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対露最前線の島 強化急ぐ…バルト海 スウェーデン領ゴットラ
ンド

住⺠有志「防衛隊」緊張の訓練

ロシア、マリウポリの製鉄所「完全制圧」…アゾフ⼤隊幹部を特殊装甲⾞で連れ出す

読売新聞オンラインからのお知らせ
偽のページ・サイトにご注意ください

社会部への情報提供はこちら
皆様からの情報をお待ちしています

IE11のサポートを終了いたします
サポート期限は2022年5⽉8⽇までです

⼈⽣案内、編集⼿帳、連載⼩説
朝イチおすすめコーナーはこちらへ

猫ピッチャーのかわいい絵合わせが登場︕
ボールを貯めて最⼤2000よみぽの抽選に参加

あなたの運気を診断︕ 夢⾊☆占い
翌⽇の占いは午後９時アップです

「旅」コーナーリニューアル︕
ご当地グルメ、鉄道、お得なクーポン情報も

就活のプロに聞く 新聞は内定への近道

明治から現在まで1400万件以上を収録
⽇本最⼤級の記事データベース「ヨミダス」

投稿・情報提供の窓⼝⼀覧はこちら
読売新聞への投稿、情報や写真・動画の提供先をご紹介していま
す

新着プレゼント
恒川光太郎著「化物園」サイン本を３⼈に

 「宮⾥藍 サントリーレディースオープンゴルフトーナメント
2022」観戦チケット（前売り４⽇間セット）を５名の⽅に

【快適新⽣活】「おみたまヨーグルトセット」を１０⼈に

「撮ろうよ︕」写真作品募集 採⽤された⽅によみぽ500ポ
イントを差し上げます

【美⾷広場】⼩さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェのサクランボ
「佐藤錦（バラ）」を５⼈に

新着クーポン

2022/05/21 05:00 ウクライナ情勢 [読者会員限定]

メモをする

 約２００年にわたり軍事的な「中⽴」を維持したスウェーデンが、ロシアの脅威の⾼まりを受け、北⼤⻄洋条約
機構（ＮＡＴＯ）に加盟申請した。欧州の安全保障を取り巻く状況が⼤きく変わる中、バルト海の離島では住⺠有
志で作る「郷⼟防衛隊」が軍とともに訓練を⾏っていた。（スウェーデン南部ゴットランド島 池⽥慶太、写真
も）

 ゴットランド島の新緑まぶしい演習場で５⽉中旬、銃を持った迷彩服の男⼥が茂みの中を駆け抜けた。陸軍兵⼠
と⼀緒に射撃訓練に参加するのは、地域ごとに編成する「防衛隊」の隊員らだ。隊員は会社員や店員、⼤⼯などそ
れぞれの職業を持ち、有事の際には陸軍と共に領⼟防衛に当たる。

 ロシア軍のウクライナ侵攻後、スウェーデン軍は全国の「防衛隊」に３０⽇の追加訓練を指⽰した。隊員で２児
の⺟のカミラ・セランダーさん（３４）は「ロシアの戦争をテレビで⾒ると怖いが、愛する島は私たちが守る」と
⼒を込めた。

 ⼈⼝約６万⼈のゴットランド島はリゾート地だが、バルト海を隔てて南東約３００キロ・メートル先にはロシア
の⾶び地カリーニングラードがある。露軍と向き合う前線の島には、スウェーデン陸軍の約３００⼈の部隊が駐留
する。

 カリーニングラードには１⽉、上陸作戦を任務とする強襲揚陸艦３隻が寄港した。このため軍内部で緊張が⾼ま
った。

 スウェーデン軍は島の駐留部隊を倍増させ、戦闘機や軍艦がバルト海に展開した。揚陸艦はその後、ウクライナ
攻撃に参戦するため⿊海に向かったが、島の警戒態勢は約１か⽉続いた。

 ゴットランド連隊のマグナス・フリクバル司令官は「プーチン（露⼤統領）はウクライナで政治⽬標達成のため
に軍を使っている。ロシアがスウェーデンの脅威であることは明らかだ」と警戒する。

⾥の⼒也（さとのちから
なり）

⾥の⼒也（さとのちからなり）

400円 → 200円

ソラヤマいしづち

ソラヤマいしづち 5500円 → 4950

円

体験学習館マーレリッコ

体験学習館マーレリッコ 100円 →

50円

あじ温泉 庵治観光ホテル 
海のやどり

あじ温泉 庵治観光ホテル 海のや

どり ◆宿泊料⾦割引 ◆⽇帰り温

泉⼊浴料⾦割引

安来節演芸館

安来節演芸館 800円 → 700円

myニュース キーワードを設定する

登録したキーワードをもとに、⾃動で記事をピックアップ
します。 使い⽅

スクラップブック

気に⼊った記事や、後で読みたい記事などを⾃分のスクラ
ップブックに登録できます。

スウェーデン南部ゴットランド島で、茂みの中で訓練を積む「郷⼟
防衛隊」の隊員ら（１７⽇）
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ウクライナ侵攻、最新ニュースと分析

あわせて読みたい

⼤型爆弾も落ちて…「常に死の恐怖」製鉄所地下で６５⽇、乳児の命守り抜いた⺟

ロシア軍、東部へ無差別攻撃…ゼレンスキー⽒「地獄のようだ」「ドンバス完全破壊」

［深層ＮＥＷＳ］バイデン⽒訪韓で「韓国の中国離れの姿勢明らかになるのでは」…武藤正敏⽒

天然痘に似た「サル痘」、欧⽶で相次ぎ確認…⼦どもは重症化しやすく

国際

アクセスランキング

1
世界最⼤級だったモンスターゴールド、万博出展後に⾏⽅不明…採掘の地・気仙沼で「復活」

2
教頭、⼥性職員３⼈に「僕はストーカー」「⾻盤よく動いている」…校⻑の指導きかず

3
読者を真正⾯から受け⽌め、納得してもらえると信じて描いたラスト――『ゴールデンカムイ』完結、
作者が語る制作秘話＜前編＞

4
「あばれる君」の妻、初めて⾒せた涙は「お⾦なんでないの」…売れ始めたのはその直後だった

5
⼤型爆弾も落ちて…「常に死の恐怖」製鉄所地下で６５⽇、乳児の命守り抜いた⺟

主要ニュース

２０年前から「カズワン」アマ無線使⽤…業務⽤では禁
⽌、免許ない従業員が交信も

08:25 知床観光船事故

知床観光船、潜⽔⼠乗せた⽔中エレベーターが降下…引
き揚げ作業準備

09:01 知床観光船事故

幻の「ブドウエビ」、⽔族館⽣まれです…アクアマリン
ふくしまで展⽰
08:52

楽天「０円」廃⽌、乗り換え争奪戦…ソフトバンクとＫ
ＤＤＩが次々とキャンペーン
09:20

ロシア、マリウポリの製鉄所「完全制圧」…アゾフ⼤隊
幹部を特殊装甲⾞で連れ出す

08:00 ウクライナ情勢

狙え︕⽇⽶通算「１５０号」…⼤⾕翔平、３番ＤＨでス
タメン

08:24 ⼤⾕翔平

役場の対応まずい・職員の責任は・彼の⼈⽣狂わせた…
誤給付の町に苦情殺到

07:17 ４６３０万円誤給付

教頭、⼥性職員３⼈に「僕はストーカー」「⾻盤よく動
いている」…校⻑の指導きかず

07:21 許すな わいせつ教員

さんま「６０歳で引退」考えたけど…太⽥光のひと⾔で
翻意「落ちてく姿を⾒せて」
07:40

１０代男⼥ら、道頓堀「グリ下」で出会いホテルへ…２
⼈と偽り５⼈で宿泊
06:29

［スキャナー］原材料価格が上昇、負担感ジワジワ…消
費者物価４⽉２・１％上昇
07:30

ピックアップ

延⻑１２回に⽴岡がタイムリー、阪神
下し⾸位浮上…経過と結果はこちら

巨⼈プレミアム

斜め上、あるいは「脳天」から
社会部デスクの⽬ ⽊下敦⼦

ウクライナ危機、識者の分析
まとめ読み

新潟駅に降りたら、要予約の「のどぐ
ろ炙り丼」…丼を覆い尽くす「⽩⾝の
トロ」に圧倒されます
じもとゴハン

【映画評】李相⽇監督「流浪の⽉」…
広瀬すずと松坂桃李、瞳に映る絶望と
諦念と⼀筋の希望
エンタメ・⽂化 編集委員 恩⽥泰⼦

 島は古くから軍事戦略上の要衝だった。島から⾸都のストックホルムまでは約１９０キロ・メートル。島を拠点
にすれば、北欧やバルト諸国などに兵⼒を容易に展開できる。１９世紀初めには帝政ロシアとスウェーデン王国と
の戦いで、ロシアに⼀時占領されたこともある。

 フリクバル司令官はＡ４判の地図を広げ、「ロシアが島を奪えばＮＡＴＯ軍のバルト海への接近を阻⽌できる。
しかも島を取り戻すのは困難だろう」と解説した。

 スウェーデンは、軍事的な「中⽴」を貫く⼀⽅、練度の⾼い軍隊を維持し続けた。しかし、冷戦が終わりロシア
の脅威が和らぐと、軍の縮⼩を決定。島に駐留していた部隊は２００５年に完全に撤退した。

 ところが、ロシアによるウクライナ南部クリミア併合でロシアへの脅威認識が⼀気に強まった。スウェーデン軍
は１７年に島への駐留を再開し、廃⽌した徴兵制も復活させた。

 島では現在、防衛基盤の強化が急ピッチで進む。島北部では軍艦が⻑期停泊できるように港湾の改良を計画中
で、対空ミサイルの配備も予定するという。

マイフォルダ 1 記事数︓1/2000

対露最前線の島 強化急ぐ…バルト海 スウェーデン
領ゴットランド
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