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「そんりさ」「微笑み」を意味します。レコムは様々な活動を通じ
て、ラテンアメリカ・カリブの人々と喜びを分かち、共に生きていき
たい、彼らの微笑みを私たちの微笑みにしたいと考えています。
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2012年12月8日　日本ラテンアメリカ協力ネットワーク（RECOM）発行

01　グアテマラ・戦時下性暴力講演ツアー　　　　　……太田裕之
12　メキシコ紀行　　　                                    　……山本昭代
15　CLIJALの活動から「パペルピカド」　  　　　……網野真木子
17　ラ米百景「座頭市」は革命キューバの英雄   　　……伊高浩昭
18　ケチュアのエッセー 母なる大地の怒り　　　  　……栗原重太
19　音楽三昧♪「ニコメデスとクマナナ」              ……水口良樹
21　食巡り「鶏とセロリのトマトソース」……ミゲル・アクーニャ
22　ニュースクリップ　　　　　　　　　　　　　　　……サザエ



㻝

グアテマラ戦時下性暴力
スピーキングツアー2012
「沈黙を破って」
アナ・アリシア・ラミレス・ポップさん講演報告
（＊京都での講演を中心に、まとめ・太田裕之）

ᾋᡫᚪὉૼ߷࣓̬܇ẰỮợụᏑᛟଢᾍ

ࢢࠊ๓ࡃࡔࡓ࠸࡚࠸⪺ヰ࠾ࡢࡉࢩࣜ

ࢡࢪࣟᛶᭀຊ࠸࡚⤌ྲྀ࡛ࣛࢸ

ࡣࣛࢸࢢࠋࡍࡋㄝࡋᑡ࡚࠸ࡘุࢺ

1200㹼1300ேࡢேཱྀࡢ㐣༙ᩘࡀඛఫẸ᪘ࡢ

ᕪูࠊ␎௨㝆ࡢேࣥࢫࠊࡀࡍ࡛ࠎேࡢࣖ

ᅵᆅၥ㢟ධ20ୡ⣖ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡉᦢྲྀࡉ

ࡓࡋ⏕ࡀᨻᶒࡍ࠺ࡋᨵ㠉୰ᚰ

ᨵ㠉ࠊゐᐖࡢ⡿ᅜࡘᣢᙳ㡪ຊ࡞ࡁࠊࡀ

࡛ࡋᚋᢲࡢ⡿ᨻᗓ࠸࡞ᛮࡃᚰ 1954ᖺ㌷

ࡀ࣮ࢱࢹ࣮ࢡຨⓎࡇࠋᑐࡋᨵ㠉࠺ࡅ⥆

1960ࠊ࡞ࣛࣜࢤᨻᗓࡀໃຊࡍ ᖺ

96 ᖺ࡛ 36ᖺࡓ㛗࠸ෆᡓࠋࡓࡋ࡞

≉ 80㹼82ᖺ≀࠸ᭀຊࡀ྿ࡁⲨࢤࠋࡍ

ࣜࢤࠊࡀᨻᗓ㌷ࡓࡗᣢ༴ᶵឤໃຊᣑࡢࣛࣜ

ᅵసᡓ↔ࡍẅࡈࠎே࠸࡚ࡋᨭࣛ

⾜ࡓࡉẅࡀ20ே௨ୖࠋ㎰ᮧ㒊࡛ᒎ㛤ࡢࣖ

᪉440ࠊࡉ௨ୖࡢᮧࡁ↝ࡀᡶ࡚ᆅᅗ

ࡓく㌷ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡞ࡃ↓ୖ

රኈ㐩࠸࠸࡚ࡗゝࡣ࡛ࡇ

ࡔࣛࢸࢢࠋࡓࡋ⾜ࡀᛶᭀຊࡢዪᛶ

⾲࡞࡞ࡣᐖ⿕ࡢᛶᭀຊࠊࡀࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅ

ฟࠋࡏࡏከࡢࡃ⿕ᐖዪᛶࡀỿ㯲ᙉࠊ࠸

ⱞࠋࡓࡋࡁ࡚ࡅ⥆ࡋෆᡓ1996ࡣᖺࠊ⤊

┤๓ࢡࣜࢺᩍࡀෆᡓ୰ࡢேᶒᐖࡢᐇ

ែሗ࿌ࠊᖹ┤ᚋᅜ㐃ࡢ┿┦✲ጤဨࡢ

ሗ࿌᭩ࡀฟ࡚ࡎ࠸ࠊෆᡓ୰ࡢேᶒᐖࠎᩘࡢ

ࠊࡀࡍ࠸ࡣ࡚ゐᛶᭀຊࠋࡍ࠸࡚ࡋᣦ

⮬ศ㉳ࡓࡗࡇ⿕ᐖヰࡏዪᛶࡀᑡࡓࡗ࡞

ែ≦࠸࡞ศࡃࡀᩘ⪅ᐖ⿕ᐇែࡢࡑࠊࡓ

ࠊᛶᭀຊࠊ࠺ࡋ࡞ၥ㢟ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛

⌧ࡀࡕࡓዪᛶࡍၥ㢟࡛άືࡢ࣮ࢲࣥࢪ

2000ࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ ᖺᮾி࡛ඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖ

ᛶያ᪥ᮏ㌷࡚࠸ᣍࡕࡓዪᛶࡢࢪࡢ

㞔ไࡢၥ㢟㏣ཬࡍዪᛶᅜ㝿ᡓ≢ἲᘐࡀ㛤

ᐖ⿕⣮தᆅࡢୡ⏺ྛᆅࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡋ

ዪᛶࡕࡓᣍ࡚࠸ᐇែ▱ᅜ㝿බ⫈㛤

ࡉࣝࣛࢠ࣭ࢲࣥࣛࣚࣛࢸࢢࠊ

ࡋࡓࡋᨻⓗάືෆᡓ୰ࠋཧຍࡀዪᛶ࠺࠸

࡚⛎ᐦ㆙ᐹᤕᩘࠊ࠼ 㐌㛫࡚ࡗࡓ

ᙼࠋࡓࡋࡋヰ㦂⤒ࡓࡅཷᙉᣝၥ࠸ࡌ

ዪࠕࡣᛶᭀຊࡢ⿕ᐖ⪅࡚ࡣⱞࡅࡓࡁ࡛ࡋ

࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗࡅࡔሙ❧ࡢ⪅ᐖ⿕ࠊ

ࡋ⫈ഐዪᛶᅜ㝿ᡓ≢ἲᘐࠋࡓࡋㄒࠖ࠸

㇟༳࠸ᙉ࡚ドゝࡢࡕࡓዪᛶࡢࢪ࡚

ࡓ࠸㛤ᡓ≢ἲᘐࠊ࣮ࢠࣝࢿࡢࡕࡓᙼዪࠊࡅཷ

ேࡢࡕࡓດຊᐇឤࣛࢸࢢࠊࡋᖐ࡚ࡗ

άື࡞࠺ࡢࡑࡦࡐ

ࡓࡋỴᚰ࠸ࡓࡋ

௰㛫࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡢ

ເ࡚ࡗጞࠊࡀࡇࡓ

࠸ാࡀࡉࢩࣜ

ࢺࢡࢪࣟ࠸࡚

ࡁ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ

ࠋࡓࡋ

ෆᡓࡢࣛࢸࢢ

ࡢ⪅ᐖ⿕ࡢ

ᛶᭀࠊ࡛ࠎேࡢࣖࡣ

ຊࡢࡓࡅཷ㒊

ศࣖࡀዪᛶ࡛ࠋࡍ㎰

ᮧ㒊ࡢࣖࡢேࡣࠎ

࡞ࡉヰㄒࣥࢫ

ࣖࡌྠࠊࡃከࡀே࠸

⣔࡛ 23 ゝ࡞␗ࡢ

ㄒࠊ࠶ࡀఝ࡚࠸



㻞

࠶ゝⴥ࠸࡞ࡌ㏻࠸࠾ࠊࡀࡍ࠶ࡇ

ᆅࡢࡘ3ࠊࡀࡓࡋ୰࡛࠶ቨ࡞ࡑࠋࡍ

ᇦ 60 ேࡢዪᛶࡀཧຍࡣࢺࢡࢪ࡚ࣟࡋ

ጞࠋࡓࡋዪᛶࡢࡕࡓ≧ἣࡣࠊ▱

῝ᙜ┦ࡀയࡢᚰࠊࡅ⥆ࡋⱞ࡚ࡅཷᐖ⿕

࣓ࠋࡍศࡀࡇ࠸ ᚲせࢫࣝࣝࢱࣥ

άࡢࡓࡢᶒࡢዪᛶࠊ⧊⤌άືࡢࡑࠊ࡞

ᗈࡀࡑࠋ㐠Ⴀ࡚ࡗ࡞⥴୍ࡀ⧊⤌ື

2010ࠊࡀ ᖺᡓୗᛶᭀຊ㛵ࡍẸ⾗ἲ

ᘐ࡛ࣛࢸࢢ㛤ദࠋࡓࡋ⮳ࡍẸ⾗

ἲᘐࡣᡂຌࠊࡋຊᚓࡓዪᛶࡀࡕࡓຍᐖ⪅ࡢฎ

ࡃᝏᏳࡣࣛࢸࢢࠋᕼᮃ࠸ࡓồ⨩

ࡕࡓዪᛶࡢ15ேࠊࡀࡍἣ࡛≦࡞༴㝤ࡔࡔ࡚

ࠋࡍ࡛ࡇጞࡀ㞟ᅋッゴ

ࣜࡀࡢ࠸࡚ࡗῧᐤࡕࡓᙼዪࠊ࡚ࡋࡑ

㌟⮬ࠋࡍዪᛶ࡛ࣖࡢ36ṓࠊᖺࠊ࡛ࡉࢩ

ᐙ᪘ࡀࠊく㌷ࡀᮧࡢ4ṓ

ࡗ㉮࡚࠼㉺ᒈࠋࡍ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡆ㏨

࡛ࡢ╔㌟ࡢ╔ࠋࡍ࡛࠺ࡑ࠸࡚࠼ぬࡢࡓ

ᒣ୰㏨ࠊࡆᐙ᪘㞳ࡓ⏕άᙉࡋ࠸

࡞࠺࠼㏻Ꮫᰯ࡚ࡋᡂ㛗ࠊᚋࡢࡑࠋࡓ

ࡓࡗ࡞ࡏヰࡣㄒࣥࢫ࡛12ṓࠊࡀࡓࡋ

࠺ࡍཧຍάື✲┦┿࡚ࡀࠋࡍ࡛࠺ࡑ

ࡇࡓࡗࡇ㉳ࠎேࡢࣖࠊᮧࠊᐙ᪘ศ⮬ࠊ࡞

ࣂࢧࡢ୰࡛ᡓୗᛶᭀຊ῝ゎ⌮ࠊࡧᏛ

࡞࠺ࡍཧຍ㞟ࡢࡕࡓዪᛶ࣮ࣂ

ዪᛶሙ❧ࡢࢫࣝࣝࢱ࣓ࣥࡣᅾ⌧ࠋࡓࡋ

ඹྠయື⾜⌮ᚰ♫ࠕᅋయࡍࢺ࣮ࢧࡕࡓ

࣮ࣝࢢ✲◊ 㸦ECAP) ࡋ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩࣇࠖࡢ

࡚άືࠋࡍ࠸࡚ࡋᙼዪࣖࡣㄒࣥࢫㄒ

ヰ࡛ࡢࡏ⿕ᐖዪᛶࡢࡕࡓಙ㢗ᚓ࡚ࠊ≧ἣⰋ

㔜せ࡚ࡋබᘧ㏻ヂุ࡛ࠋࡍ࠸࡚ࡗࡃ

ࡋࡁ⪺ヰࡢࡉࢩࣜࡍࡓᯝᙺ࡞

ࠋ࠺

ᾋỴἼἉỴẰỮᜒᾍ

᭱ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶࠺ ࠶ࡀㄝึ

࠸ࡓࡋㄝ࡚࠸ࡘάືࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡋ

ࡣࡢ࠸ࡓ࠸ྜࡕศࡉⓙࠊࡎࠋࡍ࠸ᛮ

ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡋᘧᮏᙜࠋࡍᘧ࡛ࡢࣖ

࠸ヂࡃ࡚ࡗᣢࣛࢸࢢព⏝ࡢࡑ

㔜せࡣࡕࡓ⚾ࠋࡍࡋࡏぢ࠾࡛┿ࡣ᪥ࠊࡎ

ࡗసቭ⚍࡞♳ᡂຌࠊࡍࡇ࡞

࡚ᘧࠋࡍ࠸⾜ᮾす༡ࡢ᪉ྥࡢࣖୡ⏺

ほ┒ࡀ㎸ࠊⰍព࠺ࡢࡑࠋࡍ࠶ࡀ

㯤ࠋࡍ࠸࡚ࡋ⾲㐨ࡁࡓࡀࡕࡓ⚾ࡣ⥳ࡕ

Ⰽࡣᐙ᪘ࡀ࡞ࡘࡢᅋ⤖ࠊ㐃ᖏពࠋࡍࡋ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋヰ࠾ࡇᚰ࡛࡞ࡑ

♫ࡀࡢඛఫẸ᪘ࡣ࡛ࣛࢸࢢ

ዪ୰࡛ࠊࡀࡍ࠸࡚⨨ሙ❧ࡓࡉ㝖

ᛶࡣ㈋ࡉࡋຍ࡚ࡗ㸱㔜ࡢᢚᅽⱞࠊࡋኌ

ㄝࡢࡁࡉࠋࡍ࡛ࡇ࡞ኚࡣࡢࡆୖ

㦂⤒ࡢ᪥ᮏ࡛ࡢࡉࣝࣛࢠ࣭ࢲࣥࣛࣚࡓࡗ࠶

࡛ࣛࢸࢢࠊࡅࡗࡁ 02 ᖺࡢࡕࡓ⚾

άືࡀጞࠋࡓࡋෆᡓ୰ࡃࠊᭀຊࡦࡢ

ྤയࡢᚰࠊࡕࡓዪᛶࡓࡅཷᐖ⿕௦ࡓࡗ

࡚ࡋ᥈ࡕࡓዪᛶࡓࡁ࡛ࡋⱞ࡛࠸࡞ࡏฟࡁ

࡚ࡗ㞟ࡕࡓዪᛶࠋࡓࡋጞࢺࢡࢪࣟ

ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺࡚ࡋヰ㦂⤒ࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࠸

⿕ᐖ࠶ࡀ㎞ࠊ࡚ࡃヰࡍ࠺ࡑẼኻࡗ

ࡗከࡀே࠸࡞ࡁ࡛ࡀヰ࡚ࡋࡓࡋฟࡁἽࠊࡓ

ཷᐖ⿕ࡣࡉࢱ࣮ࣜࣝࠊே୍ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡓ

ࡣࡓࡅ 24ṓ࡛࡛ࡍࠋࡓࡋ⤖፧࡚࠸࡚ࡋ 3ே
ᮧࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓ࠸⭡࠾ࡀ┠4ே࡚࠸ࡀᏊࡢ

ࡇࡣᙼࠊࡉ⮴ᢼࡀኵ࡚ࡁ࡚ࡗࡀ㌷

ࡢ࠸࡚ᇙࡇࡣ࠸࠶ࠊࡢ࠸

ศ࠸࡞≧ἣ࡛ࠋࡍᙼዪ⮬㌟㌷ࡢ㥔ᒡᆅ㐃

ẖࠋࡓࡋࡉᛶያ㞔ࠊ6᭶㛫ࠊ⾜࡚



㻟

᪥ࠊරኈࡢࡕࡓ㣗సࠊὙ℆ࡓࡏࡉ

ᛶࠋࡓࡋࡅ⥆ࡉᙉẖᬌ㸲㹼5ேࠊୖ

ያ㞔ࡢ❧ሙ㏨၏୍ࡢᡭẁࡣㄡ⏨ᛶ

㥔ᒡᆅࡢ㌷ࠋࡓࡋ࡛ࡇࡍ፧࡚ࡅࡘぢ

㐃㎸ࡣࡢ 12㹼14ṓࡢ࠸ࡃᮍ፧ዪᛶ

≀ᡤ᭷ዪᛶࡣࡇࠊዪᛶ࡛ࡓࡉẅኵࠊ

ㄡࠊࡀࡍ࠸ᛮࡀ࡞ࡘ᪉࠼⪄ࡍ

⤖፧ࡍᛶያ㞔චࠋࡓࡋᙼዪࡢࡑ

ࡣ᪉ࡢ℆Ὑ⅕ࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡓࡋ፧ࡓ 6
ᖺ㛫ᙉࠋࡓࡋ࠸ ࡛ࡅࡔࡉࢱ࣮ࣜࣝ

ࡋ㦂⤒࠸ࡌࡉࡍࡀࡕࡓዪᛶࡢࡃከࠊࡃ࡞ࡣ

ࠋࡍ࠸࡚

ࠊάື࡛ࡢࡀ࡞ࡋకྠࡕࡓዪᛶ࡞ࡑ

ࠖ(㸦ECAP࣮ࣝࢢ✲◊ඹྠయື⾜⌮ᚰ♫ࠕ
ࡋάື࡚࠸ࡘၥ㢟࣮ࢲࣥࢪᶒ࣭ࡢዪᛶࠊ

ࠖ(ᅜዪᛶ㐃ྜ㸦UNAMGࣛࢸࢢࠕ࠸࡚
ጞ࡚ࡋࢺࢡࢪࣟඹྠࡢᅋయࡢࡘ࠺࠸

ࠋࡓࡋ

ࡣࣛࢸࢢ 23 ࢪࣟࠋࡍ࠶ࡀゝㄒࡢ

ࡓዪᛶᆅᇦࡢࡘ୕࡚ࡅศࡃࡁࡣࢺࢡ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋཧຍࡀࡕ ࡣ┴ࢦࣥࢼࢸ

ㄒࣝࣂࣥࠊㄒࣇࣗࢳࠊㄒࡑࠊΰ⾑ࡢ

ዪᛶࣝࢣࢳࢡࡣ┴ࢦࣥࢼࢸࣝࢳࠋࡕࡓㄒ

┴ࢫࣃ࣭ࣛࢱࣝ┴ࣝࣂࢧࠋࡕࡓዪᛶࡢ

ࠋࡍィ110ே࡛ࡣᅾ⌧ࠋࡍ࡛ࡕࡓዪᛶࡢㄒࢳࢡࢣ

ࠊࡓ ጞ࡚ࡋ㛵ᛶᭀຊࡢෆᡓ୰ࡣࢺࢡࢪࣟ

2007ࠊࡀࡓࡋ ᖺࡈ㖔ᒣࢸࣥࣛ

⾜ࡀࡁ㏥ࡕ❧ᙉไࡢ㛤Ⓨ࡛ᆅᇦఫẸࣥࣙࢩ࣮

࠾࡚ࡁ㉳ᛶᭀຊ㆙ᐹᐁ㌷රኈࠊ㝿

ࢻࣥࢸࡢࡕࡓᐖዪᛶ⿕ࡢࡑࠊ 08 ᖺࡈ

ࠋࡍ࠸࡚ጞ

ࡣ⚾ ECAP ࠸࡚ࡋάືࡢࢫࣝࣝࢱ࣓࡛ࣥ

࣓ࠋࡍ ࢱ࣮ࣔࣟࡔᏛ♏ᇶࡢࢫࣝࣝࢱࣥ

ᚰ⌮Ꮫࠊࡕࡓேࡌྠࡀዪᛶ࡛ゝⴥࣖࠊዪᛶࡢ࣮

ዪࡓࡅࡘ㌟᪉ἲࡍࢣയࡢᚰ࡛Ꮫ

ᛶ࣮ࢳ࡛ࡕࡓసࡌྠࡎࠋࡍ࠸࡚ࡗᆅᇦ

ఫዪᛶ࣮ࣝࢢ࡛ࡕࡓసࠊ┦ಙ㢗⠏

࡚ࡋᇶᮏࡇᏲᐦ⛎࠸ࠊࡋ㐃ᖏ࡚࠸

ࡓࡗࡇ㉳㌟ࡢศ⮬ࡀࡕࡓ୰࡛ዪᛶࡢࡑࠋࡍ࠸

࠸ࡍฟࡋヰ࡚ࡗ◚ỿ㯲ࡋඞ᭹ᛧࠊࡇ

ࠋࡍ࡛ࡢ⤒ࢫࢭࣟ࠺ ๓ྡࡢࢺࢡࢪࣟ

῝ࡢෆ㠃ࡣᛶᭀຊࠋࡍ࡛ࠖࡕࡓዪᛶ◚ỿ㯲ࠕ

ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸῝ࡀᭀຊ࡛യ࠼ຍࡇ࠸

➗ࡓ࠸Ἵࠊ࠸ྜࡋヰ⥴୰୍࡛ࡢ࣮ࣝࢢࡎ

㛵ಀ࡚ࡋ㏉⧞ࡇ࡞࠺ࡁ࡛ࡓࡗ

04ࠋࡓࡋࡁ࡚῝ ᖺࡣᖺ 1 ᅇࡍࠊ

࠸࡚ࡋ࠺ࡘᣢሙࡍᇽ୍ࡀዪᛶࡢ࡚

୕ࠋࡍ ࡢࡒࡑࡀࡕࡓዪᛶࡢᆅᇦ࡞␗ࡢࡘ

⤒㦂ඹ᭷ࠊࡋᛶᭀຊࡢඹ㏻ᛶ⌮ゎ࡚ࡋ▱㆑

࠼ᐈほⓗᐖ⿕ࡢ⮬ࠊ࡛ࡇ῝

ዪࠊ࡚ࡌ㏻άື࠺࠸࠺ࡇࠋࡓࡋ࡞࠺

ᛶࡀࡕࡓ⮬ศ⮬ಙᣢࠊࡘ⮬ศ౯್ぢฟࠊࡋ

⮬ศಙ㢗ࡍ㐣⛬ࡀጞࠋࡍ

ᙼዪࡣࡕࡓ㉳ࡇࡓࡗࡇヰࡇ࠺࡚ࡋ

ヰ࡚ࡋศ࡛⣡ᚓ⮬ࠋࡏࡋࡣᙉไ࡚ࡋࡗࡅ

ࡁ࠸࡚ࡗసἣ≦࠺࠸࠺ࡑࠊࡘᚅ࡛ࡁ࡛ࡀ

㔜せ㠀ᖖࡀ᪉ἲㄽ࡞ᚰ⌮Ꮫⓗࡣࡓࡢࡑࠋࡍ

ዪᛶࠊ࡛ࡇࡅ⥆ࣥࣙࢩࢭ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛

ࡋࡑࠊᐖ࡞ᚰ⌮ⓗࠊᐖ࡞ⓗ⌮≀ࡓ࠼ຍࡕࡓ

࡚♫ⓗ࡞ᐖࠊዪᛶࡕࡓ⮬㌟ࡀẼ࡙ࡢࡃ࠸࡚࠸

ࡀࠎேࡣᙉ㌷ࠊࡣᐖ࡞ⓗ♫ࠋࡍ࡛

㞟බඹࡢሙ࡛⾜ࡀࡇࡓከ࠺࠸࠺ࡑࠊࡃ

⤒㦂ࡣዪᛶࡣࡕࡓỴᐃⓗ࡞യࠊ࡞௨᮶ࠊᝏ

ክࡃ⥆ࡀ≧ἣࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࡓࡗࡔព࡛♫ⓗ

⿕ᐖㄆ㆑࡚ࡣࡢࡍ㔜せ࡛ࠋࡍ

ࡋ᪉ἲㄽࡢࢣࡢࡕࡓዪᛶࡓࡋ࠺ࡑࠊࡓ

࠸ᥥ⤮ࡤ࠼ࠋࡓࡋ࠸࣮ࣆࣛࢭࢺ࣮࡚

ࡕࡓศ⮬࡚ࡌ㏻ࡇస⣬⢓ᅵ࡛ఱࠊࡓ

ࠋࡍ᪉࡛ࡍ⌧⾲ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢ ࣝࢧࣝ

ศ⮬ࠊࡅཷᨭࡢ࣮ࣝࢡࢫࢺ࣮࠶ࣝࢻࣂ

⣬⢓࠸࡚ࡌឤ࠺ࡀศ⮬ࠊࡇࡓࡗࡇ㉳

ᅵ࡛ᙧࠊࢬࢧࢧࢡࡍ⾲ቨ⏬సࡋࡋ

࡛ࡢࡓࡅ⥆5ᖺ㛫࣮ࣆࣛࢭࢺ࣮ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓ

ࡕ❧ᙺ㠀ᖖほⅬ࡞ᚰ⌮Ꮫⓗ♫ࠊࡀࡍ

ࡣ┿࡞ࣝࣇࣛ࠸࡚ࡋࡏぢ࠾ࠋࡓࡋ 08 ᖺ

ࢺ2࣓࣮⦪ࡣࢬࢧࠋࡍ࡛⏬ቨࡓࡋඹྠ࡛〇స

ୖࡁᥥ࡚ࡅ1㐌㛫ࠊ࡛࠸ࡃࣝࢺᶓ6࣓࣮ࠊࣝ

㦂⤒ࡢᛧࠊࡇࡓࡗࡇ㉳ࡕࡓዪᛶࠋࡓࡋࡆ



㻠

ࠊࡇ㏻ࠊ࡚࠸ࡀࡕࡓරኈࠋࡍ࠸࡚ࡋ⌧⾲

ぢ࡚ࡍࡢࡅࡘ◚ቯࠊࡋᐙࠊ↝ࡀᐙ␆

ᐦᆅ⛎ࡓᇙࠊ࡚ࡉẅࡀࠎேࠊࡉẅࡀ

ࠋࡍ࠸࡚ࡉ⌧⾲ࡀ

ࡕࡓ⏕Ꮫࡀࡕࡓዪᛶࠊ࡚࠼⤊సࡇ

⤂ࡇࡑࠊࡓࡋ㎸ࡓព࡞ヰࡍᶵࡀ

ఱᅇ30ࠋࡓࡋ࠶ᖺ㛫ヰࡓࡗ࡞ࡏỿ㯲◚

ࡢࡓࡗ⮳࡛ࡍㄝࡋ⌧⾲ศ⮬ࡋࠊ

ࠊࡉࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃ࡚ࣥࡣࡕࡓዪᛶࠋࡍ࡛

Ẹ⾗ἲᘐ࠺࠸࠸ࡓ࠸⾜ᕼᮃࠋࡓࡋ⏕ࡀ

ዪᛶ୍ࡀࡕࡓ␒ᙉࡃᕼᮃࠊࡣࡢࡓࡋ⮬ศࡕࡓ㉳

ࡓ࠸࡞ࡇ㉳ዪᛶ࡞ࡢࡀᭀຊࡓࡁ

♫ฟ᮶ࡓࡁ㉳ࡕࡓศ⮬ࠊࡤࡅ࡞ࡋఱ

యࠊ࠸࡚ࡗ▱ᗘ⧞㏉ࡇ࠸࡞ࡏࡉ

ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠸ࡓࡋ࣮ࣝࣆ

ࢲ࣮ࣜࡢᆅᇦఫࡀࡕࡓዪᛶࠊഛᮇ㛫୰‽ࡢࡑ

࠺ࡇࡓࡗࡇ㉳㐣ཤࠊேᶒព㆑ࡕࡓ࣮

ゎ㔘ࡍᗈព㆑࣮ࣕࣥࣥྲྀ

ࡍἲᘐ࡛࠼ゝࡣẸἲᘐࠊࡓࠋࡓࡋ⤌

ࡕࡓዪᛶ࠼ኚ⏺ୡࠕ⧊⤌ᘚㆤኈࡢዪᛶࠊ࡛ࡢ

㸦㹋㹒㹋㸧ࠖ ࠋࡓࡋ࡞࠺㛵㐠Ⴀ

Ẹ⾗ἲᘐࡣ 2010ᖺᐇ⌧ࠊࡀࡓࡋࡋᙜึ

3ࡢࡇࠊࡋ㛤ദ࡚ࡗຍࡀMTM2ᅋయࡢ
ᅋయ࡛ࢺࢡࢪࣟ㐠Ⴀࠋࡍ࠸࡚ࡋ᭶2ࠊ1
ᅇ࣮ࢳࠊ⿕ᐖዪᛶ࡛ࡕࡓ㞟࡞࠸࠸ࠊ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗྜࡋヰࡇ

᪥ᮏࡀࢺࢡࢪࣟࡢࡇࡣ09ᖺࠊࡓ ࡛ࠕ

2000ࠋࡓࡋࡋ㈹ཷ㈹ࠖ ᖺࡢዪᛶᅜ㝿ᡓ

≢ἲᘐ㛤ദ࡞ࡁᙺᯝࣜࢼ࣮ࣕࢪࡓࡋࡓ

㑇ᚿࡢࡑࠊ࡞ࡃஸࡀࡉᯇࡢࢺࢫ

㈹ࡢࡑࠋࡍዪᛶேᶒ㈹࡛ࡓࡉタࡓࡄ⥅

ࡀ 2000ᖺࡢᡓ≢ἲᘐࡑࠊ࡛ࢹࣅࡢᣢࡕᖐ

Ẹ⾗ἲࡢ࡛ࣛࢸࢢࠋࡓࡋぢࡕࡓዪᛶ࡚ࡗ

ᘐࡗࡕࡢ๓࡛࡚ࠊཧ⪃ࠊ࡞ຊ

ព㆑ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࣮ࢸࢽࣗࢥࠋࡓࡋ࠸

ࠋࡓࡋࡕ❧ᙺ࡛ୖࡍ

10 ᖺ㛤ࡓ࠸Ẹ⾗ἲᘐ࡛ࡣ 4 ேุࡢᙺࢥ

ࡢࡑࠊࡁᣍ᪥ᮏࠊ࣮ࣝࠊࢲࢼࠊࣅࣥࣟ

ࡉ᪂ᕝ࠸࡚ࡃ࡚ࡋ㏻ヂࠊ᪥ࡀே୍ࡢࡕ࠺

ࣞࠋࡓࡋ࡛ ࠊࡇ࠺࠸࠸࡚ࡋᨭࢥ

᪥ᮏࡢ㛵࠾࡛ࡢ࠶㢪ࠋࡓࡋࡋ࠸

ㄒࢳࢡࢣࠊ࠼ຍ࠸ῧࡁࡢᐖዪᛶ⿕ࡣ⚾

ࣛࢸࢢࠋࡓࡋົ㏻ヂྠࡢㄒࣥࢫ

ࡣἲᘐ࡛ࠊࡃከࡀࡇ࡞༴㝤ࡀ㌟ඖࡣ࡛

ዪᛶࡣࡕࡓ㢦㞃࡚ࡋドゝࠋࡓࡋࡋဨࡀドゝ

ྛࠊ࡛ࡢࡓࡗࡋ㞴㛫ⓗࡣࡢࡍ ᆅᇦ௦

ࢸࢢࠊࡢ3ᅋయࠊࡓࠋࡓࡋࡧ㑅⾲

ዪࡓዣ࠸ྜ㐃ࠕ࠶࡛ࡢዪᛶࣖࡢࣛ

ᛶࡢࡕࡓ㸦ࢢࣅࢼࢥ㸧ࠖ ཧຍࡋඹദᅋయ

ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡋ

⫈ഐࡀேࡢໃࠋࡓࡋᡂຌ࡛ࡣẸ⾗ἲᘐࡢࡇ

࠶ࡀࢫࣥࢮࣞ࡞ࡁᅜ㝿♫ࠊ᮶࡚

࡞ᶵ㛵ࡢዪᛶ㛵ಀࡢᅜ㐃ࠊࡢᅜྛࠋࡓࡋ

ྛࠋฟᖍேࡢ ᅜࡢᨭᅋయࡢᏑᅾ࠶

ࡇぢࡑ࡚ࡗࡕࡓዪᛶࡓࡋཧຍࠋࡓࡋ

ࠎே࠼ㆭຬẼࡢࡕࡓዪᛶࠊ㔜せ࡛ᮏᙜࡣ

ࡌྠࡣ⚾ࠋࡓࡋ࡞ࡋບ࡞ࡁࡀࡕẼᣢࡢ

࠸࡚ࡋࢻࣥࢸࡕࡓዪᛶࡢㄒᆅᇦࢳࢡࢣ

࡛࡞᪥⩣ࡓࡗ⤊ࡀẸ⾗ἲᘐࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ

ศ⮬࠸ࡘࠕࡣࡕࡓዪᛶࠊ❧࡚࡚ᖐࢫࣂ

ࡓࡁ࡛ࡀࡇࡍヰࡇࡢࡕࡓ ࡛႐࡚ࠖ

ࡋᎰࡇࡓࡗ࠶ࡀࡋບࡢேࡢࡃከࠋࡓࡋ࠸

ࡢ࡞ᚩⓗ㇟ࠋࡓࡋᖐࡀ࡞࠸ḷḷࠊ࡚ࡃ

‶ࠊ㐩ᡂឤ࠺࠸ࡓࡋᅇ⩏ṇࠊ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛

㊊ឤࠋࡓࡋ࠸࡚ࡩ࠶

ෆᡓ㞟⤖ᚋࠊ┿┦✲ጤဨࡢሗ࿌ࡀ࡞ฟ

᭩ࡋࡎᮏᙜࡣᛶᭀຊࡣࡇࡑࠊࡀࡓࡋ

ࡓࡣࡕࡓዪᛶࡓࡅཷᐖ⿕ᐇ㝿ࠋࡏ࠸࡚

ᢲ༳้࡞ⓗ♫ࠊࡎࡢ࠸ࡉࡃ

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡔࡔࡀே࠸࡛࠸࡞ࡏヰࠊࡉ

Ẹ⾗ἲᘐࡢᚋࡉࡣࡕࡓ⚾ࠊάືࠊࡅ⥆ዪ

ᛶࡀࡕࡓఫᆅᇦ࡛࣮ࢸࢽࣗࢥࠊ 13㹼19ṓ
⾜ព㆑࣮ࣕࣥࣥ㇟ᑐ⪅ⱝ࣭Ꮚࡢ

ࡢࡓࡗࡇ㉳ࡀఱ㐣ཤࡣࡕࡓᏊࠋࡓࡋ࠸

ศࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ⮬ศࡢࡕࡓᮧఱࡀ㉳ࡗࡇ

ࡗࠊ࡚࠸ࡘၥ㢟ࡢᛶᭀຊࡣ࠸࠶ࠊࡢࡓ

ࢽࣗࢥࡉࠋࡍ࡛ࡢ࠺࡚࠼⪄ࡋゎ⌮ࡃ

ᛶ⏨ࡃࡘ⫋ᙺ࡞㔜せ࡞୰࡛ጤဨࡢ࣮ࢸ



㻡

ព㆑࡚࠸ࡘ⯡ேᶒ୍ᛶᭀຊࠊ㇟ᑐࡕࡓ

ᣢࠋࡓࡋ࠸⾜࣮ࣥࣥࣕ࠺࡚ࡗᏛᰯࡢ

ᩍᖌࡢࡕࡓ⚾ࡃ࡞ࠋࡍ࠸࡚ࡗ⾜ࡕࡓά

ࡇࠊ࡛ࡓࡍ࠺࠼࡚ࡗ࡞┪ᚋࡢື

ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡕࡓዪᛶࠊ࡛ࡇࡅ⥆άື࠺࠸࠺

࡚సࡀ♫࠸Ⰻ࡚ࡗ࡚ࡍࡕࡓ⚾

ࠋࡍ࠸ᛮࡃ࠸

୍᪉ࠊẸ⾗ἲᘐࡓࡗ⤊ࡀᚋࢺࢡࢪࣟࠊ

ཧຍ࠸࡚ࡋ 110ேࡕ࠺ࡢ 15ேࠕࡣ♫ࡗࡀ

ࡔࡁ▱ࡇࡓࡗࡇ㉳ࡕࡓศ⮬ ࠼⪄ࠖ

ࡓศ⮬ࡀࡑࠊࡇࡓࡉᛶያ㞔ࠋࡓࡋࡅ⥆

ࡢ࠶ࡀ௵㈐ࠊࡇ࠺࠸ࡓࡗ࡞ࡣ࡛௵㈐ࡢࡕ

ࡉࠊࡓࡏࡉࡁࡗࡣࡇ࠺࠸ࡔ᪉ࡢ㌷ࡣ

ጞฮุ࡛ࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࠸ࡓ㐍

ඹྠ࿌ッேࡀ15ேࡢࡇ11ᖺࠊ࡞ࡇ

ࡌ㏻Ẹ⾗ἲᘐࠋࡓࡋ࠸⾜࿌ッᐹ᳨࡚ࡋ

࡚ᇵࡓࡁ࡚ࡗඹྠయࠊࢡ࣮࣡ࢺࢿࡢព㆑ࣕ

࣮࡛ࣥࣥ⌮ゎᚓࡓேࡢࡕࡓ༠ຊ࡞

ᚓࡀ࡞‽ഛ㐍ࠊᖺࡢ 9᭶ 24᪥ࡢ㐌

ࡢࡇ௳ุᡤ࡛ࢡࢫࣜࣁ࠺ᢅ⨥≢㔜ࠊ

15ேุࠊࡀ ࠊุᐁࠊᘚㆤኈ๓ࠊ⮬ศࡕࡓ

ࠊࡁࡘ3ேࡀ㏻ヂࠋࡓࡋࡋドゝࡇࡓࡗࡇ㉳

ᛶ⏨ࡢ4ேࡣドゝࠋࡓࡋே୍࡛ࡢࡑࡣ⚾

ຍࠋࡓࡋᙼዪࡌྠࡕࡓᮧ࡛ᣝၥ࡞ࡅཷ

ࡓ࠸࡚ࡋᧁ┠ࡕࡓ㥔ᒡᆅ࡛ዪᛶࠊࡧᘏࡁ⏕ࡀ

ࠋࡍ࡛ࡢ ヰ㢟࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࢹ࣓ࢫ

ࠋࡓࡋ࡞

ࠊ୰࡛࠺ῧᐤࡕࡓዪᛶఱᖺ࡛ࡑࡣ⚾

⿕ᐖࡢෆᐜࡢࡑᚋࡢ≧ἣ༑ศ࠸ࡣ࡚ࡗ▱

ࠊࡍ㏻ヂドゝ࡚ሙ࡛ᨵ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡓࡋ

ࠋࡓ࠸ࡋ࠸ᛮ࠸㎞ᮏᙜࡉࡦࡢෆᐜࡢࡑ

ࡤ࠼ドゝࡓࡋዪᛶ୍ࡢேࡣ㌷ࡢᙎᅽ࡚ࡅཷ

࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞ࡇࡆ㏨ᒣࡢ╔㌟ࡢ╔

ࠊ࡚4ே㐃ࠊ3ேᏊ࡞ࡉᑠࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ

ᒣࡢ୰࡛㣗ࡀࡢఱࠊࡃ࡞Ꮚ୍ࡣே

࡞ᇙࡕࡓᏊࡢࡑࠋࡓࡋࡋ㣹Ṛே୍ࡓ

࠸࡚ࡋ㏻ヂࠊࡣドゝ࠺࠸ࡓࡗ࡞࡞ࡤࡅ

ࠋࡓࡋ࡛ࡢ࠸㎞ᮏᙜࡕࡓ⚾

ࠊᡠᐙࡀࡕࡓዪᛶ࡚ࡗ⤊ࡀドゝࠊࡅ

ࡃ⾜࠸ࡀࡕࡓ⚾3᪥ᚋࡓࡢᏳྰ☜ㄆࡢࡑ

Ṛࡘ࠸࠺࡛ࡇࠕࡣዪᛶࡓࡋドゝࡢࡇࠊ

ࡁ࡛ࡀࡇࡍヰࡇࡓࡗࡇ㉳ศ⮬ࠊ࠸࠸࡛

࠸࠸࡛Ṛࡘ࠸ࠊ࡛ࡢࡓ ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡋヰࠖ

ዪᛶࠕࡣࡕࡓỿ㯲ࡓࡁ࡛ࡀࡇ◚ ࡚ࠖࠕ

‶㊊ࠖ࠸࡚ࡋゝࠋࡓࡋࡃ࡚ࡗ

ࡢᆅᇦࢺࢡࢪࣟࡢࡇཧຍ࠸࡚ࡋ

ࡢ┴ࢦࣥࢼࢸࡤ࠼ࠊࡕࡓዪᛶ

࠸࡚ࡋ㦂⤒࡞࠺ࡌྠࡕࡓዪᛶࡢࣇࣗࢳ

࡞ฟᐙ࡚ࡃࡦ࠶ࡀࣛࢺࠋࡍ

࠸ேࡓ࠸࡚ࡅ⥆ά⏕ࡢࡓࡗࡇࡌ㛢ࠊ࠸

ᑡ࡚ࡋཧຍάືࠊࡀࡓࡋ

ฟᐙࠊࡅࡘຊࡘࡎࡋ

ࢸࢽࣗࢥࠊ࡞࠺

άື࡞࠸ࡢ୰ࡢ࣮

࠺ࡍཧຍࡔࡔ

ࢪࣟࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞

ࡀࡕࡓዪᛶࠊࡣⓗ┠ࡢࢺࢡ

⮬ศࡢே⏕ࡢேබ࡞

ࡋዪᛶࠊ࡚ࡋே㛫ࠊࡇ

࡚⮬ศ౯್ࡔࡢ࠶ࡀ

⮬ศ⮬㌟࡛ㄆ㆑ࡇࡃ࠸࡚ࡋ

ୖࡀᡂᯝ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡢ࡞

Ⰻ࡚ࡣࡇ࠸࡚ࡗࡀ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸

ࡢࡇ 15 ேࡢዪᛶࠊࡣࡕࡓ

ᛶᭀຊࡣࡢࡓࡅཷ 30 ᖺࡄ

ࡣᅾ⌧ࠊࡍ๓࡛࠸ 55
ṓ࠸ࡄ 70 ௦࡛ࡑࠋࡍ

࣭ࢼ࣮ࣞࢲࢢࠊே୍ࡢ୰ࡢ

ᖺࡣࡉ 53 ṓ࡛ࠊ



㻢

ᖺࠊᏊᐑࡀࡇ࠶ࡀࡀศ

ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⾜㐍࡞ࠋࡓࡋ

ᡭ⾡ࡓࠊࡀࡓࡋࡋⓎ࡚ࡋ

㈝⾜ྠ㈝⾡ᡭࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࠸

ᨭ࡛࡞ᅜ㝿ⓗࡢ࡞ࢥࣞࡣ

㈥ࢢࡢࡑࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇ࠺

ドึ᭱ࡀศ⮬ࡣࡉࢼ࣮ࣞࢲ

ゝ࠸ࡓࡋᮃࡘ࠸ࠋࡓࡋṚࡠ

࡚᭱ࡋࡑࠋࡍ࡛࠸࡞ศ

࠸࡛ࡇ࠺ࠕࠊᚋࡓࡋドゝึ

ࡋヰࠖࡡṚ࡚ࡋᏳᚰ࡛ࡘ

ࠋࡓࡋ

୍᪉᭱ࠊ㏆࡞ࢶࢻࢲࢼ

ࠊ㖔ᒣ㛤Ⓨᅜ㝿ᴗࡢ

ࡢ࡞ᳰᏊࣜࣇࠊࣅࢺࢧ

ࡇసࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣛ

క࠺ඛఫẸ᪘ࡢᙉไ❧ࡕ㏥ࡁ

క࠺ᛶᭀຊ㉳ࠋࡍ࠸࡚ࡁඛ

࠺ࡓ㏙ 19 ேࡢዪᛶࡓ

࡞ࠊࡀࡍ࠸࡚ࡋࢻࣥࢸࡕ 20௦22ࠊ㹼
28ṓ࡛ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ⿕ᐖ⪅ࡔࡔࡀฟ࡚࠸

࡞ࡤࡡษࡕ᩿࡞⎔ᝏᚠࡢᛶᭀຊࠊ࡛ࡅ

ᙎෆᡓ୰ࡣ⤫㡿ࡢࣛࢸࢢࡢࠋࡏ

ᅽసᡓᣦࡓࡋඖᑗ㌷࡛ࠋࡍ㌷ᨻᶒ࡛࠶ࡣ

㞴࡞ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞⤫㡿ࡀ㌷ேࠊࡀࡏ

ỿ㯲ࡀ⪅ᐖ⿕ࡣࠊ࡛ࡑࠋࡍἣ࡛≦࠸ࡋ

♫࠸࡞ࡉ㏉⧞ᗘࠊ࠼ッ♫࡚ࡗ◚

⠏⥴୍ࡓࡃάື࠸࡞࡞ࡤࡡ࠸࡚ࡋ

ᛮࠋࡍ࠸

᭱ᚋࠊ ࡃࡃ⥾ゝⴥ࡛ࡢࡉࢼ࣮ࣞࢲࢢ

࠸࡚࠸ᧈ✀ࠊ࠸ࡣศ⮬ࠕࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓ

ࡅ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡅぢᒆࡣศ⮬✭ࡢࡑࠋࡍ

Ꮚࡃ࡚⏕ࡇࠊୡ௦࠸ⱝࠊ

㐩࡞ࡃ⥆ࡕࡓ⚾ࠊዪᛶࡕࡓᚋࡕࡓ⚾ࠊ

࠸ࡣ⚾ࠊࡓ࠸࡞ࡋⱞ࡞࠺ࡌྠ

ࡍ࠸࡚࠸ᧈ✀ ጞࡇࡣุࠖࠋ

ࠊᚋࠊ࡛ࡇࡓࡗ⤊ࡀドゝࡢࡕࡓዪᛶࠋࡍ

ุᡤ࡚ࡗ⿕࿌ࡀ≉ᐃࠊࡉ㐊ᤕ௧≧ࡀฟ࡚ࠊ

㐊ᤕ࡚ࡉ࡞ࡀุࡀ㐍ࡇࡃ࠸࡛ᚅ࡚ࡗ

ࠊࡕࡓዪᛶࡢ15ேࠊࡎࡉチࡣண᩿ࡔࡔࠋࡍ࠸

ุ㛵ேࡢࠎᏳࡢ☜ಖᚋࡢㄢ㢟࡛

࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࡞ࠊࡋ3ᅋయ࡛㐃ᦠࠊࡀࡍ

ࠋࡍ࠸ᛮ

࣮ࣝࢢᨭࡢ᪥ᮏࡣࡢࡓ᮶᪥ᮏࡀ⚾

ࡃ࡚࠸⫈ヰࡢ⚾࠺ࡢࡉⓙࠊࡆ࠾ࡢ

ேࠋࡍ࡛࠸ࡀᚋࡢࡕࡓ⚾ุぢᏲࠊ

ᨭ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᛮࡣ⚾ࠋࡍ࠸᪥ᮏ᮶

ࢢࠋࡓࡋ࠼ぬ᪥ᮏㄒ࠺࠸ࠖ࠺ࡀ࠶ࠕ࡚

ఏ௰㛫ゝⴥ࠸ࡋ⨾ࡢࡇࠊࡓࡗᖐࣛࢸ

ࢣࡣࡉ࡞ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓ࠸ྜࡕศࠊ࠼

ࣂࠕࠋ࠺ࡋ࠸ྜࡕศゝⴥࡢឤㅰࡢㄒࢳࢡ

ࣗࢩࢸࣥ ࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ᮏᙜࠖࠋ

ࠋࡓ

ᾋឋ Ὁွࣖሉᾍ

ᾠ㸸⿕ᐖዪᛶึ᭱࠺ࡇ࠸࡚ࡋ

㸽ࡣ

ᾐ㸸ࡎ⮬ศࡇࡢヰࠋࡍ࠸࡚ࡗ▱ࠊࡋ

ఱࡢ┠ⓗ࡛ࠊࡢ࠸࡚ࡋࡇ࠺࠸࠺ࡇ⮬ศ

Ẽࡍヰࡀࡕࡓዪᛶࠊࡅ㛫ࠋࡢ㛵࠺

࡞ࠊࡣࡢ࡞㔜せࠋࡍࡕᚅ࠺࡞

ࠋࡇ࠸࡞Ἵ⥴୍ࡣศ⮬࡚࠸⫈ヰ࠸㎞

ዪᛶࡀἽࡁฟࠊ࡚ࡋἽࡗࡌࡢ⤊ࡁᚅࡕ

ࡑࠊࡀࡍࡋ࠸ᛮ࠸㎞ศ⮬ࡓ࠸⫈ࠋࡍ

ᮏᙜヰࡢᡭ┦ࠋࡍࡋሙᡤࡢูࡣࡢࡍฟࡁࡣ

࡚ࡗศࡢ࠺࠸࠸࡚࠸⫈ᠱ⏕୍

࡚ࡌឤࡔࡢ࡞ኚ㔜せ࡚ࡗศ⮬ࠊࡇ࠺

ࠋࡍ࡛ࡇ࠺

ᾠ㸸⿕ᐖዪᛶࡢ⮬ࠊேᶒព㆑࠺࡚ࡋ᪉

ἲࡣ㸽

ᾐ㸸ࠊࡎᛶᭀຊ࠺࠸࠺ᙳ㡪ࡓࡅཷ



㻣

♫ࠊᚰ⌮ⓗᙳ㡪ࠊ㌟యⓗᙳ㡪ࠋࡍ࠸ྜࡋヰ

ⓗᙳ㡪ࠋ࡚࠸ࡘ⌮ㄽධࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ⏕ά

ࡍ㊊‶ࠊࡢ࡞ᶒࡀࡇ࠺࠸࠺࡚ࡋࡊ᰿

ࠊࡢࡁ㉳ࡀࡑ࡚ࡋ࠺ࠊࡇ࡞‶ࠊࡇ

ᭀຊࡢ๓ᚋ࡛ఱࡀኚ࡞ࡓࡗヰ࡞࠸ྜࡋ

ࡗ࡚ࡋㄆ㆑ࡔࡔᶒࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡀ

ࠋࡍ࠸࡚

ᾠ㸸㛗ᖺࡢάືࡢ୰࡛ࣖࡢᬛ្ࡀᙺ❧ࡇࡓࡗ

㸽ࡣ άືࡢ୰࡛᭱ឤືࡣࡇࡓࡋ㸽 ࡌࡃ

㸽ࡓࡁ࡚࠼㉺࠺ࡣࡓࡗ࡞࠺ࡑࡅ

ᾐ㸸⚾ᩘࡢึ᭱ࡢᖺࡢάືࠊࡣෆᡓ୰ᐙ᪘ẅ

ࡋ᥈ᐦᆅ⛎ࡓࡉ㑇Რ㑇యࠊࡀ㑇᪘ࡓࡉ

࡚Ⓨ᥀ࠊࡋᇙⴿࡢࡇࡍᡭఏࠋࡓࡋ࡛࠸㑇యࡀ

ࠊ࠺ࡍศ࠶ࡇ ᘧࡢࣖ

័⩦ࡢࣖ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ♳㐀࡚ࡋ

ᙺ࡞ࡣேࠕࡃࡀẕ♽ࠋࡍ㔜せ࡛࡚ࡣ

ᣢࢿࡢࡓࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡃ࡚⏕࡚ࡗ

ࡃ࡚⏕࡚ࡗᣢ࣮ࢠࣝ ࡁ࡚ࡉ⪺ࠖ

άࡢࡇ⚾ࠋࡍ࠸ᛮࡔ㏻ࡢࡑᮏᙜࠋࡓࡋ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡅ⥆ᡂ㛗࡚࠸࡚ࡋື

ࡕࡓዪᛶ࠶ຬẼࡣࠊࡣࡇ࠸ࡋᎰ᭱

ᐤῧ⥴୍࡚ࡗάືࡔࡇ࠸࡚ࡅ⥆

ၥࡢᛶᭀຊࠊ࣮ࢸ࡞㔜せ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍ࠸ᛮ

㢟࡛άືࠊࡋዪᛶࡕࡓຊࠋࡍ࠸࡚ࡗ

୍᪉ࠊⱞࡃࠊ࠺࠸ࡓࡗࡋḧồ‶㝗

ኚ࡚ࡗఱࠕ࡛⪅ᐖ⿕ࡢᭀຊࡌྠࠊࡣࡢ

࠸࡞ ࠸࡞ࡋࡡጤᡭࡢ⚄ࠖࠕ ฟ᮶ఱࠖࠕ

ከࡀே࠸࡚ࡁ࠶ࠖ࠸࡞ࡇࡗኚࠊ࠸࡞

ࡍཧຍࢺࢡࢪࣟࡢࡇࠊ࡛ࠋࡍ࡛ࡇ࠸

ຬẼᣢࡘዪᛶࡕࡓ᥋࡛ࡇࡍࢿ࡞ࡁ

ࠋࡍ࠸࣮ࢠࣝ

ᾠ㸸ࡢࣛࢸࢢ㌷㝲ࡣᚩරไ㸽 ㄡࡀරኈ࡞

㸽

ᾐ㸸ᙉไᚩරᑐࡍດຊࡀᐇࠊ࡚ࡗ⌧ᅾࡣᚿ

㢪ไࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ෆᡓ୰ࡣරᙺࠊ࠶ࡀ㌷ࡀ

ࡗᙇࡗᘬ⪅ⱝࡎࡏゝ↓᭷࡚ࡁᮧࡢࣖ

㐃ᑡᖺࡓࡗ࠸14ṓࠊ13ṓࠋࡓࡋࡁ࠸࡚

ࠊ⾜࡚ ࡆୖ࡚❧ࣥࢩẅேࡀ⪅ⱝࡢࣖ

ᡓ␎ⓗ࡛ᕦጁ࡛࡚ࡣ㌷ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓ

ࠊㄒᆅᇦࢳࢡࢣ⪅ⱝࡢࣝࢣࢳࢡࡤ࠼ࠋࡓࡋ

ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ㏦ᆅᇦࡢㄒ⪅ⱝࡢࢳࢡࢣ

ࡉẅᡘࠎேࡢࣖࡌྠࡀරኈࡢ࡚ࣖࡗ࠺

ඛࡣ௧ᐁࣞࣝྖࠊ㌷㧗ᐁࠋࡍ࡛ࡅࡓࡏ

ఫẸࠋࡏ࠸ࡣ

ᾠ㸸ຍᐖ⪅⿕ᐖ⪅ࡌྠࡀᮧ㸦㏆㞄㸧ఫࡣ

୧㞟ࡢᮧࠋ࠺ࡋ࡛ࡢ࡞ἣ≦࡞࠺ࡢ

᪉ཧຍࠋ࠺ࡋ࡛ࡢࡍࡓࡋᣵᣜヰ

㸽ࡣࡇࡍ

ᾐ㸸ຍᐖ⪅ࡣᙜࡢᮧࡢ୰࡛㌷࡞ࡁᶒຊ

ጤクࡓࡉ㌷ࠊ࡛࣮ࢼࣙࢩࢥㄡ࡛࠶ᮧ

࠶ࡀᙇឤ⥭ࡘ࠸ࡣࠋࡍ࠸࡚ࡗ▱ࡀㄡࡢ

࠶ᬑ㏻ࡣࡇࡍヰࡀ⪅ᐖ⿕⪅ຍᐖࠋࡍ

ࠊࡤ࠶ࡀࡋദ࡞࠺㞟ࡀဨࡢᮧࠋࡏ

⿕ᐖ⪅ຍᐖ⪅ཧຍࡕࡇࠊࡀࡍࡋഃࡇྥ

ゝࠊࡋࡍ㞳࠺࠺࠸ഃ࠺ ⴥࡏࡋ

ࠋ

ᾠ㸸ᮧࡢ୰ຍᐖ⏨ᛶ࠸ࡀ≧ἣୗ࡛⿕ᐖዪᛶ

Ᏺᕤኵࡣ㸽 ᮧࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᛂࡣ㸽 ࢢ

㸽ࡣᛂࡢᛶ⏨ࠊࡀࡃ⪺⩏ᛶඃ⏨ࡣࣛࢸ

ᾐ㸸ከࡢࡃᮧ࡛ࡔ࠸ࡣᙜࡢຍᐖ⪅ࡀ㏆࡛ࡃ

ᬽ80ࠋࡍ࠸࡚ࡋᖺ௦ࡣ㌷ࡢ⮬㆙ᅋ࠸

࡚ࡗ࡞ᡭඛࡢ㌷㎸⤌ࡀᛶ⏨ࡢᙧ࡛ᮧ࠺

ேᶒᐖࠊࡓࠋࡓࡋ࠸⾜㌷࣮ࢼࣙࢩࢥ

ࠊヂ࡛࠸㏆㞄ࡔࡀᙼࠋࡍ࠸ேࡓࡗࡔ

ࢿࡢᏳ࠸࡚ࡆୖసࡀࡕࡓ⚾ࡑࡇࡔ

ࡓ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᮧ≉ࠋࡍ㔜せ࡛㠀ᖖࡀࢡ࣮࣡ࢺ

㎰ᮧ㒊ࡣ࡛ࣛࢸࢢࠋࡏࡏḞࡀ༠ຊࡢࡕ

୍࡛␒ᑠ࡞ࡉ⮬యࡢ༢ࡣ㒆࡛ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀࡍ

άື࠸࡚ࡋ㒆ࡣ 16 ึ᭱ࠋࡍ࠶ࡀᮧࡢ

ᅵᆅၥࠊ࣮ࢲ࣮ࣜྛࠊࡋ΅బ⿵ࡢ㛗ࡢ㒆

㢟Ỉฎ⌮ࠊᏛᰯࠊᩍྛ࡞㒊㛛ࡢ௦⾲㞟

࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡍࡕᣢ 25 ேࡢ⏨ᛶࡀཧຍ

᭱ࠋࡍࡋ ࡇࡍヰࡇࡢᛶᭀຊ⿕ᐖึ

ࡢ㠃࡛ࡢࢣࡢᚰேᶒࠊࡎࠋࡏ࠶ࡣ

άືࡢᚲせᛶヰࠋࡍࡋෆᡓ୰ࡀ࡞ࠊⱞࡋ

ࡗࡇ㉳ࡀෆᡓࡐ࡞ࠊጞヰࡢᐖ⿕ࡓࡁ࡛

ఱࠊࡉ㐩ᡂࡀఱࡢࡑࠊෆᐜࡢᖹྜពࠊࡓ

ᙼࠋࡍ࠸ྜࡋヰ࠸࡞ࡉ㐩ᡂࡀ

⮬ศࡕࡓ㛵ၥ㢟࡛ࡢ࡞⇕ᚰཧຍࡋ



㻤

࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡢ࡞⪅ᐖ⿕ࡢෆᡓࡀ㌟⮬ᙼࠋࡍ

ᙼࡢ⯆ᘬࡁฟࠊ࡛ୖࡓࡋෆᡓࡢᚋ㑇࡛

ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ၥࡢ࡞ㄡࡣࡢ࠸࡛ࡋⱞ␒୍

ᙼ⮬㌟ࠊ࠼⪄Ẽ࡙࠸࡚ࡋ࠺࠺࡚࠸

ࠋࡍ

Ᏺࡕࡓዪᛶࡀࢡ࣮࣡ࢺࢿࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡑ

ᙜጞࡀุࠊࡤ࠼ࠋࡍࡋࡓᯝᙺ

ᐇ㝿ࡣ࠸࠶ࠊ㏕⬣ࡢᐙ᪘ࡕࡓዪᛶࠊࡓ

ఱࡓࡗ࠶ሙྜࡄࡍᑐᛂ࡛ࠊ࠺ࡁඹྠయ࣭

ᮧࡢᨭ⪅ࠊ 3ᅋ࠸࡚ࡋ㐠Ⴀࢺࢡࢪࣟ
య࡛ᖖヰࠊࡋࡍ࠸࡚ࡗྜࡋᚲせࡄࡍࡤ࠶ࡀ

࠶ព⏝࠺ࡃ࡚ࡋฟ㐃ࡇ࡞Ᏻ

༠ຊ࠸ᙉ࡛ࡍ2ே࣮ࢲ࣮ࣜࡢᆅᇦࠋࡍ

ࠊࡃ࡚ࡗぢᏲࡕࡓዪᛶࡃ࡞ࡆࡉࠊ࡚࠸ᚓ࡚

ఱࡓࡗ࠶㐃⤡ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠺

࡞㟁ヰࠊࡘᣢ㞟ࡕࡓዪᛶࡕࡓ⚾

࡛ẖ᪥࠺ࡢᏳྰ☜ㄆࠊ࡚࠸࡚ࡋఱࡓࡗ࠶

ࡅືែໃࠋࡍ࠸࡚ࡗྲྀࡣ

ኚἣ≦ࠊࡕ⤒ࡃࡤࡋ࡚ࡗ⤊ࡀෆᡓࠊࡓ

㠀ᖖࡔ࠸ࡣࣛࢸࢢࠋࡍ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ

ᭀຊⓗ࡞♫࡛ࠊุࡣࡢࡅ⥆㠀ᖖ㞴࠸ࡋ

≧ἣ࡛ྠࠊࡀࡍ࠶ࡣ ᅜ㝿♫࠶┠ࡢ

ࡆᗈࢡ࣮࣡ࢺࢿࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢᅜෆእࠊࡋ

࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗῶࡔࡔࡣ༴㝤ࠊ࡛ࡇ

㟁Ẽ௦㧗㦐ẸႠඛ᭶࠸ࡘࠋࡍ࠸ᛮ

ᖹ࡚ᴟࠊ࠶ᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡀ㐍⾜ࣔࢹࡍᑐ

ⓗࡢࡓࡗࡔࣔࢹ࡞㌷㆙ᐹࡀฟືࠊⓎ◙࡚ࡋ

㸴ேࡀẅࡢࡇࠋࡓࡋࡉࡣᅜෆእ㠀㞴ࡀ

ᕳࡁ㉳ࠊࡇ⤫㡿ࡀㅰ⨥ࠋࡓࡋࡋᨻᗓࡑ

ࡢ࠸࡞ࡋࡇ࡞㤿㮵࡞ࡑࡣᚋࠊ࡛Ꮫ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᮇᚅࡣ࡛

࡚ࡗゝࠖ࠸࡞ࡃᛧ࠺ࠕࡕࡓዪᛶࠊ࡚ࡋࡑ

ࡕࡓேࡢ࣮ࢼࣙࢩࢥ㌷ඖ⮬㆙ᅋࠋࡍ࠸

୰ࡢࡕࡓேࡢࡑࠊࡀࡍ࠸࡚࠼ぬࡣࡇࡓ

ࡓࡉ࡚ࡉᙉไ

ே࠺࠸ࡔࡢࡓ࠸

⌮ゎࠋࡍ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ

ఱ㏻ヂࡢ3ேࡕࡓ⚾

㉳ࠋࡏ࠸࡚ࡁ㐠Ⴀ࠸࡚ࡋ

࡞㏕࣓࣮ࣝ⬣ࡣ3ᅋయ

ᛧࠊࡀࡍ࠸ࡣ᮶࡚ࡀ

࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ఱࡣ࡚

ุࡘࡘᅗᏳࠊ࡛ࡢ

ᛮࡤࡅ࡞࠸࡚㐍ࡣ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ

άࡢព㆑ࡢࡕࡓ⪅ⱝࡣࡢ࠸ࡓࡋᙉㄪࡉ

ࡓዪᛶࠊᚋࡀດຊࡢࡇࠊ࡛ࡇ࠸࡚ࡅ⥆ື

㠀ᖖ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ㜵ṆᛶᭀຊᏲᶒࡢࡕ

࣡ࢺࢿࠊ௰㛫ࡢࡉࡃࡓࠋࡍ࠸ᛮࡔ㔜せ

ࡗᛮ࠸ࡓࡋᑐᛂࡣࡓࡗ࠶ఱࠊసࢡ࣮

ࠋࡍ࠸࡚

᭱ᚋ୍ࠊ⯡ⓗ࡞⏨ᛶࡢᛂ࡛ࢸࢢࠊࡀࡍ

ពࡢᛶᭀຊࠊ࡛♫࡞ᛶඃⓗ⏨ࡔࡔࡣࣛ

㆑ࠋࡍ࡛࠸ࡦࡣᙉࡓࡉዪᛶࡣỿ㯲ᙉ࠸

ࠋࡍぢ♫࡚ࡋᏑᅾ࠸ࡋࡎࠊ

ዪᛶࡕࡓ⿕ᐖ㐼ࠕࠊ࠺⮬ศࡀࢲࣛࡢở

ࡀࡢࡍ࠺࠸࡞▱ࡃ࡞ࠊࠖ࠸࡚

୍⯡ⓗ࡛ࡓ▱ࠋࡍሙྜࡣຍᐖ⪅࡛ࡃ࡞ࡣ⿕

ᐖ⪅ࡀᨷᧁࠋࡍࡉዪᛶࠕࡣᙉ࠸࡞ࡉ

࠸࡞ࡋᙉࠕࡣᛶ⏨ࠊࡢゝࠖ࠺

㉳ࡀ௳࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠼ᩍࠖ࠺

ዪࠊࠖ࠺ࡔࡓࡗㄏࡀ᪉ࡢዪᛶࠕࠊࡁ

ᛶࡢ㈐௵ࠋࡍ࠸ࡋ࡚ࡉ♫㠀ᖖࡃ῝

᰿ࡓ࠸౯್ほࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡚ࡗ࡞

ᡓୗᛶᭀຊࡢุ࡛9᭶ዪᛶࡀࡕࡓドゝࡋ

ᨭࡢࡕࡓᙼዪࠊࡣᛂࡢࢹ࣓ࢫࡢ㝿ࡓ

࣓ࣥࢥࡢ࡛ࢺࢿ࣮ࢱࣥࠋࡓࡋ࡛ࠎ༙ࡀᨷᧁ

⤒30ᖺ࠺ࠕࠊᨭ࡛ࡢࡕࡓᙼዪࡣศ༙ࢺ

୰ࡢୡࡀᭀຊ࠸ࡌࡢᙼዪࡔࡢࡓࡗ

ዪᛶࠕࡣศ༙ṧࠋኌ࠺࠸ࠖࡔࡁ▱

ࡢ⾨ᅜ㜵♽ࡣ㌷ࠕࠊࠖ࠺ࡔ㔠┠ᙜ࡚ࡣࡕࡓ

ࡢࡉᨷᧁࡐ࡞ࡢࡓࡗᡓࡓ ୰࠺࠸ࠖ

യ࡛ࠋࡓࡋドゝᚋ࡛࣮ࢳࡀࡕࡓ⚾ࠊᏳྰ☜ㄆ

ࠊࡣ㝿ࡓࡋゼၥࡕࡓዪᛶࡋ ሗࢥࢫ

ࠊࡀࡍ࡛࠸ࡓࡓࡗ࠶ࡣ୰࡛შࡢᮧ࡛ࡢࡓࡌ

ዪᛶࡢࡕࡓ┤᥋ࡢ⬣㏕ࡋ࡛ࡏ࠶ࡣ࡞

⿕ࡣᛶᭀຊ࡚ࡋయ♫ࡀ࡞ṧᛕࠊࡔࡓࠋࡓ

ᐖ⪅ࡢዪᛶࡀ㈐ࡀࡇ᰿ᙉࡑࠊࡃኚ

ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠼



㻥

ᾋẐଐஜࣱڢᨳբỉᚐൿử൭ỜỦμӷ

˖ဒὉʮᣃܱᘍۀẑỉʟఘ܇ẰỮợụज़ेᾍ

⿕ⓗ࡛⥅⥆ⓗ⧊⤌࡞ࡇ࡛ࣛࢸࢢ

ᐖዪᛶ࡚ࡗ▱ࡇ࠸࡚ࡉࢣࡕࡓឤ

ࡓࡁ࡚ࡉ୰࡛ࡢἣ≦࡞ᅔ㞴ᮏᙜࠋࡓࡋࡋ⃭

ࡕࡓ⚾ࠋࡍ࠸ᛮ 04 ᖺ᪥ᮏ㌷ᛶያ㞔ࡢ

ၥ㢟࡛⿕ᐖዪᛶி㒔ᣍ࠾࡚࠸ヰࡇࡃ⫈

ࡇᛶያ㞔ၥ㢟࡛ࠊࡀࡓࡋࡁ࡚ࡋάື

ࣇࠊ‴ྎࠊ㡑ᅜࡣᆅᇦ࠸࡚ࡉⓗ⧊⤌ࡅࡔ

ᩗᮏᙜάືࡢ࡛ࣛࢸࢢࠊ࡛࠸ࡃࣥࣆࣜ

ពࠋࡍ࡛࠸ࡓࡋ⾲

ࠊࡣࡅࡗࡁࡓࡗࡀ࡞ࡘࣛࢸࢢࡀࡕࡓ⚾

⚾ࠊࡀࡉᏳ⸨ᰤ㔛Ꮚ࡞୰ᚰⓗࡢி㒔࡛ࡢࢥࣞ

࡞⥴୍ࡦࡐࠕࡓጞドゝ㞟ࡀࡕࡓ

㜚ࡣᙼዪࠋࡓࡋ࡛ࡇࡓࡃ࡚ࡅኌࠖ࠸

⤒࡚ᖺ4᭶ஸࠊࡀࡓࡋ࡞ࡃ㈨ᩱ㞟ࡢ

ࡓ⚾ࠋࡍ࠶ࡀ❶ᩥࡓ࠸᭩ࡀᙼዪ┠ࢪ2࣮

ࡢ㡑ᅜ09ᖺࠊࡃ࡚ࡋཧຍドゝ㞟ࡢࡕ

Ⓨゝࡓ࠸ᣍዪᛶ࠺࠸ࡉࣝࣗࢳ࣭ࣝࣥ

ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡋ

ᖺࡣ 11᭶ 3᪥ࡢ‴ྎ⿕ᐖዪᛶࣗࢩ࣭ࠊ

ࡀࡉ࣓ 96 ṓ࡛ஸࢩࣜࠋࡓࡋ࡞ࡃ

ヰࡢࡉ ࡚ࣥࡗᣢຬẼࡀࡕࡓᐖዪᛶ⿕࡛ࠕ

ຬẼࡃࡈࡍ࡚ゐࡢࡃ࠸࡚ࡋάືࡋࢺࢢ

⚾ࠋࡓࡋ༳㇟ⓗ࡛ࡀࡢࡓࡉヰࠖࡓࡗ

ྜࡁྥṇ㠃ࠊヰ࡛࡞ኚࡣᛶᭀຊࠋࡍ࡛࠺ࡑ

ᐇ㝿ࠊ࡛ࠋ࠶ࡀࡇ࠺ࡋ࡚ࡅ㑊ࡇ࠺

⿕ᐖዪᛶ᥋࡚ࡋ㐪ࠋ࠺㎞࠸ヰ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ

ࡩ࠶ឡຬẼࡍ࠺ࡇ⾜࡚࠼㉸ࡑࠊࡃ

ࠋࡍ࡛ࡢࡍ᥋Ꮡᅾࡓࡩ࠶ᑛཝࡢே㛫ࠊ

ዪᛶ࡛࡞⣲ᩛࡀ㢦➗ᮏᙜࡉ࣓ࣗࢩ࣭

ࡘ࠺ࡘ࠸ࡣࡓฟྡึ᭱ᙼዪࠊࡀࡍ

࡛ࠋࡓࡋࡁ⪺ࡓࡗࡔ⾲࠸ᬯࡢࡓ࠸ ࠊ

ࡀ࣮ࣝࢢᨭ࣮ࣆࣛࢭ࡞࠺ࡌྠ࡛‴ྎ

ࡗ࡞ᴟⓗ✚ᮏᙜ࡚ࡌ㏻ࡑࠊ࠸⾜ࡉࡃࡓ

ࡀࡣ⚾ࠕࡓ᮶ி㒔ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡁ࡚

୍␒ᖾࠖࡏㄒ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡃ࡚ࡗே㐩ࡀ

ุ㉳ࡓࡋࡇᨻᗓッࠊࡣࡢࡍࡓ࠼⮬ศ

ࡋࡗࡕࡁࡢࡓࡗᝏࡀㄡࠊ࡛⪅ᐖ⿕ࡣࡕࡓ

࡚ḧࠕࠋࡇ࠺࠸࠸ࡋᝏࡣࡢࡓࡗ㌷࡛ࠖ࠶

୍࡚ࡗ⪅ᐖ⿕ࡀࡇ࡞ୡ㛫

࠺㜚࡚ࡗຬẼ࡚ồࡑࠊ࠶࡛࠸ᩆࡢ␒

ேࡢጼࡣᑛཝࡔࡇࡩ࠶ᐇឤࠋࡓࡋࡋ

㎞࠸ヰࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔຬẼࡓࡗࡀୖࡕ❧࡚ࡗே

㐩ࡢᑛཝࡀࡕࡓ⚾ࠊḟࡢୡ௦ఏࡤࡡ࠸࡚࠼

ࠋ࠸࡚࠸✀ࡣศ⮬ࠕࠋࡍ࠸ᛮ࠸࡞࡞

ḟࡢ௦࡞࠺ࡌྠ⿕ᐖ⪅⏕ฟࡓ࠸࡞ࡉ

ᛶࡢ᪥ᮏ㌷ࠊࡀࡓࡋࡉ⤂ࡀゝⴥࡢࠖࡔ

ያ㞔⿕ᐖ⪅ࡇࡌྠࡕࡓࡉ࠶ࡤ࠾ࡢゝࡗ

ࠊே୍ே୍ࠊࡣࡕࡓ⚾ࡓ࠸⫈ࡑࠋࡍ࠸࡚

࡚࠼ఏ㐩ࠊᐙ᪘Ꮚࡢศ⮬ࠊᙧ࡛࡞

ᚲせࡃ࠸࡚ࡋ༠ຊࡓ࠸࡞ࡇ㉳ᗘࠋࡃ࠸

ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ࠸ᛮ࠶ࡀ

ᾋἾἅἲ˟ՃẆ֒ଔ܇ࠎẰỮợụԠỎੑẬᾍ

ὸࡉᏳ⸨ᰤ㔛Ꮚࡢࡉヰ࠶ࡀ

࠸ி㒔࡛㛤ㅮ₇࡞࠺ࡌྠ㸱ᖺ๓ࠊࡀࡓࡋ

᮶᪥00ᖺࠕࠊ୰࡛ࡢࡏྜࡕᡴࡢᙼዪࠊࡓ

ࡕࡓࡉ࠶ࡤ࠾ࡢࢪࡀࡉࢲࣥࣛࣚࡓࡋ

ࢢ10ᖺᚋࠊ࡚ࡗຬẼᬛ្࡞࠸

㉸ୡ௦ᮏᙜࠊ࡚࡞ࡃ㛤Ẹ⾗ἲᘐ࡛ࣛࢸ

ࠖࡡࡔࡀ࡞ࡘ࠸ࡈࡍࠊ࡚࠼㉺ᅜቃࠊ࡚࠼

2ே࡛ヰࡇࡓࡋᛮ࠸ฟࡢࡕࡓ⚾ࠋࡍ࠸࡚ࡋ

ࡉࢩࣜᚋࠊࡀࡍ㹌㹅㹍࡛࡞ࡉᑠࡣࢥࣞ

ࠊࡋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗぢᏲࡇࡢάືࡢࡕࡓ

⚾ಶே࡚ࡋ⮬ศ2ࡢṓࡢፉࠊຬẼ࠶ዪᛶ

࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡛࠸⥅ㄒࡇࡢࡕࡓ

ࣞࠋࡍ ࡇࡢࡕࡓዪᛶࡢࣛࢸࢢᚋࡣ࡛ࢥ

㉎ࠊ࡛ࡢࡍࡁ࠸࡚ࡋሗㄅ࡛ሗ࿌ⓗ⥆⥅

ㄞ࠾㢪ࠋࡡࡍࡋ࠸

ᾋỴἼἉỴẰỮᾍ

ࡢヰ࡚⚾࡚࠸⫈ឤ⃭ࠋࡍ࠸࡚ࡋᏳ

⸨ᰤ㔛Ꮚࡣࡇࡢࡉி㒔᮶࠸࡚࠸⪺

ᐇ㝿ࠋࡓࡋࡁ⪺࡚ᨵ࡛ࡇࡇࠊࡋࡓࡋ

࠸ࡇࡇࡣᙼዪࠊࡀࡓࡋ࡛ࡏࡁ࡛ࡣࡇ࠺

ࡇࡇࡀࡉⓙࡗࡁࠋࡍ࠼ᛮ࠺࠸⥴୍

࠸࡚ࡃ࡚࡚ࡗ➗ࠊ࡚࠸࡚ࡗ㢪ࡇ࠺㞟

ࠋ࠺ࡋ࡛

ࡢ௰㛫ࡢࡕࡓ⚾ 1ே 09ᖺ࡛ࡀஸ࡞ࡃ

ࡣᙼዪࠊࡓ࠸࡚ࡗ⾜࣮ࣆࣛࢭࢺ࣮ࠋࡓࡋ

࡞ࡃ࡞࠸ࡄࡍ࠺ࡣศ⮬ࠕࠋࡓࡋ࠸ゝ࠺ࡇ

ࡘ࠸✵ࠊࡡ࡚࠸࡚࠼ぬࠊࡅ࠸࡞▱

ࡉᰤ㔛Ꮚࠋࠖ࠸࡚ࡗぢᏲࡢ㐨ࡢ࡞

⪺࠾࡛ࡇࡇ⚾ࠋࡍࡋࡓ࠸ឤㅰ࠺ࡌྠ

ࡇ࠼ఏ௰㛫ࡢࣛࢸࢢࡇࡓࡋࡁ

ኚ♫࠸Ⰻ࡚ࡗዪᛶ㐩ࠋࡍࡋ⣙᮰࠾

ࡓᏊࡃ࡚⏕ࡇࠋࡓࡃ࠸࡚࠼

ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶࠺ࠋࡓࡢࡕ



㻝㻜

ᾋỴὅἃὊἚဇኡồỉज़ेẦỤᾍ

ࡘ㈐ㄡࠋࡍࡋឤㅰຬẼࡢࡉⓙۻ

ࠋ࠸࡞ࡃࡋ࡚ࡉ㏉⧞ᗘࡔࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛

20ᖺ๓ࠊ⚾⮬㌟ࡀᛶᭀຊ࠶ࡢࡇࡓࡅཷ

㸦42ṓዪᛶ㸧ࡍ࠸ᛮ࠺ࡑษ࡚ࡋ⪅

ศࡀㄒࣥࢫࠋࡓࡋ༳㇟ⓗ࡛ࡀ᪉ࡋヰ࡞㟼ۻ

ࡅ⥆άືࠋࡓࡋ࠸ᛮࡢࡓࡗⰋࡤ

▱ࡃࡋヲࡗ࡚࠸ࡘཎືຊࡁ࡛ࡢࡇ

㸦༏ྡ㸧ࡍ࡛࠸ࡓ

ே㛫ࡀࡕࡓዪᛶ࡚ࡗάືࡢࢺࢡࢪࣟۻ

ࡕᣢ㛵ᚰࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋᅇࡢᑛཝࡢ

ேࡢዪᛶࠋࡍࡋᮇᚅᯝ⤖㛤ጞࡢุࠋࡓࡋ

ᶒᏲṔྐษ㛤࠾࡚࠸άື⤒⦋

㸦ዪᛶ㸧ࡍࡋ⾲

ࠊࡀࡓࡋ࡛࡚ึࡣࡢࡃ⫈㛫㏆࡛ㄒࣥࢫۻ

ⴠ࡞࠸ࡁࡔࡓ࠸╔ࡕⓎ㡢ឤࠋࡓࡋࡌ

ῐࡌࡋ࡚ࡋࡑࠊࠎᝅ࡞࠺࠾࡚ࡗ༳

࡛ࡋᑡࠊ࡚ࡋ࠸ᡭఏ࠾࡛ࡋᑡࠋࡓࡋࡅཷ㇟

↓ࠋࡍ࠸㢪࠸ࡋ࡚ࡗ࡞ୡ࠸ࡍࡁ⏕

࡛㡹ᙇ࠸ࡋ࡚ࡗᛮࡍ࠸㸦65ṓዪᛶ㸧

࡞࡚ࡗ⚾࠸࡚࠸⫈ࡣヰࡢࡓ࡞࠶ࠕۻ

ࡢ ࡇ࠺࡚ࡗศࡇ࠺࠸ࠖ

ࡇࡃ⫈ヰࠋࡓࡋࡕᣢ㛵ᚰࡇ࠸࡚ࡋ

ཱྀྲࠊࡣ ືⓗ࡞⾜Ⅽ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࡣᨵ࡚ᛮ

ᑛࠊ࠸ῧᐤே࠸࡛ࡋⱞࠋࡓࡋ࠸

ཝࡁ⏕࠶ࡢ᪉ࡇ࠸࡚ࡉឤືࡋࡋ

㸦༏ྡ㸧ࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡓ

ࡗᣢ㛵ᚰࡈฟ᮶ࡢෆᡓ୰ࡢࣛࢸࢢۻ

㸦༏ྡ㸧ࡓࡗᛮࡔࡀࡇ▱ࠋࡓ

ࡅཷឤ㖭ጼໃࠊ࠼ᚰᵓࡢࡍ᥋⪅ᐖ⿕ۻ

ࡇ࡚࠸ࡘุࠋຬẼࡢ⪅ᐖ⿕ࡍドゝࠋࡓ

㸦59ṓ⏨ᛶ㸧࠸ࡓ▱

ᾋỴἼἉỴẰỮỉज़ेᾍ

ఱゝࡃ⾜ࠊ࡚ࡗඛࡢ࡛ࠎⓙࢱࣆࢫࡢࡉ

ࠋࡓࡋࡋឤືධࡅཷ࠸ᬮࡩ࠶ࢸࣜ

‽ࡢㅮ₇ࠊ࡚ࡗ࡚ࡋぶษ࡚࡛ࡇ

ഛࡢ⚾ᅾࡢࡉࡃࡓࠊ࡛ேࡀ⣽࡞ᚰ㓄

ࠋࡍ࡛࠸ࡥࡗ࠸࡛ࡕẼᣢࡢឤㅰࠊ࡚ࡃ࡚ࡋ

᪥ᮏ᮶࡛ࠊ࡚࡞ࡁ࡛ࡀࡇክ࠺ࡢ

ᮏᙜࠊࡉⓙࡢࢥࣞࡓࡃ࡚ࡋᣍᚅ⚾ࠋࡍ࡛

ࡢࡇࡣάືࡢࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶

ᨵࠊࡔࡢ࠸࡚࠼ᨭᨭ࡞ᅜ㝿ⓗ࠺

ᖐࣛࢸࢢ㦂⤒ࡢ᪥ᮏ࡛ࠋࡓࡋࡌឤ࡚

௰㛫ࡢࠊࡕࡓዪᛶࡢࢺࢡࢪࣟࠊ࡚ࡗ

ບ࡞ࡁ࡚࡚ࡗⓙࠋࡍࡋඹ᭷ࡕࡓ

ࠋࡍ࠸ᛮ࡞ࡋ

᪥ᮏ࡛ࡣぢ࡚ࡍࠊࡢࡃ⪺ࡢ┠᪂ࠊࡃࡋ

┿ࡉࡃࡓࠋࡓࡋ⏕άỈ‽ࡢ㧗ࢸࠊࡉ

ࠋࡓࡋぢᙇ┠ࡉᐩ㇏ࡢ≀ࠊ࣮ࢪࣟࣀࢡ

ࡓࡋ࠸࡚ࡏࡉぢᏛዪᏛᰯࡢࢡࣜࢺ

ࠊ࡚࡞ࡁቃ࡛ຮᙉ࡛⎔࠸ࡋࡤࡍ࡞ࡇࠊࡀ

ࡢࡓࡋゼၥᗈᓥ࡛ཎ⇿グᛕ㤋ࠋࡓࡋࡋឤᚰ

ࡉࡋࡢ᰾රჾࠋࡏࡁ࡛ࡀࡇᛀ

ᨵ࡚ឤࠋࡓࡋࡌᏊࡢࡕࡓ⿕ᐖ࠶ࡣ

ࡉฟ࠸ᛮࡇࡓࡗࡇᅜ࡛㉳ࡢ⚾ࠊ࡚ࡃࡈ

ࠋࡓࡋ࡛ࡏධࡎ

ᾋᡫᚪὉૼ߷ẰỮợụᾍ

ࡣࡉࢩࣜ 2010ᖺࡢᡓୗᛶᭀຊ࠸ࡘ

᪥ᮏࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋ▱ࡢẸ⾗ἲᘐࡢ࡚

ࡌྠࡕࡓዪᛶࡍཧຍẸ⾗ἲᘐࡣഐ⫈ᅋࡢ

ᐟ⯋Ἡࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗዪᛶࡢࡕࡓᵝᏊ

ࡉࢩࣜ࠸࡚ࡋ⾜ྠ࡚ࡋ㏻ヂࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ

ࡇぢ࠸ࡪࡢࡉࣜ

࠶ࡀၥ㢟ࡢゝⴥࠊࡢഛ‽ࡢἲᘐࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀ

ࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥࡢື⛣㣗ࠊ࡛ࡢࡓࡗ

⤖ᒁࡢࡇே࡚ࠊࡃ࡞࠼ࡊࡀኚࡑ

㔜㈐࠺࠸㏻ヂྠࡢẸ⾗ἲᘐࡋࠋࡓࡋ࡛࠺

ヂ࠺ࡢἲᚊ⏝ㄒ࠸࡞ㄒࢳࢡࢣࠊ࠶ࡀ

ࠋࡓࡋぢᵝᏊ࠸࡚ࡗྜࡋே࡛ヰࠊࡍ

ᮏᙜ⢭⚄ⓗᙉ㠌࡛࠸࡞ࡤࡅ࡞ࡔ

ࠋࡓࡋ࠸ᛮ

Ẹ⾗ἲᘐࡓࡗ⤊ࡀᚋࢧࣝࢭࡢ┴ࣝࣂࢧࠊ

ࡇࡑࡣࡢࡑࠋࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇࡍゼၥࢥࣝ

ࡣࡇ࠺࠸ࡍࡇ㉳ඹྠッゴࡀࡕࡓዪᛶࡢ

ࡉ࣮ࢹࡢ⪅ᚰ⌮Ꮫࠋࡓࡋ࡛ࡏ▱ࡔ

㸦2009 ᖺࡢ㈹ཷ㈹ࡢ᮶᪥㸧ࢩࣇ

ࡉࣜࠊࡉࢩࣜ࠶࡛࣮ࢱ࣮ࢸࣜ

࠺࠸ ECAP ࡍㄆ☜ᵝᏊࡢἲᘐᚋࡀ࣮ࢳࡢ

ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡚ࡏࡉ⾜ྠゼၥࡢࡓ

࣮ࢳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᵝᏊࡢά⏕ࡢࡕࡓዪᛶࠊ࡛

࡛ࡀࡇぢ࠸࡚ࡋ࠺ࡢࡀ

125ࠖࡉࡑࠕࡣሗ࿌ࡢࡑ㸦ࠋࡓࡋࡁ ᥖྕ

㍕㸧࡛ࡇࡑ࡚ࡋࡑᨵࠊ࡚ዪᛶࡢ࣮ࢳࡕࡓ

ࡤࡅ࡞࠸࡚ࡤ⤖ಙ㢗㛵ಀ࡛࠸ᙉࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ

ᡂ࠸࡞ࡓ❧άື࡚ࡓ࠶ࠊࡔឤࠋࡓࡋࡌ

ࡉࢩࣜࡣ࠾ࡢどᐹࣛࢸࢢᚋࡢࡑ

࡞㐍ᤖࡢࢺࢡࢪࣟ࠸ࡉࣜࠊ

ᖺ᪥ᮏ࡛ᡓࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋࡓ࠸⪺



㻝㻝

ୗᛶᭀຊ࣮ࢶࢢ࣮ࣥࣆࢫࡢ࡚࠸ࡘ⾜

࠸ࡓࡁᣍࡉࢩࣜࡦࡐࠊࡓࡋࡇ࠺

ᛮ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡗECAPᡴデࡇࡓࡋ

ᛌㅙࠊ࠸࡚ࡋᅇࡢᣍ⪸ࡀᐇ⌧ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋ

᪥ᮏࡢࡕࡇࠊࡣࡉࢩࣜࡓࡁ࡚ࡗᮇ

ᚅษ࠸࠸࡞᭱ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡋ ึ

࣮࣡ࣃࡓࡁ࡚ࡗᣢࠊࡣㅮ₇࡛ࡢᶓᮾிࡢ

ࡓࡗ࠶ࡣࢢࣥࢽࣁ࠺࠸࠸࡞ࡏࡀࢺࣥ

ࡓཧຍዪᛶࠊࡇࡢᛶᭀຊ⿕ᐖࡢෆᡓ୰ࠊࡢࡢ

ࡀࡕࡓዪᛶ࠺ࡢࠊࡇࡢࢺࢡࢪࣟࡢࡕ

ኚ࡚࠸ࡘ࡞ࡓࡗ⾜࡚ࡗዪᛶࡢࡕࡓゝⴥ

ෆᐜࡢㅮ₇ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡗㄒࡀ࡞ࡋ⤂

ㅮ₇ࡋᑡࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡋ⤂࡛ࡍࡣ

௨እ࡚࠸ࡘࡉࢩࣜࡢᑡ࠾ࡋヰࡋࡋ

ࠋࡍ

ዲወᚰ࡛ఱࠊࡃ࡚ࡣࡉࢩࣜ

ࡓࡁ࡚ࠋࡓࡋዪᛶ࡛࠸ࡋᴦ࠺➗ࡃࠊࡕ

ࡘఱࠊ࡚ࡗᣢࡘ࠸࣓ࣛࣝࢱࢪࢹ࠺࠸

࡛࡚ึࡣࡢ࠺⠂ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡗ┿ࡅ

࡞ࡓࡋ2ï3᪥ࠊᣮᡓᯝᩒึ᭱ࠊࡀࡓࡋ

࠸࡚࠸ࡓࡣ㣗ࠋࡓࡋ࡞࠺࠺ᡭୖ

ᴦ࠸ࡋ࠸࠾Ồࡑ⭉㇋ࠊኵ࡛ࡣࡢࡢ

႐࡞࣓࣮ࣥࣛ࠺ࠋࡓࡋࡃ࡛ࡋ

࡛㣗ࠋࡓࡋ࠸࡚ఱᗘ㘠࡞࠺ࡑࡕࡈ

ࡓࡗࡋ⌊ࡣࡢ࠺࠸ࠊᅖ㣗༟࡛㘠ࠊࡀࡓࡋ

ࡔ㘠ࡣࡢࡓࡗṧ㇟㣗୍࡛␒༳ࡢ᪥ᮏࠊ࡛࠺

࡛ࣛࢸࢢࠊ࡛ࡁዲࡀᰠࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸

ࡢ࡞㧗౯࡛ഹࠊࡀ࠸࡚ࡗࡣ࡚ࡗᮇ

ࡣ᪥ᮏ࡛ࠊ࡛࠺ࡑ࠸࡞㣗࡞࡞ࠊ࡛ 10
ᖺศࡢ࠸ࡃᰠ㣗ࡓ㸟႐ࠋࡓࡋ࠸࡛

ྛᆅࡅཷࡢධࡢᬮࡉឤ⃭࡛ࡋ࡞ࡥࡗࡋ

ᔒᒣி㒔࡛ࠊࡋᴦὸⲡほගࡣᮾி࡛ࠋࡓࡋ

ࡋࡑࠊᖹබᅬࠊཎ⇿グᛕ㤋ࡣᗈᓥ࡛ࠊࡋほග

࡚ᐑᓥほගࠊᮐᖠ࡛ࣥࢱࢥࣜࣆࡣぢᏛࠊ⚟ᒸ࡛

Ἠ ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋෆ࡞ኴᐓᗓほගࡣ

ᮐᖠ⚟ᒸ࡛ධࠊ㟢ኳ㢼࿅ᴦࠋࡓࡋࡋ᪂

ᖿ⥺࠸ࡈࡍࠕࡣࡣ㸟ࠖ

࠸ࡋࡣ㸟࠺ぢ࡚ఱ࡛࠺ࡩ࡞ࡇ

๓ࡢㅮ₇ࡀࡍࡉࠊࡀࡍ࡛ࡉࢩࣜࡓ࠸࡛

ࡣࡃࡤࡋࠊ࡞㢦࡞┠㠃┿ࢩࣆࠊ࡞

㯲࡚ࡋഛࠋࡓࡋ࠸࡚࠼ᡓୗᛶᭀຊ࠺࠸㔜

ࡕࡓ⚾ࡢ᪥ᮏኌࡢࡕࡓዪᛶࠊࡀࡓࡋ࡛࣮ࢸ࠸

ࡇࡣุࠋࡍ࠸ᛮࡓ࠼࡚࠼ఏࡗࡋ

ᨭࡢࡅࡔࡁ࡛᪥ᮏࠋࡍጞ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ⾜࡚ࡋ

ỴὊଐᆉ

11᭶10᪥
᪥ᮏ฿╔

11᭶11᪥
ᮾிㅮ₇

11᭶12᪥
ᶓㅮ₇

11᭶13᪥
ఇᜥ ᮾிぢ≀㸦ὸⲡ࡞㸧

11᭶14᪥
ி㒔ྠࠊື⛣ᚿ♫Ꮫ࡛ࡢㅮ₇

11᭶15᪥
ி㒔ㅮ₇

11᭶16᪥
ி㒔ዪᏊ࡛ㅮ₇

11᭶17᪥
ᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࡚࠸ࡘάືࣝࢢ࠸࡚ࡋ

ᗈᓥㅮ₇ࠊὶ࣮

11᭶18᪥
ᗈᓥ࡛ࢺࣝࣅ࣭ࣟࢺࢸࣇࡢㅮ₇

ὶ

11᭶19᪥
ᮐᖠ

11᭶20᪥
ᾏᏛᅬᏛ

11᭶21᪥
ዪࡢ༠ᮐᖠᨭ㒊ࢾࠊゼၥࣥࢱࢥࣜࣆ

ᛶࡕࡓὶࠊᮐᖠㅮ₇㸦ㅮ₇๓ࢾ

㸧₇ዌࣜࢡࠊ㋀ḷዪᛶࡢ

11᭶22᪥
⚟ᒸ

11᭶23᪥
⚟ᒸㅮ₇

11᭶24᪥
ஂ␃⡿

11᭶25᪥
ஂ␃⡿ㅮ₇ࡢࡑࠊᚋᡂ⏣

11᭶26᪥
ᖐᅜࣛࢸࢢ



メキシコ・ナルコ回廊再訪 (１)

～メキシコシティからシウダー・フアレスへ～ 山本 昭代
ኟ㸦2012ࡢࡇ ᖺ 8 ᭶㸧ࠊࢥࢩ࣓ࡧ

ゼࠋࡓᖺኟࣇࢸࢫࣝࢮࣥࢧࣟࡣ

ࠊࡀࡓ࡚ࡗ⾜ࣥࣜࢡࠊධࢼ

ᅇࡣ㤳㒔࣓ࢸࢩࢥࢩࣜࢡࠋ

ࡋࡑࠊゼሙᡤࡓ࠸࡚ࡋぢⴠ࡛ࣥ

࡚ୡ⏺࡛ 1 ࡔ␒ 2 ࠸༴㝤ࡔ┠␒

ࣇ࣭࣮ࢲࢩࠊ㒔ᕷࡢᅜቃ࠸ᝏྡ㧗

ࡇぢ࡚ࡗ⾜࡛ࡉࡓぢࡢ࠸ᛧࢫࣞ

ࠋࡓࡋ

㧁㦵ࡢ⪷ẕ

࡞࡛ࡇࡇࠋࢸࢩࢥࢩ㤳㒔࣭࣓ࡣࡎ

ࡗᅇࡁṌࡕࡇࡕ࠶ࠊ࠸ࡓࡋᑐ㠃ࡈ

࣭ࣝࢱࣥࢧࠊẕ⪷ࡢ㧁㦵ࡢࡇࠊࡀࡢࡓ

ࡢࣟࢡࢻࢶࢥ࠸ࡋ࠾࠾ࠋࢸ

ࡀࡕࡓᑡᖺ࠸ࡗⰋࠊࡣࣇ࣮ࢳࣔ

Tࠊࡋ࠸࡚ࡆୗࡪ࡛࣮ࣜࢧࢭࢡ ࣕࢩ

᭱ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡃ࡛ࢺࢫࣛࡢࢶ

㏆࡛ࡀࡇࡣᩆࠕࡢ࠸ዪ⚄࡚ࠖࡋேẼ

㞟ࠋࡔࡢ࠺࠸࠸࡚

ࡓࡗ࠶ࡣಙ௮ࢸ࣭ࣝࢱࣥࢧ

ࡇࡇࠊࡀࡔࡢ 10ᩘᖺࡢ㛫ᛴ㏿ಙ⪅ቑ

ࠊᝏ࡛ࡢᏳ࠺క㯞⸆ᡓதࠋ࠸࡚ࡋ

㺀Ṛ㺁࠶ࡀ㌟㏆ࡇࡓࡗ࡞↓⦕࡛

ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢥࢩ࣓ࡣ⪅ಙࠋ࠺ࡔ࠸࡞ࡣ

ࡗࡀᗈୡ⏺ྛᆅ࡚ࡌ㏻ࢺࢿ࣮ࢱࣥ

ࡣ࡛ࢥࢩ࣓ࠊࡣṚ⚄ಙ௮ࠋ࠺࠸࠸࡚

ඛࣥࢫᮇࡢಙ௮࡛ࡇࡢࡉ

Ṛࡣ࡞ࡢࠎ⚄ࡢࢸࢫ࣭ࣖࠋࡁ

ࡢᮇࣥࢫඛࡣࣟࢡࢻࠊ࠶⚄ྖ

࠶࡛ࡘࡦࡢࣇ࣮ࢳࣔ㣭ࢻࣛࣆ

ࣜࣇすࡢࣂ࣮ࣗࠊ⪅✲◊ࠋ

㉳※ࡢẸ㛫ಙ௮ࡢࣜࢸࣥࢧࠊᙳ㡪࠶

ࡢ⪅⨥≢⪅⏝㯞⸆ࡋࡎᚲࠋ࠺࠸

⚄ᵝࢥࢩ࣓ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ࠺࠸㒊

ࢢࡢࠖࢫࢱࢭࠕ▱࡛ࡉṧࡣᕞ࡛ࡢ

ࡢࢸ࣭ࣝࢱࣥࢧࡓ࠸࡚ࡋ❧ᘓࡀ࣮ࣝ

ᘁ㌷ࡀ◚ቯ࠺࠸ࡓࡋሗ㐨ㄞࡇࡔ

ࠋ࠶ࡀ

ᕷሙ࡞ᗈ࠶ࡢࢸࢩࢥࢩ࣓

㺀ࢺ࣮ࣆࢸᆅ༊㺁ࡢࢸ࣭ࣝࢱࣥࢧࡢࡇ

ᩍ࠶ࡀᮏ࡛ㄞࠊゼࡇ࡚ࡡ

ᆅࠗࡣ࡚࠸ࡘࢺ࣮ࣆࢸࠊ࡞ࡕࠋࡓࡋ

࡞ධࡕ❧࡛ࡢ࠸ከࡀ⨥≢㺀᪉࠘ࡁṌࡢ⌫

⾜ࡀほගᐈࠊ࠾࠸࡚᭩㺁ࡇ࠸

ࡊࢺ࣮ࣆࢸᐇ㝿ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡃ

ࡓࡉ㐊ᤕࡀ᪥ᮏேࡓ᮶࠸㈙⸆㯞ࡊ

㏻࡞࠺ࡢ㊰㏞ࡋࡋࠋ࠶ヰ࡚࡞

ࠊࡧ୪ࡋࡗࡂู✀ᴗࡀ㟢ኳᗑၟ



࠺ࡢᶓ࣓ࠖࠕ࡚ࡋ㏉ࡓࡗࡈே࡛ࡘ࠸

ࠋࡔ㞺ᅖẼ࡞

ࡕࡓࢸࣝࡢࢺ࣮ࣆࢸ

ࠊᅇࡁṌᕷሙࡀ࡞ࡋᙇ⥭ࡗࡕ

㸽㺁ேࡇࡣᩍࡢࢸ㺀࡛ࣝࡕࡇࡕ࠶
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　前号のニュースレターで、日本ラテンアメリカ子ど
もと本の会（CLIJAL)について、結成の経緯やこれま
での歩みをご紹介しました。昨年12月に鶴見で開催
した図書展「開いてよう！見てみよう！子どもの本で
ラテンアメリカめぐり展」は、私たちにとってはじめ
ての大きなイベントでしたが、今回は、その会場をい
ろどり、脇役として図書展をもりあげたパペルピカド
papel picadoについて、すこしお話したいと思いま
す。

　絵本の中のパペルピカド
　メキシコの切り紙パペルピカドは、お祭りやパー
ティで飾られたり、土産品として売られていますか
ら、メキシコを訪れた人なら色とりどりの万国旗のよ
うなそれを、かならず目にするのではないでしょう
か。じつは絵本の中にもパペルピカドを見つけること
ができます。図書展で展示した『ポインセチアはまほ
うの花』と『クリスマスまであと九日』の２冊はメキ
シコを舞台にした絵本で、前者の挿画には印象的に、
後者ではさりげなく、パペルピカドが描きこまれてい
ます。
　まずはストーリーをご紹介しましょう。『ポインセ
チアはまほうの花』の主人公の女の子は、クリスマス
イブを悲しい気持ちで迎えようとしています。父親が
仕事をなくし、その年はイエスさまへのおくりものを
用意することができないのです。教会にやってきた彼
女に石像の天使がささやきます、傍らにある草の葉を
もっていきなさい、と。緑の葉をかかえた彼女が祭壇
へ近づくと、それはいつのまにか燃えるような赤い
花束となり、少女は喜びにあふれてこのおくりものを
ささげました。真心の尊さを伝える奇跡の物語です。
幼少期にたびたびメキシコを訪れた米国人の作者がこ
の言い伝えに出会い、アルゼンチン人のイラスト
レーターと美しい絵本に仕上げました。一方、『ク

リスマスまであと九日』は、幼い少女セシが、やって
くるポサダ（クリスマス前９日間の伝統行事。マリア
とヨセフのポサダ宿屋さがしに見立てた行列とパー
ティを行う）に心躍らせるさまをたんねんに追ったも
ので、作者はやはり米国人です。ポサダで使うピニャ
タ（お菓子を入れたくす玉人形）を並べ売る賑やかな
マーケットの天井に、パペルピカドが吊されていま
す。２冊とも外国の作家による絵本ですが、いずれに
もメキシコの人びとへの深い愛着と敬意が感じられま
す。とりわけ『ポインセチアはまほうの花』に描かれ
たパペルピカドは、クリスマスを待つ人びとの敬虔な
心やこの時期の高揚した空気を伝えながらはためき、
またそこには少女の複雑な気持ちも混じり、忘れがた
い印象を残します。

　パペルピカドのワークショップ
　さて今回の図書展は、ラテンアメリカについて書か
れた子どもの本をみなで楽しむ場として企画されまし
た。しかし、本が並んでいるだけで人びとは足を運ぶ
だろうか。すでに本に親しんでいる子どもだけでな
く、本を開く機会の少ない子どもたちもやってきて本
にふれてもらうには……。そこで思いついたのが、パ
ペルピカドの出てくる絵本を紹介し、それから実際に

　CLIJALの活動から
　図書展をもりあげたパペルピカド

　網野真木子　　　　　　　
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パペルピカドをつくって楽しむというワークショップ
です。さっそくワークショップ班をつくり、パペルピ
カド作家でもあるチカーノ・アーティストによる「つ
くり方」の本を手引きに、試行錯誤がはじまりまし
た。メキシコのパペルピカドについての本格的な書籍
は日本にはあまりないように思います。とくにその
ルーツについては、用いられる薄紙がpapel chinoと呼
ばれることから中国との関わりも想像されますが、く
わしい歴史はわかりません。もしご存じの方がおられ
たらぜひ教えていただきたいと思います。市販のパペ
ルピカドのほとんどは、カッターまたは機械（大量生
産の場合）でつくられているようですが、さきの本で
はハサミを使います。家庭で誰でも楽しめるやり方で
す。紙を縦横あるいは斜めに何回か折りたたんでから
切り込みを入れますが、折り方を変えることで同じ切
り込みでも開いたときの模様がちがってくるのです。
幾重にもたたむことから、紙はやはり本場のpapel 
chinoような薄さでなければなりません。素材さがし
もひと苦労でしたが、意外にも近所の花屋で包装用に
幾色もとりそろえているのを見つけ、落着。また、切
り込む模様には星、花、鳥、虫などさまざまなモチー
フが可能ですが、型紙を用意し、数種類の模様を再現

できるようにしました。こうして迎えた当日のワーク
ショップには、子どもから大人まで大勢が参加し、本
の傍らでパペルピカドづくりに熱中しました。折り
たたんだ紙を開くとき、またできあがりをずらりと並
べて吊すときは、パペルピカドの魅力が花開く瞬間で
した。

　おわりに
　本に関連するこのようなワークショップは、図書館
関係の方々からの関心も高いことがあらためてわかり
ました。ラテンアメリカの豊かな手仕事の文化は、子
どもや子どもの本との接点において、こうした試みの
さまざまな可能性を秘めているように思います。今回
の図書展では、パペルピカドのほかにグアテマラの
《心配ひきうけ人形》づくりのワークショップも行
いましたが、こちらについてもあらためてご紹介でき
ればと思っています。

写真はワークショップで説明に用いたパネル。

 ©CLIJAL, F.Uchino

＊『ポインセチアはまほうの花　メキシコのクリスマスのおはなし』（ジョアンヌ・オッペンハイム文、ファビア
ン・ネグリン絵、宇野和美訳、光村教育図書）／『クリスマスまであと九日　セシのポサダの日』（マリー・ホー
ル・エッツ＆アウロラ・ラバスティダ作、マリー・ホール・エッツ画、たなべいすず訳、冨山房）／ 参考文献：
Carmen Lomas Garza, Making Magic Windows: Creating Cut-Paper Art With Carmen Lomas Garza, Children's Book Press, 
USA  ／ 同じ著者によるIn My Family/En mi familia, Children's Book Press (英/西二カ国語版）もパペルピカドやメキシコ
系の人びとの暮らしを伝える絵本として、図書展で原書展示しました。
＊今後こうしたワークショップのマニュアルも整備していきたい考えです。関心のある方はtclijal@gmail.com までお
問い合わせください。

mailto:tclijal@gmail.com
mailto:tclijal@gmail.com
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チャパレ地方は美しい土地です。果物が豊富で、

そこではあらゆる作物が実ります。昔は、人々は

その土地にあまり行きませんでした。道がありま

せんでした。一部の農民が、キャッサバやコメ、

あるいはコカを生産しても、運ぶ手段がなかった

ため、市場で売ることが出来ませんでした。

生産される作物を、コチャバンバの町に運びやす

くするために道を開こう、と大統領が命じたの

は、ごく最近のことでした。

突然、外国人が遠い国からやってきてコカの葉を

知り、化学物質と混ぜて毒に変え、若者たちに気

持ちが良くなる薬だと言って売り付け、大金を儲

けました。そうして美しいチャパレの地に気の

狂った人たちが現れるようになりました。昔から

村に住んでいた人たちは、男女とも、もう村に居

ようとは思わなくなり、村から逃げ出そうと考え

ました。チャパレで生産されるコカの葉は、白い

粉の薬に加工されて人間の頭を狂わせます。人々

の畑で働く意欲を失わせます。麻薬を作るための

コカの葉を踏む労働は代償が大きく、昼夜踏み続

けてそれなりのお金を得ても、心の痛みを和らげ

ることは出来ず、また体の痛みを治すことも出来

ません。

そのような暗い生活の中に、さらに大きな不幸が

チャパレの地にもたらされました。北からまるで

戦争をするためのように武装した兵士たちがやっ

て来て、チャパレの地の真ん中で銃弾をうちまく

り大地を汚し、私たちの仲間を恐怖に落とし、野

生の動物たちは逃げました。そんな残酷な侵略行

為の後、チャパレの地を痛めつけて全ての勝利者

のように、彼らの国へ飛び去りました。

この侵略は母なる大地を怒らせました。おそらく

それが理由で、この金曜日に私たちのボリビアに

地震が起こりました。人々は怯えて、天変地異が

起こるのだろうと思いました。

私たちはそうは考えません。国の指導者たちが、

北から兵士たちを呼び寄せたために、母なる大地

が怒ったのだと思います。

今日では、チャパレの地には外国人たちが行きか

い、北からの兵士たちが駐屯し、無慈悲な銃撃に

汚されています。

この悲惨な悲しみのすべては、誰の責任なので

しょうか。どういう魂胆でこのようなことを命じ

たのでしょうか。母なる大地だけが、このわけを

知っています。だから怒っているのです。

作者：アリシア・テラン・デ・ディク

　　  「反逆者」1994年より

訳　：栗原重太
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　今、またアフロペルー音楽がさまざまな新たな試

みに挑戦している。

　アフロペルー音楽は、20世紀前半期には一度ほと

んど失われてしまったとされながら、地方のアフロ

系集住集落からの移民が首都のリマで「発見」され

たことにより、忘れられたと思われていた伝統が再

発見され、それをたたき台に現在のアフロペルー音

楽は再構築されてきた。またその過程で、そのアイ

デアの源泉ともなった地方のアフロ集落において

も、アフロ性が再確認され、自らのアイデンティ

ティとして再構築する契機につながった。

　アフロペルー音楽の復興運動の再燃についてはひ

とまず置いておくとして、今回はそのおかげで完全

版として2011年に再販され、この度日本盤も発売

されることになったニコメデス・サンタ・クルスと

彼の一座「クマナナ」による伝説の名盤『クマナ

ナ』について紹介したいと思う。

　『クマナナ』が何故アフロペルー音楽における記

念碑的作品であると言われるのか。

　第20回でも取り上げたニコメデス・サンタ・クル

ス(1925-1992)は、ペルー最高の即興詩人(デシミス

タ)であり、アフロペルー音楽復興の最重要人物で

あった。そのニコメデスの最高傑作と言われ、その

後のアフロペルー音楽に大きく影響を与えたのがこ

の作品だ。さらにこの作品は、1964年に第1版が完

成してから1970年まで3度の改訂が行われたほどニ

コメデスにとって重要な作品であった。LP2枚組で

膨大な情報が詰まった冊子が付属し、1枚目はポエ

トリーリーディング14篇、2枚目は彼が収集したア

フロペルー音楽及び、再創造した音楽14曲が収録さ

れている。ニコメデスによる膨大な解説は、民衆の

即興詩の世界と、アフロペルーの踊りの起源につい

ての彼の論考が中心になっている。

　4行詩のコプラと10行詩のデシマがラテンアメリ

カに伝わると、民衆自身の表現として瞬く間に各地

に土着化し、吟遊詩人の謡う即興詩の世界や、様々

な舞曲のための歌として無くてはならないものへと

なっていった。ペルーにおいては、その伝統はより

アフロ系の住民に受け継がれたとニコメデスは主張

する。

　また、アフロペルーの踊りは、言うまでもなくア

フリカにその起源の多くを負っている。ニコメデス

は、ペルーのアフロ舞踊のほとんど失われてしまっ

た起源を、キューバやブラジル、スペイン、ポルト

ガルなどの例を引きながらいかにアフリカ的要素を

強く残しているのか、ということを論じている。ア

フリカ西海岸、バントゥ、ヨルバ系の通過儀礼とし

て踊られる性交を模した豊穣と多産祈願の踊りルン

ドゥやカレンダに踊りの起源を持ち、オリチャ(オリ

シャ)を信仰する宗教的世界観がペルーにも伝わって

いたとする彼の推論からは、彼自身証拠はないと言

いながら、まだまだあまり認知すらされていなかっ

たアフロペルー音楽をアフロ音楽の正統としていか

にして位置づけるのか、という彼の苦心が見て取れ

る。

　『クマナナ』は、その意味において、ペルーにお

いて黒人が担っていた文化的意義を極限まで高め、

その重要性を理論によって補強しようとした、そう

いう作品である。そのために必要だった膨大な資料

と彼の論考は、一般読者には明らかに難しすぎる

が、失われつつあったアフロペルー文化を精一杯持

音楽三昧♪ペルーな日々（第46回）

ニコメデスとクマナナ
アフロペルー音楽復興の挑戦とその意義
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ち上げて後世の評価に備えようとしたとも言えるの

かもしれない。さらに背景にはアメリカ公民権運動

の盛り上がりやアフリカ諸国の独立なども彼のアフ

ロペルー文化復興運動を支える大きな潮流として存

在した。

　彼の指摘の中で重要なものの一つに、「アフロペ

ルー音楽の白人化」が挙げられる。アフロペルー音

楽が注目を浴び、演奏される機会が増えていくに

従って、「白人がイメージするアフロ音楽」像に擦

り寄り、改変し、またショーを盛り上げるために

「ハリウッド的効果」を挿入してしまう状況がすで

に64年の段階で出てきていたとニコメデスは指摘し

ている。この状況はその後も変わることなく、彼が

危惧した通りアフロペルー音楽は相当部分「白人

化」されてしまった。今このタイミングで、音源の

みをピックアップした『クアナナ』編集盤でなく、

彼の論考付き2枚組の完全版として再版されるの

は、再びアフロペルー音楽を再評価し、再創造しよ

うと動き始めた昨今の状況が、こうしたアフロペ

ルー音楽の安易な「白人化」を戒めたい、というこ

ともあるのかもしれない。

　といろいろ書いてきたが、どれだけ高説をのたま

わっても、実際の作品がショボければその説得力は

半減する。その意味でも、ニコメデスが胸を張って

言っている通り、まさにその時代の最高のメンバー

が集った奇跡的な楽団だからこそ生まれた素晴らし

い作品のオンパレードになっている。1枚目のポエ

トリーリーディングは、ニコメデスの渋い低音の声

で躍動的に、そして情感たっぷりに朗唱される詩の

響きに、その言霊に酔いしれ、2枚目では、収集さ

れた古い曲から再創造された創作曲まで素晴らしい

楽曲が目白押しに並んでいる。意味のない呪文のよ

うな不思議な言葉が唱えられるランドーの元祖サン

バ・マラトーは、聞いているだけで楽しくなるし、

カイトロ・ソトの歌で有名なアフロペルーの伝承歌

「トロ・マタ」も、農作業歌パナリビオの中にさり

げなく部分的に違うバージョンが紛れ込んでいたり

する。その他子どもたちのあそび歌や闘牛士を称え

る歌、子守唄から物売り歌、そしてなんといっても

素晴らしいマリネラ・リメーニャまで聴き所満載

の、まさに名盤中の名盤となっているのである。

　また彼が解説しているように、40年代からリマの

民俗舞踊アカデミーで再創造されたフェステホは、

当時残っていたいろいろなアフロ音楽の踊りからの

パッチワークによって産み出された混淆の踊りであ

り、民衆の踊りというよりは、音楽家と聴衆によっ

て広まった新しいスタイルのアフロペルー音楽だっ

た。今やアフロペルー音楽を代表するこのリズム

が、そのようにして「作り出された」踊りである、

ということを改めて考えなおし、何がペルーの「ア

フロ」音楽なのか、ということを考えてみること

も、一つなのかもしれない。まあ、いろいろ書いて

はみたが、ともかくいいからぜひ聴いてみて欲し

いってことなのである。
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　まもなく2012年が終わろうとしています。毎月
ご覧いただきありがとうございます。これまで紹介
したレシピをみなさんが料理できるようになってい
たらうれしいです。
 　クリスマスイブの夕食には、鶏肉を食べる習慣
があるので、今回はメキシコ風の鶏料理をつくりま
しょう。とてもおいしいので、ご家族もお客さんも
喜んでくれると思います。
　メキシコのイブの料理には多くのパターンがあり
ますが、七面鳥や塩ダラ、豚肉のハム、鶏肉を使う
のが一般的です。
　ユカタン半島では、クリスマスのような特別の日
にこれらの料理をつくり、ニンジンやカブ、ジャガ
イモ、ブロッコリー、カリフラワーをゆでたサラダ
を添えることもあります。これらの野菜のうち３種
類ほどの野菜をゆで、好みの形に切って大きな平皿
に飾ります。レタスやドレッシングを添えてもよい
でしょう。
　今回の料理にはフランスパンやごはんがあいま
す。レシピでは、サフランとクミンで風味を加えた
ライスを紹介しました。

　ユカタンでは、どんな階層の人もマヤ民族の人々
も、イブの夜に鶏肉を食べています。
　私たち兄弟は子どものころ、熱を加えて甘みが増
したセロリが大好きでした。日本では、セロリ嫌い
が、特に子どもに多いようです。おそらく香りが
ちょっときついからでしょう。でも本当はとても爽
快な風味です。今回の料理は鶏肉とセロリを一緒に
調理するので、セロリ嫌いな人にも気に入ってもら
えると思います。
　来年もまた、ここで紹介するレシピを活用して料
理のレパートリーを広げてくださいね。メリークリ
スマス！　来年もよろしくお願いします。

ミゲル先生のメキシコ食巡り

　鶏とセロリのトマトソース煮 
Pollo con Apio en Salsa de Tomate

■材料　４人分
・鶏肉（どの部位でも可。もも肉でも胸肉でも）　500g
・トマトの缶詰　１缶
・葉を取り除いたセロリ　１本
・タマネギ中　1/4
・コリアンダー　大さじ２杯
・コショウ　塩
・粉末クミン
・水　1/2カップ
・米　４人分
・サフラン　小さじ１杯
 
■作り方
1)　トマト缶を開ける。タマネギを細切りにする。
2)　コリアンダーを細かく刻む。
3)　セロリを洗って葉を取り、堅い筋を取り除く。その後、
薄い半月形など、スプーンで食べやすい形に切る。

4)　鍋かフライパンに、鶏肉とトマト、水、タマネギ、セロ
リを入れて、適量の塩とコショウで味をつける。

5)　蓋をして、１０分程度少し強めの火にかける。焦げない
ように時々鍋を動かす。火を少し弱めて、水が足りなけ
れば少し加え、さらに動かしながら加熱する。よく火が
通り、ソースがペースト状に煮詰まったら火を止める。

【サフランライス】
6)　料理をはじめる１時間ほど前に、サフランをカップ１杯
の水で溶かしておく。

7)　米の量は通常の４人分。洗った米を電気炊飯器に入れ、
サフランを溶かした水を加える（サフランは入れな
い）。その後、足りないぶんの水を加えて炊く。炊きあ
がったら、お好みの量のクミンと塩を加え、米が黄色に
なるまでよく混ぜる。皿に盛るときは、茶碗にごはんを
詰めて大きな平皿に載せる。最後に鶏肉を載せてソース
をかける。
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䝸䝏䜴䝮䛿▼Ἔ䛻ኚ䜟䛳䛶䜶䝛䝹䜼䞊㠉䛾ᢸ䛔ᡭ䛻䛺䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛩䛷䛻㟁Ꮚ㒊ရ䜔䝁䞁䝢䝳

䞊䝍䞊䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛺䛹䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚸䝸䝏䜴䝮㟁ụ䜢䛳䛯䝝䜲䝤䝸䝑䝖㌴䛜2020ᖺ䛻䛿ᩘ༓ྎ䛛䜙ᩘ

൨䛾ྎ䛻䛾䜌䜛䛸ヨ⟬䛥䜜䛶䛔䜛䚹䝪䝸䝡䜰䚸䝏䝸䚸䜰䝹䝊䞁䝏䞁䛻ୡ⏺䛾䝸䝏䜴䝮 4༓䝖䞁䛾༙㒊௨ୖ䛜

╀䛳䛶䛔䜛䚹䝸䝏䜴䝮䛾ᇙⶶ㔞䛿䝪䝸䝡䜰䛾䜴䝴䝙ሷ⏣䛜ୡ⏺᭱䛷䛒䜛䛜䚸⏘ฟ䛩䜛᭱ᅜ䛿䝏䝸䛷䚹ୡ⏺➨

2䛾䜰䝍䜹䝬ሷ⏣䛜䛒䜚䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛸䛸䜒䛻䝸䝏䜴䝮䛾䛺⏘ฟᅜ䛷䛒䜛䚹᥇᥀䜢䜑䛠䛳䛶༡⡿䛷䛿ከ䛟䛾ே

䛜⚾ᴗ䜈᥇᥀ᶒ䜢䛘䜛䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶䛔䜛䚹䛜䝏䝸䜔䜰䝹䝊䞁䝏䞁䚸䝪䝸䝡䜰䛿እᅜᴗ䛾ㄏ⮴䜢䛧䛶䛔䜛䚹

ᖺ䛾 9᭶䛻䝖䝶䝍䛜䜰䝹䝊䞁䝏䞁䛾䜸䝷䝻䝇䛾ሷ⏣䛾 25%䜢㈙䛳䛯䛸ሗ࿌䛧䛯䚹

䝸䝏䜴䝮䛿 1998 ᖺ䛛䜙౯᱁䛜ಸ௨ୖ䛻ୖ䛜䛳䛯䛜㔠䜔㖡䛻ẚ䜉䜛䛸䝸䝏䜴䝮䛾ྲྀᘬᕷሙ䛿ᑠ䛥䛟䚸㖡䛾 100
ศ䛾1䛾౯᱁䛷䛒䜛䚹㟂せ䛜ఙ䜃䛶䛚䜚䚸ᇙⶶ㔞䛿ከ䛔䛜䚸ᐇ㝿䛻⏝䛩䜛㔞䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑ຍ౯್䜢䛴䛡䛺

䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䜰䝹䝊䞁䝏䞁䛿༡⡿䛷䝸䝏䜴䝮㟁ụ䜢〇㐀䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᚲせ䛺㒊ရ䛿ᾏእ䛛䜙㍺ධ䛧䛶⤌䜏

❧䛶䛶䛔䜛䚹⌧ᅾ䝸䝏䜴䝮㟁ụᕤሙ䛿䛻䜰䝆䜰ㅖᅜ≉䛻᪥ᮏ䛸䚸⡿ᅜ䛻䛒䜚䚸䛣䛾ᕷሙ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛯䜑䛻ఱ൨

䝗䝹䜒ᢞ㈨䛧䛶䛔䜛䚹(BBCMUNO 2012/10/12䜘䜚)

㐍ࡀ᳃ᯘఆ᥇ࡢࣥࢰ㸸ࣝࢪࣛ

ᖺ 1᭶䛛䜙 8᭶䛻䛛䛡䛶䝤䝷䝆䝹䛾䜰䝬䝌䞁䛷䛿 15 6༓ 300䝦䜽䝍䞊䝹䛾᳃ᯘ䛜ῶ䜚 8᭶䛰䛡䛷 5
2༓200䝦䜽䝍䞊䝹䛜ᾘኻ䛧䛶䛔䜛䚹つᶍ䛺᳃ᯘఆ᥇䛿す㒊䛾䝬䝑䝖䜾䝻䝑䝋ᕞ䛸ᮾ䛾䝟䝷ᕞ䛷⾜䜟䜜䛶

䛔䜛䚹䝬䝖䜾䝻䝑䝋ᕞ䛾䝅䝜䝑䝥ᆅ༊䛷䛿∾␆䛸㎰ᴗ䛻䜘䛳䛶 1  800 䝦䜽䝍䞊䝹䛾᳃ᯘ䛜ఆ᥇䛥䜜䚸䛭䜜䛻⥆

䛔䛶䝟䝷䛾䜰䝹䝍䝭䝷ᆅᇦ䛷䛿䝧䝻䞉䝰䞁䝔䛾ỈຊⓎ㟁䛾ᘓタ䛻䜘䛳䛶䚸1 䝦䜽䝍䞊䝹䛾᳃ᯘ䛜ఆ᥇䛥䜜䛯䚹

2000ᖺ䛛䜙 2010ᖺ䛾㛫䛻ᖹᆒ 2,600䝦䜽䝍䞊䝹䛾᳃ᯘ䛜ᾘኻ䛧䛯䚹䝤䝷䝆䝹ᨻᗓ䛿䚸᳃ᯘᾘኻ䝨䞊䝇䜢

ⴠ䛸䛩䛸䛔䛖බ⣙䜢 2008ᖺ䛛䜙ᥖ䛢䛶䛔䜛䚹䛜䚸䝤䝷䝆䝹䛾㛤Ⓨ㖟⾜䛿 1ᖺ㛫䛻 10൨䝗䝹䜢䝎䝮䜔㐨㊰ᘓタ

䛺䛹䛾䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䛾䛯䜑䛻ᣐฟ䛧䚸᳃ᯘ䜢༴ᶵ䛻䛥䜙䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䜒㎰ᴗ䞉∾␆ᴗ⪅䛜᳃ᯘಖㆤᨻ⟇䜢⦆

䛩䜛䜘䛖ᅽຊ䜢䛛䛡䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝᖺ 5 ᭶䛻䛿㦵ᢤ䛝䛾᳃ᯘಖㆤἲ䛜㏻㐣䛧䚸䝹䝉䝣⤫㡿䛿䛭䛾୍㒊䜢

ᣄྰ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹⛉Ꮫㄅ䝛䜲䝏䝱䞊䛿ᖺึ䜑᳃ᯘᾘኻ䛸䚸㎰ᴗ䚸Ẽೃኚື䛜䜰䝬䝌䞁䛾⏕ែ⣔

䜢⾶㏥䛥䛫䚸ಖỈຊ䛸㝆㞵㔞䛾ῶᑡ䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛䛸㆙࿌䛧䛶䛔䜛䚹᳃ᯘᾘኻ䛻䜘䜛㝆㞵㔞䛾ῶᑡ䛿䜰䝹䝊䞁

䝏䞁䚸䝟䝷䜾䜰䜲䚸䜴䝹䜾䜰䜲䚸䝤䝷䝆䝹䛾༡㒊䛺䛹䛾㞳䜜䛯ᆅᇦ䛻䜒ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛸䛔䛖ㄪᰝ䜒䛒䜛䚹䜰䝬䝌䞁

䛿ᒣⅆ䚸᳃ᯘᾘኻ䜔Ẽೃኚື䛻䜘䜚᳃ᯘ䛾ᅇ⬟ຊ䛜ᙅ䛟䛺䛳䛶䛚䜚䚸᳃ᯘᾘኻ䜢ῶ䜙䛩ດຊ䛻䜒䛛䛛䜟䜙

䛪༴ᶵⓗ≧ἣ䛻䛒䜛䚹䠄Noticiasaliadas.org/2012/9/27䜘䜚䠅

㏣ᝒࡓࡁ㉳࡛ࣥࢰ㸸���ᖺ๓ࣅࣥࣟࢥ

䜰䝬䝌䞁䛾ඛఫẸ᪘䛿䝂䝮䜢᥇ྲྀ䛩䜛䛯䜑䛻 20ୡ⣖ึ㢌䛛䜙⿕䛳䛯Ṛ䜔ⱞ䛧䜏䚸㎯䜢 100ᖺ㛫䛾ỿ㯲䛾

୰䛻␃䜑䛶䛝䛯䚹䛧䛛䛧ᖺ䛾10᭶12᪥䚸䜴䜱䝖䝖䚸䝪䝷䚸䜸䜹䜲䝘䚸䝮䜲䝘䝛Ẹ᪘䛿㐣ཤ䛛䜙䛾ᩍ䛘䛺䛟䛧䛶䜘䜚

Ⰻ䛔ᮍ᮶䜢⠏䛡䛺䛔䛸䛧䛶ᝒ䜢බᘧ䛻㏣䛧䛯䚹㏣ᘧ䛿䝁䝻䞁䝡䜰䛾䝏䝵䝺䝷䛻䛒䜚䛿ྡ䛺Ṕྐ䜢ṧ

䛩䜹䝃䞉䜰䝷䝘䛷⾜䜟䜜䝁䝻䞁䝡䜰ᨻᗓ䜔ᅜእ䛾ඹྠయ䛾௦⾲⪅䚸䝤䝷䝆䝹䚸䝨䝹䞊䛛䜙䛾ඛఫẸ䛜㞟䜎䛳䛯䚹

䛿ඛఫẸᏛᰯ䛜Ⴀ䜎䜜䛶䛔䜛䚹

ᘓ≀䛿䚸䝨䝹䞊䛸䜲䜼䝸䝇䛾ྜྠ♫䝨䝹䝡䜰䞁䞉䜰䝬䝌䞁䞉䜹䞁䝟䝙䞊䛜100ᖺ๓䛻䝂䝮䛾㞟✚ሙᡤ䛸䛧䛶ᘓ

䛶䛯䜒䛾䚹䛭䛣䛷ඛఫẸ䜢㏕ᐖ䛧䚸ያ㞔䛸䛧䚸ẅᐖ䛩䜛䛺䛹䜂䛹䛔ᦢྲྀ䜢⾜䛳䛯䚹䝂䝮ᴗ⪅䛾ᭀ⾜䛿ᙜ䝬䝘䜸

䝇䛾䜲䜼䝸䝇㡿䛰䛳䛯䝻䝆䝱䞊䞉䜿䞊䝇䝯䞁䝖䠄䝬䝸䜸䞉䝞䝹䜺䝇䞉䝸䝵䝃䛾䛄䜿䝹䝖ே䛾ክ䛅䛾䝰䝕䝹䛸䛺䛳䛯䠅䛜ᙜ

䛾ᵝᏊ䜢グ㘓䛧䛶䛚䜚䚸20 ୡ⣖ึ㢌䛾䝂䝮ᢞ㈨䝤䞊䝮䛷 4 ே௨ୖ䛾ඛఫẸ䛜ஸ䛟䛺䛳䛯䚹ྜྠ♫䛿䛭

䛾 1ᖺᚋ䛻ゎయ䛥䜜䛯䛜䚸䜹䝃䞉䜰䝷䝘䛿 1932ᖺ䜎䛷᧯ᴗ䛧䚸䝂䝮ᴗ⪅䛾ᭀ⾜䛻䜘䛳䛶 10ே䛾ඛఫẸ䛜ẅ

䛥䜜䛯䚹㏣ᘧ䛻䛿䜲䜼䝸䝇䜒ฟᖍ䛧䚸䝆䜵䝜䝃䜲䝗䛰䛳䛯䛸ㄆ䜑䚸ேᶒ䜢Ᏺ䜛⩏ົ䛜䛒䜛䛸㏙䜉䛯䚹䝁䝻䞁䝡

䜰䛾䝬䝚䜶䝹䞉䝃䞁䝖䝇⤫㡿䛿 9 䛴䛾ඛఫẸ䛻ᑐ䛧䛶䚸䛶䛾≛≅⪅䛸䛭䛾㑇᪘䛻ᑐ䛧䛶䚸䛣䜜䜙䛾ᝒ䛻ᑐ

䛩䜛ㅰ⨥ᩥ䜢㏦䛳䛯䚹(BBCMundo 12/10/2012䜘䜚)



次回の「そんりさ」発送作業は　　月　　日（土）の予定です。

参加いただける方は連絡ください

メーリングリスト　会員・購読者は無料で参加できます。

E-mail　recom@jca.apc.orgまでアドレスを連絡ください

ホームページ　http://www.jca.apc.org/recom

　「沈黙を破って～グアテマラ戦時下性暴力スピーキングツアー～」が終了しました。マヤの

女性たちはいつも、凄惨な内戦の被害者でありながら、人懐っこく笑い、見慣れない日本食も

進んで口にしたり、写真を撮ったりと、あどけなく朗らかな表情を見せてくれます。尊厳を求

めるたたかいの中でも、自然体であり続ける強さとそれを可能にする知恵に、今度はポスト

3.11を生きる私たちが学ぶ番だと確信しました。

　期間中、私は民芸品の発送と販売に努め、色彩豊かな手作りの品々が、来場者の方々に縁付

いていくのを見送りました。あの小さなモノたちが、暴力のない世界をめざす私たちを結びつ

けてくれることを願っています。（佐々木玲子）

Vol.139 グアテマラ・沈黙を破る女性
Vol.138 パナマ先住民族ンガベ・ブグレ
Vol.137 グアテマラ視察報告
Vol.136 ボリビア先住民族政治と道路建設

Vol.135 あるコロンビア難民の死
Vol.134 グアテマラ・ニカラグア報告 
Vol.133 グアテマラ総選挙
Vol.132 ボリビア・ガソリン危機 

レコムに入会(もしくは購読)すると、メーリングリストにも無料で参加できます。 入会した

ら、自己紹介メールを添えて recom@jca.apc.org までご一報を。登録します。 レコムの活動

は会員のみなさんによって支えられています。

 ☆郵便振替口座:00110-7-567396 日本ラテンアメリカ協力ネットワーク  

 ☆会員 年 8000 円(学生 5000 円)...会の運営、総会での投票、『そんりさ』, 資料閲覧・ 貸出        

 ☆賛助会員 年 10000 円(一口)...資料閲覧・貸し出し、『そんりさ』購読、総会への参加  

☆『そんりさ』購読者 年 4000 円...『そんりさ』の購読、メーリングリスト参加可

レコム連絡先
〒 616-0004  京都市西京区嵐山中尾下町 20-15 太田方

TEL&FAX  075-862-2556(留守電)   お問い合わせは、E-MAIL・

FAX・手紙もしくは留守番電話にメッセージをお願いします。

<レコム口座>

15万3907円

<グァテマラ基金>

61万5700円

 (2012年11月現在)
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