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  ユーラシアンホットライン  
2013年２月１０日にユーラシアンクラブ創立２０周年記念パーティを開催 

―12月23日、日本橋魚河岸食堂で忘年会。パーティの進行も協議ー 

 1993 年２月１１日、東京・九段会館で、日本海対岸の

先住少数民族代表14人を招聘して開催された国際シンポ

ジウムの場で創設されたユーラシアンクラブが来年 2 月

で創設20周年を迎えます。国家・民族・宗教を超えて民

族の共生・自然との共生を模索する―を掲げてスタート

し、限りなく少数民族にウェートを置いて、理解・親睦・

協力の活動を展開しました。今は姿を消した東京・虎ノ

門の国立教育会館で100回開催した「インターカレッジ・

文化講座」は、当時日本で 高峰のユーラシア研究者を

招き、 新のユーラシア理解の講座として評価されまし

た。旧ソ連崩壊、中国の改革開放政策の潮流に乗って来

日したアジア諸地域の若い留学生を対象に、ユーラシア

ンフォーラムを開催し、民族を超えた交流活動にも取り

組んできました。その過程で、アジアの理解促進に音楽

を通した活動が有益であると気付き、15 年にわたる「ア

ジア・シルクロード音楽キャラバン」や「アジア・シル

クロード音楽フェスティバル」を展開、ウズベキスタン

やサハ共和国から優れたミュージシャンを招へいし、音

楽を通したアジアの諸民族理解促進に貢献しました。 

またこの間、日本海対岸の先住諸民族の文化理解と産

業振興に役立てるため、現地のツアーを何度も実施し、

山形県のクラブ創設時の幹事の協力で山菜加工セミナー

を開催し、現地でぜんまいの加工販売環境を整えたり、

富山県のカーテン製造会社の協力で提供を受けたカーテ

ン生地を活用し、ハバロフスク郊外70㌔にあるシカチア

リャン村の一角に購入したキャンプ地に工場ラインを立

ち上げて小物の製作販売などにも取り組みました。村の

産業の自立と先住少数民族や日本人との交流の拠点とし

て購入提供した上記用地の利用については、現地の政府

関係者や少数民族関係者の妨害で運用を10年間にわたり

阻害され、少数民族村の77人に分筆して贈与したが村の

支援もなく運用もできずにハバロフスクの少数民族関係

者に略取されるスキャンダルな経過を辿り、現地の政府

関係者は処罰を受けて更迭され、運用不能になったキャ

ンプは裁判の結果私に返還され、維持費を提供していま

した。しかし、大豆栽培、村の積極的観光振興、青少年

の交流育成拠点として本格的な活用を目指して動きはじ

めた矢先にテレビ取材への協力が裏目に出て筆者の行動

に制約が生じました。このため、現地の村役場に「自立

と交流の拠点」として、ハバロフスクのアパートとキャ

ンプ地を贈与することを外務省、在ハバロフスク大使館

を通して提案したが、村長によって拒否された。全く不

可解な依存型対応で、20 年にわたる私の努力は挫折した

状態に陥っている。こうして、日本海対岸の少数民族を

視野に、少数民族にウェートを置いた国家民族宗教を超

えた人間関係を基礎にしたユーラシアンクラブの運営と

いう志は、スタート地点の所で挫折しているのが現状で

す。 

しかし、その志を共有する仲間の絆は細々とした線な

がら維持され、活動は継続され、この 5 年の間に「日本

人クラブからの脱皮」「情報通信ネットワーク化」「地域

拠点型活動の推進」を掲げた議論を進め、江藤セデカさ

んを理事長、バーボルドさんを副理事長とする新体制が

発足し、今後の10年、20年を見据えた新しいユーラシア

ンクラブが誕生しました。昨年から今年にかけては、東

日本大地震の被災者への支援を「アジアの絆プロジェク

ト」として推進し、日本ウズベキスタン国交20周年記念

音楽企画や愛川町を中心としたさまざまな活動が動きは

じめています。 

２０周年記念の集会には、シカチアリャン村から伝統

芸能継承者であるビクトリア・ドンカンさんを招聘し、

挨拶と芸能の紹介をお願いしたいと思います。 

取りあえず23日、今年一年お世話になった皆さんと共

に一年を振り返り忘年会を開催します。場所は20周年記

念集会を予定している日本橋卸売市場・鮮魚食堂です。

加藤九祚先生もお見えです。皆さんのご参集をお待ちし

ています。 

 

【アルタイ通信】1号        Здравствуйте, Оно сан!  

 

日本訪問は大変印象深いもので、

あなたのお客さんへの対応には大変

嬉しく思いました。 

娘のダイアナは帰国後M.B.チェバ

ルコバ名のアルタイ共和国図書館で

９月２１日から写真展を一ヶ月以上

も続けました。レビューは大成功で、
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ゴルノアルタイスクや地方の小学校から子供たちが訪れました。 

泉地さんが書いたとおり、私たちの国で新

しい博物館が開館し、ウコック平原のサルコ

ファゲから出土したアルタイの王女のミイラ

が展示されました。博物館では温度調節機能

があり、王女のミイラの埋葬状態を見ること

ができます。2500年前の埋葬が見れ、また王

女の体や衣服、副葬品がすべて残され、保存

されているのは驚くばかりです。興味の尽き

ない展示です。 

アルタイの も美しい場所の一つ、夏のシ

ャフリンスキー湖をダイアナが訪れた時に撮

影した景色の写真を6枚添付しました。 

泉地さんは日本語の授業を続けています。生徒たちは、初心者から、

継続して日本語を学ぶ人、そして私たちが「上級者」と考える生徒

など、現在5グループに別れ授業に出席しています。もちろん、生

徒数が大いに越したことはないのですが、

私たちの共和国の人口にしてみれば、現

状はまあまあだと思います。できれば、

泉地さんにはないもので、私たちの日本

語学校に資格教材があったらと思います

が、今後教育の可能性と条件を広げたい

と思います。 

皆様お変わりはないですか？仲間の菅

野さんは今は多分ウズベキスタンにおら

れるんでしょうか？ユーラシアンクラブ

のすべての会員の皆様によろしくお伝え

ください。セデカさん、加藤先生のご健康はいかがですか。 

 

           エドワルド・バブラシェフより

【マレーシア通信】第１１号   ペナンの日本食事情      板坂 優一 
 
● 板坂 優一：１９８３年生まれ。北海道出身。２００９年の冬からバックパックとギターを背負って中国からシリアまでア

ジア横断の旅へ。そこで見た『イスラムの世界』に魅せられ、現在マレーシアのペナンにてアジアの文化、特にイスラム圏につ

いて宗教、社会などの勉強をしている。 
 
 ペナンに来て早１年と３ヶ月。私の大学院も始まり、慌ただしい

毎日に追われ気が付けば年末に近づいているではないか。季節が無

いと年の締めくくりすら気が付かなくなってしまうものなのか、は

たまた私の無頓着さなのか。ともあれ、facebookで日本の友人の書

き込みを見ればすっかり冬らしくなってる日本を伺える。日本の様

に四季があり、季節折々の『らしさ』を感じられると言う事はなん

とも色気があり、そして味わい深いものだなあと 近よく思う。

近クリスマスが近い為、ペナンでもクリスマスの装飾が所々で見る

事が出来るが、寒くないせいか不自然に見えてしまう。季節感が伴

わないイベント事は何か無理矢理感が感じてしまうのは私だけだろ

うか。そう言うものを見れば、季節が感じられる何かが恋しくなる。 
 話は変わるが、ペナンは日本食ブー

ムである。日本食が好きかどうか尋ね

ると殆どのペナンの人は好きと答える。

世界遺産に指定されているジョージタ

ウン内には多くの日本食レストランが

ある。回転寿司、ラーメン屋、焼き肉

屋、ちょっとした料亭からメイド喫茶

まで幅広くある。レストランだけで無

く、ホッカセンター（屋台の集合体）

には日本食屋台もあるくらいだ。ペナ

ンには長期出張者や、ロングステイヤ

ーが居るせいもあって、日本食の需要

は高く見える。肝心の味は店にもよるが、正直ずば抜けておいしい

日本食屋はない。しかし雰囲気は十分味わえる。気になる値段は現

地人が営むアジア料理のレストランに比べてかなり高めであるが、

日本の価格と比べるとだいたい同じくらいだ。日本食レストランを

覗いてみると大体が日本人か中華系マレー人である。日本食を好ん

で食べるマレーシア人の殆どは中華系である。その理由に、第一に

ハラールでない事（イスラムで許されていない）と、経済的理由と

思われる。マレーシア人の平均月収と比べて日本食は高すぎる。な

ので比較的裕福な人か、時々しか食べれない『高級料理』なのだ。 
  またマレーシア人を対象にした『日本食バイキング』もある。

これは上手く説明できないが、外国によくある『日本食だが何かが

違う』感じだ。先程述べた様に、ちゃんとした日本食料理屋がある

ため、このような店には日本人はあまり行かない。しかし店内は日

本の洗練された美を表現したシックな雰囲気で豪華な内装で、週末

になると多くの客で賑わって

いる。これらの店の殆どは食

べ放題式で、寿司やしゃぶし

ゃぶ、焼き肉が食べる事がで

きる。このような日本食バイ

キングは、特に中華系に人気

で、大人数や家族客が店に入

って行くのをよく目にする。

話に寄ると、日本食を食べに

行くと言うより、雰囲気を楽

しみに行く人が多いようだ。

なのでクリスマスは家族、ま

たは大切な人と一緒に日本食と言うのもマレーシアの人にとってな

かなかイカした選択なのだ。



ユーラシアンクラブ ニュースレター第 155 号 2012 年 12 月 1 日  3 頁 

  3

 
メディア・ユーラシア情報 ネットリサーチ  

東京外国語大学「日本語で読む中東メディア」が注目 http://www.tufs.ac.jp/common/prmeis/fs/ です。 

[北アジア(含むロシア)] 
○ ロシア大統領、マカロフ参謀総長を解任 

 

2012年 11月 10日 00:44 JST 

［モスクワ ９日 ロイター］ ロシアのプーチン大統領は９

日、マカロフ連邦軍参謀総長を罷免した。後任にはゲラシモフ

大将を充てる。 

 国防省をめぐる汚職疑惑を受け、プーチン大統領は６日にセル

ジュコフ国防相を解任したばかり。 

 プーチン大統領によると、セルジュコフ氏の後任として国防相

に就任したショイグ・元非常事態相がゲラシモフ大将の参謀総

長昇格を指名した。 

http://jp.reuters.com/article/jpRussia/idJPTJE8A800R2012

1109  

○ アングル：不調際立つロシア株、プーチン大統領就任後に取

引減少2012年 11月 9日 16:22 JST 

［モスクワ ８日 ロイター］ プーチン大統領の就任後、ロ

シア株の取引が低迷している。他の新興国市場に比べると、値

動きもさえない。 

 ルネサンス・キャピタルの株式アナリスト、ミレナ・イバノバ・

ベンチュリニ氏は「投資家はロシアを見限ったというのが大勢

の見方だ」と指摘している。 

 ５月に首相から大統領に返り咲いたプーチン氏は「新しい経済」

を提唱。関係部署に投資の活性化や国営企業の効率化を命じた

が、市場寄りの改革は実現しておらず、大統領の就任後、ロシ

ア株の取引高は３０％減少している。 

 ロシアの主要株価指数ＭＩＣＥＸ.MCX の構成銘柄の１０月の

取引高は、前年同月比５８％減の２１０億ドル。世界的な金融

危機がピークに達した２００９年初め以降で 低となっている。 

 国内投資家の間では、国内市場に対する不信感が強く、海外勢

もカントリーリスクを意識している。ロシアに投資したい投資

家も、国債のほうが安全で利回りも高いとみているようだ。 

 ＜「ポートフォリオ投資家は不要」＞ 

 ロシアでは、大統領選・議会選後に選挙結果をめぐる抗議活動

が起きたが、アナリストは、国内情勢が落ち着けば、投資家の

関心も再び盛り上がると期待していた。 

 しかし、海外出張で投資家と話をしたという証券会社アトンの

チーフ株式ストラテジスト、ピーター・ウェスティン氏は「ロ

シアはまだ嫌われている」とみている 

「潜在的にはロシアへの関心が高まる可能性はあるが、この３

─４年は国際情勢と原油価格の動きに完全に左右されていたモ 

メンタム取引だった」との見方を示した。 

 銀行大手ズベルバンク(SBER.MM: 株価, 企業情報, レポート)

の株式売り出しには関心が集まったが、高い流動性と優れた経

営力を備えた優良銘柄は、ロシアの上場企業ではまれという。 

 投資会社ダシェフスキー・アンド・パートナーズのスティーブ

ン・ダシェフスキー氏は、当局のルール作りに問題があると指

摘。 

 「ロシア政府は、株式市場など必要ないと言っているようだ。

実際、政府はポートフォリオ投資家を必要としていない」と述

べた。 

 ＜世界的なリスク回避が影響＞ 

 株式市場の取引高は世界経済の減速を受けて、世界的に低迷し

ているが、ロシア株は特に取引の減少が目立つ。 

 ルネサンス・キャピタルによると、１０月までの１年間で比較

すると中国株の取引高は前年比３４％減、トルコ株は２２％減

にとどまっている。 

 ロシア株の割安感も際立っている。株価収益率（ＰＥＲ）ベー

スでは、他の新興国に比べて４０％割安という。 

ズベルバンクＣＩＢのチーフストラテジスト、クリス・ウェー

ファー氏は「ロシアが世界的なリスク回避傾向の影響を受けて

いることは明らかだ。どんなに割安でも、リスク回避姿勢が後

退しない限り、周縁市場は見向きもされないだろう」と述べた。 

 ＜強気派も＞ 

 強気派は、プーチン大統領が公約通り経済改革を実施すれば、

割安感から買いが入るとの見方を示している 

 ロシア株に強気の見方を示しているシティのストラテジスト、

キングズミル・ボンド氏は、プーチン大統領が一連の改革を実

施し、ビジネス環境が改善すれば市場は上向くと指摘した。 

 ロシア株の売買高の８０％以上は、流動性の高い１０銘柄での

取引。このうち、国営石油会社ロスネフチと銀行大手ズベルバ

ンクの２銘柄が売買高の半分を占める。 

 ロスネフチは先月、英ＢＰ(BP.L: 株価, 企業情報, レポート)

とロシアの投資家グループが折半出資するロシア３位の石油会

社ＴＮＫ─ＢＰ(TNBP.MM: 株価, 企業情報, レポート)の買収

で合意したと発表。これを受け、ロスネフチ株は値上がりした

が、ＴＮＫ─ＢＰの少数株主は損失を被る可能性がある。 

 ダシェフスキー氏は「少数株主はいつも貧乏くじを引く。ロシ

ア政府とロシア企業の大株主は、ポートフォリオ投資家は二の

次だというメッセージを送っているとしか思えない」と述べた。 

 ただ、政治の影響を受けにくい成長株を安値で買おうという投

資家にはチャンスがあるかもしれない。 

 ルネサンス・キャピタルのイバノバ・ベンチュリニ氏は、食品

小売りのマグニット(MGNT.MM: 株価, 企業情報, レポート)、オ

ンラインサービスのＭａｉｌ．Ｒｕ(MAILRq.L: 株価, 企業情報, 

レポート) 、ヤンデックス(YNDX.O: 株価, 企業情報, レポー

ト)、貨物輸送のグローバルトランス(GLTRq.L: 株価, 企業情報, 

レポート)などを推奨している。 

http://jp.reuters.com/article/jpRussia/idJPTYE8A804B2012
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○  

ウクライナ 高議会選挙では、「地域党」が３０パーセントの得

票率で勝利した。一方で、中央選挙管理委員会の５人のメンバ

ーが、選挙は自由で民主主義的なものではなかったとの考えを

表した。また、政党「ウクライナ民主連合（ウダール）」は、中

央選挙管理委員会の票集計のあと、１．５パーセントの票を失

ったと発表した。 

  

○ ウクライナ最高議会選挙 最終結果発表 11.11.2012, 

11:23 

   ウクライナ中央選挙管理委員会は、 高議会選挙の結果に関

する文書を承認した。文書によると、「地域党」は３０パーセン

ト、全ウクライナ連合「祖国」は２５．５４パーセント、「ウク

ライナ民主連合（ウダール）」は１３．９６パーセント、「ウク

ライナ共産党」は、１３．１８パーセント、全ウクライナ連合

「自由」は、１０．４４パーセントを投票した。これにより、

ウクライナ議会では５つの政党が議席を獲得し、「地域党」は７

２議席、全ウクライナ連合「祖国」は６２議席、「ウクライナ民

主連合（ウダール）」は３４議席、「ウクライナ共産党」は、３

２議席、全ウクライナ連合「自由」は２５議席と、計２２５議

席を分け合う。   インターファクス 

http://japanese.ruvr.ru/2012_11_11/ukuraina-gikai-senkyo

-saishuu-kekka/  

 

[西アジア] 
○ イスラエルとハマスが停戦合意 戦闘８日目、地上戦回避 

 【カイロ、エルサレム共同】イスラエルとイスラム原理主義

組織ハマスとの停戦仲介を進めていたエジプトのアムル外相は

２１日、イスラエルとハマス双方が同日午後９時（日本時間２

２日午前４時）からの停戦に基本合意したと発表した。クリン

トン米国務長官との共同記者会見で明らかにした。 

 １４日に始まった戦闘は８日目で収束に向かう見通しとなっ

た。イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻と

いう 悪の事態は回避された。 

 一方、イスラエル首相府も２１日夜「ネタニヤフ首相は、エ

ジプトの停戦案受け入れを求めるオバマ米大統領の提案に合意

した」との声明を出した。2012/11/22 05:44   【共同通信】 

http://www.47news.jp/CN/201211/CN2012112201000703.html  

○ ハマスに「軍事的支援」 イラン国会議長、異例発言 

2012.11.21 23:32  

 イランのラリジャニ国会議長は２１日、イスラエル軍の攻撃

が続くパレスチナ自治区ガザを支配するイスラム原理主義組織

ハマスに対し、イランが「財政、軍事の両面で支援しているこ

とを誇りに思う」と述べた。イランのメディアが伝えた。 

 イラン指導部のメンバーがハマスへの軍事支援を明言するの

は異例。ラリジャニ氏は、 高指導者ハメネイ師に近いとされ

る有力者。 

 ハマスはイスラエルに向けてイラン製長距離ロケット弾「フ

ァジル５」を発射しているが、イラン当局はロケット弾の供与

を含めた軍事支援を否定していた。 

 イラン学生通信によると、イラン指導部の親衛隊的性格を持

つ革命防衛隊高官も、ファジル５について、ハマスにロケット

弾そのものを供与していないが、製造に必要な技術を提供した

ことを明らかにした。（共同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121121/mds1211212333

0008-n1.htm  

[南アジア] 
○ 実行犯の死刑を執行 日本人ら１６０人超犠牲のムンバイ同

時テロでインド当局 

2012.11.21 13:28  

 【ニューデリー＝岩田智雄】２００８年に起きたインド・ム

ンバイ同時テロの実行犯で、唯一拘束され、死刑判決を受けて

いたパキスタン人のアジュマル・カサブ死刑囚が２１日朝、西

部プネの刑務所で処刑された。インド内務省が発表した。 

 

 同テロでは、ムンバイ市内の高級ホテルや鉄道駅がイスラム

過激派に襲撃され、日本人を含む１６０人以上が死亡。カサブ

死刑囚以外の実行犯９人は現場で治安部隊に殺害された。イン

ド政府は、犯行にパキスタンに拠点を置くラシュカレトイバや

パキスタンの情報機関が関与したとして、パキスタン政府を非

難している。 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121121/asi1211211329

0002-n1.htm  

○ タリバンの８人釈放 パキスタン、和平に協力 

2012.11.14 18:10  

 パキスタン政府は１３日、同国が拘束していたアフガニスタ

ンの反政府武装勢力タリバンのメンバー８人を釈放した。アフ

ガン・イスラム通信が１４日報じた。釈放によってアフガンの

和平に協力する姿勢を示す狙いがあるとみられる。 
 アフガン政府の和平交渉の窓口となる「高等和平評議会」の

ラバニ議長が１２日からパキスタンを訪問、同国首脳や軍幹部

と相次いで会談し、釈放に向けた協力を要請していた。 
 釈放された８人には、タリバン内で依然として影響力を持つ

とされるナンバー２だったアブドルガニ・バラダル師などの幹

部クラスは含まれていない。 
 パキスタンはアフガンの旧タリバン政権を支援した経緯があ

り、交渉を後押しすれば和平が大きく前進する可能性もある。

１３日にラバニ氏と会談したパキスタンのザルダリ大統領は

「アフガンの和平交渉を支援する」と述べていた。（共同） 
http://sankei.jp.msn.com/world/news/121114/asi12111418110
002-n1.htm  
○ ハッカニ派、和平協議再開は「タリバンの決定に従う」 

2012.11.13 19:47  
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 アフガニスタンのイスラム原理主義勢力タリバンの一派でア

フガンで対米テロなどを繰り返している強硬派ハッカニ・ネッ

トワークの司令官は１３日、ロイター通信の電話取材に対し、

「タリバンの 高指導者オマル師が率いる中央評議会（シュー

ラ）が米国との間で和平に向けた協議を行うと決めた場合は、

われわれはそれを歓迎する」と述べ、協議再開についてはシュ

ーラの決定に従うことを明らかにした。両者の協議は現在、中

断している。（ニューデリー 岩田智雄） 
http://sankei.jp.msn.com/world/news/121113/asi1211131948

0004-n1.htm  

[東南アジア] 
○ 首相ら、毎年信任投 票 ベトナム国会が決定 

2012.11.21 23:31  

 ベトナム国会は２１日、 国家主席や首相、閣僚らの信任投票を毎年行い、一定の信任の基

準を満たさない場合には 解任などとすることを決めた。ベトナム共産党は党・政府の指導

層に腐敗や無責任体質が 広がっていると危機感を強めており、こうした状況に対応する措

置の一つ。 

 来年の 初の国会会期 に初の投票を実施する予定。ただ一党独裁体制のベトナムでは国

会も党の指導下にある。 国会の権限は近年強化されてきているが、重要人事などは党中枢

が決定するのが基本。信 任投票がどの程度機能するかは不透明だ。 

 信任投票は２段階で実施され、国家主席や副主席、首相や閣僚、国会議長、 高人民検察院長官や 高人民裁判所長官など国会が

選出・承認する計４９ポストが対象。さらに地方レベルでも同様の信任投票を行う。（共同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121121/asi12112123320008-n1.htm  

○ 水資源争いに新局面 ラオスがメコン川ダム着工 ベトナムなど反発2012.11.10 18:51  

 【シンガポール＝青木伸行】ラオス政府は１０日までに、延期していたメコン川でのダム建設に着工した。水資源の確保と環境へ

の影響をめぐりラオスと対立し、建設中止を求めてきたベトナムなど流域国の反対を押し切り強行した格好だ。ベトナムなどは直ち

に反発し、水資源の係争は新たな局面を迎えている。 

 ダムは、北部サイニャブリ県に建設される水力発電用の「サイニャブリ・ダム」で、７日に着工式が行われた。出力１２６万キロ

ワット、総工費３５億ドル（約２７８０億円）。２０１９年に稼働する予定だ。サイニャブリのほかにも、メコン川沿いに９基を建設

する。 

 人民革命党の一党独裁による社会主義体制を堅持し、１人当たり国民所得が８８０ドル（約７万円、０９年）と貧しいラオスは、

２０年までに後発発展途上国から脱却することを目指している。ダム建設の狙いは、国内の電力需要をまかなうこと以上に、電力を

近隣諸国に輸出することで経済成長の活路を見いだす点にある。 

 その顧客が、同じメコン川流域国であり、電力需要が増大しているタイだ。サイニャブリの電力の大部分を買い取り、タイの建設

大手チョーカンチャンが、ダム建設も手がけている。 

 これに対し、ベトナムとカンボジアは（１）ダムが建設されればメコン川下流の水量が減少し、農業や漁業に深刻な被害がおよぶ

（２）とりわけ、年間２３００万トンのコメの収穫量を誇り、 大の穀倉地帯であるメコン・デルタが水不足になる（３）下流域の

住民６千万人が影響を受ける－とし、建設に強く反対してきた。 

 このため、メコン川流域国で構成するメコン川委員会（ＭＲＣ）は、ダムの建設による環境と水資源への影響に関する調査結果が

判明するまで、工事には着手しないことで合意していた。ベトナムは調査に少なくとも１０年を費やすよう主張し、ラオスも５月、

工事の延期を発表していた。 

 にもかかわらずラオスが着工に踏み切ったのは、ラオスに不利な調査結果が導き出される可能性が高く、経済成長を図るうえで背

に腹は代えられない、と判断したためだとみられる。 

 一方、ベトナム外務省は８日、「自然資源、メコン川については、公正な開発が死活的に重要で、流域国に共通の利益をもたらすも

のでなければならない。ラオスは調査に協力すべきだ」と、強く反発した。 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121110/asi12111018520004-n2.htm  

 [東アジア] 
○ 主導権争い激化 江氏、胡氏と並んで着席 

2012.11.8 17:14 ［中国］  

開幕した第１８回中国共産党大会で胡錦濤国家主席（左）と話

す江沢民前国家主席＝８日午前、北京の人民大会堂（共同） 

 北京市の人民大会堂で８日開幕した中国共産党の第１８回党

大会。江沢民前国家主席は胡錦濤国家主席と並んでひな壇の中

央に着席、存在感を誇示するようなそぶりが目立ち、党内の人

事をめぐる主導権争いの激しさをうかがわせた。 

 胡氏は手元の原稿を見ながら淡々と活動報告を読み上げ、「こ

れまでの１０年間で新しい成果を挙げた」と党の取り組みを総

括。１時間半以上にわたる演説の間、いすに深く腰掛けた江氏

は何度も腕時計を見て、あたかも「まだ終わらないのか」と言

いたげな様子だった。 

 一時重病説も出た江氏は、付き添いの男性に時々腕を支えら
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れながらもしっかりした足取りで入場し、他の代表たちと笑顔

で握手。胡氏がいたわるように着席を促すと「大丈夫だ」とで

も言うかのように手を振って断り、立ち続ける場面もあった。

（共同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121108/chn1211081717

0007-n1.htm  

○ 胡総書記、海洋権益堅持を強調 尖閣国有化した日本牽制 

2012.11.8 13:04 （1/2ページ）［中国］  

開幕した第１８回中国共産党大会で活動報告をする胡錦濤国家

主席＝８日午前、北京の人民大会堂（共同） 

 【北京＝川越一】第１８回中国共産党大会が８日、北京の人

民大会堂で開幕した。胡錦濤総書記（国家主席）は党中央委員

会活動報告で、２０２０年までに国内総生産（ＧＤＰ）を１０

年比で２倍にすると表明、海洋権益の堅持を強調し、沖縄県・

尖閣諸島を国有化した日本を牽制（けんせい）した。党大会の

会期は１４日までの７日間。閉幕翌日に開かれる見通しの第１

回党中央委員会総会（１中総会）を経て、習近平国家副主席を

中心とする新指導部が船出する。 

 過去５年間を総括し、新指導部に引き継ぐ施政方針を示す中

で、胡氏は、「発展が不均衡で、持続的ではないことは、依然と

して突出した問題だ」「都市と農村の発展の格差は大きい」と述

べ、急速な経済成長による貧富の格差拡大の是正や、環境悪化

の改善を重視する方針の堅持を強調。２０年までに、自らが提

唱してきた「和諧社会（調和社会）」の構築という目標を達成す

るよう党と中国国民を鼓舞した。 

 和諧社会を導くのが、胡氏が０３年からスローガンとして掲

げ、報告の中でも徹底を訴えた指導理念「科学的発展観」だ。

胡氏はその理念を、毛沢東思想、トウ小平理論、江沢民前総書

記の唱えた「三つの代表」と同じ「長期的に堅持すべき指導思

想」と表現。今回の党規約改正で位置づけが格上げされること

が決まったことを物語っており、胡氏が勇退後も、一定の影響

力を維持する証といえる。 

 経済目標としては、ＧＤＰに加え、国民１人当たりの収入も

２０年までに１０年の２倍にするとの目標を掲げた。海洋権益

については「海洋開発能力を高め、断固として国家の海洋権益

を守り、海洋強国を建設する」として、尖閣諸島や南シナ海へ

の権益拡大を明言した。 

 中国では官僚腐敗に対する庶民の不満が高まっており、腐敗

根絶への取り組み強化も急務だ。胡氏は「政治体制改革は全体

的な改革の重要な一部分だ。改革を実行し、人民の民主を拡大

するための努力を続けなければならない」と述べた。しかし、

その努力には「積極的」と「慎重に」という相反する言葉が付

随しており、早急な変化を期待するのは時期尚早とみられる。 

（トウ小平のトウは「登」におおざと） 

◇ 

 ■中国共産党大会 中国共産党の 高意思決定機関で、正式

名称は「中国共産党全国代表大会」。５年に１度開催される。総

書記が行う中央委員会活動報告や党規約改正について審議する

ほか、中央委員会、中央規律検査委員会のメンバーを選出する。

中央官庁や地方政府、軍、国内各地の職場に広がる党組織から

選ばれた代表が出席。第１８回党大会の代表者数は２２６８人。

大会閉幕翌日に開かれる中央委第１回総会（１中総会）で、政

治局員・同候補、政治局常務委員、総書記、および中央軍事委

員会メンバーが決まる。 

◇ 

 ■科学的発展観 中国共産党の胡錦濤総書記（国家主席）が

２００３年から提唱してきた指導理念。経済成長が 優先され

る中、深刻化した環境破壊や過熱投資、幹部の腐敗といった社

会のひずみを反省、都市と農村の格差是正、社会保障の充実な

どを推進し、将来を見据えた持続可能かつ安定的な社会の発展

を目指す考え方。「人本位」を掲げ、バランスの取れた「和諧社

会」（調和社会）を構築するための「戦略的思想」と位置づけら

れている。 

◇ 

 ■３つの代表 

 江沢民前総書記が２０００年に発表し、０２年の第１６回党

大会で正式に採択された思想。共産党が、（１）先進的社会生産

力の要請（２）先進的文化の発展（３）広範な人民の根本的利

益－を代表するという考え方で、１９９０年代後半、私有経済

が急速に発展する中、私営企業家の入党を認めることで、共産

党が経済社会発展の主導権を握るのが狙いとされた。 

◇ 

 ■トウ小平理論 

 市場原理を取り入れた社会主義市場経済の根拠となった理論。

１９７８年以降のトウ氏の談話などから理論化され、改革・開

放の推進に利用された。全体が豊かになる「共同富裕」を達成

するのを目的に、一部地域や個人が先に豊かになる「先富論」

を掲げた。 

◇ 

 ■毛沢東思想 

 毛沢東の政治理念と革命理論。マルクス・レーニン主義の理

論と中国革命の実践を統一したとされる。大衆路線、実事求是

（現実から理論を立てる）、階級闘争などが柱。１９４５年以降、

党の公式イデオロギーとして絶対化された。 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121108/chn1211081129

0004-n2.htm  

○ 中国共産党大会 ４大人事 習派期待外れ、江派後退 中

国軍、胡派巻き返し2012.10.26 08:10   

 ■反日危険視か 高指導部の代償か 

 【北京＝矢板明夫】５年に１度の中国共産党大会を２週間後

に控え、党中央軍事委員会は２５日、人民解放軍４大機関のト

ップ人事を発表した。胡錦濤国家主席に近い勢力が躍進し、習

近平国家副主席の腹心も２つの重要ポストを得たが、今春に失

脚した薄煕来・前重慶市党委員会書記に近いとされる太子党（高

級幹部子弟）の主要メンバーは外された。同時に江沢民前国家

主席勢力の後退が際立った。この夏、対日政策の主導権などを

保守派に奪われた胡錦濤派の巻き返しをうかがわせる人事とな

った。 
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                   ◇ 

 新たな軍人事では、作戦や情報を担当する総参謀長と、人事

や思想教育を担当する総政治部主任に、胡主席の側近の房峰輝

上将と張陽上将がそれぞれ抜擢（ばってき）された。張氏は直

前まで海外メディアに注目されていなかったダークホースだっ

た。空軍司令官に決まった馬暁天氏は太子党だが、胡派に近い

人物だとされている。 

 「国際協調を主張する胡派が 重要ポストを押さえたことで、

南シナ海と尖閣諸島周辺で軍事衝突が起きる確率は下がった」

と分析する共産党筋もいる。 

 一方、兵站（へいたん）部門の責任者である総後勤部部長と、

武器の開発と調達を担当する総装備部部長に、習副主席に近い

とされる趙克石上将と張又侠上将がそれぞれ充てられた。趙氏

は福建省で軍団長を務めていたころ、地元指導者だった習氏と

親交があった。張氏は習氏の太子党仲間。５氏はいずれも６０

代前半だ。 

 香港メディアなどの事前予想で、これらのポストに就くと目

されていた、習氏の親友の劉源・総後勤部政治委員（劉少奇元

国家主席の子息）ら数人の太子党の軍高官は現職にとどまり、

昇進はならなかった。 

 （１）薄氏とも親密な関係があり問題視された（２）軍の太

子党関係者らは 近、メディアで日本などとの戦争をあおる強

硬発言を繰り返し、軍内外の穏健派から危険視された－などが

原因との見方も浮上している。 

 中国筋によれば、まだ人事が発表されていない党中央軍事委

副主席の制服組２人については、胡氏側近の許其亮・前空軍司

令官と、無派閥の范長竜・済南軍区司令官が就任することが有

力視されている。事実とすれば、親友らを軍の主要ポストに配

置したい習氏にとっては大きな痛手となる。 

 また、江前主席派の凋落（ちょうらく）も今回の人事の特徴

だ。陳炳徳・前総参謀長ら江派の軍高官はほとんど引退。総政

治部主任に昇格するとみられた、江氏の元秘書で総政治部副主

任の賈廷安氏も現職にとどまった。 

 共産党筋は「権力闘争の攻防は常に一進一退。今回の軍人事

における胡錦濤派の躍進は、共産党 高指導部人事で胡派が大

きく譲歩した結果だった」と意味深長なコメントをしている。 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121026/chn1210260812

0000-n2.htm 

○ 【習指導部発足】新たな常務委員の顔触れ 

2012.11.15 13:21  

 

中国共産党の第１８期中央委員会第１回総会を終え、壇上に並

ぶ総書記に選出された習近平氏（中央）ら新政治局常務委員＝

１５日、北京の人民大会堂（共同） 

新たな政治局常務委員の顔触れ 

序列 名前  現在の肩書き 年齢 

（１）習近平 国家副主席（５９） 

（２）李克強 副首相（５７） 

（３）張徳江 副首相兼重慶市党委書記（６６） 

（４）兪正声 上海市党委書記（６７） 

（５）劉雲山 党中央宣伝部長（６５） 

（６）王岐山 副首相（６４） 

（７）張高麗 天津市党委書記（６６） 

【産経新聞号外】総書記に習近平氏 [PDF] 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121115/chn1211151322

0001-n1.htm  

○ 重慶市トップに中間派の孫氏、「ポスト習」有力候補 

2012.11.20 19:31  

 【北京＝矢板明夫】中国共産党は２０日、前吉林省党委書記

の孫政才氏を重慶市党委書記に充てる人事を発表した。中央政

府で農業相も務めた孫氏は、党内の各派閥とも良好な関係にあ

る実務派として知られる。今年３月に失脚した薄煕来・元党委

書記の影響力がいまだに強い重慶市に、中間派の孫氏を送り込

むことで、地元と中央の対立をうまく収め、円滑に事態を収拾

したい習近平新指導部の思惑があるとみられる。 

 共産党筋によると、重慶市トップ人事をめぐっては、今年８

月にいったん胡錦濤国家主席の側近である胡春華・内モンゴル

自治区党委書記の就任が内定した。しかし、「薄氏を失脚させた

胡氏に近い人物では地元勢力との関係構築は難しい」との指摘

が党内からあり、孫氏に差し替えられたという。 

 孫氏は１５日に閉幕した党中央委員会総会で政治局員に選出

されたばかりの若手のホープ。１０年後の党大会での“ポスト

習近平”の有力候補者の一人に数えられている。重慶で実績を

挙げられるかどうかは、次の党大会での 高指導部入りに向け

ての大きな試練となる。 

 重慶には薄氏の失脚後、党指導部の政治局メンバーでもある

張徳江・副首相が後任として送り込まれ、経済の立て直しや薄

氏周辺の幹部粛清などを進めた。一定の効果は上げたが、一部

地域でデモが続くなど混乱もある。党中央委員会総会で政治局

常務委員に昇格した張氏は、来年３月に開かれる全国人民代表

大会の常務委員長に就任する。 

 重慶以外の省や直轄市の人事も固まりつつある。国営新華社

通信が２０日伝えたところでは、上海市書記に現市長の韓正氏

を昇格させる人事が決定。また、党関係者によると、孫氏のラ

イバルとされる胡春華氏は広東省党委書記に就き、天津市のト

ップには、福建省の女性書記、孫春蘭氏の就任が決まっている

という。 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121120/chn1211201932

0012-n1.htm  

○ 中国共産党の宣伝部長に劉奇葆氏、メディア統制は変わら
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ない見込み2012年 11月 21日 19:55 JST 

［北京 ２１日 ロイター］ 中国共産党は２１日、メディア

の統制や党思想の宣伝を担う党宣伝部長に、胡錦濤国家主席に

近いとされる劉奇葆・四川省党委員会書記を充てる人事を発令

した。 

 前任者の劉雲山氏は先週、党 高指導部の政治局常務委員に昇

格した。 

 劉奇葆氏はメディアに通じる一方、安定や一党独裁体制を重視

する中国の指導部が国内メディアを厳しく統制し続け、ますま

す野放図になるインターネットへの締め付けも実施すると見込

まれる中、メディア統制を緩める可能性はなさそうだ。 

 ロイターは１０月、劉雲山氏の後任に劉奇葆氏が就く見通しだ

と報じていた。両氏は同姓だが、縁戚関係はない。 

 公式略歴によると、劉奇葆氏は貧しい家庭に生まれ、胡錦濤氏

の権力基盤である党の青年組織「共産主義青年団」を通じて出

世を重ねた。 

http://jp.reuters.com/article/jpchina/idJPTYE8AK05Y20121

121  

○ 中国の天津市トップに女性の孫春蘭氏が昇格＝新華社 

2012年 11月 21日 13:05 JST 

［北京 ２１日 ロ

イター］ 中国共産

党は、国際的な金融

センターへの転換が

進められている天津

市のトップである市

党委員会書記に、女

性の孫春蘭氏（６２）

を充てる人事を決めた。福建省党委書記からの昇格となる。国

営の新華社が２１日に伝えた。 

孫氏は先に、中国共産党のトップ２５に当たる政治局員に就任

しており、天津市トップへの就任が予想されていた。女性の政

治局員は現在、同氏を含め２人にとどまっている。天津市党委

書記の前任者は、党 高指導部の政治局常務委員に新たに就任

した張高麗氏。 

孫氏は、中国北東部の工場で働き、１９９０年代後半と２００

０年代前半には遼寧省で過ごした。同省では当時、元重慶市ト

ップで失脚した薄煕来氏も勤務しており、複数の関係筋による

と、孫氏は薄氏と衝突し、関係が悪かったとされる。 

http://jp.reuters.com/article/jpchina/idJPTYE8AK01P20121

121?rpc=188  

○ 中国、誘拐の子供２２７４人救出 容疑者２７４９人逮捕、

窃盗を強要2012.11.21 14:41 ［中国］  

 中国公安省は２１日までに、新疆ウイグル自治区で子供を誘

拐し、都会に送り込んで窃盗などを強要していたとして、容疑

者２７４９人を逮捕、２２７４人の未成年者を救出したと発表

した。新華社電が伝えた。 

 公安当局は昨年４月から事件の一斉捜査を開始。容疑者は誘

拐した子供に商店街やバス停など公共の場での窃盗行為を強要

していたという。 

 当局は救出した子供を実家に送り返すよう調整している。（共

同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121121/chn1211211444

0005-n1.htm  

○ チベット族男性が焼身自殺 中国の高圧的統治に抗議 

2012.11.21 14:34   

 米政府系放送局ラジオ自由アジアによると、中国甘粛省甘南

チベット族自治州夏河県で２１日までに、３５歳のチベット族

男性が中国当局の「高圧的な統治」に抗議して焼身自殺した。 

 中国では、当局の少数民族政策などに不満を持つチベット僧

らの抗議の焼身自殺が急増しており、インドのチベット亡命政

府によると、２００９年以降、これまでに７８人が自殺を図り、

６４人の死亡が確認された。（共同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121121/chn1211211436

0004-n1.htm  

○ チベット族数千人がデモ 党大会開会翌日 焼身自殺相次

ぐ2012.11.10 19:17 ［チベット］  

 中国共産党大会の開会翌日の９日、中国青海省黄南チベット

族自治州同仁県で数千人のチベット人学生らが街頭で抗議デモ

を行い、中国政府による抑圧的な少数民族政策の見直しや言語

の自由などを求めた＝写真（ＡＰ）。米政府系放送局ラジオ自由

アジアが１０日までに伝えた。 

 同仁県では４日、芸術家の男性（２５）が中国政府に抗議し

て焼身自殺。７日には女性（２３）が、８日には１０代の男性

が同様に自殺している。９日のデモはこれらの焼身自殺に触発

されるかたちで起きた。参加者らはチベット仏教の 高指導者、

ダライ・ラマ１４世の帰還も求めている。 

 同仁県では２０１０年にも、学校での使用言語をチベット語

から中国語に変えることに抗議する学生の抵抗運動が起きた。

（中国総局） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121110/chn1211101923

0005-n1.htm  

○ 焼身自殺で１千万円提示 チベット族家族に中国当局「原

因は夫婦間の争い事とすれば」 

2012.10.19 14:22 ［チベット］  

 亡命チベット人向けのラジオ局「チベットの声」（本部オスロ）

は１９日までに、中国チベット自治区のチベット族男性＝当時

（２７）＝の焼身自殺をめぐり、地元当局が男性の家族に対し

自殺の目的が当局への抗議ではないと認めれば１００万元（約

１３００万円）を支払うと提示したと伝えた。 

 男性は６日、チベットの自由やチベット仏教の 高指導者ダ

ライ・ラマ１４世の帰還などを叫んで自殺した。 

 その後、当局の幹部らは男性の家族に「自殺の原因は夫婦間

の争い事だった」とする書面に署名すれば、補償金を支払うと

申し入れた。家族は拒絶したという。 

 地元当局は一方で、男性の自殺以降、チベット族僧侶ら男性

の周辺人物を拘束、引き締めを強化している。（共同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121019/chn1210191423
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0003-n1.htm  

○ ダライ・ラマの原因調査要求に反論 チベット焼身自殺で

中国2012.11.12 22:09 ［チベット］  

 中国外務省の洪磊副報道局長は１２日の定例記者会見で、日

本訪問中のチベット仏教 高指導者ダライ・ラマ１４世がチベ

ット族の焼身自殺の原因調査を求めたことについて「ダライは

機会があれば絶えず中国政府を攻撃、チベット問題をあおって

いる」と反論した。原因調査の是非には言及しなかった。 

 中国のチベット族居住区では中国当局の弾圧に抗議する焼身

自殺が多発している。 

 洪氏は「焼身自殺を厳しくとがめないだけでなく、国の法律

違反を美化し、仏教教義に背いている」などとダライ・ラマ１

４世を非難した。（共同） 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121112/chn1211122212

0003-n1.htm  

○ 北朝鮮、拉致合同調査委に前向き 月内にも局長級再開 

 北朝鮮が、横田めぐみさんら拉致被害者の安否情報をめぐっ

て日本側の提起した合同調査委員会の設置に前向きな姿勢を示

していることが２１日、分かった。政府筋が明らかにした。こ

れを受け、日朝両政府は外務省局長級協議を月内にも再開する

方向で調整に入った。 

 政府筋によると、１０月下旬から１１月にかけ、政権中枢に

近い関係者が日本国外で北朝鮮側と非公式に接触。「首相官邸の

意向」として被害者の安否に関する合同調査委の早期立ち上げ

を提案したところ、北朝鮮は「野田首相の思いを受け、調査を

行う考えを何らかの方法で明らかにしたい」と返答。非公式接

触の内容は首相にも報告された。2012/11/22 02:00   【共同通

信】 

http://www.47news.jp/CN/201211/CN2012112101001800.html  

○ 野党候補一本化が難航 異例の事態 

2012.11.21 20:25 ［韓国］  

候補者一本化のための会談を終え、握手する無所属の安哲秀候

補（左）と民主統合党の文在寅候補＝１８日、ソウル（共同） 

 【ソウル＝黒田勝弘】韓国の大統領選挙は１２月１９日の投

票まで１カ月を切ったのに、野党陣営の 終候補者が決まらな

い異例の状況になっている。与党セヌリ党の朴槿恵（パククネ）

候補（６０）に対抗する野党陣営の文在寅（ムンジェイン）・民

主統合党候補（５９）と無所属の安哲秀（アンチョルス）候補

（５０）の候補一本化が、予想通りひどく難航しているためだ。 

 一本化の期限は候補者登録日（公示）の２５～２６日。両陣

営とも一本化は世論調査で決めることでは合意したが、その世

論調査の方法をめぐって、どういう質問をどの範囲の有権者に

するか、いつ実施するかなど、両者の話し合いがつかないのだ。 

 対立の背景には、政権担当の経験もある党組織を背負った文

氏と、非政治家で既成政治打破を看板に大衆的人気の安氏それ

ぞれに、どういう世論調査が自らに有利か思惑の違いがある。 

 まず世論調査の質問をめぐっては、文氏は「どちらが野党陣

営の一本化候補にふさわしいか」がいいと主張し、安氏は朴氏

に勝つための一本化だから「朴候補との対決で文、安どちらが

いいか」にすべきという。これは、これまでの各種世論調査で

候補一本化では文氏が優位で、与党の朴氏との対決では安氏が

強いというねじれ結果が出ているからだ。 

 

 また世論調査の対象についても、有権者全体にするのか野党

陣営だけに限るのかで意見が分かれ、決まっていない。 

 さらに世論調査の結果が誤差の範囲の僅少差の勝ち負けだっ

た場合、負けた方がそのまま納得して引き下がるかどうかも疑

問だ。 

 一本化はどちらかが候補から降りることだが、人物論的には

安氏より文氏の方が降りやすいとの評もある。文氏の背後には

党組織があって降りにくいという見方の半面、盧武鉉（ノムヒ

ョン）前大統領の秘書室長出身の文氏は“永遠の秘書室長”と

いわれ、性格的にはそれほど強くないといわれるからだ。 

 これに対し安氏は良家育ちで負けず嫌いの意地っ張りエリー

トだ。そう簡単に譲るタイプではないといわれている。公示ま

で一本化できない場合、“混迷”は投票直前にまでずれ込む可能

性もある。 

 対抗する与党の朴陣営は野党陣営の一本化騒ぎを冷ややかに

見ながら、そのイメージダウンに期待している。ただ世論の関

心が集中している野党候補一本化は、遅れるほど実現の場合は

劇的効果があり、警戒は怠っていない。 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/121121/kor1211212026

0002-n1.htm  

 
【種の保存】（オコネシニコフ ジミートリさん：ユーラシアンクラブ理事提供） 

ユネスコは、サハ共和国の永久凍土における世界の植物の種の

保存所の創設と世界の気候条件の変動における北極の状態の研

究を支持した。サハ共和国の専門家らが提案したプログラムは、

地球温暖化における自然環境の研究としてユネスコの 優先プ

ロジェクトとして登録されているとサハ共和国のイノヴェーシ

ョン政治国家委員会のドミトリー・サフロノフ副委員長は語る。 

 「現在、ユネスコは包括的プログラムを作成しています。プ

ログラムは２０１３年より開始し、気候変動とそれと関連性の

ある学問的問題の研究に向けられています。」 

 今日、北極ではより本質的な気候変動が起きていることは明

らかだ。そして、サハ共和国ではそれははっきりと観測できる

とサフロノフ副委員長は語る。永久凍土がとけることで乾地が

減り、広大な沼地が現れる。レナ川のデルタ地帯にある中洲の

一つに、北極地方の研究のために学術研究拠点が築かれること

が計画されている。ここでは、様々な方向性を持つ複合的研究

がなされるとサフロノフ氏は説明する。 

 「自然のプロセスと北極における人間の経済活動の研究が行

われ、永久凍土の沿岸とそれに隣接する東北極海の海底の動力

源の調査が行われます。」 

 ユネスコが支援する２つ目のプロジェクトは、永久凍土の天
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然の寒さを利用し、植物の種を冷凍状態で保冷する世界的な保

存施設を造ろうというものだ。こうした保存施設は、外的な電

源を必要としないため大変経済的だ。ＥＵはすでにスヴァール

バル諸島の永久凍土に同様の保存施設を設置しているが、サハ

共和国にできる保存所はＥＵよりもはるかに優れた点を有する

とノボシビルスクの細胞学・遺伝学研究所の専門家でロシア科

学アカデミー通信会員のニコライ・ゴンチャロフ氏は指摘する。 

 「スヴァールバル諸島の氷河の温度が５度上昇したことによ

り、同地の保存所は冷蔵庫を利用しなければならなくなるでし

ょう。サハ共和国の永久凍土は、気温があと２０度上昇しなけ

れば解けません。つまり、いかなる大変動も予想されないため、

サハ共和国の保存所は事実上半永久的に利用できるといえるで

しょう。希少植物の種を地球の気候変動や自然および技術災害

から守ることが出来ます。同地の気温は一定してマイナス７度

から１０度に保たれています。」 

 シベリアの研究者らは、保存所創設に対するユネスコの支援

は、欧州、米国、日本のメガバンクの投資を取り付けることに

貢献すると考えている。 

http://japanese.ruvr.ru/2012_04_02/70395727/  

ｐ 

● ユーラシアンクラブ・愛川サライの運営スタッフを募集します。アジア・シルクロードの諸民族の    

方々との交流を通して、アジアを視野に国家民族宗教を超えた理解親睦協力を促進し、諸民族の共生、自然との

共生を模索して活動します。 
● アジア各地からの投稿を歓迎します。ユーラシアンクラブ・企画編集委員会までお知らせください。 

 

【ユーラシアンクラブ動向】  

● ロシア連邦サハ共和国の民族音楽芸術家、ゲルマン・ハトラエフさん近く要請書 

 2010年夏、ロシア連邦サハ共和国の小・中学生16人が愛川町を訪れて、ふれあいの村、繊維産業会館で合宿し、神奈川県立

愛川高校で 1 週間にわたり実施した元鼓童の和太鼓奏者金子竜太郎さんによる和太鼓研修について、サハの民族芸術家ゲルマ

ン・ハトラエフさんから、「来年実施できないか」との打診がありました。まだ具体的な提案とはなっていませんが、ユーラシ

アンクラブや愛川町の仲間、関係者と相談を始めたいと考えています。 

 
【愛川サライ動向】 

Ⅰ 愛川町立半原小学校で全校児童教職員対象の音楽鑑賞教室開催 

 愛川サライは、8月19日、町立半

原小学校で、馬頭琴・ホーミー演奏者

のウルグンさんによるモンゴル音楽

鑑賞教室を開催しました。会場となっ

た同小学校体育館には児童、教職員、

父兄ら600人が聴衆となり、見事な演

奏に聞き入りました。演奏終了後児童

の質問にウルグンさんが答える質疑

の時間も用意され、児童たちは活発に

手を挙げて、どうして馬頭琴を演奏す

るようになったのかなど質問してい

た。 
 愛川町での鑑賞教室は来年2月に

も、中津小、田代小で計画されており、

また愛川町を「笛と太鼓の町」として、

夏祭りのお囃子で篠笛を吹く子ども

たちへの篠笛教室も3月に予定され

ており、愛川町での「アジアの未来を

子どもに託すプロジェクト」はこれで3年間の計画を終了します。 
 来年度以降は、「中津川弁財天―笛と太鼓のまちづくり」として事業を組み立てていきたいと考えています。 
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Ⅱ 11月18日(日)、第2回中津川モンゴルフェスティバル開催 

 11月18日、神奈川県立あいかわ公園で、第2回中津川モ

ンゴルフェスティバルが開催され、晴天に恵まれたこともあ

り、千人以上の観覧者がモンゴル文化やアジアの異文化交流

を楽しみました。フェスティバルには、モンゴル人ブフ(相
撲)関係者40人、アフガニスタン人留学生ら10人、日本ウ

ェルネススポーツ大学格闘技部の学生ら6人、厚木在住のイ

ラン人や関塚スポーツクラブの子どもたちのほか、モンゴル

の馬頭琴とホーミー演奏者ウルグンさん、歓迎演奏に参加し

ていただいた愛川町三増のおやじバンド「遊２バンド」、半

原の「フレンズ」、愛川高校和太鼓部ＯＢＯＧユニット、日

蓮宗第三部雅楽部による多彩な演奏が披露されました。地元

の花壇植栽ボランティア団体のひまわり会は、カレーやホル

モン、羊肉のスープを販売し、参加者の昼食を振舞う食事テ
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ントを運営、両向区からの運営サポーターによる焼きそば、

フランクフルトの販売のほか、焼きそばも参加者の昼食とし

て提供されました。また春日台の飲食店による食事テントの

試験的出店も試みられました。 
 第2回目のモンゴルフェスティバルは、あいかわ公園のあ

る地元半原行政区区長会の協力、両向区の中島良一区長が実

行委員長を務め、3回の実行委員会を経て開催されました。

この結果、半原行政区の中台ブロック長を初め、愛川町議会

の鈴木一之議長ら町会議員6人、中津ミート、三和織物など

協賛金や景品などを提供していただいた関係者もゲストテ

ントに詰め、運営や進行を見守りました。 
 ブフ大会は、二部構成となった。ブフ経験者による本大会

とブフ経験のない学生たちによる、ミニ国際ブフ大会である。

前者には、16名が四つのグループに分け、まずグループ内

で総当たり戦を行い、次に各グループ一位同士四人による総

当たり戦で1～4位を決めた。後者には、アフガニスタン留

学生4人、イラン人1人、モンゴル人1人、日本人学生2
名の八人のトーナメントが行われた。本大会では、始めてブ

フを体験しているアフガニスタン留学生がモンゴル人に勝

ち、大活躍した。こうして、大会の取り組みが留学生たちに

大変評価され、来年も参加したいという人もいた。 
  また留学生全員に参加賞をあげた。留学生たちはそれを手

に写真を撮ったり、いい記念になったと喜んでいた。 
 トーナメントの優勝はチンゲル、準優勝ナラントンガラガ、

三位ションホル、四位ガンバトだった。優勝力士のチンゲル

さんは、内モンゴル・西ウジュムチン旗出身。2009年来日。

ブフクラブの成長株で、2012年に各地のナーダムで三回優

勝している。 
 

松本秀雄・元大阪医科大学学長逝去 
  

Ｇｍ遺伝子を標識とした日本人初のバイカル起源論を展開し、日本で初めて日本人の源流

について本格的に語った松本秀雄・元大阪医科大学学長が亡くなった。北方ユーラシア学会

の創設、志半ばで幻となったユーラシア文化センター設立でお世話になり、ユーラシアンク

ラブが早稲田大学で開催した「インターカレッジ文化講座開講記念講演会『民族の共生 自

然との共生』」では大林太良元東京大学名誉教授（故人）、田中克彦・一橋大学名誉教授と並

んで講師としておいでいただいた。 

私がメディアの大阪支社在職中に、松本先生が発表した遺伝子レベルの論文発表の取材で

知り合い、何度も通ううち、北方ユーラシア学会設立の必要性を感じるところとなり、取材

で知り合った坪井清足・奈良国立文化財研究所所長、田中琢・埋蔵文化財センター長、加藤

九祚・国立民族学博物館教授、加藤晋平・筑波大学教授（肩書はいずれも当時）、らと京都に

集まり、北方ユーラシア学会を創設することになった。1976年の夏頃であった。 

当時の日本の学界は、日本列島の人と文化を論じるのに南方の系譜が主流となっており、

北方の観点で、現地の学界、中国やソ連（当時）の研究者と合同で考古学、人類学、民族学、

言語学等の現地調査をしながら、議論を活性化しようと話し合った。その後、ソ連科学アカ

デミーシベリア支部、㋒ラジオ支部などと連携をもちながら、多くの学術調査がこの北方ユーラシア学会の組織で実施され、今日の北方論の

基礎作りに貢献した。松本先生のバイカル湖からシベリアの遺伝子標本を加えての調査研究では少しお手伝いすることになったが、松本先生

からはさらに「ユーラシア文化センター」設置の構想実現のため支援を受けた。私はその中で、松本先生から「ユーラシア」の語源について、

エンサイクロペディアブリタニカに記載があることを教えて頂き、その後、「ユーラシア」「アジア」を理解する大きなヒントとなりました。 

松本先生のバイカル起源論は、バイカル湖北方のモンゴル・ブリヤートを中心として北方民族を経て日本列島に至る人類の系譜を論じたも

ので、実は加藤晋平先生の荒谷型彫器と呼ばれる石刃技法を標識としたバイカル起源論とも酷似する人類の北方型系譜論として注目されてい

る。温厚な人柄で、終始ユーラシアンクラブの活動に対して支援していただきました。松本先生のご冥福を祈ります。 

  

発行：特定非営利活動法人ユーラシアンクラブ 発行人：江藤セデカ 

住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-11-5 TEL：03-5376-9343

支部愛川サライ〒243-0303神奈川県愛甲郡愛川町中津6314－1 

TEL：046-285-4895 FAX：046-265-0167 E-MAIL：paf02266@nifty.ne.jp 

郵便振替：00190-7-87777ユーラシアンクラブ お振込の場合：ゆうち

ょ銀行〇一九店 当座預金 0087777 ユーラシアンクラブ 会費、ご

寄付はこちらへ。会費は正会員年間1口3、000円、学生会員1,000円、

賛同会員2,000円。一口以上のご協力をお願い申し上げます。 

http://eurasianclub.cocolog-nifty.com/ 
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編集後記：ユーラシアンクラブ創設を模索した22年前、地を這うよ

うな人間関係の枠組みを構想した。特に少数民族にウェートを置い

た思考が、国家・民族・宗教を超えた民族の共生、自然との共生に

つながる鍵の一つだと確信を持っていた。今でもそれは変わらない。

自然エネルギーを人類の友と出来る時に、民族の共生の扉は開かれ

る。もう少しだと思う。とはいえ人間とはややこしい。私の命の火

があるうちには難しいかな。とりあえず創設２０周年。できること

を一歩一歩。ではなく一歩後退して二歩前進で一歩か。なかなか前

には進まない。ズルワーン。 後に善は勝利すると考えたい。自立

した人との同志的連携が 後の拠り所か。とばかりでもないか（お） 


