに
なった。といっても審判団と直接議論するわけではない。審判団から判定の根拠などを聴取した審

ユーロ(円)

これまでは不可解な判定があると、クラブは意見書をリーグに提出。問題があれば、当該審判に
内々の沙汰が下っていた。今後は問題から湯気が出ている段階で間接的ではあるが、審判団の考
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判アセッサーが、クラブ側の代表者の質問に答える形を取るという。

記事

2/23 終値

⽇経平均について （銘柄⼀覧）

えを知れることになる。
アセッサーとクラブ側の代表者がどんな議論をし、その内容がどの程度オープンになってしまうの
か、よく分からない面はある。審判の評定以外に、重い仕事が増えるアセッサーは大変だろう。そし
て誤審うんぬんの結論はどうでもいいが、問題のジャッジに至る審判の思考の過程はその場で私
も知りたいと思う。
というのも、試合中に判定を巡るトラブルが生じても、現状では審判団の見解を知る機会はほとん
どないからだ。審判団が「黙して語らず」の立場を取るために、メディアには被害に遭ったと主張す
る選手の言い分だけが露出する。その度に“欠席裁判”に加担しているようで、非常に気持ちがめ
いるのである。
心配なのは、アセッサーとの議論の中で言質を取った気になったクラブ側が「審判は誤審を認め



た」と、そこだけをクローズアップすることだ。日本サッカー協会の審判委員会がいわば「判定は熱
は審判の仕事や判定の難しさへの理解、ひいてはサッカーへの理解を練って練って腰を強くするた



めのはずである。

あの判定でどちらが得をしたとか、損をしたとか、勝った負けたと騒ぐのもいい。しかし、何のため
のレビューかといえば、さまざまな角度からサッカーを見て、考え、相互理解を深めるため。それし

⽇経電⼦版の活⽤⽅法



⼈事ウオッチが4⽉末まで無料︕申込はこちら＞

南アフリカ、ブラジルと２度ワールドカップで笛を吹いた西村雄一主審は「英国では草の根レベル
をうまく運ぶには根本のところで「ノーサイドの精神」が必要に思えてくる。



社会⼈採⽤、通年で募集 「⾼度な専門記者」も

いうちに打て」と方針を変えたのは、審判をムチ打つ口実を与えるためではないだろう。本来の趣旨

でも試合後に審判を交えて議論する習慣がある」という。そんな話を聞かされると、この新しい試み

⽇経からのお知らせ

おすすめ情報
「ネーミング」はブランディングだ︕
季節の変わり目、⾆で 旬の料理の店
百年洋⾷を味わう ⽇光⾦⾕ホテル

かないだろう。

ニュース記事から学ぶ⽣きた英語は︖
秋元康、⼩⼭薫堂らが選ぶ今年の「⾁」

電子版の記事がすべて読める有料会員のお申し込みはこちら

年収1000万円は序章にすぎない・・・
実務経験なしから臨床⼼理⼠を目指す

有料購読のお申し込み

先進運転システム実⽤化の現状は︖
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⼤⼈の⼥性に似合う、⼼ときめく時計選び



業界トップ企業グループが直⾯した壁の壊し⽅



銀座の名店でプロと選ぶ時計という⼤切な相棒

ビジネス

アナザービュー



新⽇鉄住⾦の「世界で勝つ」モノづくり



利⽤するIT、時代はサブスクリプション型へ



オフィスビル、リノベによって何がどうなる︖

「その指先の感触をつかみたい」テルモの医療トレーニング

暮らし

類似している記事（自動検索）

（短信）審判側と意見交換の場 Ｊリーグ導入、試合後に

⼀覧

（2017/2/23付） 



都⼼回帰の流れの中、晴海の新築物件への期待



セルフメディケーション税制の仕組みと活⽤法
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Ｊリーグ、試合後に判定検証 クラブと審判員側の代表者で
（サッカー）ビデオ判定は「うまく機能」 ＦＩＦＡ責任者
ビデオ判定は「抑止力」に
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算数が苦⼿な⼩５⼥⼦が腑に落ちた瞬間とは

（2017/2/22 20:23）

（2016/12/16付） 

ゆとり

（2016/12/16付） 

（プロ野球・逆風順風）ビデオ判定で見えぬもの

（2016/10/6付） 



登⼭家でも探検家でもない、南⾕真鈴の挑戦



京都にセカンドハウスを持つ現実的な選択



相続を争族にしない、必要な備え

女子大生・南谷真鈴が７大陸最高峰を日本人最年少で登頂できたわけ／日産
JAL大西氏が語る。多様性の中に身を置けばその可能性は大きく増大する／IBM
市川海老蔵氏の古典歌舞伎への意欲を支えるもの／アメリカン・エキスプレス
年収が高い企業はどこ？年収ランキング公開中／日経キャリアNET
大人の贅沢ランチ～ビジネスランチのお店探すなら「大人のレストランガイド」
主要ジャンル速報
経済

企業

待機児童の定義拡⼤、18年度に先送り 

ＪＸなど⽯油元売り⼤⼿５社、精製能⼒１割削減

ネット教育の教材、著作権者の許諾不要に ⽂化庁⽅針

マイナス⾦利対応急ぐ 琉球銀頭取に川上⽒

じぶん銀、顧客に合った優遇案内 アプリ刷新 

⾷産業海外展開、宮崎銀が⽀援 コンサルと提携

三井住友・りそなの関⻄３地銀、来春統合で⼤筋合意 

Ｚ会、17年度講座の受け付けを３⽉20⽇再開 ⼀...

ゴールドマンのＡＩ投信、運⽤規模1100億円超

ソフトバンク、投資会社を鴻海との合弁に ＩＴ関連...

プレミアムフライデー、カードもお得に ポイント... 

パックご飯で中国開拓 検疫の壁抜け中間層狙う 

⽇⽣、営業職員の成果給上げ ４年連続

三井住友・りそなの関⻄３地銀、来春統合で⼤筋合意 

国際

アクセスランキング

政治

中国、経済閣僚⼊れ替え 習⽒に近い⼈物目⽴つ

初のプレミアムフライデー、⾸相・閣僚も満喫

ＯＰＥＣ・非加盟国、１⽉の減産は目標の86％

17年度予算案、27⽇に衆院通過 年度内成⽴確実に

正男⽒殺害は化学兵器ＶＸ 北朝鮮の主張崩れる 

⾃⺠・保岡⽒、改憲「１回に３項目前後」

タイ産⽶ 輸出価格下落 ⽣産量⼤幅増で

⼦育て中の保護者、待機児童解消を要請 野党議員に...

北朝鮮の化学兵器、⽶ロに次ぐ保有量 

飲⾷店全⾯禁煙「当初案に賛成７割」 150団体が...

東アジア経済連携、⽇本は途上国照準 27⽇から... 

衆院法務委開けず ⺠進、⾦⽥法相の所信拒否

サウジアラムコ上場、三菱ＵＦＪが株⼀部引き受けへ 

「情報銀⾏」創設へ指針 政府検討会

株・⾦融

くらし

ＡＩＡ（⾹港） 中国政府の規制、影響警戒 

初のプレミアムフライデー、⾸相・閣僚も満喫

タイ産⽶ 輸出価格下落 ⽣産量⼤幅増で

英語「話す」⼒の採点は録⾳で ⽂科省、学⼒テスト...

穀物 消えた「２⽉安」 豊作も⼤⾖・⼩⻨１割⾼ 

パックご飯で中国開拓 検疫の壁抜け中間層狙う 

外航コンテナ運賃 ⾼値圏 前年⽐スポット ⽶国... 

皇居ラン・昼からビール…プレミアムフライデー

欧州市場の主要指標11時半 円112円台前半に上...

宮崎駿監督、新作⻑編を準備 事実上の引退撤回か

商品先物概況・24⽇

中３の英語⼒、目標達成は「書く」のみ ⽂科省調査

ロンドン株10時 続落、決算悪化でＲＢＳが安い

⽼朽「被爆建物」保存を 広島の倉庫など、市が耐震...

スポーツ

社会

1.

⾦正男⽒遺体から猛毒ＶＸ検出 マレーシ
ア警察発表

2.

⼤和ハウス、本社２千⼈のプレミアムフラ
イデー 午後有休に 

3.

⽉末トランプ演説に円⾼リスク 

4.

トランプ⽒、⽶核戦⼒増強を表明 

5.

東芝株で攻防 再建策にらみ強気派も台頭

6.

ＶＸとは 

7.

皇居ラン・昼からビール…プレミアムフラ
イデー

8.

アフター３ 消費動くか プレミアムフライ
デー始まる 

9.

なぜ⾼い︖ 中国⼈社員給与の謎 

10.

「ゴールドマン政権」の虚実 トランプ⽒
と６⼈の距離 
2/24 23:00 更新

モーグル堀島、ジャンプ中村らが⾦ 札幌冬季アジア...

⽯原⽒ら喚問、19⽇か20⽇に 豊洲百条委理事会

フィギュア、宇野は男⼦ＳＰ２位 札幌冬季アジア⼤会

京都府医⼤学⻑に辞任勧告、組⻑との関係問う 学⻑...

渡部暁、複合個⼈ノーマルヒル５位 世界ノルディック

京都府医⼤学⻑に辞任勧告 虚偽診断、組⻑との関係...

東京五輪、⼤リーガーの参加難しく ⽶選⼿会⾸脳が...

相模原殺傷、初公判まで１年以上か 再度の精神鑑定も

カーリング男⼦、中国に敗れ銀 札幌冬季アジア⼤会

相模原殺傷「動機解明を」 元職員起訴に関係者ら

ミホノブルボン、⽼衰で死ぬ 92年ダービー⾺

戦闘機装備品で⽔増し請求 東京航空計器、防衛装備...

ボクシング福原「熊本を喜ばせたい」 世界戦調印式

英語「話す」⼒の採点は録⾳で ⽂科省、学⼒テスト...

おくやみ⼀覧はこちら

⼀覧

⼈事⼀覧はこちら

地域

⼀覧

北海道

東北

関東

東京
信越



札幌市、道内最⼤１万⼈収容の会議場建設へ 中島公園地区に 

7:01



丘珠空港の滑⾛路「⻑さ不⼗分」

検討会議が中間報告

7:00



「プレミアムフライデー」⼿探り

百貨店など限定プラン 

7:01



北東北３⾏、ベトナムで⽣産委託に特化した合同商談会

7:00



ナカニシが栃⽊・⿅沼に新⼯場

7:01



千葉県勝浦市、ふるさと納税で商品券廃⽌



「新⻁通り」に地⽅産品の路上マーケット



東京・世⽥⾕区、災害ボランティアの調整⼈材を養成

⻭科器具を増産 

7:01

まず⼭形⽜など販売



スノーキャスト、降雪時の路⾯予測システム開発



⻑野県、企業の専門⼈材誘致⽀援

防災科研と 

東京・名古屋で職種別⾯談会 

⽇経トレンディネット

クルマは「PHV」が主役へ、「ほぼ⾃動運転」も急増
ITpro

政府が本腰、「情報銀⾏」って何だ

7:00
23⽇ 7:00

ニュースを斬る

7:00

プレミアムフライデーの⿊⼦が語る

7:00

ニュースを斬る

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO13301490T20C17A2UU8000/

2017/02/24
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7:01



静岡の主要企業、社員の介護⽀援

法定上回る制度導⼊17％ 



豊⽥通商



プレミアムフライデー

北陸企業 ⻑時間労働是正の⼀歩に 

6:03



プレミアムフライデー

北陸３県の⼩売り・飲⾷新サービス続々 

6:02



⽇⽣と阪⼤、医療情報の保険活⽤で連携協定

6:00



関電、働き⽅改⾰専任の部⻑職を新設 意思決定早く ３⽉から

6:00



ＪＲ可部線・可部―あき⻲⼭間、廃線から復活 ３⽉４⽇から

6:02



⾼速道、訪⽇客向け割引

⻄⽇本⾼速など ⼭陰・四国周遊

6:01



プレミアムフライデー

四国の企業、働き⽅改⾰の契機に 

6:02



百⼗四銀、新頭取に綾⽥⽒ 個⼈向けサービス拡充



マイナス⾦利対応急ぐ



⾷産業海外展開、宮崎銀が⽀援

トヨタの先兵、未開の地をゆく 

ゴーン経営、⽇本への5つのインパクト

7:01
マネー研究所 ぼくらのリアル相続

選んだら⼆度と後戻りできない「相続時精算課税」
グルメクラブ ⾷べ物 新⽇本奇⾏ classic

コンビニの「温めますか︖」は、おにぎりだけじゃな
かった。菓⼦パン「温めますか︖」は是か非か︖
ヘルスＵＰ

18歳アイドルの「突然死」にみる死因特定の難しさ
トラベル

イタリア鉄道旅 悪評も過去の話…⺠営化後の乗り⼼地
は

6:01
22:39

琉球銀頭取に川上⽒
コンサルと提携

22:37

しがらみ経営

「しがらみ」という⽣活習慣病の末路
この時代を乗り切るワークスタイル改⾰

働き⽅の常識変える、リクルートの奇策

リノベか建て替えか？ 早急な改善が必要なオフィスビルとは／三菱地所リアル
エッセイスト安藤和津さんが願う、これからの介護と住まいとは？／東急不動産
最新のサービスやイベント情報をお届けします【日経電子版コンシェルジュ】

今、注目の新築マンション

2017年のマンション市場の⾏⽅は︖ 分譲マンション
購⼊者の買い替え、今は売り時か︖

顧客価値を高めるなら、苦情に隠された「４つの真実」を知れ！／Salesforce
[PR]トレンドウォッチ

⼀覧

新着

阪急沿線の新築マンション動向

再開発によって⼤きく変貌した梅⽥駅 ⻄宮北⼝駅周辺
も根強い⼈気

ビジネス



⾚坂⻘⼭⿇布、３Ａエリアの物件が⾼額な理由



アウトソーシングは担当者の職を奪うのか



銀座の名店でプロと選ぶ時計という⼤切な相棒



ワークスタイル改⾰の最前線とその課題解決策



⼤⼈の⼥性に似合う、⼼ときめく時計選び



誰⼀⼈取り残さない、持続可能な世界をつくる
ウーマノミクス・ストーリー

暮らし

キャリアの選択肢を拡⼤、新たな経験で殻を破る（東京
海上⽇動）

ゆとり



資産形成における「⾦（ゴールド）」の価値



登⼭家でも探検家でもない、南⾕真鈴の挑戦



株主との対話をこよなく重視する⼤⼿流通企業



相続を争族にしない、必要な備え



地震保険は契約時期で保険⾦が変わるって本当



“世界で⼀番楽しい”幼稚園の遊びと学び

イベント・セミナー

健康的に美しくダイエットするコツは︖ 未病⼥⼦講
座、３⽉７⽇横浜で開催
⽇経のイベント・セミナー
「⽇経メッセ」来場事前登録受付中
詳しくはウェブサイトをご覧ください
⽇経TEST「企業・団体試験」
ご希望の⽇時と場所で実施できます





天気
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