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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

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)。】 
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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。】 

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] 

【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
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 (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

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] 
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【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】 

 (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] 

【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] 

【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） 

 


