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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？ 
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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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