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NHK 中国語中国語中国語中国語ニュースニュースニュースニュース（（（（2012/4/22 日日日日））））    (音声音声音声音声がががが聞聞聞聞けますけますけますけます→→→→)http://asukadjj.r.ribbon.to/chinanews/chinese5.mp3  

 
安理会安理会安理会安理会 决定决定决定决定 派遣派遣派遣派遣 叙叙叙叙 停火停火停火停火 监监监监督督督督 团团团团 
ānl ǐhuì juédìng pàiqi ǎn xù tínghu ǒ jiāndū tuán 

联联联联合合合合 国安国安国安国安 理会理会理会理会 就就就就 叙利叙利叙利叙利亚亚亚亚 问题问题问题问题 一致一致一致一致 通通通通过过过过 决决决决议议议议 决定决定决定决定 向向向向 叙利叙利叙利叙利亚亚亚亚 派遣派遣派遣派遣 停火停火停火停火 监监监监督督督督 团团团团 ，，，， 停停停停

战战战战 监监监监督督督督 团团团团 由由由由 不不不不 超超超超过过过过 300 人人人人 的的的的 非非非非 武装部武装部武装部武装部队队队队 组组组组成成成成 。。。。 同同同同时时时时 ，，，， 为为为为了了了了 保保保保证证证证 监监监监督督督督 团团团团 顺顺顺顺利利利利 
完成完成完成完成 使命使命使命使命 ，，，， 联联联联合国合国合国合国 还还还还 将将将将 派遣派遣派遣派遣 文文文文职职职职 人人人人员员员员 前往前往前往前往 叙利叙利叙利叙利亚亚亚亚 配合配合配合配合 工作工作工作工作 。。。。 
liánhé guó ān l ǐhuì jiù xùlìyà wèntí y īzhì tōngguò juéyì jué dìngxiàng xùlìyà pàiqi ǎn tínghu ǒ jiāndū tuán , tíngzhàn 

jiāndū tuán yóu bù ch āoguò 300 rén de f ēi wǔzhuāngbùduì z ǔchéng . tóngshí , wèile b ǎozhèng ji āndū tuán shùnlì 

wánchéng sh ǐmìng , liánhéguó hái/huán ji āng pàiqi ǎn wénzhí rényuán qiánw ǎng xùlìyà pèihe(pèihé) g ōngzuò . 

注釈注釈注釈注釈：：：：叙叙叙叙→→→→述述述述べるべるべるべる，，，，陳述陳述陳述陳述するするするする、、、、联联联联合合合合国安理会国安理会国安理会国安理会→→→→国連安全保障理事会国連安全保障理事会国連安全保障理事会国連安全保障理事会、、、、决决决决→→→→決断決断決断決断するするするする、、、、停火停火停火停火→→→→発砲発砲発砲発砲をやめるをやめるをやめるをやめる    

停停停停战战战战→→→→停戦停戦停戦停戦するするするする、、、、由由由由→→→→～～～～がががが、、、、组组组组成成成成→→→→結成結成結成結成するするするする、、、、文文文文职职职职人人人人员员员员→→→→文民文民文民文民、、、、前往前往前往前往→→→→出向出向出向出向くくくく、、、、配合配合配合配合→→→→分業分業分業分業してしてしてして協力協力協力協力するするするする 

由于由于由于由于 阿阿阿阿 萨萨萨萨 德德德德 政政政政权权权权 仍仍仍仍 在在在在 继续继续继续继续 镇压镇压镇压镇压 民众民众民众民众 ，，，， 因此因此因此因此 联联联联合合合合 国安国安国安国安 理会理会理会理会 内部内部内部内部 也也也也 有有有有 成成成成员员员员 对对对对 
派遣派遣派遣派遣 监监监监督督督督 团团团团 是否是否是否是否 有效有效有效有效 提出提出提出提出 了了了了 质质质质疑疑疑疑 。。。。 鉴鉴鉴鉴于于于于 此此此此 ，，，， 安理会安理会安理会安理会 的的的的 决决决决议议议议 同同同同时时时时 规规规规定定定定 ，，，， 只有只有只有只有 
在在在在 联联联联合国合国合国合国 秘秘秘秘书长书长书长书长 潘潘潘潘 基基基基 文文文文 认为认为认为认为 " 叙利叙利叙利叙利亚亚亚亚 已已已已经经经经 完全完全完全完全 停止停止停止停止 对对对对 民众民众民众民众 的的的的 镇压镇压镇压镇压 " 的的的的 前提前提前提前提 
条件条件条件条件 下下下下 ，，，， 才才才才 会会会会 派出派出派出派出 监监监监督督督督 团团团团 。。。。 
yóuyú ā sà dé zhèngquán réng zài jìxù zhèny ā mínzhòng , y īnc ǐ liánhé guó ān l ǐhuì nèibù y ě yǒu chéngyuán duì 

pàiqi ǎn jiāndū tuán shìf ǒu yǒuxiào tích ū le zhìyí . jiànyú c ǐ , ānl ǐhuì de juéyì tóngshí gu īdìng , zh ǐyǒu zài liánhéguó 

mìshūzhǎng p ān j ī wén rènwéi " xùlìyà y ǐjīng wánquán tíngzh ǐ duì mínzhòng de zhèny ā " de qiántí tiáojiàn xià , cái 

huì pàich ū jiāndū tuán . 

注釈注釈注釈注釈：：：：由于由于由于由于→→→→…………のためにのためにのためにのために、、、、政政政政权权权权→→→→政権政権政権政権、、、、仍仍仍仍→→→→依然依然依然依然としてとしてとしてとして、、、、民众民众民众民众→→→→民衆民衆民衆民衆、、、、因此因此因此因此→→→→それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、成成成成员员员员→→→→メンバーメンバーメンバーメンバー    

是否是否是否是否→→→→…………であるかどうかであるかどうかであるかどうかであるかどうか、、、、有效有效有效有效→→→→効果効果効果効果があるがあるがあるがある、、、、质质质质疑疑疑疑→→→→疑問疑問疑問疑問をただすをただすをただすをただす、、、、鉴鉴鉴鉴于于于于→→→→…………であることをであることをであることをであることを考慮考慮考慮考慮してしてしてして    

只有只有只有只有→→→→…………のののの場合場合場合場合にににに限限限限ってってってって、、、、认为认为认为认为→→→→…………とととと考考考考えるえるえるえる、、、、 

安理会安理会安理会安理会 的的的的 决决决决议议议议 还还还还 再次再次再次再次 要求要求要求要求 阿阿阿阿 萨萨萨萨 德德德德 政政政政权权权权 从从从从 城市城市城市城市 地区地区地区地区 撤出撤出撤出撤出 军队军队军队军队 ，，，， 并并并并 停止停止停止停止 使用使用使用使用 坦坦坦坦

克克克克 等等等等 重重重重 武器武器武器武器 。。。。 决决决决议议议议 同同同同时时时时 表示表示表示表示 ：：：： " 根据根据根据根据 阿阿阿阿 萨萨萨萨 德德德德 政政政政权权权权 的的的的 回回回回应应应应 举举举举措措措措 ，，，， 安理会安理会安理会安理会 将将将将 会会会会 
探探探探讨讨讨讨 进进进进一一一一  的的的的 措施措施措施措施 。。。。 " 
ānl ǐhuì de juéyì hái/huán zàicì y āoqiú ā sà dé zhèngquán cóng chéngshì dìq ū chèch ū jūnduì , bìng tíngzh ǐ sh ǐyòng 

tǎnkè d ěng chóng/zhòng w ǔqì . juéyì tóngshí bi ǎoshì ：：：： " g ēnjù ā sà dé zhèngquán de huíyìng j ǔcuò , ānl ǐhuì ji āng 

huì tànt ǎo jìny ībù de cuòsh ī . " 

注釈注釈注釈注釈：：：：撤出撤出撤出撤出→→→→撤退撤退撤退撤退、、、、并并并并→→→→そのうえそのうえそのうえそのうえ、、、、坦克坦克坦克坦克→→→→戦車戦車戦車戦車、、、、根据根据根据根据→→→→基基基基づくづくづくづく、、、、回回回回应应应应→→→→～～～～のののの対応対応対応対応、、、、举举举举措措措措→→→→取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、探探探探讨讨讨讨→→→→研究討議研究討議研究討議研究討議するするするする    

安保理 シリア停戦監視団派遣決議 4 月 22 日 11 時 21 分 

市民への弾圧が続くシリア情勢を巡り、国連の安全保障理事会は、停戦監視団として最大３００人規模の非武装の部隊を派遣す

る決議を全会一致で採択しました。国連安保理は、パン・ギムン事務総長からの要請を受けて、２１日、シリア情勢についての決

議を全会一致で採択しました。 

決議は、国連の停戦監視団について、最大３００人規模の非武装の部隊とともに、任務の遂行に必要な文民も派遣するとしていま

す。 

ただ、アサド政権による弾圧が続くなか、監視団の実効性に疑問を呈する意見もあることから、決議は、監視団の派遣は、パン事



 - 2 - 

務総長が「弾圧が十分停止された」と判断することが条件になるとしています。 

一方で、決議は、アサド政権に対し、都市部から部隊を撤退させ、戦車など重火器の使用を止めるよう改めて求めたうえで「アサド

政権の取り組み次第では、さらなる措置を検討する意思がある」と表明しています。ただ、アサド政権による弾圧は続いていること

から、採択のあと、イギリスのライアルグラント国連大使が「アサド政権が弾圧を停止せず、監視団の活動を妨害することがあれば、

安保理が厳しい制裁を科すことになる」と述べるなど、欧米諸国からは制裁決議の可能性に言及した発言が相次ぎました。 

 
 
 
 
中共中共中共中共 与与与与 朝朝朝朝鲜鲜鲜鲜 劳动劳动劳动劳动党党党党 书记书记书记书记 会会会会谈谈谈谈 
zhōnggòng y ǔ cháoxi ān láodòngd ǎng sh ūjì huìtán 

注釈注釈注釈注釈：：：：中共中共中共中共→→→→中国共産党中国共産党中国共産党中国共産党、、、、与与与与→→→→…………とととと 

中国中国中国中国 官方官方官方官方 媒体媒体媒体媒体 新新新新华华华华社社社社 报报报报道道道道 ，，，， 正在正在正在正在 北京北京北京北京 访问访问访问访问 的的的的 北朝北朝北朝北朝鲜鲜鲜鲜 负责负责负责负责 国国国国际际际际 事事事事务务务务 的的的的 朝朝朝朝鲜鲜鲜鲜 劳动劳动劳动劳动 
党中央党中央党中央党中央 书记书记书记书记 金金金金 永永永永 日日日日 昨天昨天昨天昨天 （（（（ 21 日日日日 ）））） 与与与与 中共中央中共中央中共中央中共中央 对对对对外外外外 联络联络联络联络 部部部部 部部部部长长长长 王家王家王家王家 瑞瑞瑞瑞 举举举举行行行行 了了了了 
会会会会谈谈谈谈 。。。。 
zhōngguó gu ānfāng méit ǐ xīnhuáshè bàodào , zhèngzài b ěij īng f ǎngwèn de b ěicháoxi ān fùzé guójì shìwù de 

cháoxi ān láodòng d ǎngzhōngyāng sh ūjì j īn yǒng rì zuóti ān （（（（ 21 rì ）））） yǔ zhōnggòngzh ōngyāng duìwài liánluò bù 

bùzh ǎng wángji ā ruì jǔxíng le huìtán . 

注釈注釈注釈注釈：：：：官方官方官方官方→→→→政府筋政府筋政府筋政府筋、、、、媒体媒体媒体媒体→→→→メディアメディアメディアメディア、、、、负责负责负责负责→→→→責任責任責任責任をををを負負負負うううう、、、、联络联络联络联络→→→→連絡連絡連絡連絡をとるをとるをとるをとる 

报报报报道道道道 没有没有没有没有 谈谈谈谈及及及及 会会会会谈谈谈谈 的的的的 详细详细详细详细 内容内容内容内容 ，，，， 据据据据 观观观观察察察察 ，，，， 朝朝朝朝 方方方方 在在在在 会会会会谈谈谈谈 中中中中 向向向向 中方中方中方中方 介介介介绍绍绍绍 了了了了 劳劳劳劳
动动动动党党党党 第一第一第一第一 书记书记书记书记 金金金金 正正正正 恩恩恩恩 已已已已经经经经 完成完成完成完成 接接接接 掌掌掌掌 党政党政党政党政军军军军 最高最高最高最高 权权权权力力力力 、、、、 成成成成为为为为 名副其名副其名副其名副其实实实实 的的的的 最高最高最高最高 
领导领导领导领导人人人人 的的的的 情况情况情况情况 ，，，， 希望希望希望希望 中国中国中国中国 对对对对 新新新新 体制体制体制体制 予以予以予以予以 支持支持支持支持 。。。。 关关关关于于于于 在在在在 本月本月本月本月 13 日日日日 以以以以 发发发发射射射射 人造人造人造人造

卫卫卫卫星星星星 的的的的 名名名名义义义义 发发发发射射射射 远远远远程程程程 弹弹弹弹道道道道 导弹导弹导弹导弹 的的的的 举举举举措措措措 ，，，， 朝朝朝朝 方方方方 希望希望希望希望 中方中方中方中方 对对对对 " 和平和平和平和平 利用利用利用利用 宇宙空宇宙空宇宙空宇宙空间间间间 
" 的的的的 立立立立场场场场 予以予以予以予以 理解理解理解理解 。。。。 对对对对 此此此此 ，，，， 据据据据 观观观观察察察察 ，，，， 中方中方中方中方 在在在在 表示表示表示表示 将将将将 继续继续继续继续 发发发发展展展展 双双双双边边边边 友好友好友好友好 关关关关系系系系 
的的的的 同同同同时时时时 ，，，， 敦促敦促敦促敦促 北朝北朝北朝北朝鲜鲜鲜鲜 保持保持保持保持 克制克制克制克制 ，，，， 不要不要不要不要 进进进进行行行行 第第第第 3 次次次次 核核核核试验试验试验试验 引引引引发发发发 国国国国际际际际 社会社会社会社会 进进进进一一一一  
的的的的 担担担担忧忧忧忧 。。。。 
bàodào méiy ǒu tánjí huìtán de xiángxì nèiróng , jù gu ānchá , cháo f āng zài huìtán zh ōng xiàng zh ōngf āng jièshào 

le láodòngd ǎng dìy ī shūjì j īn zhèng ēn y ǐjīng wánchéng ji ē zhǎng d ǎngzhèngj ūn zuìg āo quánlì 、、、、 chéngwéi 

míngfùqíshí de zuìg āo l ǐngd ǎorén de qíngkuàng , x īwàng zh ōngguó duì x īn t ǐzhì yǔyǐ zhīchí . gu ānyú zài b ěnyuè 13 

rì y ǐ fāshè rénzàowèix īng de míngyì f āshè yu ǎnchéng dàndào d ǎodàn de j ǔcuò , cháo f āng x īwàng zh ōngf āng duì 

" hépíng lìyòng y ǔzhòuk ōngji ān " de lìch ǎng yǔyǐ lǐjiě . duì c ǐ , jù gu ānchá , zh ōngf āng zài bi ǎoshì ji āng jìxù f āzhǎn 

shu āngbi ān yǒuhǎo gu ānxi de tóngshí , d ūn cù b ěicháoxi ān bǎochí kèzhì , bùyào jìnxíng dì 3 cì héshìyàn y ǐnfā 

guójì shèhuì jìny ībù de d ānyōu . 

注釈注釈注釈注釈：：：：谈谈谈谈及及及及→→→→にににに目目目目をををを向向向向けるけるけるける、、、、据据据据→→→→～～～～によればによればによればによれば、、、、观观观观察察察察→→→→観察観察観察観察するするするする、、、、介介介介绍绍绍绍→→→→紹介紹介紹介紹介するするするする、、、、掌掌掌掌→→→→握握握握るるるる    

成成成成为为为为→→→→（（（（…………にににに））））なるなるなるなる、、、、名副名副名副名副→→→→其其其其实实实实名実相伴名実相伴名実相伴名実相伴うううう、、、、领导领导领导领导人人人人→→→→リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、情况情况情况情况→→→→状況状況状況状況、、、、予以予以予以予以→→→→与与与与えるえるえるえる    

关关关关于于于于→→→→…………にににに関関関関してしてしてして、、、、名名名名义义义义→→→→名目名目名目名目、、、、举举举举措措措措→→→→取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、立立立立场场场场→→→→立場立場立場立場、、、、敦促敦促敦促敦促→→→→（（（（ねんごろにねんごろにねんごろにねんごろに））））促促促促すすすす    

克制克制克制克制→→→→（（（（感情感情感情感情をををを））））抑制抑制抑制抑制するするするする、、、、引引引引发发发发→→→→によってによってによってによって引引引引きききき起起起起こされるこされるこされるこされる、、、、进进进进一一一一 →→→→さらにさらにさらにさらに踏踏踏踏みこんだみこんだみこんだみこんだ、、、、担担担担忧忧忧忧→→→→心配心配心配心配するするするする    
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新新新新华华华华社社社社 在在在在 报报报报道道道道 中中中中 透露透露透露透露 ，，，， 中中中中 朝朝朝朝 双方双方双方双方 在在在在 会会会会谈谈谈谈 中中中中 就就就就 两两两两 党党党党 如何如何如何如何 扩扩扩扩大大大大 交流交流交流交流 与与与与 合作合作合作合作 交交交交

换换换换 了了了了 意意意意见见见见 。。。。 因此因此因此因此 ，，，， 据据据据 推推推推测测测测 ，，，， 双方双方双方双方 就就就就 金金金金 正正正正 恩恩恩恩 今后今后今后今后 访华访华访华访华 的的的的 事宜事宜事宜事宜 也也也也 进进进进行行行行 了了了了 磋磋磋磋

商商商商 。。。。 
xīnhuáshè zài bàodào zh ōng tòulù , zh ōng cháo shu āngf āng zài huìtán zh ōng jiù li ǎng d ǎng rúhé kuòdà ji āoliú y ǔ 

hézuò ji āohuàn le yìjiàn . y īnc ǐ , jù tu īcè , shu āngf āng jiù j īn zhèng ēn j īnhòu f ǎnghuá de shìyí y ě jìnxíng le 

cuōshāng . 

注釈注釈注釈注釈：：：：透露透露透露透露→→→→漏漏漏漏らすらすらすらす、、、、如何如何如何如何→→→→どのようにどのようにどのようにどのように、、、、因此因此因此因此→→→→そのためそのためそのためそのため、、、、推推推推测测测测→→→→推測推測推測推測するするするする、、、、事宜事宜事宜事宜→→→→事項事項事項事項、、、、磋商磋商磋商磋商→→→→協議協議協議協議をををを重重重重ねるねるねるねる 

北朝鮮 中国共産党幹部と会談 4 月 22 日 11 時 57 分 

中国を訪れている北朝鮮の国際関係を担当するキム・ヨンイル書記は、中国共産党の幹部と会談し、キム・ジョンウン体制への支

持や先に行った事実上のミサイルの発射は「宇宙の平和利用だ」とする北朝鮮の立場への理解を直接求めたものとみられます。

中国国営の新華社通信によりますと、中国共産党と朝鮮労働党の「戦略対話」に臨むため北京を訪れている北朝鮮のキム・ヨンイ

ル書記は、２１日、中国の王家瑞対外連絡部長と会談しました。 

会談の詳しい内容は明らかにされていませんが、北朝鮮側は、キム・ジョンウン第１書記が党・国家・軍すべての権力の継承を終

え、名実共にスタートした新体制への支持や、今月１３日に行った事実上の長距離弾道ミサイルの発射は「宇宙の平和利用だ」と

する北朝鮮の立場への理解を直接求めたものとみられます。 

これに対して中国側は、両国の友好関係を発展させる考えを伝える一方で、国際社会が懸念している３回目の核実験を行わない

よう北朝鮮側に自制を促したものとみられます。 

また、新華社通信は、会談では両党間の交流や協力の拡大についても意見が交わされたと伝えており、キム・ジョンウン第１書記

の今後の中国訪問についても話し合われた可能性があります。 

 

注釈：明壁浩信 


