コンゴ東部の主要都市ブ
カブ︒1999年にムクウ

ェゲ氏が設立した産婦人科

のパンジー病院を訪れる
と︑患者でごった返す中庭
で︑ぼうぜんと地面に座り
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老
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続ける若い女性がいた︒病
院関係者がそっと﹁レイプ なり︑これまでに4万人以 天然資源を巡り︑40以上の
被害者だ﹂と教えてくれた︒ 上の被害者を治療︒同氏は 武装勢力が割拠する︒ムク
ベッド数450床で35人 今年のノーベル平和賞の候 ウェゲ氏によると︑﹁武装
の医師が勤務する同病院
補
に
も取りざたされた︒
勢力は地域住民らを恐怖で
コンゴ東部には︑豊富な 支配するための﹃武器﹄と

は︑ムクウェゲ氏が中心と

では︑彼女たちを助けるこ

していた︒﹁私が施した治療

ズウイルス︵HIV︶に感染

力だ︒韓国紙・東亜日報

考案した︑というのが有

会議長が地方検事時代に

1980年代初めに前国

そうに提案された︒3杯
でも威力十分なのだが・：

けで﹂と少し申し訳なさ

︵中川孝之︶

とができなかった﹂︒今も悲
しみと怒りが収まらない︒

て︑ムクウェゲ氏をたた
えるメッセージを発表し

ムクウェゲ氏は被害の根 力撤廃の国際デー﹂にあた
絶には﹁治療だけでは不十 り︑国連の渚基文事務総長
分︒武装勢力掃討に向け︑
は﹁犠牲者の傷を癒やす手
国際社会の関心と支援が必 伝いをしている英雄﹂とし
要だ﹂と︑訴えている︒
◇

25日は﹁女性に対する暴 ︒
た
カブールの農業試験場
で小麦畑を見守るアリ
フィさん︵17日︶

シアのプーチン政権が12月

︻モスクワ＝田村雄︼ロ

ジア太平洋地域へのエネル

▲

するためには︑4㌦に引き

ギー供給拡大を目指し︑国
に認めてきた液化天然ガス

1日から︑日本をはじめア

営ガス会社﹁ガスプロム﹂

近くを占めるアフガンで

直すことになった︒
下院は22日にLNGの輸
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戻′一てきた澗貞たちが︑次々とブースに

入っていく︒その表情を観察してみるが︑
特に変わった様子はない︒こころなしか緊
張しているように見えるのは気のせいかも
しれない︒
列が少しずつ動き始めた︒ばらけていた

列が徐々に整い︑まっすぐな列になってい
く︒見慣れた入管の風景︒列が進むにつれ︑
私語を交わす人が減り静かになっていっ

︒
た
しかし︑いつもより入念にパスポートを
チェックしているのは明らかだった︒帰国
した日本人ですら︑一人に掛ける時間が長
い︒ましてや︑外国人のほうは在留カード

の発行時間を差し引いても︑一人一人にか
なりの時間を割いている︒
そのことに︑また後ろのほうで戸惑いの
声がざわざわと湧き起こっているのが分か
った︒隣の列にいる若い女の子が︑なかな

か列が進まないのであきらめ顔でバッグか
ら文庫本を取り出したのが見え︑康久もパ
ソコンを出してもう一度ドラフトのチェッ
クでもしようかなと考える︒
が︑康久の並んでいた列は比較的早く進
んでいて︑パソコンで作業を始めるには中
途半端な人数が前に並んでいる︒
手持ち無沙汰な時間が過ぎ︑ついに彼の
前のツイードジャケットの広い背中がすっ
と前に進んでいくのが見えた︒
待機禄のところで︑あの青年が烏の巣頭
をかがめてパスポートを渡すのを眺める︒
職員が︑パスポートを機械に当てる︒と︑

何かに気付いたようにモニターを覗き込

青年に何かを質問し︑青年が﹁心外だ﹂

︒
む
何気ない様子だったのが︑徐々に真剣に
なっていくのがその日の表情から分かっ
︒
た
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3456912院号

9時30分〜16t弓

り、また年を重ねて小さな文字が見づらくなる老眼になったりすることがありま
す。同じ様に耳も人によっては加齢により、耳の所での情報不足が原因で聞き取りづ

戦乱による国土の荒廃で
ほぼ絶滅したアフガニスタ
ン在来種の小麦を同国で復
活させるため︑日本の研究
者が約60年前に現地で収集

し︑日本で保存されていた

種を﹁故郷﹂に戻して栽培
するプロジェクトが進んで

に頼るしかない農地が8割

上げる必要があるという︒
十分なかんがい施設が整
備できれば可能だが︑降雨

は︑乾燥に強い在来種を復
活させるのが近道だ︒
プロジェクト初年度とな

出事業への新規参入を認め

︵LNG︶の輸出独占を見

った2011年︑坂教授ら

極東で日本企業と提携LL

NG工場の建設を計画する
国営石油会社﹁ロスネフチ一

と︑北極圏のヤマル半島で
LNG事業を進める独立系

ガス会社﹁ノバテック﹂の
2社に新たにLNGの輸出

ロスネフチは︑プーチン

免許が与えられる︒

大統領の側近中の側近であ
るイーゴリ・セチン氏が社
長を務める︒丸紅や伊藤忠
も参加する極東の事業﹁サ
ハリン1﹂で石油︑天然ガ
スを生産している︒
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とでもいうように両手を広げて答えている
のが見えた︒

は、毎日全国で謝会場、1ケ月に約㈱会場の巡回相談を開催しており∃

私たちは、空気の振動を耳で昔として感じます。そして、脳でその昔を言葉であれ物
音であれ、何であるかを理解します。この時に、耳で音として感じた情報が十分でな
いと理解しづらくなります。人は成長の段階でバランスが崩れると、近視になった

会場によっては、試聴販売・貸出販売・修理欄登など、その予約を承
ります。購入をしない相議だけの場合も承っております。さらに会場
る購入又は予釣は、クーリングオフの対象となっております。また、
出セール・下取り割り得セール欄格交渉も自由に承っております。

私たちは潜を翫聴き、 脳で聞き取りまも
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いる︒品種改良も進め︑同

国の農家に提供する方針
で︑食糧事情の改善を目指
している︒︵カブール 丸

は約半世紀ぶりに土へと戻
った小麦が生育できるかど

る法案を可決︒今月中に上
院が可決し︑大統領が署名
して発効する︒これにより
うかを確認するため︑日本
から持ってきた在来種をカ
ブールで試験的に栽培︒こ

れがうまく育ったため︑他
地域の気候でも生育可能か
調べようと︑12年に西部へ

ラートと東部ジャララバー
ドを追加︒来春には初めて
ンと北部タラ

中部バーミヤ
カンでも試験
栽培を行う︒
プロジェク
トのため︑坂

教授の研究室
で2年間︑品種改良を学び︑

乾燥に強く収量増期待
できるだけの収入がない家

ロシアのガス輸出は最大
の輸出先である欧州向けが
10月に帰国した農業省の研

究者ムジブラフマン・アリ

頭打ちとなっているうえ︑

庭も多く︑自給自足の態勢

フィさん︵36︶は﹁アフガン

アフガンでは小麦から作
る﹁ナン﹂などが主食︒し

現在︑アフガンで一般的

はかつて小麦の輸出国だっ
たが︑今は自給できていな

を整えることが急務だ︒

に栽培されているのは外国
種︒−詣当たりの収穫量は

い︒安定供給できるように

かし︑89年のソ連軍撤退後

全国平均で2㌦とされる

米国発の﹁シェールガス革
命﹂によるガス価格の下落
に直面︒このため︑日本︑韓
国︑中国などへのLNG供

の内戦やアフガン戦争の影
響で︑遺伝資源の保存や品

種改良などの農業政策が滞
り︑在来種の小麦を維持で

したい﹂と意気込んでいる︒
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画 とり・みき

イ70被害につい

日本で半世紀保存

アフガン在来小麦復活へ

9華30分〜1卵

こんなに耳の穴にしっかりと入っている
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下院で新規参入法可決

すムクウェゲ医

が︑国内で完全自給を実現
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独占見直しへ

パンジー病院で

きなくなった︒小麦を購入
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山修︑写真も︶

カブールにある農業試験
場の小麦畑︒まいたばかり
の小麦が緑色の小さな芽を
出し始めている︒
使用されているのは︑小
麦の発祥を調べていた京都

大学の研究者木原均氏︵故
人︶らが1955年にアフ

ガンで収集したものだ︒植
物遺伝学を専門とする横浜
市立大学の坂智広教授らが
同大の研究所などで保存し
ていた︒プロジェクトは︑
日本の国際協力機構︵JI
CA︶が︑坂教授と共同で
アフガン政府の協力を得な
がら2年前に始動した︒
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