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日本 ロシアの産業見本市「インノプロム 2017」のパートナーに 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 13:32） 

 

© Sputnik/ Pavel Lisitsyn http://mjk.ac/ugAcF6 

 

 日本は、ロシアの産業見本市「インノプロム 2017」のパートナー国になる。「インノプロム 2016」

の枠内で、ロシアのデニス・マントゥロフ産業貿易相が、記者団に伝えた。「インノプロム」は、

毎年開かれる国際産業見本市で、機械製作及びエネルギー産業用、さらには都市向けなど生産技術

の最新の成果を披露するものだ。 

 

 今年 2016 年の「インノプロム」のパートナー国は、インドだった。２日間のフォーラムでロシア

とインドの産業貿易担当大臣は、相互貿易取引の可能性や利益について討議した。具体的には、冶

金工業や航空機制作分野での共同プロジェクト立ち上げの可能性や、輸入の拡大、ＩＴ技術の発展

などについて意見が交換された。マントゥロフ経済貿易相は、記者会見で次のように指摘した― 

 

   「今年の初め、私は日本を訪問し、ロ日貿易産業対話を行った。その際我々は、ロシア側にも

また日本側にも、企業間の実務協力に向けた大きな関心があることを確信した。ビジネス対話

への参加を計画した企業は当初 300 社だったが、その数は 600 社を超えた。」 

 

 「インノプロム」は、2010 年からウラルの中心地エカテリンブルグで開かれている国際見本市で、

工業、建築、医療、エコロジー、通信、教育、輸送など様々な産業分野でのロシアと外国企業のハ

イテク製品開発や共同プロジェクトに向けられたものだ。 

 

 毎年パートナー国が決められるが、2015 年は中国、今年はインドで、７月 11 日から 14 日まで行

われている。95 ヵ国から５万人以上のゲストが詰めかけると予想され、フォーラムでは、およそ 40

の合意に調印がなされる予定だ。先に伝えられたところによると、ロシアの大手水力発電会社「ル

スギドロ」は三井と共同で、ロ日エネルギーブリッジ・プロジェクトの財務モデルを用意している。 

 

 http://mjk.ac/LrB9Qy 

 

 

フィリピン、南シナ海問題でハーグ裁判所の決定を順守するよう中国に要求 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 14:51） 

 

© Fotolia/ PHB.cz http://mjk.ac/khY5Rn 

 

 フィリピン政府は南シナ海での領土紛争に関連して、ハーグの仲裁裁判所の決定を尊重するよう

中国に呼びかけた。政府の声明によると、フィリピンのペルフェクト・ヤサイ外務大臣はモンゴル

でのＡＳＥＭ首脳会議で「仲裁裁判所による先日の決定を諸国は尊重する必要がある」ことを議論

する予定。中国政府はハーグ常設仲裁裁判所の決定を現実的なものとは考えず、認めないし、受け

入れない、と述べている。先に報じられたところによると、ハーグの裁判所 中国による南シナ海
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の領有権主張の根拠は見つからなかった。 

 

 http://sptnkne.ws/bEUk 

 

 

アサド氏：ロシアの参加はシリアの状況を変えた 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 15:42） 

 

© Sputnik/ Aleksei Druzhinin http://mjk.ac/rnpdac 

 

 シリア大統領バシャール・アサド氏は、テロと侵略に対するシリアの擁護者として歴史に残るこ

とを期待している、と述べた。ＮＢＣテレビとのインタビューで大統領はシリアの「主権と一体性

を保つ」働きに言及した。 

 

 「国を守る者、それが愛国者である」 。これは、「あなたの手は血塗れではないか」との記者の

質問に対する応答。またインタビューの中で、アサド氏は、ロシアの参加はシリアの状況を変えた、

と述べた。 

 

 ダマスカスでシリア大統領のインタビューを取った特派員ビル・ニーリー氏によると、シリアの

状況を変えたのは何か、との問いに対し、アサド氏は、ためらうことなく「ロシア」と言った。先

に報じられたところによると、トルコ アサド大統領を一時的に支持へ。 

 

 http://sptnkne.ws/bETU 

 

 

諜報機関：リオ五輪でフランス代表に対するテロの脅威あり 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 15:44） 

 

© AFP 2016/ J. P. Engelbrecht http://mjk.ac/UrqMqA 

 

 フランス軍諜報部長クリストフ・ゴマル氏は、ブラジル出身のイスラム過激派戦闘員がリオデジ

ャネイロ五輪のフランス代表団へのテロを計画していたと述べた。「パートナー機関」から得た情

報だという。これ以上の詳細は伏せられた。先に国連テロ対策総局（ＣＴＥＤ）執行代表で国連事

務次長補ジャン=ポール・ラボルド氏は、リオデジャネイロの五輪期間中テロが行われる脅威は高い

ままであり、ブラジル当局は追加的に 29 億レアル（約８億 5,000 万ドル）を投じて治安強化を図る、

と発表した。先に伝えられたところによると、ブラジルには金はなし、聖火リレー参加者は自分で

松明を買って走って。 

 

 http://sptnkne.ws/bET8 
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米国、シリア問題でロシアとのより深い協力に前向き 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 16:18） 

 

© Sputnik/ Sergey Guneev http://mjk.ac/ptQPea 

 

 ジョン・ケリー米国務長官はモスクワ訪問で、ロシアに対し、シリアにおけるテロ組織との戦い

について、ロシアとのより深い連携を提案する。ワシントンポストが報じた。 

 

 米国は空爆を調整するために、米軍とロシア軍の諜報将校や関連専門家の参加する新たな作戦司

令部を創設することをロシアに提案する。両国の軍および諜報機関のより深い協力に道を開くもの

だ。米国防総省は当初計画に反対していたが、国務長官はモスクワの高官らとこの問題を議論する

予定だという。 

 

 新司令部は「共同国際グループ」と呼ばれるもので、アンマンに近いヨルダンに置かれる計画と

いう。ロシアが計画に応じるかどうかは明らかではない。先に報じられたところによると、ロシア

軍機「ダーイシュ」の大型施設を爆撃。 

 

 http://sptnkne.ws/bEV4 

 

 

「ロスアトム」 原子力エネルギー分野における世界の革新的な企業・研究機関トップ 10 入り 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 19:33） 

 

Twitter http://mjk.ac/C5FrAe 

 

 企業向けに分析データなどの情報提供を行っている世界的な情報サービス企業トムソン・ロイタ

ーが発表した、原子力エネルギー分野における世界の革新的な企業・研究機関に関するランキング

で、ロシア国営企業「ロスアトム」がトップ 10 入りした。 

 

 トムソン・ロイターによると、核融合と核分裂の分野における世界の革新的な企業・研究機関が

最も多いのはアジア（20 社・研究機関中 15）。同分野で最も活発な国は中国、２位は日本（25％）。

企業・研究機関ランキングのトップは日本の東芝。 

 

 ロシアからは、「ロスアトム」が 10 位に入った。トムソン・ロイターによると、「ロスアトム」

は2010年から 2015年までに原子力エネルギーの基本的分野で250件以上の特許を出願した。先に、

「ロスアトム」は、未来の世界の原子力エネルギーとみなされている高速中性子炉分野で、日本と

の協力を発展させる用意がある、と報じられた。 

 

 http://sptnkne.ws/bEZt 
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現代自動車の職員 ５年連続で夏のストライキを計画 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 02:52） 

 

© AP Photo/ Ahn Young-joon http://mjk.ac/f75C5A 

 

 韓国の現代自動車の職員たちは、賃金引き上げを求める５年連続の夏のストライキを行う予定。

ストライキは、９四半期連続で減益を記録している現代自動車への圧力を強めることになる。ウォ

ール・ストリート・ジャーナルが報じた。13 日、４万 8,000 人以上の労働組合員のうち約 80％がス

トライキの決定を承認した。韓国では、第２四半期の賃金交渉が決裂した場合、一般的に７月～８

月にストライキが決行される。現代自動車の労働組合は、7.2％の賃上げと 2015 年の同社の純利益

30％を職員に割り振りすることを求めている。なお現代自動車の指導部は、このような要求は過剰

だと考えている。前に三菱モータースは燃費データ改ざんのスキャンダルのため停止されていた４

車種の小型車生産を再開したと報じられた。 

 

 http://sptnkne.ws/bFdt 

 

 

ハーグ採決後の米国の課題は中国の急激な行動の挑発 

（スプートニク 2016 年 07 月 14 日 23:45 タチヤナ・フロニ） 

 

© Fotolia/ Sethy Photography http://mjk.ac/ZmGUFw 

 

 ハーグの仲裁裁判所は南シナ海の広汎な海域に対する中国の領有権主張を退けた。なおその海域

は近隣に位置する東南アジア諸国も領有権を主張している。こうして国際仲裁裁判の判決によって

中国は南沙諸島（スプラトリー諸島）の海域での排他的経済水域（ＥＥＺ）を主張できないことに

なった。 

 

 フィリピンはハーグ仲裁裁判所の判決を歓迎したが、中国はフィリピンの一方的な申し立てを国

際法違反だとし、最初から仲裁裁判の審理への参加を拒否していた。中国は、ハーグ裁判所には南

シナ海域に関する問題を裁定する管轄権を持っていないとの意見に固執している。ハーグの裁判所

の判決後、どのように事態は進展する可能性があるか？「世界政治におけるロシア」誌の編集長、

フョードル・ルキヤノフ氏の意見は次のようなものだ。 

 

   「どんな進展もまずありえない。仲介裁判所は自らの意見を述べたにすぎず、この裁判所自身

には判決を実現させるツールは何もない。だから、中国に主張を取り下げ、判決の通りに何か

をするよう強いることは誰にもできない。だが中国は非常に不愉快な状況に陥るだろう。なぜ

ならばこれからは事あるごとにハーグの裁判所の今回の先例と判決が中国に示されるようにな

るからだ。また、中国は何らかの国際機関と対立する状況を非常に嫌う。なぜなら中国自身が

国際法と政治における集団的なアプローチをアピールするよう心掛けているからだ。」 

 

 中国が今まで国際法にアピールしてきたため、オバマ政権はハーグの裁判所の判決を、中国が国
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際法を尊重しているかどうかを示すテストとして見ていると考えている専門家もいる。毎年南シナ

海を通って、５兆ドルもの積み荷が輸送されている。さらに係争海域には膨大な石油と天然ガスが

埋蔵されている。そして、中国とフィリピンのほかにもさらに数カ国が南シナ海の様々な海域の領

有権を主張していることも重要性の高い事実だ。中国はハーグの裁判所の判決をボイコットすれば、

自らの評価を落としてこの地域で孤立する可能性がある。同時に他の係争諸国もハーグの裁判所の

判決を盾にとって、フィリピンのように裁判所に同様の申し立てをする可能性もあると専門家らは

指摘している。ルキヤノフ氏はさらに次のように続けている。 

 

   「それゆえにハーグ仲裁裁判所の判決によってこの地域での全般的な紛争は拡大への一歩を踏

み出したことになる。中国はすでにこの判決を認めないと声明した。しかしこれが国際的な判

決である以上、いずれにせよ実際に中国には問題が起こる。米国の課題は、今後、中国がより

過激な行動に出るよう挑発することだと思う。とはいえ、この課題は米国によっては直接的に

形成されない可能性もあるが。そうした行動はもちろん、地域全体にすぐさま大混乱を引き起

こすだろう。そして、中国の隣国である地域諸国がどうしても米国の助けを求めなければと切

望するようしむけることが米国の課題だ。」 

 

 もし中国が評決の枠内の要求を履行することを頑なに拒否するとする。そういう事態は予想でき

ることだが、専門家らの中からは、もしそうなればこれは転換点になる可能性があるという意見が

挙げられている。そうなった場合、米国は次のような２つの「命運を分ける選択肢」にぶつかる可

能性がある。譲歩することで地域で伸張する中国の支配権と、これに準じて低下した自国の影響力

を認めるという選択肢が１つ目。もう１つは状況がうまく進展しなかった場合、大規模な紛争に発

展しかねない軍事衝突に突入するかだ。なぜならハーグ裁判所の判決が後押しとなって中国は、南

シナ海上空を防空識別圏と設定する可能性があるからだ。 

 

 2015 年と 16 年に、米中はそれでなくとも、係争海域で認可を得ていない米中の船や飛行機が現れ

たことに対し、幾度も互いに対する遺憾の意を表してきている。ルキヤノフ氏は、このように東ア

ジアは非常に白熱した地域になりつつあると指摘している。 

 

 http://sptnkne.ws/bFfh 

 

 

ロシア大統領府 英国との関係向上に向けた「ある種の希望」について発表 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 00:05） 

 

© Flickr/ Giorgos Vintzileos http://mjk.ac/nXFa63 

 

 英国の新内閣発表は、ロシアと英国の関係が変化することへのある種の希望を与える。ロシアの

ペスコフ大統領報道官が記者会見で述べた。13 日、英国のエリザベス女王は、キャメロン政権で内

相を務めたテリーザ・メイ氏を首相に任命した。またＥＵ離脱派を率いたジョンソン前ロンドン市

長が外相となった。 
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 ペスコフ報道官は記者団の質問に対し、「我々は残念ながら２国間関係の分野におけるなんらか

の成果を自慢することはできない。そのためもちろん、新たなスタートは毎回ある種の希望を与え

る」と語った。またペスコフ報道官は、両国関係の現在の状態が相互のポテンシャルと一致してい

ないことをロシアは確信していると述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/bFfC 

 

 

ロシア ＮＡＴＯに黒海での軍事活動の影響について警告 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 01:20） 

 

© AP Photo/ Vadim Ghirda http://mjk.ac/ERZahA 

 

 ロシアは、ロシア・ＮＡＴＯ理事会の会合で、黒海地域における軍事活動の悪影響について警告

した。ロシアのグルシコＮＡＴＯ大使が明らかにした。グルシコ氏は、「我々はこの問題を議論し

た。我々は黒海について議論した。黒海地域におけるＮＡＴＯ加盟国のあらゆる軍事活動の高まり

が状況を不安定化させ、地域の安全保障を促進することはないと、我々は考えていると述べた」と

語った。ロシアは、黒海でのＮＡＴＯ海洋グループの強化に対して、地域のパワーバランスが乱さ

れないためにあらゆることを行うと強調した。 

 

 ６日（月曜日）、米国のミサイル駆逐艦「ポーター」は、黒海内に入った。米国第６艦隊は「通

常配備の枠内で、駆逐艦は、いつもの作戦を実施することになる」と伝えた。黒海内で駆逐艦は「パ

ートナー国の港に寄港し、同国艦隊との２国間演習に参加する」予定だ。 

 

 http://sptnkne.ws/bFrV 

 

 

米議会外務委員会、対ロ制裁強化を承認 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 05:07） 

 

© Fotolia/ Gelangelan http://mjk.ac/9qWy3B 

 

 米議会外務委員会は木曜、ロシアに対する制裁を強化する法案を承認した。委員会のウェブサイ

トより。「ロシアの侵略抑止とウクライナの民主化支援を内容とするウクライナにおける安定と民

主主義に関する」法案が下院に送られる。今月すでに米国は５つのロシア企業を含む一連の外国企

業に対して制裁を発動した。先に伝えられたところによると欧州委員会はスペインとポルトガルに

対し制裁発動検討で一致した。 

 

 http://sptnkne.ws/bFrW 
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ケリー国務長官、プーチン大統領やラヴロフ外相との会談のためモスクワに到着 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 05:02） 

 

© Sputnik/ Ilya Pitalev http://mjk.ac/We2EK9 

 

 ジョン・ケリー米国務長官がプーチン大統領やラヴロフ外相との会談のためモスクワに到着した。

スプートニク記者が報じた。今年２回目となる２日間の訪問で、シリア危機や二国間の懸案、ウク

ライナ問題を議論する予定。ケリー氏はプーチン大統領やラヴロフ外相と会談する予定。ロシア側

は、ケリー氏の訪問はロ米関係の雰囲気改善に貢献すると期待している。米国務省側はケリー氏が

非常に気を揉んでいるシリア問題が会談の中心的なテーマとなる、としている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFrY 

 

 

ダッカ・テロの首謀者が判明 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 06:19） 

 

© AP Photo/ http://mjk.ac/2e9BQQ 

 

 バングラデシュの捜査当局は 22 人が死亡したダッカ・テロの首謀者を特定した。ダッカ・トリビ

ューンが報じた。名前は明かされていないが、インドの西ベンガル州に潜伏中の人物だという。テ

ロはバングラデシュの「ジャマアトゥル・ムジャヒディン・バングラデシュ」「アンサルッラ・バ

ングラ」（アルカイダ関係組織）と国際テロ組織「ヒズブ・ウト・タフリル」の３者が緊密に調整

して行ったものと言う。また当局は現時点で犯行声明を出しているダーイシュ（ＩＳ、ロシアでは

活動が禁止されている組織）の関与を確認している。先に伝えられたところによると、バングラデ

シュの首都ダッカのレストランで 20 人が死亡したテロの実行犯は、高度な教育を受けた裕福な家庭

の出身者たちだった。 

 

 http://sptnkne.ws/bFr3 

 

 

仏、ニースで見物客にトラックが突っ込む 少なくとも 73 人が死亡（動画） 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 08:21） 

 

© REUTERS/ Eric Gaillard http://mjk.ac/rYZ9h4 

 

 14 日の夜、フランスのニースで、パリ祭の花火の見物客の中にトラックが突っ込み、少なくとも

73 人が死亡、120 人が負傷した。iTele が報じた。トラックの運転手は警官隊に射殺されたという。 

 動画 http://mjk.ac/Spw5Ks 

 

 http://sptnkne.ws/bFq5 
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中国、ダイナマイト 27 トンで巨大なダムを爆破（動画） 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 07:50） 

 

© Sputnik/ Vladimir Smirnov http://mjk.ac/RefRRd 

 

 中国当局は中央部の湖北省に位置する延長４㎞のダムを爆破した。二つの湖を分離するダムの破

壊は域内の水位低下で洪水を防止するために必要であったという。新華社によると、ダイナマイト

の 27 トンが使われた。 

 

 爆破の模様は下に掲載する動画に収められている。近隣の村に住む 1658 人が事前に避難された。 

 

 twitter.com/ http://mjk.ac/qCYxGt 

 

 先に伝えられたところによると中国南東部の湖南省で増水によってダムが決壊し、１万人が緊急

避難された。 

 

 http://sptnkne.ws/bFr4 

 

 

英国、ＥＵ離脱のおおよその日付を発表 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 11:17） 

 

© REUTERS/ Jon Nazca http://mjk.ac/UyeUUZ 

 

 英国のＥＵからの公式の離脱は 2018 年 12 月となる見込み。新任の Brexit 担当大臣デヴィッド・

デイヴィス氏が述べた。６月 23 日の国民投票で英国のＥＵが決まっている。大臣によれば、公式の

離脱はおおよそ 2018 年 12 月になるという。イヴニング・スタンダードが伝えた。 

 

 http://sptnkne.ws/bFsa 

 

 

スプートニク世論調査、アベノミクスと「国民の声に答える」ことに５７％が反対 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 12:42） 

 

© 写真: 古 天熱 http://mjk.ac/VgJSWp 

 

 スプートニクの行ったアベノミクスについての世論調査ではおよそ 1,000 人の回答者のうち 57％

がアベノミクスへの不支持を表明した。56％の回答者はアベノミクスこそ財政赤字増大、ＧＤＰ縮

小の最たる原因と捉えている。 

 

 さらに 21％は安倍首相の経済政策には異議を唱えていない一方でその成果について語るのは時期
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尚早との見方を示している。13％はアベノミクスを大方支持するものの、成果を出すには政府はよ

りアグレッシブな措置を採るべきと判断している。アベノミクスとその成果に十分満足していると

答えたのはわずか 10％に留まった。 

 

 twitter.com/ http://mjk.ac/fyStPm 

 

 これにより前に共同通信が行ったアンケート調査でもまったく同じ結果が出た。共同通信の結果

では 56.4％がアベノミクスは日本の経済状況を改善してはいないと答えている。これだけ不支持が

表明されているなかで自民党が経済問題だけに絞った選挙キャンペーンの結果、圧勝したのは驚く

べきことだ。 

 

 これから判断すると、国民の大半は政府の経済政策はあまりうまくいっていないと考えているこ

とになるが、安倍氏は国民のそうした声とは意見をことにしているようだ。安倍首相は参院選の大

勢判明後、アベノミクスについて「力強く前に進めよという国民の声を受け止め、包括的で大胆な

経済対策を策定したい」と語った。 

 

 アベノミクスをこの先どうすべきか。実現速度を上げるのか、逆にスピードダウンさせるか、断

念したほうがいいのか、専門家らの見解は未だに分かれている。だが日本国民の本当の「声を受け

止め」るには何かを、しかも早急に行う必要があることは間違いない。 

 

 http://sptnkne.ws/bFsP 

 

 

ハーグ仲裁裁判所の南シナ海判決に証券市場が反応 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 13:25） 

 

© AP Photo/ Richard Drew http://mjk.ac/ksYT2b 

 

 アジア証券市場では中国の国防産業関連企業の株への関心が高まっている。専門家らはこれには

南シナ海に関する先のハーグ仲裁裁判所の判決が関係しているとの見方を示している。 

 

 ハーグ仲介裁判所は 12 日、南シナ海に関するフィリピンの訴えの判決を発表。中国には南シナ海

で同国が管理下に置く領海を意味する所謂「九段線」の歴史的根拠を主張する法的根拠はないとの

判決を下した。これにより裁判所は、東南アジアの近隣諸国も領有権を主張している南シナ海の広

範な水域に対する中国の領有権主張を否定したことになる。 中国はこの決定を認めず、係争水域に

対する主権を主張する構えを明らかにしている。中国は東シナ海と同様、南シナ海上空に防空識別

圏を創設する事も除外していない。これと同時、他の係争国からは軍事力の新たな刷新プログラム

が公表された。 

 

 これはつまりこの先紛争がエスカレートし、地域の軍国化が進む恐れを物語っている。各国が自

国の軍事ポテンシャルを拡大することで国力伸張を図るだろう。この状況を証券取引市場も敏感に
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捉えており、航空、海上軍事機器に従事する企業の株が値上がりすると予測されている。航空機証

券市場では巨大プレーヤーである中国国家航天局は２セッションの間に最初は3.2％、さらに1.02％

値を上げた。上海証券取引所では中国人民解放軍の海軍の最重要受注者である中国船舶重工集団公

司の株が値上がった。 

 

 ロイター通信の報道では世界の石油市場、海運取引所はハーグの判決に神経質な反応を見せてい

る。運輸会社や石油トレーダーらはハーグの判決を受けて船舶にすぐさま影響が出るとは思わない

との見方を表したものの、石油価格はぐんと値上がりした。 

 

 すべては中国および領土論争の参加国らが近未来にどういった行動をとるかにかかっている。あ

らゆる係争国との対立を避けて、迅速に二国間交渉へと移るかどうか。実業界は政治からの賢明な

処理を期待している。なぜならば重要な交易路が通るこの南シナ海付近の状況に地域および世界の

経済の将来がかかっているからだ。 

 

 http://sptnkne.ws/bFs8 

 

 

ロシア首相がニースのテロについて、「テロリストが理解するのは力のみ」 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 15:32） 

 

© Sputnik/ Ekaterina Shtukina http://mjk.ac/46G2Sp 

 

 メドヴェージェフ露首相はニースでのトラック突入テロ事件を受けて声明を表し、国際社会はこ

うした挑戦に共に反応せねばならないと語った。この声明は今日、15 日モンゴルの首都ウランバー

トルで開幕したアジア欧州会合の全体会合で表された。 

 

   「テロリズムは国境をもたない。欧州にとってもアジアにとっても共通の挑戦だ。現時点で残

念ながら 80 人の死者がでており、そのなかには子ども、多数の観光客がいる。マスコミ報道で

は犠牲者の中にはＥＵ市民もロシア人もいる。これは非常に痛ましい事件だ。我々はこうした

挑戦に対する共通の答えを共に模索し、連帯し、テロと闘うために我々が行わねばならないす

べてのことを実行せねばならない。テロリストとそのスポンサーらが理解するのは力だけであ

る以上、我々も力を用いねばならない。」 

 

 先に伝えられたところによると、14 日夜、仏ニースのイギリス海岸の花火大会に集まった市民に

トラックが突入。目撃者の証言ではトラック運転手は速度を緩めず、海岸線をほぼ２キロにわたり

ジグザグに走りながら市民をひき殺し、発砲した。運転手は警察によって殲滅された。このテロに

よる死者数は 80 人に上っている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFtE 
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プーチン大統領とケリー米国務長官、テロリストへの圧力強化は絶対 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 15:22） 

 

© Sputnik/ Sergei Guneev http://mjk.ac/kNSqgr 

 

 ロシアと米国はテロ組織「ダーイシュ（ＩＳ）」およびシリアの「ヌスラ戦線」への圧力 を強化

せねばならない。プーチン大統領とケリー米国務長官は 14 日夜行われた会談でこのテーマを話し合

った。ロイター通信がケリー長官の声明を引用して報じた。このほかケリー米長官は、シリア問題

に関して具体的なアプローチや外交策の強化が欠如した状態が長引いてはならないと述べた。ケリ

ー長官はまた、露米は世界全体のために多くを成し遂げることができると語り、これはシリアやウ

クライナの紛争状態に限らず、「ほかの潜在的な分野」にも及ぶと指摘している。 

 

 http://sptnkne.ws/bFu6 

 

 

プーチン大統領、ニースのテロ事件の残虐性とシニシズムに驚愕 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 18:25） 

 

© Sputnik/ Alexei Druzhinin http://mjk.ac/fdqQdm 

 

 プーチン大統領はニースで起きたトラック突入テロ事件の残虐性とシニシズムに驚愕している。

プーチン大統領からオランド仏大統領に宛てた電報のなかでこう述べられた。 

 

   「貴国の国家の祝日に実行されたこの犯罪の残忍性と殊更なシニシズムには驚愕させられる。

我々は今回もまた、テロリズムには人間のモラルは完全に通用しないことを思い知った。テロ

の犠牲者には婦女子をはじめとした全く罪のない一般市民がなりつつある。」 

 

 http://sptnkne.ws/bFvv 

 

 

ＩＭＦ、ウクライナ向け国際金融支援に際し、ロシアからの借款を計算 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 16:53） 

 

© AP Photo/ Jose Luis Magana http://mjk.ac/Jpa7uK 

 

 国際通貨基金（ＩＭＦ）は、現時点ではウクライナのロシアからの借款に関する新たな資料は入

手していない。ＩＭＦのライス公式報道官が定期的なブリーフィングで明らかにした。報道官によ

れば、にもかかわらずＩＭＦ理事会はウクライナ向けの次のトランシュ拠出問題を検討する際、ロ

シアからの借款の返済状況を考慮する。 

 

   「借款については新たな書類がないものの、理事会での決議の枠内ではこれはディスカッショ
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ン項目のひとつとなる。」 

 

 ウクライナ議会は昨年 12 月、2016 年７月１日までの期間、ロシアからの債務返済にモラトリアム

を実施。モラトリアムの対象には 2013 年にロシアが購入した３億ドルの国債のほか、ウクライナの

国営企業２社がロシアの諸銀行から得た借款も入った。 

 

 http://sptnkne.ws/bFvJ 

 

 

ニースのテロ、犯人はチュニジア人（動画） 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 17:37） 

 

© REUTERS/ Eric Gaillard http://mjk.ac/SXkQVJ 

 

 フランスの諜報機関はニースの海岸沿いでテロを行った男の身元を特定した。ロイター通信が報

じた。 

 

 動画 https://youtu.be/QIxBDaL2RdI 

 

 男は 31 才でチュニジア出身のニース在住者だったという。男には前科があり、警察には知られて

いたが、諜報機関は関知していなかった。フランスのイスラム教徒評議会はニースのテロを非難し

ている。フィガロ紙が報じた。 

 

 http://sptnkne.ws/bFws 

 

 

ニーステロ犯、ダーイシュ（ＩＳ）の指示を受け行動していた 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 17:59） 

 

© REUTERS/ Eric Gaillard http://mjk.ac/F9qMB6 

 

 ７月 14 日夕方ニースの海岸沿いで行われたテロは 2014 年９月に発表されたダーイシュ（ＩＳ）

の指示を想起させる。15 日、フィガロ紙が報じた。当時ダーイシュのスポークスマン、アブ・ムハ

ンマド・アル・アドナニは、異教徒を殲滅するために手当たり次第の手段を使用するよう支持者ら

に訴えていた。「爆弾を爆破させたり射撃したりできない場合は、自分自身を武器にしろ」「フラ

ンスやアメリカの無神論者は車でひき、切り刻め」と誘われていた。犠牲者が民間人か軍人である

かはどうでもよく「どちらも敵だ。その血を流すことは許されている」とのことだった。 

 

 http://sptnkne.ws/bFyD 
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米軍ミサイル防衛システム配備は韓国外交の破綻を意味する 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 23:10 徳山あすか、タチヤナ・フロニ） 

 

© Sputnik/ http://goo.gl/MHcTu7 

 

 韓国は、自国領内に米国の高高度ミサイル防衛ＴＨＡＡＤシステムを配備することに同意した。

そして同システムが、来年 2017 年末から稼働することも発表された。こうした措置について、米韓

両政府は、北朝鮮からの脅威に対抗するためだと説明している。スプートニクは、日露双方の専門

家から見解を伺った。 

 

 朝鮮半島問題に詳しい拓殖大学大学院・武貞秀士特任教授は、韓国が今回ＴＨＡＡＤ配備に踏み

切らざるを得なくなったことは、韓国の二股外交破綻を象徴していると指摘している。 

 

 武貞教授：「韓国は中国との経済関係を切ることはできませんし、軍事関係では米国との関係を

切ることができません。朴政権は相当無理をして、経済は中国と、軍事は米国と関係を築いてきま

したが、それがほとんど破綻したということです。政策に非常に無理があり、それがＴＨＡＡＤの

配備につながりました。 

 

 結局韓国の本音は、外交軍事の分野では、中国よりも米国を相手として緊密な関係を築く必要が

あるということ、また、これを明らかにしなければならないということです。韓国は米中の板ばさ

みという非常に厳しい状況になり、朴槿恵大統領が三年間やってきた『二股外交』を今までどおり

続けることは難しくなりました。その意味で、今回のＴＨＡＡＤ配備は、中国・ロシア・米国の本

音が全部出た一つの出来事であったと思います。残りの一年半、朴政権は苦しい外交政策の運営を

しなければならず、厳しい立場におかれるでしょう。」 

 

 また、ロシアの軍事評論家でＣＩＳ諸国研究所の専門家、ウラジスラフ・エフセーエフ氏は「今

回の措置は、より大きな懸念を中国側から呼び起こしており、その結果、中国政府の北朝鮮問題へ

のアプローチが変わるかもしれない」と指摘している。 

 

 エフセーエフ氏：「中国は、米国の対ミサイル防衛システム配備に対し大変敏感に鋭く反応して

います。なぜなら、朝鮮半島から比較的遠くない場所に基地を置く中国の中距離ミサイルを迎撃で

きる可能性が生じるからです。韓国にはすでにＴＨＡＡＤシステムの他、イージス艦が配備されて

おり、海上からミサイルを迎撃できます。 

 

 こうした措置に対抗する中国の行動は、おそらく、軍事的性格を持ったものとなるでしょう。そ

の課題は、中国のミサイルを迎撃できるような距離、つまり 1,000 キロ未満に、米国の軍艦を近づ

かせないということです。そうした目的のために、中国が利用する可能性があるのは、沿岸ミサイ

ル総合施設や、誘導ミサイル兵器搭載艦船、さらには巡航ミサイル搭載可能な潜水艦です。その際

中国は、韓国領内にまさに距離 1,000 キロ未満の標的を発見できるレーダーステーションがあるこ

とも考慮するに違いありません。レーダーステーションが、韓国領内にある対ミサイル防衛施設と

同様、中国を、脅威が生じた時に攻撃する優先的標的とみなしていることは明らかです。その際、
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中国が核潜在力を利用する可能性も除外されていません。 

 

 また韓国に最新の迎撃ミサイルシステムが配備されたら、結果的に中国の北朝鮮問題に対するア

プローチが変わるかもしれません。もし中国が、将来深刻な脅威を感じるとしたら、彼らは北朝鮮

に対する制裁緩和に踏み切り、国境をより透明なものにする可能性があります。つまり『北朝鮮が

核やミサイル実験を実施するのをやめるよう、平壌の指導部に圧力をかけよう』とする中国の立場

が弱まるだろうという事です。その代わりに、中国と北朝鮮の潜在的関係は温暖化し、あべこべに

韓国との関係は冷却化してゆく可能性があります。 

 

 こうした好ましくない状況から抜け出す最良の出口となり得るのは、一つのまとまった地域安全

保障システムの創設です。そうしたものができれば、朝鮮半島の緊張をほどく助けになるでしょう。

北朝鮮当局が、若干の対立緩和に向けた期待を示しているにもかかわらず、米国が、そうした動き

を妨害するに違いないことは現在すでに明らかです。なぜならそれは、米国の戦略的利益にそぐわ

ないものですから。」 

 

 http://sptnkne.ws/bF6f 

 

 

円、1999 年以来最大の下げ幅で 1 週間を終える 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 21:55） 

 

© REUTERS/ Lee Jae-Won http://goo.gl/2RHtPt 

 

 円が 1999 年以来最大の下落を見せている。今週は対ドルで 4.9％下落し、追跡主要 16 通貨のうち

最悪の結果となった。ブルームバーグが伝えた。「日銀などの政治的予測が円の下落を引き起こし

た」と山田修輔バンクオブアメリカ・メリルリンチ チーフ日本ＦＸストラテジスト。 

 

 政治家らが Brexit の減速を防ぐための刺激策をもって東京からロンドンへ応答する兆候で先週

31 の主要通貨すべてに対して円が押し下げられた。安倍首相が参院選で過半数を獲得した後、下落

は加速した。なお先に伝えられたところによると、英ポンドは、ビットコインよりも資産価値の変

動が激しい通貨となりつつある。 

 

 http://sptnkne.ws/bF6K 

 

 

ニーステロ事件：目撃者の目が見た「現実化したスリラー」（写真、動画） 

（スプートニク 2016 年 07 月 15 日 23:16） 

 

© REUTERS/ Eric Gaillard http://goo.gl/XwBIaW 

 

 80 人以上の人々の命を奪い、100 人以上が負傷した、仏ニースのテロ事件は、世界を震撼させた。
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スプートニクは、望むことなくこの悲劇の証人となってしまった数人にインタビューを行った。家

族とニースで休んでいたロシア女性キラ・カリーニナ氏は次のように述べた。 

 

   「私たちは車に乗っており信号のあるガンベッタ大通りの交差点、右側、歩行者ゾーンに近い

側にいた。突然、野生じみた叫びがあがり、人々は恐怖で逃げまどった。そして次の瞬間、巨

大なトラックが、彼らを追いかけてきた。私たちから２メートルの距離だ。明らかに、直接的

に、意図的に殺すために、時速 100 から 120km の速度で走行していたように見えた！ 道を迷

いはしない、行くべき場所を正確に知っていた。わずか１秒のことだ。その後、人々がアスフ

ァルトに横たわった。私の前に運転手が出てきて、何をすべきか分からないでいた。私はクラ

クションを鳴らし始めた。すぐに曲がって、立ち去りたかった！脇道を通って家に帰ろうとし

たが、群衆が歩いていた。何が起こっているか知らなかったのだ。トラックは花火の後 7 から

10 分を経て出てきたので、群衆の大部分はもう分散していた。そうでなければ、はるかに多く

被害者が出ていただろう。迅速に脱出する必要があったので、何も撮影はしていない。」 

 

ニーステロ事件 

© AFP 2016/ Valery HACHE http://goo.gl/8eOEaf 

 

 カナダのジャーナリストでポータル Vacay.ca の編集長エイドリアン・ブリイバッシ氏はスプート

ニク・フランスのインタビューで悲劇の後の様子を次のように述べた。 

 

   「私はすでにテロが行なわれた後の 22 時 30 分頃現地入りした。友人と会うために海岸に沿っ

て歩き、通りが空っぽであることに驚いた。人々はバーやレストランがある市の沿岸部から歩

き去っていた。そこには、人々が花火を見に集まっているはずだったのに。近くに来ても、私

のほかにそこにほとんど誰もいない。私は、何かが起こったのだ、と気づいた。それから私は、

テロが発生したことを「ウーバー」から通知された。私は友人たちのことが心配になった。連

絡は通じなかった・・・・・・その後、私は偶然、ニース出身の別のジャーナリストに会えた。

彼は自分の町で起こったことを非常に悲しがっていた。地元の人はこのような考えだ。「なぜ

私たちが？」 

 

 ニースでのトラック突入テロ事件で現場にいたフィンランド人観光客のオッリ・アントネン氏は

奇跡的に難を逃れた様子を語った。アントネン氏の話では花火を見物し、妻とホテルに帰宅する際

に海岸に向かって猛スピードで走っていくトラックを目撃したという。 

 

   「突然、叫び声が上がったと思ったら、大型の車が海岸通りをものすごいスピードで突っ走っ

ていった。スピードは時速 80～90 キロだったと思う。トラックは道にいた人たちをすべて轢き

殺していった。」 

 

ニースのテロを悼むモスクワ市民、仏大使館前に献花 

© Sputnik/ Maksim Blinov http://goo.gl/S7Wk0Q 

 

 トラックはアントネン夫妻から 10 ㍍ほど離れた場所を走り抜けていった。アントネン氏の話では
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事件当時広場には多くの人出があったため、市民にはトラックの走る場所から逃げようにも逃げら

れなかった。「現在、町はショック状態にある。戦争の最中のようだ。」アントネンさんは既に帰

国の意思を固めているという。テロ事件の発生後、仏では３日間の国喪が宣言された。 

 

 動画 https://youtu.be/QIxBDaL2RdI 

 

 http://sptnkne.ws/bF8g 

 

 

中国、南シナ海をめぐる紛争に介入しないよう日本に促す 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 01:06） 

 

© Sputnik/ Mikhail Klementyev http://goo.gl/vELRIs 

 

 日本の安倍首相はハーグの仲裁裁判所の決定を受け入れなかったことについて中国側への懸念を

表明した。ウランバートルで開催中の「アジア・ヨーロッパ」サミットにあわせて中国の李克強首

相と会談した際の発言。 

 

 「我が国はこれまでにも法の支配に基づく紛争の平和的解決の重要性を指摘してきた」と安倍首相。 

 

 対する李克強首相は、南シナ海紛争に干渉しないよう日本に促した。「日本は南シナ海紛争の直

接の当事者ではない。ゆえに、言行を慎み、問題を膨らませないよう努めなければならない」。新

華社通信より。 

 

 ハーグの常設仲裁裁判所は７月 12 日、南シナ海紛争における北京の領土主張には根拠がないとす

る判決を出した。 

 

 http://sptnkne.ws/bFKm 

 

 

マスコミでニース事件真犯人の写真が公開 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 03:01） 

 

© AFP 2016/ Anne-Ccristine Poujoulat http://goo.gl/lA7BWK 

 

 仏「レスト・レピュブリカン」紙は自社サイトにニースでのトラック突入テロ事件の真犯人、チ

ュニジア出身のモハメド・ルフアイエジ・ブレリの仏永久居住許可書にある写真を公開。同紙の報

道ではブレリは 1985 年１月 31 日チュニジアで生まれた。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/NVqR29 
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 ニースで７月 14 日夕方、フランス革命記念日の花火を見にプロムナード・デ・ザングレに集まっ

た群衆にトラックが突っ込んだ。犯人はまた、発砲も行った。84 人が犠牲となり、100 人以上が負

傷した。 

 

 http://sptnkne.ws/bFKx 

 

 

トルコのアンカラで発砲、上空を戦闘機やヘリが飛行（動画） 

（スデーニクト 2016 年 07 月 16 日 06:45） 

 

トルコのアンカラで発砲、上空を戦闘機やヘリが飛行 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/638RvA 

 

 http://sptnkne.ws/bFGJ 

 

 

トルコで軍部がクーデターを画策 トルコ首相が発表 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 06:34） 

 

© AP Photo/ Uncredited http://goo.gl/mVDQdi 

 

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

 

 twitter.com/ https://t.co/XcsZpVelkH 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/0q9p7R 

 

 http://sptnkne.ws/bFGR 

 

 

イスタンブールのアタチュルク際空港に戦車が投入 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 06:30） 

 

イスタンブールのアタチュルク際空港に戦車が投入 

 

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

 

 http://sptnkne.ws/bFGZ 
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トルコ国営ＴＶが放送を停止 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 06:38） 

 

トルコ国営ＴＶが放送を停止 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/aD8hSn 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/Dh0ZNa 

 

 http://sptnkne.ws/bFHf 

 

 

トルコ軍参謀本部が政権奪取を宣言（動画・写真） 

（アップデート 2016 年 07 月 16 日 07:19） 

 

© AP Photo/ Emrah Gurel 1/3 http://goo.gl/afF14j 

 

 トルコ軍参謀本部はクーデターを起こし、政権を奪取し、指導部を退けたと宣言。参謀本部のこ

の声明は７月 16 日ＮＴＶテレビで放映された。同時にトルコ軍参謀本部のサイトは現在、アクセス

ができない状況。トルコ軍部の声明は以下の通り。 

 

   「トルコ軍は憲法秩序、民主主義、市民の権利と自由、法の優越を回復する目的で国の政権を

完全に掌握した。トルコの結んだ国際合意および義務はすべて効力を維持する。我々はあらゆ

る諸国と友好関係を維持し続けることを確信している。」 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/dd3S3d 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/bdTYd3 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/3Ie0u6 

 

 http://sptnkne.ws/bFHr 

 

 

ラヴロフ外相がトルコ情勢について声明 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 07:12） 

 

© AFP 2016/ BULENT KILIC http://goo.gl/AWKVRA 

 

 ラヴロフ外相がトルコ情勢について声明、あらゆる流血の衝突を避け、問題解決を憲法のフィー

ルドに限定して行うべき。トルコ軍参謀本部はクーデターを起こし、政権を奪取し、指導部を退け



- 19 - 

たと宣言。参謀本部のこの声明は７月 16 日ＮＴＶテレビで放映された。同時にトルコ軍参謀本部の

サイトは現在、アクセスができない状況。 

 

 トルコ軍部の声明は以下の通り。 

 

   「トルコ軍は憲法秩序、民主主義、市民の権利と自由、法の優越を回復する目的で国の政権を

完全に掌握した。トルコの結んだ国際合意および義務はすべて効力を維持する。我々はあらゆ

る諸国と友好関係を維持し続けることを確信している。」 

 

 http://sptnkne.ws/bFHX 

 

 

エルドアン大統領 国民に対し「街頭に出るよう」呼びかける（動画） 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 08:16） 

 

© REUTERS/ MURAD SEZER http://goo.gl/8cJLbJ 

 

 エルドアン大統領は、軍事クーデターの首謀者を厳しく罰すると約束した。Skype によるメッセー

ジの中で、大統領は、トルコ国民に対し「街頭に出て、混乱を終わらせるよう」訴えている。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/tI52Ve 

 

 動画 https://youtu.be/c9P5EmJTJVQ 

 

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

 

 twitter.com/ https://goo.gl/fso2yC 

 

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

 

 動画 https://youtu.be/w6lXTNh8-w8 

 

 http://sptnkne.ws/bFJG 

 

 

露大統領報道官「要請があれば、エルドアン氏の亡命受け入れ問題を判断」 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 07:53） 

 

© Sputnik/ Sergey Guneev http://goo.gl/RJlvz3 

 

 ロシアのドミトリイ・ペスコフ大統領報道官は、エルドアン氏がロシアに亡命する可能性につい
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てコメントし、次のように述べた―「仮定で物事を言うことはできない。もし、そうした要請が届

くのであれば、判断することになる。」 

 

 http://sptnkne.ws/bFKR 

 

 

マスコミ報：トルコ空軍戦闘機 F-16 クーデター派のヘリを撃墜 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 08:32） 

 

© AP Photo/ U.S. Air Force via AP http://goo.gl/qRHqPB 

 

 トルコ空軍の戦闘機 F-16 は、クーデター派の軍事ヘリコプターSikorsky を撃墜した。土曜日テレ

ビＮＴＶが伝えた。金曜日遅く、トルコのユルドゥルム首相は、ＮＴＶの放送を通じて、国内で軍

事クーデターの試みがあったと発表した。首相の言葉によれば「軍人グループが、彼らに与えられ

た全権と武器を利用し、法に反する無責任な行動をとろうと試みたが、トルコ政府は、仕事を続け

ている」とのことだ。一方、トルコのアナドル通信によれば、トルコ軍のアカル参謀長は、クーデ

ター派の軍人らにより人質にされている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFMW 

 

 

首都アンカラのトルコ議会の建物へ爆弾投下―通信社情報 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 09:07） 

 

© Sputnik/ Stringer http://goo.gl/tcWhsq 

 

 アナトリヤ通信が伝えたところでは、首都アンカラのトルコ議会の建物に、クーデター派が奪っ

た航空機から、爆弾が投下された。報道によれば、爆弾は、建物の入り口の近くに落下した。その

結果、警察官及び議会の職員数人が負傷した。なお建物は黒煙に包まれ、多くの窓ガラスが割れて

いる。 

 

 http://sptnkne.ws/bFMV 

 

 

「ニースでのテロは一体誰の罪か？ 今何をすべきか？」有識者に聞く 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 09:26） 

 

© 写真: Max Rossi http://goo.gl/c4flLs 

 

 世界で最もファッショナブルな保養地、南フランスのニースで 14 日夜前代未聞の悲劇が起きた。

大型トラックが猛スピードで、街を代表する地中海岸の遊歩道「プロムナード・デ・ザングレ」で
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休息していた人々の間に突っ込み、80 人以上が犠牲となった。この事件は、世界中に大きな衝撃を

与えた。 

 

 スプートニク記者は、こうした悲劇が起きた原因は何か、フランス当局は、こうしたテロ事件を

今後阻止するために一体何をすべきかなどにつき、様々な専門家に緊急インタビューを試みた。最

初にご紹介するのは、情報分析ポータルネット Iranian Policy の政治評論員ショエイプ・バフマン

（Shoeib Bahman）氏の意見だ。今回の悲劇の原因について、彼は次のようにコメントした― 

 

   「フランスに隣り合う国々の安全レベルは高くない。それが、テロリストらに、自由に移動し

都合よく隠れるチャンスを与えた。このところフランス国内では、何度もテロ事件が起きてい

る。ニースでの事件に対し、テロリストに責任があることは言うまでもないし、疑いもない。

しかしフランス当局の政策自体も、この国の安全のレベルも、そしていくつかの宗教的また民

族的少数派も、テロリストが自由に行動できるような土壌を作り出しているのが現実である。」 

 

 続いてスプートニク記者は、International Security Observatory でテロリズムを専門にしてい

るスペインのスペシャリスト、ホセ・マリヤ・ヒル氏に意見を聞いた― 

 

   「シリアやイラクでの作戦を進めるため、国際レベルで調整を行う事が必要不可欠だ。これら

の国々で行われていることは、あらかじめ調整のなった軍事作戦を求めており、打ち合わせを

して理性的に行動することが必要なのだ。今回のようなテロは、組織的観点から見れば単純な

ものだが、巨大な効果を持っている。それらがどこで行われるか、欧州なのかロシアなのか、

それとも他の国々なのかは、重要ではない。脅威という点では一つであり、同じだ。テロリズ

ムと戦うためには、世界共同体がともに力を合わせる必要がある。」 

 

 このように述べたホセ・マリヤ・ヒル氏は「シリアやイラクでの紛争をうまく終わらせることが

できたとしても、それは、聖戦（ジハード）を掲げるテロの停止を意味しない」と指摘し、次のよ

うに続けた― 

 

   「聖戦を掲げるテロが、すでにイデオロギーであることを理解しなくてはならない。このイデ

オロギーは、インターネットを通じて広がっており、誰でもそれに関わることができるし、し

かるべく行動もできてしまう。それはたいへん複雑で難しい現象であり、それと戦うためには、

これまでのものに比べはるかに多くの努力と資源が必要となる。」 

 

 フランス国内でも、ジャーナリストらの中には「今回のような事件が起きた責任の一部は、当局

の反テロ政策の非効率性、特に先に導入された非常事態が役に立たなかった点にある」と見る向き

がある。スプートニク・フランスのインタビューに答えた左翼党のジョルジュ・クズマノヴィチ国

際問題及び国防担当書記は、まさにその点に触れている― 

 

   「非常事態令というのは、比較的、益のないものだ、この事は（風刺週刊誌を発行している）

シャルリー・エブド社襲撃事件の時から、定期的に確認されてきた。テログループあるいは彼

らの支部に対し必要な緊急措置を講ずるため数週間、当時導入したことには意味があっただろ
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うが、今は何の意味もない。その効果のないことが証明されている。」 

 

 ではどんな措置が、フランスにおけるテロリズムとの戦いにおいて効果的なのか、という問いに

対し、クズマノヴィチ書記は、次のように答えている- 

 

   「多くの効果的な措置がある。まず第一に、我々が常に提案してきたこと、つまり情報収集強

化の必要性だ。この事については、７月５日付けの議会報告の中でも述べられている。それ以

外に、ワッハーブ主義のイデオロギーを持つテロリストを援助している国々、つまりサウジア

ラビアやカタールに対し、またエルドアン大統領を通じて、ダーイシュと秘密で怪しげな関係

を今もまだ維持しているトルコに対して、明確で真剣な措置を講じることである。そしてさら

に、サラフィー派や自らの目標達成のためには暴力行為も辞さないグループの礼拝所に対し、

しかるべき措置をとり、わが国での彼らのプロパガンダを禁止する必要がある。」 

 

 http://sptnkne.ws/bFN9 

 

 

トルコ首相「クーデターの企て後、領空は完全に閉鎖」 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 09:26） 

 

© AFP 2016/ Adem Altan http://goo.gl/1AXWsn 

 

 トルコのユルドゥルム首相は、軍事クーデターの試みに関連して、国の領空は完全に閉鎖された

と伝えた。ユルドゥルム首相は、ＮＴＶテレビに出演した中で「国の領空は閉鎖された。トルコ軍

司令部の許可なく侵入した航空機はすべて撃墜されるだろう。我々は、空からも地上からも反撃す

る」と発言し、さらに次のように続けた― 

 

   「軍事クーデターに反対する群衆の中で、爆弾騒ぎを起こしている挑発者も若干おり、市民に

向け、爆弾を投げた輩もいる。」 

 

 http://sptnkne.ws/bFN3 

 

 

イスタンブール知事: 軍事クーデターの試み失敗 首謀者ら逮捕 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 09:53） 

 

 イスタンブールのシャヒン知事は、トルコにおける軍事クーデターの試みは失敗し、首謀者の逮

捕が始まったと述べた。シャヒン知事は、土曜日ＮＴＶテレビに出演し「軍事クーデターの試みは、

失敗に終わった。すでにクーデター首謀者の拘束と逮捕が始まっている」と伝えた。テレビ報道に

よれば、特に、ブルサ県の憲兵隊長が拘束されたとのことだ。マスコミ報道によれば、トルコでの

クーデターを率いたのは、軍検察官と 46 名の上級将校。クーデター失敗の報にも関わらず、最大都

市イスタンブールや首都アンカラでは、やはりまだ衝突が続いている。あちらこちらで爆発音や銃
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声が聞こえる。クーデターの試みがなされた際、衝突が起きたイスタンブールでは、犠牲者は６人

に達した。また多くの一般市民が負傷している。 

 

 http://sptnkne.ws/bFN6 

 

 

イタリア元外相「テロと闘うならプーチン氏との話にいちいちしかめっ面するな」 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 11:33） 

 

写真 http://goo.gl/ubTuip 

 

 フランコ・フラッティーニ元伊外相はスプートニクからの独占インタビューに答え、欧州がテロ

に対抗するには露米との共闘が不可欠との見解を表した。フラッティーニ氏はプーチン大統領のシ

リアでのイニシアチブに対しては満足の意を示している。 

 

   「これが国際社会の行動に背中を押した形となった。これで万人が理解したのだ。なんとして

もダーイシュ（ＩＳ）と闘わねばならない。それはダーイシュが発生した地、つまりシリアで

行わねばならないと。欧州は露米とともにナンバーワンの敵であるテロと闘わねばならない。

ロシアは我々の敵ではない。戦略的パートナーだ。もしテロと闘おうと思うならばプーチン氏

との話をするのにいちいち顔をしかめるのをやめるべきだ。ロシアと経済戦争をするのはもう

やめだ。テロという共通の敵を相手に一緒に戦わねばならないのだ。」 

 

 http://sptnkne.ws/bGhf 

 

 

日露に大損失、「鳩山邦夫さんは本当にロシアの事を分かっている人だった」 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 16:57） 

 

© AFP 2016/ Toshifumi Kitamura http://goo.gl/yXWckd 

 

 ６月 24 日、ロシアは長年日本との太いパイプ役となっていた日本の大事な友を失った。日本・ロ

シア協会会長の鳩山邦夫氏の死は露日関係に携わる人々に大きな衝撃を与えた。鳩山邦夫氏の逝去

を悼み、同協会で理事を務める佐藤賢明（サトウ・タカアキ）氏が特別にスプートニク通信に宛て、

追悼文を送ってくださった。佐藤氏は鳩山邦夫氏に近しい人間にしか書けない深い情のこもった文

章を書いてくださった。ご厚意に感謝し、ここに全文ご紹介します。 

 

 視覚障害者で日本ロシア協会理事佐藤賢明（サトウ・タカアキ）です。東京・青山葬儀場で今年

６月21日亡くなった鳩山邦夫日ロ協会会長を偲ぶ会が自民党と鳩山家の合同実行委員会主催で７月

12 日、行われました。以下、その時の事、思い出も含め、鳩山会長のことを書きます。なぜならば、

傍にいて働いた者の務と考えるからです。 

 私がまだ目が見えている頃、ロシアから代表団が来ました。都内のホテルの会議場で会いました。
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私が通訳していました。会議は終わり雑談に入る時でした。すると会長が突然「ミヤ・ザブート・

クニオ・ハトヤマ」（私の名前は鳩山邦夫です）と言われました。私は直分かりました。その発音

の正確さでした。日本人が会話集などでカタカナで練習したのとは違いました。ロシア側代表団は

大喜びでした。会長は続けて「大学に入り第二外国語にロシア語を選択しました、そこには現在Ｈ

大学で教えているＳ君も一緒でした。彼は良く出来ましたが・・・」。そうです、鳩山家ではロシ

アあるいはロシア語は特別の意味を持っていたのです。 

 あと一つ。奥様のエミリーさんの事です。日ロ協会の代表団でモスクワ大学に行きました。本部

の建物の前の階段の段数が多く高かったのです。当時、私の目は相当悪く成っていました。今でも

そうなのですが階段が一番怖いのです。するとエミリーさんが手を添えてくれました。その後、目

はますます悪く成り教えていた大学も辞めました。 

 それから数年後、毎年恒例の鳩山会館での桜の会に久しぶりに参加しました。目が見えないので

白杖をもって立っていると手が伸びてきて私をあるテーブルに導きました。そこではエミリーさん

が参加者に食べ物をお皿に盛って渡しているのでした。その作業のあいまに「佐藤さん、あなたは

私に対する義務を果たしていません」と言われ、私は「え・・！」、「モスクワで頼みました。日

本に帰ったらロシア語を勉強したいので、教えて下さいと」。正直私は忘れていました。その後何

回か桜の会がありましたが所用があり参加できませんでした。そこでこの偲ぶ会に一言でもと思い

ましたが、手を握るだけでやはりダメでした。本当に惜しい人、そしてロシアの事を分かっている

人を亡くしました。日ロ関係において大きな損失です。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhg 

 

 

トルコの軍事クーデター支持派、闘争続ける意向 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 18:16） 

 

© AP Photo/ Emrah Gurel http://goo.gl/XlddSp 

 

 トルコの軍事クーデター参加者らは闘争継続を宣言した。ロイターが伝えた。トルコ参謀本部広

報の住所からメディアに届いた電子メールに、その旨記載されていた。それによれば、軍事クーデ

ターの支持派は断固として現政権を支持するすべての人との戦いを継続する。クーデター支持派は

安全のため外出を控えるよう市民に呼びかけている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFST 

 

 

トルコ、クーデターの試みで約 200 人が死亡 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 18:01） 

 

© AP Photo/ Emrah Gurel http://goo.gl/E1L4YD 

 

 トルコで発生したクーデターの試みと暴動弾圧で約 200 人が死亡している。ロイター通信が報じ
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た。一部データによると、少なくとも 1,150 人が負傷した。参謀本部の発表によれば、死亡した 104

人の反乱勢力のうち、41 人が警察、２人が軍人、47 人が市民だった。トルコで 16 日未明、軍事ク

ーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と主張している。しかし、目撃者による

と、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFTy 

 

 

トルコ情勢、原油市場に悪影響を引き起こす恐れあり 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 16:54） 

 

© REUTERS/ Stringer http://goo.gl/7mrKUa 

 

 トルコで行われたクーデターの試みは世界の原油市場にマイナスの影響を与える可能性がある。

フィナンシャル・タイムズ紙が報じた。 

 

 「トルコは原油と天然ガスの供給の非常に重要な輸送ポイントだ。供給途絶の場合は原油市場に目

に見える影響が出る」という。 

 

 2013 年、トルコ経由で地中海に搬送された原油および石油製品の量は、一日あたり 290 万バレル

（世界の供給量の約 3％）に上っている。 

 

 トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と主張して

いる。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhk 

 

 

専門家ら、Mac にとって危険なウイルスを発見 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 17:07） 

 

© REUTERS/ Suzanne Plunkett http://goo.gl/0Dwi02 

 

 セキュリティ専門家らはハッカーらがコンピュータにアクセスし、自己の目的のためにそれを制

御することが可能になる対 Mac ウイルスを発見した。これは、ビットディフェンダーマルウェア対

策ラボの研究で報告された。ウイルスは、ファイル変換プログラムを装って設置されるもので、

Backdoor.MAC.Eleanor と呼ばれている。オペレーティングシステムＯＳ Ｘ搭載のラップトップがタ

ーゲット。 

 

 攻撃者は必要に応じて完全にデバイスをロックすることができる。この場合、Mac は既に他のコン

ピュータを攻撃するために使用することができる。専門家は信頼できないソースからソフトウェア
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をインストールすることを控え、開発者から承認されていないソフトウェアを使用しないようにす

る制限を Mac に設定するよう勧めている。 

 

 先に伝えられたところによると、ロシア企業「タイタン情報サービス」は、ｉＯＳや macOS Sierra

向け秘書機能アプリケーションソフトウェアである Siri（シリ）のライバルとなるソフト、その名

は SVA (Speereo Voice Assistant)を開発した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhm 

 

 

安倍首相、北朝鮮に対する圧力を強化するよう呼びかけ 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 17:40） 

 

© REUTERS/ Toru Hanai http://goo.gl/KNdVEp 

 

 日本の安倍首相はウランバートルで開催中のフォーラム「アジア・ヨーロッパ」（ＡＳＥＭ）サ

ミットで、核兵器を放棄させるため北朝鮮への圧力を高めるよう呼びかけた。「非核化に向けた具

体的な行動をとるよう北朝鮮を強制するには、国連安全保障理事会の決議に厳密に従い、北朝鮮に

対する圧力を強化することが重要だ」。共同通信が伝えた。先に報道されたように、９日、北朝鮮

は潜水艦から弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）の発射を行った。 

 

 http://sptnkne.ws/bFUa 

 

 

ニースの悲劇：なぜ欧州はロシアの体験を借用したくないのか？ 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 18:59 タチヤナ・フロニ） 

 

© Sputnik/ Tatiana Khlon http://goo.gl/iPwYCG 

 

 14 日夜、南仏の高級リゾート地ニースで発生した事件を、世界中の人達は、恐怖の悲劇として受

け止めた。フランスではここ最近、テロ事件が続いている。まずテロリストらは風刺雑誌シャルリ

ー・エブド編集部を襲い、その後、パリ市内のいくつかの場所で同時にテロを行った。フランス当

局は各事件の後、毎回安全措置を強化すると約束したが、今回の事件から判断しても、彼らの努力

は、しかるべき成果を収めていない。 

 

 こうした悲劇が繰り返されるのはどうしてなのか、なぜしかるべき時に阻止できないのか？ こ

うしたスプートニク記者の問いに、ロシアを代表する対テロ対策部隊「アリファ」の元隊員達をま

とめた国際組織の副責任者アレクセイ・フィラトフ氏は、次のように答えてくれた― 

 

 「新たなテロが準備されているという情報が、絶えず届いている。今日、そうした悪事に手を染め

ようとしている人々の数は、かなり多い。現在のテロは、その規模において、例えば、2011 年に米
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国で起きた同時多発テロのようなものではない。現在テロは基本的に、一人きり、あるいは３人か

ら５人の小さなグループで行われる。それゆえ、彼らの準備を追跡するのはかなり困難だ。ここで

思い起こす必要があるのは、テロリストというのは、単なる実行犯に過ぎないという点だ。テロを

準備し計画し、金銭的に援助した人々は、おそらく、ダーイシュ（ＩＳ、イスラム国）に近い人達

だろう。それゆえ、まず第一に立ち向かうべき相手は、テロ事件の結果ではなく、その原因である。

敵の領域に行って、そこで戦うことが必要だ。どこかの国の市民が、マインドコントロールされ自

爆ベルトをして出かけて行って、自爆する、そのための諸条件が作り出されないようにしなくては

ならない。 

 

 世界は、テロリストらと戦争状態にある。単独ではなく、調整され一つにまとめられた国際的な

努力によってテロリズムと戦う必要がある。ロシアは絶えず、そのことをずっと呼び掛けているが、

残念ながら、テロリズムとの戦いにおける協同行動は、現在、政治状況に直接左右されており、決

して好ましい状態にはない。 

 

 この２年、我々の協同行動は、何倍にも縮小してしまった。こうした状況は、私に 2000 年代に入

ったばかりの頃を思い起こさせる。あの頃、ロシアは、カフカスで反テロ作戦を行っていた。ロシ

アは、チェチェンやダゲスタンそしてイングーシ共和国領内で、当時何百人ものサウジアラビアや

パレスチナ出身者で、ただ群れを成しカフカスを徘徊していた外国の密使らを殲滅した。 

 

 それに対し世界共同体は、我々に対し、彼らこそ全く本物のテロリストであるのに、その明白な

事実に目をつぶり、我々が自国民と戦っていると非難した。そしてツインタワービルが米国で倒壊

した後やっと、そのレトリックが変わった。米国人達は、ロシアにやってきて、自分達は立場を見

直したと言い出したのだ。 彼らは、テロリズムといった国際的な悪が実際に存在しているようだ

と認めた。その時初めて、いかに効果的に力を合わせ、彼らと戦うべきかという問題が話し合われ

るようになったのだ。結局我々は状況を解決し、ロシアにおけるテロの危険のレベルは、その後か

なり低くなった。 

 

 しかし今日、テロリズムとの戦いにおいて、力を一つに結集することに向けた我々の交流のレベ

ルは、最も低い段階にある。これは、悲しむべきことだ。何らかのコンタクトはあるが、それらは、

５年前に存在していたものの何分の一にしか過ぎない。その結果、何の罪もない人達が苦しむこと

となっているのである。」 

 

 http://sptnkne.ws/bGhr 

 

 

ダーイシュ（ＩＳ）、ニースのテロにつき犯行声明 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 19:24） 

 

© AFP 2016/ Valery Hache http://goo.gl/kKWZMQ 

 

 84 人が死亡したニースのテロ事件の犯行声明をダーイシュ（ＩＳ）が出した。同組織系の刊行物
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をもとにＡＰが伝えた。これまではどこからも犯行声明が出ておらず、テロ犯の運転手とイスラム

過激派の関係も不明だった。ニースで７月 14 日夕方、フランス革命記念日の花火を見にプロムナー

ド・デ・ザングレに集まった群衆にトラックが突っ込んだ。犯人はまた、発砲も行った。84 人が犠

牲となり、100 人以上が負傷した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhv 

 

 

トルコ当局 騒乱が再び起こる可能性を警告 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 19:53） 

 

© REUTERS/ Tumay Berkin http://goo.gl/Q2ojuz 

 

 「トルコでは、クーデターの試みにより呼び起こされた騒乱が再び起こる可能性がある」－トルコ

大統領の公式ツイッターの中で発表されたメッセージの中では、そう述べられている。メッセージ

は、トルコ市民に対し、街頭に出ないよう求め、二度目の政権奪取の試みに向けた準備がなされて

いると警告している。トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下

にある」と主張している。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFVZ 

 

 

テロにあったニースの市長、スプートニクのインタビューで悲劇について語る 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 02:40） 

 

© AFP 2016/ Valery Hache http://goo.gl/kcQim2 

 

 スプートニクの独占インタビューでニースのフィリップ・プラダル市長が悲劇について語った。

「眠ることができた市民は、今朝、大きな失望のうちに目が覚めた。被害者や近しい人の悲しみ。

この町は震撼させられたが、この夜、自分たちをだめにさせない努力と結束を示した。我々は死者

を悼み、喪に服しているが、しかし結束している」と市長。 

 

 スプートニク：あなたの前任者、クリスチャン・エストロジ氏は、市当局がテロとの闘いを弱め

ているとの非難をした。市当局に何を求めるか？ 

 

 プラダル市長：「私たちは喪に服しているが、疑問は残る。ニースは長らく国家警察の欠如を感

じており、定員が充足したことはかつてなかった。私たちは国境地域に住んでおり、危険な観光地

にある。住民を保護するために必要な国家警察の戦力を保持する権利があると信ずる。」 

 

 スプートニク：ニース市はサウジアラビアによるモスクへの資金投与に同意しなかった。外国の

資金が南フランスの若者の過激化に寄与すると思うか？ 
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 プラダル市長：「状況はそれほど単純ではない。ここが過激化の土俵にならないことを願ってい

る。宗派に関わらず、宗教施設での教育を保障することは、共和国の原則にかなっていたと思う。

しかし、世俗主義と共和国の原則にあまり忠実とはいえない外国による資金援助がその最良の方法

であるとは思わない。」 

 

 http://sptnkne.ws/bGhw 

 

 

鳩山元首相「北朝鮮はアジア太平洋地域における主要な問題」 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 20:36） 

 

© AFP 2016/ Yoshikazu Tsuno http://goo.gl/MDEGlU 

 

 北朝鮮はアジア太平洋地域における主要な問題である。鳩山由紀夫元首相が述べた。「北朝鮮は

現時点でアジア太平洋地域における主要な問題だ」。清華大学で開かれた第 5 回世界平和フォーラ

ムで語った。 

 

 朝鮮半島情勢は北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射で今年悪化を見せた。国連安全保障理事会の

制裁や敵の脅威にもかかわらず、北朝鮮は米国から脅威を感じなくなるまで核とミサイル開発を放

棄するつもりはないとしている。南シナ海問題における仲裁裁判所の決定について鳩山由紀夫は、

紛争当事者間の対話が状況を解決する方法であると述べた。ハーグの国際仲裁裁判所は 12 日、中国

による主権侵害に関するフィリピンの訴えを肯定する決定を採択した。この決定はフィリピンに有

利なものだった。 

 

 http://sptnkne.ws/bFXN 

 

 

クーデター支持派 トルコ艦隊司令官が乗ったフリゲート艦を奪う 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 21:45） 

 

© 写真: Jorge Guerra Moreno http://goo.gl/GbmbbF 

 

 トルコのクーデター支持派は、フリゲート軍艦を奪い、乗っていたトルコ艦隊司令官を人質にし

た。ＣＮＮチュルクが伝えた。フリゲート艦が奪われたのは、マルマラ海に面するゲリジュク基地

だ。先にトルコ当局は、政権奪取の試みが再燃する可能性があると警告していた。トルコで 16 日未

明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と主張している。しかし、目

撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFWZ 
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トルコ、反乱参加者 2800 人以上が拘留 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 20:55） 

 

© AFP 2016/ Bulent Kilic http://goo.gl/ur52IQ 

 

 クーデターの試みに参加した軍人が 2839 人拘留されている。ユルドゥルム首相がテレビ演説で述

べた。英ガーディアンが報じた。クーデター参加者は国内法に基づき厳正に処罰される。クーデタ

ーでは約200人が死亡したと報じられている。トルコで16日未明、軍事クーデターの試みがあった。

当局は「状況は制御下にある」と主張している。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けて

いる。 

 

 http://sptnkne.ws/bGdt 

 

 

中国、南シナ海に海上原子力発電所を建設する計画 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 21:15） 

 

© Flickr/ Andy Rudorfer http://goo.gl/Dw7KsZ 

 

 中国は南シナ海の係争諸島付近に海上原子力発電所を建設する。中国国営の原子力エネルギー企

業の発表をグローバル・タイムズ紙が伝えた。同社は中国のソーシャルメディア WeChat で計画を発

表したという。 

 

 海上原子力発電所は係争諸島に安定した電力を供給し、海水の脱塩問題解決の一助になるという。

「原発２基の支援によりユンシンおよびユンシュの両島は南シナ海における２隻の空母のようにな

り、それで米国の空母艦隊に対し中国が軍事優位に立つ」という。 

 

 すでにこのメッセージは企業アカウントから削除されているが、原子力発電所の建設計画は以前

にも確認されているという。先に伝えられたところによると、新たに当選した鹿児島県知事は、現

時点、日本で唯一稼動している九州電力川内原子力発電所（同県薩摩川内市）の一時停止を求める

意向だ。 

 

 http://sptnkne.ws/bFXQ 

 

 

トルコ国民 死刑復活を要求 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 21:35） 

 

© Flickr/ Global Panorama http://goo.gl/i766tC 

 

 トルコ当局が死刑の復活を提案した後、ツイッターでは「私は死刑復活を欲する」という意味の
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ハッシュタグ#Idamistiyorum が支持を受けている。そうしたやり方でユーザー達は、国家クーデタ

ーを企てた首謀者を厳罰に処することに支持を表明している。現時点で、このハッシュタグは、２

万回以上使われた。 

 

 先にトルコの複数のマスメディアは、トルコ当局が、クーデターの試みがあった後、死刑復活を

提案したと報じていた。トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御

下にある」と主張している。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFY3 

 

 

米国 9.11 同時多発テロ報告書の極秘ページ公開（写真） 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 21:55） 

 

© AP Photo/ Gene Boyars http://goo.gl/ZoRKKr 

 

 米国当局は、2001 年９月 11 日に起きた同時多発テロに関する報告書の、これまで極秘となってい

た 28 ページを公開した。文書は、米議会下院付属情報特別委員会のサイト上に掲載された。 

 

 先に米国の複数のマスコミは、2002 年付けのテロ調査に関する委員会報告の中に、機密扱いとな

った 28 ページがあり、そこでは、サウジアラビアの公的人物がテロリストらを支援していたことが

述べられている可能性があると報じていた。報告書のテキストの中では、テロリストらとサウジア

ラビア当局代表者との間に関係があった可能性について述べられているが、報告書では、いかなる

証明もなされていない。 

 

28 ページからなる報告書の１ページ目 http://goo.gl/KVj4jN 

 

 2001 年９月 11 日、国際テロ組織「アルカイダ」のテロリストらは、旅客機数機をハイジャックし、

それらをニューヨークの世界貿易センタービル、そしてワシントンの国防総省に向かわせ、建物に

突っ込ませた。この前代未聞の攻撃による犠牲者は、３千人に上った。 

 

 http://sptnkne.ws/bGh5 

 

 

トルコでのクーデター首謀者らの名前明らかに（写真） 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 03:27） 

 

© REUTERS/ Tumay Berkin http://goo.gl/wVu5Hm 

 

 トルコの複数のマスコミ報道によれば、政府は、クーデターを主に指導したのはアクィン・オズ

チュルク将軍だとみなしている。彼は、最高軍評議会のメンバーで、トルコ軍司令官を務めた経験
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のある人物だ。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/gN2Iw6 

 

 オズトゥルク将軍は、2013 年から 2015 年までトルコ空軍司令官を務めた。クーデターの副官と見

られているのは、メティン・イゥイルディル中将である。これら首謀者が現在どこにいるのかは、

今のところ分かっていない。先にトルコ当局は、クーデターに参加した兵士や高級将校を含め 2,839

人が逮捕されたと発表している。トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状

況は制御下にある」と主張している。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGdk 

 

 

クーデター支持派に対する作戦終了 拘束された兵士ら「クーデターを演習と受け止めていた」 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 23:00） 

 

© REUTERS/ Murad Sezer http://goo.gl/mts0bY 

 

 トルコ軍は、軍参謀本部の建物付近で展開していたクーデター支持派に対する作戦を終了した。

土曜日、ＣＮＮチュルクが伝えた。軍関係筋の情報では、拘束された者達の中には、トルコ軍の上

級将校 13 人も含まれている。参謀本部の建物内では、捜索活動が行われている。 

 

 一方、クーデターの試みに参加した兵士達は尋問で「すべての出来事は初め、通常の演習である

と受け止めていた」と答えている。新聞は、ある兵士の「初めは単に演習としてすべてを受け止め

ていた。しかし相手が戦車に乗ってやってくるようになって、すべてを理解した」との言葉を引用

し伝えた。トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と

主張している。 

 

 http://sptnkne.ws/bGdr 

 

 

トルコの米空軍基地 停電 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 00:25） 

 

© Flickr/ U.S. Department of Defense http://goo.gl/lZUEPR 

 

 ＮＡＴＯ諸国の航空機も置かれているトルコ軍のインジルリク空軍基地は、現地当局により、封

鎖され、電気の供給も止められている。テレビＣＮＮチュルクは、米国の外交筋からの情報として

次のように伝えた― 

 

   「駐トルコ米国領事館の情報では、現地当局は、インジルリク空軍基地への出入りを禁じ、基
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地内への電気の供給もストップさせた。米領事部は、米国市民に対し、正常な体制に戻るまで

基地を訪れないよう呼び掛けている。」 

 

 トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と主張して

いる。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFZ5 

 

 

トルコ在住日本人に外出しないよう勧告がなされる 

（スプートニク 2016 年 07 月 16 日 23:18） 

 

© Sputnik/ Grigory Sisoev http://goo.gl/6zaInr 

 

 トルコで活動する日本企業は、同国で国家クーデターの試みがなされたことに関連し、自分達の

社員に関する情報を集め、彼らに家にとどまり、外出しないよう勧告している。 

 

 電気メーカーＩＨＩは、社員 100 人全員が安全な場所にいることを確認し、家にとどまるよう指

示した。またオフィスをイスタンブールに置く三菱重工業は、全社員に対し、特別必要な場合を除

き外出しないよう指示している。自動車メーカーではトヨタが、トルコ北西部に工場を持っている

が、社員の居場所などについての情報を集め安否を確認している。同じくトルコ北西部に組み立て

工場があるホンダも、情報収集に努めている最中だ。バス・トラックメーカーのいすゞも、社員に

対し、家から出ないよう求めている。 

 

 商社関係では伊藤忠が、社員すべての安全を確認できたことを明らかにし、家から外に出ないよ

う指示を出した。住友や丸紅も、全社員が無事であるとし、今後の措置を検討中だ。三菱は現在、

社員の居場所を確認する作業を続けている。トルコ国内には全部で、およそ２千人の日本人が居住

している。なお土曜日、日本発イスタンブール行きのすべての空の便は欠航となった。トルコで 16

日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と主張している。しかし、

目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bFZT 

 

 

トルコ大統領 イスタンブールから何処ともなく飛び去る 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 00:41） 

 

© AFP 2016/ Adem Altan http://goo.gl/2eKmep 

 

 今日、トルコのエルドアン大統領は、イスタンブールから別の場所に飛び立った。テレビ「アル

ジャジーラ」が伝えた。テレビ報道によれば、大統領を乗せた特別機は、イスタンブールのアタチ
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ュルク国際空港から飛び立ったが、行く先は明らかではない。大統領の居場所について、トルコ当

局からの公式の確認情報は届いていない。トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当

局は「状況は制御下にある」と主張している。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けてい

る。 

 

 http://sptnkne.ws/bGaf 

 

 

フランスをテロから守るには？フランスの政治家、スプートニクのインタビューに応じる 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 01:58） 

 

© REUTERS/ Pascal Rossignol 1/2 http://goo.gl/i26EzH 

 

 ニースの悲劇は世界の多くの国の人々に警戒心を起こさせた。しかし、誰より激しいショックを

受けたのは、フランス人自身だ。スプートニクのインタビューに応じたフランスの政治家や社会活

動家らの、テロに対する意見や、どうすればフランスにおけるテロの問題を解決できるかについて

の考えをまとめた。最初の一つは、ニーステロのわずか数時間後に取材に応じたニース在住で国民

戦線プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール評議会メンバーのフィリップ・ヴァルドン氏の発言。 

 

   「もちろん、ニースは、ジハーディストらに加わるためイラクとシリアに渡る人らの出発点の

一つである。ここにはこの 10 年間、つまり比較的最近登場したイスラム主義の中心地がある。

またここでは「兄弟」運動、つまりムスリム同胞団系のフランスイスラム団体連盟が非常に強

く、街に根付いている。イスラム過激派はニースでは非常に強いのだ。」  

 

   「残念ながら、事の主要な原因は、わが国が、すぐ隣に住み、好きな時に攻撃を決めるような、

内側からの破壊が非常にやりやすい国であるということにある。今回もどうやらそうしてテロ

が行われたのだ。」 

 

 しかしフランスモスク連合会長モハメッド・ムサウイ氏は、すべての悪がイスラムからくるとい

うことに同意していない。ニースのテロ実行者は本当のイスラム教徒ではない。単にイスラム教を

人類憎悪イデオロギーの隠れ蓑にしていたのだ。 

 

   「犯人はモスクに通っておらず、行くとしてもたまたまのことだった。もちろんだからといっ

て、ダーイシュ（ＩＳ）のレトリックやプロパガンダから若者を全力で守るというイスラム教

組織の義務が解かれるわけではない。」 

 

 しかし、今フランスを揺るがしている主要な問題は、テロの原因ではなく、どのように将来この

ような悲劇が再発することを防ぐかということだ。最近ではフランスはあまりにも頻繁にテロリス

トのターゲットになっている。３区選出の社会党議員エソンヌ・ミシェル・プゾール氏は、欧州各

国の諜報機関の最早期協力を訴える。 
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   「根本的かつこれまでより遥かに真剣に協力を強化し、同様に、当然のことながら、欧州国境

の「浸透性」概念を再考すべきだ。それがテロの直接の原因ではなかったとしてもだ。」 

 

 フランスの民主・中道連合党議員イヴ・ポッツォ・ディボルゴ氏も同意見だ。テロに効果的に対

処するために、フランスは国際レベルでの活動を調整するべきときだという。 

 

   「ユーロポールと欧州司法機構は連邦的構造であるべきであるが、今は全くそうなっていず、

ゆえに無力だ。米国の諜報機関、強力な諜報機関があるマグレブ諸国、ロシア当局と協力する

ことが必要だ。ロシアは信じがたいほど効果的にテロリストと戦っている。テロとの闘いは最

重要課題であり現状より遥かに強い国際的連帯が必要だ。」 

 

 ディボルゴ氏はまた、悲劇に関連して、ＮＡＴＯ事務局長イェンス・ストルテンベルグ氏がフラ

ンス国民との連帯を宣言したことに厳しく反応した。 

 

   「言葉は嬉しいが、問題は、ロシアと戦うことよりも、テロとの闘いに集中する方が良い、と

いうことだ。 ＮＡＴＯは次のことを理解しておく必要がある。ロシア当局は、最大の、とは言

わないが、我々の重要な同盟国であり、最重要課題はロシアに対する神聖同盟の結成でなく、

ダーイシュとの闘いなのだ。」 

 

 http://sptnkne.ws/bGcA 

 

 

米国 トルコの領空閉鎖により「ダーイシュ」への空爆を一時停止 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 00:27） 

 

© AP Photo/ Emrah Gurel http://goo.gl/Ad1Rmm 

 

 ＡＦＰの報道によれば、米国は、トルコが領空を閉鎖した事に関連して、テログループ「ダーイ

シュ（ＩＳ、イスラム国）」に対する空爆を一時中止した。先に伝えられたところによると、ＮＡ

ＴＯ諸国の航空機も置かれているトルコ軍のインジルリク空軍基地は、封鎖され、電気の供給も止

められている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGaB 

 

 

トルコでのクーデター首謀の容疑者が逮捕 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 03:28） 

 

© 写真: Youtube/ Teskilat TV http://goo.gl/iOx2v0 

 

 トルコのクーデターの首謀容疑者であるアクィン・オズトゥルク将軍が逮捕された。トルコのサ
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バハ紙が報じた。先に伝えられたところによると、政府は、クーデターを主に指導したのはアクィ

ン・オズトゥルク将軍だとみなしている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGbS 

 

 

トルコ軍参謀総長 クーデター派により結婚式で人質に 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 01:34） 

 

© REUTERS/ Reuters TV http://goo.gl/hPeZDH 

 

 トルコ軍のアビディン・ウナル参謀総長が、クーデター派の軍人により人質にされたのは、彼の

部下の娘の結婚式の最中だった。参謀総長は、イスタンブールで催されたメフメト・シャムヴェル

将軍の娘の結婚式に賓客として招かれていた。その時、クーデター派の軍人を乗せた５機のヘリコ

プターが、結婚式の会場に突然着陸、その後、反乱軍人らは発砲し、ウナル参謀総長、シャムヴェ

ル将軍及び、式に列席していた他の将校らを誘拐した。リア-ノーヴォスチ通信が、トルコのマスコ

ミ報道を引用して伝えた。 

 

 エルドアン政権を支持する軍部隊は、参謀総長らの解放に向け努力を続けているが、現在に至る

まで、彼らは反乱軍の手中にある。トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状

況は制御下にある」と主張している。しかし、目撃者によると、反乱軍は攻撃を続けている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhC 

 

 

トルコ閣僚 クーデター未遂事件は米国が企てたものと非難 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 04:21） 

 

© REUTERS/ Murad Sezer http://goo.gl/pBkpMG 

 

 トルコのスレイマン・ソイルズ労働・社会保障相は、今回のクーデターを組織した真犯人の名を

挙げた。同大臣は、トルコにおけるクーデター組織の企ての裏には、米国当局がいるとの見方を示

した。 

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

 

 トルコで 16 日未明、軍事クーデターの試みがあった。当局は「状況は制御下にある」と主張して

いる。 

 

 http://sptnkne.ws/bGeq 
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チェルノブイリ立入禁止区域で火災発生 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 06:10） 

 

© Sputnik/ Alexei Furman http://goo.gl/wvb6Hz 

 

 チェルノブイリ原発の立ち入り禁止区域で火事の消火作業が続いている。ウクライナ国家非常事

態庁が明らかにした。火災はおよそ 15 ヘクタールを焼きつくした。ウクライナ政府の発表では、同

区域の放射能レベルの上昇はない。 

 

 http://sptnkne.ws/bGfF 

 

 

アンカラ市長、クーデターの試みにロシアの Su-24 を撃墜したパイロットが参加していたと発表 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 07:47） 

 

© Sputnik/ Alexander Vilf http://goo.gl/FbLzN7 

 

 ロシアの Su-24 を撃墜したパイロットがトルコのクーデターの試みに参加していた。アンカラ市

長メリヒ・ゲクチェク氏が述べた。クムヒュリエットが伝えた。先にトルコ軍参謀総長代行はクー

デターの試みの首謀者は空軍兵らであるとしていた。トルコ軍は７月 15 日に政権掌握を宣言、ボス

ポラス海峡の通過をブロックし、警察の武装解除を試みた。のち当局は鎮圧と全国のクーデター支

持者 1,500 人の逮捕を宣言した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhp 

 

 

「ロシアと米国はトンネルで結ばれるべき」との提案が出される 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 08:41） 

 

© REUTERS/ Kacper Pempel http://goo.gl/YE9SLN 

 

 ロシアと米国はトンネルで結ばれる必要がある。1969 年から 1981 年まで連邦議会の上院でアラス

カ州を代表していたマイケル・グレイヴェル氏が述べた。氏によると、チュクチとアラスカの間に

ベーリング海峡の下を通る地下回廊を建設することは1994年以来英仏を結んでいるイギリス海峡の

建設よりは簡単である。 

 

 地下ルートの長さは約 80 キロになり、ゆくゆくはその上に鉄道が建設され、磁気浮遊列車がカナ

ダとロシアをアラスカ経由で接続するだろうとのこと。元上院議員は、プロジェクトには 30～50 年

がかかるだろうという。環境保護家らの努力により長年アラスカの資源は「しかるべき形で」開発

されていないため、トンネルの利用は顕著な経済的利益を両方の国にもたらすという。先に伝えら

れたところによると、スイスのアルプス山麓で１７年に及ぶ建設工事を経て、世界最長の鉄道トン
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ネル「ゴッタルドトンネル」が開通。 

 

 http://sptnkne.ws/bGhD 

 

 

投降したトルコ兵、公開鞭打ちされる（写真） 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 10:45） 

 

© REUTERS/ Yagiz Karahan http://goo.gl/oviyLY 

 

 エルドアン大統領支持派はボスポラス橋で投降した反乱軍を攻撃した。現場写真がツイッターな

どのソーシャルメディアに掲載された。写真にはクーデター参加者がベルトで打たれている様子、

人々が戦車に乗りセルフィを撮っている様子が写されている。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/wx4mtN 

 

 最新のデータによると、トルコの兵士の一部が行ったクーデターの試みの結果 161 人が死亡、約

1,400 人が負傷した。軍人 2,800 人が拘束されている。 

 

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

 

 http://sptnkne.ws/bGhE 

 

 

トルコのクーデター：兵士らは故意に戦車で人をひいた（動画） 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 13:28） 

 

© REUTERS/ Reuters http://goo.gl/Rz7gXo 

 

 インターネットに新しい戦車の動画が掲載された。制止しようとする人々を戦車がひく様子が写

っている。被害者は重傷を負い、数人がその場で死亡した。 

 

 目撃者によれば、戦車は故意に人をひき、兵士は空でなく、すぐに人々に発砲したという。現時

点で反乱軍を除外するとトルコの軍事クーデターでは 161 人が死亡、1440 人が負傷したと報じられ

ている。 

 

 動画 https://youtu.be/NQSpZY02Mqo 

 

 http://sptnkne.ws/bGpC 
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ニーステロ事件 テロリストは攻撃の前に幸福だと伝えていた 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 15:49） 

 

© REUTERS/ Amit Dave http://goo.gl/phLXGi 

 

 仏ニースで 85 人を殺害したテロリストは、攻撃の前に自身の家族に自分は幸福だとするメッセー

ジを書いていた。テロリストの兄が伝えた。先にマスコミは、テロリストがうつ病に苦しんでいた、

薬物を使用していた、または経済的困難に陥っていた、妻との離婚を気に病んでいたと報じた。警

察は、テロリストの元妻から事情を聴いている。 

 

 ニースで７月 14 日夕方、フランス革命記念日の花火を見にプロムナード・デ・ザングレに集まっ

た群衆にトラックが突っ込んだ。犯人はまた、発砲も行った。85 人が犠牲となり、100 人以上が負

傷した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGpH 

 

 

米国の痕跡：米軍基地の軍人らがトルコ軍事クーデターに参加 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 19:13） 

 

© AFP 2016/ OZAN KOSE http://goo.gl/N433j5 

 

 トルコのチャヴシオール外相は、同国で発生したクーデターの試みに、トルコ南部インジルリク

の米空軍基地の軍人らが関与したと発表した。空軍基地でのクーデター鎮圧作戦で、クーデターに

参加した複数の軍人が拘束された。なおチャヴシオール外相は、基地は業務を続けていると指摘し

た。インジルリクは、米国の軍事基地で、米空軍とトルコ空軍が使用している。なお先に伝えられ

たところによると、ＮＡＴＯ諸国の航空機も置かれているトルコ軍のインジルリク空軍基地は、現

地当局により、封鎖され、電気の供給も止められている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGkB 

 

 

トルコ 当局は全土の制御を取り戻し、残りの複数の反乱勢力による脅威はない 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 19:14） 

 

© AP Photo/ AP http://goo.gl/4ieSUO 

 

 トルコ当局は、自国全土の制御を取り戻した。残りの複数の反乱勢力による脅威はない。ロイタ

ー通信が、トルコ治安機関筋の情報として伝えた。クーデターの試みに関与した複数の軍人らは今

も逃亡中だが、当局は近いうちにも彼らは拘束されるとの見方を示している。息筋によると、当局

に降伏しなかった反乱者らはイスタンブールにいるという。なお先に伝えられたところによると、
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NATO 諸国の航空機も置かれているトルコ軍のインジルリク空軍基地は、現地当局により、封鎖され、

電気の供給も止められている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGnK 

 

 

エレバンで警察署が占拠される：アルメニア当局、蜂起の始まりとの説を否定 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 19:25） 

 

© Sputnik/ Kirill Kallinikov http://goo.gl/2cSuS0 

 

 アルメニア国家安全保障局は武装蜂起の試みに関する情報を否定している。17 日、ポータル「ノ

ーヴォスチ・アルメニア」が報じた。武装蜂起が始まり、いくつかの警察付属建物が占拠された、

とのソーシャルメディア上の流言を国家安全保障局が虚偽のものと断じた。 

 

 これに先立ち、同日、武装グループがエレバンの警察署を占拠した。アルメニア当局もこれを確

認した。犯人らはカラバフ紛争に参加した過激派野党戦線「新アルメニア」リーダーのジライル・

セフィリャン氏の解放を要求した。 

 

 これにより１人が死亡、数人が負傷している。先に伝えられたところによると、トルコで 16 日未

明、軍事クーデターの試みがあった。 

 

 http://sptnkne.ws/bGpQ 

 

 

プーチン大統領 エルドアン大統領にトルコの秩序と安定の回復を願う 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 20:27） 

 

© Sputnik/ Alexei Druzhinin http://goo.gl/DP7Bkn 

 

 ロシアのプーチン大統領は、トルコのエルドアン大統領と電話会談し、トルコで起きたクーデタ

ーの試みによる犠牲者に哀悼の意を表し、トルコの秩序と安定の回復を願った。ロシア大統領府広

報部が発表した。 

 

 プーチン大統領とエルドアン大統領の電話会談は、ロシア側のイニシアチブで実施された。プー

チン大統領は電話会談で、違憲行為と暴力は国の活動の中で許しがたいものであるというロシアの

原則的な立場を強調した。 

 

 またプーチン大統領は、トルコが同国に滞在するロシア人観光客の安全を確保することに期待を

表した。エルドアン大統領は、そのために必要な措置を全て講じると約束した。 
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 また両首脳は、近いうちに会談を行うという合意も確認した。なお先に伝えられたところによる

と、トルコ当局は、自国全土の制御を取り戻した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGzc 

 

 

バングラデシュ警察、ダッカのテロとの関連で大学の副学長を拘束 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 20:51） 

 

© AP Photo/ http://goo.gl/XErd1S 

 

 バングラデシュ警察は 17 日、邦人７人を含む 22 人が死亡したダッカにおけるテロの捜査で、「南

北大学」のギアズ・ウッディン・アフサン副学長を拘束した。あわせて同氏の甥と、氏の住む家の

大家が逮捕された。テロ参加者が５月中旬にこの家に部屋を借りていたことが原因となっている。 

 

 部屋からは砂入りの段ボール箱が発見された。警察はこれを手榴弾の運搬に用いられたものと見

ている。テロ参加者の少なくとも５人が６月上旬ここに住みつき、テロの最終案を策定したと見ら

れている。 

 

 先に伝えられたところによると、バングラデシュの首都ダッカのレストランで 20 人が死亡したテ

ロの実行犯は、高度な教育を受けた裕福な家庭の出身者たちだった。 

 

 http://sptnkne.ws/bGze 

 

 

エルドアン大統領、トルコの軍事クーデターの試みに参加した者らへの死刑の実施を排除せず 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 21:34） 

 

© AFP 2016/ STR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE http://goo.gl/DJXPaU 

 

 軍事クーデターの試みがあったこととの関連で、トルコ憲法に死刑が復活する可能性がある。ト

ルコのエルドアン大統領が述べた。「民主主義では民衆の要求を無視することはできない。それは

あなたの権利だ。 

 

 それは決定権を有する関係当局によって憲法プロセスの枠組みの中で評価される」イスタンブー

ルで行われたクーデター犠牲者の葬儀で「死刑を！」と唱える群衆に答えて大統領が述べた。トル

コで 15 日夜、一部の軍人が軍事クーデターを試みたが、失敗に終わった。 

 

 http://sptnkne.ws/bGrn 
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米国 韓国ジャーナリストらにＴＨＡＡＤ視察を初めて許可へ 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 22:50） 

 

© 写真: U.S. Missile Defense Agency http://goo.gl/HvCVad 

 

 米国は、朝鮮半島に配備するミサイル防衛複合体ＴＨＡＡＤに対する韓国社会の懸念を払拭する

ため、韓国のジャーナリストらのグアム米軍基地訪問を許可し、ＴＨＡＡＤをデモンストレーショ

ンする。韓国軍消息筋は、「米国は当初、このような複合体が８ヵ国以上に配置されているにもか

かわらず、軍事基地に関係のない民間人を施設に入れたことは一度もないと強調した。だが、米国

は今回、ＴＨＡＡＤが人間の健康あるいは環境への脅威とはならないことを示すために例外を設け

ることに決めた」と語った。聯合ニュースが報じた。米国防総省は７日、米韓は朝鮮民主主義人民

共和国からの脅威に対抗するために韓国領内への米ミサイル防衛システム ＴＨＡＡＤの配備に合

意したことを明らかにした。 

 

 http://sptnkne.ws/bGzf 

 

 

墜落エジプト航空А320 ボイスレコーダーに「火災」という言葉が記録されていた 

（スプートニク 2016 年 07 月 17 日 23:51） 

 

© REUTERS/ Kevin Cleynhens http://goo.gl/aGT2NB 

 

 ５月に墜落したエジプト航空Ａ320 型機の事故調査委員会は、ボイスレコーダーの解析作業で専門

家らが「火災」という言葉を耳にしたと発表した。ＢＢＣが報じた。委員会の声明では、次のよう

に述べられている― 

 

   「委員会はボイスレコーダーのデータを受け取り、事故直前のコックピットでの会話を聞いた。

記録の中では『火災』という言葉が述べられていた。」 

 

 先に伝えられたところによると、民間航空安全調査・分析ビューローの専門家らは、墜落したエ

ジプト航空機А320 型機の機内に煙が発生していたことを確認した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGzg 

 

 

仏外務省 「ダーイシュ」との戦いにおけるトルコの役割を疑問視 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 01:27） 

 

© AFP 2016/ Stephane de Sakutin http://goo.gl/yEJ7CZ 

 

 フランスのエロー外相は、トルコがシリアでのテロ組織「ダーイシュ（ＩＳ、イスラム国）」と
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の戦いにおける完全なるパートナーであることへの疑いが存在すると発表した。ロイター通信が報

じた。 

 

 エロー外相は、「尋ねるべき質問が存在する。我々はそれを質問する。トルコは部分的にパート

ナーである可能性があるが、そうではないという疑いもある。この点において正直になろうではな

いか」と述べた。 

 

 先にエロー外相は、外国のパートナーたちに対して激しい内容の意見を表明している。 

 

 http://sptnkne.ws/bGzh 

 

 

トルコ、クーデターの試みを組織した容疑者の引き渡しを米国に求める 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 05:29） 

 

© AP Photo/ Selahattin Sevi, File http://goo.gl/v9stc8 

 

 トルコは軍事クーデターの首謀者と目す反体制派イスラム教指導者フェトフッラー・ギュレン師

の身柄引き渡しを米国に要求している。 

 

 「ギュレン支持派は癌ウイルスのように国全体に浸潤していた。私たちはこのことについて関知し

ており、法務省と外務省は（ギュレン師の身柄引き渡しを）米国に要求した。彼らの反応を待って

いる」。イスタンブールで行われた軍事クーデター犠牲者の葬儀での発言。 

 

 フェトフッラー・ギュレン師はイスラム教指導者で、精神性、道徳、倫理、経済の問題に関する

著書を 60 冊以上もつ。 

 

 トルコのエルドアン大統領は繰り返しトルコ政府を転覆するための非公式組織「並列構造」の設

立についてギュレン師を非難している。トルコで15日夜、一部の軍人が軍事クーデターを試みたが、

失敗に終わった。 

 

 http://sptnkne.ws/bGzk 

 

 

トランプ氏の顧問、なぜ米大統領候補がプーチン大統領に「感激」しているかを語る 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 09:29） 

 

© Flickr/ Gage Skidmore http://goo.gl/nkql7x 

 

 共和党の米大統領候補ドナルド・トランプ氏がプーチン大統領を激賞するのは、プーチン大統領

が本当に自分の国の利益を気にかけているからだ。シュピーゲルのインタビューで同氏の外交政策
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担当顧問、マイク・フリン氏が述べた。 

 

 「ドナルド・トランプは、あまり他の国の利益を考えず自国の利益のことだけを気にするような

人々を尊敬する。プーチンはロシアの利益を非常に気にかけている。彼は自分の国の歴史を知って

いる。彼に「あなたが好きではない」などと言うことはできない。彼は尊敬しなければならない。

彼は世界のリーダーだ」とフリン氏がトランプ氏の立場を説明した。 

 

 米国にとってプーチン氏は「間違いなく」「信頼できるパートナーになる」と顧問。米国にはロ

シアとの完全な関係が必要だとした。先に伝えられたところによると、トランプ氏の婿、ジャレッ

ド・クシュナー氏はベラルーシのパルチザンの直系の子孫だ。 

 

 http://sptnkne.ws/bGzt 

 

 

専門家：シリアの紛争におけるロシアの政策は西側より「実用的かつ現実的」 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 12:18） 

 

© Sputnik/ Dmitry Vinogradov http://goo.gl/514q9H 

 

 シリアの紛争におけるロシアの政策は当初から西側諸国より「実用的かつ現実的」だった。ドイ

ッチュラントフンクとのインタビューで、ドイツのグローバルおよび地域研究所の専門家ステファ

ン・ロジニ氏が述べた。その理由は、モスクワのほうがより良くシリア社会の分裂を理解していた

ことだという。 

 

 モスクワは「民族や宗教などの点でシリア社会の特質をより良く理解していた」と同氏。シリア

での紛争は、「体制」と「反体制」の間だけでなく、異なる共同体の間のものだった。うちの多く

にとって、アサド大統領は今なお「生存の保証」であるという。 

 

 アサド打倒は内戦の延長につながるのみであり、西側の指導者らはこの問題に関する明確な立場

を持っていない、とロジニ氏。シリア紛争を解決するためにはイラン、ロシア、サウジアラビア、

トルコとの「現実的な交渉」が必要だ、と専門家は強調した。 

 

 http://sptnkne.ws/bG2n 

 

 

ナショナル・インタレスト誌、未来の「最強の軍隊」のランキングを作成 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 13:23） 

 

© Sputnik/ Igor Zarembo http://goo.gl/zGHDTz 

 

 ナショナル・インタレスト誌は 2030 年にかけての軍事力のバランスがどうなるかを予測した。同
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誌によると、将来最も頻繁に行われるのは、対内乱および警察オペレーションだという。それによ

れば、ロシア軍は今後も長らく世界で最大かつ最もプロフェッショナルな軍隊のひとつにとどまる。 

 

 一方、米軍は依然として世界最強の地上軍を擁するが、米国が 15 年間にわたりイラクとアフガニ

スタンで「対テロ戦争」を行っていることとの関連で、米国の軍部は徐々に完全に使い尽くされて

しまう可能性がある。 

 

 中国軍は依然として数的優位を誇るが、インド軍にあるような戦闘経験が欠如しているという弱

点がある。ただ、インド軍には上記の軍におくれを取っているという弱点がある。一方、近い将来、

フランス軍は欧州最大の軍隊となるという。 

 

 http://sptnkne.ws/bG2s 

 

 

北朝鮮が核実験を実施する可能性がある 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 17:17） 

 

© REUTERS/ KCNA http://goo.gl/BFhukf 

 

 韓国統一部の報道官は 18 日、北朝鮮が５回目の核実験を実施する可能性があると発表した。韓国

は米国と動向を注視しているという。アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）では、北朝鮮の核・ミサイル実

験が非難され、北朝鮮に対する国連の制裁が支持されて、朝鮮半島情勢と北朝鮮の人権問題の解決

に向けて協力することで合意した。なお北朝鮮は非難について「ナンセンス」だとし、北朝鮮の外

務省報道官は、朝鮮半島での核戦争、地域と世界の平和や安全が崩壊する脅威をつくりだしている

張本人は、現在のところ米国だと発表した。 

 

 北朝鮮は「核抑止力」の強化について、核の脅威とコリアに対する米国の異常な敵対政策に対す

る自己防衛の当然の措置であると考えている。北朝鮮外務省の報道官は、「誰が言ったにせよ、強

い独立国、核大国である我々の力によって、我々は真の国際正義を求めて戦い続けるだろう」と発

表した。先に、米軍ミサイル防衛システム配備は韓国外交の破綻を意味すると伝えられた。 

 

 http://sptnkne.ws/bG4D 

 

 

イスタンブールで安全保障に関する緊急措置が講じられる 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 18:47） 

 

© AFP 2016/ Ozan Kose http://goo.gl/PT9dYI 

 

 トルコ最大の都市イスタンブールの治安機関責任者は、警告なしにヘリコプターを撃墜するよう

命じた。町には警察の特殊部隊隊員 1,800 人が投入された。18 日、アナトリヤ通信が報じた。特殊
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部隊は近隣の県からイスタンブールに派遣され、町の戦略的に重要な施設や通りに配置された。町

には特殊車両も投入された。イスタンブールでは安全保障に関する緊急措置が講じられた。イスタ

ンブールの治安機関責任者は、無許可で離陸したヘリコプターを警告なしに撃墜するよう命じた 

 

 なおトルコのエルドアン大統領の飛行機は、イスタンブールにあるアタチュルク空港から首都ア

ンカラに向けて飛び立ったという。飛行機のトラッキングサイト Planefinder で伝えられた。先に

トルコのエルドアン大統領が述べたところによると、同国で軍事クーデターの試みがあったのを受

け、トルコでは死刑制度が復活する可能性があるという。 

 

 http://sptnkne.ws/bG4s 

 

 

スコットランド独立の是非を問う住民投票 近いうちにも実施の可能性 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 05:56） 

 

© Flickr/ First Minister of Scotland http://goo.gl/yXHZQU 

 

 スコットランド自治政府のスタージョン第１首相は、スコットランド独立の是非を問う住民投票

が行われる時期についてコメントした。スタージョン首相によると、住民投票は第 50 条のプロセス

（ＥＵ離脱）の文脈において今後２年以内に行われる可能性が高く、最終的な決定は承認されてい

ないものの、一つの案として議題に含まれているという。なお先に伝えられたところによると、ス

コットランドは英国に代わり EU 加盟国となるかもしれない。そうした事態は、もしスコットランド

で独立の是非を問う住民投票がもう一度行われ、英国（連合王国）からの離脱を住民が選択した場

合、十分起こり得るとのことだ。 

 

 http://sptnkne.ws/bG4T 

 

 

イラン 日本への原油輸出を増加 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 18:06） 

 

© Fotolia/ James Thew http://goo.gl/Th7vWb 

 

 日本へのイラン産原油の輸出量が日量 30 万 8,000 バレルに達し、昨年よりも 61％増加した。シャ

ナ通信が、日本の経済産業省の報告を引用して伝えた。イランは日本の原油輸入先で、サウジアラ

ビア、アラブ首長国連邦、カタールに次いで４位となった。なおサウジアラビア産原油の輸出量は

昨年３％減少した。７月 11 日、イラン国営石油会社（ＮＩＯＣ）国際事業担当責任者のモフセン・

カムサリ氏は、イランは制裁時に失った石油市場の 80％を回復したと伝えた。 

 

 http://sptnkne.ws/bGV8 
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エルドアン大統領、奇跡的に死を回避（動画) 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 18:47） 

 

© REUTERS/ Umit Bektas http://goo.gl/Zhuqhb 

 

 トルコのエルドアン大統領は軍事クーデターの際、「数えるほどの時間の差で死とすれ違った」

という。ロイターが報じた。エルドアン大統領は、大統領の殺害ないし確保を計画していた軍部が

到着する数分前に、マルマリスのリゾート地にあるホテルから退避した。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/NDYO2a 

 

 CNN Turk の情報をもとにロイターが伝えたところ、クーデター軍は 25 人の兵隊を乗せた３機のヘ

リコプターでマルマリスに向かい、兵士はホテルに降りた。しかし、そのホテルでクーデター軍は

大統領を警護する特殊部隊の抵抗にあった。 

 

 エルドアン大統領がヘリでイスタンブールに向う間、少なくとも２機の F-16 戦闘機が大統領機を

後を追っていた。状況に詳しい軍人筋の情報によると、なぜ銃撃戦が始まらなかったのかは、わか

らないままだという。先に伝えられたところによると、露大統領報道官は「要請があれば、エルド

アン氏の亡命受け入れ問題を判断」といった。 

 

 http://sptnkne.ws/bG67 

 

 

トランプ氏：クリントン氏が「ダーイシュ」をつくり出した 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 19:13） 

 

© REUTERS/ Craig Lassig/Jay LaPrete http://goo.gl/jXTBfn 

 

 米大統領選挙の民主党候補の指名を確実にした前国務長官のヒラリー・クリントン氏が、テロ組

織「ダーイシュ（ＩＳ、イスラム国）」の出現を引き起こした。共和党の指名を確実にしたドナル

ド・トランプ氏が述べた。Orlando Sentinel が伝えた。トランプ氏は、「ヒラリー・クリントン氏

は、自身の愚かな政策によって『ダーイシュ（ＩＳ）』をつくり出した。 

 

 クリントン氏は、『ダーイシュ』に対する責任を負っている。彼女がバラク・オバマ氏を指導し

た。なぜなら、私が思うに、彼は何も知らなかったからだ。私は、オバマ氏はクリントン氏を当て

にしていたと思っている」と語った。先に伝えられたところによると、ジョン・ケリー米国務長官

はモスクワ訪問で、ロシアに対し、シリアにおけるテロ組織との戦いについて、ロシアとのより深

い連携を提案する。 

 

 http://sptnkne.ws/bG83 
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ケリー米国務長官、ＮＡＴＯからの排除をトルコに示唆 

（スプートニク 2016 年 07 月 18 日 23:59） 

 

© REUTERS/ Brendan Smialowski http://goo.gl/sGrhiA 

 

 米国のジョン・ケリー国務長官は、民主主義の原則に反するトルコの行動は、同国のＮＡＴＯか

らの除名につながる可能性がある、と述べた。英紙インデペンデントが報じた。 

 

 フェデリカ・モゲリーニＥＵ外相との共同記者会見で、ケリー氏は、米国は「選挙で選ばれたト

ルコ指導者の側に立つ」と述べた。一方で同氏は、米国はトルコ政府に対し「国の民主主義制度の

尊重と法の支配について最高水準を維持」するよう強く求めた。 

 

 一方のモゲリーニ氏は、死刑が許可された国は EU に参加することはできない、と警告した。これ

を受けてケリー氏は、「ＮＡＴＯもまた、民主主義の尊重を（加盟の）要件としている」と付け加

えた。トルコでクーデターの試みの後、軍人が大勢逮捕され、死刑の再施行の必要性が議論されて

いる。 

 

 http://sptnkne.ws/bGQV 

 

 

トルコで国家公務員の年次休暇が禁止される 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 03:11） 

 

© AFP 2016/ Adem Altan http://goo.gl/ZE6ktS 

 

 トルコで起きた軍事クーデターの試みを受けて、トルコのユルドゥルム首相は全国 300 万人以上

の国家公務員の年次休暇を禁止した。ロイターが伝えた。休暇禁止は追って通知があるまで有効だ

という。ロイターが報じるところこれは、トルコで行われている政府、司法システム、軍機構の大

規模な「浄化」を背景としたものだという。 

 

 http://sptnkne.ws/bGQF 

 

 

ロシア機スホイ 24 を撃墜したトルコのパイロットの二人が逮捕 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 14:52） 

 

© AP Photo/ Haberturk TV http://goo.gl/25oHAu 

 

 2015 年 11 月にロシア機スホ 24 を撃墜したトルコのパイロットの二人が逮捕―マスコミがトルコ

の当局者の情報として伝えた。トルコ当局は、昨年 11 月にロシアの爆撃機スホイ 24 を撃墜したト

ルコ軍機のパイロット２名を拘留した。ブルームバーグ通信が、トルコ政府高官の話として伝えた。
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報道によれば、トルコ政府高官は匿名を条件に取材に対し「シリアとの国境付近でロシアの爆撃機

スホイ 24 を撃墜したトルコ空軍のパイロットは、拘留された」とのことだ。 

 

 http://sptnkne.ws/bGSz 

 

 

日本の会社、「バルト LNG」プロジェクトに参加の可能性 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 06:22） 

 

© AP Photo/ Cliff Owen http://goo.gl/XmByyL 

 

 「バルトＬＮＧ」プロジェクトの参加者の構造は「サハリン２」計画のものと似たものになる。ロ

イヤル・ダッチ・シェル以外に、さらに２社が海外からの参加者となり、それは、日本の会社にな

るかもしれない。状況に詳しいガスプロムのトップマネージャーがスプートニク社にそう述べた。 

 

 「ロイヤル・ダッチ・シェル以外に海外の企業が 2社参加する。それは「サハリン２」計画と似て

いる」とトップマネージャーは語る。そして、その海外からの 2 社は、日本企業になる可能性はあ

るかとの質問に、「ある」と答えた。 

 

 「サハリン２」は今のところロシアで唯一の液化天然ガス（ＬＮＧ）生産工場だ。プロジェクトの

オペレーターは、サハリンエナジー（ＳＥ）社で、同社の株の保有率は、ガスプロムが 51％、シェ

ルが 26.5％、三井物産が 12.5％、三菱商事が 10％だ。 

 

 ガスプロムとロイヤル・ダッチ・シェルは６月 16 日、ペテルブルク国際経済フォーラムの一環で

「バルトＬＮＧ」計画での共同行動に関する覚書に署名した。覚書はウスチルガ港に年間 1,000 万

トンの生産規模をもつＬＮＧ工場建設に関する可能性と展望の研究が盛り込まれている。 

 

 ガスプロムのアレクセイ・ミレル社長は６月の終わりに、「バルトＬＮＧ」計画は 2021 年 12 月

から 2022 年に稼動を開始すると発言した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGVQ 

 

 

日本と世界で最も裕福な５カ国の難民受け入れ数は全体の９パーセント未満 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 08:21） 

 

© AP Photo/ Hani Mohammed http://goo.gl/txUDRp 

 

 世界経済の半分以上を占める６ヵ国が紛争や貧困に苦しむ国々から受け入れた難民の数は、全体

の９％未満だった。貧困根絶の活動を行っている国際団体オックスファムの報告書の中で述べられ

ている。オックスファムによると、世界のＧＤＰの 56.6％を占める米国、中国、日本、ドイツ、フ
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ランス、英国が受け入れた難民の数は、全体の 8.9％に相当するわずか 210 万人だった。 

 

 ドイツは、うち約３分の１の 73 万 7,000 人、英国は 16 万 9,000 人だった。オックスファム英国

支部の代表者らは、この状況を「恥ずべきものだ」と語った。世界の様々な国の難民の大半を受け

入れているのは最貧国。世界の難民全体の約半分（およそ 1,200 万人）は、ヨルダン、トルコ、パ

レスチナ、パキスタン、レバノン、南アフリカなどの世界のＧＤＰに占める割合が２％未満の国々

で暮らしている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGVY 

 

 

ロシア、露国境の不安定な情勢に憂慮 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 12:32） 

 

© Sputnik/ Host photo agency/Alexei Danichev http://goo.gl/3YnLTL 

 

 ロシア大統領報道官ドミトリイ・ペスコフ氏がロシアの国境近くに位置するトルコ、アルメニア、

カザフスタンといった国の不安定な情勢について発言した。ペスコフ報道官によると、ロシア国境

近くの様々な国で起きた出来事を一様に評価することはできないだろうという。トルコの場合では、

国家転覆の試みについて話が行き、アルメニアとカザフスタンの場合では、「多様な犯罪の表れ」

について話がいく。 

 

 「われわれはできれば隣国の安定し、繁栄し、将来が予測可能な姿を見たい。そしてこの場合、我

われの隣国は上記にあらわしたような国になるために不可欠な潜在能力を有しているとの考える全

ての根拠はある」とペスコフ氏は強調する。 

 

 ７月 16 日夜、トルコで軍事クーデターが試みられた。アルメニアの首都エレバンでは 17 日、正

体不明の人が警察署を占拠し、数人を人質に取った。カザフスタンの首都アルマトイでは 18 日、正

体不明の構成員からなるグループがアルマリ地区の警察署と国家安全保障委員会（ＫＮＢ）の建物

を襲撃し、その結果７人が死亡した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGVz 

 

 

中国になぜ巨大な新型原子力潜水艦が出現したか？ 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 12:17） 

 

Press-service of JSC“PO Sevmas” http://goo.gl/Bl5ez5 

 

 数日前、中国のインターネットサイトに中国の原子力ミサイル潜水艦プロジェクト 094 の刷新バ

ージョン（中国人ユーザーらの名称では 094A）の写真が登場した。新原潜の造船の目的について、
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ロシア人軍事専門家のヴァシーリー・カーシン氏はスプートニクに次のようにコメントしている。 

 

 「原子力潜水艦は前の刷新バージョンに比べ、ミサイルシャフトの部分に大きな『瘤』が突き出て

いること、また胴体部分の線にほかの変化がいくつか見られる点が異なる。中国のネットユーザー

らが最初に出した帰結はこの原潜は新型潜水艦発射弾道ミサイルJL-3を搭載したものだろうという

ことだった。この JI-3 は先行する JL-2 よりも射程距離が長い。 

 

 こうした結論に至るにはそれなりの根拠がある。中国は海南島に原潜造船のための基本基地を建

設した（一方で従来の造船基地はチンタオ付近に依然として残されているが）。これは南シナ海に

おける中国艦隊が弾道ミサイル搭載の独自の原潜を確保するという実際上のチャンスと関係するだ

けではない。JL-2 ミサイルの射程距離は 8,000 キロを超えない。このため南シナ海からは米国まで

届かないものの、アジア全体に配置されている米同盟国にある米軍基地であれば、いかなる場所も

攻撃することができる。たとえば日本がそうだが、この方角は今あるＭＤ、将来的なＭＤの両方に

おいてあまりカバーされておらず弱い。だがこのミサイルは主要な課題を解決することができない。

それは米国の核抑止だ。中国はここのところ射程距離の長い新型ミサイルの開発に取り組んできた。

だが厳格な言い方をすれば、そうしたミサイルが軍備に加わる段階にあるとする論拠は現時点では

ない。 

 

 JL-3 が軍備に加わった場合、どんな事態になるのか？ すでにある JL-2 搭載のプロジェクト 094

の４隻の原潜はどうなるのか？ 新型原潜に比較すれば、今ある４隻の能力はかなり限定的だ。に

もかかわらずこれを使用して安全保障を図ろうとすると多量のリソースを浪費することになる。米

国領を攻撃できるたった１隻の船だけで艦隊を構成するなど意味のないことは歴然としている。 

 

 これから中国がとりうる行動パターンの１つとしては既にあるプロジェクト 094 の原潜を作り直

すというものだ。これから JL-2 が搭載された旧式のミサイルセクションを切り離し、新たなセクシ

ョンを載せる。こうした解決方法は技術的には可能だが、かなりの費用がかかる。 

 

 それよりより現実性が高いのはいまある JL-2 搭載の 094 型を艦隊に残し、地域抑止力の基盤を作

るというものだ。現在唯一の JL-3 ミサイル搭載の 094A は新たな兵器システムを極めるための移行

的モデルとなり、094A に続いて新たなシリーズとして 24 基の JL-3 ミサイルを搭載できるより巨大

な原潜として 096 プロジェクトが作られるだろう。」 

 

 http://sptnkne.ws/bGVh 

 

 

ウィキリークス トルコの権力構造に関する文書 50 万件公開へ 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 13:21） 

 

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis http://goo.gl/uduxLb 

 

 内部告発サイト「ウィキリークス」は先に、トルコの政治権力構造に関する文書 10 万件以上を公
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開する計画について発表したが、改めて 50 万件の文書と 30 万通の電子メールが公開されると伝え

た。 

 

 ウィキリークスの公式ツイッター・アカウントは、「私たちの次の公表はトルコの政治権力に関

する 10 万件の文書だって？ 冗談でしょ。最初は 30 万通の電子メールと 50 万件の文書だよ」と述

べられている。 

 

 トルコ指導部は同国で軍事クーデターの試みがあったと発表した。一方で軍側は、政権を掌握し

たと宣言した。16 日午前、反乱を起こした兵士たちは降伏し始めた。トルコ当局は、クーデターの

試みは失敗したと発表した。 

 

 http://sptnkne.ws/bGVp 

 

 

ロシア経済発展相 プーチン大統領の日本訪問の可能性についてコメント 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 14:48） 

 

© Sputnik/ Michael Klimentyev http://goo.gl/gP5tlY 

 

 ロシアのアレクセイ・ウリュカエフ経済発展相は、ＮＨＫテレビのインタビューに応じた中で、

今年９月にウラジオストクで行われるロ日首脳会談についてコメントし「我々は、さらなるコンタ

クトに期待している。ウラジーミル・プーチン大統領の日本訪問についても期待している」と述べ

た。 

 

 ウリュカエフ経済発展相は「プーチン大統領の日本訪問をすでに可能性のあるものとしてとれて

いるか」との質問に対し、「我々は、ダー（イエス）とみなしている」と答えた。その際経済発展

相は、ウラジオストクでの会談を具体的な経済的中身で充実させることが「大変重要だ」と指摘し

た。 

 

 http://sptnkne.ws/bGV3 

 

 

ロシア 貿易取引に自国通貨を用いるよう日本に提案 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 01:53） 

 

© 写真: Host photo agency http://goo.gl/4A6lmd 

 

 ロシアのウリュカエフ経済発展相は、東京で日ロ経済協力委員会の朝田照男委員長（丸紅会長）

と会談し「ロシアは、日本との関係を大切にしており、この関係をさらに発展させてゆくつもりだ」

と述べた。 
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 ウリュカエフ経済発展相は、次のように指摘した― 

 

   「この 2年、ロ日関係は容易ではなかった。我々は、日本の会社が、つらい時期にロシアと共

に働き続け、投資を継続し、新しい企業をスタートさせ、新たな雇用を作り出していたことを、

特に評価している。我々は常に、この事を評価するだろう。ロシアは、自分達の側から、自国

領内での日本のビジネス活動を支援する考えだ。ここ最近、ロシアと日本の二国間コンタクト

が活発化している。ここで我々は、考えるべきことがある。例えば、貿易取引や投資において、

自分達の通貨、つまり円とルーブルなどを使用する可能性について話し合うことだ。」 

 

 これに対し、朝田委員長は「ロシア側による安倍首相の 8 項目プランに対する評価、それに関連

したロシア政府の具体的提案準備の数々に、日本は励まされた」と述べた。先に伝えられたところ

によると、ロシアの首都モスクワが２０１６年、欧州で最も安い観光地リスト入りした。 

 

 http://sptnkne.ws/bGWH 

 

 

ドイツで「ダーイシュ」に傾倒するアフガン難民が列車内で乗客を斧で襲う（動画・写真） 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 19:15） 

 

© AP Photo/ Karl-Josef Hildenbrand 1/2 http://goo.gl/42y0De 

 

 ドイツ南部バイエルン州ヴュルツブルクで、アフガニスタン出身の若者が列車内で乗客に斧で襲

い掛かり、４人がけがをした。容疑者は警察に射殺された。ヴュルツブルクとオクセンフルト間の

列車の運行は一時停止した。BR24-Nachrichten が報じた。 

 

動画 https://youtu.be/nblfB4bubt8 

 

 Mainpost が警察の情報を引用して伝えたところによると、容疑者は列車から逃げようとした際に

射殺された。警察は、事件があった車両には約 20 人が乗っていたと発表した。現地のメディアが報

じた。 

 

 バイエルン州のヘルマン内相は、容疑者は１７歳でアフガニスタンからの難民だったと伝えた。

内相によると、容疑者の部屋から手書きの「ダーイシュ（IS、イスラム国）」の旗が見つかったと

いう。なお、事件の正確な動機はまだわかっていない。 

 

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

 

 事件の結果、車両にいた香港人が負傷した。チャイナ・デイリー・アジアが報じた。斧による襲

撃の際、車両には中国行政区からの旅行者が５人いて、うち４人は家族だった。４人家族のうち２

人が重傷を負った。 
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 テロ組織「ダーイシュ（ＩＳ、イスラム国）」は、ドイツで列車の乗客を斧で襲った１７歳のア

フガニスタン難民は、「ダーイシュ」のメンバーだったと発表した。ロイター通信が伝えた。 「ダ

ーイシュ」はこのようなかたちで今回の事件について犯行声明を出したことになる。 

 

 先に伝えられたところによると、世界経済の半分以上を占める６ヵ国が紛争や貧困に苦しむ国々

から受け入れた難民の数は、全体の９％未満だった。 

 

 http://sptnkne.ws/bGYx 

 

 

ロシア 米国への初の核燃料供給契約 

（スデートニク 2016 年 07 月 19 日 17:44） 

 

© Sputnik/ A. Solomonov http://goo.gl/tDAKvr 

 

 燃料会社「ロスアトム」ＴＶＥＬ（ロシア語表記；ТВЭЛ）は、米国にある原発の原子炉の一

つに核燃料を供給する初めての契約に調印した。同社の報道部が伝えた。国営原子力企業「ロスア

トム」のセルゲイ・キリエンコ社長は、次のように述べている― 

 

   「我々は、このプロジェクトを信頼している。我々は『ＴＶＳ（ＴＢＣ）クワドラト』燃料を

製造することができ、それは、西欧の原子力発電所で成功裏に用いられている。つまり我々は、

米国市場に、何も持たずに参入するわけではない。重要なのは、GE-Hitachi との協力において、

言葉を現実にしてゆくことだ。すでに『ＴＶＥＬ』社の米国領内の原子炉向けテスト用燃料供

給契約に調印がなされた。『ロスアトム』は、米国原子力規制委員会のライセンス手続きをパ

スするため、最大限の知識と能力を傾けるだろう。」 

 

 先に伝えられたところによると、原子力エネルギー分野における世界の革新的な企業・研究機関

に関するランキングで、ロシア国営企業「ロスアトム」がトップ 10 入りした。 

 

 http://sptnkne.ws/bGZm 

 

 

ロシアの選手を五輪から除外することは IOC の利益に反する 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 20:05 タチヤナ・フロニ） 

 

© Sputnik/ Maksim Bogodvid http://goo.gl/Haio58 

 

 ここ半年ロシアのスポーツ界は非難の嵐を浴び続けている。最初の非難はロシア人陸上選手に対

して向けられた。そして今度は今週、またもやドーピング違反の騒ぎが再燃している。世界アンチ・

ドーピング機関（ＷＡＤＡ）は国際スポーツ社会に対してロシア人スポーツ選手全員の 2016 年ブラ

ジル、リオデジャネイロでのオリンピックをはじめとする国際競技への参加を「文化が変わるまで」
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禁ずるよう呼びかけた。ＷＡＤＡ独立委員会はこうした提言をした理由として、モスクワのアンチ

ドーピングラボが禁止薬物を使用していたスポーツ選手を隠蔽していた証拠を明らかにしたからだ

と説明しているのだが、その前日のニューヨークタイムズ紙の報道では、10 ヵ国のアンチ・ドーピ

ング機関がリオ五輪にロシア代表団自体を参加させまいとしているという。 

 

 ロシア五輪代表団をめぐる憂慮すべき事態についてスプートニクは、ロシアオリンピック委員会

の名誉会長であり、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のメンバーでもあるヴィクトル・スミルノ

フ氏にコメントを依頼した。スミルノフ氏は 2011 年 12 月、ジョアン・アヴェランジェ氏がＩＯＣ

を去った後、ＩＯＣの中でも 40 年以上と最も在任歴の長いメンバーとなった。 

 

   「私の考えだが、ロシアは自分がボイコットされている、ロシアの五輪参加を 10 ヵ国が取り

消そうと呼びかけているという声明を出すことで、早まって事態を加熱させている気がする。

ロシアの競技参加を禁ずるよう呼びかけているのはラボの指導部であり、各国の五輪委員会の

レベルではそうしたことは一切ない。いずれにせよ、我々はそうした情報を入手していない。 

 

   私個人としてはロシア反ドーピング機関がたとえば米国、カナダまたはドイツなど、どこか

の国のスポーツ選手を除外するよう要求する事態など想像もできない。ＩＯＣはまず各国の五

輪委員会および国際連盟と協力を行っており、実際に問題が起こった場合はそうした組織の立

場のみに関心を払う。現段階ではロシア代表団全体を排除するなど問題になっていない。しか

も一国の全員のスポーツ選手の出場を許すか許さないかという事を決めるのは特権的なもので、

ＩＯＣ総会のみが持つ権利だ。 

 

   だが私自身はこの事態はそこまで達することはないと確信している。なぜならＩＯＣ会長の

声明はすでに出されているからだ。ＩＯＣ会長は、ＩＯＣとしてはドーピングスキャンダルの

真相究明は五輪開催後に行なう構えだと語っている。なぜなら１人やあるグループのスポーツ

選手が間違いを犯したり、違反したとしても、罪もないスポーツ選手らが集団的にそれに対応

することはできないからだ。」 

 

 五輪を復活させようという運動が開始されたとき、五輪の基本原則の一つとして政治と五輪を厳

格に線引きすることが掲げられた。だがこの原則はしばしば破られており、五輪開催国の政治路線

と真っ向から反する路線をたどる諸国に対しては、その参加がボイコットされるという事態は幾度

も繰り返されてきた。スミルノフ氏はこれは非常に危険な傾向だと指摘し、さらに次のように語っ

ている。 

 

   「ロシアのような国が参加する、参加しないといった問題はＩＯＣの関心とは完全に真っ向か

ら反対する。このためＩＯＣはボイコットには絶対に関心を抱いていない。なぜなら類似した

事態が起こった場合、これは悲劇となり、その決定は正しようがないからだ。全く不可逆的な

プロセスに至り、スポーツ社会全体が真っ二つに割れてしまうだろう。しかも今まで行われて

きたボイコットは何の結果ももたらさなかったではないか。こうした事は後になって多くの人

が認識している。なぜならボイコットなどという行為は全く建設的ではないからだ。ロシア大

統領はドーピングに対して断固とした闘いを行なう必要を再三にわたって繰り返しており、各
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国際連盟に対して協力を呼びかけてきた。国際スポーツ社会はこれを無視するわけにはいかな

いと思う。」 

 

 ペスコフ・ロシア大統領報道官は、ロシアはあらゆる法的メソッドを用い、最後まで自国の五輪

参加選手の関心を擁護すると語っている。 

 

 http://sptnkne.ws/bGU7 

 

 

共和党、中東を不安定化させたとオバマ大統領を非難 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 17:56） 

 

© AP Photo/ Carolyn Kaster http://goo.gl/cdVtGW 

 

 米共和党は、月曜日採択された政策綱領で、中東を不安定化させたとしてオバマ政権を非難した。

政策綱領には次のように書かれている。 

 

   「オバマ政権とその国務長官（2009 年～2013 年の米国務長官ヒラリー・クリントン氏）は、

「アラブの春」に関しとてもひどく事を進め、地域全てを不安定化させた。」 

 

 また、共和党はテロ組織「ダーイシュ（ＩＳ、イスラム国）」に危険な敵の現れを認めた。そし

て、政策綱領には次のようにも書かれている。 

 

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

 

   「共和党指導部は我われの国への信頼を回復させる。我われは友人を支え、敵に挑戦し、ダー

イシュを滅ぼさなければいけない。」 

 

 先に伝えられたところによると、米紙ロサンゼルスタイムズは 2 期を通じてのオバマ大統領の活

動を評価する記事を掲載した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHa9 

 

 

英国議会 国の「核の盾」の近代化を承認 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 18:15） 

 

© AFP 2016/ Andy Buchanan http://goo.gl/UTMCAO 

 

 英国議会は、国の「核の盾」の近代化を承認した。そのため英国は、数千億ポンドの出費をする

ことになる。ロイター通信が伝えた。下院は、新たな原子力潜水艦ドック建設に向けた「トライデ
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ント（Trident по）」計画案を可決した。スコットランド民族党及び労働党の若干の議員が反対

したが、計画案は賛成 472、反対 117 で通過した。 

 

 「トライデント」ミサイルは、ヴァンガード（Vanguard）級戦略ミサイル潜水艦４隻に搭載されて

いる。英国政府は、2030 年までにそれらを新しいサクセサー（Successor）級のものに変える意向だ。

先に伝えられたところによると、英国は、ＥＵ離脱のおおよその日付を発表した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHaS 

 

 

トルコ法相 ロシアのスホイ 24 型機破壊に関与したパイロットらの逮捕を確認 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 19:28） 

 

© AP Photo/ Burhan Ozbilici http://goo.gl/crKMrT 

 

 トルコのボズダー法相は、シリアで 2015 年 11 月にロシアのスホイ 24 型機を撃墜したパイロット

らの逮捕を確認した。19 日、テレビ局 Habertürk が報じた。法相は、「ロシア機を撃墜したパイロ

ットらは逮捕された」と述べた。 

 

 ロシアとトルコの関係は、トルコの F-16 戦闘機がシリアでロシアのスホイ 24 爆撃機を撃墜し、

緊急脱出したパイロットのオレグ・ペシコフ氏が地上から銃撃されて死亡した昨年 11 月に著しく悪

化した。プーチン大統領はこれをテロリストの共犯者らによる「背信行為」だとし、トルコに対し

て一連の制裁を発動した。 

 

 その後、アルパルスラン・チェリクがパイロット殺害に関与したとの声明を表した。４月初旬、

チェリク容疑者はトルコのイズミルで武器の不法所持容疑で逮捕された。容疑者は取り調べで、ペ

シコフ氏を銃撃したのは自分ではないが、戦闘グループの司令官としてその責任を負ったと主張し

た。イズミル検察庁は、「証拠不十分」としてチェリク容疑者に対するペシコフ氏殺害の訴追を取

り下げたが、６月 27 日に予審判事が審理を再開した。 

 

 また 27 日、トルコのエルドアン大統領がプーチン大統領に書簡を送り、スホイ 24 型機の撃墜に

ついて謝罪し、パイロットの家族に哀悼の意を表したほか、トルコはロシアとの関係が損なわれる

のを望んでいないことが明らかとなった。 

 

 ロシア大統領府は、エルドアン大統領の書簡を両国関係正常化にとって重要な一歩だと指摘した。

一方でロシアのペスコフ大統領報道官は、これだけでは不十分だとし、全ての問題を数日間で解決

することはできないと述べた。 

 

 http://sptnkne.ws/bGZR 
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ロシア五輪委員会 ＷＡＤＡの非難にコメントする 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 19:20） 

 

© REUTERS/ Maxim Zmeyev http://goo.gl/p2FlMe 

 

 ロシア五輪委員会は、リチャード・マクラーレン氏率いる世界アンチ・ドーピング機関（ＷＡＤ

Ａ）の委員会が作成した報告書について、ロシアのスポーツに対する非難は非常に深刻なものであ

り、全ての関係者が参加する完全な調査が求められると発表した。 

 

 ロシア五輪委員会は、「我々はマクラーレン氏の意見に根本的に同意していない。同氏は、罪の

ない数百人のロシア人選手たちの五輪参加を拒否する可能性は、委員会の報告書の中で述べられて

いる非難の認めうる『不快な結果』であると考えている」と指摘した。 

 

 またロシア五輪委員会の声明の中では、同委員会はドーピングをしている者、あるいはドーピン

グに傾倒する者に対して最大限厳格な措置をとることを完全に支持していると強調されている。 

 

 18 日、マクラーレン氏率いるＷＡＤＡの委員会の調査結果が発表され、ソチ五輪でドーピングの

隠蔽工作が行われていた可能性があると伝えられた。 

 

 http://sptnkne.ws/bHca 

 

 

露日、経済問題を討論。さらにプラスアルファ 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 19:07） 

 

© Sputnik/ Ekaterina Shtukina http://goo.gl/qeFwni 

 

 ロシアのアレクセイ・ウリュカエフ連邦経済発展相は火曜日、東京を訪問し、日本の麻生副総理

兼財務大臣と林経済産業大臣の２人の大臣と会談した。そして、ＮＨＫのインタビューに答えた。

ウリュカエフ経済発展相の日本訪問中、日露関係に関する一連の重要な発言がなされた。 

 

 ウリュカエフ経済発展相は、今回の訪問を、９月にあるプーチン大統領と安倍首相の会談に向け

たワンステップだと見ていると述べた。９月の会談は、ウラジオストクで行われる東方経済フォー

ラムの一環として行われる。さらに、ウリュカエフ経済発展相はＮＨＫによるインタビュー中に、

プーチン大統領の日本訪問の可能性はあると考えていると発言した。 

 

 ウリュカエフ経済発展相はまた、日本政府とロシア政府はお互いの自国通貨、つまりルーブルと

円を貿易取引に使う可能性について話し合うことができると指摘した。また、現在 2 国の相互関係

は密であるとも述べた。 

 

 さらに、ロシアは日本に、サハリンに液化天然ガス生産のための新しい工場を建て、工場沿いに
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パイプラインルート「シベリアの力」を敷設することを提案した。ウリュカエフ経済発展相はこの

ような提案を、特に日本海洋掘削株式会社（ＪＤＣ）の経営陣に向け発言した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHb8 

 

 

トルコの諜報機関はクーデターの準備を知っていたか？ 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 19:31） 

 

© REUTERS/ Osman Orsal http://goo.gl/VUexip 

 

 トルコの諜報組織「ＭＩＴ」は、国内で国家クーデターが準備されていることをつかみ、その数

時間前、軍に警告していた。トルコの雑誌 Nokta が報じた。雑誌 Nokta は、次のように伝えている

― 

 

   「トルコの諜報組織（ＭＩＴ）は、クーデターの前、７月 15 日（金曜日）の 16 時にその情報

を入手、16 時半には同組織のハカン・フィダン副長官が、それをトルコ軍のヤシャル・ギュレ

ル副司令官に伝えた。そのあと 18 時半、トルコ軍のフルスィ・アカル参謀総長は、軍用機も含

めたあらゆる航空機に対しトルコ領空を閉鎖し、部隊や装甲車両の移動を禁止する命令を出し

た。当初、国家クーデターは、16 日（土曜日）の深夜３時に開始されるはずだったが、計画が

諜報機関に事前に漏れたため、クーデターは、少し早く金曜から土曜の真夜中にかけて始まっ

た。」 

 

 http://sptnkne.ws/bHdS 

 

 

ロシア人専門家、ＭＤの放射線を危ぶむ星州郡住民の危惧は根拠あり 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 00:42） 

 

© AP Photo/ Czarek Sokolowski http://goo.gl/Iuzvbb 

 

 米国ＭＤ「ＴＨＡＡＤ」の配備先に決まった韓国南部の慶尚北道星州郡では、地元住民の抗議行

動が行なわれた。住民はレーダーから出される放射線の影響を憂慮しており、政権に対して配置決

定を覆すよう呼びかけている。 

 

 米国側はレーダーの星州郡への配備は韓国を北朝鮮の潜在的脅威から守るという米国の断固とし

た決意に裏付けられるものと説明している。だがこれが配備されることにより、星州郡は自動的に

北朝鮮の標的にされてしまう。また韓国の住民たちの間では深刻な問題が生じた。それはレーダー

施設から放射される強力な電磁放射線の危険性と関連したものだ。ロシア人軍事専門家のコンスタ

ンチン・シフコフ氏はスプートニクに対して次のような見解を明らかにしている。 
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 シフコフ氏：「当然のことながらＴＨＡＡＤのシステムのレーダーは出力がかなり大きい。なぜ

なら遠距離をかなり低い高度で飛ぶ小さな弾頭を発見、追跡するには実際にかなり大きな出力が必

要だからだ。このためレーダーが周辺領域に対して放射線を照射することは間違いない。米国がこ

れを市街地に近い場所に設置した場合、住民の健康は大きな危険にさらされる。通常、こうしたシ

ステムは付近住民への否定的影響を最小化するために居住区から離れた場所に設置される。このた

め韓国の住民らの憂慮はもっともなことなのだ。少しでも安全を図ろうとするならば、こうした施

設は少なくとも数 10 キロ、本来ならば 150 キロ離れた場所にたてなければならない。」 

 

 スプートニク：仮にこの規則が遵守されないとなると住民の抱いているリスクは現実のものにな

るのか？ 

 

 シフコフ氏：「米ＭＤは北朝鮮の戦域戦術ミサイルを無害化する目的で作られたといわれている。

おそらくこれは根拠があることだろう。だが住民の側からすれば根拠に欠ける話だ。なぜなら放射

線被害のほかにも住民は直撃対象になってしまうからだ。ミサイルは文字通り自分たちの頭の上に

落ちてくることになる。なぜなら米ＭＤがミサイルを迎撃したとしても、ミサイルは宇宙空間に留

まらず、必ずどこかに落ちてくる。ミサイルの軌跡はＭＤによって変えられてしまっているのだか

ら、それが落ちてくる先は軍事施設でも司令部でもなく、民間人の頭上になる。」 

 

 韓国の「韓国の平和と統一への連帯」組織のオ・ミチョン事務総長も米ＭＤの韓国配備の決定は

朝鮮半島の平和を損ねるだけでなく、韓国国民の安全を脅威にさらすと語っている。ロシアと中国

もまた、米ＭＤの朝鮮半島展開は地域情勢を不安定化させるだけとの懸念を表している。 

 

 先に伝えられたところによると、米国防総省は７日、米韓は朝鮮民主主義人民共和国からの脅威

に対抗するために韓国領内への米ミサイル防衛システムＴＨＡＡＤの配備に合意したことを明らか

にした。 

 

 http://sptnkne.ws/bHey 

 

 

マスメディア：軍事クーデター未遂後、トルコ艦 14 隻消える 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 20:53） 

 

© AP Photo/ Oded Balilty http://goo.gl/TuqkP5 

 

 トルコで起きた軍事クーデター未遂後、トルコの艦隊から 14 隻の軍艦が消えた。英紙タイムズが

情報筋の情報を引用し報じた。 

 

 16 日のクーデターまで、軍艦はエーゲ海と国会で軍務についていた。それら軍艦が消えたことは、

軍艦がギリシャの港に向った可能性を示唆する。クーデター未遂後、トルコ兵８人がヘリコプター

でギリシャに逃亡し、難民申請をした。 
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 さらに、艦隊のベイセル・ケゼレ司令官は、クーデターの起きた 16 日、応答しなかった。また、

クーデターでのケゼレ司令官の役割は依然不明のままである。しかし、ケゼレ司令官はクーデター

の指導者の１人だったか、反乱軍の人質となったかとの仮説がある。トルコのマスメディアは、ケ

ゼレ司令官は反乱軍によって罠にかけられたと断言している。 

 

 http://sptnkne.ws/bHhz 

 

 

英国のＥＵ離脱がホンダの自動車販売台数増加に大きく影響する可能性がある 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 21:33） 

 

© AP Photo/ http://goo.gl/yrRjqz 

 

 ホンダは、英国のＥＵ離脱を懸念している。本田技研工業株式会社の八郷 隆弘社長が明らかにし

た。ホンダにとって最大の市場は北米。ドルとユーロに対する円が安いことから、ホンダにとって

は日本で生産した方が有利なため、米国へは日本から輸出されている。輸出されているのは、ホン

ダ・フィット、ホンダ・アコード・ハイブリッド、アキュラ RLX。今年、米国市場ではこれら３車種

の売上が 153％上昇した。 

 

 英国のＥＵ離脱決定のニュースは、ゆっくりとした円高を引き起こした。これは輸出を困難とし、

生産コストの上昇による製品価格の値上がりで自動車の需要が鈍化する。 

 

 2016 年上半期だけでも米国ではホンダの自動車２万 7,480 万台が販売された。なお 2015 年の販売

台数は２万 6,802 台だった。そして今、ホンダの指導部は需要が低下し、生産速度が減速すると予

想している。 

 

 ホンダは世界の自動車市場に日本から年間およそ５万台から５万 2,000 台を輸出している。先に

伝えられたところによると、ホンダが全世界で約７８万台の自動車をリコールした。 

 

 http://sptnkne.ws/bHwu 

 

 

ＩＯＣ、ＣＡＳ判決後にロシア代表の運命決める 

（スプートニク 2016 年 07 月 19 日 21:54） 

 

© AFP 2016/ FABRICE COFFRINI http://goo.gl/islZBS 

 

 国際オリンピック委員会(ＩＯＣ)は、火曜日 19 日には 2016 年リオ五輪へのロシア代表選手の出

場可否を決めない。ＢＢＣのスポーツ部門編集者ダン・ローン氏が報じた。ダン氏は次のように書

いた。 
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   「まずＩＯＣはスポーツ仲裁裁判所の、ロシア選手による国際陸上協議連盟の資格停止処分に

対する提訴の判決を待つ。」 

 

 昨日 18 日、ＩＯＣのバッハ会長は、ＩＯＣは７月 19 日に国際反ドーピング機構（ＷＡＤＡ）の、

2014 年ソチ五輪でのロシア選手によるドーピング使用に関する報告書を調べると発言した。報告書

はロシアのムトコスポーツ相への非難を含んでいる。 

 

 http://sptnkne.ws/bHww 

 

 

「米国人と日本人にとって北朝鮮のミサイル発射は毎回贈り物だ」 

（スプートニク http://goo.gl/FVokks2016 年 07 月 19 日 22:08） 

 

© REUTERS/ KCNA http://goo.gl/ZxU8VX 

 

 米国人と日本人にとって北朝鮮のミサイル発射は毎回贈り物となっている。19 日、ロシア下院（国

家会議）国防委員会の委員長で元ロシア黒海艦隊司令官のウラジーミル・コモエドフ提督が、ロシ

アの通信社「インターファクス」のインタビューで語った。 

 

 コモエドフ氏は、「米国人と日本人にとって北朝鮮のミサイル発射は毎回、自国のミサイル予算

をさらに増大させるための贈り物だ」と述べた。 

 

 コモエドフ氏は、次のように語った― 

 

   「米国と地域の主要諸国は朝鮮統一を恐れている。もし統一が起きたら、力と資金が統一され、

北朝鮮の強力な軍が韓国の強力な財源へのアクセスを得る。結果、朝鮮統一による影響の高ま

りが、地域の経済的、軍事・政治的状況を根本的に変えるだろう。これを理解しているのは我々

だけではなく、恒常的な紛争と緊張による半島の弱体化で得をする大勢の人たちも理解してい

る。」 

 

 ロシアは北朝鮮のミサイル実験を支持していない。しかし緊張を高めない問題解決を提案してい

る。 

 

 コモエドフ氏は、「朝鮮問題は解決する必要がある。だが圧力を強めたり、エスカレーションさ

せたり、地域にミサイル防衛（ＭＤ）システムを配備するなどの方法でそれを行ってはならない。

奥深くに目を向けて、分断された民族の問題を解決する必要がある」と述べた。先に伝えられたと

ころによると、米戦略司令部（US STRATCOM）は、北朝鮮が製造したミサイル３基の発射を確認した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHhb 
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ロシア 宇宙の共同プロジェクトを日本に提案 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 04:18） 

 

© Sputnik/ Mikhail Klimentyev http://goo.gl/FVokks 

 

 ロシアと日本は、電子商取引から宇宙まで一連の分野の共同投資プロジェクトを検討している。

ロシアのウリュカエフ経済発展相が、東京で行われた日本の経済界との会合で伝えた。ウリュカエ

フ氏は、「我々は宇宙開発、ＩＴ、電子商取引、原子力エネルギー研究などの分野が、我々の協力

の技術的構成要素の基盤にあると話している」と述べた。ウリュカエフ氏によると、ロシアは日本

にたくさんの共同プロジェクトを提案している。これらは主に非エネルギー分野と関連していると

いう。 

 

 ウリュカエフ氏は、「もちろんエネルギーが我々の注目から逃れるのは不可能であり、液化天然

ガス（ＬＮＧ）産業の今後の発展と関連したプロジェクトもあるが、それよりもこれは、加工分野

だ」と述べた。 

 

 動画 https://youtu.be/3BhHZehTx7Y 

 

 http://sptnkne.ws/bHr2 

 

 

ドーピング検査容器の製造会社 容器を損傷なしに開けることは不可能と発表 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 02:22） 

 

© Fotolia/ motorlka http://goo.gl/xpV02S 

 

 ドーピング検査容器の製造会社 Klaus Metzler Eckmann は、検査容器を目に見える損傷なしに開

けることは不可能だと発表した。これはリチャード・マクラーレン氏率いる世界アンチ・ドーピン

グ機構（ＷＡＤＡ）の委員会が発表した報告データと異なっている。 

 

 Klaus Metzler Eckmann 社の代表ハンス・クラウス氏は、「我々の容器は最高水準の安全性を有し

ており、スイスの会社１社と複数の政府機関のテストを受けている。我々は、ＷＡＤＡの委員会メ

ンバーが容器を開けるためにどのような方法を使ったのか知らないが、我々の調査によると、容器

を目に見える損傷なしに開けるのは不可能だ」と語った。タス通信が報じた。 

 

 先にＷＡＤＡは、国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会、そしてすべての国際ス

ポーツ連盟に、ロシア人選手の国際大会への参加を拒否するよう勧告した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHr3 
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ロシア 日本の実業界にロシア経済への投資を求める 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 01:30） 

 

© Sputnik/ Ramil Sitdikov http://goo.gl/JowUzF 

 

 ロシアのアレクセイ・ウリュカエフ経済発展相は、日本の実業界に対し、ロシアの輸送・通信・

物流・エネルギー産業分野のインフラ整備への投資を求めた。ウリュカエフ経済発展相は、日本の

実業界代表達との会合で演説し、次のように述べた― 

 

   「我々は、ロシア経済の一連の部門に、本質的に少ししか投資がなされていないことを知って

いる。まずそれは、輸送、通信、物流そしてエネルギー産業のインフラについて言える。まさ

にこうした分野において、我々は、日本の皆さんと共に働き、投資条件の改善に取り組みたい

と考えている。また両国の中小企業支援分野で、ロシアと日本が協力することが重要だ。これ

は当然、大変重要な仕事である。なぜなら巨大企業は、自分達にとって必要な官公庁の扉をど

うやって開けるか、どう投資や支援を利用するかを知っているが、中小企業は、そうしたチャ

ンスを奪われているからだ。まさにそれゆえに、このテーマは、ロ日協力プランの重要な一部

になっているのだ。」 

 

 http://sptnkne.ws/bHw3 

 

 

エルドアン大統領 死刑が存在する国としてロシアを挙げる 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 02:42） 

 

© AFP 2016/ Adem Altan http://goo.gl/Cz76HG 

 

 トルコのエルドアン大統領は、死刑が存在している国としてロシアを挙げた。大統領は、もしト

ルコの国民と議会が、自分の発意を認めるならば、法律のレベルで極刑、つまり死刑を復活させる

用意があると発表した。また大統領は「トルコは民主国家」であり、国民の要求を無視することは

できないと強調した。 

 

 エルドアン大統領は「現在、死刑制度のない国はどこだ？ 米国は、ロシアは、中国はどうだ？

（死刑制度がある） 死刑制度のない国は、ＥＵ諸国ぐらいだ」と指摘している。 

 

 金曜日の夕方遅く、トルコでクーデター未遂事件が発生した。軍や警察は、７千５百人以上の人々

を拘束したが、その中には、高級将校や軍の中堅幹部も含まれていた。なおロシアにおける死刑制

度について言えば、法的には存在するが、1999 年２月２日以来、凍結されている。 

 

 http://sptnkne.ws/bHw4 
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レイプの島、沖縄駐留米兵士の罪と罰 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 09:00） 

 

© AFP 2016/ JIJI PRESS http://goo.gl/g6fk06 

 

 沖縄で起きる米軍関係者がらみの事件は毎月平均で23件！ そのうち刑事犯罪は13件にも上る。

日本外務省の調査によれば、今まで沖縄で起きた犯罪件数は 4,700 件を越える。その大半が犯罪者

は処罰されないまま放置されているのが現状だ。1949 年１年だけをとっても沖縄で米軍人によって

29 人が殺され、18 人の女性がレイプされた。そうした犯罪が裁かれたとしても刑は驚くほど軽いこ

とが多い。ここに列挙されているのは日本で実際に起きたレイプ事件。事件がどの程度の処罰を受

けたか、あなたの想像する「あるべき処罰」と実際の刑はどれほど一致しているだろうか？ 

 

 http://sptnkne.ws/bHw6 

 

 

露日、エネルギー、ハイテク、石油化学共同プロジェクト審議 

（スプートク 2016 年 07 月 20 日 10:46） 

 

© Sputnik/ The press service of Beloyarsk NPP http://goo.gl/2GgrWM 

 

 ロシアと日本はエネルギー、ハイテクノロジー、化学、石油化学や他の分野での共同計画実現化

を検討している。このことについてロシアのアレクセイ・ウリュカエフ連邦経済発展相が、日本ビ

ジネス界代表団との会談で発言した。 

 

 ウリュカエフ経済発展相によると、ロシア経済の一連の分野は、本質的に投資が不足していると

いう。投資不足は何よりも輸送インフラ、通信、物流、エネルギーネットワークの分野で起こって

いる。そして、ウリュカエフ経済発展相は「そして、ここで我われは、われらが日本の同僚と投資

環境の改善に努められばと考えている」と付け加えた。ウリュカエフ経済発展相はまた、日本企業

の代表団に、ロシアでの大規模な民営化プロセスの活発化を受けて現れた投資の機会について語っ

た。ウリュカエフ経済発展相は次のように述べた。 

 

   「さらにあなたがたの注意を向けたいことに、我われは今、より活発な民営化を進める政治に

戻ったということがある。我われは国の割合を減らし、民間企業の可能性を高めたいと思って

いる。」 

 

 ロシアのアレクセイ・ウリュカエフ連邦経済発展相は火曜日、東京を訪問し、日本の麻生副総理

兼財務大臣と林経済産業大臣の２人の大臣と会談した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHwA 
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韓国ＭＤ配備先住民の怒り：政府は「配備」の通知のみ、我々を安心させようともしない 

（スプートク 2016 年 07 月 20 日 12:10） 

 

© 写真: U.S. Missile Defense Agency http://goo.gl/s6z4lB 

 

 韓国の首都ソウルから南東に 200km 離れたところに位置する小さな町、星州郡ではすでに数日間

にわたって、米国のＴＨＡＡＤシステム配備への地元住民の抗議活動が静まらない。住民は、戦闘

行動が起こった場合、北朝鮮との不穏な国境に近い首都地区の住民ではなく、まさに彼ら星州郡の

住民が第一に、ＭＤシステム破壊を狙った敵の攻撃の的にされるのではないかと危ぶんでいる。 

 

 ここ最近、頻繁に聞かれる声だが、露中の反対にもかかわらずＴＨＡＡＤシステムを韓国に配備

するならば、探知レーダーとミサイルシステムは人里離れた無人島に配置すべきだという見解があ

る。これは韓国国民がミサイルの有効性と安全性を確信するための方策としてだ。 

 

 自らも星州郡出身である韓国の軍事専門家、イ・ジェヨン氏はスプートニクのインタビューで次

のように述べた。 

 

   「ＴＨＡＡＤに使われている FBX-T レーダーの代わりに海上配備Ｘバンドレーダー（SBX-1）

を利用することも十分可能なはずだ。ＴＨＡＡＤミサイルシステム本体は無人島や山間部に配

備すればいい。」 

 

 ジェヨン氏はまた、星州郡が選ばれた理由の１つとして移動の便利さという次のような仮説を述

べた。駐韓米軍基地がある大都市、大邱広域市は星州郡からわずか１時間の距離に位置する。ＴＨ

ＡＡＤシステムに勤務予定の１３５人にとっては、基地のある大邱広域市から星州郡までの移動が

単に楽だったのだろうという仮説だ。 

 

 韓国の実践人道主義医師協議会の元共同代表、盧泰孟（ノテメン）氏は次のように述べた。 

 

   「探知レーダーからの電磁波は一意に有害であるという声明は誇張かもしれないが、『なに、

全てうまくいきます。私たちを信じてください』というだけ、というのは強要以外の何物でも

ない。」 

 

 また、盧泰孟氏は次のように付け加える 

 

   「国民は国と政府から安全を受け取るべきであり、安全の保証を探すことがあってはならない。

もし政府が簡単でわかりやすい科学的な根拠を提示できなければ、ＴＨＡＡＤシステム配備を

即座に停止する必要があるということだ。」 

 

 http://sptnkne.ws/bHwB 
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ロシアの原子力エネルギー技術への関心 世界で高まる 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 13:26） 

 

© Sputnik/ Ruslan Krivobok http://goo.gl/UmpU2B 

 

 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のロシアのウラジーミル・ヴォロンコフ常駐代表は「ロシアの原子

力エネルギー技術に対する関心が、世界で高まっている。ウィーンにあるＩＡＥＡの加盟国常駐代

表達は毎年ロシアを訪問するが、その参加者数が記録的なものとなったことが、それを裏付ける証

拠の一つになっている」と指摘した。 

 

 火曜日に始まった訪問では、ロシアの原子力産業分野での最新技術の数々が紹介されている。訪

問の枠内で行われた円卓会議で、ヴォロンコフ常駐代表は「今年ロシアには、20 を超える国々のＩ

ＡＥＡ代表が訪れた。この数字は記録的なものだ」と述べた。 

 

 訪問団には、中国や日本、韓国、ドイツ、アルゼンチン、ベルギー、スイス、イスラエル、シン

ガポール、スロヴァキア、パキスタンそしてカタールの代表も含まれている。 

 

 水曜日、ＩＡＥＡの各国代表は、ベロヤルスカヤ原子力発電所を訪れ、そこで高速中性子炉 BN-800

を持つ同原発の最新原子炉である 4号炉を見学する。 

 

 http://sptnkne.ws/bHwQ 

 

 

日本 制裁条件下におけるロシアのプロジェクトへの融資問題を討議 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 17:47） 

 

© Fotolia/ peshkov http://goo.gl/tECe6G 

 

 東京を実務訪問中のロシアのアレクセイ・ウリュカエフ経済発展相は、麻生副総理兼財務相と会

談し、制裁条件下におけるロシアのプロジェクトへの日本の銀行の融資の可能性について討議した。 

 

 ウリュカエフ経済発展相は、記者団に次のように述べた- 

 

   「制裁の問題が話し合われた。と言ってもそれは間接的にだ。つまり、日本政府のあれやこれ

やの決定としてではなく、欧州や米国のパートナーが導入した制裁の条件下で、日本やロシア

の企業がどう作業するかが話し合われた。それはまず第一に、融資に関するものである。問題

は、日本の銀行が、制裁リスクを憂慮して、現在、日本からのプラント輸出などを伴うプロジ

ェクトへの融資を行っていないことにある。この事は、日本のビジネスにも、またロシアのビ

ジネスにも損失を与えている。それで我々は、互恵的でかつ互いに合理的なレールの上に、そ

うした作業をいかにのせるかについて、意見を交換した。」 
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 先に伝えられたところによると、ロシアは、貿易取引に自国通貨を用いるよう日本に提案した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHzs 

 

 

「ウィキリークス」 トルコ与党関係者の約 30 万通のメールを公開 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 20:32） 

 

© AP Photo/ FABRICE COFFRINI http://goo.gl/IfqzB9 

 

 内部告発サイト「ウィキリークス」は、トルコの与党公正発展党の電子メール情報の一部 29 万通

以上を公開した。 

 

 先に伝えられたところでは「ウィキリークス」は、トルコの政治権力機関の構造に関する文書⒑

万以上を公開するとのことだったが、その後、文書 50 万、メール 30 万通を白日の下にさらすこと

を確認した。 

 

 電子メールは、公正発展党の主なドメインである akparti.org.tr から取られたもので、最も新し

いメールは、今年 2016 年 7 月 6 日に送られたもので、最も古いものは 2010 年のものだ。「ウィキ

リークス」によれば、こうしたメールは、主に、世界の諸問題に関するもので、極めてデリケート

な国内問題についてのものではないとのことだ。 

 

 それにもかかわらず、与党のメンバーのメールのやり取りが公表された後、トルコ当局は「ウィ

キリークス」のサイトへアクセスできないよう、しかるべき措置をとった。 

 

 先に伝えられたところによると、イスタンブールで安全保障に関する緊急措置が講じられる。 

 

 twitter.com/ https://goo.gl/O6wlEs 

 

 http://sptnkne.ws/bH2e 

 

 

ＲＯＴＯＢＯ：日本企業はロシアとの経済協力を支持する用意ある 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 15:54） 

 

© Fotolia/ Rawpixel.com http://goo.gl/vqXJJc 

 

 一般社団法人ロシアＮＩＳ貿易会（ＲＯＴＯＢＯ）に入会している約 130 の日本企業は、日露 2

国間の経済協力発展のための努力を支える用意ができていると、ＲＯＴＯＢＯの小林 洋一副会長が

火曜日発言した。 
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 ５月６日にソチで行われたプーチン大統領と安倍首相の会談の際、安倍首相は８項目からなるロ

シアとの経済協力プランを提案した。日本のマスメディアの報道によると、その協力プランは日露

平和条約についての交渉と平行し、そして独立して進められるという。 

 

 さらに、日本貿易振興機構（ジェトロ）は日本ビジネスを推進する経験をロシアでも使うことを

期待している。ロシアのアレクセイ・ウリュカエフ連邦経済発展相と日本企業の代表団との会談で、

ジェトロの赤星康副理事長がそう述べた。 

 

 ウリュカエフ連邦経済発展相は、現在日本を訪問中で、すでに日本政財界の代表団との一連の会

談を行っている。 

 

 http://sptnkne.ws/bHzM 

 

 

ＩＯＣ ソチ冬季五輪ロシア出場選手のドーピング・サンプルを再検査 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 18:08） 

 

© Sputnik/ Sergey Guneev http://goo.gl/M82wM5 

 

 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は、2014 年のソチ冬季五輪に出場したロシア選手のドーピン

グ・サンプルをすべて再検査する意向だ。調査は、選手ばかりでなくトレーナーや役員に対しても

実施される計画だ。つまり世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）が報告書の中で言及したスポーツ省

の役員も含めるということだ。そのために特別委員会が作られるだろう。 

 

 先にＷＡＤＡは、報告書を提出し、その中で「ロシアは国家ぐるみで、スポーツ選手の禁止薬物

使用を支援していた。特にスポーツ省、スポーツ訓練センター、さらには連邦保安庁などが、それ

に関わっていた」と主張した。なおＷＡＤＡの報告書が公表された後、同機関はＩＯＣ、国際パラ

リンピック委員会、国際競技連盟に対し、ロシア人選手をリオデジャネイロ夏季五輪から排除する

よう求めた。 

 

 http://sptnkne.ws/bHzA 

 

 

米専門家「ロシア選手なしのオリンピックなどつまらない」 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 18:16） 

 

© Sputnik/ Alexey Filippov http://goo.gl/5XMPrW 

 

 ワシントン政治学ユーラシアセンターのアール・ラスムセン副所長は、スプートニク通信記者の

インタビューに応じ「ロシア選手すべてがリオデジャネイロ夏季五輪から排除される可能性がある

が、そんなことになれば、大会の雰囲気は台無しになり、多くの人々がオリンピックを見るのを止
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めてしまうだろう」と述べた。 

 

 ラスムセン副所長は「こうした禁止措置は『クリーン』な選手たちを罰するばかりでなく、大会

の雰囲気を台無しにし、メダル争いや他の選手達の活躍に対する人々の関心を下げてしまう」と指

摘し、次のように続けた- 

 

   「そうなれば、本当の意味での面白い大会を見るチャンスが、人々から奪われてしまう。ロシ

ア選手に対するこうしたキャンペーンは、政治的動機を持ったものだ。ドーピングに関わる同

様の状況が、世界中で起きている。こうした状況の中で、オリンピックから国が丸ごと締め出

されれば、前代未聞の出来事となる。ロシア選手団が排除された場合、多くの人達は単に、オ

リンピックを見ないだろう。私自身も、見るつもりはない。」 

 

 先にプーチン大統領は、ドーピング問題についてコメントしたところによると、ロシアは国際的

な義務を果たしているといった。 

 

 http://sptnkne.ws/bH3d 

 

 

北朝鮮 韓国に対する核攻撃を想定 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 17:02） 

 

© REUTERS/ KCNA http://goo.gl/Pjfdah 

 

 北朝鮮当局は、弾道ミサイル３発の発射について、韓国領内の目的への核攻撃を想定した爆発装

置の実験が目的だったと伝えた。ロイター通信が朝鮮中央通信の情報をとして伝えたところによる

と、発射時に「弾道ミサイルの核弾頭の爆発装置の特性と、目的上空の一定の高さにおけるその動

作が確認された」という。先に、北朝鮮が東岸から日本海に向けて弾道ミサイル３発を発射したと

伝えられた。 

 

 http://sptnkne.ws/bH2N 

 

 

キエフで有名なジャーナリストが死亡、自動車の爆破で（動画・写真） 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 21:53） 

 

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko http://goo.gl/tBoiwj 

 

 20 日、キエフ中心部で乗用車が爆発し、有名な記者が死亡。亡くなったのはパーヴェル・シェレ

メト氏。20 日、ウクライナのインターネットニュースサイト「ウクラインスカヤ・プラヴダ」が報

じた。 
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 死亡したパーヴェル・シェレメト氏はロシア、ベラルーシ、ウクライナで活躍するＴＶ記者。ロ

シアのＴＶ界では第１チャンネルをはじめとして 10 年ほど活躍し、その後、キエフへと居を移し、

インターネットニュースサイト「ウクラインスカヤ・プラヴダ」および「ラジオ・ヴェスチ」で５

年勤務した。 

 

 「ウクラインスカヤ・プラヴダ」の報道では、シェレメト氏は職場に向かおうと乗車したところ、

車内に仕掛けられていた爆発物が作動。車は「ウクラインスカヤ・プラヴダ」の指導部のエレーナ・

プリトゥラ氏の所有。爆破事件当時、プリトゥラ氏は乗車していなかった。 

 動画 https://youtu.be/bIv2gkUE6Jo 

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

 

 ウクライナ内務省のゾリャン・シキリャク参事官は声明を表し、車内でＴＮＴ換算で 400 グラム

から600グラムの爆破威力を持つ手製の爆破装置が遠隔操作によって作動した疑いがあると語った。

ロシア外務省のマリヤ・ザハロヴァ公式報道官は、ウクライナはシステム的に記者たちの共同墓地

化していると発言。「キエフでパーヴェル・シェレメト氏の乗った乗用車が爆発した。プロフェッ

ショナルな仕事を行い、どんな権力に対しても、どんな時代においても権力に対する考えを恐れず

述べる人物だった。だから彼は尊敬を集めていた。ウクライナ（これは国ではなく、システムとし

てだが）はジャーナリストたちの共同墓地と化しつつある。」 ザハロヴァ報道官は自分の facebook

にこう記した。  

 facebook.com/ https://goo.gl/cgZGXK 

 

 ロシア･ジャーナリスト連盟はすでに国際ジャーナリスト連盟、欧州ジャーナリスト連盟に対し、

パーヴェル・シェレメト記者の殺害を通知。ロシア･ジャーナリスト連盟のフセヴォロド・ボグダノ

フ代表がスプートニクに対して明らかにした。 

 

   「我々はすでに合意をとり、ＥＵ，欧州ジャーナリスト連盟、国際ジャーナリスト連盟と連絡

をとっている。なぜなら状況はあまりにもひどすぎるからだ。」 

 

 ボグダノフ氏はこう語っている。 ボグダノフ氏は記者の殺害は「政治における最も常軌を逸した

事態」と厳しく非難。 

 

 http://sptnkne.ws/bH4b 

 

 

トルコ軍機 イラク北部を空爆 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 19:21） 

 

© AP Photo/ Vadim Ghirda http://goo.gl/EGksIw 

 

 トルコ空軍が、イラク北部を空爆した。ロイター通信が伝えた。トルコ軍の発表によれば、空爆

の標的となったのは、トルコ政府がテロ組織とみなしているクルド労働者党（ＰＫＫ）戦闘員の陣
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地や基地、訓練施設だった。伝えられるところでは、空爆によりＰＫＫの戦闘員 20 人が死亡したと

のことだが、クルド側は、この数字を今のところ確認していない。 

 

 イラク北部のクルドスタン地方には、トルコ政府の主張によれば、ＰＫＫの戦闘員を養成・訓練

する施設が置かれている。これまでもトルコ軍機は、そうした施設に対し定期的に空爆を加えてい

る。先に伝えられたところによると、「ウィキリークス」はトルコ与党関係者の約 30 万通のメール

を公開した。 

 

 http://sptnkne.ws/bH6t 

 

 

プーチン大統領とエルドアン大統領 ８月上旬にロシアの都市で会談 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 20:26） 

 

© Sputnik/ Michael Klimentyev http://goo.gl/bxT5Jg 

 

 ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領の会談は、８月上旬にロシアの都市で行な

われる。ロシアのペスコフ大統領報道官が発表した。ペスコフ氏は、インターファクス通信からの

質問に答え、記者団に次のように語った― 

 

   「現在外交ルートを通じてプーチン大統領とエルドアン大統領の会談が準備、検討されている。

両氏は会談が８月上旬に開かれることで合意した。会談はロシア連邦で行なわれる。都市と具

体的な日時について今確認されている。」 

 

 なおペスコフ報道官は、プーチン大統領とエルドアン大統領の会談が８月９日にバクーで行なわ

れるとの噂を否定し、「これは真実ではない。バクーではロシア、アゼルバイジャン、イランの大

統領たちによる３ヵ国会談が行なわれる」と指摘した。 

 

 先に伝えられたところによると、トルコで 15 日夜、一部の軍人が軍事クーデターを試みたが、失

敗に終わった。 

 

 http://sptnkne.ws/bH7u 

 

 

トルコ政府、学者の出国を禁ずる 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 21:37） 

 

© AP Photo/ Omer Kuscu http://goo.gl/O8sNlN 

 

 トルコ教育の最高評議会は、学者が国を離れることを禁じた。ロイターが報じた。この決定はト

ルコの国営放送によって伝えられた。評議会の報告書には、研究職につくものが出国することを「追
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って通知があるまで」禁ずると書かれている。出国禁止は、私的なものと仕事上の両方が禁止され

ている。 

 

 以前、大学で勤務していた１万 5,000 人が、軍事クーデターを組織した容疑がかかっているギュ

レン氏をいわく支持したという理由で解雇された。さらに、トルコの大学の学部長１万 5,000 人以

上が辞表を出すよう命じられた。昨日、トルコの国家公務員の出国が禁じられた。今回の布告は、

軍事クーデター未遂後トルコで行われている政府、司法システム、軍機構の大規模な「浄化」を背

景としたものだ。 

 

 http://sptnkne.ws/bHA9 

 

 

ＷＡＤＡとのスキャンダルはサッカーＷ杯ロシア大会の開催に影響するか？ ＦＩＦＡの答え 

（スプートニク 2016 年 07 月 20 日 22:31） 

 

© Sputnik/ Igor Zarembo http://goo.gl/FOa7D8 

 

 国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は、2018 年のサッカーＷ杯ロシア大会について、世界アンチ・ド

ーピング機構（ＷＡＤＡ）とのスキャンダルがロシア大会の開催を脅かしてはいないことを確認し

た。ＦＩＦＡ広報部は、「重要なのは、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の声明で述べられてい

るのが冬の競技種目の大会についてであり、訴えはしかるべき連盟に送られたということだ。ＦＩ

ＦＡはロシアでのワールドカップとコンフェデレーションズカップの準備に没頭しており、大会が

ファンと参加者のために成功すると確信している」と伝えた。先にＩＯＣは、冬季競技の連盟に、

ロシアで開催予定の国際大会の準備を一時中止するよう呼びかけた。 

 

 http://sptnkne.ws/bHCp 

 

 

ウクライナの首都で何者かが Forbes の編集長を刃物で襲う 

（スプートニク 2016 年 07 月 21 日 05:21） 

 

© Sputnik/ Natalia Seliverstova http://goo.gl/ie9K3d 

 

 ウクライナの首都キエフで、何者かが Forbes ウクライナ支社のマリヤ・ルィドヴァン編集長を刃

物で襲った。Flash Crimea が、治安機関筋の情報として伝えた。治安機関筋は、「何者かがジャー

ナリスト（編集長）を刃物で襲った。ジャーナリストは腕と顔に軽症を負った」と伝えた。なお治

安機関筋によると、ルィドヴァン氏は警察に通報しなかった。 

 

 http://sptnkne.ws/bHQp 
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露外務省：ＮＡＴＯはトルコでのクーデター阻止の代わりに「ロシアの脅威」に取り組んでいた 

（スプートニク 2016 年 07 月 21 日 04:19） 

 

© Sputnik/ Anton Denisov http://goo.gl/6kUSMR 

 

 「ＮＡＴＯは、トルコでの軍事クーデターを阻止するため働く代わりに、偽りの『ロシアの脅威』

なるものに取り組んでいた」―ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官は、スプートニク通信のイ

ンタビューの中で、このように指摘した。 

 

 ザハロワ報道官は、次のように述べている― 

 

   「トルコでの出来事は、国内に悲劇をもたらし、また地域を今以上に不安定化させる可能性が

あった。こうした事すべては、ワルシャワでのＮＡＴＯサミットから１週間後に起こった。Ｎ

ＡＴＯは、安全に向けた作業のためのあらゆる手段を持った極めて巨大な軍事・政治的機構で

ある。しかしこのシステムは、近づいていた脅威には目を向けなかった。（トルコでクーデタ

ーが起きた時）ＮＡＴＯはどこにいたのだ？ 彼らは『ロシアの脅威』とかいう偽りに力を集

中させていた。それは彼ら自身が考え出したものであり、その後、その『脅威』とやらへの対

抗を決めたのだ。」 

 

 ７月 15 日から 16 日にかけての深夜、トルコでクーデター未遂事件が起きた。しかし 16 日の朝に

は、トルコ当局は、クーデターの鎮圧を発表した。この事件で、290 人以上が死亡し 1,400 人が負傷

した。 

 

 http://sptnkne.ws/bHKS 

 

 

トルコの駆逐艦 F-16、行方不明になった自国軍艦の情報確認のため出航 

（スプートニク 2016 年 07 月 21 日 05:09） 

 

© AP Photo/ Anatolia, Kenan Gurbuz http://goo.gl/RcXT4i 

 

 トルコの駆逐艦 F-16 は、行方不明になったトルコ海軍の軍艦についての情報を確認するために出

航した。行方不明の軍艦は、ギリシャの領海内に消えたのではないかという情報がある。ロイター

通信が、トルコ軍部の情報として報じた。 

 

 先に伝えられたところによると、トルコで起きた軍事クーデター未遂後、トルコの艦隊から 14 隻

の軍艦が消えた。 

 

 http://sptnkne.ws/bHQs 
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国内で新たなテロの可能性の警告、ドイツ 

（スプートニク 2016 年 07 月 21 日 10:35） 

 

© AP Photo/ Michel Spingler http://goo.gl/9FP5q4 

 

 ドイツのトーマス・デジメエール内相は、国内での新たな襲撃の可能性について発表し、それは、

単独テロの可能性があるとした。ロイターが報じた。デジメエール内相は次のように述べている。 

 

   「ＥＵ各国や、ＥＵ全体のように、ドイツもまた国際テロの影響を受けている。それゆえに、

私は状況は深刻だとすでに長い間述べている。」 

 

 先に報じられたところによると、ドイツのバイエルン州で 17 歳のアフガン難民が列車の乗客に斧

で襲い掛かり、結果、５人が重傷を負ったという。 

 

 http://sptnkne.ws/bHQt 

 

 


