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アンソロジー：アメリカがつくった「イスラム国（ISIS）」８篇 

 

 

How We Know ISIS Was Made In The USA 

ISIS が米国に創設されたことを知る方法 

By Roger Stone 

ロジャー・ストーン（松元保昭訳） 

2016 年 8 月 20 日 

インフォメーション・クリアリング・ハウス誌 

Url of this article: 

http://www.informationclearinghouse.info/article45324.htm 

※この記事は、米大統領選の最中、トランプ氏が 8 月 10 日の演説でヒラリー氏のメール問題にかか

わり、「オバマとヒラリーは、ＩＳ「イスラム国」の共同設立者だ」と発言し世論がヒートアップしたことを受

けて書かれたものである。たとえば、クリントンの email は次のように述べている：「我々は、地域の ISIL

と他の過激なスンナ派グループに財政上、兵站用の秘密の支援を提供するカタールおよびサウジアラ

ビアの政府に圧力をかけるよう我々の外交および従来の諜報資産を利用する必要がある。」これはヒ

ラリー・クリントンから 2014 年 8 月 17 日に送信された一部である。

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/7243 

しかし日本のメディア報道では、私的メールを利用したとは言われるが、その違法で謀略的な隠密内

容についてはほとんど触れられない。 

また資料典拠は、末尾の「参照論文」にあるようにジェームズ・H.フェッツァー教授の論考《ISIS が「メイ

ドイン USA」であったことを知る方法》（2016 年 1 月 20 日）である（別掲紹介）。なお、原文には

「2013 年」とあるが、今夏の同誌は数週間にわたってどの記事も年号を誤記しているので正しくは

「2016 年」である。 

ジュディシャル・ウォッチ（1994年に設立された米国の保守的な行政監視団体）が

それを提供した。米情報公開法の要請を受けて、ジュディシャル・ウォッチは

2012年に ISIS創設に着手したという米国防情報局(DIA)のコピーを直接入手す

ることができた。DIA の報告書は次のように述べている： 

「［シリアの］反政府派を支援する西側、湾岸諸国、およびトルコは…シリア政権を孤立

させるために…宣言するかしないかに関わらずシリア東部にサラフィスト国を確立し［援

助する］…」 

http://www.informationclearinghouse.info/article45324.htm
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/7243
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※「サラフィスト=サラフィー主義」：サラフは一般に預言者やその教友である「先祖」を意味する語。

初期イスラムの原則や精神の回復を目指すイスラム改革の思想・運動でワッハーブ派を源流とす

るスンナ派のイスラム主義者。その主張をイスラム過激派および欧米策動家に利用されているよ

うだ。＝訳者 

ジュディシャル・ウォッチでさえ―その公式発表がリビア・ベンガジ攻撃に焦

点を当てていたくらいだから―この文書の重要性を正しく評価していたように

は思われない。ヒラリーのメールの最近の公表は、さらにアサドを亡き者にす

ることがイスラエルを助けることになる以上、アサドに嫌疑のかかるシリア国

民の虐待とは無関係であることを裏付けている。 

念のために言っておくと、ヒラリーは 2009 年から 2013年のあいだ国務長官だ

った。2008年に就任したバラクは 2016年に退陣する。それは彼らの在任中に起

こったことだ。彼らの承認なしにそれは起こりえなかった。実に彼らこそ ISIS

を創設したのだ！ 

2013年 8月 21日のシリア市民に対する化学攻撃は、シリアへの巡航ミサイル発

射を正当化するのが目的だった。オバマはその準備をしていたがアメリカ国民

はそうではなかった。この策謀は、ロシアが国連に提出した 50ページのファイ

ルに暴露されたのだが、ロシアは DIAが ISIS を創設したという「プランＢ」に

訴えたのだった。 

この化学兵器は、ブッシュ家の人々に「バンダル・ブッシュ」と呼ばれている

サウジアラビアのバンダル王子によって「反乱軍」に提供されていたと広く信

じられている。だがヒラリー・メールの最近の公表は、リビアからシリアへの

兵器の移転を指示したのは彼女であって化学兵器はそれらの中に含まれていた

可能性があることを示唆している。 

リビアのベンガジ領事館襲撃事件は、シリアに輸送されている兵器の一部が民

間人に向けて使用されるかもしれないとクリストファー・スティーブンス駐リ

ビア米大使が懸念していたので着手したようだ。（同大使は 2012年 9月 12日リビ

ア「暴徒」によって殺害されたといわれているが…。＝訳者）オバマ政権は、シリア

反乱軍への武器譲渡にベンガジ領事館の関与があったかどうかという質問を妨

害した。それは「イエス！」を意味する。 

証拠はこの間ずっとまさしくそこにあったのだが、メディアはそれらを報道し

ていなかった。ISIS にかんする最近の調査ではその事実の一端がここに報告さ

れている： 
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※2015年 2月 23日、【イラン・ファルス通信社】は［非常に中傷されている］

イラク軍は ISISのために兵器を輸送する２機の英国貨物機を撃墜したと報道し

たが、世界で言われていることと違った事柄が西側の―とくに米国の―情報源

で語られていたことが最初の兆候のひとつだった。 

※2015年 3月 1日、【イラン・ファルス通信社】は、イラク人民軍は、言わず

と知れた「アルハシュド・アッシャービ」であるが、アル=アンバル県で ISIL

のために武器を輸送している米国のヘリコプターを撃墜したと報じた。彼らは

その写真を持っていた。 

※2015年 4月 10日、【イラン国営放送プレスＴＶ】は、ISILをテロ組織に指

名せよというシリアの要請を、米、英、仏およびヨルダンが拒否したので、シ

リアはむしろ戸惑っていたと報じた。 

※写真は、アメリカのメディアはまだ認めてないが、ISISメンバーが「US Army」

の入れ墨を入れているのを見せているのと一緒に写し出されていた。オンライ

ン“ISIS members sporting US Army tattoos”で探して自らこれを確認してく

ださい。 

画像

http://www.iranreview.org/file/cms/files/ISIS%20sporting%20US%20Army%20tattoo.j

pg 

※2015年 5月 19日のイラン・レヴューlevantreport.com のブラッド・ホーフが、

かつては機密扱いに分類されていた文書の公表に基づき米国防総省と国務省か

らジュディシャル・ウォッチが入手した「ＤＩＡの 2012年文書：西側はシリア

政権を孤立させるためにイスラム国の台頭を促進するだろう。」を掲載してい

る。 

※2015年 6月 22日、CIA元要員スティーブン・ケリーは、中東に「終わりなき

戦争」を継続させるため米国が「イスラエルのために ISILをつくった」のだと

説明した。「自国の軍産複合体からの指図通りの不断の武器の流れ」を供給す

ることが、「イスラエルに抵抗できない」国々をその地につくることになろう。

これらの戦争を推し進めるためにこそ、上院議員たちに多大の資金を注ぎ込ん

でいるのだ、と彼は続けた。（ここでは以上 6項目が紹介されているが、著者が参照し

た本記事末尾のジェームズ・H・フェッツァー氏の論考では 12項目が挙げられている。＝

訳者） 

アブーバクル・アルバグダディとジョン・マケイン上院議員の写真を含むさら

に多くのものがある。インターネット上にそれらの多くを見つけ出すことがで

http://www.iranreview.org/file/cms/files/ISIS%20sporting%20US%20Army%20tattoo.jpg
http://www.iranreview.org/file/cms/files/ISIS%20sporting%20US%20Army%20tattoo.jpg
http://levantreport.com/
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きるだろう。米国政府内では、ISISは「ジョン・マケインの軍隊」だと広く考

えられている。だからオバマの敵（軍産複合体=訳者）とクリントンの最も突出し

た支持者（イスラエル・ロビー=訳者）が実際に ISISをつくったと大統領候補者が

主張してそれが問題なのか？トランプは正しい。 

参照：ジェームズ・H・フェッツァーの論考

http://www.iranreview.org/content/Documents/How-We-Know-ISIS-Was-MADE-IN-T

HE-USA-.htm 

（以上、翻訳終わり） 

 

How We Know ISIS Was “MADE IN THE USA” 

ISIS が「メイドイン USA」であったことを知る方法 

James H. Fetzer 

ジェームズ・H・フェッツァー（松元保昭訳） 

2016 年 1 月 20 日 

イラン・レヴュー誌 

Url of this article: 

http://www.iranreview.org/content/Documents/How-We-Know-ISIS-Was-MADE-IN-THE-USA-.ht

m 

そのメモを見落とした人々のために言っておくが、9・11は、米国防総省内部の

ＣＩＡとネオコン［その多くは米国=イスラエルの二重国籍だった］およびモサ

ドによってもたらされたものだ。その目的は、［少なくとも公式には］わが国

に先制攻撃をしないどんな国をもけっして攻撃しないという方針から米国の外

交政策を転換させることだった。そこにこそわが国が世界最大の侵略国家とな

った政策があるのだ。 [1]  

【原注[1]９・１１の第一級の研究に加えて、とくにジェームズ・フェッツァーとプレストン・ジェームズによる『９・

１１という玉ねぎの皮をむく：陰謀の中の陰謀の地層』（2014 年 10 月 14 日初出）参照。デニス・キミーノ

による『９・１１：責任はだれになぜあったか』、および『真実が見える#103』（2015 年 9 月 11 日）同タイトル

の検索でオンライン利用可能。】 

ヨーロッパ連合軍最高司令官（ＮＡＴＯ軍長官）として任務を終えたウェスリ

ー・クラークは、来たる 5年以内にイラク、リビアを手始めに最後にはシリア

http://www.iranreview.org/content/Documents/How-We-Know-ISIS-Was-MADE-IN-THE-USA-.htm
http://www.iranreview.org/content/Documents/How-We-Know-ISIS-Was-MADE-IN-THE-USA-.htm
http://www.iranreview.org/content/Documents/How-We-Know-ISIS-Was-MADE-IN-THE-USA-.htm
http://www.iranreview.org/content/Documents/How-We-Know-ISIS-Was-MADE-IN-THE-USA-.htm
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とイランなど 7か国の政府を破壊するという計画を聞いた。彼はサンフランシ

スコの英連邦クラブでわれわれに語ったのだが、それこそ彼の人生で最も高潔

な行為だったかもしれない。[2] 

【原注[2]ウェスリー・クラーク、サンフランシスコのカリフォルニア英連邦クラブで（2007 年 10 月 3 日）「米国

は 5 年以内に 7 か国を攻撃するだろう」(YouTube)。】 

 

画像キャプション：来たる 5 年以内に 7 か国の政府を転覆するプランＡを語るウェスリー・クラーク 

その道を最後までやり遂げなかったのは、努力が不足したからではない。シリ

アとその国民に代わって、また有害といわれるバッシャル・アルアサド大統領

を助けるためのロシアの介入は、マスタープランをぶち壊すものだった。その

マスタープランとは、イスラエルがチグリスユーフラテスからナイルまでを支

配し「その運命」を成就し「大イスラエル」を可能にさせるものである。[3] 

【原注[3]多くのコメンテーターがロシアの介入はシオニストの計画を悪夢に変えたと意見を述べた。最善の

場合「ロシアは大イスラエルの夢を打ち壊す」platosguns.com（2015 年 10 月 19 日）。】 

ところがアメリカ合州国における主流メディアの大規模な支配は、暗澹たる状

況の現実をいっそう見え難くさせた。そこでオバマ政権は、アサドが自国民に

毒ガス攻撃をしたというコンテキストを捏造したが、ロシアが国連に 50ページ

のファイルを提出し論破したことでシリアに巡航ミサイルを撃ち込む米国の計

画は頓挫させられた。これは、シリア攻撃にさらに巧妙な理由づけを工夫し部

隊を再編制するように、オバマ政権を支配するネオコンに要請したものであっ

た。[4] 

【原注[4]たとえばユージン・レイモンドの『見え透いたでっちあげは戦争につながるものだ』antiwar.com

（2013 年 8 月 26 日）参照。化学兵器は、ブッシュ家の人々に「バンダル・ブッシュ」と呼ばれているサウジア

ラビアのバンダル王子によって「反乱軍」に提供されたとひろく考えられている。】 
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要するにＩＳＩＳはＤＩＡ［米国防情報局］の指令で生まれたのだが、そのジ

ュディシャル・ウォッチが情報公開法の要請でその指令を入手したものだ。中

東の米国関与の根底にある見せかけが暴露された。中東でわれわれはイスラエ

ルに代わって、われわれの軍隊、われわれの資金、われわれの政治的資産をイ

スラエルの利益のために利用する巧妙な企ての「汚い仕事」を演じているが、

われわれアメリカ人の介入からアメリカ合州国は何の利益も得ることはなかっ

た。[5] 

【原注[5]それは当然次のことを思い出させる。たとえばハリバートンのような民間契約業者に入る何十億

ドルという利益は、ディック・チェイニーとカーライル・グループによって予想された計画の一部としてアメリカ国

民の納税者の財布から出て「入札なし」の契約者の懐に入ることを。】 

ＩＳＩＳが「メイドインＵＳＡ」であったことは、重要な多くの資料によって

裏付けることができる。ここに、ＩＳＩＳが米国の政治課題を進めるためわれ

われの政府に創設されたと考える「上位 12 項目」［と呼ばれうるもの］の判断

根拠がある。それは「シリアに自由と民主主義」をもたらすこととは何の関係

もないが、「大イスラエル」をつくるというマスタープランを推し進めるため

だけにあって、しかも悲しいことに大部分のアメリカ国民は何にもわかってい

ないのだ。 

 (1)2015年 2月 23 日、【イラン・ファルス通信社】は［非常に中傷されている］

イラク軍は ISIS に兵器を輸送する２機の英国貨物機を撃墜したと報道したが、

世界で言われていることと違った事柄が西側の―とくに米国の―情報源で語ら

れていたことが最初の兆候のひとつだった。[6] 

【原注[6]「イラク軍、ISIL のために武器を輸送する 2 機の英国貨物機を撃墜」ファルス通信（2015 年 2

月 23 日）。その誤魔化しの大きさはまだ明らかになっていなかった。】 

 (2)2015年 3月 1日、【イラン・ファルス通信社】は、イラク人民軍は、言わ

ずと知れた「アルハシュド・アッシャービ」であるが、アル=アンバル県で ISIL

のために武器を輸送している米国のヘリコプターを撃墜したと報じた。彼らは

その写真を持っていた。[7] 

【原注[7]「アメリカに援助されたテロリスト：イスラム国(ISIS)に武器を運ぶ米国のヘリコプター、イラク人民

軍に撃墜さる」ファルス通信（2015 年 3 月 1 日）、だがアメリカの報道機関には無視された。】 

 (3)2015年 4月 10 日、【イラン国営放送プレスＴＶ】は、ISILをテロ組織に

指名せよというシリアの要請を、米、英、仏およびヨルダンが拒否したので、

シリアはむしろ戸惑っていたと報じた。[8] 
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【原注[8]「米、英、仏、ヨルダンは、テログループと区別して ISIL を名指しすることを拒否した」イラン・プレス

ＴＶ（2015 年 4 月 10 日）。その理由はまもなく明らかになるだろう。】 

 (4)写真は、アメリカのメディアがまだ認めてない ISISメンバーが「US Army」

の入れ墨を入れているのを見せているのと一緒に写し出されていた。オンライ

ン「ISIS members sporting “US Army” tattoos」で探して自らこれを確認し

てください。[9] 

【原注[9]YouTube で“ISIS members sporting ‘US Army tattoos’”を検索せよ。】 

 

画像："US Army"のタトゥーに戯れる ISIS メンバー

http://www.iranreview.org/file/cms/files/ISIS%20sporting%20US%20Army%2

0tattoo.jpg 

 (5)2015年 5月 19 日のイラン・レヴュー誌 levantreport.com のブラッド・ホー

フが、かつては機密扱いに分類されていた文書の公表に基づき米国防総省と国

務省からジュディシャル・ウォッチが入手した「ＤＩＡの 2012年文書：西側は

シリア政権を孤立させるためにイスラム国の台頭を促進するだろう。」を掲載

している。[10][11] 

【原注[10] DIA報告書は、「シリアの反政府派を支援する西側、湾岸諸国、およびトルコは、宣言するか

しないかにかかわらずシリア東部にサラフィスト国を樹立することを支援する…シリア政権を孤立させるため

…」と言明している。その公式発表がリビア・ベンガジ攻撃に焦点を当てているところではジュディシャル・ウ

ォッチでさえこの文書の重要性を認識したようには見受けられない。judicialwatch.org 

http://judicialwatch.org/（2015 年 5 月 18 日）参照。】 

 【原注[11]ナフィーズ・アハメドが medium.com（2015 年 5 月 22 日）で次のように述べた。「暴露された事

実はシリアにおける彼ら（ＩＳ）の方針にくらべて西側諸国政府の公式の方針が矛盾しており、また急増した

http://www.iranreview.org/file/cms/files/ISIS%20sporting%20US%20Army%20tattoo.jpg
http://www.iranreview.org/file/cms/files/ISIS%20sporting%20US%20Army%20tattoo.jpg
http://levantreport.com/
http://judicialwatch.org/（2015年5月18日）参照
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テロの脅威を利用しながら、自国における市民的自由にたいする過度で大規模な監視体制と厳重な取

り締まりを正当化し…米愛国者法が好例だ…他方、海外では極端な過激主義者を守る機密の西側

支援については面倒な疑問を引き起こしてもいる。】 

 (6)2015年 6月 22 日、CIA元要員スティーブン・ケリーは、中東に「終わりな

き戦争」を継続させるため米国が「イスラエルのために ISILをつくった」のだ

と説明した。「自国の軍産複合体からの指図通りの不断の武器の流れ」を供給

することが、「イスラエルに抵抗できない」国々をその地につくることになろ

う。これらの戦争を推し進めるためにこそ、上院議員たちに多大の資金を注ぎ

込んでいるのだ、と彼は続けた。[12] 

【原注[12]「米国はイスラエルのために ISIL をつくった：前ＣＩＡ要員」、（2015 年 6 月 23 日）イラン・プレスＴ

Ｖが、また（同日）IRNA（イスラム共和国通信社）など他のところでも公表された。】 

 (7)2015年 7月 11 日、主席編集員ゴードン・ダフは、実行されたＩＳＩＳの首

切りビデオはジョン・マケインの助手のコンピュータ・ファイルで改変されて

いたという話を veteranstoday.com で報じた。[13] 

【原注[13]大きな報道スクープで「実行された ISIS の首切りビデオがマケインの記者によって流された」

veteranstoday.com（2015 年 7 月 11 日）】 

 (8)2015年 7月 12 日、主要ニュース週刊誌【タイム】は、ＩＳＩＳがＮＡＴＯ

諸国から武器と戦闘員を調達していたことを認めた。タイム誌はオールタナテ

ィブ・メディアから広範な取材を受けていた。驚くことでもないが米国の報道

各紙およびＴＶ各局では報道されなかった。[14] 

【原注[14]オンライン記事 New Eastern Outlook（2015 年 7 月 12 日）journal-neo.org は、「昨年後半、

ドイツ放送局ドイッチェ・ヴェーレ Deutsche Welle (DW)は入念に調査して、トルコ国境を越えてシリア内部

に流れ込んでいわゆる「イスラム国」(ISIS)の手中に直接供給された数十億ドルも運ぶトラックが 1 日何百

台に及ぶことがわかった。」と報じた。】 

 (9)2015年 10月 4 日、ロシア議会の国際問題委員会議長アレクスィ・プシュコ

フは、米国はＩＳＩＳをまったく爆撃していない…オバマはアメリカ国民に嘘

をついている」と断言した。[15] 

【原注[15]彼（アレクスィ・プシュコフ）は語った、「マケインは米国が訓練した反政府集団を創り出すためだ

とわれわれを非難した…だが、彼らは逃げるかアルカイダと連携するかのどちらかであって、彼らに打撃を与

えることなど手に負えないミッションだ…米国が率いる有志連合は ISIL を標的に攻撃していたと装うのに丸

1 年を費やしたが、その結果はどこにあるんだ？」（2015 年 10 月 4 日）investmentwatchblog.com】 
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 (10) 2015年 11月 18日、ウラジミール・プーチンは、G20の一部を含む 40か

国がＩＳＩＳを財政的に支援しており、そこでは、とりわけシリアのインフラ

を破壊または打撃を与えるためＩＳＩＳに対する攻撃を装って利用しているア

メリカ合州国を含む欧米諸国の二枚舌の広がりが見え始めている、と暴露した。

[16] 

【原注[16] anonhq.com <http://anonhq.com/>が説明しているように、プーチンは G-20 参加国がイスラ

ム国に資金供給していることを、ロシアの諜報と分かち合ったと記者たちに次のように語った：「民間諸個人

によるイスラム国の別の部隊の資金供給についてわれわれのデータに基づく実例を私は提供した。われわ

れが設立したとき、この資金はその中にG-20参加国の一部も入っている 40か国からもたらされたものであ

る。［反テロ戦争］というこの問題はきわめて重大だ。とりわけパリの悲劇の後では、テロリズムに資金供給

する［石油の不法取り引きを含め］手段を断ち切るべきだということをわれわれみんなが理解している。」】 

 (11)2015年 11月 22 日、シリアからトルコ行きの石油輸送燃料トラックは「立

ち入り禁止」であり、トラック・ドライバーは米国機の攻撃を事前に警告され

ているはずだ、と複数の情報源が報道した。[17] 

【原注[17]こうした記事の幾つかは、主要紙でも不完全だが掲載している。Freedomoutpost.com、「オバ

マ政権は ISIS のトラックを爆撃する前に彼らの燃料トラック・ドライバーに警告するよう米国軍に命じた」、

フォックス・ニュースでさえ報道した、「われわれはドライバーに警告するチラシをばら撒き落とした…つぎに、

われわれは爆弾を落とす前にその地域を［30 ミリ砲で］機銃掃射した。」それは明らかにオバマに責任のあ

る犯罪の証拠である。】 

 (12)2015年 11月 26 日、ロシアのセルゲイ・ラヴロフ外務大臣が、ロシア機の

撃墜はどうも「計画された挑発」だったとトルコの外務大臣メヴリュト・チャ

ヴシュオールに語ったと報じられた。そこで zerohedge.com は、シリアからト

ルコに至る石油管理者でありその撃墜に責任があったトルコ大統領の息子ビラ

ール・エルドアンを確認した。[18] 

【原注[18]「ISIS に資金提供する人物に会う：トルコ大統領の息子ビラール・エルドアン」（2015 年 11 月

26 日）zerohedge.com。個人的にも資金的にもエルドアンとその息子のトルコ経由の恩恵であったことは、

ISIS がなぜ今日まで引き続いたかその多大な貢献をした要因であることは疑いない。】 

ＩＳＩＳは米国につくられ、欧米の諸勢力がその政治アジェンダを進めるため

に支援していたことを確認する他の多くの情報源がある。バラク・オバマの政

権がもたらす情報には信用に値するものなどまったくない。2013年のＮＤＡＡ

（国防権限法 National Defense Authorization Act）による［プロパガンダと

デマに関する表現を排除する］1948年のスミス・ムント法（The US Information 

and Educational Exchange Act of 1948）の破棄以来、米国の情報源で信用でき

るものなど「ニューヨーク・タイムズ」でさえ何もない。[19] 
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【原注[19]米国でのプロパガンダとデマの使用を除いてその対策を無効にするスミス・ムント法の「修正条

項」にかんするすぐれた議論は、まさしく「計画されたデマや危機をあおる映画を合法化する法案をなぜ彼

らは可決したか？」というタイトルの YouTube で観られる。2015 年 11 月 24 日に公表された。】 

 

画像キャプション：ハリウッドかまたはテルアヴィブの安全な場所から（ビデオ収録しているのか？） 

アメリカ合州国の公的な歴史を記録する国民の「記録としての新聞」として

「ザ・タイムズ」が重要視されて当然だが、過去において「ザ・タイムズ」は

サダム・フセインを悪魔化する一連の記事と大量破壊兵器にかんする根拠のな

い主張を公表してプロパガンダの伝達手段として務めたことがあった。たとえ

大量破壊兵器が見つからなかったとしても、イラク侵略を正当化するために利

用されてきたのである。 

首都ワシントンでＩＳＩＳは一般に「ジョン・マケインの軍隊」と呼ばれてい

るのは疑いないが、ザ・タイムズは彼がＩＳ指導者の何人かと一緒に写真を撮

っていてさえＩＳＩＳへのどんな関わりからも彼を免除しようとする記事を掲

載してきた。マケインは、ＩＳＩＳに立ち向かう「軍事行動のもっとも初期の

支持者」のひとりであったし、実際はシリアのインフラ破壊攻撃の隠れ蓑を利

用する方針を促すためのアピールだ、とザ・タイムズは主張している。[20] 

【原注[20]「どうもがいても、ジョン・マケインは ISIS と繋がっていることを嘘をついて逃れることはできまい。」

（2014 年 9 月 11 日）ニューヨーク・タイムズ、ふさわしい根拠として。】 

最近の記事はトルコにアジェンダがあり、代理として戦っているロシアとの小

競り合いが出現したことを示唆している。ペーター・ケーニッヒは、トルコは

ロシアの戦闘機 SU-24がシリアの境界内にいたことを知っていたはずだと観測

している。対ＩＳＩＳ攻撃でロシアが先頭に立ちトルコが関与する範域につい

て重大な疑念が持ち上がったときに、G-20すべての参加国が「歩調を合わせて」

協力して立ち上がることに同意したのだ。トルコの誠実さについては非常に議

論の余地がある。[21] 
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【原注[21]ペーター・ケーニッヒの「トルコは NATO の代理戦争を開始するか？」（2015 年 11 月 25 日）

veteransnewsnow.com 参照。】 

フィニアン・カニンガムは、その撃墜はシリアの過激派ネットワークと闘う G-20

参加国間の協調関係を台無しにする意図的な挑発であった可能性があると示唆

してより深く追求した。「こうした提携は大部分の人々には理にかなった望ま

しいものでさえあるように見えるかもしれない。だが西側がスポンサーとなっ

ているシリアにおける政権交代作戦の犯罪的な性質をさらに暴くことになるだ

ろうから米国政府にとってはまったく受け入れ難いことである」と。そこが問

題の核心であろう。[22] 

【原注[22]フィニアン・カニンガムの.「トルコがロシアの戦闘機を撃墜するのは一機だけではない」（2015 年

11 月 25 日）strategic-culture.org 参照。】 

ＩＳＩＳがその関与を声明したとき、パリ攻撃でシリアを責めるよりもっと馬

鹿げたことは何であったのか？シリアはＩＳＩＳと交戦中だ。またＩＳＩＳは

アメリカ合州国のつくったものだ。アメリカ合州国にとってＩＳＩＳと戦うこ

とはアメリカ合州国のために自らと戦うことだ。シリアに向けられた責任をで

っちあげようとする企みは、馬鹿ばかしいことを超えて不条理劇に入り込んで

いる。どうやら依然としてその不条理は米国の立場にあるようだが。[23] 

【原注[23]「ISIS は、パリ襲撃はシリア空爆とイスラームの予言者への侮辱に対する報復だと犯行声明を

出した。」トム・パーフィット（2015 年 11 月 15 日）express.co.uk。】 

オバマ政権は自由と民主主義の原則を擁護するというにもかかわらず、他国で

軍事作戦を展開することに極端に積極的だった。米国はシリア指導部に決定さ

せる権利などない。たとえイスラエルに利益がありその指導者が事の進行を目

立って掌握し行使しているとしても、シリアは主権国家である。たとえば心理

作戦のシャルリー・エブドと現在のパリの事態のように、その利益は［アメリ

カ合州国を含む］ほかのどんな国にでもなく、もちろん世界の民衆にでもなく、

イスラエルに現れたようだ。[24] 

【原注[24]テロリスト国家となるアメリカの没落の歴史については、ティモシー・シルヴァーの「ベールを剥ぐと：

アメリカ合衆国の病についての歴史探求」（2015 年 11 月 26 日）wantoknow.info 参照。】 

※著者ジェームズ・H・フェッツァー氏は元海兵隊将校で現在ミネソタ州ダルース大学哲学学部名誉

教授マックナイト・キャンパス。 

（以上、翻訳終わり） 
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America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group 

アメリカがつくったテロ組織：アルカイダとＩＳＩＳ 

By Garikai Chengu 

ガリカイ・チェング（松元保昭訳） 

初出 2014 年 9 月 19 日グローバル・リサーチ誌 

再投稿 2016 年 8 月 27 日グローバル・リサーチ誌 

Url of this article: 

http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/54028

81 

 

2014 年 9 月、グローバル・リサーチに鋭い記事が初めて発表された。テロ攻撃

または大規模な銃乱射は ISISがしでかしたといわれるが、問われるべき問題は、

アルカイダや ISISのスポンサー国家は誰であるかということだ。［グローバル・

リサーチ誌編集者ミシェル・チョフドフスキー］ 

 

アル=カーイダやイスラム国（ISIS）のような大部分は、石油の豊富な中東を征

服し分割しまた地域に増大するイランの影響力に反撃するために計画されたメ

イドイン USAのテロの道具である。 

 

テロリスト・グループを支援する長い強烈な歴史があるという事実は、ニュー

スを観た人々や歴史を知らない人々をあいにくだが驚かせることになろう。 

 

冷戦時代の最中、CIA 自らが真っ先にイスラム過激派と提携した。そのときに遡

ると、アメリカはむしろ単純な言葉で世界を考えていた。一方にはソヴィエト

連邦とアメリカがソヴィエトの道具とみなした第三世界のナショナリズムがあ

り、他方には欧米諸国とアメリカがソ連と対抗し奮闘する同盟者と考える好戦

的政治的なイスラームがあると。 

 

ドナルド・レーガン配下の国家安全保障局長官ウィリアム・オッドム将軍が先

ごろ見解を述べた。「米国は長い間いかなる手段を用いてもテロリズムを利用

してきた。1978～79 年、上院は国際テロリズムに対抗する法案を通過させよう

としていたが、―彼らが作成したどの法案も―米国自身が法に違反することに

なろうと法律家は語っていた。」 

1970 年代を通して、ソヴィエトの拡大を挫折させるためまたアラブ民衆の中に

マルクス主義イデオロギーの拡散を防ぐため、双方の壁としてＣＩＡはエジプ

http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881
http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881
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トでムスリム同胞団を利用した。アメリカ合州国もまた、インドネシアでスカ

ルノに対抗するサレカト・イスラーム（1912年ムスリム商人の支持で成立したインド

ネシア初の国民主義的政党＝訳者）を公然と支援したし、またパキスタンではズル

フィカール・アリ=ブートに対抗するジャマーアト・イスラーミ・テログループ

（1971 年パキスタン独立時に結成されたイスラームの主要民族主義政党。通称イスラム協

会＝訳者）を支援した。大事なことを言い残したが、間違いなくこれがアル=カー

イダだ。 

忘れないように言っておくが、1980 年代を通してＣＩＡは、オサマ・ビン・ラ

ディンを生み出し彼の組織を育て上げた。元英国外務大臣ロビン・クックは、

アルカイダは明らかに欧米諜報機関の所産だったと下院で発言した。アラビア

語の「データベース」の省略形を意味するアル=カーイダは、実際はそもそもア

フガニスタンでロシアを打ち破るためにＣＩＡに訓練されサウジに資金供給さ

れた何千というイスラム過激主義者たちのコンピュータ・データベースであっ

た、とクック氏は説明した。 

アルカイダとアメリカとの関係は、常に愛憎問題であった。とりわけアルカイ

ダ・テロリスト・グループが特定の地域でアメリカの国益を促進するかどうか

によって、米国務省もそのテロリスト・グループに資金提供するかあるいは積

極的な攻撃目標にもするのである。アメリカの外交政策立案者がムスリム過激

派に対抗すると主張しているときでさえ、彼らは外交政策の武器として過激派

を故意に挑発するのだ。 

イスラム国は、ほとんどアルカイダのように間違いなく裏目に出ているその最

新の武器である。ISIS はアメリカのジャーナリストの首切りでその残忍な悪党

ぶりを発揮したあと最近になって国際的に注目されるようになった。現在この

テロリスト・グループは英国と同じ広さの地域を支配している。     

イスラム国がなぜこのように急速に成長し活躍するようになったかを理解する

には、この組織のアメリカ支援の源泉に遡らねばならない。2003 年のアメリカ

のイラク侵略と占領は、ISIS のルーツとなる過激なスンナ派グループにその前

提条件をつくった。アメリカは、かなり無謀にサダム・フセインの世俗国家機

構を解体し、それを有力なシーア派政権にすげ替えた。米国の占領は、社会主

義を拒絶し自由市場という手品が仕事をつくり出すなどと無邪気な希望で工場

を閉鎖しスンナ派地域に膨大な失業者を引き起こした。米国支援のシーア派新

政権のもとで、スンナ派の労働階級は何十万人もの人々が仕事を追われた。政

権交代後もその富を維持することを許された南アの白人アフリカーナと違って、

スンナ派の上流階層は彼らの資産を組織的に奪い取られ政治的影響力も失われ

た。宗教的な統合や統一を促進するよりも、むしろイラクにおけるアメリカの
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占領政策は、宗派分断を悪化させスンナ派の不満を醸成する基盤をつくった。

そこからイラクのアルカイダが根を張ったのである。 

イラクとシリアのイスラム国(ISIS)は異なる名前が使われている。つまりイラ

クのアルカイダだ。2010 年の後、そのグループはイメージを変えて取り組みを

シリアに再集中させた。 

基本的にはシリアで行われている戦争は三つある。ひとつは政府と反乱軍（反

政府軍）とであり、もうひとつはイランとサウジアラビア、いまひとつはアメ

リカとロシアである。シリア大統領バッシャル・アル=アサドは主たるロシアの

同盟者であるゆえに、米外交政策立案者に決定されたシリアの武装イスラム主

義反乱軍のリスクを冒す新冷戦対立こそ、この第三のものである。むしろやっ

かいなことは、現在これらシリア反乱軍の多くが ISIS殺人集団であると判明し

たことであり、彼らはアメリカ製 M16 突撃ライフルを公然と振り回しているの

だ。 

アメリカの中東政策は石油とイスラエルをめぐって展開している。イラク侵略

は石油のために米国政府の願望を部分的に満たしたが、シリア空爆の継続と対

イラン経済制裁はそのことごとくがイスラエルと関わってなされている。その

目標は、イスラエルに隣接した敵どもの―レバノンのヒズボラおよびパレスチ

ナのハマースを支援するシリアとイランの決定的な―力を奪うことである。 

ISIS は単にアメリカがシリア政府を転覆させるのに用いるテロの道具だけでは

ない。それはイランに圧力をかけるためにも利用されている。 

イランが他国を侵略したその最後は 1738年であった。1776年の独立以来、米国

は 53回以上の軍事侵略と遠征に従事してきた。人々を信じさせたい欧米メディ

アの戦争の叫びにもかかわらず、地域の安全にとってイランは明らかに脅威で

はないし、米国政府にとってもそうである。十六の米国諜報機関のすべてに承

認された 2012 年に公表された報告書は、イランは 2003 年にその核開発計画を

終わらせたことを確認している。実際であろうと想像上であろうとイランのど

んな核への野望も、真実はアメリカのイランに対する敵意の結果であって逆の

話ではまったくない。 

アメリカは三つの方向で ISISを利用している。すなわち、中東でその敵どもを

攻撃するため、また海外への米国軍事介入の口実に役立つため、そして差し出

がましい国内監視の先例のない拡大を正当化するため、自国における捏造され

た国内脅威を煽るための三つである。 
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政府の秘密と監視の双方を急速に増強することで、オバマ氏の政府は市民に対

する監視能力を増強する一方、政府に対する市民の監視能力を減退させる。テ

ロリズムは大規模な監視体制を正当化する口実となっている。 

いわゆる「反テロ戦争」が、実際には危険なほどに超巨大となった米国軍隊を

維持する口実となっていることを考えるべきだ。米外交政策権力機構の二大勢

力は、米国中東政策を導くイスラエル・ロビーとその勢力の活動から利益を得

る軍産複合体である。2001年 10 月にジョージ・ブッシュが「対テロ戦争」を宣

言して以来、アメリカの納税者はおよそ 6 兆 6 千億ドルと彼らの息子や娘数千

人もの戦死者を犠牲にしてきた。しかしそれらの戦争によって米国政府の軍中

枢は数十億ドルもの利益を得たのだ。 

事実、公共性擁護センター（ＣＰＩ：米国の非営利調査報道団体＝訳者）の最近の調

査によると、アメリカの 70以上の企業と個人は 3年間にもおよぶイラク、アフ

ガニスタンの戦後の任務契約で 270 億ドル以上を儲けたのだ。その調査による

と、これら民間企業のほぼ 75パーセントは、共和・民主両党政権および上下両

院議員から派生した幹部または軍の最上層部に務めていたか親密に結ばれてい

た勤務員ないし重役であった。 

1997 年、米国防総省の報告書は、「データは海外での米国の関与と米国に対す

るテロ攻撃の増大との間は強い相関関係を示している」と公表した。事実は、

アメリカが「反テロ戦争」に勝利しうる唯一の道はテロリストにアメリカを攻

撃する動機と手段を与えることを止めるかどうかにかかっている。テロリズム

は、中東におけるアメリカ植民地主義が癌であるということの徴である。簡単

にいえば、反テロ戦争はテロリズムである。だが、それはジェット機とミサイ

ルを持つ人々によってはるかに大規模なスケールで遂行されていることなので

ある。 

※ガリカイ・チェングはハーバード大学特任研究者 

（以上翻訳終わり） 
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http://globalresearch.us11.list-manage1.com/track/click?u=2cc48fb30f331d97157a65aa2

&id=ad0eea8ceb&e=9e9f4a136c 

 

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

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

http://globalresearch.us11.list-manage1.com/track/click?u=2cc48fb30f331d97157a65aa2&id=ad0eea8ceb&e=9e9f4a136c
http://globalresearch.us11.list-manage1.com/track/click?u=2cc48fb30f331d97157a65aa2&id=ad0eea8ceb&e=9e9f4a136c
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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。 
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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
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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
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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。 
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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
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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

にはちょっとした時間が必要だ…。 

 

https://youtu.be/dYXXcwuJtbQ 

http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection
https://youtu.be/dYXXcwuJtbQ
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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） 

The original source of this article is 21st Century Wire 

Copyright © Patrick Henningsen, 21st Century Wire, 2016 
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Url of this article: 
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※なおここに紹介するものは今回改訳したものだが、訳文の初投稿は下記「ちきゅう座」（2015 年 3

月 2 日）に掲載されている。重要なところが間違ったままだ。http://chikyuza.net/archives/51244 

私たちが最近フランスで目撃した野蛮な現象は、アフガニスタンにムジャヒデ

ィーンが姿を現した少なくとも 1979年にさかのぼるルーツをもっている。当時

の彼らの怒りは、1978 年 4月に権力をにぎって登場した左翼のタラキ政権に向

けられていた。この政府の政権樹立は、米国およびソ連の双方に等しく驚かれ

たもので突然でまったく現地にめずらしい出来事であった。 

《歴史を振り返ると―アフガニスタンで》 

1978年 4月、アフガニスタン軍はその抑圧的な政策のためその国の政府を引き

ずり降ろし、左翼のヌール・ムハンマド・タラキ率いる新政権をつくった。タ

ラキは、作家、詩人でありカブール大学のジャーナリズムの教授であった。こ

のあと短い期間、アフガニスタンは広範な大衆の支持によって進歩的な世俗（非

宗教的）政府をもった。私が以前の本で指摘したように、この政府は…女性に

も平等な権利を与えて進歩的な改革を実行した。それはこの国を 20 世紀に引き

ずり込むプロセスであった。英国の政治学者フレッド・ハリディが 1979年 5月

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1RuY1nZIxT7dWt7danVNg6qakD0rimIq7IVRElt2iIvkm-UuvbKZvZ9gVC0M42h6iVAe6IfwGLXM8xDFk8y7y3_rOq66pr7IW8mHhDhAu3R9ac-HRLwt7XSoyG9NuXKZQU_gbP3N_pAWabyEEHHpRSk=&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCsvHmhrmCAgheftfvuBTrihD896oi9oE1J9BZThVEH8xOoodO0cTPc6Rjuah9vuJbgByRY5fjzgyciKJ4Ps7TT4TQiIKjeQYLBWPcqevsBiLR_n_f-JNmJxQwouWpupCsQMyoEwvLdqc4qfGro7hPSDag3EyYNAgqtE9OasiMesxCQ9yOnNhcTk3uFhEwkNzMSmP1WNPZ3Ew=&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
http://chikyuza.net/archives/51244
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に述べたように（原注 1）、おそらく国家が成立して以来この 2世紀における以

上に、昨年からは地方にさらに大きな変化をみせた。」 

【原注 1：Fred Halliday, �Revolution in Afghanistan,� New Left Review, No. 112, pp. 3-44, 1978. 】 

タラキ政権の最初の行動指針は、外交問題で非同盟中立を宣言すること、およ

び世俗的（非宗教的）国家においてイスラームにたいする責任を果たすことだ

った。多くの改革が必要だったが、なかでも女性は平等の権利を与えられ、女

の子は男の子と同じクラスで学校に通うようになった。子どもの結婚と封建的

な持参金払いは禁じられた。労働組合が公認され、約 10000人の人々が投獄か

ら解放された。短い期間に何百という学校や診療所が各地に建設された。 

封建時代から長いあいだ土地所有制度はほとんど変化がなかった。四分の三以

上の土地が農村人口のわずか3パーセントの地主に所有されていた。改革は1978

年 9月 1日に、地主と高利貸しが 45パーセントの利息を課していた農民のすべ

ての負債を撤廃することで始まった。重要な土地改革のプログラムが展開され

た。［地主を含む］すべての農業ファミリーが平等な土地の均等分を与えられ

ることになっていた。（原注 2）  

【原注 2：私は、サバティカルの休暇を利用して農業調査プロジェクトに取り組むため 1978 年 11 月にはア

フガニスタンにいた。これらの改革と政府の施策のすべては、農学部の学部長が、またカブール大学で長い

セッション期間中に幾人かの教授が、かなりの範囲を説明してくれた。（上記に引用した）ハリディも土地の

再配分プログラムについて報告した。】 

この進歩的な政府に何が起きたのか？手短に言えば、ＣＩＡとムジャヒディー

ンによって蝕まれてしまったのだ。彼らの存在は、国土を破壊した一連の出来

事の引き金となり、また皮肉にも米国での 2001年 9月 11日の惨事を、またア

フガニスタンの今日の混沌と悲劇を導くことになってしまった。 

ＣＩＡが関与した前でさえ、予想されたように金持ちの地主とムッラー（mullahs

イスラム指導者）は土地改革だけでなくすべての改革に反対した。25万人のムッ

ラーの大部分が豊かな地主だった。彼らは、ひとりアッラーだけが土地を与え

ることができるし、またアッラーは女たちに権利を与えることや女の子が学校

に行くことに反対するだろうと説教で人々に語ったものだ。しかし改革は大衆

に人気があったので、これらの反動分子は難民としてパキスタンに向かった。

パキスタンからの援助で彼らはアフガニスタンの地方を襲撃し始めた。そこで

彼らは診療所や学校を焼き討ちし女の子を教える教師を見つけては殺した。住

民に恐怖とパニックを植え付けるため、彼らはしばしば子どもたちの面前で教

師たちの腸（はらわた）を抉り出して殺した。 
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他国の問題に干渉する権利などないにもかかわらず、アメリカ合州国は新政権

をマルクス主義者と見なしてその政権転覆を決意した。最初は非公式に、しか

しカーター大統領の許可のもと 1979年 7月 3日の後には公式に、ＣＩＡはパキ

スタンとサウジアラビアと協力してムジャヒディーンあるいは「自由戦士」と

知られるムスリム過激派に軍事援助と訓練を提供し始めた。 

さらに付け加えると、ＣＩＡは米国で研究生活をしたアフガニスタンの Ph.D.

ハフィーズッラー・アミンを誘い入れ、強硬派のマルクス主義者として彼を振

る舞わせた。そして彼はアフガニスタン政府の中で首尾よく（副議長にまで=訳者）

出世した。1979年 9 月、彼はクーデターを実行しタラキを殺害した。このアミ

ンの指揮のもとで何千人もの人々が投獄され、また軍は弱体化され政府の評判

を悪化させた。多くは外国人傭兵であるがよく武装された何千人ものムジャヒ

ディーン侵略者をかわすということで、アミンは彼の政府によって強引に一部

のソ連軍を招き入れるようにさせられた。（原注 3）その後まもなく、アミンは

殺害され、チェコスロバキアに亡命していたタラキ政権の以前のメンバー、バ

ブラク・カルマルに大統領が交替した。まだ冷戦の対立と不確実な歴史が影を

落としていたが、カルマルはムジャヒディーン勢力に対処するため何千人もの

部隊を送るようＵＳＳＲ（ソ連）に依頼した。あまり知られていないことだが、

少なくとも 1年間はＣＩＡをとおしてアフガニスタン問題にＵＳＡ（アメリカ

合州国）が活発に関与していた。これに対応してソ連軍が登場したのだった。 

【原注 3：Washington Post, December 23, 1979, p.A8.：1979 年 12 月 8 日、ソビエト軍がアフガニスタ

ンに到着し始めた。記事が述べているように：その軍隊はどうやら招かれていたのでソビエトがアフガニスタン

に侵入したという[国務省による]非難はまったくなかった。】 

私が何年か前に述べたように： 

「アフガニスタンの大地におけるソ連軍の出現は、結果として国土の破壊をも

たらす悲劇的なきっかけとなった。カーター大統領の国家安全保障担当補佐官

ズビグネフ・ブレジンスキーは、ロシアの熊に罠を仕掛けてソ連にベトナム戦

争の失敗を舐めさせるためＣＩＡに権限を与えるようカーターを説得していた

と、彼はあとで自慢していた。（原注 4）ブレジンスキーは、これをもっとも反

動的なムスリムの狂信者の熱意を掻き立てるまたとないチャンスと考えた。つ

まり―アフガニスタンの大地を冒涜した無神論者の異教徒に対してジハード

［聖戦］を宣言させ―また彼らを国土から放逐するだけでなくソ連のムスリム

多数派地域を「解放する」ため彼らを追跡させ続けることであった。そしてつ

ぎの 10 年間、アメリカ合州国とサウジアラビアからの何十億ドルを浪費して、

また何千人もの［オサーマ・ビン=ラーディンを含む］非アフガニスタン・ムス
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リムをジハードへリクルートし、この宗教的熱狂者たちの軍勢がやったことは

アフガニスタンの人々とその大地を荒廃させることであった。」 

【原注 4：“How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen”: Interview of Zbigniew Brzezinski Le 

Nouvel Observateur (France), Jan 15-21, 1998, p. 76 

http://www.counterpunch.org/brzezinski.html】 

アフガニスタンに軍隊を送ったことは、ソ連側の致命的な大失敗となった。ソ

連がアフガニスタン政府に対するただの武器供与だけだったなら、切り抜けて

「野蛮な行為」などしなかったかもしれない。なぜなら、アフガニスタンの人々

は狂信的ではなかったし大部分は政府の進歩的な改革を支持していたのだから。 

この戦争に必要なだけアフガニスタン人をおびき出すことができないので、Ｃ

ＩＡとサウジ、パキスタンは、アフガニスタン政府とソ連の軍隊との戦争を遂

行するため 40のイスラム諸国から約 35000 人のムスリム過激派を補充した。Ｃ

ＩＡは隠密裏にこれらの外国人戦士を訓練し支援した。したがって、アフガニ

スタンで台頭したファンダメンタリズム（原理主義）は、ＣＩＡの作品である。

自由戦士と呼ばれたムジャヒディーンにもかかわらず、彼らは恐るべき残虐行

為を犯した最初期のテロリストだった。 

米国メディアで報道されたように、ムジャヒディーンの好んだ戦法は、最初に

犠牲者の鼻、耳、そして生殖器を切り落とし犠牲者［しばしばロシア人］を拷

問することだった。次に一部の皮膚を切り落とし、徐々に別の皮膚をスライス

しゆっくりとひどい痛みを伴って死に至らしめるのだった。ロシアの囚人は動

物のように檻に入れられ言語に絶する恐怖を生き延びたと、その記事は記録し

ている。（原注 5）別の刊行物は、「Far Eastern Economic Review」から一人の

ジャーナリストを引用して、ある［ソ連の］グループは肉屋で宙づりにされ皮

膚をはがされ殺害されたと報告している。（原注 6） 

【原注 5：Washington Post, January 13, 1985.】 

【原注 6：John Fullerton, The Soviet Occupation of Afghanistan, (London), 1984.】 

これらの生々しい報告にもかかわらず、レーガン大統領は自由戦士をムジャヒ

ディーン（ジハード戦士=訳者）と呼び続けた。1985年、大統領はワシントンに彼

らのひとつのグループを招いてホワイトハウスでもてなした。そのあとで彼ら

をメディアに紹介したとき大統領はこう述べた。「これらのジェントルマンは、

道徳的にアメリカ合州国建国の父祖たちに相当する」と。（原注 7） 

http://www.counterpunch.org/brzezinski.html
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【原注 7：Eqbal Ahmad, Terrorism: Theirs and Ours, (A Presentation at the University of Colorado, 

Boulder, October 12, 1993) http://www.sangam.org/ANALYSIS/Ahmad.htm; Cullen Murphy,  The 

Gold Standard: The quest for the Holy Grail of equivalence,” Atlantic Monthly, January 2002 

http://www.theatlantic.com/doc/prem/200201/murphy】 

まさに生きたまま皮をはがされたのがアメリカ兵だったと考えてみると、たし

かにソビエト兵はアメリカ兵と同様どの点から見ても人間的であった。レーガ

ン大統領はこうした実例があってもなおムジャヒディーンを自由戦士と呼んだ

ろうか…あるいは大統領はそれをソ連兵たちがやったように彼らを正しくテロ

リストと呼んだのかもしれないが…？じつに、これらの行為が描写される仕方

は、同じく誰の牛に突き刺されるかによっているのだ。 

ソ連は彼らのベトナム戦争に屈服して 1989 年 2月、その軍隊は撤退した。しか

しアメリカの継続的な軍事援助で戦争は激しく続き、アフガニスタンのマルク

ス主義政府が最終的に敗北する前の 1992年 4月までアメリカは占領した。それ

から次の 4年間、ムジャヒディーンはカブールの大部分を破壊した。彼らは自

分たち相互で争い合い略奪とレイプの戦闘を行ない約 50000人の人々を殺害し

た。これはタリバーンが彼らを掃討し 1996 年 9月にカブールを攻略するまで続

いた。パキスタンで熱狂的なムスリムとして訓練されたタリバーンは、ムジャ

ヒディーンから国を「解放した」が、その後残虐で反動的な政権を樹立した。

一度権力を握ったタリバーンは、とくに女性に対してイスラム主義の恐怖政治

を持ち込んだ。彼らは、サウジアラビアで支配的な信条となっているワッハー

ブ主義に密接に関連するイスラムの極端な宗派主義的解釈を強要した。 

米国の「共産主義者恐怖症」とソビエト社会主義共和国連邦を転覆するという

方針は、世界中のもっとも反動的で狂信的な宗教的熱狂者たちをかき集め支援

することであった。アフガニスタンとその人民が破壊される只中で、共産主義

とソ連と戦う代理戦争に彼らを利用した。しかしそれには終わりがなかった。

ムジャヒディーンは、ムスリム世界のさまざまな地域に散らばって転移し自分

たちの生きざまをさらした。彼らは、米国の完全な理解と支援で、ボスニアと

コソボでセルビア人に戦いを続けた。しかし、ついで皮肉なことに、彼らが帝

国主義と呼んだソビエトを打倒したこれらの自由戦士たちは、アメリカ帝国主

義とりわけそのイスラエルへの支援とそのムスリム世界への攻撃こそが問題だ

と気づき自分たちのねらいを転換したのだった。 

こうしてアメリカ自らが作り出したものが彼らに向きをかえさせて、レーガン

の素晴らしき自由戦士の後継者たちは合州国を激しく非難し、そしてアメリカ

は 2001年 9月 11日を経験することになった。しかし米国政府と大部分のアメ

リカ国民は、このことから何を学んだのか？世界の例外的かつ不可欠の国家と

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCUQKFIDFQR63BB7wcx39bLTPd7mxtopBtaV1rtdyKblzoJ6mni2CxTUJW9T6-zO9FUeBnbTe6oh4h68saMzZFr0sUnzvGeUDG4USOcmHMav_SWzI1jVDPtcRkfVC_caVHvx_XvQICjoA=&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCE7hNAr31Hb5qdFXmij53tU0RSoQ0ryrK8rerm6hur3SNPi5CaY2yi2cCPFRLuTdUmP4X4VjsviBp27v2s01wAFdx1Zd24Egyf1cDC2fqVTroT8iKVG7Mu-Gll3UXG22v4o2e6fvCCyD3_CBNBsBv3g==&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
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いう思い上がった自説に基づいてオバマ大統領が横柄にも世界を注目させ続け

ているように、アメリカ政府もその国民もこれまで別々の事実から結論を導く

ことはなかった。彼らの最近の歴史でそれらの自由戦士たちに９・１１の原因

を説明しうるものなど何かあるのか？簡単に言えば、もしアメリカ合州国がア

フガニスタンの進歩的なタラキ政権に干渉しなかったなら、彼ら自由戦士たち

はけっして生じなかったであろう。ムジャヒディーンの軍勢も、ソ連の介入も、

アフガニスタンを破壊した戦争も、ウサマ・ビン・ラディンも、それゆえ合州

国における 9・11の悲劇も存在しなかったであろう。 

《アメリカは繰り返す―アフガニスタン》 

起こったことの潜在的な原因を熟慮し反省するのでなく、またこのことから学

ぶのでもなく、米国は追加した一連の戦争を追い求めただちに戦争に訴えた。

歴史は自ら繰り返すというヘーゲルの見方を正すなかでマルクスが加えた「最

初は悲劇（トラジディ）として二度目は喜劇（ファルス）として」という皮肉

なコメントを思い出させる。 

米国のウサマ・ビン・ラディンに対する要求に応じて、アフガニスタンのタリ

バーン政府は国際法廷に彼を引き渡してもよいと申し出たが、９・１１に彼が

関係している証拠を見たいと要求した。（原注 8）米国にはそのような証拠もな

く、ビン・ラディン自身は 9・11には何も関わってはいないと否定した。（原注

9）ＦＢＩは、９・１１にビン・ラディンが関わっていた確かな証拠は何ひとつ

ないというビン・ラディンの否定を裏付けるその記録をもっていた。（原注 10）

現在に至るまでずっと、ＦＢＩはこれに対する立場を変えることはなかった。 

【原注 8：「タリバーンは繰り返し話し合いを要求している。 CNN.com, October 2, 2001, コメント:「アフガ

ニスタンを支配しているタリバーンは、嫌疑をかけられたテロリスト指導者ウサマ・ビン・ラディンを引き渡す以

前に証拠が必要だと何度も繰り返した。」

http://archives.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/10/02/ret.afghan.taliban/; Noam 

Chomsky, “The War on Afghanistan,” Znet, December 30, 2001 

http://www.globalpolicy.org/wtc/targets/1230chomsky.htm】 

【原注 9：「ビン・ラディンは攻撃の背後にはいなかったと語った。」CNN.com, September 17, 2001. 

http://archives.cnn.com/2001/US/09/16/inv.binladen.denial/ 

【原注 10：Ed Haas, 「ＦＢＩは、ビン・ラディンを９・１１に結びつける確かな証拠は何ひとつないと語ってい

る。」 Muckraker Report, June 6, 2006. http://www.teamliberty.net/id267.html 

あとで明らかとなったように、９・１１の陰謀はドイツのハンブルグでアルカ

イダ細胞によって企てられていた以上、９・１１攻撃はアフガニスタンとは無

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCzamb5NzpAI3mfZw28VKz3T94baNjbHETfw3gaq4qpZ8MMj2QmiQuZVqQcfDnJ7AwDRYgEujlg_V7C7Za4vFHv1St1Te159cHgdfcAf2JQY4tmBQIaZmbHZKLXgA_AM46B1TFBcW9Uc8jmB6rU1r2-9moqSrv833ahc59XO62d0cpp_-rEt1XuONy1QF09hxgLv2Cg2C9yeA=&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCOCbYmb0zJTEexCNhpyYrhFJGknIQeoj6taa3o_A1cczo7d-j9zmntwyvghkiFhBFjFvODSWW9lBtRtjV0dTbzRiZDoPpePkeHaHjnl8jvmwf4kX8lcUX-J59rVVv9ooMjCjYyVuSHYdprJOh9Owe9qR55ZbeVixa&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzC727PrS396B9fCfoL-AlHgO8Xy40avLr7ViOGPI1V8zfIOzptibrmJNUDddOAjzJkhGOqeF5XxXwwETTh9XF6zfsY3qx67UxYVo31KqQQfveMNC8tnQOM6gWNU_f2qE5ZgHdqgMNJGb4umh3UNw_tOPpJmF_FMneQirxtSaRPfxI=&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCwQASFk_nZd-CT4puvlr6lHTIfk-jZLc57zSEEoLi0B8XTnefQ9jgt0ceG6loTeWyTt4B9H-kMd3s-oij8qnaQkk-_otZrxPVp7HZE9MWaw85TdYWAFHBwV-9JaE4Iuui&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==


29 

 

関係だった。19人のハイジャッカーのうち 15人がサウジアラビア出身であった

し、また９・１１攻撃にアフガニスタンやビン・ラディンが関わっている証拠

を米国は何ひとつ持っていないにもかかわらず、アメリカ合州国はアフガニス

タンに対する戦争を開始した。もちろん国連の支持もなく、これは明らかに不

正な戦争であった。 

たとえ米国がタリバーン政権を退陣させたかったとしても、戦争は必要なかっ

た。アフガニスタンのすべての反タリバーン・グループがめずらしく満場一致

で、この国に爆撃や侵略をしないよう米国政府に嘆願した。（原注 11）そこで彼

らは、タリバーン政権を交替させるために米国が為すべきすべては、サウジア

ラビアとパキスタンにタリバーンへの資金援助を止めさせるよう強要すること

で、やがて政権は自ら崩壊するだろうと指摘した。このようにアメリカ合州国

は、その国を破壊することもなく、何千人もの米国兵士だけでなくアフガニス

タンの何十万人もの殺害もなく政権交代をすることができたはずだ。2001年か

ら 2015年へと続く戦争を抱え…アメリカの最も長い戦争となった。これが喜劇

（ファルス）でなくて何であろう？ 

【原注 11：Noam Chomsky, “The War on Afghanistan,” Znet, December 30, 2001 

http://www.globalpolicy.org/wtc/targets/1230chomsky.htm; Barry Bearak, “Leaders of the Old 

Afghanistan Prepare for the New,” NYT, October 25, 2001; John Thornhill and Farhan Bokhari, 

“Traditional leaders call for peace jihad,” FT, October 25, 2001; “Afghan peace assembly call,” FT, 

October 26, 2001; John Burns, “Afghan Gathering in Pakistan Backs Future Role for King,” NYT, 

October 26, 2001; Indira Laskhmanan, “1,000 Afghan leaders discuss a new regime, BG, October 

25, 26, 2001.】 

そして道化芝居（ファルス）は続いた。かつての戦争気分で、米国は 2003年に

もうひとつの不法な戦争を開始した。この時の対イラク戦争は、あからさまな

嘘とごまかしに基づく第一級の戦争犯罪であった。この戦争はさらに悲劇的だ

った。100万人以上のイラク人を殺害し、国を土台から破壊し、世俗的（非宗教

的）な社会を解体し、現在も続く宗教的な兄弟殺しに取って代えた。戦争の進

行中、アフガニスタンのアルカイダはイラクに移動しアメリカの侵略者と戦う

若いイラク人のモデルの役割を果たした。アメリカ軍はイラクを素早く征服し

たにもかかわらず、容赦ないゲリラ戦に直面させられ、ついには 2011 年の撤退

につながった。これらの長年月に、アメリカは何千人もの若いイラクの男たち

を投獄し、愚かにも彼らの大部分を熱烈なジハード主義者に変えたのだった。

こうしたアブ・グレイブやブッカのような監獄は、打ち続く暴動に火を点ける

効果をもった。しかし、いまこれらのジハード主義者は自由戦士とは呼ばれな

くなった。かつてアフガニスタンでアメリカ兵がソビエト兵の代理となったと

きのこの慕われた名称は失われてしまった。 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vk1XPrcPnU8RLnvvRikruSk9zVFltBiLXY5F2X2pwqY2302FQz3y1X9XuT6YcAzCOCbYmb0zJTEexCNhpyYrhFJGknIQeoj6taa3o_A1cczo7d-j9zmntwyvghkiFhBFjFvODSWW9lBtRtjV0dTbzRiZDoPpePkeHaHjnl8jvmwf4kX8lcUX-J59rVVv9ooMjCjYyVuSHYdprJOh9Owe9qR55ZbeVixa&c=cJX3E7SIUeGEl3txdA6w8NAmQlO5KGyi2xFWfKdY9HOIMD3qBTxy0Q==&ch=6TmUQ3AVI_vFGz4oUKghPBTM2ayZ9BwKs-_Xt81Ttxr2uNT0Uwe8sw==
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《アメリカは繰り返す―シリア》 

あたかもアフガニスタンやイラクにおける戦争がまだ十分ではなかったかのよ

うに、2011年の春、米国は長期プランのもとで隠密裏にさらなる戦争の開始に

着手した。このひとつが対シリア戦争であった。どういうわけか自発的に起こ

ったのは自由戦士の暴動だった。彼らの目標は、米国を不快にさせていたシリ

アの世俗的（非宗教的）政府を転覆することだった。その開始からずっと米国

が暴動の背後にいたことが疑われていたが、2007年の早い時期からウェスレ

イ・クラーク将軍がインタビューの中で述べていた。彼は、2001年 9・11の数

週間後、アメリカの幹部司令官会議で、5年以内に 7か国を解体する計画につい

て語っていた。イラクを手始めに、次はシリア、レバノン、リビア、ソマリア、

スーダン、仕上げはイランであると。また 2007年に、シーモア・ハーシュは非

常によく引用された記事の中で、「シリアのバッシャール・アサド大統領の政

府を弱体化するため、ワシントンの承認でサウジ政府は資金と兵站援助を提供

することになろう」と述べていた。 

いわゆる自由シリア軍は、米国とＮＡＴＯの創作であった。その目的はシリア

軍と警察部隊を挑発することだった。一度でも戦車と装甲車両が動員されたな

ら、これはおそらく、リビアにしたことをシリアで実行する目的でＮＡＴＯの

保護責任の権限にしたがい外部からの軍事介入を正当化しただろう。しかし、

国連でのロシアの拒否権でこれは計画されたようにはうまくいかなかった。 

この妨害に決着をつけるため、ＣＩＡはサウジアラビアとカタールと共に、ま

さにアフガニスタンでやったことに取り掛かった。つまり、その世俗（非宗教

的）政府を転覆するはっきりした目的のために、外国人サラフィストのムスリ

ム自由戦士の狼藉ものをシリアに導き入れたのだった。莫大な資金とアメリカ

の武器で、皮肉なことに最初の傭兵は、イラクでアメリカ軍との戦闘最中にそ

の存在を現わしたイラク・アル=カーイダであった。ついで、シリアの多民族か

らなる世俗社会をスンナ派のイスラム国に変える計画で多数の他のアルカイ

ダ・グループ、とくにアル=ヌスラが傭兵としてつぎつぎに現れた。 

シリアで暴動が始まってからずっと、アサドは去るべきだとシリア政権を転覆

するため自由シリア軍の中の穏健派を援助するよう介入したと米国は世界に語

っていた。しかし驚くことはない。役に立たない穏健な自由シリア軍は、まも

なくシリアのいたる所で一連のテロ攻撃を開始し始めたサラフィストのムスリ

ム・グループに寄り切られてしまった。シリア政府は、これらの攻撃をテロリ

ストの仕業であると正しくも特定したのだが、これは（アサドの）プロパガン

ダであると主流メディアからは打ち捨てられた。この国が、兵士、民間人、ジ
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ャーナリスト、援助ワーカー、公務員などへの自爆攻撃と首切り処刑にさらさ

れていたという事実は簡単に無視された。 

こうした報道にもかかわらず、アメリカは自由シリア軍の一部だと名乗った

人々に援助を提供しているだけだと強弁した。2012年 6月にニューヨーク・タ

イムズで報道されたように、ＣＩＡ高官は、シリアの反政府戦闘員が国境を越

えてシリア政府と戦う武器を受け取るという同盟諸国の決定を助けるためトル

コ南部で秘密作戦の展開中であるとし、…自動小銃、対戦車携帯ランチャー・

グレナード、弾薬、何種類かの対戦車兵器を含む武器が、シリアのムスリム同

胞団など実態のよくわからないネットワーク中継を手段として大部分はトルコ

国境を越えて流れ込んだ、そしてトルコ、サウジアラビア、カタールが支払っ

た、と当局は語った。 

付け加えれば、2011 年 8月にＮＡＴＯ爆撃に支援されたアルカイダによってリ

ビアのカダフィ政権が退けられたあと、ＣＩＡはリビア兵器の移送をシリア反

乱軍に向けて手配した。英国タイムズとシーモア・ハーシュに報道されたよう

に、リビア船は 4基の地対空ミサイル発射装置ＳＡＭ７、対戦車携帯ランチャ

ー・グレナード、その他の軍需物資を含む 400トンの兵器をトルコで荷揚げし

た。ついで 2013年前半には、ＣＩＡが調整してクロアチア、英国、フランスか

らのいわゆる「クロアチア武器空輸大作戦」で軍用兵器類 3000トンというさら

に大規模な武器積載が含まれていた。これは“立派に”働いている傭兵に配備

するためクロアチアのザグレブから 75機の輸送機でトルコに空輸された。さら

なる報道では、2013 年 3月 24日のニューヨーク・タイムズは、これらの武器を

支払ったのはサウジアラビアで、じつは 160 機の軍用貨物機だった、と述べた。 

【ご参考：このあたりの米国と NATO 諸国によるシリア反政府軍への武器空輸については、Patrick 

Henningsen が以下の記事で複数のメディアソースを紹介している。英文ですが=訳者】

http://21stcenturywire.com/2013/03/10/an-international-war-crime-us-and-british-backed-w

eapons-airlift-from-croatia-to-syria/ 

《ダーイシュ（ＩＳＩＳ、イスラム国）の登場》 

自由シリア軍を形成した多様なグループを支援したアメリカ合州国、ＮＡＴＯ、

サウジアラビア、カタールのすべての努力にもかかわらず、シリア政府軍は彼

らを敗北させ総崩れにさせた。さらに言えば、これらの穏健な部隊の多くは寝

返って好戦的なジハード・グループに加わっていった。ついで、2014 年前半に

明らかに未知の軍事集団が見たところどこからともなく降ってわいたように現

場に登場し目を見張る軍事的優位を形成はじめた。それはいくつもの名前をも

っていて、ひとつはイラクとシリアのイスラム国（ＩＳＩＳ）、ついで単にイ

http://21stcenturywire.com/2013/03/10/an-international-war-crime-us-and-british-backed-weapons-airlift-from-croatia-to-syria/
http://21stcenturywire.com/2013/03/10/an-international-war-crime-us-and-british-backed-weapons-airlift-from-croatia-to-syria/
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スラム国（ＩＳ）、あるいはアラビア語のダーイシュであったりした。それは

ほんの数日でイラク軍を遁走、瓦解させ第二の大都市モスルを含むイラクの四

分の一を支配し、またバグダッドが攻撃される恐れさえあって世界中の関心を

引き付けた。まもなく起きた 2人のアメリカ人ジャーナリストの打ち首は、再

度イラクに兵力を投入しイラクとシリアの双方でＩＳＩＳ勢力に対する爆撃の

軍事行動を開始させるよう米国をおびき寄せたのだった。 

イラクに対する攻撃の前、すでにＩＳＩＳはシリアに強固な基地を確保してお

り、モスルでイラク軍から奪取した戦車や車両ミサイルも持ってＩＳＩＳは現

在ほぼシリアの三分の一を支配している。したがって目下のところ、約 600万

人の住民を擁してほぼ英国の大きさの地域をカバーしている。ＩＳＩＳはシリ

アとイラクの国境を認めておらず、イスラムの好戦的なヴィジョンでその支配

地域をカリフ制国家の辺境であると見なしている。これは、サウジ・キャッシ

ュの砂漠の嵐作戦の直接的な成果である。その現金は、正統なイスラーム世界

とは何の関係もない反動的な中世風の有毒な宗教に帰結するグローバルなワッ

ハーブ主義に改宗を迫り教化させることに注がれた。 

初期段階では、ダーイシュ（ＩＳＩＳ、イスラム国）はアルカイダの付属物以

外の何物でもなかった。アルカイダそれ自身が強力な米同盟諸国、サウジアラ

ビア、カタールによって直接に武装され資金供給され支援され、さらに完全な

トルコの支持を受けていた。これらすべての背後に、シリアの世俗的（非宗教

的）な政府を弱体化させ破壊したいというアメリカ合州国とＮＡＴＯの願望が

あった。パトリック・コックバーンが最近の鋭い論考で述べたように： 

「イラクとシリアにおけるＩＳＩＳと他のスンナ派ジハード運動の育ての親は、

サウジアラビア、湾岸君主国、そしてトルコである。彼（コックバーン）は、

こうしたことは自然発生的に起こるものではないと語るＭ16（英国諜報機関=訳者）

の元トップを引き合いに出している。コックバーンはさらに進んで、そのあり

そうもないイラク全体のスンナ派共同体は、サウジアラビアの支援などなしに

ＩＳＩＳを結束して支援していただろう、と述べている。…トルコの役割は異

なっていたが、ＩＳＩＳや他のジハード・グループの援助においてはサウジア

ラビアに劣らず重要である。そのもっとも重要な働きは、シリアに接するその

510マイルの国境を開けておくことだった。これがＩＳＩＳ、アル=ヌスラと他

の反政府グループに人と武器を運び込む安全な後方基地を与えた。…トルコの

軍諜報機関は 2011年に自身を再編成したときＩＳＩＳ援助に深く関与していた

のかもしれない。」 

支配的な立場を確保する世界の全方位支配の方針に従って、米国は、たとえば

アフガニスタンのムジャヒディーンやアルカイダという創作物のように、それ
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が彼らの利益であったならテロリスト・グループへの支援をためらうことはな

かった。すなわち彼らがソ連と戦ったとき彼らは自由戦士だったが、ついで９・

１１の反動がきて…彼らはすぐにテロリストとなりアメリカ合州国の「対テロ

戦争」に結びついた。イラクに対する不法な侵略戦争と軍事占領は、アルカイ

ダの新たな変種のレジスタンスをつくり出す結果となり、彼らはもちろんテロ

リストと見られた。つぎにシリアのアサド政権に対する攻撃が起きて、米国、

ＮＡＴＯ、サウジ、カタール、そしてトルコの軍事行動が開始された。初めの

うちは現地の自由戦士、つまり自由シリア軍を装っていたが、彼らがほとんど

前進できなかったとき、さらなる自由戦士がアルカイダの形で現れ、そのすべ

てのヴァリエーションにおいて結果的にはＩＳＩＳに至っている。これらのか

つてのテロリストたちは、現在シリアのアサド政権を追い出す軍事行動の同盟

者となっている。シリアが正しくも彼らを外国人テロリストと見ていたにもか

かわらず、その主張はほとんど無視された…2人のアメリカ人ジャーナリストが

首切り処刑されるまでは。 

アメリカ人ジャーナリストが打ち首にされたほぼ同時期に、シリアでは残忍な

戦いが続いていた。シリアの兵士はどこであれ捕えられ多くは打ち首にされ即

座に処刑された。このすべてが入念に撮影されている。数多くのウェブサイト

がこれを見せているが、とくにそのひとつには「シリア人の戦い：シリア戦争

犯罪の証拠」というタイトルが付けられていた。2014年 8月のタブカ空軍基地

の近くでは、220人のシリア兵の大量処刑を含むぞっとするような数多くの処刑

シーンが見られる。ちょっと考えてみてほしい、もし 220人のアメリカ兵が打

ち首になって処刑されていたら、どんな抗議が押し寄せただろう。その代わり

に主流メディアはもっぱら 2人のアメリカ人ジャーナリストの打ち首に集中し

た。それはじっさい憤激に値するが、何百人もの首を切られたシリア兵への憤

激はどこへ行ったのだろう？基本的には、ＩＳＩＳがシリアでやっていること

については何も言われなかったのである。 

アメリカの 2人の民間人に対してＩＳＩＳがやったことについてアメリカで激

しい憤りがあったが、そこには、この宗教的過激主義の原因に関して、またこ

れがまさに米国がアフガニスタン、イラク、リビア、そしてシリアに対してや

ったことからくる反動の別のケースだったという可能性については、ほとんど

何の自己分析もなかった。 

それは当然のことで、米国のレスポンスはＩＳＩＳの戦闘能力を若干貶めるよ

う一連の空爆を宣言することだった。しかし、そこには地上軍もなく、したが

って実際にはＩＳＩＳの軍事的敗北はおそらく故意に決着がつけられないまま

におかれた。実際には、ＩＳＩＳの即席の軍事力に手を焼いたまま、西側とそ

の地域同盟国のサウジ、カタール、そしてトルコに託された。彼らの公式の方
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針はアサドを退陣させることであるが、ＩＳＩＳは現在、シリア内の有効な軍

事部隊だけである。もしシリア政府が退陣するなら、その空白を埋めるのはＩ

ＳＩＳであろう。果たして、2003 年のイラク侵略と 2011年のシリア襲撃はイラ

ク北部とシリアに広がる強力なジハード国家を作ることになっていただろう

か？こうした狂信的なワッハーブ体制によって、シリアの多文化・多宗教社会

に何が起こるのだろう？ 

この荒涼とした現実に直面してパトリック・コックバーンが要約したように： 

「…米国とその同盟国は、幻想の中に落ち込むことがＩＳＩＳの上昇に応える

ことだった。欧米の外交官たちは非公式にこのグループが実際にはいくつかの

包囲された孤立地域の外には存在しないことを認めているのだが、彼ら米国と

その同盟国はアサドとＩＳＩＳの双方と戦うために穏健なシリア反乱軍の第三

勢力を育てていると装っているのだ。」 

そのうえ、こうした部隊が軍事訓練され装備されるやいなや、彼らのうちの大

多数が、たとえばこの 1月にはそのうち 3000 人がアル=ヌスラやＩＳＩＳに参

加し始めた。しかしこの明らかな欺きの向こうに筋道はあるのか？果たして、

本当に米国とその同盟国はＩＳＩＳにシリア軍を挫折させ敗北させるつもりな

のか？そしてこの狂信的なスンナ派ワッハーブ体制がいったんシリアを支配し

たなら、次のステージは破壊されるべきもう一つのムスリム国家シーア派イラ

ンを攻撃することになるのか？こうした冒険的な地上部隊がＩＳＩＳの連中で

ある。 

このマキャベリ的な可能性に対処するために、イスラムの好戦的なヴィジョン

をもつ狂信的なカリフ国の永続的な設立はおそらくそれほど良い考えではない

という理解が最近あって、ことによるといくつかのレベルでその形跡が見えて

いた。最近まで、可能性の範囲を超える問題であると思われていたことは、米

国が実際にシリアのアサド大統領に対応する用意があると思われる新たな証拠

が現れていることだ。ニューヨーク・タイムズ（2015年 1月 15日、19日）で

報道されたように、国連のシリア危機特使は、戦闘地域の中でも近くでも何ら

かの方法で地上戦を凍結させ戦争を終結するようシリア政府とＩＳＩＳの説得

を試みている。アサド大統領はその案に前向きになっていたが、ＩＳＩＳから

は何の返答もなかった。また、ロシアのイニシアチブによってシリア危機を解

決する会議を準備するためモスクワで会合が行われている。良いニュースは双

方の働き掛けで米国が協力的になったということである。 

もうひとつの励みとなる兆候は、アサド大統領による大変長い広範囲にわたる

インタビューがフォーリン・アフェアーズ（2015年 1月 27日）に公表されたこ
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とだ。これは米国政府の要人とアメリカの一般国民双方にとって重要なことだ。

アサドは、カタール、サウジアラビアあるいは西洋の米国を含むどんな国でも、

外部から雇われた操り人形でなければ誰とでも会う用意はできていると述べた。

それはシリアでやるべきだ。また彼は、会議から発生するいかなる決議もそれ

が運用される前に国民投票によって民衆に再考する機会をあたえなければなら

ない、とも述べた。こうした手順より民主的なことがあろうか？このような行

動を通して、シリアはその世俗的な状態を維持することができ、また真の民主

的な国家へと発展することができるのであろう。 

それゆえ、シリアで続く戦争の凶暴さにもかかわらず、これらの成り行きは、

22万人を超える死者、100万人の負傷者、そして 100万人以上が追放されたこ

の外国の影響で生じた大災害を収束させうるかすかな希望の光を差し出してい

る。しかし、それがもしＩＳＩＳがその対シリア攻撃の収束を拒否することが

分かった場合、米国がするべき理性的なことはシリア政府を転覆させる軍事行

動を止めること、ついでＩＳＩＳ勢力を敗北させるためにシリアと協力するこ

とであろう。米国とシリアの協調した空爆によって、この地域に送り込んだサ

ウジアラビアのワッハーブ派を打倒するためなら、シリア軍は必要な地上軍を

提供するだろう。だがこれは単に可能性の域を越えていることなのか？ 

手短な要約が適切だ。第一に、米国とその同盟国はＩＳＩＳおよびその共犯者

アルカイダ、同様に多様な波及グループを創り出したことにどの範囲で責任が

あるのか？一番初めは、アフガニスタンでソ連と戦うためにムジャヒディーン

とアルカイダを創り出したのはアメリカ合州国だったことを私たちは思い起こ

すべきだ。あとで９・１１の反動が来たが、それはレジスタンスとしてのアル

カイダを創り出した米国のイラク侵略であった。シリアの暴動を誘発したのは

アメリカ合州国だった。彼らの自由シリア軍が敗北に直面したとき、米国の同

盟国サウジとカタールの莫大な資金援助と指揮およびトルコの戦術的援助をと

もなって救出にイラク・アルカイダが駆け付けた。ＩＳＩＳに転移したのがこ

のアルカイダである。また、米国は、とくにイエメンやパキスタンでその無人

機の軍事作戦をとおして余分な敵をも発生させた。 

《結語―不正に便乗し続ける欧米メディアの共犯》 

だが、ここでの話はこれがすべてではない。その副産物は編集者と突出した風

刺画家など 12人の人々を死なせたシャルリー・エブド誌に対するパリの最近の

襲撃である。明らかに預言者ムハンマドにかんする週刊誌の侮蔑的な諷刺画に

憤激したアルカイダに関係する男たちによって実行された。その襲撃は「私は

シャルリー」の叫び声を呼び集め報道の自由を支持する街頭デモをくりひろげ、

フランスと世界中で数百万人の大規模な抗議を引き起こした。 
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歴史的なコンテキストにこの問題をおくと教訓となる。ナチス・ドイツでは、

デァ・シュテュルメルという反ユダヤ新聞が病的なまでにユダヤ人のカリカチ

ュアを強調していた。ニュールンベルグ裁判で告発されたその編集者ユリウ

ス・シュトライヒャーは、ユダヤ人にかんする彼の話題と諷刺画の理由で絞首

刑にされた。セルビアに対するその爆撃作戦の期間中 1999年には、ＮＡＴＯが

ベオグラードのラジオ/ＴＶ局を故意に爆撃して 16人のジャーナリストを殺害

した。米国は、2001 年にカブールのアル=ジャジーラ本部を爆撃した。また 2003

年には、アル=ジャジーラがバグダッドで爆撃されジャーナリストが殺された。

ガザ攻撃でイスラエルは故意に多数のジャーナリストを殺害した。 

上記の例では、確かに報道の自由の問題はほとんど話題にならなかったし、大

規模な街頭抗議運動も一切なかった。シャルリー・エブドの場合、上記の例は

言論の自由のモデルではなかった。実際には、シャルリー・エブドのムスリム

にかんする政治的ポルノグラフィーはデァ・シュテュルメルにユダヤ人が描か

れたやり方とほとんど違わないというのに。 

米国とその多様な同盟国は、アフガニスタン、イラク、リビア、ガザ、イエメ

ン、シリアと多くのムスリム諸国で死と破壊の戦争に乗り出した。これに加え

て、サウジアラビアはその狂信的なワッハーブ主義を蔓延らせようとして 1000

億ドル以上を費やしてきたようだ。ワッハーブ主義は、一般にムスリム世界全

体では嫌われている比較的小さな宗派だが、やはりムスリムのイメージを傷つ

けてきた。こうした理由で、世界のイスラム教徒を堕落させ、品位を下げ、恥

をかかせ、あざけり、辱めることが、どういうわけか西洋の一部の人々に許容

されるようになった。風刺画家が表現の自由の見せかけのもとでムハンマドを

嘲るほうを選んだのは、このスピリッツにおいてであった。注目すべきは、か

つてシャルリー・エブドはあるジャーナリストが書いたひとつの描画がシオニ

スト・ロビーに批判されたという理由で彼を解雇したことがある。しかし、ム

スリムに対して同じことが現われたとき、それは解禁となった。アメリカ合州

国最高裁判所判事オリバー・ウェンデル・ホームズによって出された評決では、

言論の自由は「嘘なのに満員の劇場で火事だと叫ぶ」権利は人に与えられてい

ないとある。また、暴力を呼ぶような「挑発的な言辞を公表することは禁止す

るという条項が合州国憲法にある」。こうしたすべてが、シャルリー・エブド

の編集者と発行者に無視された。処罰が死刑ではないとしても、起こったこと

に対して彼らは相応の責任を負っている。残念なことに、シャルリー・エブド

のカリカチュアに対する欧米の無批判的な擁護は、諷刺画がムスリムに直接向

けられまたムスリムを嘲笑したからだった。今日、極端に嫌われた人々がイス

ラム教徒であることは疑いようがない。 
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ISISが 2人のアメリカ人ジャーナリストを打ち首にしたとき、憤激と非難が西

洋を貫いた。しかし同じ ISISが何百人ものシリア兵を打ち首にし、これらの戦

争犯罪を入念にフィルムに収めたとき、これはほとんどどこにも報道されなか

った。付け加えると、シリア悲劇のかなり初期の段階から、アルカイダ・グル

ープは兵士だけでなく、警官、政府職員、公務員、ジャーナリスト、キリスト

教会の人々、援助ワーカー、女たちや子どもたちを殺害し拷問していた。同じ

く市場での自爆も。これらすべてが主流メディアでは覆い隠されていた。そし

てシリア政府が正しくこれをテロリズムと公然と非難したとき、これは無視さ

れるかアサドのプロパガンダだと非難された。 

では、欧米のメディアではこれらの残虐行為がなぜ報道されなかったのか？も

しこれが報道されたなら、ワシントンが宣言したアサドは去るべきというアジ

ェンダに敵対することになっただろう。こうして主流メディアは公認の方針に

従った。ここに新しいものは何もない。欧米が開始した戦争、ベトナム、アフ

ガニスタン、イラク、リビア、シリアに対する暴動と政権転覆戦争、さらにイ

ラン、グアテマラ、インドネシア、チリに対する彼らのクーデター、そしても

っとも最近ではウクライナで、メディアはことごとくこれらを支持したことを

歴史は示している。 

テロリストの行為が私たちの敵に対して実行されるなら、しばしば自由戦士の

行動と見られる。しかし同じタイプの行為が私たちに向けられたとき、それら

の行為はテロリズムと非難される。だからすべては誰の牛に突き刺されるか次

第なのである。 

（以上、翻訳終わり） 

 

ISIS Serves US Foreign Policy: “Islamophobia” Industry Feeds War 

Abroad, Grows Police State at Home 

ISIS は米外交政策に仕える：海外で戦争を養い自国で警察国家を育てる「イス

ラモフォビア」産業 

 

by Tony Cartalucci 

トニー・カルタルッチ（松元保昭訳） 

2016 年 3 月 26 日ランド・デストロイヤー誌 

2016 年 3 月 27 日グローバル・リサーチ誌 
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http://www.globalresearch.ca/isis-serves-us-foreign-policy-islamophobia-industry-feeds

-war-abroad-grows-police-state-at-home/5516695 

 

※イスラモフォビア産業 Islamophobia Industry は、いうまでもなくノーマン・Ｇ・フィンケルスタイ

ンの『ホロコースト産業 The Holocaust Industry』（立木勝訳、三交社、2004 年）からの転

用である。そのサブタイトルには《同胞の苦しみを「売り物」にするユダヤ人エリートたち》とある。

著者トニー・カルタルッチは、謀られたテロの脅威を偏在させることでイスラモフォビア（イスラム

嫌悪）を「売り物」にした「反テロ戦争」背後の真の利権集団とメディアの機能を暴こうとする。

=訳者 

 

 

 

じつに簡単なことだ。脅威をつくり出せ。その脅威と対決して、自国で専制政

治の拡大を、海外で終わりなき覇権戦争を宣言することだ。その間ずっと、で

きるだけ多くの人々の心と精神に付きまとう脅威を持続させるため、恐怖、ヒ

ステリー、憎悪、分断を故意に永続させることだ。 

 

上に述べたことは、人間の歴史の至る所にみられる特別な利権集団に利用され

てきた基本戦術であり、また現代の特別な利権集団も何の例外もない。現在、

えり抜きの謀られた脅威は「テロリズム」である。アルカイダやいわゆる「イ

スラム国」(ISIS)のような組織がアメリカ合州国、そのヨーロッパ同盟国、また

トルコやペルシャ湾岸諸国を含む中東の従属諸国の地政学的な道具であり創ら

れたものであることは、十分に記録され裏付けられた事実である。 

 

この謀られた脅威を社会全体に生き生きとさせておく手段が、イスラモフォビ

ア（イスラム嫌悪）である。すなわち、米=サウジが教化し武装化し資金供給し

支援した過激派の行動ゆえに約16億人の世界中のイスラム教徒をスケープゴー

トにし罪を着せることである。 

 

http://www.globalresearch.ca/isis-serves-us-foreign-policy-islamophobia-industry-feeds-war-abroad-grows-police-state-at-home/5516695
http://www.globalresearch.ca/isis-serves-us-foreign-policy-islamophobia-industry-feeds-war-abroad-grows-police-state-at-home/5516695
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画像キャプション：イギリスの EDL、ドイツのPEGIDAなどの集団は、特別な利権集団に直接つ

くり出され駆動されているのだが―皮肉なことに同じ特別な利権集団がまさに過激なイスラモフ

ォビアを組織化し資金提供し指揮命令して、すべてのイスラム教徒に罪を着せている。多くの

EDLや PEGIDAのメンバーは、同時に狂暴なサッカーのフーリガンあるいはネオ・ナチでもある。

それゆえ確実な情報判断力の欠如はなにも驚くことではない。   

 

1980 年代、アフガニスタンの対ソ連代理戦争の遂行最中、米国とサウジアラビ

アがアルカイダの開始で演じたその役割は歴史に記録されている。かならずし

も広く知られていないことは、これら同じ二つの国がアルカイダから枝分かれ

した ISIS の創設で明らかに演じた役割だ。 

 

果たして、まさにアルカイダがアフガニスタンでの代理戦争遂行のために創設

されたように、「サラフィスト国［イスラム国］」はシリア政府に敵対する代理

戦争遂行のために意図的にシリア東部に創設されたものだったということを、

アメリカ自身の国防情報局(DIA)が 2012 年のリークされたメモで認めたのだ。 

 

リークされた 2012 年のリポートが以下のように明白に語っている。 

 

もし状況が崩れたときは、宣言するか宣言しないかにかかわらずハサカーとデ

ールッゾールのシリア東部にサラフィスト国を樹立する可能性がある。これは

まさしく反政府派の支援勢力が望んでいることであり、イラク、イランのシー

ア派領域の戦略的深部とみなされるシリア政権を孤立させるためである。 

 

サラフィスト国（イスラム国）の創設を追求するこれらの「支援勢力」を明ら

かにするために…と DIA リポートは次のように述べている。 

 

ロシア、中国、およびイランが（アサド）政権を支援するなら、西側、湾岸諸

国、およびトルコは反政府派を支援する。 

 



40 

 

 

画像：リークされた DIA メモの一部に上記のことが書かれている。 

 

そこで、もし ISIS の背後に米国およびその同盟国があるなら ISIS によるもの

だとされる攻撃は直接間接問わず米外交政策が関与していることは明らかだ。

もっとはっきり言うと、中東および北アフリカ地域(MENA)において米国自身が

「政権転換」を予定していたそれら幾つかの政府に対する戦争遂行で、ISIS が

西側の目的に仕えていることはもっと明らかなことである。可能ならば、ISIS

が海外への直接軍事介入の都合のいい口実としても機能するということだ。 

 

若干の人々にとってまだ明らかでないことは、ISIS がフランスやベルギーまた

東西にまたがる別々の標的で攻撃を開始する際、米国とその同盟諸国が獲得す

るものは何かということである。 

 

とはいえ、彼ら ISIS が「グローバル・テロリズム」の謀られた脅威を一層強化

し、また、自国で専制体制を育て海外で戦争を拡大しその双方で役立つことも

実に明らかなことだ。 

 

なじみの顔で動き回るイスラモフォビア産業 

謀られた脅威の「グローバル・テロリズム」を永続化するため、世界中のムス

リムに恐怖、ヒステリー、憎悪、および分断を撒き散らし高らかに叫ぶ連中と、

アルカイダや ISIS のようなテロリスト・グループの暴力を武装させ資金提供し

軍事訓練しまた売り込むことに直接関与し終わりなき「反テロ戦争」から最大

の利益を得ている同じ特定利権集団とが、双方を務めていることはなんと興味

深いことではないか？ 

 

そこがもっとも知りたいことであって、たまたま確証された真実でもあるのだ。 

 

繁殖し続けるイスラモフォビア・ネットワークの生態系は、ワシントン、ニュ

ーヨーク、ペンシルバニアにおける 2001 年の 9・11 テロ攻撃のあとに続くアフ

ガン戦争とイラク戦争に米国を導いたネオコンの中枢グループに集中繁殖し、
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イラン、リビア、スーダンに対するさらに多くの戦争を推し進めた。 

 

元合州国政府代表の最高位の人物でありイラク、アフガニスタン、シリア、リ

ビアを含むグローバル戦争に公的に関与し声高の支持者であったジョン・ボル

トンは、少なくともアメリカのイスラモフォビア補完勢力を引き付ける中心人

物として長い間その役割を果たした。彼の周りには、メディア・パーソナリテ

ィ、人種主義者、頑迷なパム・ゲラー（CNN 女性キャスター）、ロバート・ス

ペンサー、およびアメリカ新世紀プロジェクト(PNAC)の署名者ダニエル・パイ

プらが踊っている。 

 

画像キャプション：アメリカのイスラモフォビア補完勢力は、テロリスト・グループの武装化、資金

供与、その利用、また「テロとの戦い」という口実で戦い続けた多方面の戦争に直接関与した米

国政府の担当者たちと双方で連携しているだけでなく、この補完勢力はイギリスの「英国防衛

同盟（ＥＤＬ）」およびドイツの PEGIDAを含むその種のグループともヨーロッパの至る所で連動し

ている。右上でゲラーとポーズをとっているボルトンのような特別利権集団の人物たちは、イスラ

モフォビアによって永続化された恐怖、憎悪、ヒステリーを土台にした戦争で文字通り何兆ドル

も儲けてきた。 

 

さらにその周辺では、右派ワールド・ネット・デイリー（ＷＮＤ）のような偽

のオールタナティブ・メディアの認知潜入機関がネオコン戦争ロビーの正会員

メンバー編集者ジョセフ・ファラーに運営されており、またシリアの破壊と転

覆で直接の役割を演じた多くの唱道者とともにその仲間でもある。ファラー自

身がシリア系レバノン人であり、レバント地域の国家転覆と再配置を目論む米

国に創設された諸組織に深く関与していた。 

 

彼らのヨーロッパのパートナーと力を合わせるアメリカのイスラモフォビア補

完勢力を率いる WND、パム・ゲラー、ロバート・スペンサー、およびその他多

くの連中は、欧米市民のなかに誤解、憎悪、恐怖、ヒステリー感情を煽るため

長年精力を注いできた。彼らが務めている利権集団こそアルカイダや ISIS が実

行してきたグローバル・テロリズムの源泉だという事実から目を逸らすために、
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彼らはまさにこういうことをやっているのだ。つまり、アルカイダや ISIS は、

イスラームの創設ではなく米外交政策の創設であり、MENA（中東・北アフリ

カ地域）を越えて海外の至る所でアメリカの軍事介入を継続し正当化するレト

リックを生み出すために創り出されたものなのである。 

 

西側は、海外での戦争をなおも増殖させその多くを正当化させるためかろうじ

てやってきたが、アルカイダや ISIS の創設と永続化におけるアメリカの役割に

かんする国際世論は臨界点に達している。米外交政策がこれほど弱体化してい

る状況で、少なくとも顕著なイスラモフォビアが世界中の人々の一角に広まる

ことなくしては考えにくいことだ。 

 

身売りしたオールタナティブ・メディアの連中 

オールタナティブ・メディアに潜入し方向転換させることは、元情報規制問題

局長官キャス・サンスタインの「陰謀説」論文で最も手際よく明確に述べられ

米国政策で言明されていた問題だった。彼はすでに数年前でさえ、世界的な情

報空間における米国の勢力範囲をメディアが顕著に侵食し始めたと指摘してい

た。 

 

 

「認知潜入」と呼ばれる考え方は、読者や視聴者を政府がコントロールする言

説へと徐々に引き戻すために、一見真実と直接の矛盾はないがそれと十分矛盾

するメッセージでオールタナティブ・メディアに潜入することであった。まさ

にそれこそ WND と彼らが緊密に協力しながらずっと見つけ出してきたことで

あり、パム・ゲラーやロバート・スペンサーのような雇われロビイストがやっ

てきたことだ。 

 

現在、プロパガンダの歴史を徹底的に利用し一般大衆の理解力を操作し支配す

るため最も基本的な策略の多くを活用するイスラモフォビアの影響力によって、

オールタナティブ・メディアに聞き従ってきた愚かな読者・視聴者の群衆は首

尾よくその方向になびいている。メディア発信の舞台とオールタナティブ・メ

ディアの人気パーソナリティを確立したので、かなり似たような言説をほぼそ

の通りに売り広めている。これではオールタナティブと目されるメディア発信

の舞台は、もはやなんら「オールタナティブ」ではない。 
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真のオールタナティブ・メディアに残されていることは、この破綻を認め、イ

スラモフォビア産業に仕える―とりわけ隠された権益と行動計画のすべてを語

り鮮明にし続けることだ。選り抜きのオールタナティブ・メディア組織は、長

年、偽旗テロリズムの危険性を、またアルカイダや最近の ISIS 双方の背後にあ

る米国政府の関与を、また人々を分割支配し宗教、人種、政治体制をスケープ

ゴートにする欧米を警告してもきたが、上記すべての範囲で現在直接の共犯者

になっているのだ。 

 

 

画像キャプション：上の地図「世界を覆いつくす米国軍隊と軍事基地」に描かれたように、グロー

バル覇権を維持するために支払った大衆の血と財産の犠牲を正当化することは米国政策立案

者の強引な押し売りである。「テロ」言説の長命を確実にすることは、謀られた「テロリズム」の脅

威なくしてはるかに困難であったろう。非常に多くのものがイスラモフォビア産業に投資されてい

る。 

 

目標は、これら選り抜きの個人と組織によって永続する内部抗争に陥いること

であってはならない。目標は、企業支配されたメディアが他のことでは単純に

真実を記録し報道して暴露すべき声を扱っているように、これら背信行為をも

その通りに扱うことである。 

 

戦争を始めるには群衆に嘘をつく＝使い古された汚いやり方：なぜ人はまだそれに騙さ

れているのか？ 

結果論だが、欧米の人々にあるいは合法的な富や権力や有力者に戦争を売り込

むために語られた嘘を考えてみると、これらの戦争は人類の平安を犠牲にして

でも特別な利権集団にもたらしたものであった。イスラモフォビアを売り歩く
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連中がそうすることで金銭的、政治的な利益を得ていること、また連中の単純

な普遍化や中傷や辛辣な皮肉を越えて真実は間違いなく道理にかなって存在す

ること、これらを人々に見えるようにすることが大事だ。 

 

しかし、レイシズムや偏狭に満足する方が情報に基づく探求や調査や独学の学

習よりも楽な抵抗への道なので、支配層はオールタナティブ・メディアの影響

力を弱める方法を見つけ出す。以前の影響力の上にさらに発展させ回復する道

を見出すことが、本物のオールタナティブ・メディアとして立ち上がることだ

ろう。 

 

暴利をむさぼる終わりなき戦争を正当化するため、大衆に嘘をつくことは使い

古された手だ。もしオールタナティブ・メディアがこの基本的なトリックに対

決し反論できないなら、オールタナティブ・メディア自身の内部に何か組織的

な弱点があるのだ。オールタナティブ・メディアが購読者と収益を稼ぐためな

らどんな報道をしてもよいなら、それらはもはやオールタナティブ・メディア

とはいえない。それらは支配層の宣伝機関の悪質なコピーである。オールタナ

ティブ・メディアが、彼ら自身の、彼らの友人の、彼らの家族の、彼らのコミ

ュニティの真実と未来に真面目であるなら、このイスラモフォビア―この類の

すべての策略―は、特別利権集団の連中が語っている他のあらゆる誤魔化しと

ともに対決し粉砕されなければならない。  

 

（以上、翻訳終わり） 

The original source of this article is Land Destroyer 

Copyright © Tony Cartalucci, Land Destroyer, 2016 

 

 

《訳者の訳文初投稿の前文から（2014 年 10 月 3 日》 

ここには、2014 年年 6 月 29 日の「イスラム国」の樹立宣言直後に投稿されたものと、同年 9 月 24 日の

国連安保理会合の直後に投稿されたもの 2 篇を並べている。前者は同年 7 月 2 日の《カリフ制イスラム

国家プロジェクトと「対テロ世界戦争」》、後者は同年 9 月 25 日の《「テロリストはわれわれだ」イスラム国の

「大きな嘘」》。 

 

つまり「イスラム国」（ＩＳＩＳまたはＩＳＩＬ）の樹立宣言から米有志連合がシリア空爆―いかなる国際法にも

違反する―を実施し翌 9 月 24 日の国連安保理会合で公式のスタートを切った米主唱の対「イスラム国」

掃討作戦の展開までの約 3 か月を置いての 2 論考で、定点観測し続ける著者の分析と警告意図が明

瞭に読み取れる。とくに米外交政策の中枢のひとつである国家情報会議（ＮＩＣ）が 10 年前に「カリフ制イ

スラム国」なる動きで主権国家の解体・再編を構想していたことは、イスラム世界をどこまでも混乱させ悪

魔化し手段化して世界覇権を維持する遠謀として重要だ。 
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なお、残念ながら世界中の主流メディアが、本来現地アラビア語で「ダーイッシュ」と呼ぶべきものを「イスラ

ム国」と呼称宣伝することによってテロを梃子としたイスラモフォビアを煽っている現状を自覚したい。 

 

【「イスラム国」の省略語例】ＩＳＩＳ（Islamic State in Iraq and Syria or Islamic State of Iraq and al-Sham）。

シャームとはアラビア語でレバントの意味でシリアを含むので、ＩＳＩＬ（Islamic State in Iraq and Levant）が多く使

われるようになっている。「ダーイシュ」はこのＩＳＩＬのアラビア語の頭文字読みのようだ。また、6 月末の「イスラム国」

樹立宣言後はＩＳＩＳ（Islamic State in Iraq and Syria）、ＩＳＳ（Islamic State in Syria）、単にＩＳ（Islamic 

State）として「イスラム国」の略語が多く使われている。 

 

※ここに紹介しているのは原著者の改訂版だが、初出論考の訳文は「ちきゅう座」に掲載されている。

http://chikyuza.net/archives/47768 

 

The Islamic State Caliphate Project and the “Global War on 

Terrorism” 

カリフ制イスラム国家プロジェクトと「対テロ世界戦争」 

By Prof Michel Chossudovsky 

ミシェル・チョスドフスキー教授（松元保昭訳） 

初出 2014 年 7 月 2 日、原著者一部改定版 2015 年 10 月 25 日を訳出 

グローバル・リサーチ誌 

Url of this article: 

http://www.globalresearch.ca/the-islamic-state-caliphate-project-and-the-global-war-on-

terrorism/5389530 

この論考は 2014年 7月初出（原著者より）

 

http://chikyuza.net/archives/47768
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rfp3YdlcxUDDzzEb2phvncgPLSv_p8D0I6mNJS01bGgGkFeYaGjjvi1XeZGx_n8Jw3M2PcKE2wk59Aar5SwAi5Dgg8JZCYjnP2h8nfxH49leWJGOr9NfLaoVJeQt1hUyz8t3IAaaPLvBpHYSkPYMQFYq8qlVAzTyAIfKksUQD1f5MYeEM9rT1IZaS-MDN04Dn1p0cTkXnCn6UO5tSAL8ftnRep2DgiQcy6ZwVQO9kKY2askSUMDDb4IKhfvYV0MHnNak5QsGDH9VltKJQcsrmrpyDIhXcLxM&c=x3oKjzifAu9aqN14HQbp7x3WVVqrzrtikgAxug2_d_QOkfAHSiO1jw==&ch=WgbWya4Qj1zh3B1BIiENfyKS_mAtGPne3kWcD1DxCxGQKMRfn4e6IQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rfp3YdlcxUDDzzEb2phvncgPLSv_p8D0I6mNJS01bGgGkFeYaGjjvi1XeZGx_n8Jw3M2PcKE2wk59Aar5SwAi5Dgg8JZCYjnP2h8nfxH49leWJGOr9NfLaoVJeQt1hUyz8t3IAaaPLvBpHYSkPYMQFYq8qlVAzTyAIfKksUQD1f5MYeEM9rT1IZaS-MDN04Dn1p0cTkXnCn6UO5tSAL8ftnRep2DgiQcy6ZwVQO9kKY2askSUMDDb4IKhfvYV0MHnNak5QsGDH9VltKJQcsrmrpyDIhXcLxM&c=x3oKjzifAu9aqN14HQbp7x3WVVqrzrtikgAxug2_d_QOkfAHSiO1jw==&ch=WgbWya4Qj1zh3B1BIiENfyKS_mAtGPne3kWcD1DxCxGQKMRfn4e6IQ==
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アルカイダ伝説と「外部の敵」という脅威は、大規模なメディアと政府のプロ

パガンダによって支えられている。 

ポスト９・１１時代には、アルカイダによるテロの脅威はＵＳ-ＮＡＴＯ軍事ド

クトリンに構築されたブロックの一部を成している。それは、世界大の「テロ

対策作戦」の遂行を人道的委託というかたちで正当化する。 

周知でかつ記録されていることだが、アルカイダの提携実体はソビエト-アフガ

ン戦争の最盛期からＵＳ-ＮＡＴＯによる諜報資産として多くの紛争で利用さ

れてきた。シリアではアル=ヌスラとＩＳＩＳ反乱軍が欧米軍事同盟の歩兵であ

り、それは順次、準軍事部隊のリクルートと訓練を監督し指揮している。 

米国務省がテロリストを匿っていると幾つかの国を非難する一方で、ア

メリカは正真正銘の「テロ支援国家」である：―シリアとイラク双方で作戦行

動をする―イラクとアル=シャーム［レバント＝シリア］のイスラム国［ＩＳＩ

Ｓ］は、トルコ、サウジアラビアおよびカタールを含むアメリカとその同盟国

によって密かに支援され資金援助されている。さらに言うなら、イラクとアル=

シャームのイスラム国のスンニー・カリフ制プロジェクトは、イラクとシリア

双方を切り離したテリトリー―たとえば、スンナ派イスラム主義カリフ制、ア

ラブ・シーア派共和国、およびクルド共和国―に分割するという長年の米国ア

ジェンダに一致する。  

米国主導の対テロ世界戦争(ＧＷＯＴ)は、米軍事ドクトリンの土台を成してい

る。「イスラム・テロリストの追跡」は、非=在来型戦争の重要部分である。根

本的な目標は、世界中のテロ対策作戦の遂行を正当化することであり、米国お

よび同盟諸国に主権国家の問題に介入する権限を与えることである。 

オールタナティブなメディアを含む多くの進歩的な書き手たちは、最近のイラ

クの展開に焦点を当てながら、「対テロ世界戦争」の背後の関連にはほとんど

理解を欠いている。イラクとアル=シャームのイスラム国［ＩＳＩＳ］は、しば

しば欧米軍事同盟の手先というより「独立した実体」として見做される。さら

に言うなら、ＵＳ-ＮＡＴＯ軍事アジェンダのドクトリンそのものに反対する献

身的な多くの反戦活動家たちは、にもかかわらずアルカイダに直接対決するワ

シントンのテロ対策アジェンダを支持するのだ。すなわち、世界大のテロの脅

威は「われわれは戦争には反対だが、対テロ戦争は支持する」というのが「現

実」である。 
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カリフ制プロジェクトと米国家情報会議（ＮＩＣ）報告書 

プロパガンダの新たな噴出が口火を切った。現在、故人となっているイラクと

アル=シャームのイスラム国［ＩＳＩＳ］の指導者アブーバクル・アル=バグダ

ディがイスラム国の樹立を宣言した：  

『グループが宣言した「カリフであるイブラヒム・イブン・アワド」に忠実な

戦士たち、また、つい 7月 1日日曜日に知られることになったアブーバクル・

アル=バグダディは、ラーシドューン・カリーファ（複数の賢いカリフたち=訳者）

に鼓舞された。それらのカリフたちは、7 世紀に預言者ムハンマドの後継者とな

り大部分のムスリム世界に崇敬されている。』（デイリー・テレグラフ、2014

年 6月 30日） 

痛烈な皮肉であるが、プロパガンダの道具としてのカリフ制プロジェクトは、

10年以上にわたって米諜報機関で計画中のものであった。ブッシュ政権下の

2004年 12月、国家情報会議（ＮＩＣ）は、2020年には西地中海から中央アジ

アおよび東南アジアに広がる新たなカリフ制が現れ、欧米民主主義と西洋的価

値を脅かすことになろうと予測していた。 

国家情報会議の「討議結果」は、機密解除された「世界未来図」と題される 123

ページの報告書で公表された。

http://web.archive.org/web/20060524021758/http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.htm

l 

「過激な宗教と一体となった政争に焚き付けられた世界の動向が、いかに世界

システムの基盤である西洋的規範と価値への挑戦を成したかという実例を新カ

リフ制は提供する。」（強調付加） 

2004年のＮＩＣ報告書は、ほとんどばかげている。それは単に歴史的、地政学

的な分析はもちろん諜報でもまったくない。その見せかけの話にもかかわらず、

ＩＳＩＳ指導者アブーバクル・アル=バグダディのカリフ制イスラム国の樹立と

いう 2014年 6月 29 日のＰＲ宣言とは抜け目のない類似点がみられるのだ。 

それは 2020年までの予言に基づいている。諜報や経験的分析に基づくというよ

りむしろ創作されたビン・ラーディンの孫の手紙の話に基づき、米国の諜報関

係者は欧米世界や西洋文明にとってカリフ制は現実の脅威となると結論づけて

いる。 

http://web.archive.org/web/20060524021758/http:/www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html
http://web.archive.org/web/20060524021758/http:/www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html
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プロパガンダの観点からいうと、カリフ制プロジェクトに横たわっている目的

は―ＮＩＣが述べるように―軍事的なクルセード（十字軍）を正当化する意図

でムスリム世界を悪魔化することである： 

以下に描かれた架空のシナリオは、過激な宗教と一体になることで焚き付けら

れた世界の動向がどのように現れたかという実例を提供する。 

このシナリオのもとで新カリフ制が宣言され、広くアピールされた強力な対抗

イデオロギーを首尾よく前進させるのだ。 

それは、ビン・ラーディンの架空の孫から 2020 年に家族の身内に宛てた仮想の

手紙形式で描写されている。 

伝統的な体制および紛争と混乱から支配力をもぎ取ろうとするカリフの闘いを

彼は詳しく語っている。全ムスリムと合州国、ヨーロッパ、ロシア、中国との

間の外側とムスリム世界の双方でその闘いを確かなものにする。多様な支援の

動員によってカリフが成功するなら、中東にある全ムスリムの中心がアフリカ

やアジアといったもっと外側に配置され、彼のアピールの効果で激しい動乱が

引き起こされる。 

シナリオは、かつての歴史的なカリフ制の実際であったテリトリー全域にカリ

フが精神的・世俗的双方の権威を確立する前に終わっている。われわれはシナ

リオの結末で「世界未来図」に描かれた教訓を確認することになる。83ページ。  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rfp3YdlcxUDDzzEb2phvncgPLSv_p8D0I6mNJS01bGgGkFeYaGjjvi1XeZGx_n8JGmZwZrkSo_BQRAr6Iq3gLXsFcPDOj2DF9JoJc0psy5hvlaO4_YaMko94XFAik3fu89QoIRk-kj4q5Hnz2wK_p_5ENOAO8bgLYLXdY-JTsW-GifuYFZHUD1e87ZKUlA0haP6b1x_UQeA5SXfR6XA29LemRXWWO-_3LH_WZr5cJFcYm9cEn_kiepYc0Xsm1OUe&c=x3oKjzifAu9aqN14HQbp7x3WVVqrzrtikgAxug2_d_QOkfAHSiO1jw==&ch=WgbWya4Qj1zh3B1BIiENfyKS_mAtGPne3kWcD1DxCxGQKMRfn4e6IQ==
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写真キャプション：リポート 90ページ 

この「権威ある」ＮＩＣの「世界未来図」報告書は、ホワイトハウス、議会、

ペンタゴンに提示されただけでなく、アメリカの同盟諸国にも手早く送られて

いた。［カリフ制プロジェクトにかんする部分も含め］ムスリム世界から現れ

る脅威がＵＳ-ＮＡＴＯ軍事ドクトリンの中にしっかりと据えられている。 

 

ＮＩＣ文書は、トップ高官に読まれることが目的であった。概して言えば、「ト

ップ高官」［TOPOFF］へのプロパガンダ・キャンペーンの一部をなしており、

学者や研究者、ＮＧＯ「活動家」は言うまでもなく、外交および軍事の上級意

思決定者をターゲットにしている。その目的は、「トップ高官たち」がイスラ

ムのテロリストは欧米世界の安全保障の脅威であると信じ続けることを確かな

ものにすることだ。 

カリフ制シナリオの土台は「文明の衝突」である。それは、世界的なテロ対策

の課題の一部として世界中に介入するアメリカに世論からの正当性を準備する

ものだ。 

地政学的・地理的観点からいっても、カリフ制は米国がその経済的戦略的影響

力を広げようとしている幅広い地域である。2004 年のＮＩＣ報告書にかんする

ディック・チェイニーの言葉では： 

「7 世紀のカリフ制を参考にしたものを再建したいと彼らは語っている。

イスラム教あるいはイスラム世界の人々が、西洋のポルトガルとスペイン

から、北アフリカに面する地中海全域、北アフリカ全体、中東、バルカン

半島の中、中央アジアの共和国群、ロシアの南端、インドの肥沃な地域、

そして今日のインドネシア周辺のすべてにわたって、ある意味ではバリお

よびジャカルタの端から、他方の端のマドリッドまで、これらすべてを支

配していた時期、事実上 1200年か 1300 年に編成されたもの、これが世界

であった。」ディック・チェイニー［強調付加］ 

チェイニーが今日のコンテキストで描写していることは、米国およびその同盟

諸国が軍事的かつ諜報作戦上で直接関与する地中海から中央アジアおよび東南

アジアへと広がる広大な地域である。 

ＮＩＣリポートの言明されたねらいは、「米国の利権に脅威をもたらす可能性

のある近年の動向を予測することによって、待ち受ける挑戦に向けて次期ブッ

シュ政権を準備すること」であった。 

この権威あるＮＩＣ文書が描いた「教訓」は以下のようである： 
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★カリフ制プロジェクトは「国際秩序への深刻な挑戦である。」 

★「ＩＴ革命は、欧米とムスリム世界の衝突を拡大しそうだ…。」 

文書は全ムスリムに向けたカリフ制のアピールに言及し次のように結論をくだ

す： 

「カリフ制（国家）の宣言は、さらなる紛争を助長してテロリズムの可能性

を減ずることはないだろう。」（ママ） 

 

 

 

カリフ制の宣言は、アメリカの対テロ世界戦争(GWOT)のエスカレーションを正

当化することで、ムスリム諸国から発生するテロリズムの新たな波を生み出す

だろうと、ＮＩＣの分析は示唆している。 

カリフ制は、「ムスリム世界の内であろうと外であろうと、カリフ制に反対す

る人々の攻撃に専念する新しい世代のテロリストを焚き付けるにちがいない。」

［強調付加］ 

ＮＩＣ報告書が言及できないことは、英国のＭ16およびイスラエルのモサドと

連絡する米諜報機関が、テロリストおよびカリフ制プロジェクトの双方を支援

することに密かに関与していることである。 

今度は、メディアが嘘とでっち上げのニューウェーブに乗り出した。ムスリム

世界だけでなくヨーロッパや北米の「自家製イスラム主義テロリスト」から発

生する「新たなテロリストの脅威」に焦点を当てるのだ。 

Copyright © 2014 Global Research 

（以上、前篇翻訳終わり） 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rfp3YdlcxUDDzzEb2phvncgPLSv_p8D0I6mNJS01bGgGkFeYaGjjvi1XeZGx_n8JV-C5FuoF9iWB8vlOsl7MdwJC6XkY6K3AX2BUU-GwBwWEDmQnn5ypkTUdKNMbJRBn9eG7jSS9bDGueJCk0EZ-H44eVy56aAsqqvJP1pDiWgt6vZzNSyIANUbm9m4Ub8jwWdpQYWKNb65gl8_CMa7inMhVOopGndMfkKI2GkrQL1YJbmy0bfYfVKsfyXEDFk-4&c=x3oKjzifAu9aqN14HQbp7x3WVVqrzrtikgAxug2_d_QOkfAHSiO1jw==&ch=WgbWya4Qj1zh3B1BIiENfyKS_mAtGPne3kWcD1DxCxGQKMRfn4e6IQ==
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“The Terrorists R Us.” The Islamic State “Big Lie” 

「テロリストは我々だ」イスラム国の「大きな嘘」 

By Prof Michel Chossudovsky 

ミシェル・チョスドフスキー教授（松元保昭訳） 

初出 2014年 9月 25日、原著者一部改定版 2016年 7月 16日  

グローバル・リサーチ誌 

 

【訳注：タイトルおよび文中の「Ｒ」は、are の省略文字と解し訳した。】 

Url of this article: 

http://www.globalresearch.ca/the-terrorists-r-us-the-islamic-state-big-lie-and-the-criminalization-of-t

he-united-nations/5404146 

 

この論考は、いわゆる「対 ISIS」を指揮したオバマの対テロ爆撃作戦の発端、2014 年 9

月に初めて投稿されたものである。これらの爆撃は、けっしてイスラム国を破壊するため

に意図されたものではなかった。まったく反対だ。「禁じられた真実」は、イスラム国がワ

シントンの道具であり米国の「諜報資産」であることだ。 

 

ISIS は、なんら独立した実体ではなく、欧米メディアが伝えるような世界の安全保障を

脅かす「外部の敵」でもない。それは CIA がスポンサーとなる諜報資産である。トルコと

サウジアラビアがイスラム国に活発に支援している点に注目する必要がある。だが、３

つの冷酷なテロ襲撃の犠牲者となったフランスもそうであり、ＩＳＩＳがやったことで無数の

損害を生じたといわれる。 

  

オランド政府がイスラム国に資金と武器を注ぐ一方で、フランス大統領はフランス共和

国がたまたま支援したイスラム主義者の存在によってフランスは攻撃されたのだと主張

している。それは非常に残忍だ、犯罪的だ。誰かがどこかに潜んでいるんだ… 

 

フランス国民は、自分たちの政府がテロリストを支援し資金供給していることに気づい

ていない。また、フランス共和国はシリア北部から出てきたＩＳＩＳに脅威にさらされている

という理由で、このフランソワ・オランドの同じ政府が国家緊急事態法の制定を正当化

していることも知らない。そのＩＳＩＳは事実上、トルコとサウジアラビアは言うまでもなく、

米国、フランス、英国を含む欧米軍事同盟に［密かに］サポートされているのだ。  

 

米国、フランス、英国、トルコ、それらは「テロ支援国家」である。「テロリストは我々だ」 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KuEVezIKt2xOHT4R1t7PZn1jAK0xSaJa0pNaFKXomZhfrehP-zlAZt7GW9k-eB9b6ad94nA5WkaZoIvqV-t_lmzxTCcU5qK2sdEG0Dq8DIq2xxRLWDmRaKdCEl2q-mH5OJ_eE_MZGc_PnM31ZMUjCk-e0hKuaJAREDHb5tKweL_DgKCjeUS6I2MwuWheFjHqtBAPLPQcwuprQt3pamESfkGBMcklzpRpXBXoKWao4qDHzlkLE_PD8mA6uVV_ZjPrJZwxJD0Er1BZxnMTPiKZxTSwuLmnK9DEKLnC3BaVeyA86oqfaAPK3d2G8Ftp6cPG&c=A60oNBGSjSQYGjAWAtMdyrY0O40gjUyr-Wd148T5GGn2SjW66bHxHg==&ch=Sr5tRXyxxbABS_3fllzPMCW2stSVKynJTAiCM_SIR67HcGHlNqX34Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KuEVezIKt2xOHT4R1t7PZn1jAK0xSaJa0pNaFKXomZhfrehP-zlAZt7GW9k-eB9b6ad94nA5WkaZoIvqV-t_lmzxTCcU5qK2sdEG0Dq8DIq2xxRLWDmRaKdCEl2q-mH5OJ_eE_MZGc_PnM31ZMUjCk-e0hKuaJAREDHb5tKweL_DgKCjeUS6I2MwuWheFjHqtBAPLPQcwuprQt3pamESfkGBMcklzpRpXBXoKWao4qDHzlkLE_PD8mA6uVV_ZjPrJZwxJD0Er1BZxnMTPiKZxTSwuLmnK9DEKLnC3BaVeyA86oqfaAPK3d2G8Ftp6cPG&c=A60oNBGSjSQYGjAWAtMdyrY0O40gjUyr-Wd148T5GGn2SjW66bHxHg==&ch=Sr5tRXyxxbABS_3fllzPMCW2stSVKynJTAiCM_SIR67HcGHlNqX34Q==
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2001年の 9・11の後に引き続きジョージ・Ｗ・ブッシュは、「あなた方はわれわれかテロリ

ストかのどちらかだ」と語った。いわば欧米の指導者は、「彼ら自身はもとよりテロリストと

同じもの」なのだ。 

 

フランソワ・オランドはフランス国民と共にはいない。イスラム国に直接向けられたと言

われる激しい爆撃作戦のかたちの報復行為を正当化するため、彼はニースで死んだ

人々の悲劇を利用した。だが実際には、それらの爆撃はシリア国民に向けられていたの

だ。 

2016年 7月 16日、ミシェル・チョスドフスキー 

 

挿絵キャプション：サウジ、ヨルダンなど湾岸イスラム諸国がアメリカ兵と共に「中東」に刃を突き刺し、その

流れ出た血からＩＳＩＳ戦闘員が輩出するという図。 

国連安全保障理事会主宰で、オバマ大統領が議長を務めた（異例の首脳級）理

事会会合で、米国は、イスラム国戦闘員の募集を削減するため国家的、国際的

なレベルで強硬手段を採用するよう国際社会に訴えた。※【訳注：2014 年 9月 24

日、国連安保理はテロ目的の海外渡航を「重大犯罪」として処罰することを加盟各国に

義務付ける決議を全会一致で採択した。】  

メディア報道で言及されないことは、各々自国の諜報機関に勧められてアメリ

カの対イスラム国作戦を是認した国家元首や政府の長たちが、米国の諜報機関

こそがイスラム国の暗黙の設計者だと完全に知っていることだ。そのイスラム

国は米国がサポートする「ジハード主義」テロリストの存在の巨大なネットワ

ークの一部である。加盟各国は、米国が提案した決議案を支持するか、もしく

は米国のテロ計画の共犯者となるかどちらかを強要される。 

忘れてならないことは、サウジアラビア、カタールがアメリカ合州国のために

ＩＳＩＬテロリストに資金援助し訓練していたことだ。イスラエルはゴラン高

原でイスラム国（ＩＳＩＬ）を匿っており、トルコ最高司令部と連携している

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KuEVezIKt2xOHT4R1t7PZn1jAK0xSaJa0pNaFKXomZhfrehP-zlAZt7GW9k-eB9b6zrUkOGokLMMsozKSiHBUzuJssNr4g6mzxNObo7TxjFZATOu_M2N4E5tUe8aEcm3WWkhYwuB5A5W-sDkBlIS_neswimflYQxIyMO6RTI0vES127FbjVKi2artsknF5-s5Os_eceTGCQwE3O8uyQFTaV5A952DWV77MiAMkaAK3pwg_4_9z95QQgMaAxbX7fG&c=A60oNBGSjSQYGjAWAtMdyrY0O40gjUyr-Wd148T5GGn2SjW66bHxHg==&ch=Sr5tRXyxxbABS_3fllzPMCW2stSVKynJTAiCM_SIR67HcGHlNqX34Q==
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ＮＡＴＯは、2011年 3月以来、シリアに派遣したジハード戦闘員のリクルート

に協力し関与していた。さらに言えば、シリアとイラク双方のＩＳＩＬ旅団は、

米欧側の特殊部隊と軍事顧問団に密接に結びついている。 

これらすべてはよく知られ記録されていることだが、9月 24日に満場一致で採

択された米主唱の国際連合安全保障理事会決議のばかげたことを、勇気をもっ

て指摘した国家元首あるいは首相は今のところ一人もいない。 

「ばかげたこと」は、まだ控えめな表現だ。われわれが目撃していることは、

国連主催による犯罪的企てである。 

国際的な外交駆け引きがしばしば欺きに基づいている一方で、米外交政策の嘘

はもはや信用されてはいない。われわれが目撃していることは、確立されてき

た外交上の慣例の全体的崩壊である。「禁じられた真実」は、イスラム国がワ

シントン、米「諜報資産」の手段だということである。ＩＳＩＬは独立した実

体でもなく、西側メディアで伝えられるような世界の安全保障を脅かす「外部

の敵」でもない。 

これを誰もが知っているのに、大きな嘘が勝り嘘が真実となる。 

国際連合安全保障理事会決議は、「海外テロ戦闘員のリクルート、組織化、輸

送、装備および資金援助を鎮圧する」よう加盟各国に支持を求めている。「と

くに決議は、ＩＳＩＬ[イラクとレバントのイスラム国]，ＡＮＦ[アル=ヌスラ

戦線]、また他の細胞組織、支部、分派集団、あるいはアル=カーイダの派生組

織…、に結びつくこれらの海外テロ戦闘員に関するこの決議を実行することが

特別かつ緊急に必要と指摘している。」しかし、そもそも、これらの「反政府

自由戦士」はバッシャール・アル=アサド政府の追い落としを追及する欧米軍事

同盟にリクルートされ訓練されたのではないのか？ 

 

写真キャプション：2014 年 9 月 24 日の安保理会合で議長をするオバマ大統領 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KuEVezIKt2xOHT4R1t7PZn1jAK0xSaJa0pNaFKXomZhfrehP-zlAZt7GW9k-eB9baAJpiEWGVpDRMHmyFCgaEg1AFJXhxlaqU_0PI0PBqXG0n0jY11ieIX3J9hkfeOnluRPC9ACXsw9bH3ZeVPmV_ZUYo3XVzcMx12hBcFGnwvDG8LzZiKH1VEb0KvCnwb7yvlfqYUoK5EE_MY2D1Z7kjRyTU94If6IVL3ohtiTCj0_75IKmpCBbLPzRERlFWbemuyRKRC1QW_pnahQ7swt33ha6yXQv94MrngJRdSQ_Z2h76AhlYC0GBEaWgwLXV76hzDXQr5l7mc4=&c=A60oNBGSjSQYGjAWAtMdyrY0O40gjUyr-Wd148T5GGn2SjW66bHxHg==&ch=Sr5tRXyxxbABS_3fllzPMCW2stSVKynJTAiCM_SIR67HcGHlNqX34Q==
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ＩＳＩＬは、欧米軍事同盟の歩兵である。彼らの暗黙の委託は、彼らの保証人

である米国を利する目的で振る舞いシリアとイラクを解体し荒廃させつぶすこ

とである。その最終段階は、これらの国をいくつかのテリトリーへと変換する

ことである。 

 

写真キャプション：シリアのアルカイダ組織のリーダーとジョン・マケイン 

国連安保理会合に出席した政治指導者たちは、米国のテロ対策イニシアティブ

を称賛した。フランスのフランソワ・オランド大統領は、「テロリズムは別の

様相を呈してきた。それは現在、テリトリーを征服したいことだ。」という事

実に注目させた。 

現在、ＩＳＩＬとアル=ヌスラを支援し関与しているヨルダン、トルコ、サウジ

アラビアおよびカタールを含む数か国の米同盟諸国は、伝えられるところでは

シリア内部のＩＳＩＬを標的にした米主唱の空爆に、現在参加している。 

トルコとヨルダンにはシリア国境がある。サウジアラビアとトルコにはイラク

国境がある。これらの国々の直接の軍事参加は、シナリオのエスカレーション

と地中海から中央アジアに広がる宗派間闘争に向かわせる。 

これに関してはすでにトルコが、シリアとイラク内部への地上作戦に参加する

ことになるだろうと公表した。新しく選ばれたアフメト・ダウトオール首相は、

（国連安保理会合の一日前に）彼の政府はイラクとシリア双方における軍事介

入のためトルコ議会の支持を求めることになろうと表明した。 

問題になることは、いわゆる見せかけの「飛行禁止空域」であり、テロ対策の

委託によるイラク、シリア爆撃の正当化であり、その大部分が民間住民を標的

にすることである。オバマ大統領、キャメロン首相、および彼らお似合いのフ

ランス、トルコ、サウジアラビア、カタールその他を含む「イスラム国」の政

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KuEVezIKt2xOHT4R1t7PZn1jAK0xSaJa0pNaFKXomZhfrehP-zlAZt7GW9k-eB9bTcYL0ei_Xku14oVjvcivVsObdmHFbfbHe5Y4utnNcodmFS7de2fLbxj6y4nCnoFQT8XlkKu89hRyRCS5_AYr82o4dXNGDzuaCmtY7AIrdd5MYr6bp8izz3xFXkm4SmwqmyD3F34fnOiFwXrSM2_ABLrtAPtwKn5rkSUGGbC-PUqQ_FG-Jh5MTQ==&c=A60oNBGSjSQYGjAWAtMdyrY0O40gjUyr-Wd148T5GGn2SjW66bHxHg==&ch=Sr5tRXyxxbABS_3fllzPMCW2stSVKynJTAiCM_SIR67HcGHlNqX34Q==
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治的立案者たちは、現在、彼ら自身が造り上げたイスラム国に対する軍事行動

を展開している。地上侵攻が予想されてもいる。イラク政府筋によれば、米国

はイラクに約 13000 人の部隊を派遣して展開中のようだ。 

欧米諸国の指導者たちは、まったく無知か馬鹿かのどちらか、あるいは完全な

堕落か共犯か？「テロリストはわれわれだ。」さらに言えば、彼らのアクショ

ンの広範に予想される結末に彼らはまったく気付いていないようなのだ。 

戦争プロパガンダはニュールンベルク裁判によれば犯罪行為：平和に対する罪

である。米外交政策の嘘とでっちあげを持ち上げることで、主流メディアは戦

争犯罪の共犯者である。 

英国のデヴィッド・キャメロン首相は、英国議会に厄介な問題を持ち込んでい

る。ジハード運動を支持していると嫌疑をかけられた人々に対して、カナダだ

けでなく英国でも市民権の剥奪が準備されている。英国の首相が「イギリスの

ジハード主義者のパスポートを制限するかあるいは取り消すこと」を女王陛下

の政府に支持を求めている一方で、「内務大臣テレザ・メイは、すでにイスラ

ム国に味方して戦ったそれらイギリス人の市民権を剥奪すると脅した。」 

皮肉なことに、イギリス人ジハード主義者のリクルートを英国内部で手助けし

組織することで同時にキャメロン首相は共犯者である。はっきり言うと、彼の

パスポートは「ジハード運動を支援する」ことで無効にされるべきだと主張し

刑事告発の公認化を人は持ち出すかもしれない。 

ジョージ・Ｗ・ブッシュは、2001年に、「あなた方は我々の側につくかテロリ

ストの側につくかどちらかだ」と語った。封印された真実は、米国が極悪非道

な企てに関与しているということだ：それは、主権国家を破壊する目的でイス

ラム・テロ・ネットワークをつくり上げ、現在、その自からのテロ・ネットワ

ークに対して戦争を仕掛けている。メディアのプロパガンダなくして、反テロ

リズムの見せかけに基づくこの軍事アジェンダは、完全に失敗しカードの組み

立てのように崩れるだろう。 

米国大統領とその衰えることのない英国同盟こそが「テロリストだ」。彼らは、

征服戦争を仕掛ける目的をもつ「テロ支援国家」だ。国際連合は、この企ての

共犯者である。 

Copyright © 2014 Global Research 

（以上、後篇翻訳終わり） 
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Balkanizing the Middle East: The REAL Goal of America and Israel: 

Shatter Syria and Iraq Into “Many Small Pieces” 

中東のバルカン化：アメリカとイスラエルの真の目標：シリアとイ

ラクを「多くの断片」に粉砕せよ 

国務長官ジョン・ケリーは、「プランＢ」は異なる国々に解体することだと明言した。 

 

By Washington's Blog 

ワシントンズ・ブログ（松元保昭訳） 

2016 年 2 月 24 日 

グローバル・リサーチ誌 

Url of this article: 

http://globalresearch.us11.list-manage.com/track/click?u=2cc48fb30f331d97157a65aa2

&id=94e6b71c8f&e=9e9f4a136c 

 

米国とイスラエルのタカ派は、ずっと以前にイラクとシリアを小さな断片に解

体すると決めていた。 

 

ガーディアン紙は 2003 年に指摘した： 

 

 エジプトのホスニー・ムバラク大統領は、もしイラクが攻撃されたら中東を

破壊的な結果にもたらすと予測した。「われわれが恐れる無秩序とカオスの国が

地域に広がるだろう。」と彼は語った。 

*** 

たぶん彼らはペンタゴンで腹を抱えて嗤っているだろう。だがムバラク氏と［ペ

ンタゴン］タカ派はひとつのことで一致する：イラクとの戦争は中東の幾つか

の政権に大惨事をもたらすにちがいないと。もっともムバラク氏はひどいこと

になると考えるが、だがタカ派はそれがうまくいくだろうと考えている。 

 

タカ派にとって、イラクとの戦争で地域に覆う無秩序とカオスは思わぬ結果を

http://globalresearch.us11.list-manage.com/track/click?u=2cc48fb30f331d97157a65aa2&id=94e6b71c8f&e=9e9f4a136c
http://globalresearch.us11.list-manage.com/track/click?u=2cc48fb30f331d97157a65aa2&id=94e6b71c8f&e=9e9f4a136c
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もたらす副作用とは考えない、むしろあらゆることが計画通り進んでいる徴候

なのだ。 

*** 

イラクに向けた一つのボールが他の幾つもの政権を破壊することになるという

中東の「スキトルズ（九柱戯）理論」は、しばらくのあいだ紛争の激しい周辺

のあちこちにあったがこんどは「テロリズムに対する戦争」を遂行している合

州国の前面に現れた。 

 

その出処は、少なくともある程度イスラエルのシンクタンク戦略的政治的先進

調査研究所が 1996 年に公表した論文に遡ることができる。表題「訣別：領域確

保のための新戦略」という論文は、ベンヤミン・ネタニヤフ後継政府への政治

的青写真として準備された。タイトルに示されるように、「戦略的主導権を取り

戻しかつシオニズム再建にあらゆる可能性あるエネルギーを呼び起こし国中の

国民に備えるというまったく新たな理論的基礎に基づいた」戦略を採用して、

右派ネタニヤフ氏に過去との完全な断絶をさせるアドバイスであった。（※1995

年 11 月にラビン首相が暗殺され、翌年 7 月の選挙でリクード党首のネタニヤフが首相に当

選した。＝訳者） 

*** 

その論文は、サダム・フセインの追放とバグダッドのハシミテ君主制のすげ替

えで始まる、イスラエルが「戦略的環境を形づくる」プランとして発表した。 

 

要するに、サダムを退陣させることでイラクはヨルダン・ハシミテ王家の影響

下に置かれ、ヨルダンとトルコはシリアを弱体化させ「後退させる」ためイス

ラエルと同調する枢軸を形成するだろう。論文が示唆するところでは、ヨルダ

ンはまた、新イラク・ハシミテ王国のシーア派との以前の関係を再建しシリア

とイラクからシーア派ムスリム住民を「引き離す」ことでレバノン問題を処理

するかもしれない。「イスラエルはその敵対者を封じ込めるだけでなく、彼らに

優位に立つことになろう。」と論文は結論づけた。 

*** 

それを書いた「卓越したオピニオン・メーカー（世論操作者）たち」のリーダ

ーは、現在ペンタゴンの国防政策諮問委員会委員長リチャード・パールであっ

た。 

 

また 8 人のチームの中には、ネオコンの弁護士で現在も政策担当国防次官とし

てペンタゴンでトップ４のポストのひとつに就いているダグラス・フェイスも

いた。 

*** 

チームの中の他の二人のオピニオン・メーカーはディヴィッド・ヴルムザーと
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彼の妻メイラブ［米シンクタンクが開設している外交政策講義、8 月 19 日参照］

であった。ヴルムザー女史は、アラブ人を邪悪な観点で描くアラビア語新聞の

翻訳記事を配信するワシントンの慈善団体メムリ（Memri）の共同設立者であっ

た。ディヴィッド・ヴルムザーは、アメリカン・エンタープライズ研究所（1943

年設立の保守系シンクタンクで正式名「アメリカ企業公共政策研究所(AEI)」）でパール氏

とともに働いた後、現在、軍備管理と国際安全保障の政務次官ジョン・ボルト

ンの特別補佐官として国務省に在籍している。 

 

チーム 5 番目のメンバーは、ワシントンにある国家安全保障問題ユダヤ研究所

のジェイムズ・コルベールである。その諮問委員会は、ディック・チェイニー

［現在米副大統領］、ジョン・ボルトン、ダグラス・フェイスらに飾られたネオ

コン・タカ派の砦だ。 

*** 

現在、ワシントンの重要な地位を占めている「訣別」論文の著者数名と共に、

中東の作り変えでその敵たちを「越えよう」とするイスラエルにとって 1996 年

よりも達成可能な今日、そのプランは結構な状況に見える。それを達成するた

めに、アメリカ人は自らの命を捨ててでもそれを達成すよう促されるかもしれ

ない。 

 

［ブッシュ政権で卓越した役割を引き受ける前から、―リチャード・パール、

ポール・ヴォルフヴィッツ、ディック・チェイニー、ジョン・ボルトンその他

―同じ人々の多くが彼らのアメリカン・シンクタンク「アメリカ新世紀プロジ

ェクト」経由でクリントン政権を通じて彼らの帝国主義的観点を唱導した。］  

 

コネチカット州ハートフォード・トリニティ大学のイベリア研究教授トーマ

ス・ハリントンが書いている： 

 

［イラクのカオスについてはいくつかいい論文があるが］、現在地域を覆ってい

るカオスが、実は米国政府およびイスラエル政府の政策立案者たちが望んでい

る目標だったかどうかを検討する者など［誰一人としていない］。 

*** 

あらゆる帝国の根本目標のひとつは、領土とその資源ないし/または彼らが欲す

る戦略的前哨基地で共倒れの対立を続けるよう煽ることである。 

*** 

こうした無制限の共倒れ紛争を掻き立てるもっとも効果的な方法は、標的にす

る国の社会的母体および物理的基盤を情け容赦なく破壊することである。 

*** 

進行中の社会的混乱と不安は、主要都市中枢の財政上政治上の富を食い尽くす
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軍事機構の持続と膨張を正当化し特段に活気づける。 

 

手短に言えば、…分割支配そのものは、万能の頼みの綱となる帝国主義的な計

略と同じようなものだが、だがそれゆえに、それはアレキサンダー大王、ジュ

リアス・シーザー、スペインのコンキスタドール（征服者たち）、英国のインド

支配の時代にあったことだと、今日心に留めておくことが大切なようなものだ。 

 

そういう人々のために―まだそこらにたくさん広まっていると私は疑っている

のだが―そういう人々すべてにとってこれは余りに巧みすぎ余りに陰謀を企む

ようにみえるので、私は注意深く近づいて読むことを勧めたい。 

 

a)「訣別」宣言は、1996 年、エルサレムにある先端政治戦略研究所(IASPS)で生

まれた。 

 

また 

 

b)「アメリカ国防の再建」論文は、2000 年にアメリカ新世紀プロジェクト(PNAC)

（1997 年設立の保守系シンクタンクでアメリカン・エンタープライズ研究所と同じ建物に

事務所がある）で生まれた。PNAC は、上記イスラエルのシンクタンクとまたジ

ョージ・ブッシュ・ジュニアのホワイトハウス登場で米国外交政策機構のもっ

とも排他的な聖所とも、個人的にも組織的にも深いつながりをもつ米国の団体

である。 

 

これらの文書双方から冷酷な帝国の思惑を読み込むと、第一にイスラエルの「戦

略的環境」を作り変えるため地域を不安定化させる必要を、第二に地域におけ

る米国の「前哨基地」の数を劇的に増やす必要を、まったく公然と語っている

のだ…。 

 

とりわけ石油の豊富な国イラクとリビアに対する米国の系統的な破壊の後、歴

史上の利害関係を動かす以上にデリケートな両国のエスニックかつ宗派的なバ

ランスは政府の内外で誰にとっても周知のことであった。シリアおよびエジプ

トにおける残忍な文明破壊の行き詰まり状況を生み出し続けるよう慎重に計算

された成果の後［その話題についてわがメディアがかき消す沈黙にもかかわら

ずいとも簡単に実現されたものだが］、現在なおそうし続けることは身の毛もよ

だつ徹底ぶりである。 

 

しかも、非常に情報に明るいアナリストにとってさえ、以前からすべて、事実

上すべてに野心的なヘゲモニーを世界で演じるような米国とイスラエルの外交
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政策中枢集団が、世界のこの地域における彼らの共通する戦略目標を達成する

ためまったく冷酷に意図的に挑発的に終わりなきカオスを煽ってきたというな

ら、まるで常軌を逸していることだ。 

 

Antiwar.com のジャスティン・レイモンドが指摘している： 

 

イラクの運命はわれわれが侵略した瞬間から封印されていた。すなわち単一国

家としての未来はないと。戦いの早い段階で私が再三指摘したように、イラク

は少なくとも別個の 3 つの国に分割されるよう運命づけられている。バグダッ

ドと南部周辺にシーア派地域、北西部にスンナ派地域、および米国侵略のかな

り前から独立を渇望していたクルド地域の 3 つである。まさに初めから暗黙の

目標だったとはいえ、これが主戦派の現実だった。つまりイラクの細分化、も

っとはっきり言えば中東全体の細分化。要するに彼らの目標はカオスだった。

―それは寸分違わず今日われわれが見ている通りのものである。 

*** 

何年か前に書いたように： 

「肝心の目的は、もはや再び立ち上がることのないようその国を細分化しぶち

壊し粉々に吹き飛ばすことだった。」 

 

「われわれがイラクを侵略し占領したとき、イラクの武装部隊を軍事的に打ち

負かすことではなかった。われわれは彼らの軍隊や警察部隊に加えてこの国が

緊密に保持していた他のすべての社会制度を解体することだった。教育制度は

破壊され、再構築されることはなかった。下部構造は粉砕され、けっして再建

されなかった。文明社会の物理的な目印さえ―道路、橋、発電所、水道施設、

博物館、学校―全存在が空爆で焼け出されさもなければ荒廃に晒されたままで

あった。それとともに、社会を機能させる精神的心理的基盤―信頼の結びつき、

忠誠、そして慣習―が解体され、すべての敵対する者相互の戦争でイラク人自

身に処理が委ねられた。」 

 

「…ポスト・サダムのイラクでわれわれが目撃していることは、国全体の抹消

である。われわれは自信をもって言うことができる：われわれは来た、われわ

れは見た、われわれは粉砕した。」（有名な、カエサルがマティウスに知らせた「来た、

見た、勝った」をもじった言葉であるが、2011 年リビアのカダフィ暗殺を聞いて当時のク

リントン国務長官が「来た、見た、死んだ」と歓喜したという。＝訳者） 

 

なぜか？これはこうした分析に続いて必然的に生じる問いである。なぜ、われ

われヨーロッパの先人が樹上生活していた時すでに文明化されていた人々の国

全体を意図的に破壊するのか？ 



61 

 

 

この戦争を計画し、扇動し実行した人々は、イスラエルの利益を―アメリカの

カネで―あらゆる機会で促進した人々とまさに同じ人々である。1996 年、ネオ

コンの騒がしい連中―リチャード・パール、ダグラス・フェイス、ジェイムズ・

コルベール、チャールズ・フェアバンクス、ロバート・ローエンベルク・ジュ

ニア、ディヴィッド・ヴルムザーとメイラブ・ヴルムザー―に準備された文書

「訣別：安全な国土のための新戦略」では、イスラエルの首相ベンヤミン・ネ

タニヤフがイスラエルのいわゆる景気後退の「強行突破」および中東全域―レ

バノン、リビア、シリア、イラク、そしてやがてはイラン―の「体制転換」の

軍事行動に同意するよう迫られた。イランを除いて―まだ棚上げにされている

が―これはまったく実行された通りのことだ。2003 年、イラクでの多大な犠牲

を払って得た「勝利」のすぐあとに、アメリカ議会議員の訪問団に際して首相

アリエル・シャロンはこれらの「ならず者国家」―イラン、リビア、そしてシ

リア―は主戦論の次の標的リストに挙げるべきだと宣言した。 

 

［確かに］ 

ミシェル・チョスドフスキーが指摘している： 

 

宗派－エスニックの線に沿ったイラクの分割は、10 年以上ものあいだペンタゴ

ンで計画中であった。 

 

ワシントンが考案したことは、バグダッド政権および中央政府機構の徹底的な

鎮圧であり、政治的断裂の変化を引き起こし国家としてのイラクの抹殺に至ら

せることである。 

 

宗派の境界に沿ったイラクにおける政治的断裂のこの変化は、不可避的にシリ

アに影響を与えるであろう。そこシリアでは、米‐ＮＡＴＯが支援するテロリ

ストは大部分で打ち負かされた。 

 

シリアにおいては不安定化および政治的断片化が目論まれてもいる：ワシント

ンの意図はもはやダマスカスの「政権交代」といった狭い目標を追求すること

ではない。目論まれていることは、宗派‐エスニックの線に沿ったイラクとシ

リア双方の解体である。 

 

カリフ制の布陣は、イランがマリキ政権を支持し米国の策謀がイランの介入を

実際にけしかける可能性があることを考えれば、より広範な紛争に向けた第一

段階であるかもしれない。 
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イラクとシリアの双方で企てられた再分割は、平たく言えば、7つの「独立国家」

［セルビア、クロアチア、ボスニア=ヘルツェゴビナ、マケドニア(FYRM)、スロ

ベニア、モンテネグロ、コソボ］に分裂させられたユーゴスラビア連邦、それ

を基にして広範囲に設計されたものである。マハディ・ダリウス・ナゼムロア

ヤ（グローバリゼーション研究センター(CRG)の中東・中央アジア専門家）によれば、３

つの別々の国家となるイラクの再分割は、中東の地図上の国境線を引き直すよ

り広範なプロセスの一部である。 

 

 

上の地図は、陸軍中佐ラルフ・ピーターズに立案されたもの。これは 2006 年 6

月、米軍の Armed Forces Journal 誌に（Blood Borders: How a better Middle East would look

「血の国境: より良い中東の姿はいかなるものか」というタイトルで）公表されたもので、

ピーターズは米国国家戦争アカデミー（the U.S. National War Academy）の引退大

佐である。［Map Copyright Lieutenant-Colonel Ralph Peters 2006］ 

  http://armedforcesjournal.com/peters-blood-borders-map/］ 

 

ペンタゴン・ドクトリンを公式に反映したものではないにせよ、この地図は「上

級軍事高官のためのＮＡＴＯ防衛大学」で軍事訓練計画に使われていた。［中東

の国境変更計画：「新中東」プロジェクト、マフディ・ダリウス・ナゼムローヤ

著、2006 年 11 月グローバル・リサーチ誌参照。（なお 2016 年 10 月 1 日、同誌に再

掲載されている。）］ 

http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-ne

http://armedforcesjournal.com/peters-blood-borders-map/
http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882
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w-middle-east/3882 

 

シリアをバラバラに解体する 

同様に、米国とイスラエルのネオコンは長い間シリアをエスニシティーと宗派

に基づく小地域にバルカン化することを主張していた。目標は、その国を解体

することであり個別の国民としてのシリアの主権を取っ払うことであった。 

 

1982 年に、かつてはイスラエル外務省に属していたイスラエルの著名なジャー

ナリストが、明確にシリアの破壊を求める本を書いたと言われている： 

 

アラブ諸国すべてがイスラエルによって小さな部分に解体されるべきだ…。例

えばレバノンのようにやがてはエスニックまたは宗派独自の地域に変えていく

イラクおよびシリアの解体は、東部戦線におけるイスラエルの長期にわたる根

本目標である。  

 

それは 1996 年に米国とイスラエルのネオコンが提唱したことで十分裏付けられ

ている： 

 

シリアを、無力化し、封じ込め、それどころか転覆させること… 

 

ミシェル・チョスドフスキーが指摘するように： 

 

シリアの不安定化と政治的断片化も謀られている。ワシントンの意図はもはや

ダマスカス政府の「政権交代」といった狭い目標を追求するにとどまらない。

目論まれていることは、シリア、イラク双方の宗派－エスニックの線に沿った

解体である。 

 

2013 年に、イスラエルの元外交官アーロン・ピンカスは語った： 

 

両者ともを死に至るまで血まみれに大出血させよう：それがここでの戦略的判

断だ。これがいつまでも長く続くかぎりシリアから何の現実的脅威もない。 

 

確かに、2015 年 5 月イラク戦争の中枢立案者のひとりジョン・ボルトンが語っ

た。 

 

スンナ派とシーア派に分断されたアラブ人―3対1でシーア派が勝るところでひ

とつの国家にいることをスンナ派アラブ人はけっして同意しようとはしないと

思う。そこが、ＩＳＩＳが付け入る余地があるところなのだ。 

http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882
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われわれの目標は、イラクの西部地域とシリアの東部地域につくり出される新

しいスンナ派国家は、急進的なイスラム主義者ではなくせめて権威主義的ある

いは穏健な連中に運営されるべきだと、私は考えている。現在のようにイラク

国家を残しておくことは、単にテヘランのアヤトラ（宗教指導者）の衛星国で

しかない。われわれが助力すべき何ものもない。 

 

2015 年 9 月に、ペンタゴン情報局長官ヴィンセント・スチュアート陸軍中将は、

イラクまたはシリアのどちらでも主権国家として現実に元の状態に戻るなどと

考えることは「難しい」と語った。 

 

先週ダン・サンチェスが指摘した： 

 

一般的には、イスラエルは安定した傀儡を据え付けその結果の政権交代の方が

理想としてはよい。それがプランＡである。だがプランＢはバルカン化するこ

とだ。「ならず者」［の独立した］隣敵に耐えるより分割と征服がいいにきまっ

ている。 

 

その敵たちがプラン A ［「アサドは出て行け」］ではすぐには何事も起きっこな

いことが明らかなときに、シリアのためにイスラエルがそのプランＢを支持し

ていることは、やはり注目すべきことなのだ。 

 

ちょうどきのう、国務長官ジョン・ケリーが「プランＢ」はシリアを別々な国々

に解体することだと確認した。 

 

（以上、翻訳終わり） 
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