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ワシントンの奇抜なトップ・カップル、哀れなジョン・マケインとリンゼイ・

グラハム。彼らはシリアの「穏健な反政府派」をただ武装したいだけなのだ。3

年間ずっと、ＩＳＩＳがこんなに強く成長した一方で、なぜ彼らのマスタープ

ランが機能しないのか？ 

 

「第二次大戦終結の解放より大きいフランスの歴史上最大のデモンストレーシ

ョン！」［この二つを正しく比較できるのか？］、このようにメディアが称賛し

たにもかかわらず、パリ襲撃はしだいにバックミラーに消えてゆく。たとえそ

の主張を支持する物的証拠がいい加減なものであったとしても、メディアは「ヨ

ーロッパのＩＳＩＳ」の不気味な可能性を補強するためどんなことでもした。

証拠不十分にもかかわらず、メディアは人々を怯えさせる新しいトレンドで魔

法を呼び出すことをけっしてやめはしない。 

 

最近のパリ襲撃に照らしてみれば、シリアには真の「穏健な反逆者」などどこ

にもいない、イラクにはもっといない、という事実に光を当てることはおそら

く冷静な観察以上に重要なことである。 

 

火曜日、一般教書演説のときバラク・オバマ大統領はシリアやイラクでの米主

導の空爆で「ＩＳＩＳの優勢を止めた」と大きな前進をほめちぎった。今日、

米国大使スチュアート・ジョーンズは、「有志連合の空爆」［実は米国の空爆］

は 6000 名のＩＳＩＳを殺害したと公表した。米国がどのようにしてこのような
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信じがたいジャックと豆の木のようなもの［すべてを確かめることは不可能］

を魔法で呼び出したのか、ワシントンの外部の者には誰もわからない。あなた

方はまさに彼の言葉を誤って思い込んだのだ。―ジェフリー・パイアットがツ

イートした２，３のランダムなデジタル・グローブ社の衛星画像は、ロシア人

がウクライナに再度侵入したと主張したとき 6 つほどの「ロシアの侵略」とい

う嘘が出始めたあとで―、ちょうどわれわれが米国大使のウクライナについて

の言葉をそのまま受け取らなければならないと思い込んだように。ツイッター

以上の証拠をいつまでも待たされることになるのか。 

 

その嘘とつくられた動機は、シリアでの米空爆が始まって以来明白なことだ。

初期の爆撃は実際にはＩＳＩＳに対するものではなく、むしろ奇妙なことに米

国が急襲を命令する何日も前に避難させていた建物、あるいは目立ったカラの

建物を標的にするものだった。なんとも面白いことに。 

 

このことはＩＳＩＳが本当には誰であるのか、またＩＳＩＳが今日あるレベル

にいかにつくられたかという問題にわれわれは直面する。なぜならこの驚くべ

き事実を許容するというなら、それを可能にすることはとりわけ恥ずかしいこ

とだ。ついでさらなる疑問をかき立てる懐疑がはじまる。政治屋どもが何より

嫌がることがあるなら、それはその事実と問題なのだ。 

 

してみると、マケインの「穏健反政府派」のすべてに何が起こっていたのか？

いいですか、オバマ大統領、ジョン・ケリー、デヴィット・キャメロン、およ

び「自由シリア軍」一味といった連中の誰がさらなる武器と資金でわれわれの

助力の必要性を要求しているというのか？ニュー・イースタン・アウトルック

の地政学的分析家で執筆家のトニー・カルタルッチが次のように説明している： 

 

欧米メディアの周りを探って取材されたものだが、「自由シリア軍」に属する約

3000 人のいわゆる「穏健な反逆者」が「イスラム国［ＩＳＩＳ］」に寝返って

いた、という記事が最近報告された。いわゆる「穏健派」が公然とアルカイダ

やＩＳＩＳに寝返ってきたのは初めてではないが、今まで起きた中での大規模

な乗り換えの一例である。彼らとともに 3000 人の戦士が、サウジアラビア、カ

タール、米国、英国が彼らに提供した武器、金、装備、軍事訓練も引き連れて

きて、最近のフランスはパリのテロ襲撃に続くすべてでおそらくもっとも皮肉

なことになるだろう。じつに、ＩＳＩＳおよびアルカイダの隊列は、ひたすら

増殖を目ざす権謀術数に長けた「テロ洗浄（ロンダリング）」ネットワークの真

っ只中で増加し続けることになるのだ。 

 

これは言うまでもなく「穏健な反乱軍」などではないことを意味する。だから



こそＩＳＩＳはマケイン軍なのだ。ワシントンの国家建設者は、アメリカがも

う十分強くなくかつこれに取り組むにはあまりに無能であるという事実の上に

土手を築いているのだ。 

 

画像キャプション：ＩＳＩＳ：ＣＩＡがツイッター向きに、傭兵軍は「削除せよ」 

 

2012 年以来、戦争に取りつかれた上院議員殿は納税者が提供したあまりに多く

の貴重な時間を、シリアの「自由戦士たち」のために、さらなる武装さらなる

資金のロビイングに捧げた。戦士たちとは、暴力的なテロリスト戦士グループ

すなわちアルカイダ、アル=ヌスラ、勝利前線（フロント・ヴィクトリー）、お

よび ISIS/ISIL/IS（ダーイシュ）とともに事実上至るところに偏在する言わず

と知れたワシントンの外部にいる連中だ。イラクにおける戦争劇の 10 年は、ジ

ョン・ネグロポンテやロバート・フォードのような米国の国家弱体化エキスパ

ート配下のアルカイダやイスラム国の「暗殺団」を培養し発展させるに十分な

時間があった。ＩＳＩＳ先端戦闘部隊は、現れ出た 2005 年以降ネグロポンテの

暗殺団から直接成長したものである。暗殺団のリクルートは、シーア派、クル

ド人、またスンナ派レジスタンス民兵だけでなく海外の戦闘好き反抗分子やイ

ラクの「資産家の兵士」からかき集め厳選された。暗殺団は、イラクの米国占

領に対するスンナ派やシーア派の反対者がまだ残っているどんな地域コミュニ

ティーをも分断させ解体させるよう構想されていた。加えて、あたかも「アル=

バグダーディ」［彼については以下で］のような役者兼指導者に洗脳されるよう

な神話が創設された。 

 

第一ヒントは、リビアの港湾都市ベンガジの貸し別荘（米国領事館）が焼け落

ちた 2012 年の 9 月に露呈した、「ファスト＆フュリアス（迅速かつ猛烈）作戦」



を据え付けたワシントンの砂漠のネズミ（兵士たち）であった。その後、われ

われは一時しのぎの「領事館」が実はＣＩＡの秘密連絡事務所の一部であった

という真相を知ることになる。そこはシリアにおけるワシントンの新たな大殺

戮を急増させるため、米国が前カダフィ政権の備蓄武器を移転する船積みを組

織していたところだった。 

 

《訳註：「ファスト＆フュリアス（迅速かつ猛烈）作戦：Operation Fast and Furious」は、麻薬撲滅を

謳ったオバマ政権が２００９年から２０１１年にＡＴＦ（米アルコール・タバコ・火器爆発物取締局）に実

施させた作戦名。その後、２０００丁もの銃を不法にメキシコに流し麻薬カルテルを摘発しようとした

一種の「おとり捜査」であることが発覚した。このくだりは、クリストファー・スティーブンス大使以下 4名の

殺害に至ったベンガジ領事館襲撃事件を実は米国政府が「反政府派」に武器を不法に流入して

実施させた一種の「おとり作戦」であったという筆者の見方があるようだ。》 

 

《訳註：ベンガジの貸し別荘（米国領事館）が焼け落ちた 2012年の 9月：オバマ政権の公式発表に

よれば、2012 年 9 月 11 日、武装したイスラム・サラフィスト集団ら「暴徒」2000 人が反米スローガン

を叫んで領事館を襲ったとされているが、なぜスティーブンス大使が居合わせたのか、デモ隊の暴動が

なぜ戦闘用ロケット弾まで使用できたのか、なぜ米側の反撃がなかったのか、またこのとき国務長官ヒ

ラリー・クリントンが側近のシドニー・ブルーメンソールを使ったというメール問題など、当時ベンガジが反

政府派アル=カーイダの拠点であったこととあわせて、リビアからシリアへの武器横流しの実態はまだ公

式には明らかにされていない。もとより、前年 2011 年 10 月 20 日のカダフィ暗殺、および「押収した

300 億ドル」の行方も、その実態は明らかにされていない。》 

 

この顛末の追っかけや多くのアメリカ人はまだ気づいていないかもしれないが、

アルカイダ副司令官アブデル・ハキーム=ベルハージ［写真左］は米国がグアン

タナモ湾米軍基地収容所［GITMO］の「ペニー・レイン」に収監していた人物

で、その後ＣＩＡに転向させられ［または情報を引き出され］、二重スパイとし

て戦場に放免されたが、ＮＡＴＯ代理として活躍したリビア・イスラム戦士集

団（ＬＩＦＧ）を率い、彼らの奮闘で 2010 年から 2011 年リビアの指導者ムア

ンマル・カダフィを転覆することになった。ＷＮＤ（米の独立系ニュース・ネット

ワーク・ディジタル誌）は、ベンガジ事件に関する市民委員会中間報告が、2011

年の「暴動」を通じてアルカイダ支配の反乱軍民兵にたいする武器引き渡しに

適切な助力をしたこと、しかも議会に隠れて海外に運び出されたこの不法な作



戦は米国務長官ヒラリー・クリントンの采配によるものであってワシントンが

いかに十分知っていたかを明らかにした、と今週報道した。カダフィ政権を引

きずり降ろした後、米国政府はトリポリ知事という地位でハキム・ベルハジに

報いた。そのとき以来、彼はシリアに向かう戦闘豊富なリビアのジハード戦士

の継続的なリクルートと再配置で重要な役割を演じた。そこには、ムスリム同

胞団メンバーの問題があり、またリビアにおけるＮＡＴＯ支援の多国籍会議（Ｔ

ＮＣ）支配に深くはめ込まれた彼らのアルカイダ提携の問題がある。カダフィ

政権崩壊の最中と後のことは、ＷＮＤの話の中でジェローム・コルシ博士が詳

しく説明していた。戦士たちと共にさらなる兵器つまり前カダフィ政権所属の

備蓄武器が、リビアからトルコ経由でシリアに移転する手筈になっていた。 

 

明らかなことは、リビア・イスラム戦士集団は2011年にカダフィを倒すため米、

英、仏およびＮＡＴＯ情報機関と密接な関連をもって動いており、カダフィ政

権崩壊後にはアルカイダおよびＩＳＩＳの「ブラック・フラッグ」を公然とひ

るがえし、その前と最中には、彼らはバッシャル・アル=アサド政府軍とシリア

で戦うために輸送されていた。その彼らはＮＡＴＯ同盟諸国の情報機関とまっ

たく同じ仲間の代理であった。 

 

ＷＮＤの報道は続く： 

 

2011 年前半、カダフィ退陣の後、米大使クリストファー・スティーブンスが貨

物船でベンガジに現れたが、その時の彼の肩書はリビア反乱軍への特使だった。

「要するにクリストファー・スティーブンスを待ち受けていたものはまさにア

ルカイダに向けたアメリカの最初の特使だった」とクララ・ロペスは説明した。

ロペスはＣＩＡ作戦将校のキャリアをもつ機関メンバーの一人で、現在はワシ

ントンのシンクタンク「安全保障政策センター」の研究会議副議長である。「そ

のときスティーブンスは、リビアのアルカイダ関連の民兵に武器を引き渡す手

引きをしていた」とロペスは続けた。「それらの武器は東ヨーロッパの工場で生

産されたもので、カタールの後方支援の拠点に輸送された。武器の財源はＵＡ

Ｅからであり大部分はカタール経由の船で引き渡されていたが、若干はベンガ

ジに輸送するため飛行機も使われた。それらの兵器は、カラシニコフ、ロケッ

ト推進手榴弾、および多数の弾薬を含む小火器であった。」 

 

「これはリビアに流入する武器に関するものだったが、スティーブンスは、エ

ジプトのムスリム同胞団から分岐しカダフィに対する反乱を指揮した他のアル

カイダ傘下の民兵指導者またリビア・ムスリム同胞団の指導者でもあるリビ

ア・イスラム戦士集団の指導者アブデル・ハキーム=ベルハージと調整している」

とロペスは語った。ＬＩＦＧ（リビア・イスラム戦士集団）を含むアルカイダ関連



の戦闘員の個々のメンバーの多くは、またのちにアンサール・アル=シャリーア

となったグループは、ムスリム同胞団の最初のメンバーであった。 

 

それをスキャンダルと呼ぶにはまだ控えめな表現だ。しかし最悪なことは、こ

れらの出来事が今日世界が直面している「ＩＳＩＳ危機」となった触媒の役割

をいかに提供したかということだ。高度に軍事訓練され武装化された残酷なイ

スラム戦闘員が木に成るわけではないし（簡単に手に入るわけではないし）、Ｉ

ＳＩＳの最高司令官や戦闘員が米国やＮＡＴＯおよび湾岸諸国の同盟諸国に装

備され選り抜かれ転向させられていたことを考えると、重大な懸念を引き起こ

しているというべきだ。 

 

のちほどＮＡＴＯ同盟諸国は、ヨーロッパについでシリアに対し初めて計画さ

れたより強化した取り組みを選択した。初めに公表された大規模な武器の出荷

は、推定 3000 トンの軍用兵器類を 75 機編隊の飛行機でヨルダンに運ぶ「クロ

アチア武器大空輸」と知られているもので、2013 年 3 月に米英仏によって組織

された。 

 

ついで、ＣＩＡが「穏健反乱軍」［現在ＩＳＩＳがリクルートしている］に対す

る資金と軍事援助をいかに公然と明らかにしていたか、われわれは 2013 年 9 月

13 日に聞いた。米国の政治屋たちは、そのとき彼らの輝かしい新計画を誇らし

げに公表することで興奮にあふれんばかりだった。国務省首席顧問マーク・Ｓ・

ウォードは（テロリストへの）シリア援助を鼻にかけて、「これはさらなる効果

的な軍事力を仕向けるだけでなく、連携グループの緊密な協力を維持するその

能力を増大することでもある」と語った。その通り！ＩＳＩＳがいかに効果的

になったかを見よ。よくやった、マーク。 

 

お粗末な策略だ。つまりシリアで待ち構える「穏健な反逆者たち」の幾つかの

タイプとヨルダンやトルコといった彼らを取り囲む欧米の協力諸国があるとい

うアイデア。実体は単に恐ろしい―武装サラフィスト戦士たち、彼らの真の本

質かつ存在は、この話題にかんするメディアや社会の声をかき消す効果もつ西

側の嘘と際限なきプロパガンダで覆い隠されている。ＩＳＩＳは犯罪組織に編

成された巨大な傭兵軍のひとつであって、私がすでに触れた 21 世紀の「砂漠の

盗賊」のひとつである。臨時のポケットマネーのためにこれらの私掠船は、連

続的な誘拐、売春組織、見かじめ料、恐喝、賄賂、強奪、割り当て金、闇取引

などで民間人を標的にする。彼らは親指ひとつで何でも手に入る―食料、燃料、

小間物、不動産、交通手段、もちろん麻薬、覚醒剤。さらに彼らは、北部シリ

アの路上生活者に対する国連やＮＧＯの基金や「国際援助」まで受け取ってい

る。シリアでのＣＩＡとの仲介者は「自由シリア軍」の指導者サーリム・イド



リース将軍である。この「自由シリア軍」は、―代理ビジネスを指揮しアクセ

スを掌握しシリアとイラクのテロリスト戦士集団および暗殺団に援助の類を引

き渡す米国国務省のたかが店先にすぎないのだが―まったく同様のやり方でＴ

ＮＣ（リビアにおけるＮＡＴＯ支援の多国籍会議）連携のリビア「反乱軍」はリビア・

イスラム戦士集団とリビアの準軍事組織であるアルカイダ(AQIM)に対するＮ

ＡＴＯ連携の店先であったのだ。 

 

2007 年に報じられたニューヨーク・タイムズの記事によると、恐れられたＩＳ

ＩＳ指導者アブドッラ・ラシード・アルバグダディはけっして実在しなかった。

そのとき重要なアメリカ軍スポークスマンであった准将ケヴィン・バーグナー

によれば、「イエス、録音テープの宣言はアブアブドッラ・ナイマという名前の

年配の俳優に準備されたもので、アルバグダディは虚構の人物である。」 

 

マケインの「自由愛好家たち」の大部分は、ヨルダンやトルコに拠点を置く優

秀な米英の特殊部隊および請負業者によって軍事訓練を受け、武器と資金提供

は米国とその湾岸君主国―サウジアラビア、カタール、バーレーンその他―に

着々と供給されていた。加えて、イスラエルは「穏健反乱軍」援助および空中

援護を一貫して与えていた。 

 

そのマスタープランは何か？不安定性を目指すご都合主義者（米‐イスラエル=訳

者）が、あらゆる局面でカオスに陥らせてしまうことを積み重ね確保するという

ところに、議論の余地がある。本質的にわれわれが見ていることは、たとえば

アジアとヨーロッパ市場を結びつける石油・天然ガスの大パイプラインといっ

たシリア、イラク、およびイランが守るどんな重要な軍事的経済的または政治

的な事業をもＩＳＩＳおよびＩＳＩＳ関連の災厄によってその安定性と調整能

力のすべてを枯渇させ地域を荒廃させてきた米国主導の成果である。これを達

成するために地域＝宗派間の大殺戮を必要とした。これは米国とイスラエルの

みならずサウジアラビアにふさわしい。幸運な枢軸だ。だがそれは地域を剥き

出しに晒す。この過程の代理惨事で負わされたダメージが、都市、村落、家族、

さらに全文化を破壊し世代を越えて毒を浸み込ませることは確かだ。基盤とな

る方針と実践のさらなる背景理解のために、ピューリツァ賞受賞者のジャーナ

リスト、シーモア・ハーシュのニューヨーカー誌の記事が読むに値する。『再審：

政府の新方針はテロリズムに対する戦争でわれわれの敵のためになっているの

か？』 

http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection 

 

このすべてを聞いて手に余るなら、この世界であなたがマスメディアの心理劇

の中にいかにあらかじめプログラム化されているか、まさによりよく理解する

http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection


にはちょっとした時間が必要だ…。 

 

https://youtu.be/dYXXcwuJtbQ 

ビデオ（英語 15 分）：ISIS は 100％ＣＩＡとモサドの作戦だったと暴露された。

アメリカにばかにされるな！ 

 

（以上、翻訳終わり） 
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