南仏事件情報（2017 年 11 月分）
１ テロ関連事件
７日（木），仏国内及びスイスで，容疑者 10 名がテロを計画していた容疑で
逮捕された。逮捕されたのは男９名，女１名（18～65 歳）。逮捕及び家宅捜索は，
エクス＝アン＝プロヴァンス（ブーシュ＝デュ＝ローヌ県以下 BdR 県），マント
ン（アルプ＝マリティム県），パリ周辺及びスイスで実施された。
２ 凶悪事件（殺人，強盗事件等）
●１日（水），ベセージュ（ガール県）で，男性（89 歳）が自宅で死亡している
のが発見された。遺体は暴行を受けた跡があり，両足が縛られていた。
●２日（木），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）コルベール通りで，男性（21
歳）がＳＮＳで連絡を取った相手に腕時計を売るために待ち合わせていたとこ
ろ，男３名が現れ，拳銃で脅されて腕時計を奪い取られた。
●２日（木）午後 10 時頃，モンペリエ（エロー県）ガンベッタ地区路上で，男
子学生（20 歳）が友人と口論になっていたところ，通りがかりのアルジェリア
人の男（29 歳）が仲裁に入り，このアルジェリア人の男との口論になった。男
子学生は同男に刃物で喉を２回切られて死亡した。同男は警察に逮捕された。
●４日（土）夜，マルセイユ（BdR 県）ルカ・ブラン通りにある上院議員の自宅
に強盗が押し入った。被害当時，上院議員は不在だったが，息子が家の中にい
た。犯人らはバルコニーから侵入し，３階から飛び降りて逃走した。
●４日（土），マルセイユ（BdR 県）ラ・ポム（11 区）にあるパン屋で，男が刃
物で店員を脅して現金 500 ユーロを奪った。目撃者の証言により犯人はアル・
ベル（11 区）のシテで逮捕された。
●４日（土）夜，マルセイユ（BdR 県）レ・ザルナヴォー（14 区）で，覆面を
して武装した男３名がバーに押し入り，タバコ数カートンと売上金を奪った。
●５日（日）午前零時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ジョリモ
ン地区路上で，男性（23 歳）が車両で帰宅していたところ，覆面をした男に拳
銃で脅され，車両を奪われた。
●５日（日），ソクシア（コルス＝デュ＝シュッド県）で，市議会議員が頭部を
銃で撃たれて死亡した。山羊飼いの男（27 歳）が逮捕された。
●７日（火）午後６時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）14 区で，ハロウィンの覆
面をした男３名が場外馬券売場に押し入り，拳銃を威嚇射撃して店主を脅し，
売上金を奪って逃走した。
●10 日（金）午後４時頃、ブラニャック（オート＝ガロンヌ県）路上で，学生
３名が道路を横断していたところ，車両に轢かれて負傷（重傷１名，軽傷２名）

した。運転手の男は逮捕された。同男は自称統合失調症。
●11 日（土）午前１時頃，マルセイユ（BdR 県）サン・モロン（３区）のシテ
で，男性（24 歳）が胸部を銃で数発撃たれて死亡した。男性は麻薬に関する犯
罪で警察に知られていた。
●12 日（日）午前１時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）16 区で，覆面をした男３
名がマクドナルドに押し入り，銃で店員を脅して現金約 1,500 ユーロを奪って
逃走した。
●12 日（日）午後 10 時頃，マルセイユ（BdR 県）バイユ通り（５区）で，女性
が銀行のＡＴＭで現金 200 ユーロを引き出したところ，男２名に奪い取られた。
女性から通報を受けた警察が付近を検索したところ，同銀行前のタバコ屋で男
２名（52 歳と 59 歳）を発見し逮捕した。男らは同店で 200 ユーロ分のタバコを
購入していた。
●16 日（木），マルセイユ（BdR 県）ジョリエット（２区）で，女性（92 歳）が
自宅アパートの台所でほぼ全裸の状態で死亡しているのが発見された。解剖の
結果，遺体には暴行の痕跡が認められた。
●19 日（日），マルセイユ（BdR 県）パラマ通り（13 区）で，少年（18 歳）が
銀行ＡＴＭ前で男２名に銃と刃物で脅され，ＡＴＭから現金 500 ユーロを引き
出させられ，奪われた。
●21 日（火）午後９時頃，フルール＝ドード（オード県）の松林で長椅子が燃
えているとの住民からの通報があり，消防が消火したところ，長椅子の上に男
性の焼死体を発見した。遺体には殴られた跡があり，捜査が開始された。
●23 日（木）午後 11 時頃，トゥーロン（ヴァール県）ポンカラルのシテで，男
性（20 代）が車両に乗った複数の男に銃で頭部を撃たれて死亡した。
●24 日（金）午前零時 30 分頃，マルセイユ （BdR 県）カステランヌ広場（６
区）で，男性（52 歳）が男に刃物で胸部を刺されて病院に搬送された。男性の
命に別状はない。男は逮捕された。情報筋によると，男は精神に障害を持って
いた。
●24 日（金）午後６時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）サン・アンドレ（16 区）
路上で，男性（25 歳）が男６名に襲われ，刃物で刺されて携帯電話を奪われた。
男性は病院に搬送され，命に別状はない。
●26 日（日）午後９時 45 分頃，マルセイユ（BdR 県） ラ・カプレット（10 区）
で，同所にある有料道路料金所の管理会社が覆面をした男３名に襲われた。犯
人らは銃で社員を脅し，現金約６万ユーロ（92 パーセントがトンネル通行料金）
を奪った。社員に怪我はなかった。
●30 日（木）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）ラ・ブスリヌ（14 区）のシテ
で，男性（20 代）が何者かに銃で背中を撃たれて病院に搬送された。男性の命

に別状はない。
３ 薬物，銃器事件
●２日（木），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）レイヌリ地区で，警察が団
地８階のエレベーター付近に大麻 240ｇ，大麻樹脂 366ｇ，コカイン 22ｇ及び現
金 4,150 ユーロ入りの袋が隠されているのを発見した。警察が見張っていたと
ころ，男（23 歳）が同袋を取りに来たため逮捕した。
●３日（金）午前 10 時 30 分頃，コロミエ（オート＝ガロンヌ県）で，男４名
（23 歳～27 歳）がホテルの窓から拳銃を見せびらかした容疑で警察に逮捕され
た。
●５日（日）午後５時 15 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ベルフォ
ンテンヌ地区路上で，少年（14 歳）が大麻を吸引した容疑で警察に逮捕された。
●６日（月）及び７日（火），マルセイユ（BdR 県）レ・ローリエ地区（14 区）
周辺で，男４名（22～32 歳）が薬物密売容疑で警察に逮捕され，現金約 35,000
ユーロ，大麻約５kg 及びカラシニコフ銃等用の弾薬約 100 発が押収された。
●７日（火），ル＝クレ（エロー県）で，肉屋の男（31 歳）が薬物密売の容疑で
逮捕され，自宅から大麻樹脂 126g，大麻約２kg 及び散弾銃１丁が押収された。
●11 日（土），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）のシテで，憲兵隊による一
斉捜査が実行され，７名が拳銃密売容疑で逮捕された。
●13 日（月）午後６時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ブラソル
地区路上で，男（25 歳）が薬物密売容疑で警察に逮捕された。逮捕当時，男は
車内に大麻 20 袋，チューブ入りコカイン 14 本及び現金 180 ユーロを所持して
いた。
●13 日（月），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ミライユ通りで，男（37
歳）が薬物密売容疑で逮捕された。男の自宅からコカイン，大麻，拳銃及び弾
丸が押収された。
●14 日（火），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）イザール地区で，少年（17
歳）が薬物密売容疑で逮捕され，自宅から現金７千ユーロ，コカイン，計量器
及び防弾チョッキが押収された。
●14 日（火）午前 11 時頃，ニース（アルプ＝マリティム県）港付近路上で，少
年（17 歳）がエアガンを数発発射し，警察に逮捕された。負傷者はなかった。
●19 日（日）午前８時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）旧港（１区）にあるトン
ネル入口付近で，５名乗車中の車両がコントロールを失って柱に正面衝突した。
後部座席に乗っていた２名（17 歳と 23 歳）は死亡，他の３名は重傷を負った。
運転手は無免許で，酒に酔い，大麻を使用していた。
●22 日（水）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）13 区のシテで，男性（25 歳）

が男に銃で足を撃たれて負傷した。犯人はパトロール中の警察官に逮捕された。
撃たれた男性は薬物密売人として知られていた。
●26 日（日）午後７時頃，モンペリエ（エロー県）ピック・サン・ルー通りで，
窃盗被害の通報を受けた警察が付近を検索していたところ，車両に乗った男女
２人組を発見した。男女は警察官の指示に従わず，警察官を轢き殺そうとした
ため，逮捕された。車内から拳銃１丁が押収された。
●30 日（木），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）イザール地区で，男（29
歳）が薬物密売容疑で警察に逮捕された。男は現金 650 ユーロ，大麻樹脂 70g
及びコカインを所持していた。同日同市レイヌリ地区で，男（20 歳）が大麻 380g
を所持していた容疑で警察に逮捕された。
４ 交通事故
●４日（土），ニース（アルプ＝マリティム県）アナトル・ド・モンジ通りで，
少女（11 歳）が車にはねられ負傷した。
●５日（日）午前５時 30 分頃，ニーム（ガール県）アランド通りで，６名乗車
の車両（乗車定員５名）がバス停に衝突し，同乗していた女性（24 歳），同女性
の子供２名（生後６ヶ月と 18 ヶ月）が死亡し，他の同乗者２名は重体。運転手
に怪我はなく，逮捕された。乗員らはシートベルトを装着せず，チャイルドシ
ートを使用していなかった。
●５日（日）午前 10 時頃，ミラマ（BdR 県）の幹線道路（ミラマ－イストル間）
で，車両が自転車２台に衝突し，自転車に乗っていた男性１名（65 歳）が死亡
した。自転車に乗っていたもう１名の男性（60 歳）及び車両を運転していた女
性は軽傷を負い，病院に搬送された。同道路では複数の死亡事故が発生してい
る。
●14 日（火）早朝，マルセイユ（BdR 県）４区路上で，男性（95 歳）が車に撥
ねられ，病院に搬送された。男性は重体。
●16 日（木）午後，ヴァランソル（アルプ＝ド＝オート＝プロヴァンス県）の
幹線道路（Ｄ６）で，女性（20 歳）が車両を運転中に対抗してきた車両に正面
衝突して死亡した。対向車両の運転手は軽傷を負った。本年，同幹線道路では
26 名が交通事故により死亡している。
●19 日（日）午前６時頃，ランソン＝プロヴァンス（BdR 県）の高速道路で，
４名乗車中の普通車が大型トラックに衝突し，普通車の運転手（30 歳）及び同
車両の同乗者２名（両名 27 歳）が死亡し，同車両後部座席の同乗者１名が軽傷
を負った。
●25 日（土）深夜，ラ＝ブヴェリ（ヴァール県）で，少年７名（15 歳～17 歳）
が内１名の親の車両に乗り，高速で走行していたところ，コントロールを失っ

て路外に逸脱した。１名が死亡し，他６名が負傷した。
●25 日（土）午後３時頃，サロン＝ド＝プロヴァンス（BdR 県）ジャン・ムー
ラン通りで，車両同士が衝突した。４名が負傷し，内２名（女性 20 代と赤子３
歳）が重体。
●25 日（土）午後１時頃，オーバーニュ（BdR 県）の幹線道路で，男性（20 歳）
が車両を運転していたところ，別の車両に衝突して死亡した。
●30 日（木）午後，マルセイユ（BdR 県）13 区路上で，バスと普通車が衝突し，
11 名が軽傷を負った。
５ その他の事件
●10 月 31 日（火）から 11 月１日（水）にかけての夜，ハロウィンのイベント
が開催され，ニース及び同市周辺では，火災のため消防が約 40 回出動した。ま
たグラース，ニース及びヴァロリス（アルプ＝マリティム県）では，４名が暴
力的な行為（物の破壊や投てき）によが逮捕された。
●１日（水）午後４時頃，マルセイユ（BdR 県）ポワント・ルージュ（８区）に
あるボート置き場で火災が発生し，消防により消火された。同所では前日も火
災が発生していた。
●１日（水）午後２時頃，マルセイユ（BdR 県）ヴォバン（６区）にある松林で，
路上生活者の男性（37 歳）が死亡しているのが発見された。検事により捜査が
指示されたが，遺体には暴行の痕跡は確認されていない。
●２日（木）から３日（金）にかけての夜，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ
県）ベルフォンテンヌ地区路上で，男（47 歳）が公然わいせつの容疑で逮捕さ
れた。男は性犯罪の前歴があった。
●３日（金）午前２時 45 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）デュピュ
イ広場で，少年４名（15～17 歳）が一軒家に侵入し，目撃者の通報により駆け
つけた警察官に逮捕された。
●３日（金），マルセイユ（BdR 県）６区路上で，アクション・フランセーズに
反対する住民が集まり，同メンバーと住民の衝突を避けるため機動隊が配備さ
れた。
●５日（日），マルセイユ（BdR 県）ラ・ヴァランチヌ（11 区）にあるファース
トフード店で，乱闘があり，男性２名が負傷した。内１名は脇腹を刃物で切ら
れた。主犯の男（19 歳）が逮捕された。
●６日（月）午前零時 15 分頃，ブラニャック（オート＝ガロンヌ県）モンテー
ニュ通りで，車両４台に放火された。
●６日（月）午前零時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ソーズロ
ン地区で，スクールバスが放火された。

●９日（木）午後，カンヌ（アルプ＝マリティム県）にあるブリストル高校で，
硫酸様の物が入った瓶が投げ込まれ，生徒らが避難し，一時騒然とした。その
後，少年３名（いずれも 15 歳）が警察の取調べを受けた後，両親に引き渡され
た。
●20 日（月），ボワスロン（エロー県）の民家の庭で，第二次世界大戦時の手榴
弾が発見され，爆発物処理班に処理された。
●21 日（火）午前２時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）レスタック（16 区）にあ
る中学校前で車両１台が燃やされた。同車両は前日にプラン＝ド＝カンパーニ
ュで盗難被害に遭っていた。
●25 日（土）午後 10 時頃，シャトールナール（BdR 県）中心部で，火災が発生
し，住宅３軒が全焼した。
●28 日（火），マントン （アルプ＝マリティム県）の仏・伊国境で，身分証を
持っていない男２名が車両で柵を突破しようとしたため，警察官が発砲して阻
止した。男１名が手を撃たれて負傷した。
●30 日（木）午後２時頃，トゥルヌフイユ（オート＝ガロンヌ県）で，女性が
ジョギングをしていたところ，男（23 歳）に髪を引っ張られたが，逃げること
が出来た。女性が知人と一緒に被害現場に戻ったところ，知人は男に殴られ，
男は逮捕された。

