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Countdown to the destruction of the
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)
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Almost three years have transpired since the Islamic extremist group ISIS’ declaration of the Islamic State on June 29, 2014. In the current situation, the
Islamic State can be considered to have virtually collapsed. However, ISIS’ strongholds located in the west
of Mosul, the second largest city of Iraq, and Syrian
city of Raqqa have not collapsed yet. ISIS resorted
to “human shield” operations to desperately defend
those strongholds. It is clear that the battle has come
to the final countdown to the ultimate collapse of them
although it may still take some time before that outcome in order to minimize civilian casualties.

2014 年 6 月 29 日、イスラム過激組織 ISIS が「イスラ
ム国」樹立をインターネット上に宣言してから今年で丸 3
年を迎えようとしている。現状から視れば「イラク・シリ
アのイスラム国」は既に崩壊していると見做すことができ
る。しかしイラクの第 2 の都市モスル西側にある根拠地
とシリアの都市ラッカの根拠地は未だ陥落に至ってはいな
い。両根拠地を死守せんとする IS は「人間の盾」作戦を
展開している。民間人の犠牲を少なくするために陥落まで
の時間は要するであろうが、陥落に向かってのカウントダ
ウンに入ったことは間違いない。

The impact of the Islamic State
The impact of the Islamic State’s emergence caused
concern that borders in the Middle East may liquefy. This
is because ISIS completely ignored borders that have been
recognized by the international community through the
World War I and the World War II and declared the vast
territories encompassing parts of Syria and Iraq as a state.
2017 年３月６日、モスル西部地区を進軍するイラク治安部隊。翌 7 日、同治安部隊
はＩＳから主要政府庁舎ビルを奪還した（ＶＯＡニュース）
Iraqi security forces advance during fighting against Islamic State militants,
in western Mosul, Iraq, March 6, 2017. Iraq's military said Tuesday(March 7) its
forces recaptured control of the main government buildings in western Mosul
from Islamic State militants(VOA News)

「イスラム国」の衝撃
それは、中東の国境が液状化するのではないか？という
衝撃であった。第一次世界大戦、第二次世界大戦を経て世
界が認識し確定した国境が完全に無視されるかっこうで
「イスラム国」はシリアとイラクに跨がる領域を「国」と
して宣言したからである。
イラク政府もシリア政府も存在しているとはいえ、当事
国内の支配能力を失い、国民が ISIS に拉致され従わない
者が暴行を受け虐殺され難民とならざるをえない状況が拡
大していく予測のつかない事態に陥ったのだ。‘ 世界が「イ
スラム国」を認めない ’ と言っている間に ISIS の実効支配
は拡大し周辺諸国の国境なども、砂漠に引かれた線のよう

2014 年 7 月当時のイラクとシリアに跨がる ISIS 支配領域図
（地図上のピンク色着色部分）
ISIS-controlled territories encompassing parts of Iraq and Syria as of July, 2014
(pink-colored area on the map)

Both the Iraqi and Syrian governments lost control
of vast territories within their borders where some people
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に消えて行くのではないか？という強い危惧が拡がった。
2010 年末チュニジアで始まったアラブの春はチュニジ
ア、エジプト、リビアの長期独裁政権を倒し、イスラム型
の民主主義国家へと移行するのではないかという期待を抱
かせた。しかし期待に叛し国家は弱体化し、権力の空白が
生 じ、 混 乱 ば か り が 拡 大
し、内乱・内戦状況に至っ
た。かろうじてその状況を
克服しなんとか政情を安
定させることができた国
はチュニジアとエジプト
であったが、リビアは未だ 2014 年 5 月 26-28 選挙で大統領に当選し
に政権を担い得る政府の たエジプトのシシ大統領
（エジプト第二革命）
誕生に至っておらず分裂国 Egyptian President El-Sisi who was
elected in the election held on May 26家の様相を呈したままだ。 28, 2014 (Second Egyptian revolution)

既存の国家体制すべてを否定する「イスラム国」
過激派組織 ISIS は①アブバクル・バグダディをカリフ
に押し立てイスラム「国」を宣言した。イスラム法に基づ
く国家の実現を目指すとし、ジハードの対象を既存の全て
の国家体制のみならず ‘ 目指す政教一致の原初的イスラム
国 ’ に反対するすべてをジハードの対象とした。
ムスリム同胞団は、エジプトにおいてイスラム主義に基
づく体制の確立を目指す中、同胞団思想の中に潜在する過
激イデオロギーが生み出したジハード団がアンワール・サ
ダト大統領を暗殺した（1981 年 10 月）。「イスラム主義」
に反する者に対し武力とテロを「ジハード」として断行し
た事件であった。
ムスリム同胞団に学生時代入団したウサマ・ビン ･ ラー
ディンはジハード思想を持ってソビエト軍のアフガン侵攻
に対する②ムジャーヒディーン闘争に参加し、③ 1988 年
にアルカイダを創設した。その約 10 年間に、後にイラク
の反米闘争の中心的人物となったザルカーウィとの関係を
構築したとされる。
核心的アルカイダのメンバーとなった④ザルカーウィは、
2002 年イラクのファルージャに潜入し 2003 年３月のイ
ラク戦争後 2006 年 6 月まで激しい反米闘争を繰り広げた。
彼が 2006 年 6 月米軍の空爆で死亡した後、組織は「イ
ラク ･ アルカイダ」が中核となってムジャーヒディーン闘
争参加のグローバル ･ ジハード戦士を加え反米・反マリキ
をスローガンとしてとして統合を進め、10 月には「イラク・
イスラム国」を名乗った。⑤アルカイダ（基地）から領域
支配へと戦略を変更したのだ。
2010 年 10 月には「イラク・イスラム国」はアブバクル・
バグダディをアミール（司令官）に押し立てた。以上の経
緯から観て「イスラム国」（ISIS）は既存国家体制内での
変革を志行するムスリム同胞団を逸脱したジハード主義者
であり、アルカイダと同じテロ組織であり、ジハード路線
の違いによってアルカイダと袂を分けただけなのである。
2

were abducted, abused and massacred while others became refugees. While the international community refused
to recognize the Islamic State, the territories under ISIS’
effective control continued expanding. The nations in the
surrounding area came to have strong concern that their
borders may disappear like lines drawn on the sands of
desert.
The Arab Spring movement which started in Tunisia
at the end of 2010 caused collapse of a long-term dictatorship in Tunisia, Egypt and Libya. This gave rise to an optimism that the movement may pave the way to the emergence of Islamic-type democracies in the region. However,
such an optimism failed to materialize. In reality, sovereign
states weakened and created vacuum of power where confusion and civil war spread. Tunisia and Egypt barely brought
the situation under control and stabilized domestic political situation. Libya remains divided and a government that
can effectively govern the country has yet to emerge.

ISIS totally denies existing system of
sovereign state
The extremist group ISIS exalted Abu Bakr al-Baghdadi (1) as the caliph and declared establishment of the Islamic State. ISIS strived for establishment of a state based
on the Islamic Law and targeted all existing states as well
as everyone who is against the original theocratic Islamic
State in their jihad.
The Muslim Brotherhood aimed at establishing an
Islamist regime in Egypt and the Jihad Group which was
manifestation of the extreme ideology latent in the Brotherhood ideology assassinated then President Anwar el-Sadat
in October, 1981. The assassination was an armed terrorist
attack against someone who opposed Islamist ideology carried out in the name of jihad.
Osama bin Laden joined the Muslim Brotherhood
when he was a student and was radicalized by the jihad
ideology. He joined the Mujahideen struggle (2) against
the Soviet invasion of Afghanistan and founded Al Qaeda
in 1988 (3). During the decade until 1988, he reportedly
nurtured his relationship with Abu Musab al-Zarqawi who
subsequently launched anti-American struggle in Iraq.
Zarqawi (4) who became a core member of Al Qaeda infiltrated into Fallujah in 2002 and engaged in intense
anti-American struggle from the end of Iraq War in March,
2003 until June, 2006.
After he was killed by the US aerial bombardment
in June, 2006, his Al Qaeda in Iraq attracted global jihad
militants who participated in the Mujahideen struggle. The
group promoted integration of jihad militants under the an-
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「イラク・シリアのイスラム国」
領域支配に戦略を定めた「イラク・イスラム国」は反米・
反マリキ・反シーアを掲げ「アメリカの押しつけによる民
主主義とそれに結託したシーア派マリキ政権は失敗した」
と断じ、スンニ派の元バース党員、旧フセイン政権時代の
幹部、情報機関、軍人、官僚を巻き込んでいったのである。

シリアのホムスで 2011 年４月 18 日起きた大規模な反アサドデモ（ウィキメディア）
Very large demonstration in Homs, Syria against Al Assad regime in the Syrian
Uprising (Wikimedia Commons) 18 April 2011

ti-American, anti-al-Maliki slogan and was renamed as the
Islamic State of Iraq. The group shifted its strategy from
being al qaeda (base) to controlling territory (5).
In October, 2010, the Islamic State of
Iraq exalted Abu
Bakr al-Baghdadi as emir (commander). Based
on this historical マリキ首相は台頭する ISIS と戦えばイラク社会の分断に
直面するというジレンマを抱えていた。ISIS がモスルを
background, ISIS 制圧したのは 2014 年６月 10 日であった。
Minister Nouri al-Maliki faces significant
is a jihad militant Prime
challenges in bridging societal divisions if his
group which de- government is to combat the rising power of ISIS. ISIS
fighters have captured Mosul in Iraq. 10 June2014
viated from the
Muslim Brotherhood which aims at transformation within an
existing state system. It is a terrorist group like Al Qaeda and
split from Al Qaeda due to the difference in jihad methodology.

Islamic State in Iraq and Syria

2011 年３月、アラブの春はシリアにも飛び火し地元の
反政府運動として生じたがアサド政権は残虐な弾圧で応え
た。地元各地で生じた部族による反政府運動と海外からの
支援を受けた「シリア国民連合」が連結できない状況下、
他のアラブ諸国からアルカイダ系のグローバル・ジハード
戦士がシリアに流入してきた。この状況を好機ととらえた
「イラク・イスラム国」は 2011 年 8 月にはその主要構成
員の一人であるシリア人ゴーラーニーを IS の拠点形成の
ためとしてシリアに送り込んだ。
しかし彼はシリア北部で「ヌスラ戦線」を結成した後、
イラク・イスラム国の傘下に入ることを嫌いイラクの IS
と距離を置き、地元シリアのイスラム過激派諸派（イスラ
ム戦線）と共闘するようになった。
そのような経緯もあって、「イラク・イスラム国」は
2014 年６月 20 日にイラクのモスルを制圧した後には、
その余勢をもって直接シリアのラッカを支配し、6 月 29
日に「イラク・シリアのイスラム国」（ISIS）として登場
したのであった。

イラク駐留米軍完全撤収の負の影響
「テロとの戦争」に早く見切りをつけたかった米オバマ
前大統領は 2011 年 12 月にイラクの駐留米軍を完全撤収
させた。
しかしこのことは中東全域に間違ったメッセージを与え
た。「アメリカはアメリカ型のイラク民主化を投げ出した」
との印象を与え、イスラム型の民主主義を実現すべきだと
いう意識を高揚させた。アラブ諸国の大衆が希求する漠然
としたイスラム型民主主義は反米民主主義の方向に誘導さ
れイスラム主義者の唱える反米運動に利する結果となった。
3

The Islamic State of Iraq focused on the strategy of
controlling territory and adopted an anti-American, antial-Maliki and anti-Shiite slogan. The group claimed that
“the democracy imposed by America and affiliated Shiitedominated al-Maliki regime failed,” and absorbed Sunnis
who were former Baath Party members, former Hussein regime senior officials, intelligence officers, military officers
and bureaucrats.
In March, 2011, the Arab Spring movement spread
to Syria, giving rise to local anti-government movement.
The Assad regime responded by severely suppressing it. As
the tribal anti-government forces and the internationallysupported National Coalition for Syrian Revolutionary and
Opposition Forces failed to achieve unity, global jihad militants affiliated with
Al Qaeda continued
entering Syria from
various Arab states.
The Islamic State of
Iraq took advantage
of this situation, and
dispatched one of its
ヌスラ戦線
key Syrian members,
Al-Nusra Front（Wikipedia)
al-Golani to Syria in
August, 2011 to establish IS foothold there.
However, after he formed al-Nusra Front in northern
Syria, he refused to go under the control of the Islamic State
of Iraq and kept distance from it. He started to collaborate
with local Syrian Islamic extremist groups (Islamic Front).
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Because of this development, the Islamic State of
Iraq seized control of Mosul in Iraq on June 20, 2014, and
used that momentum to directly move into Syria, seizing
Raqqa. The group was renamed as the Islamic State of Iraq
and Syria (ISIS).

Negative implication of total withdrawal of the US forces from Iraq
Former US President Obama was eager to finish the
war on terrorism and carried out total withdrawal of the
US forces from Iraq in December, 2011.
However, this sent a wrong signal to the Middle East
region as a whole. The US move gave an impression that
“the United States gave up on American-style democratization of Iraq” and heightened local sentiment to realize Islamic-type democracy. The Arab masses vaguely desired
Islamic-style democracy which was easily shifted to antiAmerican democracy, fueling anti-American movement
supported by the Islamists.
Furthermore, this wrong signal created an impression that Islamic radicals’ armed struggle caused retreat of
the US forces from Iraq. This impression revived the past
memory of the Mujahideen’s struggle against and defeat of
the Soviet military forces which made Osama bin Laden a
hero. This further created a sentiment among the masses to
consider Jihadist militants of the Islamic State of Iraq and
Syria as heroes. This not only energized anti-American extremists in Iraq but also helped the extremists to hijack the
Arab Spring movement.
Inside Iraq, the failed politics of the second (Shiite-dominated) al-Maliki regime (6) drove former senior
officials and other remnants of the
Hussein regime to
support the Islamic State of Iraq.
The Islamic
State of Iraq rapidly expanded its
CNN のインタビューに答えるハシミ副大統領：米国務
controlled territo- 省はイラクのハシミ副大統領に逮捕状が発行されたこ
とに懸念を示し、状況を注視するとした。イラク駐留
ries, seizing Fal- 米軍の撤退は１８日に完了している。 ハシミ副大統領
lujah located 60 は宗派対立の再燃を警告、マリキ首相への批判強める。
（2012.01.31 Tue posted at: 09:19 JST）
kilometers
from Iraqi Vice President al-Hashimi answering in
the CNN interview: The US Department of State
Baghdad in Janu- expressed concern about issuance of the arrest
ary, 2014 and seiz- warrant against Iraqi Vice President al-Hashimi
and said it will closely watch it. Withdrawal of
ing Mosul, the sec- US forces from Iraq was completed on the 18th.
Vice President al-Hashimi warned against revival
ond largest city in of sectarian conflicts, and increasingly criticized
Iraq. By that time, Prime Minister al-Maliki. (2012.01.31 Tue posted at
09.19 JST)
the territory effec-

オバマ大統領、バイデン副大統領、カーター国防副長官、デンプシー統合参謀本部
議長、オースチン陸軍大将（イラク駐留米軍最後の司令官）は最後のわずかな撤退部
隊の家族とともに歓迎式典に臨んだ＝2011年 12 月20 日、アンドリュー ス統合基地
（米
国防総省提供）
President Barack Obama, Vice President Joe Biden, Deputy Defense Secretary
Ashton B. Carter, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Army Gen. Martin E.
Dempsey and Army Gen. Lloyd J. Austin III, the last commander of U.S. ForcesIraq,joined family members of returning service members towelcome those final
few troops home, Dec. 20, 2011, Joint Base Andrews, Md. DOD photo by Army 1st
Sgt. Tyrone MarshallJr

さらに間違ったメッセージは、イスラム過激派による武
装闘争によって米軍をイラクから敗退させたのだというイ
メージを与えたことである。その印象はムジャーヒディー
ン闘争でソ連軍を敗退に導いた戦いの立役者ウサマ・ビ
ン・ラーディンを英雄視した過去を彷彿とさせ、イラクと
シリアのジハード戦士を英雄視することに結びついたので
あった。したがってイラクの反米過激派を勢いづけただけ
でなく、アラブの春の運動全体が過激派に主導される流れ
となったのである。
イラク国内において
は、⑥第二次マリキ政
権（シーア派）の失政
によって旧フセイン政
権の幹部や残党を「イ
ラク・イスラム国」の
支持へ追いやる結果と
2013 年７月６日、モルシ氏が政権の座を追わ
れた後、エジプト各地でモルシ支持者と反対 なったのである。
派が銃撃を含む衝突、数人が死亡、数十人が
急速に基盤拡大を果
負傷した。
06 July 2013 Egypt protests after Morsi
たした「イラク・イス
Clashes involving gunf ire between
s u p p o r t e r s a n d o p p o n e n t s o f o u s t e d ラム国」は、2014 年 1
Egyptian president Mohamed Morsi has
left several killed and scores injured across 月にバグダッドから 60
Egypt.
キロのファルージャを
制圧し、続いてイラク
第 2 の都市モスルを制圧するに至った。ここにいたって
マリキ政権の統治権の及ぶ範囲はイラク国土の半分に縮小
したと言って過言ではない。イラク北部のアルビルを中心
とする地域はクルド人による自治区であったし、モスルか
らファルージャに至るイラク北西からイラク西部、さらに
シリアのラッカからデリゾール地帯の交通要所を ISIS に
押さえられる状況となったからである。
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tively governed by the Al-Maliki regime had shrank by half
which is not an exaggeration. Northern Iraqi area including Irbil was autonomous Kurdistan area and ISIS came to
control northwestern and western Iraq from Mosul to Fallujah as well as transportation hubs which lead to Raqqa,
Syria and Deir ez-Zor.
The Al-Maliki regime requested military assistance
from the US to defeat ISIS. But then US President Obama
only sent military advisors. Kurdish refugees who escaped
persecution by ISIS traveled to Irbil almost on a daily basis.
Under such circumstance, it was reported that
50,000 Yazidis (Christians) were stranded in mountains in
Sinjar near the Syrian border in northern Iraq who were
pressured to be converted by ISIS. It was feared that they
may be massacred if they refuse religious conversion. Then
US President Obama started aerial bombardment to rescue them.

マリキ政権は ISIS 掃討のため、アメリカに軍事支援を
要請したがオバマ前大統領は軍事顧問団を送るのみの対応
であった。ISIS の迫害を逃れて難民化したクルド人はアル
ビルへ移動する事態が日常茶飯事となった。
そのような中、イラク北部シリアの国境に近いシン
ジャールのヤジーディ教徒（キリスト教）が山岳地帯に 5
万人が取り残され、ISIS に改宗を迫られ、拒否すれ全員殺
害されるのではないかというニュースが流れた。オバマ前
大統領は彼らを救うため空爆を実行した。

US President Obama switching to the
strategy of “aerial bombardment and international encirclement against ISIS”

ISの攻撃からシリア側に逃れるヤジディ教徒（2014年8月14日付 The Huffington Post）
Yazidis are fleeing from ISIS attack to Syria in August, 2014 (The Huffington Post)

「空爆と国際的IS包囲網」戦略に舵を切った
米オバマ前大統領

US President Obama considered the Muslim Brotherhood as a non-violent (democratic) social movement and
expected it to help transition of Iraq to an Islamic-type democracy. However, he was faced with emergence of ISIS
and forced to review his strategy. Aerial bombardment to
rescue the Yazidis which lasted for 5 days triggered the review.
Then US President Obama demanded Iraqi Prime
Minister al-Maliki to step down to take responsibility for
failed politics. He made Prime Minister al-Abadi (Shiite)
who succeeded al-Maliki promise to form a national-unity
cabinet and switched to air bombardment strategy.
On the other hand, in Syria where civil war continued, the Assad regime was unlikely to follow demands from

米オバマ前大統領はムスリム同胞団を非暴力的（民主的）
社会運動とみなし、イスラム型民主主義国家への移行を担
う勢力として期待したのであった。しかし「イラク・シリ
アのイスラム国」の誕生に直面し戦略の見直しを余儀なく
された。ヤジーディ教徒救出のための 5 日連続の空爆は
そのきっかけとなった。
オバマ前大統領
はイラクに対して
はマリキ首相に失
政の責任を求め退
陣を迫り、後任の
アバディ首相（シー
ア派）に挙国一致
内閣成立を約束さ
ケリー米国務長官はイラクのアバディ新首相と会談＝
せ、「空爆支援」戦
９月 10 日、バグダッド
Secretary Kerry Meets With Iraqi Prime Minister al- 略に踏み切った。
Abadi
U.S. Secretary of State John Kerry meets with Iraqi
一方内戦に陥っ
Prime Minister Haidar al-Abadi in Baghdad, Iraq
on September 10, 2014. [State Department photo/ たシリアは、米大
Public Domain]
統領がアサド政権
の退陣を求めても
父親ファハズ大統領時代からの親ソ路線の色濃い政権がア
メリカの勧告に従うとは考えられない。さらに化学兵器を
使用した政権に対する制裁は EU と一致した立場であるの
で、IS 掃討をアサド政権と協力して行うこともあり得な
い話であった。結局「国際的 IS 包囲網」戦略となったと
言える。

ケリー米国務長官は湾岸協力会議・地域パートナー会合の参加者と記念写真ー９月
11 日、サウジアラビアのジッダ
U.S. Secretary of State John Kerry poses for a photo with Gulf Cooperation
Council (GCC) and Regional Partners meeting participants in Jeddah, Saudi
Arabia on September 11, 2014. [State Department photo/ Public Domain]
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2014 年 9 月
から、米オバマ
前 大 統 領 は「IS
を 解 体 し、 壊
滅させる」とし
て欧州を歴訪し、
ケリー国務長官
は湾岸諸国を根
回し支持を取り
2014 年 9 月 23 日、紅海やペルシャ湾に展開したミサイ 付 け た。 そ の
ル駆逐艦アーレイ・バークからトマホークを発射して口火
上 で 9 月 22 日、
を切った。使用したトマホークは計 47 発
The US forces started military action by launching 47 シリアに対する
Tomahawk cruise missiles from the Arleigh Burke-class
missile destroyers deployed in the Red Sea and the 空爆を実行した。
Persian Gulf on September 23, 2014
米軍とアラブ合
同軍が共同でシ
リア空爆に踏み切った。そして 9 月 24 日の国連総会でオ
バマ前大統領は「有志連合」への参加を全世界に呼びかけた。

米主導有志連合 VS「イスラム国」
米軍とアラブ合同軍は 9 月 23 日シリアのイドリブ、ア
レッポ、ラッカにある IS 軍事拠点を空爆した。ペルシャ
湾に展開した駆逐艦からはミサイル（トマホーク）が発射
され、空母ジョージ・ブッシュからは F18 戦闘機が飛び
立ち、戦略爆撃機 B1、F16 戦闘機、無人機プレデターも
攻撃に参加した。
米主導の有志連合
に は 60カ 国 が 参 加
したが温度差のある
参加であった。
フランスは当初空
爆に参加していない。
理由はアサド政権と
戦うイスラム国（IS）
米国とアラブ連合軍が行ったシリアのＩＳ拠点空爆
を攻撃すれば、結果
について説明する米国のメイビル中将＝ 2014 年９
月 23 日、ペンタゴン
的にアサド政権に利
Lt. Gen. William C. Mayville Jr. speaks at Pentagon
about the Syrian bombing campaign September する、としていたか
23, 2014 in Washington, DC. Mayville talked about
らである。しかしシ
the U.S. and Arab air strikes in Syria against the
jihadist group Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).
リア難民が欧州に殺
到する事態を受け方
針を転換し 2015 年 9 月 27 日、シリアを初空爆した。
トルコも当初は有志連合に対し空爆拠点として国内のイン
ジルリク空軍基地使用を認めただけだった。しかしシリア側
から越境しての IS による自爆テロが相次いだため 2015 年 7
月 24 日にシリア国境近くの IS 拠点をはじめて空爆した。
ロシアは当初、有志連合のシリア空爆は国際法違反だと
非難していた。地中海に唯一ロシアに提供された軍港をシ
リアのタルトゥスに持つロシアはシリア問題に介入する機
会をうかがっていたと思われる。アサド政権も窮地を打開
するためにロシアに支援を求めた。そこでロシアは 2015
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the United States, especially a demand for resignation of
President Assad because of its pro-Russia foreign policy
which was inherited from former President Hafez al-Assad,
father of Bashar al-Assad. The US took the same position as
EU to support sanctions against the Assad regime’s use of
chemical weapons, so it was unthinkable for the Obama administration to cooperate with the Assad regime to destroy
ISIS. After all, the strategy for international encirclement
against ISIS was only realistic strategy for Obama.
Starting from September, 2014, then US President
Obama visited European states to “dismantle and destroy
ISIS.” Then US Secretary of State John Kerry visited Persian Gulf states to gain support for the strategy. Upon his
return from the trip, President Obama launched aerial
bombardment against Syria. The US forces and the Joint
Arab Forces together carried out bombardment against
Syria. Then US President Obama appealed to the international community to join the Coalition of the Willing in his
speech to the UN General Assembly on September 24.

US-lead Coalition of the Willing vs
Islamic State
The US military and the Joint Arab forces carried
out aerial bombardment against IS military facilities in
Idlib, Aleppo and Raqqa in Syria.Tomahawk missiles were
launched from the destroyer deployed in the Persian Gulf
and F18 fighters were launched from the aircraft carrier
George Bush supported by B1 strategic bombers, F16 fighters and drone Predators.
60 nation states participated in the US-led Coalition
of the Willing but the degree of their commitment varied.
France did not initially participate in the aerial bombardment. This is because France believed that attacking
ISIS which was fighting against the Assad regime would
benefit
Assad.
Subsequently, as
Syrian refugees
in overwhelming
number migrated
to Europe, France
changed its policy and launched
aerial bombardment against Syr- フランスは 2015 年 9 月 27 日、シリアで初の空爆を行
ia on September い東部の IS 訓練キャンプを破壊したと発表した。写真
は爆撃を行った同型の仏戦闘機ラファール
（米海軍提供）
27, 2015.
France announced that it carried out first aerial
bombardment in Syria and destroyed ISIS training
Turkey ini- camps in eastern Syria on September 27, 2015.
tially limited its The photo shows the same type of French fighter jet
Rafale (provided by the US Navy)
participation to al-
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2015 年 9 月 12 日、アサド政権支配のラタキア
空軍基地にロシアの大型輸送機 2 機到着。＝ 9
月 16 日付世界日報
Two large Russian transport aircraft arrived at
the Latakia Air Base controlled by the Assad
regime on September 12, 2015. The Sekai
Nippo September 16 issue.
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年 9 月 30 日空爆を決
定しラッカを空爆した。
ロシアの参戦は有志
連合とは一線を画した
空爆であるだけでなく、
IS 掃討を建前としなが
らシリア・アサド政権
支援が目的であった。
ロシアの空爆参戦は
シリア情勢をより複雑
にした。

「イラクとシリアのイスラム国」の崩壊
イラク軍は有志連合の支援を受け、イラクのシリアへ通
じる交通の要衝ラマディを 2015 年 12 月 28 日に IS から
奪還し、2016 年に入り 6 月末にはイラクのファルージャ
を全面奪還した。

lowing use of the Incirlik Air Base in Turkey for aerial bombardment operations. However, Turkey subsequently suffered repeated suicide terrorist bombings by ISIS militants
who crossed the border from Syria. As the result, Turkey
carried out its first aerial bombing against ISIS stronghold
near the Syrian border on July 24, 2015.
Russia initially condemned the aerial bombardments by the Coalition of the Willing as violation of the international law. Russia maintains the only Mediterranean
military port in Tartus, Syria and seemed to have looked
for an opportunity to get involved in the Syrian situation.
The Assad regime sought support from Russia to overcome the difficulties. In response, Russia made a decision
to start aerial bombing campaign on September 30, 2015
and bombed Raqqa.
Russian participation was distinctly different from
that of the Coalition of the Willing. Although Russia get involved under the name of battle against ISIS, its true purpose was to support the Assad regime.
Russian participation in the aerial bombardment
campaign complicated the Syrian situation.

Collapse of ISIS

一方シリアではラッカ周辺の村々は米軍の支援を受けた
クルド人民兵が主体なってラッカ包囲網が形成され、トル
コもシリアとの国境地帯を軍事的に制圧し IS を排除した。
シリアとイラクの国境の要所シンジャールも IS から奪還
した。IS は逃げ場を失い追い詰められただけでなく、シ
リアとイラクの国境を行き来する支配権を失い原油密輸の
ルート、兵器調達ルート、義勇兵を募り迎え入れるルート
等を失うこととなった。このことによって「イラク・シリ
アのイスラム国」は事実上分断され崩壊したのである。
2017 年に入って、モスル包囲網は一層狭まりモスルの
西側を残すのみとなっている。
東部デリゾール地帯はシリア政府軍に奪還され、ラッカ包
囲網も狭まりつつある。つまり IS はイラクの根拠地モスルとシ
リアの根拠地ラッカでの籠城状態となったと言って良く、両根
拠地の陥落はカウントダウンの局面に入ったのである。
イラクとシリアの根拠地が陥落すれば、IS の中枢が壊
滅することになる。中枢部の司令塔が破壊されることによ
り、指揮命令系統が破壊され、IT を駆使する戦略も大幅
にダウンする。領域支配に転換した「イスラム国」の戦略
は点在するアルカイダ（基地）へと押し戻されたことになる。
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The Iraqi forces supported by the Coalition of the
Willing seized Ramadi, strategic transportation hub which
connects Iraq and Syria, from ISIS on December 28, 2015,
and Fallujah at the end of June, 2016.
On the other hand, in Syria, opposition forces centered on Kurdish militias supported by the US forces
formed encirclement around Raqqa connecting surrounding villeges. Turkey gained control over the Syrian border
area militarily and expelled ISIS forces. Sinjar, strategic
city near the Syrian Iraqi border was regained from ISIS.
ISIS was cornered with escape routes blocked, and lost
freedom of crossing the Syrian Iraqi borders as well as supply routes for smuggling or procurement of crude oil, arms
and volunteer fighters. As the result, ISIS was fragmented
and virtually collapsed.
In 2017, the encirclement against Mosul got further
tightened and only the west of Mosul remains in ISIS control.
The Syrian government forces regained eastern Deir
ez-Zor and the encirclement against Raqqa is also getting
tightened. In other words, ISIS is isolated and under seize
in Mosul in Iraq and Raqqa in Syria, and it is a matter of
time before those strongholds fall.
Once those strongholds in Iraq and Syria fall, the
central axis of ISIS will collapse. With collapse of the ISIS
command and control center, their chain of command will
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イラクの今後とシリア和平
イラクのアバディ政権（シーア派）はモスルを陥落させ
た後、スンニ派に対し公平な挙国一致内閣を推し進めるこ
とができるかが最大の課題と思われる。
それに対し、シリアは他国から流入したグローバル・ジ
ハード戦闘員、アルカイダ・IS 戦闘員の掃討と過激なジ
ハード主義者のあぶり出しが最優先される課題となる。そ
してアサド政権と反政府側グループ、UN、周辺アラブ諸国、
トルコ、欧米、露による徹底した停戦合意。その次にアサ
ド政権の処遇問題をはじめとする新政府樹立へと協議が進
むことが願われるのではないか。
今 IS は権力の空白が生じている地域、国家権力の及び
にくい領域に新たな IS 支配拠点を移し拡散を計っている。
アフガン、イェメン、リビア、ソマリア、アフリカ・サヘ
ル地域、パキスタン、インドネシア、フィリピン南部等々。
このような動きに対しイラク政権と新シリア政権はシリ
ア・イラク国内に IS 戦闘員を封じ込め殲滅する責任がある。

注）
①アブバクル・バグダディ：2014 年 7 月 4 日、イラクの第 2 の
都市モスルのモスク（ヌーリー・モスク）で行われたとされる
金曜礼拝の演説映像。カリフ・イブラヒムを名乗った。

be destroyed and their IT communication strategy will be
greatly undermined. ISIS’ strategy to control territories
was pushed back to a few scattered bases (al qaeda).

Future of Iraq and Syrian peace
After the fall of ISIS in Mosul, the biggest challenge
that the al-Abadi regime will face in Iraq will be whether
it can establish a national unity cabinet which is fair to the
Sunnis.
On the other hand, the priority challenge that Syria will face will be to eliminate global jihad fighters from
other countries as well as Al Qaeda and IS militants and
expose latent jihad extremists. Another challenge will be
to reach cease-fire agreement supported by the Assad regime, opposition groups, the UN, surrounding Arab states,
Turkey, European states and the United States and Russia.
Upon this foundation, it is desired to initiate consultations
on the status of the Assad regime and establishment of the
new government.
ISIS is currently relocating and dispersing its strongholds to the areas with vacuum of power and territories beyond the control of national governing authorities. Those
areas include Afghanistan, Yemen, Libya, Somalia, Sahel
region of Africa, Pakistan, Indonesia, and southern Philippines. Iraqi and the new Syria governments will be responsible for containing ISIS fighters within Syria and Iraq and
prevent ISIS’ efforts to disperse.

Footnotes
(1) Abu Bakr al-Baghdadi: The image of his speech during Friday
worshipping which took place at a mosque (the Great Mosque of
al-Nuri) in Mosul, second largest city in Iraq on July 4, 2014. AlBaghdadi proclaimed himself to be Caliph Ibrahim.
(2) Mujahideen struggle: generally, it refers to the guerilla
struggle against the Soviet forces which lasted for about 10 years
from 1979 to 1989, from the Soviet invasion on Afghanistan
to the Soviet defeat and retreatment. The struggle was called
Mujahideen struggle because those who carried out jihad under
the cause of Islam participated in it.

②ムジャーヒディーン闘争：全体的にはソビエト軍のアフガニ
スタン侵攻から敗退まで、1979 年 -1989 年の約 10 年間、ソビ
エト軍とのゲリラ闘争を指す。イスラム教の大義に則ったジハー
ドを遂行する者が戦闘に加わったとしてムジャーヒディーン闘
争と称された。

(3) founded Al Qaeda in 1988: Osama bin Laden sponsored
Mujahideens with his own fund and funding from the Saudi
Arabia General Intelligence Agency. With his mentor Abdullah
Azzam when he was a student, he established “Service Bureau”
and recruited mujahideens from Egypt and Sudan. He split with
Azzam and his followers who promote activities in Afghanistan
as a priority around 1988. In August, 1988, Bin Laden and some
members of the Jihad Group founded Al Qaeda. (from Wikipedia)

③ 1988 年にアルカイダを創設：ウサマ・
ビン・ラーディンは個人とサウジアラビア
総合情報庁からの資金でムジャーヒディー
ンのスポンサーとなった。学生時代の師で
あるアブドゥッラー・アッザームとともに
「サービス局」を開設し、エジプト、スー
ダンからムジャーヒディーンをリクルート
した。1988 年頃アフガニスタンでの活動
を優先させようとするアッザーム派と路線対立で分裂。8 月にビ
ン・ラーディンを中心にジハード団からのメンバーとアルカイ
ダを創設した。（ウィキペディアより）

(4) Zarqawi: His real name is Ahmad Fadeel al-Nazal alKhalayleh. Jordanian. He aimed at dethroning the Jordanian
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King, and he reportedly pledged allegiance to Osama bin Laden.
He included the Shiites in his targets of jihad, and pulled Iraq
into a civil war. Although he was reported to be connected to
the regime of Saddam Hussein, this was found baseless after
research. He was killed by the US bombing in June, 2006.

④ザルカーウィ：本名アハマド・アル・ハ
ラーイラ、ヨルダン人。ヨルダン王打倒を
目指し、ウサマ・ビンラディンに忠誓を宣
言したとされる。シーア派をもジハードの
対象としイラクを内戦に引き込んだ。サダ
ム・フセイン政権との繋がりがあるとされ
た が 調 査 結 果 否 定 さ れ た。2006 年 6 月、
米軍の空爆で死亡。

(5) Shifted its strategy from being al qaeda (base) to controlling
territory:
It is believed that the strategy advocated by al-Suri, Al Qaeda
theorist, was adopted. According to Tokyo University Associate
Professor Satoshi Ikeuchi, the strategy of al-Suri (whose real
name was Abu Musab al-Suri) advocated “A single terrorist attack
is a public propaganda war which brings fear to the international
community. After confusion spread in Arab states and Islamic
states, we control territories through large-scale organization and
armament.”

⑤アルカイダ（基地）から領域支配へと戦略を変更
アルカイダの理論家スーリーの戦略が取り入れられたと思われ
る。スーリー（本名アブー・ムスアブ・アルスーリー）の戦略
とは東京大学准教授池内恵氏によれば「単発テロは国際社会を
恐怖に陥れる広報・宣伝戦であり、アラブ諸国やイスラム諸国
に混乱が生じれば、大規模に組織化・武装化して領域支配を行う」
とされる。

(6) Failed politics of the second (Shiite-dominated) al-Maliki
regime:
Iraqi judiciary authority issued an arrest warrant to criminally
prosecute Vice President Hashimi who is a Sunni. Vice President
Hashimi ended up in exile overseas, but the anti-al-Maliki
movement by the Sunnis rapidly spead and led to the expansion
of the extremist group the Islamic State of Iraq.

⑥第二次マリキ政権（シーア派）の失政
ハシミ副大統領（スンニ派）に対し刑事訴追すべくイラク司法
機関は逮捕状を出した。ハシミ副大統領は外国へ亡命すること
となったが、スンニ派の反マリキ運動は一気に拡大し過激派組
織「イラク・イスラム国」の勢力拡大に繋がった。
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