◇反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト（
ダイジェスト（2010 年 5 月）◇
◇◇◇バンコク
◇◇◇バンコク・
バンコク・タイ国内最新情報
タイ国内最新情報◇
国内最新情報◇政治編◇◇◇
政治編◇◇◇
●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【4 月末～
月末～5 月】①
4 月 29 日（金） ： ＵＤＤ支持者が国立チュラロンコン病院に乱入。翌日入院患者の他の病院へ移送。
4 月 30 日（土） ： タクシン派野党プアタイ党チャワリット元首相が王制転覆加担容疑で出頭命令
5 月 3 日（月） ： アピシット首相
アピシット首相が
首相が 11 月 14 日（日）で下院総選挙と
下院総選挙と和解提案
5 月 5 日（水） ： プミポン・アドゥンヤデート国王・戴冠 60 周年式典

写真提供：タイ王室事務局

5 月 7 日（金） ： ジャムロン元バンコク都知事（ＰＡＤ）ＵＤＤ排除。解散総選挙や和解案に反対表明。
5 月 11 日（火） ： ステープ副首相（治安担当）法務省特捜局（DSI）に出頭。
ステープ氏が「警察に出頭すれば集会を解散する」というＵＤＤの発表の対応。その後集会解散拒否。
5 月 12 日（水） ： タイ政府 11 月選挙を撤回。ＵＤＤ抗議活動地域封鎖 13 日（木）午前 0 時発表。
5 月 13 日（木）午後 18：
18：00 ： 「非常事態宣言」
非常事態宣言」バンコク都
バンコク都を含む１７都県
１７都県に
都県に対してを発令
してを発令
ラチャプラソン交差点周辺占拠地域インフラ（電気・水道・電話）封鎖・ＢＴＳ全線運休。
「農耕祭」官公庁祝日
5 月 13 日（木）19：
19：30 ： タクシン派幹部
タクシン派幹部・
派幹部・カティヤ陸軍少将
カティヤ陸軍少将が
陸軍少将がライフル銃
ライフル銃で被弾重傷。
被弾重傷。
カティヤ少将はタクシン元首相に近い対アピシット政権最強硬派として知られ、サラデーンでの事件を含む
多数の銃撃、爆破事件の黒幕とうわさされていた。また、アピシット首相が提案した１１月の下院総選挙に
反対し、提案受け入れを表明したＵＤＤ幹部に退任を要求、集会を解散しないよう脅迫していたという情
報もある。こうしたことから、今回の銃撃は政府・治安当局が交渉の障害となるカティヤ少将の排除を図っ
たという見方がある。

●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【4 月末～
月末～5 月】②
5 月 13 日（木）19：
19：30 ： タクシン派幹部
タクシン派幹部・
カティヤ陸軍少将が
ライフル銃で被弾重傷。
被弾重傷。
派幹部・カティヤ陸軍少将
陸軍少将がライフル銃

Reuters 銃撃され、救急車に運ばれるカティヤ陸軍少将（13 日、バンコク）

チュラロンコン病院前の路上で報道陣のインタビューを受けていた際、銃撃で右こめかみからのどを貫通する
傷を負い、その場に崩れ落ちた。目を見開いて意識不明の少将はすぐにワチラ病院に搬送された。
もっと詳しく見たい方は
Darkness of ASIA-アジアの闇.
http://darknessofasia.blogspot.com/2010/05/bloghttp://darknessofasia.blogspot.com/2010/05/blog-post_14.html < YouTube
YouTube で動画が
動画が見れます。
れます。
5 月 14 日（金） ： ワイヤレス通
ワイヤレス通りとラマ
りとラマ４
ラマ４世通り
世通り交差点付近で
交差点付近で政府治安当局と
政府治安当局とＵＤＤデモ
ＵＤＤデモ隊衝突
デモ隊衝突。
隊衝突。
14MAY10 THAILAND ;2of3; Hot News at 9 PM ; Statement of the Directed Center for Disentangling an
http://www.youtube.com/watch?v=gQskaVaTMJg
http://www.youtube.com/watch?v=gQskaVaTMJg < YouTube で動画が
動画が見れます。
れます。
5 月 16 日（日） ： タイ政府は、バンコク都限定で 17 日（月）～18 日（日）を公休日と指定。
5 月 16 日（日） ： プアタイ（タクシン派政党）本部に「スアデン別働隊」訪問
下院議員は誰も同行せず。チャワリット元首相（プアタイ顧問）は国外逃亡。「スアデン」は「捨て子」になっ
た。
5 月 16 日（日） ：タイ政府緊急事態回復
タイ政府緊急事態回復センター
政府緊急事態回復センター退避命令
センター退避命令。
退避命令。ＵＤＤデモ参加の子供、女性、高齢者に、
17 日(月)午後３時までに集会場所から隣接「ワット・パトム」へ。17 日（月）～18 日（火）を公休日に指定。
※「ワット・
ワット・パトム・
パトム・ワナナラム」（
ワナナラム」（Wat
」（Wat Pathum Wanaram）
Wanaram）
タイ人は敬謙な仏教徒である。お寺では殺生、逮捕を行うことは出来ない。(戒律)
「ワット・パトム・ワナナラム」大住職は、「スアデン」に対して、タイ国軍による強制排除の前に、
お寺の敷地内に、「子供及び母親と老人」の保護を申し出た。強制排除の影の功労者は大住職である。
しかし 19 日深夜に敷地内には「スアデン」暴徒が約 3,000 人乱入し、武器などを持ち込んだ。
タイ仏教（大乗仏教と言われる）では、輪廻転生が信仰され、悪行を行った者は善行の輪廻から絶たれる。
セントラルワールドとサイアム・パラゴンの中心でタイ国家警察本部の向かいに位置する。
この場所に位置することは、タイでは仏教が重要視されている証である。
タイ政府は仏教の祝日である「万仏節（マーカブーチャー）」（陰暦３月の満月の日）、
「仏誕節（ウィサーカブーチャー）」（陰暦６月の満月の日）、「三宝節（アーサーラハブーチャー）」（陰暦８月の
満月の日）、「入安居（カオパンサー）」（三宝節の翌日）での酒類の販売を禁じている。
タイ宗教は仏教 93.6％、イスラム教 5.4％、キリスト教 0.9％
16MAY10 THAILAND ;2of2; Breaking News at Evening ; TV Ch3 < お寺に「スアデン」がいる画像
http://www.youtube.com/watch?v=4lt0aMiZ9XU&feature=related < YouTube で動画が
動画が見れます。
れます。

●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【4 月末～
月末～5 月】③
5 月 17 日（月）朝 ： 狙撃された
狙撃されたタクシン
されたタクシン派
タクシン派・カティヤ陸軍少将
カティヤ陸軍少将（
陸軍少将（58）
58）死亡
5 月 17 日（月） ： バンコク都「危険情報」を『渡航の是非を検討』から引き上げ『渡航延期』に変更。
5 月 17 日（月） ： タイ教育省・始業式を 5 月 24 日（月）まで 1 週間延期（バンコク他）
5 月 18 日（火）昼 ： タイ政府、バンコク都限定で 19 日（水）～21 日（金）3 日間を追加公休日指定。
5 月 18 日（火） ： タクシンが娘と「ルイ・ビトン」（パリ本店）でショッピングをする映像が報道
翌日はタクシンの息子が、「父親は癌で療養中」で昨日はショッピングをしていない。との報道。
5 月 19 日（水）朝 04：
04：00 ： タイ国軍
タイ国軍による
国軍による強制排除開始
による強制排除開始。
強制排除開始。サラデーン交差点
サラデーン交差点に
交差点に装甲車投入。
装甲車投入。
5 月 19 日（水）13：
13：00 ラチャプラソン交差点付近抗議活動
ラチャプラソン交差点付近抗議活動を
交差点付近抗議活動を解散。
解散。
5 月 19 日（水）13：
13：40 UDD 幹部国家警察に
幹部国家警察に出頭
※ジャトゥポン下院議員・
・ナタウット氏・クワンチャイ氏・ニシット氏
前日連立与党のシラパーアチャー・プアタイ党議員が働きかけ、スアデン幹部ナタウッドが一時解散宣言。
集会の民衆は納得せず、そのまま継続で発言を撤回しました。既にスアデン幹部ナタウッドの発言も影響
力がなくなり、ラチャプラソンに入れない「スアデン」は騒乱の地域を広げて行った。
5 月 19 日（水）15：
15：30 「夜間外出禁止令」（
夜間外出禁止令」（Curfew
発令
日（水）20：00～20 日（木）06：00 まで
」（Curfew）
Curfew）発令・19
Thai PM imposes Bangkok curfew
http://www.youtube.com/watch?v=niIueQiXUuI
http://www.youtube.com/watch?v=niIueQiXUuI < YouTube で動画が
動画が見れます。
れます。
5 月 19 日（水） ： タクシン派暴徒化
タクシン派暴徒化・
派暴徒化・タイ証取
タイ証取・
証取・テレビ局
テレビ局（3CH）
3CH）など襲撃
など襲撃・
襲撃・炎上（
炎上（放火）
放火）・銃撃
ジャトゥポン議員らタクシン元首相派「反独裁民主戦線（ＵＤＤ）」幹部の投降後ＵＤＤ支持者が暴徒化。
放火、銃撃などが起きたのは、▽バンコク都内の警察本部▽
▽ラチャプラソン交差点▽セントラルワールド▽サイアムパラゴン▽サイアムスクエア▽ラチャダムリ通り▽
▽アソーク交差点▽タイ証券取引所（ＳＥＴ）ビル▽マリーノンタワー・テレビ局チャンネル３（ラマ４世通り）▽
▽戦勝記念塔▽ディンデン交差点▽ラマ４世通り・ボンカイ交差点（クロントイ））▽ラープラオ通り―等。
タクシン派が放火したのはほかに、▽セントラルワールドに隣接する高層ホテルのセンタラグランド▽
▽サイアムスクエアの映画館▽ラマ４世通りのディスカウントストアのテスコ・ロータス▽セブンイレブン▽
バンコク銀行・ラマ４世通り支店▽バンコク銀行・ディンデン支店▽バンコク銀行・フアラムポーン支店▽
▽カシコン銀行支店▽首都電力公社オフィスなど▽戦勝記念塔のショッピングセンター・センターワン▽
▽タイ証券取引所ビル――など。
○アソーク・
アソーク・モントリー交差点
モントリー交差点（
交差点（スクンビット通
スクンビット通り、アソーク通
アソーク通りの交差点
りの交差点）
交差点）路線バス
路線バスなどを
バスなどを略奪
などを略奪、
略奪、放火。
放火。
ボンカイ交差点
ボンカイ交差点（
交差点（クロントイ）
クロントイ）付近では
付近では衝突
では衝突が
衝突が激化

Asoke 交差点 2010MAY19 (WED) 14:48 撮影

ボンカイ交差点
ボンカイ交差点（
交差点（クロントイ）
クロントイ）「スアデン」の舞台が設置。
2010MAY19 (WED) 11:26 撮影

●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【4 月末～
月末～5 月】④
5 月 20 日（水）13：
13：00 ： 夜間外出禁止令を
夜間外出禁止令を延長。
延長。23 日（日）午前 5 時まで延長(24 都県)
5 月 21 日（木） ： ラチャプラソン交差点占拠
ラチャプラソン交差点占拠スアデン
交差点占拠スアデン無料送迎
スアデン無料送迎を
無料送迎を完了を
完了を報告
ウティチャート交通公社総裁は、デモ会場にいた数百名のスアデン・メンバーの送迎完了を報告。
大半の赤シャツ軍団の戻り先は、コンケン県、マハーサーラカム県、カラシン県、ウドンタニー県、ロイエット県、
チェンマイ県、チェンライ県、プレー県、パヤオ県、そしてナーン県。公社では、エアコンバスを用意し、
赤シャツ(スアデン)メンバーを帰路へ。移動途中の休憩では、食事が無償提供された。
また、バンコクを旅立つまえ、社会開発治安省から、各メンバーに対して 200 バーツが支払われた。
この 200 バーツは、地方の各都市から地元の街や村までの渡航費として支給された。
ウドンタニー県から来た僧侶 10 名を含む約 500 名のメンバーは、午前 3 時頃、地元に到着。
大きな声援を受けた。
5 月 22 日（土） ： バンコク都・被災者センターを設置。レインボー・プロジェクト開始。
5 月 22 日（土） ： 「連続放火は
連続放火は計画的犯行」
計画的犯行」 タイ治安当局
タイ治安当局

タクシン元首相派から押収した銃・爆弾などを公開

タイ治安当局は、各国の外交、報道関係者向けに記者会見。出席したステープ副首相（治安担当）は
「反政府派はテロ活動や武器の所持を否定してきたが、集会場所などで大量の武器がみつかった」として、
タクシン派を非難。19 日のタクシン派集会の強制排除後に起きたバンコク都内の連続放火については、
集会参加者の暴徒化が原因ではなく、計画的犯行だったという見方を示した。
5 月 23 日（日） ： 夜間外出禁止令を深夜（23：00～04：00）に限定し再発令。BTS.MRT.運行再開。
5 月 23 日（日） ： バンコク都・クリーンデー。被災地域清掃に都民が参加。
5 月 24 日（月） ： タイ教育省・始業式を 5 月 17 日（月）から 1 週間延期（バンコク他）
5 月 25 日（火） ： タクシン元首相に騒乱罪（テロ容疑）で逮捕状。最高刑は死刑。
5 月 25 日（火） : レインボープロジェクト・被災者救済
レインボープロジェクト 被災者救済策
被災者救済策・始動
政府は被災者救済策をまとめた。政府系金融機関による低利融資、家賃補助、移転支援を行う。
失業社会保険の非加入者は 6 カ月間・月 7,500 バーツ支給、小規模事業者に一時金 5 万バーツ給付。
バンコク都庁とタイ観光庁（TAT）は 5 月 28 日(土)－29 日（日）バンコク・シーロム通りを歩行者天国にし、
衣料品、食品などの約 600 店を誘致し、初日は 30 万人が集った。

◇反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト（
ダイジェスト（2010 年 4 月）◇
◇◇◇バンコク
◇◇◇バンコク・
バンコク・タイ国内最新情報
タイ国内最新情報◇
国内最新情報◇政治編◇◇◇
政治編◇◇◇
●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【2 月末～
月末～3 月】①
2 月 26 日（金） ： タクシン元首相
タクシン元首相・
元首相・資産没収裁判判決・
資産没収裁判判決・有罪 463 億バーツ没収
バーツ没収
2 月 27 日（土） ： バンコク銀行の４支店・シーロム通り他に手りゅう弾・２カ所で爆発
2 月 27 日（土）深夜 ： プミポン・アドゥンヤデート国王（82）一時退院
3 月 8 日（月） ： プミポン・
プミポン・アドゥンヤデート国王
アドゥンヤデート国王に
国王にアピシット首相状況報告
アピシット首相状況報告

写真提供：タイ王室事務局

3 月 8 日（月） ： 政府・
政府・国内安全保障法を
国内安全保障法を一部地域に
一部地域に発令(
発令(バンコク・
バンコク・アユタヤ・
アユタヤ・サムットプラカン他
サムットプラカン他)
3 月 12 日（金） ： 「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」反独裁民主戦線
）」反独裁民主戦線（ＵＤＤ）
反独裁民主戦線（ＵＤＤ）バンコク
（ＵＤＤ）バンコクへ
バンコクへ集結開始
3 月 14 日（日） ： バンコク都内集会・民主主義記念塔（アヌッサワリー・プラチャーティパタイ）占拠
3 月 17 日（水）朝 ： アピシット首相私邸(スクムビット・ソイ 31)に採血を散布

●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【2 月末～
月末～3 月】②
3 月 28 日（日）：「
「反独裁民主戦線（ＵＤＤ）」
反独裁民主戦線（ＵＤＤ）」幹部
（ＵＤＤ）」幹部・
幹部・アピシット首相
アピシット首相・
首相・直接対話 - 「年末解散」
年末解散」拒否

【4 月 】
4 月 3 日（土） ： ラーチャプラソン交差点
占拠
ラーチャプラソン交差点（セントラルワールド）占拠
交差点

4 月 10 日（土）： パーンファー橋
パーンファー橋強制排除失敗・
強制排除失敗・治安部隊衝突
治安部隊衝突・
衝突・カメラマン村本博之
メラマン村本博之さん
村本博之さん他
さん他２５人
２５人死亡。
死亡。

● 反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【2 月末～
月末～3 月】③
4 月 12 日（月） ： タイ選挙管理委員会・民主党を不正献金疑惑（ＴＰＩポレン）で告発
4 月 15 日（木） ： タイシリキット王妃
タイシリキット王妃が
王妃が負傷兵慰問

写真提供：タイ王室事務局

「反独裁民主戦線（ＵＤＤ）」の強制排除をタイ治安当局が図り、10 日銃撃などで集会参加者、兵士、
日本人カメラマンら２５人が死亡、８００人以上が負傷した事件で、タイのシリキット王妃は軍の負傷兵を
慰問。プラウィット国防相（元陸軍司令官）、アヌポン陸軍司令官らが随行した。
4 月 20 日（火） ： タクシン元首相
タクシン元首相・
元首相・大統領赤い
大統領赤いステッカーに
ステッカーに不信表明。
不信表明。
「タクシン・シナワット大統領。新タイ国の元首。ＵＤＤ（タクシン派団体）」と書かれた赤いステッカーが
各所にはられ、物議をかもしている。立憲君主制のタイで「大統領」「共和国」はタブー。国外逃亡中。
このステッカーを反タクシン派による「国家分断を狙った最悪の行為だ」と非難し、ＵＤＤも関与を否定。

4 月 22 日（木）夜
4 月 23 日（金） ：
4 月 24 日（土） ：

： BTS サラデン駅
サラデン駅（シーロム交差点
シーロム交差点）
交差点）小型砲弾・
小型砲弾・１人が死亡、
死亡、８０人以上負傷
８０人以上負傷。
人以上負傷。
日本政府・バンコクの危険情報「渡航の是非検討」に引き上げ
「４８時間以内
４８時間以内に
強制排除」を警戒「
警戒「赤い服を脱ぐ」
時間以内に強制排除」

●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト 【2 月末～
月末～3 月】④
4 月 26 日（月） ： 「マルチカラー」（反タクシン派）移動集会開始。下院解散拒否の市民集会も激化。

THE MULTICOLOURED group gathers at Bangkok's Chatuchak Park

Workers Labour Day.
Hospital

the Thai Journalists Association

NURSES at Chulalongkorn Memorial

4 月 26 日（月） ： タクシン元首相・モンテネグロで健在アピール
4 月 27 日（火）午前 ： バンコク高架電車（BTS）チットロム駅・線路にタイヤで一時運休
4 月 28 日（水）午後 ： ウィパワディランシット通
ウィパワディランシット通りで治安部隊
りで治安部隊と
治安部隊と衝突 兵士１
兵士１人死亡
ＵＤＤ「赤シャツ（スアデン）」、政府・軍・司法当局も解決策を見いだせないまま、
爆弾テロも頻発、道路封鎖のみならず BTS 封鎖など市民生活にも被害甚大であった。

●反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェスト
●緊急時の
緊急時の情報収集方法・
情報収集方法・反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ) 「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」暴動時
）」暴動時
(タイ語
タイ語)
ラジオ : FM100 (交通情報
(交通情報)
交通情報)/FM91 (警察関連情報) – デモの
デモの状況が
状況が判ります。
ります。
テレビ ： CH11.(NBT) 国会や政府発表・中継。 CH5. : 軍関係・戒厳令が発令。
○デモの
デモの状況は
状況は FM100 (交通情報
(交通情報)
交通情報)で必ず確認の
確認の上外出下さい
上外出下さい。
さい。伝聞情報は
伝聞情報は誤報が
誤報が多い○
(日本語)
日本語)
在タイ日本大使館
タイ日本大使館 http://www.th.embhttp://www.th.emb-japan.go.jp/ 注意喚起確認用。
http://www.th.embhttp://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/100428map.pdf 集会・
集会・デモ地図
デモ地図（
地図（4 月 28 日現在）
日現在）
（英語）
英語）
ＢＴＳ：http://w
ＢＴＳ：http://www.bts.co.th/
http://www.bts.co.th/ 地下鉄（ＭＲＴ）
地下鉄（ＭＲＴ）http://www.bangkokmetro.co.th/
（ＭＲＴ）http://www.bangkokmetro.co.th/
◎タイ政府
タイ政府が
政府が「スアデン」
スアデン」を排除し
排除し、カティヤ陸軍少将
カティヤ陸軍少将を
陸軍少将を銃撃する
銃撃する決断
する決断を
決断を迫られた映像
られた映像です
映像です。
です。
4:24 から見
から見てください。＞
てください。＞ 子供を
子供を楯にしてタイヤ
にしてタイヤを
タイヤを設置し
設置し放火していました
放火していました。
していました。
17MAY10 THAILAND ;2of3; Hot News at 9 PM ; Statement of the Directed Center
Center for Disentangling an
http://www.youtube.com/watch?v=i1u82SMZrB4&feature=related < YouTube で動画が
動画が見れます。
れます。
◎タイ芸能人
タイ芸能人が
芸能人が反独裁民主戦線(
反独裁民主戦線(ＵＤＤ)
ＵＤＤ)「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動の
暴動の被災地を
被災地を背景に
背景に
救援・
救援・復興の
復興の願いを込
いを込めて、
めて、平和と
平和と幸福について
幸福について歌
歌
います。
います
。
画像で
画像
で
被
災地が
災地
が
一覧可能。
一覧可能
。
について
KHO KWAM SUK KAEN GRUB MA (MCOT)
http://variety.mcot.net/thai/ < < YouTube で動画が
動画が見れます。
れます。
○「どうして現場
どうして現場に
現場に血が流れるんだ」
れるんだ」政府・
政府・軍部の
軍部の苦悩が
苦悩が伺えます。
えます。○
○メールマガジン・
メールマガジン・特別号で
特別号で「赤シャツ（
シャツ（スアデン）」
スアデン）」 暴動ダイジェスト
暴動ダイジェストを
ダイジェストを作成しました
作成しました○
しました○
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