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悪魔主義者とエホヴァの証人、どちらが良い？ 

（スプートニク 2016 年 09 月 15 日 11:07） 

 

© Flickr/ William Murphy https://goo.gl/xf6mIj 

 

 世界中で宗教セクトの存在や、その教えを広める活動が、問題化している。カルトあるいはセク

トは、自分が信ずるものに熱狂的に帰依する人々のグループのことを言う。通常こうした組織は、

自分達のメンバーからお金や財産を詐取したりする。また中には、自分の命をセクトに捧げる用意

のある人さえ現れる。  

 

 こうしたセクトの影響下に、まず入りやすいのは、多くの問題を背負った恵まれない人々のグル

ープや、若い人達である。セルビアのセクト問題の専門家、スラジャン・ミヤレヴィチ（Sladjan 

Mijaljevic）氏は、スプートニク記者のインタビューに応じ、セクトが広がる問題について話して

くれた。 

 

 ミヤレヴィチ氏：「国の重要な問題に取り組んでいる人達による、セクト撲滅対策課設立の試み

は、それがどんなものでも、その部署が２人か３人の小さなものでさえ、あらゆる方法でストップ

がかけられてしまう。そうした組織設立の許可を得た人は、これまで誰もいない。その理由は、あ

れやこれやのセクトが、新世界秩序に奉仕していることと関係がある。それは人々を奴隷化する第

４のレベルだからだ。まず始めは政治的に、続いて経済的に、その後は軍事的に、そして 後に置

かれるのが、精神的奴隷化だ。目的は、様々な信仰をそろえた一種のショッピングセンターを作り、

できるだけ多くの人に信仰という「商品」を示すことである。 

 

 圧力は、米国やドイツ、フランスそして英国の大使館からきている。その証拠となる出来事が、

2010 年にあった。およそ⒑のセクトが、宗教組織として公式に認められたのだ。2006 年の宗教組織

に関する法律に規定された基準に合致していないものさえ、中には含まれていた。例えば、当時の

マイケル・ポルト（Michael Christian Polt）大使は、モルモン教が宗教団体として認められるよ

う大変な努力をした。」 

 

 記者：セクトは、ＮＧＯなど非政府系団体を隠れ蓑にしているのではないですか？ 

 

 ミヤレヴィチ氏：「ＮＧＯは、彼らの活動を隠すマスクの一つだ。本格的なセクト組織には、科

学的学術的仕事的や人道援助、対マスコミ関係などを担当する一定の数の人達がいる。これらはす

べて、彼らの活動を隠すマスクだ。それゆえ一部の人々の中には、一定の時間が経って初めて、自

分がセクトのメンバーであることに気が付く場合もあるくらいだ。私は、彼らの商売上のネットワ

ークや、マルチレベルのネット・マーケッティングについて言ってはいない。あるセクトなどは、

英語学習の無料個人教授の名のもとに、隠れて活動している。」 

 

 記者：世界中には、様々な宗教セクトが存在しますが、どのような場合も危険で、皆悪魔的なも

のなのでしょう？ 
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 ミヤレヴィチ氏：「悪魔主義的なセクトが も危ないと考えるとしたら、それは大きな思い違い

だ。所謂「儀式殺人」を行うため、誰かが誰かを犠牲にしたり、あるいは「成功した犠牲」になる

ためには、長い無料時間がかかる。まる 10 年の歳月が過ぎ去る。その間、個人は悪魔主義セクトの

影響下に置かれることになる。またデータによれば、人は同様のコミュニティに、数ヵ月よりも長

くいられないという。それに比べ、はるかに深刻な懸念を呼び起こしているという点で言えば、例

えば、輸血の拒否で知られるエホヴァの証人だ。セルビアでは、この 30 年間で、輸血拒否によりど

れだけの人達が亡くなったか、数えるのさえ難しい。私の意見では、こちらの方がはるかに危険な

セクトである。」 

 

 http://sptnkne.ws/cjuM 

 

 

ロシア捜査委員会 汚職警官の口座に入っている３億ユーロの情報についてコメント 

（スプートニク 2016 年 09 月 15 日 12:19） 

 

© Sputnik/ Eugene Odinokov https://goo.gl/pQ6KGY 

 

 ロシア捜査委員会のマルキン報道官は、ロシア内務省経済安全保障・汚職対策総局のドミトリー・

ザハルチェンコ副局長の刑事事件について、 初に押収された 85 億ルーブル以外の金は対象になっ

ていないと伝えた。マルキン報道官は、「金は押収され、現在ロシア中央銀行の金庫室に置かれて

いる。これらの金の出元の調査が行われている」と述べた。先にマスコミは、ロシアの治安機関が、

スイスの銀行のザハルチェンコ容疑者の父親名義の口座に約３億ユーロが入っているとの情報を入

手したと報じた。 

 

 ロシアのペスコフ大統領報道官は今回の事件について、その額の大きさに驚かされるが、ロシア

で汚職対策が行われていることの「あざやかな証拠だ」と述べた。 また報道官は、ロシア内務省が

同省の職員に関する汚職調査を率先して行っているため、コロコリツォフ内相の辞職の話はないと

指摘した。９日、ロシアで内務省汚職対策総管理局「Ｔ」局の責任者を一時的に務めていたドミト

リー・ザハルチェンコが拘束された。ザハルチェンコの姉妹の１人の家宅捜査を行った際に、警察

が 90 億ルーブル（140 億円超）を発見した。 

 

 http://sptnkne.ws/cjNA 

 

 

北朝鮮への国連制裁、中国は拒否権行使の構え 

（スプートニク 2016 年 09 月 15 日 22:18） 

 

© AFP 2016/ Mark Schiefelbein https://goo.gl/CakUrR 

 

 中国は朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁を「無益」なものととらえており、国連安保理によ

るその採択を阻止する構え。15 日ロイター通信が報じた。 
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 中国の王毅外相は岸田外相との電話会談で北朝鮮の核実験を「非難」し、こうした行動に「国連

の枠内」で反対する必要性を表したものの、一方で国連安保理の制裁については「無益」として岸

田外相の要請を退け、こうしたイニシアチブは中国の「支持を得られないだろう」と語った。 

 

 ロイター通信は王外相のこうした声明について、北朝鮮の核実験についての安保理決議が制裁の

拡大を含むものであった場合、国連での拒否権を持つ中国はこれを阻止する決意を示すものと解釈

している。 

 

 これより前、オバマ米大統領は新たな対北朝鮮制裁の発動の必要性を明らかにしている。 

 

 http://sptnkne.ws/cjwx 

 

 

北朝鮮、台風被害でアジア諸国に緊急支援を要請 

（スプートニク 2016 年 09 月 15 日 17:32） 

 

© AP Photo/ Johnson Lai https://goo.gl/fpStKa 

 

 朝鮮民主主義人民共和国外務省報道官はアジア諸国に対し、台風「ライオンロック」による大規

模な被害を受けた自国の緊急支援を呼びかけた。朝鮮中央通信が報じた。支援要請がなされたのは

モンゴル、ベトナム、ラオス、インドネシア、インド、カンボジア、マレーシア、イラン、パキス

タンの外交代表の状況についてのブリーフィングの席上。 

 

 ８月 29 日、北朝鮮北東部の咸鏡北道（ハムギョンブクどう）は台風「ライオンロック」の影響に

よる豪雨に見舞われた。これにより１万 1,600 軒の建物が損壊したほか、道路 180 箇所、60 本を超

える橋に大きな被害が出ている。北朝鮮がこれだけの豪雨に見舞われたのは 70 年ぶり。 

 

 http://sptnkne.ws/cjxa 

 

 

露日で共同のブレインストーミングがはじまった 

（スプートニク 2016 年 09 月 15 日 20:30） 

 

© Sputnik/ Michael Klimentyev 1/2 https://goo.gl/vkdY1v 

 

 Ｇ20 におけるプーチン大統領会談を思い出す際には、露日間の全く新しい気運を見過ごしてはな

らず、また、安倍首相にしかるべき評価を与えなければならない。安倍首相の島国哲学はテレザ・

メイ氏よりはるかに幅が広いことがわかった。日本も英国と同様ロシアと問題を抱えているが、日

本は一人では何もできないとの理解の上に、関係構築を通じて問題を解決することを決意した。 

 

 重要問題が諸島であることは明らかだ。1956 年ソ日共同宣言が批准された際、我々は日本との
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平和条約締結後、南クリル岩礁の二島を日本に譲渡するべきこととなった。しかし日本が米国の影

響で四島を欲しがるに至り、交渉は行き詰った。 

 

 今その問題が再び持ち上がっている。過去に戻ることはできない。モスクワから平和条約と引き

換えに四島中二島のみを受け取ったならいかなる首相も退陣するだろうからだ。ロシアでも、いか

なる大統領であろうと、たとえプーチン大統領だろうと、日本に突如二島まるごとを譲渡したなら、

支持率は壊滅的な下がり方をするだろう。国民は反対だ。ゆえに、そのような選択肢は、プーチン

大統領も安倍首相も検討していない。では、何を検討しているのか？ 

 

 プーチン大統領は、ロシアは領土の売買などしない、としている。しかし、それでも、誰もが自

分を敗者と感じないような妥協的解決を模索するべきだ、と述べている。そうしたパラダイムの中

で安倍首相はかなり踏み込んだ行動をとっている。夏にはソチでプーチン大統領と会い、テーブル

に 8項目の提案を並べて見せた。 

 

 その内実はいまだに不明だが、我々の代表団内の情報提供者は、次のようなことを耳打ちしてい

る。私見では、センセーショナルで、非常に日本的だが、解釈を要するようなことだ。日本の可能

性をもとに安倍首相が提示した、ロシアとの協力に関するまことに勇敢な提案は、既にクレムリン

のテーブルに置かれている。 

 

 第一：ロシアの平均寿命を伸ばすための医療における協力。日本はこれが得意だ。日本は世界一

長寿の国だ。 

 

 第二：活発な生活のための快適で清潔な環境をめざした都市建設。環境から都市工学、道路まで、

すべて。 

 

 第三：露日中小企業部門の本格的増大。重要。 

 

 第四：エネルギー。石油、ガス、増産。内密だが、どうやらサハリンから日本沿岸を通る海洋ガ

スパイプラインが話にのぼっているようだ。ノルド・ストリーム風の大規模計画だ。 

 

 第五：ロシアの産業多角化奨励、生産性向上。これはすでにあの構造改革への参加を意味する。 

 

 第六：アジア太平洋地域への輸出を目指した極東産業推進。日本にはそれができる。日本では産

業全体が輸出向け。 

 

 第七：日本とロシアの「賢明さ」を基礎とする先進技術分野の協力。たとえば我々からは原子力

エネルギーと宇宙。つまり、日本がやや苦手とする分野だ。 

 

 第八：純然たるロマンス。人道交流のダイナミックな成長。歌舞伎に反対するものなどいない。

彼らは戦車には事足りている。彼らのそれは鉄製ではない。 
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 たった８項目ではあるが、その内容ときたら！ しかも、日本人のアプローチの速さと組織性に

は驚かされる。安倍首相はプーチン大統領と会うたびにテーマを発展させる。すでに五十もの具体

的な計画が、共同運用システムの詳細化というレベルで存在している。 

 

 我々が今きわどいテーマを扱っているのだということは理解している。何が引き換えになるか？

様々な解決がありえる。スカンジナビア専門家としては、スピッツベルゲン条約が思い出される。

第一次世界大戦後、奇妙な形で同島がノルウェーからスピッツベルゲン諸島が剥離。1920 年、パリ

で、同島はノルウェーの土地であるが非武装地帯であり、他の国が経済的、科学的な活動に従事す

ることが許される（たとえばロシアは石炭を採掘している）とする国際条約が締結された。 

 

 南クリルのモデルとして想定可能な先例だ。世界には他にも特別な国境協力の形態の先例がある

のではないか。露日で共同のブレインストーミングがはじまったのはよいことだ。 ドミートリイ・

キセリョフ 

 

 http://sptnkne.ws/cjz6 

 

 

ストーン監督の映画「スノーデン」は欧米市民に見て欲しい、露大統領報道官 

（スプートニク 2016 年 09 月 15 日 19:12） 

 

© Sputnik/ Host photo agency/Vitaliy Belousov https://goo.gl/rhrWQT 

 

 オリバー・ストーン監督の映画「スノーデン」について、ロシア大統領府のペスコフ報道官は欧

米の市民に見て欲しいと思うと感想を語った。ペスコフ報道官は13日夜に行なわれた試写会に出席。

スノーデン氏は 2013 年、米国、英国の特務機関の行なう大規模な追跡プログラムについて一連の機

密資料を暴露した。 

 

 ペスコフ報道官は「ストーン氏のスタイルで丁寧に作られた、非常に質の高い映画だ。見事なシ

ナリオ。そして重要なのは映画がほぼドキュメント作品だということだ。実際にあったことを全て

を知る素晴らしいチャンスだ。この映画は是非とも見なければいけない。特に欧米の人たちには見

て欲しいと思う。まぁ、もちろんみんなに見て欲しい作品だが」と語った。 

 

 http://sptnkne.ws/cj2x 

 

 

広島と長崎、プーチン大統領を招待 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 12:23） 

 

© Flickr/ Dai Fujihara 1/2 https://goo.gl/MS5wHb 

 

 1945 年、米国の原子爆弾により数万人の命が奪い去られた広島市と長崎市が、12 月に来日するプ
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ーチン大統領に両市を訪れるよう要請した。共同通信が 15 日報じたところ、この要請書簡は東京の

在日ロシア大使館大使に手渡されたという。 

 

 現時点でマスコミは、この情報に対するロシア大使館の確認を得ていない。共同通信によると、

書簡には、両市は『核兵器のない世界の実現』に向けた前進に期待していると書かれている。 

 

 ９月２日、東方経済フォーラムの場で日露２国会談が行われた。会談の結果安倍首相は、プーチ

ン大統領の来日は今年終わり頃になり、両首脳の会談は 12 月 15 日を予定されているとの声明を出

した。 

 

 http://sptnkne.ws/cjNP 

 

 

ＢＢＣ、対ロシア情報戦争のために国費をゲット 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 06:33） 

 

© Flickr/ Tim Loudon https://goo.gl/VeiGAq 

 

 英国政府はロシアを敵とする情報戦争のために、ＢＢＣワールドワイドサービスにロシア語放送

枠拡大の追加拠出を行なうと発表。英国議会国防委員会の発表した報告書に英国政府からの回答と

して明らかにされた。 

 

 「我々は欧州議員およびＮＡＴＯのパートナーらと活発な作業を展開し、信憑性の高い情報へのア

クセスを特にロシア語において守り、推進する。こうした措置はＢＢＣワールドワイトサービスへ

の追加拠出を含んでいる。これはロシア語放送枠を拡大するためだ。」政府の声明にはこう書かれ

ている。 

 

 こうした措置は英国議員らに対して向けられた「英国およびＮＡＴＯは未だにロシアとの効果の

高い情報戦を行なう全面的な戦略を有していない」という非難への回答となるもの。 

 

 http://sptnkne.ws/cjPb 

 

 

ＦＢＩもスノーデンも進言、ノートブックのウェブカメラはシールで隠せ 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 07:11） 

 

© AFP 2016/ Frederick Florin https://goo.gl/8ODWPL 

 

 米連邦捜査局（ＦＢＩ）はコンピューターのユーザーらに自身とその近しい者たちをハッカース

パイから守る目的でウェブカメラのレンズを覆うよう呼びかけた。15 日、インディペンデント紙が

報じた。 
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 ＦＢＩのコミ長官が自らハッカーの追跡の脅威を語り、カメラをシールなどで封印することは今

ユーザーができる「 も合理的なこと」と話している。長官は国の施設は全て特別のシールでウェ

ブカメラを覆い隠しており、一般市民も同じようにカメラを隠すよう呼びかけている。 

 

 元国家安全保障局職員のエドワルド・スノーデン氏もオリバー・ストーン監督の映画「スノーデ

ン」の封切を翌日に控えて行なったインタラクティブ記者会見の中で、ユーザーらにサイバー安全

保障の助言を行い、パスワードの使用のほかにもＰＣのウェブカメラをシールなどで覆うよう勧め

ている。 

 

 先に明らかになったのは、フェイスブックの創業者マーク・ザッカーバーグ氏は、自身のノート

パソコンのカメラとマイクをテープで塞いでいる。 

 

 http://sptnkne.ws/cjMc 

 

 

中国の圧力に期待する日米韓：暴走する北朝鮮、6 者協議に復帰なるか 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 09:31 徳山 あすか） 

 

© REUTERS/ KCNA https://goo.gl/Bmnfo9 

 

 今月、５回目の核実験を行った北朝鮮に国際社会の非難が高まっている。14 日には日本側の申し

入れにより日中外相の電話会談が行われ、両者は国連安全保障理事会での新決議採択による制裁強

化へ向けて連携することで一致した。北朝鮮に効果的なアプローチができるかどうかは、北朝鮮経

済に多大な影響力をもつ中国にかかっている。 

 

 当の中国は、今回の北朝鮮の核実験をどのように見ているのか。北東アジアの安全保障問題に詳

しい、防衛研究所の飯田将史・北東アジア研究室主任研究官は「北朝鮮の核兵器開発が着実に進展

し、東アジアの安全保障に与える脅威がますます高まっている」と指摘した上で、次のように述べ

ている。 

 

 飯田氏：「中国は国連安保理の常任理事国ですから、安保理決議に違反する北朝鮮の行為を受け

入れるわけにいきません。中国にとって、北朝鮮による核開発は深刻な懸念になっています。もし

朝鮮半島で武力紛争が発生すれば、国境を接する中国には北朝鮮から大量の難民が入り込むことが

想定されます。これは中国東北地方の不安定化につながりかねませんし、中国経済が減速している

中で、地域経済への悪影響は免れないでしょう。北朝鮮が原因の武力紛争が起きれば、 終的な可

能性として韓国による朝鮮半島の統一、ということが現実になるかもしれません。もしそうなれば、

中国は米国の同盟国と国境を接することになり、中国にとって戦略的に不利益になります。 

 

 また北朝鮮による挑発的な行動は、日米韓の安全保障協力を促進しています。韓国が米国のミサ

イル防衛システム THAAD を受け入れる決定をしたのも、日米韓のミサイル防衛協力が進んでいるの

も、北朝鮮の脅威のためです。米国との戦略的競争を行っている中国にとっては、日米韓の安全保
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障協力の強化は不利になりますので、北朝鮮の核開発を阻止して朝鮮半島の安定を図る方が、中国

の国益にとってプラスになります。 

 

 北朝鮮が海外から輸入しなければならないエネルギーや食料の大半は中国を経由しているので、

中国は北朝鮮の生死の決定権を握っていると言えます。日米韓は明らかに、中国がその影響力を使

って、北朝鮮に核開発を放棄することを促すよう期待しています。しかし中国は、北朝鮮の核開発

問題は米国に大きな責任がある、という立場です。北朝鮮も核開発を行う理由として、『米国の核

の脅威』を主張しています。中国としては、米国が北朝鮮と話し合うことによって、北朝鮮に核開

発を思いとどまらせる、米国にはそのような交渉をする責任があると考えているのです。ある意味、

中国と米国の間で責任のなすりつけ合いが起きています。」 

 

 中国は今まで、北朝鮮の核開発は誰にとってもマイナスだとわかっていながら、強気の制裁に踏

み切ってはこなかった。北朝鮮に決定的な圧力をかけることで、北朝鮮の暴発を生んでしまうこと

を懸念していたのだ。北朝鮮が更に不安定化してしまえば、中国への悪影響は必至だ。飯田氏によ

れば、中国にできることは、北朝鮮に核兵器開発を断念させることではなく、話し合いの場を作る

ことだという。 

 

 飯田氏：「中国としてもこれ以上の問題の深刻化は避けたいと考えています。中国はこれまで一

貫して６者協議を開催するよう各方面に働きかけてきました。中国が、当面６者協議に北朝鮮を復

帰させるということを念頭において、北朝鮮に対して何らかの圧力をかけていく可能性はあります。

もし中国による北朝鮮への圧力がうまく働き、北朝鮮が安定化に向けて一歩を踏み出すという成果

をあげることになれば、日本と中国の共通利益が拡大することになります。」 

 

 http://sptnkne.ws/cjNJ 

 

 

露日の物理学者、光の速度を 10 分の１に 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 14:53） 

 

© Flickr/ Yann Caradec https://goo.gl/KApGnb 

 

 モスクワ国立大学と日本の豊橋技術科学大学の研究者らが光の偏光をほぼ一瞬で変え、そのスピ

ードを 10 分の１に落とすことで光コンピューター、超高速ディスプレイ、新コンピューターネット

の創造を促す方法を開発。この論文はフィジカルレビューアプライド誌に掲載された。 

 

 両大学の学者らは光と相互に作用することのできる特殊な結晶を用い、その偏光、速度、動きな

ど一連の基準を変える効果を得ることに成功。 

 

 こうした光の動きを「鈍化させる」結晶を作るという構想は 1998 年、日本人物理学者のイノウエ・

ミツテル氏によって提案されていた。 
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 こうした光の「鈍化」はホログラフィックメモリー、３次元画面、磁場センサーを作るためには

欠かせない。 

 

 先に伝えられたところによると、ＮＡＳＡの専門家が新たに、誰でも学術論文を探せるサイト

「Pubspace」をつくった。 

 

 http://sptnkne.ws/cjPw 

 

 

米国務省：2050 年プラスチックが魚を海から追い出す 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 12:25） 

 

© AP Photo/ Leo Correa https://goo.gl/hWk9eZ 

 

 米国務次官補のキャサリン・ノヴェッリ氏は、マスコミの代表者らに対するブリーフィングで、

来るべき環境災害について語った。 

 

 ノヴェッリ氏は記者団を前に、海に捨てられたプラスチックの量は、2050 年に世界の海洋に生息

する魚のバイオマスを超えると述べた。この数字は海洋保全のフォーラムに関するブリーフィング

で発表された。 

 

 ノヴェッリ氏は、世界の 30 億人以上が魚からプロテインを摂取していることに注目した。世界の

海洋汚染が現在のテンポで進んだ場合、複数の種類の魚が絶滅する恐れがあるという。 

 

 ノヴェッリ氏によると、産業部門の二酸化炭素排出量の 30％が海に蓄積されることを考慮した場

合、その酸性度は 26％上昇する。ノヴェッリ氏は、「もしあなたが海に住んでいないとしても、こ

れは極めて重要だ」と締めくくった。 

 

 http://sptnkne.ws/cjPf 

 

 

日本 国連の厳しい対北朝鮮措置へのロ中の支持を期待 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 14:36） 

 

© AP Photo/ Eugene Hoshiko https://goo.gl/agQ0JR 

 

 金曜日、菅官房長官は、記者団に対し、日本は北朝鮮の核実験実施に関連して、ロシアと中国が、

北朝鮮当局への厳しい措置を支持するよう期待していると述べた。菅官房長官は、東京でのブリー

フィングで、日本は、北朝鮮に影響力を持つ中国やロシアを含め、世界全体が厳しい態度を示すよ

うと望んでいると発言した。 

 



- 10 - 

 また菅官房長官は、北朝鮮に対し、彼らが核兵器や弾道ミサイルをさらに開発しないようにする

新たな制裁措置を講ずるべきだとの考えを示した。北朝鮮に対しこれまでも制裁が加えられてきた

が、米国からの脅威から国を守るためだとの口実の下、核や弾道ミサイル開発を続行する彼らの決

定に影響を与えることはできていない。 

 

 http://sptnkne.ws/cjP9 

 

 

英紙：ＥＵは英政府にＥＵ離脱を放棄させることを望んでいる 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 15:35） 

 

© AFP 2016/ Niklas Halle'n https://goo.gl/q18Udb 

 

 ＥＵの指導者たちは、交渉が厳しいものとなれば、英国はＥＵからの離脱を放棄する可能性があ

ると見ている。英国の新聞 Daily Telegraph が報じた。 

 

 ＥＵ高官の中には「悪夢のような官僚主義の現実」に直面した場合、英国が 後までＥＵ離脱を

貫けるのかどうか、疑いの念を表している人もいる。 一方、英国政府スポークスマンは、新聞取材

に対し、ＥＵのエリート達は「このゲームが我々の考えを変えさせるに違いないと思っているよう

だ」と伝えた。 

 

 新聞はまた、次のように指摘している― 

 

   「フランスの金融アナリスト、ミシェル・バルニエ氏とベルギーのヒー・フェルホフスタット

元首相が、英国のＥＵ離脱問題を担当する交渉相手に選ばれたが、ＥＵのヘルマン・ファン・

ロンパウ前大統領は、この人選について『大変大変厳しいものだ』とし、英国にとって交渉は

ひどく困難なものになるに違いないと警告した。」 

 

 http://sptnkne.ws/cjPC 

 

 

パリ当局 ほぼ 1500 人の不法移民キャンプを撤去 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 21:08） 

 

© AFP 2016/ Mattieu Alexandre https://goo.gl/oKQJal 

 

 16 日、パリ当局は、パリ北部にある不法移民キャンプの撤去に着手した。このキャンプでは、1400

人以上が生活していた。移民達は、住むのによりふさわしい場所へとバスで移動させられている。

当局は、数百のテントからなるキャンプではマットレスが地面にじかにひかれているなど、衛生条

件の悪さを特に指摘している。 
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 ＡＦＰによれば、キャンプの撤去計画について知った難民達は、強制移住を避けるため、パリ 19

区のスターリングラード広場に集まったとのことだ。今年 10 月中旬、パリで初めての難民キャンプ

が開設されると、パリ市長が述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/cjQB 

 

 

アサンジ氏 広報人の恩赦を条件に米国の裁判所に出頭の用意 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 20:52） 

 

© AFP 2016/ Philippe Huguen https://goo.gl/5wWps1 

 

 内部告発および情報漏洩の情報を伝えるウェブサイト、ウィキリークスの創設者であるジュリア

ン・アサンジ氏は、オバマ大統領が、サイトの広報人ブラッドリー・マニング氏に恩赦を与えると

いう条件で、米国の裁判所に出頭する用意がある。 

 

 ウィクリークスの声明を引用し、ＣＮＮは「もしオバマ大統領が、マニング氏に恩赦を与えるな

らば、アサンジ氏はそれと交換に、明らかに法律に反するものではあるが、米国での収監を受け入

れるだろう」と伝えた。現在マニング氏は、カンザス州の軍事刑務所で 35 年の刑期を務めている。 

 

 一方アサンジ氏自身は、今もロンドンのエクアドル大使館内にとどまっている。前に伝えられた

ところによると、エクアドル検察庁は、アサンジ氏の尋問を求めるスウェーデンに同意した。 

 

 http://sptnkne.ws/cjSn 

 

 

稲田防衛大臣、南シナ海での演習を頻繁に 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 20:46） 

 

© AFP 2016/ Toru Yamanaka https://goo.gl/FFgcd9 

 

 稲田防衛大臣は、日本は南シナ海で米国および他の地域パートナー国らとの合同演習を行なうこ

とで活動を活発化させる構えを表した。稲田防衛大臣はワシントンの戦略国際問題研究所（ＣＳＩ

Ｓ）を訪問したなかでこうした姿勢を明らかにしている。 

 

 稲田防衛大臣はＣＳＩＳで演説したなかで、自衛隊と米海軍の合同演習および地域のパートナー

国らとの二国間および多国間演習を通じて、日本も南シナ海でのアピアランスを強めていく方針を

語り、同海域の地域諸国への支援も行っていくと述べた。 

 

 一方で稲田防衛大臣は、防衛省は中国との建設的対話のために引き続き門戸を開いた状態におく

と約束している。前に伝えられたところによると、日本政府は南シナ海における中国の活動の活発
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化を受け、中国との領土論争を展開するマレーシアに対し、パトロール艇数隻を渡す合意を結ぶ構

え。 

 

 http://sptnkne.ws/cjTs 

 

 

ＣＩＡはクリントン氏の大統領当選を助けるためにロシアの監視を強化している 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 19:26 リュドミラ・サーキャン） 

 

© AFP 2016/ Saul Loeb https://goo.gl/N3d7nP 

 

 米国の諜報機関は、冷戦以来 大級にロシアの監視の規模を増加させている。ワシントン・ポス

ト紙が政府内の情報として報じた。 

 

 もっとも、規模は冷戦の時代とは比較にならない、と言う。対ソ諜報活動が全リソースの 40％を

割り当てられていた当時に対し、この２年間、米国の関連部門におけるこれらのオペレーションの

ための予算は 10％増加した。 

 

 記事の著者グレッグ・ミラー氏によると、近年、米国諜報機関の関心の焦点は、テロとの闘いや

紛争地におけるそれから、ロシアという方向にシフトした。具体的には国家安全保障局（ＮＳＡ）

によるサイバースパイ、衛星その他の偵察手段の強化、ＣＩＡの秘密エージェントの活発化などだ。 

 

 米国の諜報機関が厳格な秘密であるはずの情報を出版者を通じて開示する必要があったのか、そ

の理由について、ロシア国防省社会評議会のメンバーで雑誌「国防」編集長イーゴリ・コロチェン

コ氏がスプートニクの取材に応じた。報道は国内向けのものだという。 

 

   「オバマ政権は、民主党から大統領候補として立候補しているクリントン氏をサポートするた

めにトランプ氏を悪魔化するために 善を尽くして氏をロシアに関連付けしようとしている。

そしてスパイマニアの波を高めている。そうして米国における政治情勢に影響を与えようとし

ているのだ。これは、選挙に関連する純粋に政治的行為だ。これは初めて起きたことではない。

スパイマニアの波は西側メディアで定期的に根拠のあるなしを問わず溢れかえるが、そこには

常に一定の目標が追求されている。この場合、米国諜報機関の情報活動の目的は、クリントン

氏をサポートするべくロシアを暗黒のものとして提示し世論を動かすことだ。」 

 

 米国のメディアは８月、ＦＢＩは米国の二つの州で外国のハッカーによってコンピュータデータ

ベースをハッキングされた兆しがある、との米国選挙委員会の警告を報じていた。報道ではロシア

に関連するというハッカーのグループに言及がなされていた。サイバー攻撃に関するモスクワに対

する告発は、７月、ウィキリークスのサイトで公開された、米国民主党幹部の通信への不正アクセ

スについても行われた。それにより党指導部が予備選でヒラリー・クリントン氏を支持するためバ

ーニー・サンダース氏の不利益を図っていたことが示された。サーバーへのハッキングに関するＦ

ＢＩの捜査はまだ進行中であるが、それでもハッカー攻撃へのロシア関与をバラク・オバマ大統領
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を含む数人の米国政治家が非難するのを妨げなかった。クリントン氏の選挙本部はまた、性急にも、

選挙で共和党のドナルド・トランプ氏を支持するためのモスクワの画策だ、と宣言。トランプ氏自

身は冗談めかしてプーチン大統領とは相互に好感を抱いており、民主党はそもそもこのような手紙

を書くべきではなかったと述べた。ウィキリークスの創設者ジュリアン・アサンジ氏は、不正アク

セスへのロシアの関与の証拠はない、と述べた。 

 

 ロシア在住の元ＣＩＡ及びＮＳＡ職員エドワード・スノーデン氏は、米国の諜報機関はロシアの

関与を主張するなら証拠を示すべきだと述べた。ロシア大統領報道官ドミートリー・ペスコフ氏は、

そのような主張は不合理であると述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/cjYm 

 

 

イスラエル紙：オバマ大統領は紛争のない世界を約束したが、自分の後にカオスを残した 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 20:31） 

 

© AFP 2016/ Georges Gobet https://goo.gl/aWjDjU 

 

 イスラエルの新聞 The Jerusalem Post は、米国のオバマ大統領は、その任期の初めに、紛争なき

世界という考えを提起したが、米政府の中東・北アフリカ政策の失敗によぅてカオスが支配するこ

とになった、と指摘した。新聞に掲載された論文の中では、次のように述べられている― 

 

   「『アラブの春』の無秩序、テロリズム、大量殺人に対する責任は、多くの点で米国にある。

特にチュニジア、エジプト、リビアにおいて、オバマ行政府は、抗議行動の結果を予測できず、

シリアでは、前代未聞の大失敗を犯してしまった。テロ組織が、アイルランドサイズの領土を

持ち、20 億ドルもの予算を有する完全に機能する国家に変わるなどという例は、これまで歴史

上なかった。」 

 

 また The Jerusalem Post は、さらに次のように指摘した― 

 

   「米国に必要なのは、世界においてこの国が占める役割を理解している大統領だ。共和党は、

まだ中東問題を解決する力があるが、民主党のリーダー達の方は、同性婚あるいはサービス領

域の問題に忙しい。オバマ氏には、その任期の初めにノーベル平和賞が授与され、彼は紛争な

き世界という考え方を推し進めると約束したが、その座を去ろうとしている今、残ったのは４

つの戦争、第２次世界大戦以来という前代未聞のカオスという遺産でしかない。」 

 

 前に伝えられたところによると、米中の軍事紛争は十分ありうる、タイムズ紙が掲載した。 

 

 http://sptnkne.ws/cjZc 
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メルケル首相、ＥＵは危機的状況にある 

（スプートニク 2016 年 09 月 16 日 21:19） 

 

© AFP 2016/ ODD ANDERSEN https://goo.gl/Fu6gpc 

 

 ＥＵは危機的状況にあり、その問題は一度会議を開いたくらいでは解決しない。メルケル独首相

はスロバキアの首都ブラチスラヴァでのＥＵサミットでこうした声明を表した。 

 

 メルケル首相は記者団に対し、「危機的状態にあるときに１回のサミットで欧州の問題を解決で

きると期待するものではない。状況改善のためのしかるべき行動をとるべきだ」と語っている。 

 

 サミットでは移民危機の新たな波に関する問題やＥＵ陣営の安全、国防分野の優先事項について

話し合われる。 

 

 先に、メルケル首相に代わって、ドイツキリスト教民主同盟（ＣＤＵ）のイェンス・スパーン氏

が独首相になる可能性がある、と報じられた。 

 

 http://sptnkne.ws/cjZB 

 

 

日本に暮らすクルド人共同体「ワラビスタン」 

（スプートニク 2016 年 09 月 17 日 03:28） 

 

© Flickr/ mrhayata https://goo.gl/RU6htk 

 

 2015 年、日本の入国管理局に届けられた難民受け入れ申請の数は 7 千件を越した。そのうち難民

認定を受けた件数はわずか 27 件にすぎない。 

 

 さて埼玉県蕨市にはトルコをはじめ、シリアとイランから日本に来られた 2000 人のクルド人が居

住し、「ワラビスタン」と呼ばれるクルド人共同体がある。埼玉県蕨市及び川口市に拠点を置く一

般社団法人日本クルド文化協会が活動を行っている。「ワラビスタン」のクルド文化協会事務局長

を務めるチョラク・ワッカス氏にスプートニク日本のアンナ・オラロヴァ記者がインタビューを行

い、日本における難民問題、移民への態度についてお話を伺った。 

 

 蕨市にある「ワラビスタン」はすでに日本社会の一部となっている。この４月、熊本県で大地震

が発生した際、クルド人たちは国際難民援護協会のメンバーと共に、いの一番に被災地に入り、支

援物資を運んで瓦礫の除去作業に携わった。蕨市の駅前では、日本人とクルド人の子供たちが、熊

本災害支援のため募金活動も行なった。 

 

 ６月 20 日の国際難民デーでクルド人ボランティアたちは、川口市、蕨市を地元警察と共にパトロ

ールして回った。この地域に住むクルド人の多くが建設業、レストラン業で働き、大学でクルド語
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を教えている。ワッカス氏は日本人社会はクルド人に対して非常に友好的で、「真面目で責任感が

ある」ととらえていると語っている。しかし、完全に受け入れるということはない。 

 

 スプートニク：2015 年、日本で難民申請を行った人は 7千人を超えるにもかかわらず、申請を受

理された人はわずか 27 人です。日本に在住するクルド人で難民認定を受けた人はいますか？ 

 

 ワッカス氏：「ここ 25 年、クルド人は難民申請しているんですけれど、今まで政治的な難民とし

て認められた人は一人もいませんね。でも特別在留資格を持っている方はいます。」 

 

 スプートニク：なぜ日本は難民認定を出さないのでしょう？ 

 

 ワッカス氏：「 初に日本のシステムを理解してからということになっています。今までの日本

の歴史の中で移民と難民という違いがあります。日本は島国です。そして韓国、中国、北朝鮮とい

う隣国との問題がありますので、本音で言えば難民を受け入れることができないんですね。ドイツ・

フランス・イギリスなどは第二次世界大戦後、労働者が不足していました。このような理由から、

ヨーロッパでは移民を受け入れてきた歴史もあり、そういう観点から難民認定されます。でも今ま

では日本ではそういうことはなかったんですね。日本は労働力は自力で処理できますから外国人の

労働力は必要ないとして、今まで移民のことは考えませんでした。 近は、状況に変化が起きてい

ます。」 

 

 日本に住むクルド人のおよそ 30％が入国管理局で仮放免許可申請証に判をもらっている状態にあ

る。難民申請を行ってはいるが、認定されてはいないという状態でかろうじて在留していることを

「仮放免」という。残りの 70％のクルド人は在留資格「特定活動」を所持している。これを有する

場合は就職することができる。ワッカス氏も他のクルド人も、何百年もかけて形成されてきた日本

の難民問題への姿勢が近い将来変わることはまずありえないとは理解している。それでもワッカス

氏は、日本政府がクルド人への姿勢を変える時がいつかくると、その希望を捨てていない。 

 

 ワッカス氏：「日本がクルド人の政治難民を受け入れられないということはわかっています。た

だ 20 年も『仮放免』状態にいる人がいますが、これはあまり良いことではないですね。もちろんど

ういう形でその人が難民状態にあるのかを調べるのは必要なことです。経済難民のケース、政治に

は関係なく色々なことをやっている人もいますし、仕事をするために難民申請をしているケースも

多いです。これも日本政府は考えに入れていると思います。私たちクルド人は、日本国籍をもらお

うとしているのではありませんし、永遠に日本に住もうというのでもありません。国連は、トルコ

政府から政治的弾圧を受けているクルド人は、難民であるとみなしています。しかし、国際的なス

タンダードに沿って難民認定がもらえなくても、特別在留許可が出れば、問題はなくなります。も

し労働ビザがもらえるのなら、それは日本人側からしてみればクルド人を雇ってよいという保証に

なりますから、私たちは嬉しいです。」 

 

 クルド人共同体の誰もが毎日のように言葉の問題、社会の壁にぶち当たっているというのに、30

分にわたるインタビューの間、ワッカス氏の口からは一度も愚痴は漏れなかった。ワッカス氏はこ

う語る。「私たちは闘士です。クルド人には武士の精神がありますから。」 
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 ※なお記事の中で述べられている見解は、必ずしも編集部の立場とは一致していません。 

 

 http://sptnkne.ws/ckhj 

 

 

ロシアの独立専門家 マレー航空機 MH17 便撃墜事件捏造者らのウソを暴く 

（スプートニク 2016 年 09 月 17 日 03:19） 

 

© Sputnik/ Andrei Stenin 1/2 https://goo.gl/rG7G6s 

 

 2014 年７月 17 日、ウクライナのドネツク地方東部で、アムステルダムからクアラルンプールに向

かっていたマレーシア航空機 MH-17 便、ボーイング７７７型機が撃墜された。それからすでに２年

以上が経過したが、この悲劇は一体どこに原因があったのか、今も責任の所在が明らかになってい

ない。 

 

 対空防衛用の地対空ミサイルシステム「ブーク」のあらゆるコンポーネントを主に製造している

ロシアのメーカー「アルマズ-アンテイ」社は、理論的に筋の通った２つのフィールド実験を行い、

国際委員会が、明らかな事実を無視し、マレー機を撃墜したミサイルのタイプ、爆発の場所及びミ

サイル発射の場所を誤って特定したことを立証した。 

 

 「アルマズ-アンテイ」が実施した実験の中で、標的となった航空機の外壁には、何十もの「バー

バチキ（蝶）」タイプの貫通孔があったことが明らかとなった。しかし、問題のマレー機 MH-17 便

の機体には、そうしたものはない。この事は、委員会によるミサイルの弾頭部分（子爆弾「バーバ

チキ」を含んでいるという）の特定、そして当然ながらミサイルそのものの特定が正しくなかった

ことを物語っている。 

 

 マレー機の残骸の表面には、貫通していない多くのひっかき傷のような跡が見られるが、これは、

多くの破片が、機体内を貫かずに接触軌道に沿って移動したことを裏付けている。しかし実験で撃

墜した機体では、破片が飛行機の別の側に穴を開けて貫通していた。この事は、子爆弾がマレー機

を破壊したと国際委員会が特定した角度の誤り、つまりミサイルが打ち上げられた場所特定の誤り

を証拠立てている。 

 

 なお AntiBellingcat の文書集「マレー機 MH-17 便に関する公開情報の捏造：あれから２年」が、

ロシア語と英語で公表された。これは、2014 年７月 17 日、ドネツク人民共和国上空で起きたマレー

機撃墜事件にロシアが直接・間接的に関与していると指摘する、2016 年７月 15 日インターネット集

団 Belling cat が出した 終報告に対し、Anti-Belling cat と自ら名乗るロシアのブロガーグルー

プが反論した答えである。責任ある専門家達が出した資料は、Belling cat の文書や写真、ビデオ、

証言が、完全に捏造されたものであることを、一目でわかるように明瞭に示している。 

 

 http://sptnkne.ws/cknm 
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米国、ドイツ銀行に 140 億円の賠償請求 

（スプートニク 2016 年 09 月 17 日 07:52） 

 

© REUTERS/ Toby Melville/Files https://goo.gl/WXB3zl 

 

 米法務省はドイツ銀行が 2008 年の担保危機で不正操作をしたとして、同行に 140 億ドルを賠償請

求。これは米国政権が外国の銀行に対して請求した額としては史上 高。一方のドイツ銀行はすで

に、こんなことで史上 高記録など打ち立てる気はないと明言。 

 

 「民事訴訟が起こされたとしても、発表された額に近いレベルでこれを調整する構えにはドイツ銀

行には一切ない。」ドイツ銀行はこう発表している。 

 

 これより前ＪＰモーガンチェースのアナリストらは、ドイツ銀行との問題の調整が 40 億ドルを超

えた場合、ドイツ銀行は訴訟用に追加的な資金プールを作らざるをえなくなるとの見方を示してい

た。 

 

 今回、米国政権が 2000 年代の初め、米国担保市場で営業を行なっていた大銀行らに対して突きつ

けるクレームは、これらの銀行が顧客に債務者の信用能力について偽の情報を提供していたとの非

難に関係している。この結果、担保企業らは 300 億ドルを超える損失を出し、結果的にはこれを米

国の納税者が肩代わりすることになった。 

 

 先に伝えられたところによると、ドイツの機械製作会社・設備会社連盟がロシア国内で展開中の

事業の財務問題を解決すべくスベルバンク（ロシア貯蓄銀行）との交渉に入った。 

 

 http://sptnkne.ws/ckn5 

 

 

英国対マスターカード。訴訟ブームまたはヨーロッパ反乱？ 

（スプートニク 2016 年 09 月 17 日 09:26 タチヤナ・フロニ） 

 

© Flickr/ Håkan Dahlström https://goo.gl/EX2hpT 

 

 英国は国境を越えたカード決済に対する過剰な手数料に関してマスターカードに対する集団訴訟

を提起した。マスターカードはブリュッセルへの数十億ドルの罰金の支払いを迫られている。 

 

 訴訟の直接の理由は10年前に欧州市場におけるマスターカードの活動を不正と認めた欧州委員会

の決定にある。その後（ＥＵ内の 高裁判所である）欧州裁判所は、ＥＣの決定を支持した。もは

や上訴は不可能だ。これを英国が利用した。なぜこの問題は今、10 年後に再浮上したのか、スプー

トニクが解明を試みた。 

 

 雑誌「エクスペルト」金融アナリストのアンナ・コロリョワ氏によると、今、訴訟ブームという
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ものがあり、それを決定するのは経済危機だという。 

 

   「今、ほとんどの国の政府が、実業界から税金、罰金、その他あらゆる形態の支払いにより、

搾れるだけ搾るようになった。近年では、特にサブプライムローン危機の後、各国の当局は、

大企業に一連の調査を行った。格付機関を含めてだ。そして、それに続く紛争調停プロセスに

おいて、企業は自らの評判と財政に莫大な損失を出さないようにと、多量のお金を支払った。

こう言うと事態を粗雑に解釈しているように見えるかもしれないが、私は、これで当局が味を

しめたのだと思う。彼らは、実業界には税金を課すだけでなく、捜査によって言うことを聞か

せることもできるのだということに気づいた。そして、大企業は、より頻繁に、問題を解決す

るために大量のお金を支払うようになった。既に述べたように、各国が社会的なプロジェクト

のため、移民危機の解決のためになど本当に予算が不足している危機的現状においてそれが進

んでいることには重大性がある。捜査というのは悪くない資金源になるのである。司法機械の

遅さが印象的ではあるが。何しろそれは膨大な数の調停・法的命令を考慮し、膨大な数の様々

な判例に順ずる必要がある。そのため、ヨーロッパでは審理プロセスは非常に長い時間がかか

り、時には数年間も続く。多国籍企業は独自の弁護士を持っており、彼らも数ヶ月間も書類を

精査し、決定に抗議をしなければならない」 

 

 にもかかわらず、Google や Apple のような米国の巨大企業も訴訟を免れなかった。これを米国の

金融部門における不公正なゲームのルールに対する欧州の抗議としてみなすことはできるか？ 

 

   「欧州委員会によると、Google と Apple はアイルランドのオフショアを経由して税金を 適化

した。しかも納税者の目には危機を背景にこれら企業に対する訴訟は非常に気高い行為として

写る。多国籍企業は文字通り納税者の余分なお金を払い落としているのだ。しかも近年では、

米国企業はますます頻繁かつ多量に欧州でニッチを占めている。したがって、マスターカード

に対する訴訟は、確かに、欧州の反乱とみなされる。米国の明らかに不公正な金融におけるゲ

ームのルールに対する反乱だ。そして、フォルクスワーゲンやドイツ銀行など欧州企業に対す

るワシントンのスキャンダルへのＥＵの直接的な応答だ。これら企業の不祥事や訴訟によって

やはりたくさんのお金が払い落とされている。今や欧州委員会はまったく同じように米国企業

に対して行動する権利が十分にあると感じているのだと思う。また、環大西洋パートナーシッ

プ協定に関するＥＵの今後の交渉にも影響が出る可能性がある。米国は、ほぼいずれの項目で

も合意がなされていないにもかかわらず、ほとんど力ずくで欧州を協定に引きこんだ。欧州は

今、積極的に、それに抵抗し始めている。」 

 

 この理由により環大西洋貿易投資パートナーシップ協定がワシントンの目論見通り年内に調印さ

れるかどうか、そもそも近い将来にそれが可能かどうか、 近の交渉ラウンドの結果をみると疑わ

しくなっている。そういわせる主要な根拠を提供するのがドイツのメディアによる秘密文書の公開

だ。スプートニクはまたマスターカードのロシア代表部に状況についてコメントを求め、次の回答

を得た。 

 

   「当社の弁護士が詳細に訴訟の内容を調査しているため、現時点では、この問題についてコメ

ントすることはできない。我々は強く訴訟の根拠に不同意であり、積極的に自らの立場を守る
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意向だ。マスターカードは顧客に安全で便利な解決を提供し、彼らの権利を保護している。そ

して、我々は、消費者の急速に変化するニーズを満たすように、私たちの決済サービスへの投

資を継続していく。」 

 

 ※なお記事の中で述べられている見解は、必ずしも編集部の立場とは一致していません。 

 

 http://sptnkne.ws/ckn9 

 

 

イラン、日本の原子炉購入を検討 

（スプートニク 2016 年 09 月 17 日 10:27） 

 

© Sputnik/ Ruslan Krivobok https://goo.gl/kUoxR8 

 

 イランのサレヒ副大統領兼原子力庁長官は、イランは「提案がお得」ならば、日本から原子炉を

購入したいと日本のマスコミに対し発言した。イランの報道機関が報じた。13 日サレヒ原子力庁長

官は、日本から興味深い提案が出た場合、イランは日本との話し合いに入る用意があると述べ、同

時にイラン政府はこの問題について日本政府と話していないと述べた。サレヒ原子力庁長官は次の

ように発言した。 

 

   「日本は慎重な国で、我われは適当な都合のよい瞬間を待っている。我われは急いでいない。

日本の用意ができればすぐに、われわれの用意もできる。」 

 

 サレヒ原子力庁長官によると、７年ほど前、原子力施設建設分野で日本は初めてイランとの協力

に関心を表したが、今のところ政府も業界代表者もイラン政府との交渉の場には出ていないという。

去年 10 月、イランと日本は相互理解覚書を締結し、それ以来イランの原発の安全度を高めるため、

両国は定期的に代表団を交換している。日本とＥＵはイランに科学イノベーションセンター建設の

用意さえ示した。それゆえイランは今回の問題における３国協力に期待している。サレヒ原子力庁

長官によると、日本は広範な知識と経験を有しており、イランの専門家にとって学ぶことは多いと

いう。 

 

 http://sptnkne.ws/ckpq 

 

 

日本の政治における女性：東京都知事、防衛相に続き最大野党党首 

（スプートニク 2016 年 09 月 17 日 20:07 タチヤナ・フロニ） 

 

© AFP 2016/ Mandel NGAN https://goo.gl/vLTZmE 

 

 村田蓮舫氏が 大野党民進党の新代表に選出された。投票では 500 ポイント余りを集め、前外務

大臣前原誠司氏や玉木雄一郎氏を寄せ付けなかった。 実は台湾国籍を持っていたことが分かるとい
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う選挙前夜のスキャンダルも人気に影響は与えなかった。蓮舫氏は、国籍を放棄したと完全に思い

込んでいたが、必要な手続きが踏まれていなかった、と述べた。真相はともかく、蓮舫氏が民進党

の代表に選ばれたことは、意義深い、さらには歴史的な出来事だったと言える。野党党首に女性が

ついたことはかつてない。与党党首に女性がついたこともなかった。 

 

 選挙前夜、蓮舫氏は党改革の必要性を強く訴えていた。つまり近い将来、同党の日本の有権者の

間でのイメージが更新されることになる。ロシア科学アカデミー極東研究所日本研究センターのワ

レーリイ・キスタノフ所長がスプートニクにその見通しを語った。 

 

   「蓮舫氏選出以前民進党の支持率・人気は極めて低かった。世論調査では支持率は 10％程度、

近はこれを割り込んでもいた。2009 年、同党は単に自民党がやったことを否定するというポ

ピュリスト政党として権力を握った。そして、同党が統治した３年間、外政でも内政でも、同

党はほぼ完全に失敗した。何より大きかった打撃は、福島の技術災害に対処することができな

かったことだ。それ以来、野党として、同党は反対のみをこととした。支持も得られず、2012

年に首相のポストについた安倍氏の方針に対置するべき建設的な計画を何一つ提案できなかっ

た。しかし女性政治家であり２児の母である蓮舫氏の代表就任で同党のイメージは大幅に向上

するかもしれない。」 

 

 また、これにより、日本の 高権力における女性の立場の強化が促進される可能性もある、とワ

レーリイ・キスタノフ氏。 

 

   「蓮舫氏が参院選で東京の選挙区のリーダーであったということは、彼女が人気であることを

示している。そして、政治において日本女性の役割が増加している傾向を補強している。これ

は自民党によっても確認された。今の東京都知事も自民党のメンバーである女性なのだし、防

衛大臣も女性。安倍氏自身がこれに力を注いでいることも注目に値する。経済における女性の

役割の強化、これも安倍首相が言い出したことだ。」 

 

 しかし、蓮舫氏の今後の仕事は楽ではない。課題は山積している。自民党の勢力は非常に強くな

っている、とワレーリイ・キスタノフ氏。 

 

   「蓮舫氏の弱点は国籍問題だ。また、今後、参院から衆院に移るための努力がとられる可能性

もある。首相のポストを狙う者は通常衆議院から出るのだ。これも困難な課題である。具体的、

明確かつ理解しやすい、本当に有権者に魅力的であるようなプログラムを策定する必要もある。

実際、現在の民進党のプログラムは、彼女の人気を高めてくれない。同党の議会における議席

はあまりに少なく、共産党その他の小規模政党と連合するに至っている。しかし、 も重要な

のは、蓮舫氏が国際紛争を解決する手段としての戦争を否定する９条など憲法改正に向けた安

倍首相の方針と議会で激しく闘わなければならないということだ。もっとも憲法９条修正に関

する議論での反対主張は岡田元党首の 大の切り札だった。蓮舫氏もこの方針を続けるのか？」  

 

 http://sptnkne.ws/ckxj 
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日本対中国：経済と安全保障の対立 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 00:02 リュドミラ・サーキャン） 

 

© AFP 2016/ Kazuhiro Nogi https://goo.gl/HOM5d0 

 

 この10年間で世代の変化に伴い日本と中国、互いの認識が変わりつつある。それでも今のところ、

どちらも互いを信頼しようとせず、第二次世界大戦に関して意見が食い違い、将来の軍事的衝突を

危惧している。 

 

 これがこの春、米ピューリサーチセンターが日本と中国で行った調査の結果だ。調査結果とその

考察が 13 日に同組織のウェブサイトで発表された。 

 

 それによると、日本人の 42％、中国人の 53％が互いを信頼していない。互いをよく思っているの

はそれぞれ 11％および 14％しかいない。中国人の 77％が 1930 年代と 1940 年代における日本の戦争

犯罪に対する日本の悔悟は十分ではないとし、十分だとするのはわずか 10％だった。一方の日本で

は、回答者の約半数が日本は十分に謝罪していると述べ、23％が不十分とし、17％はそもそも謝罪

など必要ないとしている。 

 

 極東研究所日本研究センター上級研究員ヴィクトル・パヴリャチェンコ氏は次のように述べた。 

 

   「多くのアジア諸国の人々が互いに対して恨みを持っている。理由は過去の歴史にあり、それ

が紛争や相互不信を頻発させている。もちろん、戦争はすべての大陸で発生したが、ロシア人

とヨーロッパ人の歴史的恨みはそれほどでもないのに対し、東洋では過去の恨みの記憶をいつ

までも覚えているという心理的特性がものを言う。戦後数十年、日本の政治家は繰り返し、ア

ジアの多くの国に対する帝国軍の行動を謝罪したが、東京と北京が関係悪化するたびに、中国

は、過去のことを日本に思い出させる。」 

 

 共有する歴史の認識が大きく異なるのに対し、将来への期待はより均等だ。日本人の約 80％と中

国人の約 60％が中国と近隣諸国との間の領土紛争が軍事衝突につながる可能性を危惧している。注

目すべきは、この危惧を抱いている日本人はほとんどが 50 歳以上であり、18～34 歳はほとんど心配

していない。 

 

 日本と中国の指導部は繰り返し、反目を克服し、強固な友好関係を構築する意向を表明している。

しかし、これらの声明、強い経済関係、強烈な文化、観光客や学生の交流にもかかわらず、両国の

国民は互いについて主に否定的な固定観念を再生産し続けている。ヴィクトル・パヴリャチェンコ

氏は次のように述べた。 

 

   「今日アジアの主要な危険因子は経済と安全保障の間の対立だ。日本と中国間の貿易高は 3000

億ドルを超えている。これはかなりの量であり、両国は、係争諸島は軍事キャンペーンを起こ

すに値するものではなく、損失は、取得よりもはるかに大きいであろうと十分認識していると

思う。」 
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 中国と近隣諸国間の領土紛争に関与しているのは日本だけではない。そのため、2015 年にピュー

リサーチセンターが行った調査の結果と現在のデータを比較することも興味深い。当時フィリピン

人の 91％、ベトナム人の 83％が、南シナ海における中国の領有権主張が軍事衝突につながる可能性

に懸念を表明していた。韓国でも中国の領土的野心が回答者の 78％に懸念を呼んでいた。 

 

 http://sptnkne.ws/ckz9 

 

 

英国 2017 年１、２月にもＥＵ離脱開始へ 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 00:16） 

 

© AFP 2016/ Samuel Kubani https://goo.gl/zpvWgc 

 

 英当局は、ＥＵについての基本条約、リスボン条約第 50 条に従い、ＥＵからの離脱に関する通告

を 2017 年１月あるいは２月に行う計画。デイリー・テレグラフ紙によると、トゥスク欧州理事会議

長がメイ英首相の発言として伝えた。 

 

 なお、これまでメイ首相が、英国がＥＵに離脱手続きの開始を通告する時期について発言したこ

とはなかった。 

 

 http://sptnkne.ws/ck9T 

 

 

ウクライナのロシア大使館に花火が投げ込まれる 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 06:29） 

 

© REUTERS/ Gleb Garanich https://goo.gl/GZTsH7 

 

 17 日未明、ウクライナの首都キエフにあるロシア大使館に何者かが花火や発煙筒を投げ込んだ。

地元のメディアによると、大使館職員にけがはなかった。 

 

 なお花火などを投げ込んだのは約 20 人の若者で、ロシアを侮辱する内容の横断幕を掲げていたと

いう。ウクライナの民族主義グループによる犯行ではないかと見られている。今回の事件は 18 日に

ロシアで予定されている下院議会選挙を前に起こった。 

 

 先に伝えられたところによると、欧州初のドネツク人民共和国の事務所がチェコのオストラヴァ

が開かれた。 

 

 http://sptnkne.ws/ck8D 
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クレムリン プーチン大統領の訪日は 12 月中旬になることを確認 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 08:01） 

 

© Sputnik/ Kirill Kallinikov https://goo.gl/NLJyIh 

 

 ロシアのプーチン大統領の日本訪問は 12 月中旬になる。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が記者

団に発表した。９月２日、ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領と日本の安倍首相の

会談が、ロシア大統領の日本訪問の枠内で 12 月 15 日に山口県で行われると伝えた。 

 

 http://sptnkne.ws/ck9Y 

 

 

北朝鮮 年内に原子爆弾 20 発を製造するための材料を得る 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 09:33） 

 

© 写真: Public domain https://goo.gl/mZZ6zk 

 

 先週５回目の核実験を実施した北朝鮮は、今年末までに約 20 発の原子爆弾を製造できる可能性が

ある。テレビ「アルジャジーラ」が、専門家らの見解として伝えた。 

 

 核兵器の専門家、スタンフォード大学のジークフリート・ヘッカー教授によると、北朝鮮は 20 発

の原子爆弾を製造するのに十分な材料を持っている。これは北朝鮮のウランやプルトニウムの生産

量に基づいているという。 

 

 ヘッカー氏は、制裁が多くの外部ソースからのウラン購入を妨げてきたものの、材料の供給拡大

に関する積極的なプログラムが成果をあげたようだとしている。なお、プルトニウムについては、

北朝鮮が年間 45 キロから 60 キロを製造し、さらにその量を 6.5 キロ増やす能力があることを衛星

監視が物語っているという。 

 

 http://sptnkne.ws/ck9X 

 

 

プーチン大統領 米大統領候補について自身の考えを語る 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 11:03） 

 

© Sputnik/ Michael Klimentyev https://goo.gl/S0w1hk 

 

 プーチン大統領は 17 日、米大統領選挙運動についてコメントした。大統領は、米大統領選挙でど

の候補者を支持するかとの質問に、ロシアでは公にロシアとのパートナーシップを支持する人々に

対して好意的な態度がとられていると答えた。 
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 またプーチン大統領は、米大統領選挙運動における「ロシアとロシア大統領の利用」について、

これが国の影響力と価値が高まっていることを受けてのものであることに期待を表した。なお続け

てプーチン大統領は、「しかし私は、まずこれが国内の世論を操作しようとする試みと関係してい

ると考えている。我々は、いわゆる悪の帝国のイメージをつくり出し、そのイメージで住民を怖が

らせようという試みを目にしている」と述べた。 

 

 先に伝えられたところによると、民主党推薦のヒラリー・クリントン米大統領候補が自分の容態

についての新データを公表した。 

 

 http://sptnkne.ws/ck9W 

 

 

ドイツ各地でＴＴＩＰに反対する集会、16 万人以上が参加 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 03:48） 

 

© Sputnik/ Ilona Pfeffer https://goo.gl/4gKJ9a 

 

 ドイツの主要各都市で 17 日、米国と EU が締結を目指している環大西洋貿易投資パートナーシッ

プ（ＴＴＩＰ）への抗議デモが行われ、計 16 万人以上が参加した。ＡＦＰが伝えた。 

 

 参加者らは「ＴＴＩＰではなく民主主義を」「共有しよう、分断するな」などと書かれた横断幕

やプラカード、旗を掲げてデモ行進した。デモ参加者数について一部の主催者は 32 万人と発表して

いるが、警察は 16 万 3,000 人から 18 万 8,000 人の間としている。 

 

 米国とＥＵは 2013 年、域内人口８億 5,000 万人で世界 大となる貿易協定ＴＴＩＰの締結に向け

た交渉を開始。しかし保健、環境、労働などの主要分野において欧州側に懸念が広がり、交渉は暗

礁に乗り上げている。とりわけドイツで疑念が高まっており、 近の世論調査では、回答者の 52％

が「ＥＵ基準が弱まり劣悪な製品が大量に出回るだろう」と答えている。 

 

 http://sptnkne.ws/ckEU 

 

 

62 人死亡、100 人負傷：米国の有志連合、アサド軍兵士を爆撃 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 03:45） 

 

© AFP 2016/ TED ALJIBE https://goo.gl/6Z8NWN 

 

 米国の有志連合機がデリゾールでシリア軍の拠点を四度空爆、62 人が死亡、100 人が負傷した。

ロシア国防省が発表した。軍はダーイシュ（ＩＳ）に囲まれていた。F-16 と A-10 各２機が攻撃を行

い、続いてテロリストらが攻勢に転じた。 
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 先に伝えられたところによると、シリア対空防衛部隊は、同国クネイトラ県の領空でイスラエル

軍の戦闘機及び無人機を撃墜した。 

 

 http://sptnkne.ws/ckFk 

 

 

モスクワの投票所に爆発物所持者が立ち寄る 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 03:43） 

 

© Sputnik/ Evgeny Biyatov https://goo.gl/2NKUgO 

 

 モスクワ中心部のアルメニア横丁の投票所に爆発物と見られるものをもった人間が立ち寄った。

新の情報によると、緊急課の情報によれば、モスクワ中心部で爆発装置を所持して投票所を訪れ

たと思しい人物は無害化された。 

 

 「治安部隊はアルメニア横丁の投票所を爆発するといって脅迫した人物を無害化した」という。犯

人は投票所の２階で４人を人質にとっていた。犯人はボタンつきベルトを装着していたと見られる。

ロシアで 18 日、下院選挙が行われている。 

 

 http://sptnkne.ws/ckE8 

 

 

プーチン大統領の広島・長崎訪問は可能か？ 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 03:37） 

 

© AFP 2016/ JIJI Press https://goo.gl/nZHzB6 

 

 ９月 15 日に明らかになったところでは、広島及び長崎の市当局は、プーチン大統領に対し、両市

を訪れるよう要請した。米国による原爆投下により大きな被害を受けた場所への大統領の訪問は、

どのような場合でも、画期的な出来事となり、ロ日関係にとってのみならず、ロ米関係にとっても

大きな政治的意味合いを持つものになるだろう。 

 

 ロシア科学アカデミー極東研究所日本調査センターのヴィクトル・パヴリャテンコ主任研究員は、

情報通信社「エコノミカ・セヴォードニャ」の取材に応じ「今回の招待は、1945 年に米国人達がど

れだけ野蛮な行為をしたかを強調しようとする日本政府の試みだ」と指摘した。 

 

 パヴリャテンコ主任研究員は「このプランにより、プーチン大統領は、今年の G7 伊勢志摩サミッ

トの際、広島だけを訪れた米国のオバマ大統領を『凌ぐ』ことになるに違いない」と見ている。 

 

 主任研究員は、次のように述べた― 
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   「ロシアにとってプーチン大統領の広島・長崎訪問には、何らかの特別な意味がないことは明

らかだ。なぜなら我が国は、これまで 70 年間ずっと、これら米国の原爆投下を非難してきたか

らだ。この問題に関するロシアの立場は、首尾一貫しており、皆が良く知っている。ここでは

ロシアは常に、日本の側に立ってきた。ゆえに、プーチン大統領がそうした訪問をしても、何

も新しいものはないだろう。」 

 

 パヴリャテンコ主任研究員によれば、この歴史の中に、裏に隠された一定の意味を見つけること

ができるというのは、また別の問題である。あの戦争で同盟国だった米国を、ロシアが非難し、当

時戦っていた日本の側に立つことになるからだ。研究員は、次のように続けた― 

 

   「これは、日本と政治的に接近しているというデモンストレーションだ。モスクワの側からで

はなく、むしろ日本側からの一歩である。ここで日本人達は、自分達の路線を続けている。そ

れは、彼らがウラジオストクでの第 2 回東方経済フォーラムで示したもので、その時、日本政

府は、ロシア政府との関係発展を目指す意向を示した。そもそも日本のロシア政策の中には、

大変多くの様々なデモンストレーションがあったが、今のところ、それは、何らかの実際的成

果をもたらしてはいない。」 

 

 それゆえ、パヴリャテンコ主任研究員によれば、今日、大変深刻な疑いが存在している。プーチ

ン大統領は、議論の余地ある措置に踏み出すだろうか、まして訪問は、オバマ氏の行動に似ている

との類推をすぐに呼び起こすのではないのかというものだ。 

 

 後に、ペスコフ大統領報道官の発言に注意を促したいと思う。彼は、日本側からプーチン大統

領あてに送られた広島・長崎両市訪問の招待状は、現在、外交ルートで調整がなされていると述べ

ている。 

 

 ※なお記事の中で述べられている見解は、必ずしも編集部の立場とは一致していません。 

 

 http://sptnkne.ws/ckTS 

 

 

米国はシリアで打ち損じた：ペンタゴンは悔やみ、ダーイシュ（ＩＳ）は侵攻する 

（スプートニク 2016 年 09 月 18 日 23:18） 

 

写真 https://goo.gl/iy2CTL 

 

 デリゾール周辺のシリア軍に対する国際「対ダーイシュ（ＩＳ）連合」の 17 日の攻撃により軍人

62 人が死亡、約 100 人が負傷した。連合の航空機は土曜、四度空爆を行った。米国防総省によると、

彼らはダーイシュ拠点を空爆していると確信していたが、ロシア軍が誤爆を報じると、作戦を停止

した。空爆直後、イスラム主義者らは攻勢に転じた。 

 

 ヴィタリー・チュルキン・ロシア国連大使は、米国は政府軍攻撃にとっては奇妙な時間を選んだ、
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彼らが撃ち損じたとは信じにくい、と述べた。 

 

 ロシア議会上院国防・安全保障委員会第一副委員長フランツ・クリンツェヴィチ氏は、米国率い

る国際有志連合がシリア政府軍に対し行った攻撃は、ジュネーヴにおける露米合意を脅かす、と述

べた。 

 

 ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官はさらに強硬な声明を出し、政府軍空爆によりホワイト

ハウスがダーイシュを擁護していることが示された、と述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/ckKj 

 

 

キエフのロシア大使館前で抗議行動参加者 ロシア国旗を踏みつける 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 06:04） 

 

© Sputnik/ Alexei Vovk https://goo.gl/jsvQyf 

 

 ウクライナの首都キエフのロシア大使館前で、抗議行動参加者らが、ロシア国旗を踏みつけるな

どして騒いだ。リア-ノーヴォスチ通信が伝えた。 

 

 報道によれば、彼らは、ウクライナ領内でロシア下院選挙の投票が実施されていることに抗議し

た。また彼らは、大使館前にロシア国旗を広げ、幾人かの男性が、その旗を踏みつけるといった侮

辱的行動をとった。 

 

 http://sptnkne.ws/ckTR 

 

 

ザハロワ報道官 シリアでの米国政府の血塗られた実験の数々を語る 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 08:29） 

 

© Sputnik/ Maksim Blinov https://goo.gl/s9Vmq0 

 

 ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官は、米国のサマンサ・パウエル国連大使に対し、「恥」

という言葉の意味を知り、シリアに行って「血塗られた実験」の結果をその眼で見るため、この国

を個人的に訪れるようアドバイスした。 

 

 ザハロワ報道官のこうした対応は、パルエル国連大使が、米国がテロ組織「ダーイシュ（ＩＳ、

イスラム国）と事実上協力しているとロシア外務省が非難したことに、恥を知るべきだと述べたこ

とに対するものだ。 

 

 ザハロワ報道官は、自身の Facebook の中に「親愛なるサマンサ・パウエル様。『恥』という言葉
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の意味をお知りになるため、シリアに行かれ、現地の人達とお話しすることをお勧めします。米国

政府の積極的参加の下、すでにほぼ 6 年、彼らの国では血塗られた実験が行われていますが、そこ

に今も住んでいる人達と、お話しするようお勧めします」と書き込んだ。 

 

 ９月17日、デリゾールのシリア政府軍の陣地に対する米国主導の国際有志連合軍機による空爆で、

60 人以上が死亡し、100 人以上が負傷した。 

 

 http://sptnkne.ws/ckVG 

 

 

日本、プーチン大統領の秋田犬ユメの花婿を探す意向 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 10:25 リュドミラ・サーキャン） 

 

© 写真: © 写真: Russian AKIHO 1/2 https://goo.gl/u7wZr7 

 

 2012 年に秋田県知事がプーチン大統領に秋田犬をプレゼントした。2011 年の大地震・津波の際の

ロシアの復興支援への感謝のしるしだった。以降、ロシア人の間で、秋田犬の人気が高まっている。

ネット上の写真をみると、ユメと名付けられたその犬は健やかで、飼い主とうまくやっているよう

だ。 

 

 2008 年には亡き飼い主の帰りを駅頭で待ち続ける秋田犬を描いた映画「ハチ公」が公開され世界

的にその名が知られるようにもなった。その 20 年前には日本で映画「ハチ公物語」が公開されても

いる。 今夏、小此木 八郎衆議院議員が団長を務める日本代表団がモスクワ郊外ムィティシの秋田

犬ファンクラブ「アキホ・ロシア」を訪れた。ユメの実の兄弟であるキボウも帯同した。「ユメは

もう大人の女性だ。もうすぐお相手が必要になるかもしれない。ロシア大統領に秋田犬の男の子を

贈ってくれるよう安倍首相に頼んでみたい」と同議員。 

 

 「アキホ」は秋田犬の飼い主・ファンにより 2011 年設立された。 2012 年 6 月には日本の本家組織

である秋田犬保存会から認定を受けた。活動目的はロシアも日本も変わらない。その名のとおり、

秋田犬の保存と保護だ。ロシア以外に世界には 6 つの「アキホ」クラブがある。本家は秋田県大館

市で 1927 年に設立された。 

 

 秋田犬を 17 匹飼いロシアの「アキホ」の代表を務めるレオニード・トレチャコフ氏はスプートニ

クの取材に秋田犬の来歴について次のように述べた。 

 

   「秋田犬は大昔から日本にいる。しかし 19 世紀半ばには闘犬のため欧州のセントバーナード

やドーベルマン、シェパードらとの混血がすすみ、絶滅の危機に陥った。1920 年代にかけては

純血種からは大きくかけ離れてしまった。そこで、秋田犬の再生のため、保存会が発足。第二

次世界大戦もまた頭数を大きく減らした。再生が再び喫緊の課題となった。それには 30～40 年

がかかった。今は犬の外形上の特性が判定され、多くの国際展示会を開催されている。我が国

でも毎年「アキホ・フェスト」が行われ、日本からジャッジや欧州から専門家が訪れる。日本
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とは常に連絡をとりあい、渡航も頻繁に行う。秋田犬の育成やしつけ、健康問題などについて、

第一人者から直接手ほどきを受けるには、日本に行くしかないのだ。頻繁に連絡を取り合って

いる。これが大事なのだ。」 

 

 秋田犬保存会の遠藤敬会長も、「育犬家同士の友好や日本の犬のロシアでの人気により日本人と

ロシア人の交流が促進され、それにより両国関係が改善する」との確信を示し、ロシアにおける人

気の向上について、ロシアのクラブのメンバーに謝意を示した。 

 

 ロシア極東ではすでに秋田犬の子犬を購入することを目的とする日本へのグループツアーの予約

が行われている。業者によると、極東は地理的に日本のすぐ隣にあり、流行に非常に敏感であるた

め、特にオフシーズンにはこうしたツアーが人気となるだろう、とのこと。 

 

 http://sptnkne.ws/ckVy 

 

 

独ベルリン市議選 メルケル首相の党は第２位 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 15:26） 

 

© REUTERS/ Michael Dalder https://goo.gl/AU4Qdj 

 

 独ベルリンで市議会選挙が行われ、「社会民主党」が勝利し、メルケル首相の「キリスト教民主

同盟」は第２党にとどまった。18 日に行われた投票では、「社会民主党」が 21.6％の票を獲得した。

ドイチェ・ヴェレが伝えた。 

 

 その他の得票率は以下の通り― 

 

 「キリスト教民主同盟」（党首メルケル首相）17.6％、「左翼党」15.6％、「緑の党」15.2％、「ド

イツのための選択肢」14.2％、「自由民主党」6.7％。 

 

 選挙には 21 政党から 927 人の候補が参加した。 

 

 http://sptnkne.ws/ckWx 

 

 

日本 極東の農業発展への参加に関する具体案を準備 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 16:59） 

 

© Sputnik/ Artem Kreminsky https://goo.gl/TsTRUd 

 

 日本は、極東の農業発展への日本企業の参加に関する具体案についてロシアと近いうちにも話し

合う計画。19 日、産経新聞電子版が報じた。産経新聞によると、日本の世耕経済産業相が、11 月に
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ペルーで開かれるＡＰＥＣ首脳会議に合わせて両国の首脳が会談する前にモスクワを訪問し、「担

当閣僚と経済協力の 終調整を行う見通しだ」という。 

 

 産経新聞は、「極東地域の農地開発を進める官民の支援組織（プラットフォーム）を設置し、日

本の技術とノウハウで農産物の増産や品質の向上を図る」と報じている。また産経新聞は、「植物

工場など先進的な技術の導入促進や穀物ターミナルの建設案もあり、現地の需要が大きい農業分野

を後押しして北方領土交渉の進展を狙う」と指摘している。 

 

 http://sptnkne.ws/ckY9 

 

 

メディア：スウェーデンで「ロシアの密かな脅威」が話されている 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 23:46） 

 

© AFP 2016/ Sergey Venyavsky https://goo.gl/ekHEjn 

 

 スウェーデンでは「ロシアの脅威が増大している」との指摘がなされている。諜報情報や軍事計

画に通じた情報源からの引用とともにスウェーデン紙ダーゲンス・ニューヘーテルが報じた。「脅

威」の本質は明かされていないが、その性質や内容は、極秘であり、国家安全保障にとって極めて

重要なものとされている。何らかの諜報情報が取得され、それを受けて、バルト海のゴットランド

島への軍部隊の展開が加速されるとの決定がとられたという。スウェーデン国防相ピーター・フル

トクヴィスト氏はコメントを差し控えた。 

 

 http://sptnkne.ws/ckZY 

 

 

日本の政治家 クリミアの住民には「サムライ魂」がある 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 18:01） 

 

© Sputnik/ Maks Vetrov https://goo.gl/u4ke1g 

 

 日本の愛国団体「一水会」の木村三浩代表は、クリミアの人々について、本物のサムライ魂を持

っていると述べた。木村代表は、クリミアでは侍の精神、武士の精神が、むしろ日本よりも強くみ

られると述べた。木村代表によるとこの精神は、クリミアとロシアの統合を招いた自己決定権の承

認を求めるクリミアの人々の戦いで発揮された。クリミアは 2014 年３月に実施された住民投票で、

クリミアの有権者 96.77％とセヴァストーポリの有権者 95.6％がロシア連邦の構成体に入ることを

支持した後、ロシアの地域となった。 

 

 http://sptnkne.ws/ckZJ 
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デンマーク デリゾールでのシリア軍に対する攻撃に参加したことを認める 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 18:12） 

 

© AFP 2016/ Bulent Kilic https://goo.gl/AvDHS9 

 

 シリア北東部デリゾールでの９月 17 日のシリア軍に対する攻撃にデンマーク空軍の F-16 戦闘機

２機が参加した。デンマーク軍のホームページで伝えられた。発表によると、「F-16 戦闘機２機が

他の国々の空軍との共同作戦でこれらの攻撃に参加した」という。もし攻撃ミスが確認された場合

には、デンマーク側からの謝罪があることが述べられている。 

 

 米国のケリー国務長官は、シリアにロシアと米国の調整センターをつくることについて、極めて

重要だとの考えを表した。国務長官は、同センターの創設によってシリアで空爆を行う際のミスを

避けることが可能となると指摘した。 

 

 http://sptnkne.ws/cmbp 

 

 

英国独立党党首「プーチン氏は政治的アイドル」 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 19:03） 

 

© REUTERS/ Toby Melville 1/2 https://goo.gl/5cbTnx 

 

 英国独立党の新党首ディアナ・ジェイムス氏は、プーチン氏は自分の政治的アイドルである、と

述べた。ガーディアンが報じた。ナイジェル・ファラージ氏にかわる新党首就任に際し、ＢＢＣの

インタビューで述べた。新党首は他に、往年の英国宰相ウィンストン・チャーチルとマーガレット・

サッチャーに賛辞を送った。 

 

 同氏は 2015 年にはＬＢＣラジオ放送でロシア大統領を強い指導者と評している。プーチン氏がロ

シアの国益を守るやり方に感激している、とのことだった。プーチン大統領は「ＥＵがウクライナ

に政権交代を促したことについて疑問を覚え、それが同国のロシア系住民にとってのリスクとなる

と感じた」とディアナ・ジェイムス氏は述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/cmbA 

 

 

ポーランド、ナチスの残したタイムカプセルが発見 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 19:26） 

 

© 写真: Seidel https://goo.gl/goJ1sL 

 

 ポーランド西ポモージエ県の町、ズロツェネツで考古学者らによって 1934 年にこの場所に暮らし
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ていたドイツ人が子孫のために埋めていたタイムカプセルが見つかった。当時、町はドイツ語のフ

ァルケンブルグという名称だった。カプセルが見つかったのは学校の建物の基礎部分。建物は国家

社会主義ドイツ労働者党（ナチス党）のものだった。 

 

 カプセルは、今は保存されていない給水塔の土台部分の発掘作業の中で見つかった。このカプセ

ルを取り出すには幾多もの困難がたちはだかった。地下水、分厚いコンクリートの壁、しかもナチ

スらの残していった地雷までは作業を妨げた。 

 

 カプセルから出てきたのは古銭、独語の新聞、写真、1933 年、町の創建 660 年祭を祝う当時のフ

ァルケンブルグの町を映した映画。 

 

 今回のタイムカプセルの発見で地元民の間からは自分たちもタイムカプセルを埋める伝統を引き

継ごうという声があげられている。将来の子孫に自分たちの記憶をバトンタッチするため、近く新

たなタイムカプセルが埋められるかもしれない。 

 

 http://sptnkne.ws/cmcA 

 

 

フランス、プラスチック容器を全面的に廃止へ 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 23:15） 

 

© Fotolia/ Laboko https://goo.gl/jfmqV6 

 

 フランスであらゆるプラスチック容器の使用を禁じる法律が採択された。この法律により、これ

からはプラスチック容器はコップも皿もナイフ、フォークもバイオ分解のできるものに限って使用

が許される。 

 

 この法律が発効するのは４年後の 2020 年。これは気候変動問題を解決する仏政府の大規模計画の

一端。一連の環境団体は同法律を支持。とはいえ一方でＥＵの商品の自由な流通原則に背くという

批判もあげられている。 

 

 http://sptnkne.ws/cmdg 

 

 

ウラジオストクに日本から放射能汚染車が運ばれる 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 20:15） 

 

© Sputnik/ Vitaliy Ankov https://goo.gl/Sv9UAz 

 

 ウラジオストクに危うく放射能汚染車が持ち込まれるところだった。ＲＩＡ「ヴォストーク・メ

ディア」が報じた。プリモルスク港に到着した日本のディーゼル船で、税関職員が危険な乗用車を
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発見した。 

 

 より綿密な調査をした後、税関職員は、自動車の放射線レベルを高めている源がベータ活性粒子

であることをつきとめた。その数は、１㎠あたり平均 30 個。複数の箇所では１㎠当たり 70 個だっ

た。ロシア連邦消費者権利保護・福利監督庁・沿海地方支部が即時に伝えた。 

 

 また極東税関局の広報部は、さらなる調査が行われた後、放射能汚染車はディーゼル船に残され

たと伝えた。自動車は日本へ戻ることになる。 

 

 福島第１原子力発電所事故後、沿海地方に放射能汚染車が運ばれるケースが確認されるようにな

った。なお 2011 年から 2012 年にこのような出来事が急増し、今も沿海地方には危険な自動車が運

ばれているが、その数はごくわずかとなっている。 

 

 前に伝えられたところによりますと、小泉元首相は安倍首相の福島第１管理下との声明はウソだ

と述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/cmfR 

 

 

クリミア、日本からの組織的な観光客グループ受け入れを準備 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 20:54） 

 

© Sputnik/ Sergey Malgavko https://goo.gl/sfgOmp 

 

 クリミアは、日本からの観光客の受け入れについて交渉を行っている。共和国議会療養リゾート

複合体・観光委員長アレクセイ・チェルニャク氏が述べた。交渉の第一段階として木村 三浩・新右

翼団体「一水会」代表と交渉が行われた。同氏は先のクリミア訪問で一連の観光施設を訪問した。 

 

 「我々は来年より日本より 初の組織的な観光客グループの受け入れのためのロードマップを策

定することで合意した」とチェルニャク委員長。リア-ノーヴォスチが伝えた。クリミアには見せる

べきもの、日本観光者を驚かせるものがある、という。 

 

 ９月上旬にはクリミアへ中国からの 初の公式に組織されたグループが訪問、11 月と 12 月にも次

の訪問が予定されている。 

 

 先に伝えられたところによるの、日本の愛国団体「一水会」の木村三浩代表は、クリミアの人々

について、本物のサムライ魂を持っていると述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/cmgN 
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日本人専門家が見るロシア経済のこれから：エネルギーより農業分野に注目 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 21:46 徳山あすか） 

 

© Sputnik/ Constantine Chalabov https://goo.gl/6PKh53 

 

 16 日、ロシアの経済・産業政策と主要産業の現状を知るロシア経済セミナー（在ロシア日本大使

館、ＲＯＴＯＢＯ、ジャパンクラブ共催）が開かれ、京都大学経済研究所の溝端佐登史教授と、Ｒ

ＯＴＯＢＯ経済研究所の坂口泉研究員が講演を行った。会場にはロシアに進出している日本企業の

代表者たちが集まり、熱心に聴き入っていた。 

 

 溝端教授によれば、ロシア中央銀行の経済政策は短期的には評価を得ており、プーチン大統領も

インフレ抑制策を支持している。ロシア一般市民の懐に入るお金が極端に減ったわけではないもの

の、消費者心理の冷え込みから消費は貯蓄に回った。特に家計消費の落ち込みが顕著で、これが更

に経済を落ち込ませる原因になっている。また、溝端教授は、長期的なビジョンでの構造改革を行

うのは難しいとの見解を示した。現在のロシアの失業率はヨーロッパ諸国と比べて格段に低く、景

気が悪いといっても雇用の部分は守られている。公務員の雇用にメスを入れたり、増税や歳出カッ

トといった痛みを伴う政策を断行しなければならない。しかしそれを実行すれば、政権は支持を失

ってしまう可能性がある。溝端教授は、「ロシアの経済政策を読むのは難しい。人や官庁によって

考え方に開きがある。しかし関係者の間に、現在の資源輸出モデルをベースにした成長戦略は尽き

ており、新しい戦略に移らなければいけないという共通認識があることは興味深い」と述べた。 

 

 坂口氏は、ロシアは資源大国だというイメージがあるが、イメージのみにとらわれるのではなく、

投資の前に資源基盤について冷静に分析するよう促した。坂口氏は、石油に関しては年々資源の質

が低下しており、埋蔵量自体は減っていなくても、経済的に回収困難な石油が増えているので、い

つロシアの石油生産量が減少し始めても不思議ではなく、ロシア経済は油価という不安定な要因に

左右される度合いが今後も高まると見ている。ロスネフチは新鉱床の開発にインドや中国の企業を

積極的に誘致しようとしており、日本にも声がかかると思われるが、坂口氏によればそれらは「以

前に比べるとリスクの高いプロジェクト」である。ガス分野も磐石ではない。新しいＬＮＧプラン

ト建設プロジェクトで も現実的なのは、ロシアが国家の威信をかけているヤマル半島のヤマルＬ

ＮＧプロジェクトだが、立地条件を鑑みると、積み替えコストなど操業してから問題が顕在化する

可能性もある。 

 

 農業分野では明るい見通しもある。ロシアは 10 年程前から穀物の輸出国になった。小麦が穀物生

産のうち６割を占め、トウモロコシの生産も増加傾向にある。坂口氏は「農業分野で注目している

のはソバ。アルタイが生産中心地であるロシアのソバの生産量は安定していないが、日本への輸出

が増加している」という。牛肉はまだ多くを輸入に頼っているが、鶏肉、豚肉は内需を満たせる状

態だ。しかしこれらは経済制裁に対抗する輸入代替政策の効果ではない。十年単位で畜産業拡大に

取り組んできた結果が、現在結実しているというだけの話であって、国内生産を促進する輸入代替

策が即座に功を奏していると見るのは誤りである、と坂口氏は強調している。 

 

 ロシアのビジネスのネックとして、金利が高いことが挙げられる。見通しがあっても資金を確保
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できないプロジェクトもあるため、坂口氏は「収穫物を日本に持ってくることを前提に投資し、ソ

バ、大豆やトウモロコシの輸入を増やすというスキームは十分に考えられるのではないか」との見

解を示した。 

 

 両氏の話を総合すれば、ハイリスクのエネルギー分野ではなく、農業分野での経済協力に明るい

兆しが見て取れた。新潟市とハバロフスクの大豆プロジェクトのように、既に日露の自治体間で取

り組みを拡大させ、試験栽培をしている例もある。 

 

 http://sptnkne.ws/cmyY 

 

 

ＮＹ、ニュージャージーでテロ分子が活動を活発化か 

（スプートニク 2016 年 09 月 19 日 23:01） 

 

© REUTERS/ Rashid Umar Abbasi https://goo.gl/QG5rQ2 

 

 ニューヨーク、ニュージャージー州でテロ分子の活動が活発化する恐れがある。ＮＢＣテレビが

治安維持機関内の消息筋からの情報を引用して報じた。 

 

   「治安維持機関の代表者数人が、ニューヨークやニュージャージーで活動する数人による活発

なテロ分子が動き出す恐れを懸念している。」 

 

 16 日夜、マンハッタン西部で爆発が発生。これにより 29 人の負傷者が出た。このほかニュージャ

ージー州でも爆発事件が起きている。米連邦捜査局（ＦＢＩ）は 19 日、ニュージャージー州の鉄道

の駅構内で発見された不審な紙袋から数個の爆発物が見つかったことを明らかにしている。 

 

 http://sptnkne.ws/cmzd 

 

 

日本でミュージカル版『罪と罰』上演か 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 00:17） 

 

© Sputnik/ Сергей Пятаков https://goo.gl/s8lnAW 

 

 モスクワミュージカル劇場が、2018 年に日本で『罪と罰』を客演する可能性を検討している。こ

のことについて、同劇場芸術監督のミハイル・シュヴィトコイ氏が記者会見でＭＩＡ「ロシア・セ

ヴォードニャ」に語った。 

 

   「現在日本から、１ヵ月『罪と罰』を客演するよう招待されている。我われが 30 回上演する

よう求められている。我われは 2018 年に客演にいくと私は考えている。さらにこの客演は、ブ

ロードウェイショーしか上演されていない、東京の一流ミュージカル劇場でなされる。」 
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 シュヴィトコイ氏によると、日本の劇場は 10 月末モスクワを訪れ、『サーカスの女王』を客演す

るという。 

 

 先に伝えられたところによると、サンクトペテルブルグの「エルミタージュ」美術館が欧州で

良の美術館に、また世界で３番目に素晴らしい美術館に選ばれた。 

 

 http://sptnkne.ws/cmze 

 

 

日本でお腹をすかせた子供のための食堂が急増 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 06:32） 

 

© 写真: NurseryTOMIDA Kindergarten https://goo.gl/WqFYmW 

 

 日本には、お腹をすかせた子供や、生活が苦しい子供のための食堂がある。2013 年、この「こど

も食堂」の数はわずか 21 ヵ所だったが、その後３年間で 300 ヵ所以上に急増した。現在「こども食

堂」の数は 319。その数はさらに増え続けている。ABC News が報じた。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/3E6XdW 

 

 デイリー・メール紙によると、東京で地域の児童青少年のための活動を行っているボランティア

グループを率いるイトウ・セツコさんは、日本では貧困が隠される習慣があるため、良い服を着て

高いスマートフォンを持っていても、しばしば学校で水やジュースのペットボトルを買うためのお

金もない子供たちがいると語っている。 

 

 「こども食堂」には、経済的事情で十分な食事をとることができなかったり、親が働いていて一人

で食事をしている子供たちが訪れている。「こども食堂」の大多数が、様々な団体や後援者たちの

寄付によって存在しているという。 

 

 「こども食堂」のある運営者は夕食を一緒に食べることについて、親が一日中働いている家庭に不

足しているコミュニケーションの機会を子供たちにプレゼントすると語っている。 

 

動画 https://youtu.be/-Wqx5upKFT4 

 

 なおイトウさんは、政府がすでに「こども食堂」の増加に注目し、子供の貧困対策に真剣に取り

組む意向を示していると指摘している。伝えられた統計によると、日本ではひとり親世帯の子ども

の約半数が貧困状態にあるという。母子世帯の平均月収は、約 1,500 ドルとなっている。 

 

 http://sptnkne.ws/cmyT 
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国連 シリアで人道援助輸送隊銃撃され多くの死者 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 14:48） 

 

© Sputnik/ Michael Alaeddin https://goo.gl/tZ4xVA 

 

 国連によれば、シリア北部のアレッポ県で国連の人道援助輸送隊が銃撃を受けた。国連のステフ

ァン・ドゥヤリチ報道官は、16 万人以上の人々のための援助物資を運んでいた 31 台からなるトラッ

ク隊のうち、18 台が銃撃された。 

 

 国連のスティーブン・オブライエン人道問題担当事務次長が出した声明の中では、次のように述

べられている。「第一報によれば、この忌まわしい攻撃の結果、シリア赤半月社のボランティアを

含め、多くの人々が殺されるか、あるいは重傷を負った」。 

 

 オブライエン事務次長はまた「今回の人道援助隊についての情報は、紛争のすべての当事者に通

告済みだった」と指摘し、今回の攻撃が国連の人道援助隊を標的としてものであった場合、戦争犯

罪と認められる可能性があると述べた。 

 

 先に伝えられたところでは、米国当局は、シリアでの国連人道援助隊への攻撃に、強い怒りを表

した。国務省のジョン。キルビー報道官は「援助隊のコースは、シリア当局やロシアにも伝えられ

ていた」と述べている。 

 

 http://sptnkne.ws/cm4A 

 

 

ハッカー 禁止薬物を使用した選手に関するＷＡＤＡの文書の新たな一部を暴露 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 16:21） 

 

© Sputnik/ Ramil Sitdikov https://goo.gl/Isyv2l 

 

 ハッカーグループ Fancy Bears は、禁止薬物を「治療目的」で使用したスポーツ選手に関する文

書の新たな一部を暴露した。新たなデータによれば、ＷＡＤＡ（世界反ドーピング機関）の許可を

得て禁止薬物を使用したスポーツ選手の中には、スペイン・テニス界のスター、ラファエル・ナダ

ル選手も含まれている。 

 

 それ以外にリストには、英国の陸上競技選手モハメド・ファラー、ハンガリーの水泳選手ラース

ロー・シェーの名も挙がっている。なお新しいリストには、アルゼンチン、ベルギー、カナダ、デ

ンマーク、スペイン、米国、ブルンジ、フランスそして英国の 27 人の選手の名が挙げられている。 

 

 http://sptnkne.ws/cm4R 
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米国 国連人道援助輸送隊銃撃後 シリアでのロシアとの協力を見直し 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 16:39） 

 

© AP Photo/ Brendan Smialowski https://goo.gl/6Wre8S 

 

 米国は、アレッポでの国連人道援助物資輸送隊銃撃事件を受けて、シリア調整の枠内での協力問

題に関しロシアとの関係を見直す意向だ。米国務省のジョン・キルビー報道官が伝えた。スプート

ニク通信が伝えた。 

 

 キルビー報道官は「合衆国は、ロシアとの交渉において、この問題を提起するだろう。はなはだ

しい停戦違反を考慮し、我々は、ロシアとの協力の展望を見直すつもりだ」と述べた。 

 

 これに先立ち伝えられたところでは、シリアのアレッポ県に送られた国連の人道援助物資輸送隊

が、攻撃を受けた。サウジアラビアの国連大使は、この攻撃はシリア政府軍によるものだと非難し

ている。 

 

 一方、ロシア連邦軍参謀本部作戦総局長 兼 ロシア連邦軍副参謀総長のセルゲイ・ルツコイ中将

は、先にブリーフィングで記者団に対し「米国のコントロール下にある武装部隊は『カステッロ』

道路に監視所を置いていなかった。この事は、ロシアとシリアが人道援助物資の輸送を失敗させた

と非難するため、あたかもそうした状況が米国により人為的に作り出されたような印象を与える」

と述べている。 

 

 http://sptnkne.ws/cm5n 

 

 

クリントン氏 安倍首相との会談でＴＰＰに反対の考えを伝える 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 17:38） 

 

© REUTERS/ Carlos Barria https://goo.gl/CYYVzF 

 

 米大統領選挙の民主党候補ヒラリー・クリントン氏は、米ニューヨークで日本の安倍首相と会談

し、12 ヵ国が参加する自由貿易圏、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）に反対の考えを伝え

た。ＮＨＫによると、安倍首相はクリントン氏との会談でＴＰＰについて、「各国が経済の絆を深

めていくことは地域の安定にも資するなどとして意義を強調」し、早期発効を目指す考えを示した

が、クリントン氏は、米国の雇用に損害を与える恐れがあるとしてＴＰＰに反対の考えを伝えたと

いう。また、安倍首相とクリントン氏は、「地域や世界の平和のために日米同盟は重要だという認

識で一致」した。 

 

 http://sptnkne.ws/cm7U 
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プーチン大統領 複数政党制発展の必要性を説く 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 21:04） 

 

© Sputnik/ Michael Klimentyev https://goo.gl/BNpf2r 

 

 ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、閣議で、ロシアに複数政党制を発展させる必要があ

ると述べた。 

 

 大統領は「国内政治において我々は、言うまでもなく、議席をとれなかったものも含め、あらゆ

る政治勢力の声に耳を傾け、意見を聞かなくてはならない」と指摘した。 

 

 開票率 93％以上の段階で、中央選挙管理委員会の公式データによれば、日曜日に実施された下院・

国家会議選挙での主要政党の得票率は、統一ロシア党が 54.28％、ロシア連邦共産党が 13.45％、自

由民主党が 13.24％、公正ロシア党が 6.17％だった。 

 

 プーチン大統領率いる与党統一ロシア党は、450 議席中これまでで 高の 343 議席を獲得、記録を

更新し、それによって憲法改正が可能な議席数を確保した。前回 2007 年の選挙でも同党は第一党と

なり、得票率 64.3％だったが、第５回会期の下院で獲得した議席数は 315 だった。 

 

 http://sptnkne.ws/cmWP 

 

 

日本、キューバの対日債務 1200 億円免除へ 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 20:34） 

 

© 写真: Martin Abegglen https://goo.gl/6NzsSb 

 

 日本政府は、キューバの対日債務 1,800 億円の約３分の２にあたる 1,200 億円を免除する決定を

した。合意文書にはキューバの首都ハバナで渡辺優と、キューバの閣僚評議会（内閣）のカブリサ

ス副議長が調印した。共同通信が報じた。 

 

 合意文書は、安倍首相のキューバ訪問の数日前に調印された。日本政府は、大部分の債務免除は

２国間の経済、貿易、投資のつながりを発展させると期待しているという。日経新聞は、安倍首相

はキューバ訪問中に同国発展寄与の政府プログラムの一環で医療機器の無償提供を提案する意向だ。 

 

 日本のメディアが報じるところ、史上初の日本の首相によるキューバへの公式訪問は、日本政府

のこの成長中のキューバ市場への関心の表れだ。 

 

 http://sptnkne.ws/cmGg 
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韓国マスコミ：北朝鮮 新型ミサイルエンジンの実験に成功 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 20:34） 

 

© AP Photo/ U.S. Air Force https://goo.gl/ctjBMj 

 

 韓国の複数のマスコミ報道によれば、北朝鮮は、新型ミサイルエンジンの実験を成功裏に実施し

た。朝鮮民主主義人民共和国の指導者金正恩氏は、同国北西部・平安北道（ピョンアンプクド）の

西海（ソヘ）衛星発射場を視察した。その他訪問の詳細について言は、伝えられていない。 

 

 今月９日、北朝鮮は、５回目の核実験を行った。北朝鮮当局の発表では、実験は成功し、同国は

今や、ミサイルに搭載可能な小型核弾頭の製造も可能だという。先に北朝鮮は、2006、2009、2013

年、そして今年１月６日と、４回核実験を行っている。 

 

 http://sptnkne.ws/cmB2 

 

 

オウム真理教、最高裁によってロシアで禁止に 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 03:45） 

 

© Sputnik/ Alexei Kudenko https://goo.gl/ixhiel 

 

 連邦 高裁判所は、国際宗教団体オウム真理教の活動を禁止した。裁判官は次の判決文を読み上

げた。 

 

   「 高検察庁とロシア連邦保安庁の説明を認め、 高裁はオウム真理教をテロ組織と認定し、

ロシア国内での活動を禁止することを決定した。」 

 

 ９月 13 日、 高検察庁が 高裁に起訴状を出し、審理は９月 20 日を予定していると 高裁広報

部の発表をもとに報じられた。オウム真理教は、麻原彰晃によって設立された、混合主義的な宗教

的過激派組織だ。 

 

 http://sptnkne.ws/cmD6 

 

 

シベリア住民がＣＩＡに架空の軍事機密売却を試みる 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 21:10） 

 

© AFP 2016/ Saul Loeb https://goo.gl/bM5hd9 

 

 沿バイカル地方の住民２人が、米国のＣＩＡ（中央情報局）に軍事機密を売ろうと試みたが、機

密は自ら考え出したものだと明らかになったと、ロシアのマスコミが報じた。去年、沿バイカル地
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方のプログラマーがＣＩＡのサイトで、ロシア軍の機密情報を売却を提案する声明を出した。 

 

 ＣＩＡはロシア人の提案に関心を抱き、特にロシアの軍事施設の勤務時間に関する質問を出しは

じめた。結果、声明を出した男とその友人は架空の話をＣＩＡに送り始めた。 

 

 男２人とＣＩＡとの接触は特殊部隊によって止められた。地域のロシア連邦保安庁が説明すると

ころ、男たちはＣＩＡから金を受け取っておらず、また、そもそも機密など知らなかったため、何

の機密も売却しなかった。 

 

 http://sptnkne.ws/cmEk 

 

 

露日、エネルギーコンサルティング協議会設立を協議 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 22:32） 

 

© Sputnik/ Nikolay Lazarenko https://goo.gl/tivMUQ 

 

 ロシアと日本はエネルギーコンサルティング協議会設立と、その一環で専門家による作業班作成

を話し合っている。これは、炭化水素資源、エネルギー効率性、再生可能エネルギーや、原子力エ

ネルギーの分野の話だと、ロシアエネルギー省の声明に書かれてある。 

 

 この提案は日本側からなされたと、同省国際協力部門長のロマン・マルシャビン氏と、日本経済

産業省の資源エネルギー庁の平井裕秀国際エネルギー技術統括調整官の会談の結果出された声明に

は書かれている。双方は、２国間協力の今後の拡大への強力な推進力を与えたのは、ウラジオスト

クで開催された東方経済会議の場で今年９月２日行われたプーチン大統領と安倍首相の会談である

と強調した。 

 

 http://sptnkne.ws/cmWU 

 

 

稲田朋美氏のためのアメリカンドリーム：女性が日本の首相になるか？ 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 23:41 エフゲーニヤ・モイセーエワ） 

 

© AFP 2016/ Jiji Press https://goo.gl/XHjvZx 

 

 ８月、日本の防衛相に稲田朋美氏が任命された。同氏は、角ばったメガネ、網タイツ、極右的思

考をトレードマークとする女性だ。そして９月、欧米のメディアは、稲田氏の就任後初の米訪問を

前に同氏について、「任命を待つ首相」、安倍晋三首相の「後継者」と呼んだ。もちろん稲田氏が

日本初の女性首相となったら、それは国際舞台における欧米トレンドのさらなる勝利となるだろう。

しかし、アメリカンドリームは日本の現実からどれほどかけ離れているのだろうか？ 
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 「任命を待つ首相（prime-minister in waiting）」という決まり文句は、欧米の大手メディアで

稲田氏を表現するものとして定着した。９月、この文句はフィナンシャルタイムズ紙の見出しに使

われ、ワシントン・ポスト紙の記事にも、稲田氏の米国訪問の前と後で２度にわたって登場した。

なお日本の公式プレスで稲田氏が首相になる可能性があるという記事を見つけることはできなかっ

た。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/T4P1iF 

 

 だがそれでもフィナンシャルタイムズ紙は期待を表している。同紙は、「日本の大勢のコメンテ

ーター」の意見を引用しているが、コメンテーターたちは、全体としてそのようなことは何も話し

ていない。それは以下に記す内容で容易に気づくことができる。コメンテーターの１人は、「誰が

新たな首相になるかはさておき、稲田氏は間違いなく日本の政治において重要な人物の一人である」

と指摘した。別のコメンテーターは、「グローバルなプロセスの論理にのっとり、今女性が日本の

首相になる可能性がある」と述べた。  

 

 稲田氏の防衛相就任が、世界的な動向だけでなく、「ウーマノミクス」と呼ばれる安倍首相の社

会・経済的戦略とも一致していることに疑いの余地はない。アレクサンドル・パノフ元駐日大使は

「スプートニク」のインタビューで、「稲田氏は十分に若く、日本ではそれほど有名な政治家では

ないが、安倍氏は日本の政治エリートにできるだけたくさん女性が登場することを目指している」

と指摘した。稲田氏が国防省を率いたというのも象徴的だ。東洋学者で、高等経済学院世界経済政

治学部の研究員アンドレイ・フェシュン氏は「スプートニク」に、「欧米諸国で、軍事関係官庁の

ポストに女性が就いていることを自慢できる国は少ない」と述べた。 

 twitter.com/ https://goo.gl/ztmkr7 

 

 さらにフェシュン氏は、「一方で稲田氏がいずれ首相になるというのは非常に可能性が低い出来

事だ。日本には首相の椅子への暗黙の順番が存在しており、それは政治的な重みで構成されている。

稲田氏のあらゆる長所をもってしても、彼女はそのような人物ではない」と語った。フェシュン氏

によると、現在 も首相になる可能性が高いと思われるのは、菅官房長官だという。パノフ氏は、

首相候補として岸田外相を挙げ、稲田氏については「必ずしも首相候補になる保証はない」との考

えを表した。 

 

 なお欧米メディアが日本の首相候補として挙げたのは稲田氏だけではない。しかし米国のジャー

ナリストたちはもっぱら女性を好む。公平を期するために言わなければならないのは、ジャーナリ

ストラが、何らかの政治的ポストに就くことのできた女性たちそれぞれに、例外なく、首相の座を

おまけに約束しているということだ。「雑誌タイムの説によると」、次期首相は村田蓮舫氏だとい

う。ＣＮＮは先に、新東京都知事の小池百合子氏に「賭けた」。 

 twitter.com/ https://goo.gl/PyX1U5 

 

 女性が国家元首までの高いポストへ登りつめることが、重要な世界的傾向であることに間違いは

ない。だがなぜ安倍首相の後継者探しが突然始まったのかは全く理解できない。安倍首相の任期は

2018 年に終了するが、延長される可能性もある。そしてメディアが男性後継者に関心を示さない理
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由も不明だ。いずれにせよ、米国内の出来事を見ればすべてが明らかとなる。フェシュン氏は、「彼

らは選挙症候群を持っている」と指摘し、この「症候群」について、「女性が初めて米大統領にな

る可能性があるということは、日本でも初めて女性が首相になる可能性があるということだ」と説

明した。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/JGH4eH 

 

 この方向で話を続けると、稲田氏が首相になる可能性があるという欧米メディアの報道では、「伝

統主義的」な日本が「 先端を行く」米国を女性の昇進で追い越すことがないようにするために、

ヒラリー・クリントン氏に投票するための隠された選挙運動というものに至るまで、あらゆること

を見つけ出すことができる。だがこれらの報道で現実的な予測を見つけることはできない。 

 

 http://sptnkne.ws/cmFB 

 

 

フィナンシャルタイムズ：米国でプーチン大統領に共感する人が増加 

（スプートニク 2016 年 09 月 20 日 23:44） 

 

© AP Photo/Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin Pool https://goo.gl/Pho26Q 

 

 西側諸国の首脳からの批判がやまないプーチン大統領の、ファンの数が米国で伸びていると米フ

ィナンシャルタイムズが報じた。ユーガブ（YouGov）と英紙エコノミストが８月行った共同世論調

査によると、わずか 27％の共和党員がプーチン大統領に否定的に接しているという。しかも、2 年

前にはこの指標は 66％だった。 

 

 さらに、調査で 85％の共和党員がプーチン大統領を強いリーダーだと述べた。同時にオバマ大統

領が強いリーダーだと述べた回答者はわずか 18％にとどまった。米大統領にドナルド・トランプ氏

を支持している有権者に関して言うと、プーチン大統領を支持する数字はさらに高く、３分の１が

プーチン大統領に肯定的に接している。フィナンシャルタイムズは、この受容の変動は、米露関係

が冷戦以来 も低いレベルにあったときに起こったと指摘した。 

 

 http://sptnkne.ws/cmH7 

 

 

ウクライナ上空で撃墜されたマレーシア機に関する捏造の解明が続く 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 11:19） 

 

© Sputnik/ Alexey Kudenko https://goo.gl/dY8JxY 

 

 ロシアのブロガーたちのグループは、ウクライナで墜落したマレーシア航空МН17 便に関するコ

ミュニティ「ベーリングキャット（Belling cat）」の捏造を明らかにする調査の第２部を公表した。 
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 アムステルダムからクアラルンプールへ向かっていたマレーシア航空ＭＨ17 便（ボーイング７７

７型機）は、2014 年７月 17 日にウクライナ東部ドネツク上空で撃墜された。悲劇の犯人は未だ特定

されていない。そのためあらゆることでロシアを非難したがる人々は、そこに悪用のための「豊か

な基盤」を見出している。 

 

 2016 年７月 15 日、「ベーリングキャット」という名のインターネットコミュニティが、ＭＨ17

便に関する独自の 終報告を公表した。その結論は、「旅客機は、親ロシア派分離主義者たちが地

対空ミサイルシステム『ブーク』で撃墜した」というものだった。報告書はオランダ検察庁に渡さ

れた。 

 

 一般の人々向けの説によると、「ベーリングキャット」の設立者はエリオット・ヒギンズ氏（ニ

ックネームはブラウン・モーゼ）で、「ベーリングキャット」のボランティアたちは世界中で無償

活動しているとされている。しかし複数の消息筋によると、「ベーリングキャット」は米国と英国

の情報機関によって招かれ、インターネット上に反ロシア的情報を流すために使われているという。 

 

 ロシアのブロガーたちのグループは、「ベーリングキャット」の捏造を調査するために一つにな

った。先に「スプートニク」は、ブロガーグループが「Anti Belling cat：ＭＨ17 便に関する公開

情報の捏造：あれから 2 年」と名付けられた文書の第１部をロシア語と英語で公表したとお伝えし

た。  

 本日その第２部が、同じくロシア語と英語で公表された。 

 

 調査では、「ベーリングキャット」が収集した彼らの都合のいいように解釈された「事実」、ま

るで証拠であるかのような修正された写真や動画資料が、根拠薄弱であることが示されている。さ

らに「証人」（実際はベーリングキャットの「ボランティア」たち）の一部が、資料を投稿した直

後に消えた。「ベーリングキャット」の一連の資料の出所は、キエフ軍事政権の内相で、未成年者

少年マニアであるアルセン・アヴァコフ氏だ。このような情報源の信憑性と公平性には極めて疑問

がある。 

 

 完全に明らかなのは、この情報発信の目的がただ一つ、ロシア側とドンバスの義勇軍がマレーシ

ア機の悲劇の責任をとらなければならないという世論を形成することにあることだ。扇動者らの思

惑では、まさに反ロシア説が、2016 年９月 28 日に公表されるＭＨ17 便に関する国際調査委員会の

報告書の基盤とならなければならないようだ。 

 

 報告書「Anti Belling cat」で集められたデータは、ＭＨ17 便の墜落が、ウクライナ軍の行動に

よる結果であることを直接的および間接的に物語っている。まさに防空分野のロシアの専門家たち

の意見も、それを確認している。 

 

 以下、報告書「Anti Belling cat」で証明されている主な状況をお伝えする。  

 「ボーイング」が白いトレーラーで運ばれた「ブーク」の装置によって撃墜されたという「ベーリ

ングキャット」のあらゆる主張は根拠がなく、「ベーリングキャット」がこの「ブーク」の移動ル
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ートの追跡に成功したという E.ヒギンズ氏の声明は、単純だが、よくつくられた偽物だ。「ベーリ

ングキャット」が主張する、「『ボーイング』が義勇軍の地対空ミサイルシステム『ブーク』１基

によって撃墜された」とする可能性は極めて低い。ウクライナの政治家たちは独自の声明を表して

いるが、ウクライナ軍は 2014 年７月、ドンバスにかなりの防空部隊を有しており、そこには技術的

に航空機を撃墜することができる「ブーク」の完全なシステムも複数含まれていた。 

 

 マレーシア航空の「ボーイング」の悲劇にロシア第 53 旅団のいわゆる「ブーク 3х2」（332 と思

われる）が関与したとする「ベーリングキャット」の非難は、いかなる根拠もない。報告書はまた、

2014 年７月 17 日にザロシェンスコ村周辺からウクライナの地対空ミサイル「ブーク」によって、

MH-17 便の墜落原因となったミサイルが発射されたという情報を確認している。 

 

 http://sptnkne.ws/cmXa 

 

 

ウクライナ 国内で禁止しているロシアのＴＶチャンネルの代わりに韓国のコンテンツを放送 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 09:42） 

 

© Fotolia/ aviavlad https://goo.gl/i1tbQm 

 

 ウクライナＴＶラジオ国家評議会のユーリイ・アルテメンコ議長は「我々は、国内で禁止されて

いるロシアのＴＶチャンネルの代わりに韓国のコンテンツを放送する意向である」と述べた。ウク

ライナのマスメディアは、アルテメンコ議長の次のような発言を引用し伝えた― 

 

   「国家ＴＶラジオ評議会は、この２年間、77 のロシアの衛生チャンネルの作業を妨害し、代わ

りにウクライナの 34 のチャンネルが現れた。しかしそれだけでは足りないため、ウクライナの

衛生チャンネルに韓国の放送が登場した。」 

 

 ロシア外務省は、ロシアのＴＶチャンネルが止められたことについて、メディアの自由を攻撃す

るものと呼んだ。またロシア政府も幾度となく、こうした制限行為を容認しがたいものとし非難し

ている。 

 

 http://sptnkne.ws/cmXb 

 

 

生け花と盆栽だけじゃない！ 日本の花、繊細な美でロシア人を魅了 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 10:57 徳山 あすか） 

 

© Sputnik/ © Sputnik/ 1/2 https://goo.gl/C6uJ3f 

 

 今月 13 日から 15 日までロシア 大規模の花き・園芸関連の見本市「フラワーズ・エキスポ」が

モスクワで開かれ、日本企業３社も参加した。生け花と盆栽のワークショップも行われ、ロシア人
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が日本の花の美しさに触れる絶好の機会となった。 

 

 ロシアでは至るところに花屋があり、その多くが 24 時間営業だ。３月８日の国際女性の日や誕生

日といったイベントはもちろん、ちょっとしたデートの際にも花を贈る習慣がある。また、ダーチ

ャ（ロシア人の多くが所有する、夏のセカンドハウス）では野菜以外に花を育て、ガーデニングを

楽しむ人も多い。ロシアでは花や植物を愛する文化が一般に広く根付いている。 

 

 生け花はすでにロシア語でも「イケバナ」として認知されているが、盆栽の方はまだあまり有名

ではない。フラワーズ・エキスポで盆栽の実践レクチャーを行ったのは、大宮盆栽協同組合の田畑

好信氏だ。田畑氏はロシア盆栽界の第一人者、ワレリー・ピテル氏が所有する盆栽をモデルに、手

入れ方法などを実践レクチャーした。盆栽に感銘を受けた聴衆の一人、音楽教師のナタリアさんは

カットされた盆栽の枝を大事そうにハンカチにしまい「盆栽はすばらしい芸術だと思います。これ

から家でこの枝を育てます。ちゃんと盆栽になるまで育ってくれるといいのですが…」と話してい

た。 

 

 田畑氏：「私は他の国でも何度もワークショップをしてきました。それと比べてもロシアの方は

特に反応がよく、興味を持ってくれ、非常に熱心に質問をしてこられました。日本は盆栽といえば

年配の男性のイメージがありますが、こちらでは９割が女性です。自然環境が厳しい国で日本の盆

栽が流通しにくいのは確かなのですが、育てられないわけではありません。盆栽に興味があるけれ

ど身近に盆栽がないという方のためにも、今回のエキスポに出展することにしました。」 

© Sputnik/ 盆栽講座 https://goo.gl/KzC6NK 

 

 盆栽の手入れをするためには道具を揃えなければならない。盆栽ワークショップに触発されて盆

栽を自分で育てたくなった人たちは、花鋏や盆栽用鋏などを扱う孔雀商会（兵庫県三木市）のブー

スに流れていったが、このエキスポは展示会であって即売会ではないため、買うことができず残念

そうにしていた。ロシアでは質の良い鋏を手に入れるのは難しく、「今すぐ買いたい」という熱心

な華道関係者が後を絶たなかった。孔雀商会の奥山和美氏は「安価な鋏はロシアでも出回っていま

すが、高級な盆栽を低品質な鋏で手入れすると死んでしまうため、ニーズはあると思います。いく

つかの価格帯を揃えていますので、商品を扱ってくれるロシアのパートナーを見つけたいと思いま

す」と話していた。 

 

 繊細な美しさをもった日本の切り花にも注目が集まった。今回で三度目の出展となる豊明花き株

式会社・販売部国際取引課の佐々木北斗氏はフラワーズ・エキスポの意義について、「日本の花を

より多くの方に広く知っていただくことに意味があります。このイベントには花の卸売業者だけで

はなく、小売業者やデザイナーも多く来場しています。実際に花を使う方に花を見ていただき需要

を喚起することで、輸出にもつながると思います。今年はそのような方々の反応が一番良かったと

感じています」と述べている。 

© Sputnik/ 生け花講座 https://goo.gl/fqTVdY 

 

 花の国際取引に詳しいブルームジャパンネットワーク株式会社の白川裕代表取締役によれば、ロ

シアの花の消費量はかなり大きいものの、日本の花のシェアは「限りなくゼロ」に近いという。ま
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ずはブライダル用やブランドショップの装飾といったプロ向けに認知度を上げることから始め、ひ

いては小売にまで展開していくことを目指している。現在はルーブル安・円高の影響もあり、日本

の花は、ロシアで高シェアを占めるオランダの花の 10 倍もの価格になってしまう。 

 

 為替レートのデメリットがあっても、ロシア市場が大きいことに変わりはない。入り込むのが難

しいロシアのマーケットだからこそ、景況感にかかわりなく常に日本の花の存在感を高める活動を

している。白川氏は「花は画像を見せても本当の良さは伝わりません。実物を見てこそ、心に伝わ

ってくるのです。デザイナーのようにインスピレーションを大事にしている方々に、年に一度でも

本物の花を見てもらえる機会があるのは、とても良いことです」と述べている。 

 

 三年連続でフラワーズ・エキスポへの日本企業の出展を手助けした JETRO（日本貿易振興機構）モ

スクワ事務所の島田憲成氏は「来場者の方が喜んで日本の花や盆栽を見ている姿を目にすると、ロ

シア人の植物を愛する国民性を感じます。しかし流通している花はほとんどがバラなどで、種類は

多くありません。物流の難しさはありますが、日本の高品質で長持ちする切り花や、今までロシア

で見たことのなかった花を供給する手伝いができればと思います」と話し、今後のシェア拡大に期

待を示した。 

 

 ちなみに、花の見本市であるにもかかわらず、おもちゃメーカーの巨大ぬいぐるみのブースも設

けられていた。実はロシアでは７年程前から、恋人に花と一緒にぬいぐるみをプレゼントする習慣

が定着し始めた。どこの花屋にも大抵ぬいぐるみが置いてあり、特にロシアの象徴であるシロクマ

がよく売れている。 

© Sputnik/ぬいぐるみ https://goo.gl/oFPTpt 

 

 http://sptnkne.ws/cmXc 

 

 

「スプートニク」 ポーランドで見つかった「タイムカプセル」が明かす秘密を知る 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 12:10） 

 

© REUTERS/ Denis Balibouse https://goo.gl/Jd6cNc 

 

 ポーランド北西部の西ポモージェ県ズロチェネツ（第二次世界大戦終結までドイツ領でオルデン

スブルクと呼ばれていた）で、1934 年にナチスがその後世の人々のために残した「タイムカプセル」

が見つかった。「スプートニク」は、カプセルが見つかった西ポモージェ県ズロチェネツ市の職員

セバスチャン・クロパトニツキさんに話を伺った。 

 

 スプートニク：あなたの町でカプセルが見つかりました。そのきっかけは何でしたか？ 

 

 クロパトニツキさん：「私がはじめて「タイムカプセル」について知ったのは 1997 年のことです。

当時、私たちの町の歴史について書かれたロルフ・サウィンスキさんの書籍が出版されました。こ

の本の中で、オルデンスブルクが町の地位を得てから 1934 年で 600 年を迎えたと述べられていまし
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た。その記念日を祝って「未来へのメッセージ」を埋める式典が行われました。私たちが探し始め

たのは 2015 年になってからです。秘密の「タイムカプセル」探しを提案したのは我々のクシシュト

フ・ザハジェフスキ市長です。私たち皆がこの夏夢中になりました！ なお大勢の人が、カプセル

を探すのは不可能だと言いました。しかもメッセージが入った容器は、軍部隊の敷地内にあり、省

を通じて全ての捜索作業の許可を得なければなりませんでしたが、私たちはそれを行いました。私

たちが も夢中になったのは、1934 年に撮影されたドキュメンタリー映画を見つけることでした。

しかし容器の中にこの映画は入っていませんでした！でも他の興味深いものが入っていました。…」 

 

 スプートニク：具体的には何が見つかりましたか？ 

 

 クロパトニツキさん：「私たちは、ドイツ国家社会主義労働者党の人員を訓練する学校のための

適な場所探しについてベルリンと手紙のやり取りをしていた地元の銀行家の手紙を見つけまし

た！ 文章は手書きで、鉛筆によりゴシック体で書かれていました。」 

 

 スプートニク：容器の中にコインや新聞、あるいは写真などは入っていましたか？ 

 

 クロパトニツキさん：「はい。当時ドイツで使用されていたコインがありました。また上から撮

ったものも含めて私たちの町の写真もありました。でも 高の状態で残っていたのは、当時のドイ

ツの新聞です。まるでたった今印刷所から出てきたばかりのようです。この新聞を読むのはとても

興味深いです…」 

 

 スプートニク：「タイムカプセル」は過去だけでなく、1939 年に第二次世界大戦を始めた全く別

の国からのメッセージだと言うこともできます。今回の発見は、あなたの町の住民、ポーランド人、

そして我々すべての人間にとってどのような意味を持っていると思いますか？ 

 

 クロパトニツキさん：「自分の感情を表現するのは難しいのですが、私の個人的な意見を述べま

す。1933 年と 1934 年は 1939 年に我々を襲った巨大な悪の始まりとなりました！ 当時ヒトラーの

恐ろしいすべての計画がはっきりとした形となり、特にドイツ国家社会主義労働者党の人員のため

の訓練学校がつくられました。私は歴史家ではありませんが、これらの学校では単に残酷な殺人者

が養成されたのです。」 

 

 http://sptnkne.ws/cmXe 

 

 

プーチン大統領、この世で一番大事なものを語る 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 16:58） 

 

© Sputnik/ Alexei Druzhinin https://goo.gl/1t4P4v 

 

 ９月 20 日、プーチン大統領は「カラシニコフ」社の社員との会合で人生で も重要な原則のひと

つを語った。プーチン大統領はこの原則を近しい者を愛することだと指摘している。 
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   「自分に近しい人を愛さねばならない。これは一番大事なことだ。そしてこれより大事なこと

は何もない。」 

 

 プーチン大統領は、物質的な豊かさも含めて多くはまさにこの気持ちにかかっていると語ってい

る。 

 

 先に伝えられたところによると、プーチン大統領のファンの数が米国で伸びていると米フィナン

シャルタイムズが報じた。 

 

 http://sptnkne.ws/cmYJ 

 

 

クリル住民へ、四島を日本領と明記の地図の配布は今後はなし 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 17:02） 

 

© Sputnik/ Sergei Krasnoukhov https://goo.gl/8hQh7Q 

 

 南クリル諸島へのビザなし交流において日本側の実施団体はクリル諸島を日本の領土として記し

た資料を今後一切持ち込まず、配布しないことを決めた。ビザなし交流実施団体の代表者が 21 日、

札幌で明らかにした。この代表者の話によれば、８月 26 日に行なわれたビザなし交流の参加者集会

の段階ですでに団体参加者らは四島が日本領であることを示した地図付きのロシア語会話集を配布

しないよう要請していたと語っている。地図に記されたロシアと日本の境界線では諸島は日本側の

領土に含まれている。 

 

 代表者は、こうした資料を諸島に持ち込まないことについて、日本外務省側からも要請があった

と語っている。 こうした資料の島での配布を拒否した理由について、代表は南クリル諸島のロシア

人住民と「交流する際に困難や問題をうみだしたくない」ことと関係している。南クリル諸島のイ

トゥルプ、クナシール、シコタンの３島と日本とのビザなし交流は 1991 年から続けられている。こ

の間に８千人を越す島民が日本を訪れ、１万８千人を越す日本人が南クリル諸島を訪問した。 

 

 http://sptnkne.ws/cna5 

 

 

米の戦略爆撃機Ｂ-１Ｂが初めて北朝鮮と韓国の非武装地帯を飛行 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 18:30） 

 

© Flickr/ US Air Force https://goo.gl/2ms0hi 

 

 米国は 21 日、朝鮮半島の非武装地帯に向けて偵察用に戦略爆撃機Ｂ-1Ｂ「ランサー」を発進させ

た。聯合ニュースが報じた。 
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 聯合ニュースが消息筋の軍事アナリストの発言を引用して報じたところでは、「米国の戦略爆撃

機が非武装地帯沿いを飛行するなど前代未聞の事態」であり「これは北朝鮮に対するかなり強力な

警告シグナルととらえるべき。」 

 

 今回の措置は朝鮮民主主義人民共和国が９月５日に行なった弾道ミサイル３基の発射実験および

９月９日の５回目の核実験を受けてとられたもの。 

 

 http://sptnkne.ws/cndM 

 

 

韓国マスコミ、北朝鮮の更なる核実験準備を報じる 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 18:45） 

 

© AFP 2016/ Jung Yeon-Je https://goo.gl/gTNCX5 

 

 北朝鮮の演習場で活発さが増していることは、近い将来にさらにもう一度地下核実験が行われる

ことを証明していると、韓国の聯合ニュースが韓国軍消息筋をもとに報じた。 

 

 軍は、新たな核実験実施もしくは長距離弾道ミサイル発射は、労働党創党記念日の 68 周年である

10 月 10 日まで前後に行われるとみている。 

 

 同社は、軍関係者の次の言葉を掲載した。 

 

   「第２トンネルの入り口の迷彩の覆いが、５回目の核実験実施を隠すために持ち上がっている

が、現在のところ行われていない。しかも、巨大なカーテンが第３トンネルの入り口の上に設

置されている。そこでは６回目の核実験が行われる可能性がある。」 

 

 韓国軍によると、新たな実験は第２もしくは第３トンネルで、いつでも実施される可能性がある。 

 

 http://sptnkne.ws/cneg 

 

 

ロイター通信：シリア軍機がダマスカス郊外に墜落、原因は不明 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 20:39） 

 

© Sputnik/ Michael Alaeddin https://goo.gl/z6we8J 

 

 21 日、シリア政府軍の軍用機がダマスカスの北部で大破。大破が撃墜によるものか、軍用機に技

術的な不具合が生じたためか、原因は現段階では不明。シリア状況を見守るモニタリング団体「ヒ

ューマン・ライツ」が明らかにした。 
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 軍用機が墜落したのはダマスカス近郊の東カラムン地区。パイロットの生死も明らかされていな

い。一方で国際テロ組織「ダーイシュ（ＩＳ、イスラム国）」はサイト上で同機を撃墜したと宣言

している。 

 

 http://sptnkne.ws/cnf2 

 

 

韓国、ロシアのミサイル撃墜を準備 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 20:23） 

 

© 写真: U.S. Missile Defense Agency https://goo.gl/vxVRnI 

 

 露中のミサイルが 2017 年中に韓国に配備される予定の高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）を狙う

場合、韓国はミサイルを撃墜する可能性があると、韓国国防部の韓民求（ハン・ミング）長官が発

言した。聯合ニュースが韓民求長官の次の言葉を掲載した。 

 

   「もし中国かロシアのミサイルがわれわれを狙えば、どうして我われがそれを撃墜しないこと

になるでしょう？ 当然、我われはそれをするでしょう。」 

 

 韓民求長官が強調したところ、露中のミサイル撃墜はＴＨＡＡＤシステムによってなされる予定

だ。韓民求長官は次のように指摘した。 

 

   「ＴＨＡＡＤは、中露の反発や経済問題を念頭に置いたとしても我われの安全保障のため必要

だ。」 

 

 前に韓国の朴槿恵大統領は、韓国はロシアや他の第３国に対してＴＨＡＡＤを使用しないとの声

明を出した。大統領はスプートニクの書面によるインタビューで、韓国でのＴＨＡＡＤ計画はロシ

アとの関係を損なうかとの質問に次のように答えた。 

 

   「そのような文脈では、ＴＨＡＡＤがどこか第３国に向けられる理由は一切なく、そこに現実

的な利益は一切ない。我われにはそのように行動する一切の意図も計画もない。」 

 

 http://sptnkne.ws/cnx8 

 

 

カラシニコフ社開発の新戦闘ロボット、性能が明らかに 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 20:14） 

 

© 写真: Press Service of Kalashnikov Concern https://goo.gl/CYlDe2 

 

 「カラシニコフ」社は新開発の戦闘ロボットの性能を明らかにした。ニュースサービス。サイト、
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ＲＮＳが報じた。プーチン大統領はカラシニコフ社の視察で、新開発製品の自動制御システム「ソ

ラトニク（戦友）」についての説明を受けた。 

 

 「ソラトニク」は装甲使用のキャタピラー。特殊な用途としては戦場など火の燃え盛る中で偵察を

行なえることや、武器弾薬の運搬、負傷者の救出、警備に使える。「ソラトニク」は防御手段、通

信システム、視覚認識を装備し、受動的なレジームでは 10 時間にわたって機能することができる。

また 高で 2,500 メートル先の標的を見つけることができる。 

 

 先に、シェレメチェボ空港でカラシニコフ社のお土産店がオープンした。店では AK-47 自動小銃

の模型、迷彩服、「I love AK」と書かれた Tシャツが買える、と報じられた。 

 

 http://sptnkne.ws/cn3U 

 

 

1945 年サハリン及びクリルで亡くなった日本兵の遺骨 日本へ送られる 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 20:43） 

 

© 写真: Public domain https://goo.gl/CU2Qgs 

 

 サハリン州当局は、2016 年度の遺骨収集事業で見つかった、南サハリン及びクリル解放を目指す

戦いで 1945 年に亡くなられた旧日本軍兵士の遺骨を日本側に引き渡す意向だ。サハリン州経済発展

省のオクサナ・リムスカヤー＝コルサコワ氏が伝えた。彼女によれば「今のところ、引き渡し手続

きの正式な日取りについては決まっていないが、おそらく 10 月末か 11 月初めになる見込みだ。現

在、ユジノサハリンスクの日本領事館及び厚生労働省の担当者と交渉中だ」。 

 

 また彼女はさらに、次のように伝えた― 

 

   「日本側に引き渡される遺骨の数は、今のところ明らかではない。今年、サハリンのスミルヌ

ィホフスキイ地区で、６柱の日本兵の遺骨が見つかった。そしてクリル 北端のシュムシュ島

で『ロシア捜索運動』のメンバーが、さらに 12 柱を発見した。」 

 

 遺骨引き渡しの公式的な手続きは、これまでの慣例では、スミルヌィホフスキイ地区で行われる。

火葬にした後、遺骨は日本へ運ばれ埋葬される。収集された歯の一部は、故人の身元を確認し家族・

親族の有無を明らかにするためＤＮＡ鑑定に回される。なお昨年は、ロシア側から日本側に、日本

軍人の遺骨 31 柱が引き渡された。 

 

 先に伝えられたところによると、サハリンの捜索隊が、第二次世界大戦時の日本兵５人の遺骨を

収集した。 

 

 http://sptnkne.ws/cn3W 
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稲田防衛相、米ヘリパット建設求め沖縄へ 

（スプートニク 2016 年 09 月 21 日 21:37） 

 

© REUTERS/ Kyodo https://goo.gl/bx6veA 

 

 稲田朋美防衛相は８月初めに就任して以来始めて、９月 23 日、24 日の日程で沖縄を訪れる。沖縄

は米軍北部訓練場のヘリパッド建設が問題になっている。21 日、日本の防衛省がサイトで発表した。

稲田防衛相は那覇の軍事基地を訪れ、ヘリパット基地建設と宜野湾市の普天間米軍基地の辺野古へ

の移設に断固反対している沖縄の翁長雄志知事と顔を合わせるとみられている。共同通信が報じる

ところ、沖縄訪問中、稲田防衛相は翁長知事に日本政府の立場に理解を示すよう求める。 近、普

天間基地の辺野古移設に関する裁判で、高等裁判所は国側の訴えを認めた。 

 

 http://sptnkne.ws/cn3Y 

 

 

総工費 40 億ドルの米最新戦艦に浸水（写真） 

（スプートニク 2016 年 09 月 22 日 00:13） 

 

© AP Photo/ Michael Dwyer https://goo.gl/XFZzbg 

 

 米海軍の 新ステルス駆逐艦ＵＳＳズムウォルトが、浸水のため航海に出られなかった。  

 

 twitter.com/ https://goo.gl/3CxLSu 

 

 駆逐艦の乗組員によると、船の燃料部で海水が見つかった。駆逐艦はノーフォーク海軍基地に残

り、船全体の点検と修理を行った。ＡＢＣニュースが報じた。総額 40 億ドルの駆逐艦は、10 月 15

日ボルチモアに着き、就役式を行う予定だ。その後、駆逐案はサンディエゴの基地に向かう。 

 

 先に伝えられたところによると、造船会社ジェネラル・ダイナミクス・エレクトリック・ボート

は、米海軍に魚雷を装備した潜水艦を引き渡した。 

 

 http://sptnkne.ws/cnya 

 

 

調査委員会、シナイ半島で墜落したロシア機Ａ321 の爆発場所を特定 

（スプートニク 2016 年 09 月 22 日 02:35） 

 

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany https://goo.gl/Lw4agh 

 

 調査委員会はシナイ半島で墜落したロシアの飛行機であるエアバスのA321の胴体のどこで爆発が

起きたかを特定した。調査委員会のウラジーミル・マルキン報道官が発表した。マルキン報道官は、
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調査グループはカイロ空港で機体の表面を調べたと述べた。 

 

 マルキン報道官は次のように述べた。 

 

   「調査中、飛行機胴体の爆発部と、その結果の破壊部分も特定され記録された。実施された調

査活動の結果は、完全犯罪の状況を特定するため、包括的な犯罪学的調査を実施している専門

家委員会に送られた。」 

 

 http://sptnkne.ws/cn4b 

 

 

制裁を克服するために北朝鮮を助けているのは何か？ 

（スプートニク 2016 年 09 月 22 日 08:50） 

 

© REUTERS/ Damir Sagolj https://goo.gl/eRLshT 

 

 米ニューヨークで米日韓の外相が９月９日に核実験を行った北朝鮮への対抗措置と制裁について

議論した。新たな制裁はより厳しく、 後通告的なものになるとみられる。 

 

 なお北朝鮮の挑発的な行動への対応に関するテーマは、国連総会の議題に含まれている。そして

日本の岸田外相が述べたように、国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議の採択では、ロシアと中

国との協力も重要となる。 

 

 北朝鮮の隣国３ヵ国の代表者たちは、まず北朝鮮の核・ミサイル開発の収入源のさらなる制限な

どに関心を持っている。なお米国は、北朝鮮が核兵器の放棄に同意した場合、北朝鮮との交渉担当

者になる用意を表した。 

 

 だが核兵器は北朝鮮の指導者の唯一の切り札であるため、その見込みは非常に少ない。北朝鮮の

金正恩第１書記は、一定の条件の下で制限に同意するかもしれないが、核兵器の完全廃棄はないと

いうような旨を述べたことがある。 

 

 北朝鮮指導は５月の朝鮮労働党大会で、経済の発展と防衛力の増強を並行して進める方針を確認

した。そのために制裁を背景にあらゆるリソースの動員が行われている。制裁を受け、実験のため

に多額の軍事費が必要とされる中での暮らしは非常に困難であるかのうように思われる。しかし！

近年北朝鮮を訪れた外国人の大半が、周囲の現実は北朝鮮の人々が飢餓の危機に瀕しているという

既存のステレオタイプを否定していると語っている。ソウルにある国民大学で教鞭をとるコリア学

者のアンドレイ・ラニコフ氏は、北朝鮮の首都・平壌で見かける人々は、衰弱の兆候をみせてはお

らず、比較的良い服を着て、価格が高いもののレストランにはお客がたくさん入っていると述べ、

次のように語っている― 

 

 「北朝鮮はあらゆる基準からみて貧困国であり続けており、ここに幻想は必要ない。しかし春は十
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分に食事がとれない可能性もあるが、飢餓はない。北朝鮮が自ら国連に提供している情報によると、

春は人口の４分の１が十分な食事をしていないという。この数字は誇張されている可能性がある。

なぜなら北朝鮮側は外国から援助を受けるために、しばしば自国の経済的困難度を誇張する傾向が

あるからだ。しかしそれはさておき、飢餓はなく、しかもある程度の経済成長がある。改革とは言

われていないが変化が進められており、農業改革を除いてそれらは視覚的に知ることができる。改

革は機能し、生活は向上し、北朝鮮ではすでに自家用車がたくさんみられる。平壌では渋滞が発生

することもあるほどだ。至るところで建設ブームが起こっている。 

 

 その結果が不動産価格の上昇となっている。平壌の高級住宅の価格は、 高で２０万ドルする可

能性がある。だがこれは例外だ。平壌にある一般的な良いマンションの価格は、７万ドルから９万

ドル。私は、住宅あるいはビジネスのために誰かが大金をつぎ込もうとしていたとしても、その資

金源に関心を持たないように、という金正恩氏による非公式の指令が存在するという噂をあまりも

大勢の人たちから聞いた。そのためこれを完全に無視することはできない。なお金正恩氏が、個人

事業を禁止する法律あるいは条例を発令したことは一度もない。この商業的『グレーゾーン』は、

公式的にはあたかも存在していないが、新リーダーの訪れと共に繁栄し始めた。北朝鮮の中産階級

は、すこぶる元気だ。良い生活を送り、民間のレストランで食事をし、マンションもあり、あたか

も彼らをそっとしておけという非公式の指令があるのではないかと思うほどだ。しかしいつでも彼

らの財産を没収したり、逮捕することができる。なぜなら非公式の指令はいつでも撤回が可能だか

らだ。改革はひときわもとに戻りうる性格を有している。」 

 

 公表されていない市場経済あるいは、むしろ半市場経済への移行は、北朝鮮が 1990 年代に陥って

いた悲惨な状況から抜け出すことにつながった。金正恩第１書記は、自分の祖父と父親の遺産から

あまりにも急激に遠ざからないために、まだそれを公式に認めようとはしていないが、まさに制裁

が発動されている現在の状況の中で、この個人事業が北朝鮮の人々の生活を支えている。 

 

 http://sptnkne.ws/cn4d 

 

 

メルドニウム服用の米国選手には検査もお咎めもなし、ＮＹタイムズ報道 

（スプートニク 2016 年 09 月 22 日 09:56） 

 

© AFP 2016/ Kena Betancur https://goo.gl/HZ2uHi 

 

 国際テニス連盟はドーピング検査でメルドニウムが検出された米国のヴァルヴァラ・レプチェン

コ選手の出場権を剥奪しないことを決めた。ニューヨークタイムズ紙の報道によれば、連盟はレプ

チェンコ選手がメルドニウムの使用をそれが禁止される2016年１月１日よりも前に打ち切っていた

ことを理由に今回の決定を採った。 

 

 レプチェンコ選手の検体からメルドニウムが検出されたのは今年１月、豪州ブリスベンで開催さ

れた女子テニス協会の大会中。 

 



- 56 - 

 レプチェンコ選手は同大会では賞金もランキングスコアも剥奪されたが、その後、参加した全豪

オープンではドーピング検査を通過しなかったことがわかる。なぜなら全豪オープンで得た賞金も

スコアもキープされているからだ。 

 

 この件についてのスポーツ仲裁裁判所の判決は 10 月にも出される。レプチェンコ選手はソ連時代

にウズベキスタンのタシケントで生まれた。その後、米国へ移住し、2007 年には米国籍を取得し、

米国人選手としてプレーしている。 

  

 先に伝えられたところによると、世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）は、米国のビーナスとセレ

ナのウィリアムズ姉妹が、治療目的で禁止薬物を使うことを許可していた。 

 

 http://sptnkne.ws/cn4m 

 

 


