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The results of international encirclement
against the militant group, the Islamic
State and the future challenges

過激派組織「イスラム国」に対する
国際的包囲網の成果と今後の課題
NPO法人サラーム会会長 小林育三
2015年 7月 8日 記

Ikuzo Kobayashi, President of NPO Salaam Association
July 8, 2015

One year has transpired since ISIS exalted
a caliph and declared establishment of the Islamic
State (IS) on June 29, 2014. The declaration was
made on the first day of Ramadan and Abu Bakr alBaghdadi himself delivered a sermon on the first
Friday prayers in Ramadan. The emergence of the
“caliph” during the Friday prayers at a mosque in
Mosul, the second largest city of Iraq, was a dramatic
debut of IS in the Islamic society.
Shortly after the start of Ramadan this year,
simultaneous terrorist attacks occurred in three
countries (1) (four countries) on June 26. Although
those terrorist attacks in three countries are still
under investigation, it is clear that the attacks were
carried out with instructions or under influence of
IS because IS posted their audio message urging
Muslims “to attack enemies and become a martyr
during Ramadan” on the Internet.
The international encirclement against IS is
examined here.

ISIS がカリフを押したて「イスラム国」の樹立宣言をな
した 2014 年 6 月 29 日から 1 年が経過した。ラマダン（断
食月）初日を期しての ‘ 樹立宣言 ’、ラマダン入り初の金
曜礼拝でアブバクル・バグダディ自身が説教。イラク第 2
都市モスルのモスク金曜礼拝での ‘ カリフ ’ 登壇は、イス
ラム社会における鮮烈なデビューであった。
今年は、
ラマダンに入って早々 6 月 26 日に 3カ国 ①
（4 カ国）
での同時的多発テロが発生。3 カ国のテロの関連について
は調査段階であるものの、IS が「ラマダン中に敵を攻撃
して殉教せよ」とする音声声明をネット上に掲載してい
ることから、IS の指示、あるいは影響を受けたものであ
ることに間違いない。
ここで過激派組織「イスラム国」に対する国際的包囲網
について視てみたい。

3カ国テロの状況
１）仏南東部リヨン郊外のガス工場襲撃事件：ヤシン・
ザルヒ容疑者（35）の車がガス工場に乗り込み、その後
大きな爆発が発生。現場には容疑者の上司（54）の遺体
が車のそばに横たわり、切断された頭部はイスラム教に
関係する 2 枚の旗で覆われていた。頭部切断という残虐
行為は過激派組
織「イスラム国」
による処刑を連
想させる。仏カ
ズヌーブ内相に
よれば、容疑者
は過去イスラム
過激思想に感化
された要注意人
物として、当局
が一時監視対象
６月 26 日発生したフランスのテロについて報じる翌 27
日付の日本メディア。写真はテロ事件が起き、警官らでごっ
としていた。地
た返すフランス南東部グルノーブル近郊の工場前の様子
元メディアによ
Japanese newspapers dated June 27 reported on
terrorist attack in France which took place on June 26
れば容疑者は詳
at a factory near Grenoble, southeast part of France.
In the photo policemen and others overcroweded in
しい供述を拒否
front of the factory.
しており、動機

The situation of terrorist attacks in
three countries

1) The attack at a gas factory in the suburb of Lyon
in south eastern France: A suspect called Yassin Salhi (35)
drove a car into a gas factory and caused a big explosion.
A decapitated body of the suspect’s employer (54) was
found near the car and the victim’s head was covered with
two flags relating to Islam. The brutal act of decapitation
is reminiscent of the execution method by IS. According to
French Interior Minister Bernard Cazeneuve, the suspect
was under surveillance by the authority for some time for
radicalization influenced by Islamic extremism. According
to local media reports, the suspect is refusing to give a
detailed statement, and determination of his motive is
expected to be difficult.
2) The attack at a resort hotel in Sousse in central
Tunisia: Tunisian student Saif Al-Deen Al Rezgui from
the town of Gaafour opened fire on tourists with a gun
1
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hidden in a beach parasol, and was shot on site. Prime
Minister Habib Essid announced that 38 people were
killed. The number of victims exceeded 20 victimes
including some Japanese killed in the shooting attack at
a museum in Tunis in March. Someone in the name of IS
claimed responsibility for the attack on Twitter.
3) The suicide attack at a Shia mosque in Kuwait:
A attacker, named Fahad Al-Gabbaa of Saudi Arabian
nationality, in a suicide vest blew himself up inside a
Shia mosque during Friday prayers, killing 27 people
participating the prayers and wounded more than 200.
The Kuwaiti authority arrested a few people who are
connected to the suspect. A militant group called Islamic
State of Najd (a central plateau of the Arabian Peninsula)
which carried out terrorist attacks in Saudi Arabia in
May claimed responsibility for the attack. It justified the
attack, saying that the mosque was trying to spread Shia
ideology among Sunnis.

の解明は難航が予想される、としている。
２）チュニジア中部スースのリゾートホテル襲撃事件：
中部カイラワン出身の学
生シフディン・レズキが
ビーチパラソルに隠し
持っていた銃を乱射、襲
撃犯は現場で射殺され
た。シド首相は犠牲者は
38 人だったと発表、3 月 チュニジア中部スースで６月 26 日起きた
に首都チュニスの博物館 リゾートホテル襲撃事件で、犠牲者 38 人
を出した現場に花束をささげる女性＝６月
で起きた銃撃事件での 20 27 日
lay flowers on the beach in front
人（日本人を含む）を上 People
of Hotel Riu Imperial Marhaba, in the
city of Sousse, Tunisia on Saturday,
回る犠牲者が出た。過激 coastal
June 27. Gunmen killed at least 38 people
派組織「イスラム国」を at site(CNN)
名乗る犯行声明がツイッター上に掲載された。
３）クウェート市にあるシーア派モスクでの自爆テロ
事件：サウジアラビア人ファハド・ガッバーア容疑者が
イスラム教シーア派のモスク内で身に着けていた爆弾を
起爆、金曜礼拝参加者 27 人を殺害、負傷者は 200 人以上。
クウェート当局は男と関係あると見られる人物数人を逮
捕。5 月 に サ ウ ジ
アラビアでテロを
実 行 し て い る「 イ
スラム国ナジュド
（アラビア半島中央
部）州」を名乗る武
装組織が犯行声明
を 発 表。 同 モ ス ク
クウェートのアリフジャン米軍基地で、ISIL 対策で軍
がスンニ派にシー
幹部と会合した後記者会見に臨むカーター国防長官
＝ 2015 年 2 月 23 日（国防総省提供）
ア派の思想を浸透
U.S. Defense Secretary Ash Carter holds a press
conference after meeting with senior commanders さ せ よ う と し て い
attending a regional security conference on Camp
たとして犯行を正
Arifjan, Kuwait, Feb. 23, 2015.
当化している。

Coalition of the Willing led by the United
States

While the wisdom of the total withdrawal of the
U.S. troops from Iraq in December, 2011 carried out
by President Obama is in question, he sent military
advisors to help Iraq fight the Islamic State, carried out
aerial bombings by drones and formed the Coalition of
the Willing including Arab and Gulf countries in 2014.
It was in response to the request from the Iraqi national
government and Iraqi Prime Minister al-Abadi.
Aerial bombings
in Syria were initially
a limited one under
the pretext of rescuing
Ya z i d i s , C h r i s t i a n
minority in August last
y e a r. A l t h o u g h t h e
Un ite d St ate s den ie s イラクのヘリコプターに救出された直後のヤ
cooperat ion w it h t he ジディ族の姉妹＝ 2014 年８月 20 日
Theirs were the faces that stood out in
Assad regime of Syria, the chaotic helicopter evacuation off the
Sinjar Mountains.Tears streamed down
s h e n o t i f i e d S y r i a n the cheeks of 15-year-old Aziza Hamid
government about the and her 17-year-old sister. U.S. President
Barack Obama ordered targeted airstrikes
start of aerial bombings. last week, partly to protect the Yazidis
and others fleeing ISIS. He also ordered
The Assad regime stated humanitarian airdrops.(CNN, August 20,
t hat it w a s re ady for 2014)
cooperation to fight international terrorism and presented
a posture to seek improvement of the relationship with
the United States.

アメリカ主導の有志連合
オバマ大統領が 2011 年 12 月に米軍をイラクから全面
的に撤退させたことの是非はさておき、2014 年にはイラ
クの対 ‘イスラム国’ のために軍事顧問を派遣し、無人機
による空爆を行い、アラブ湾岸諸国を含む有志連合を結
成した。イラクの挙国一致内閣、アバディ首相の要請に
基づくものであった。
シリアへの空爆は昨年 8 月のキリスト教の少数派ヤジー
ディ教徒の救出を建前とした限定的なものであった。シリア
のアサド政権との協力は否定しているものの空爆を行うとの
通告はシリア政府に伝えていた。アサド政権は国際テロ対策
に「協力の用意がある」と表明し対米関係改善を模索する姿
勢を見せていた。
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International encirclement against the
Islamic State

対「イスラム国」国際包囲網

The strateg y of forming the Coalition of the
Willing to militarily defeat IS has been criticized by
Republicans in the United States as well as the top brass
of the U.S. military. Evaluation of the strategy has not
been conclusive. Nevertheless, the successful formation
of the international encirclement network should be
credited. While the Obama administration has been
strongly criticized for allowing Syrian civil war to drag
on endlessly, it regained some credibility through the
formation of the Coalition of the Willing including Arab
and Gulf countries.
The United States conducted more than 100
sorties in Iraq in August. On September 24, the first
aerial bombings against four IS targets in Syria including
command and control facilities in Raqqa which is the
de fact capital of IS by fighters, bombers, drones and
Tomahawk cruise missiles in joint operations with Middle
Eastern countries such as Jordan, Bahrain, Saudi Arabia,
Qatar and UAE.
The broad international encirclement network
formed by more than 60 countries made it possible to
achieve the international coordination to prevent and
deter diffusion of Al Qaeda, IS, Islamic extremist groups
and jihadists, encircle and contain their domain.

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
2014 年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]

過激組織「イスラム国」を軍事的に壊滅させる戦略と
しての有志連合には共和党の批判はもとより軍中枢部か
らも批判があり評価は未定である。しかし対「イスラム国」
への国際包囲網を形成し得たことは評価すべき事といえ
る。特にシリア内戦が泥沼化した責任は米オバマ政権の
失政にあるとの批判が強くある中で、アラブ湾岸諸国を
含む有志連合を形成しえたことはある程度の失点挽回と
言えよう。
米軍によるイラクへの空爆は 8 月には 100 回を超えた。
そして 9 月 24 日にはシリア領内での「イスラム国」の首
都とするラッカの指揮統制施設等 4 箇所に、中東諸国（ヨ
ルダン、バーレーン、サウジアラビア、カタール、UAE)
と共同で戦闘機、爆撃機、無人機、巡航ミサイル「トマホー
ク」の発射による初空爆が行われた。
60 カ国に及ぶ広範な国際包囲網は、アルカイダ、過激
組織「イスラム国」、イスラム過激主義組織、イスラム聖
戦主義者等の拡散を防止し、抑止し、領域を包囲し封じ
込めて行くことへの国際的足並みを揃えることを可能に
したといえよう。

The U.S. military campaign against IS
in 2015
This year, ar med g unmen af f iliated w it h IS
attacked the French satirist weekly newspaper Charlie
Hebdo and killed 12 people including two policemen,
the newspaper’s chief editor, satirist cartoon editors and
columnists. IS then committed murder by executing two
Japanese hostages. IS subsequently committed shooting
attack at a museum in Tunis, killing 20 people.
In Iraq, IS amassed its forces in Anbar Province
in western Iraq and seized Ramadi. In Syria, IS seized
Der Zor using Raqqa as the base and seized (2)Palmyra, a
World Heritage site on May 14.
In response, the Iraqi government requested the
United States’ support to regain Ramadi, and the United
States decided to send additional 450 military personnel.
They are stationed at the Iraqi military’s command post
in the east of Ramadi and quickly organized posture to
carry out aerial bombings while they are not involved in
ground battles. The total number of the United States
troops stationed there has reached 3,550. Ben Rhodes,

2015年の米軍の対過激組織「イスラム国」と
の戦い
今年に入り過激組織「イスラム国」は、仏の風刺週刊誌
発行本社「シャルリー・エブド」を武装した犯人が襲撃し、
警官 2 人や編集長、風刺漫画の担当者やコラム執筆者ら合
わせて 12 人を殺害した。続いて邦人人質 2 人を処刑すると
いう殺人事件を引き起こした。さらにチュニスの博物館での
銃撃事件で 20 名を殺害した。
一方イラク国内では西部アンバル州に勢力を集中しラマ
ディを制圧、シリア国内ではラッカからデリゾール地帯を押
さえ 5 月 14 日には②世界遺産都市パルミラ市を制圧した。
対するイラク政府はアメリカにラマディ奪還へのテコ
入れを要請し、アメリカは 450 名の米軍増派を決定した。
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White House Deputy National Security Advisor stated,
“The best method to regain national territory is that Iraqis
themselves fight in the front line,” and pointed out that
the increase of the U.S. personnel does not represent a
change of the existing strategy.
The Kurdish units reclaimed Tal Abyad, a town in
the northern Syria near
the Turkish border with
a ir suppor t f rom t he
U.S. forces. The town is
located to the east of Ain
al A rab controlled by
IS and closer to Raqqa,
t he de fact c apita l of イラクのタジ軍事基地で米軍教官から小部
隊の戦術や移動技術について話を聞くイラ
I S . It i s a l s o o n t h e ク兵士＝ 2015 年 3 月 24 日（米陸軍提供）
main IS supply line of Iraqi army soldiers with 73rd Brigade, 15th
Division, look on as U.S. instructors from the
fighters and materials to 3rd Brigade Combat Team, 82nd Airborne
Division, discuss movement techniques
Raqqa. It is also on the and squad-level tactics at a training area on
oil smuggling route to Camp Taji, Iraq, March 24, 2015. U.S. Army
photo by Sgt. Cody Quinn
Turkey and loss of the
town is expected to cause major disruption to the funding
for IS.
The coordination with the ground forces is the key
to the effective aerial bombing operations. In the Kurdish
autonomous region in the northern Iraq, many areas
have been regained through good coordination with the
Kurdish security force Peshmerga. On the other hand, the
failure to coordinate between Iraqi ground forces and the
U.S.-led aerial bombing operations was considered to be
a major factor for loss of Ramadi, and additional 450 U.S.
personnel were sent based on the lesson.
Battles are underway between Kurdish militias
and IS in the north western Syria near the Turkish border.
On July 4 and 5, the Coalition of the Willing conducted
aearial bombardments in Raqqa and killed 30 people.
Also, 100 Syrian rebel fighters completed their training in
Turkey and are expected to be deployed in Syria soon.
It was reported that the “Southern Front” of the
Free Syrian Army trained in Jordan expelled the Syrian
government forces from Daraa which is a major Syrian
military base In the southern Syria near the Jordanian
border. Daraa is less than 100 km from Damascus.
Those developments indicate that the United
States forces are successfully coordinating with the
Kurdish forces and taking back areas from the control
of IS. On the other hand, the United States forces’
coordination with Arab Sunni tribes is not going well, and
this appears to be a reason why (3) the additional U.S.
personnel were sent.

ラマディ東部のイラ
ク軍作 戦 司 令 部 に
駐 留し、 迅 速 に 空
爆 を 実 施 できる体
制を整える（地上戦
には加わらない）と
し、 駐 留 米 軍 の 規
模は総数で 3550 人
パルミラ遺跡眺望
Overview of the Palmyra historic site
となった。ローズ大
(Wikipedia/Stobkcuf)
統領副補佐官は「国
土を取り戻す最善の方法は、イラク国民自身が戦いの先頭に
立つことだ」とし、既存戦略の転換ではないと指摘している。
6 月 16 日、クルド部隊が米空爆の支援を受け、シリア北
部トルコ国境の町テルアビヤドを制圧した。同地は過激派組
織「イスラム国」が支配するアインアルアラブより東方に位置
し、過激派組織「イスラム国」がシリア内の首都とするラッ
カにより近く、かつラッカへの戦闘員や物資運搬の主要ルー
トだ。またトルコとの石油密輸ルートともなっており、過激
派組織「イスラム国」にとって資金調達にも支障をきたすと
見られる。
空爆作戦が成果を挙げるためには、地上部隊との連携
が鍵を握る。イラクの北部クルド人自治区アルビル周辺
地域ではクルド人治安部隊「ペシュメルガ」との協力が
進み、多くの地域が奪還された。一方ラマディ奪還はイ
ラク地上部隊と米空爆作戦の連携がなされなかったこと
が大きな敗因とされ、450 名の増派になったといえる。
シリア西北トルコの国境地帯でもクルド民兵と IS との
戦闘が繰り広げられている。7 月 4 日と 5 日、米軍主導
の有志連合はラッカを空爆し 30 人を殺害した。加えてト
ルコで訓練されているシリア反体制派の戦闘員 100 人が
課程を修了して、近くシリアに戻す方針と伝えられている。
又、ヨルダンで訓練されていた自由シリア軍「南部戦線」
はシリア南部ヨルダン国境ダルアー（シリア政府主要基地）
からシリア政府を駆逐したとのニュースが伝えられた。当地
はダマスカスから 100km と離れていない。
以上の戦況を概観する
と、米軍はクルド人部隊
との連携に成功しており
過激派組織「イスラム国」
の支配地域を奪還しつつ
あるといえる。それに対
しアラブ・スンニ派との
下院軍事委員会でイラク軍の訓練の遅れな
連携はうまくなされておら どについて証言するデンプシー統合参謀本
ず、そのために③増派が 部議長とカーター国防長官＝６月 17 日（国
防総省提供）
なされたと見ることがで Chairman of the Joint Chiefs of Staff Army
Gen. Martin E. Dempsey and Secretary
きる。
of Defense Ashton Carter testify before
イ ス ラ ム 過 激 主 義 や the House Armed Services Committee in
ジ ハ ー ド 思 想 と は 一 線 Washington, D.C., June 17, 2015. DoD photo
by Navy Mass Communication Specialist
を画すシリア反政府運
1st Class Daniel Hinton
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アゼルバイジャン
The Free Syrian Army, トルクメニスタン
Syrian anti-government
アルメニア

動としての「自由シリア軍」はヨルダンでの軍事訓練に
よって戦果を上げるまでに成長しつつあると言えよう。

トルコ
Turkey

Ayn al-Arab

アインアルアラブ
テルアビヤド
Tell Abyad

アレッポ
Aleppo

force, which keeps distance from Islamic extremism or
jihad ideology, is increasing its capability through military
trainings in Jordan, and making advance in the battle
fields.

ラッカ Rakka

モスル Mosūl

Decrease of IS fighters

デリゾール

The near-simultaneous terrorist attacks in three
countries
right before June 29 first anniversary of the
Palmyra
地中海
ダマスカス
declaration of establishment of IS may have been carried
Mediterranean
Damascus
ラマディ
Sea
Ramadi
out under a direct order from IS or by (4) lone wolf
ダルアー
バグダッド
Daraa
Baghdad
terrorists influenced by イラン
IS. Although the nature of the
アンマン
イラク
Amman
attacks
cannot
be
determined
for sure, those incidents
Iraq
ヨルダン
were caused directly or indirectly by IS without doubt.
Jordan
Viewed from another angle, IS was preoccupied
with their battles in Iraq and Syria and had no spare
過激組織「イスラム国」の戦闘員の減少
fighters to send to other countries. Besides, IS lost control
過激組織「イスラム国」にとって建国樹立宣言クウェート
1 周年
over the border area between Syria and Turkey which
ともいえる 6 月 29 日に向けての 3 カ国同時多発テロは、
has been the best passageway for fighters to go out of IS
組織からの指令による直接的なものと、影響を受けた④
territories. Itバーレーン
is assumed that the movement of IS fighters
ローンウルフによるものと、断定はできないものの過激
in and out of IS territories
カタールhas been curtailed greatly as
派組織「イスラム国」による直接もしくは間接的な事件
the result.
であることは間違いない。
Recently, an intriguing article appeared, which
別の見方をすれば、過激組織「イスラム国」はイラク内、
reads, “A former extremist
Egyptian man continues his
アラブ首長国連邦
シリア内での戦闘に精一杯で、戦闘員を外国に派遣する
サウジアラビア desperate effort on the Internet to persuade fighters who
余裕はなかったのである。加えて「イスラム国」外への
joined IS and are active in Iraq and Syria to leave the
一番の抜け道となっていたシリアとトルコの国境地帯の
group. His attempts are bearing fruits, and 50 Egyptians
支配を失った事により、戦闘員の海外流出、海外からの
already left the group and returned to their country.” (Jiji
流入は大幅に阻止されてしまったと思われる。
オマーン
Press, Alexandria, Egypt)
最近興味深い記事を目にした。「イラクやシリアで活動
This news article reveals the fact which IS does
する過激組織イスラム国に加わった戦闘員を離脱させる
not want to be known. That is because this fact will
ため、元過激派のエジプト人男性がインターネット上で
negatively impact on their efforts to recruit fighters using
懸命の説得を続けている。試みが奏功し、既にエジプト
advanced IT technology.
人 50 人が同組織を離れ、帰国を果たしたという」
（アレ
クサンドリアエジプト時事）
The future challenges
このニュースは過激組織「イスラム国」にとっては最
The international society should continue the
も知られたくない事実であろう。高度の IT 技術を駆使し
efforts to maintain encirclement against IS and cooperate
て闘員のリクルートに打撃を与える事実だからだ。
with the operation to regain territories in Iraq and Syria
from IS control.
今後の課題
It is also important for Muslims as a relevant
国際社会は IS「イスラム国」に対する包囲網を堅持し、
party to speak out that “Extremist or jihadist ideology is
イラク・シリア内の彼らの支配地域を奪還する作戦に協
deviation from the teachings of Islam” in order to testify
力して行くことは今後も継続すべきだ。
that “Islam is a peaceful and moderate religion.”
そして当事者としてのムスリムは「イスラム教は平和
It is hoped that such action on the part of Muslims
で穏健な宗教である」ことを証するために、「過激思想や
can lead to solution with minimum sacrifices.
ジハード思想はイスラムの教義から逸脱している」、と声
を上げることが重要ではないだろうか。
そのことによって、犠牲がより少なく解決に導かれて
行くことを期待して止まない。

シリア
Syria

Deir ez-Zor

パルミラ
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FootNote
(1) (four countries)
Terrorist attacks took place in four countries on June 26, but
the attack in Somalia was carried out by the Al Qaeda-affiliated
Islamic extremist group Al Shabaab. There appeared to be little
involvement by IS in the attack.
“On June 26 (local time), the Burundi force base of
the African Union Mission in Somalia (AMISOM) in Leego in
the Lower Shabelle, about 100 km north-west of the capital
Mogadishu, was attacked by the Islamic extremist group Al
Shabaab and AMISOM suffered heavy casualties.” (Ministry of
Foreign Affairs homepage) of the U.S. troops from Iraq in 2011.
Because of this, it is in question whether the additional U.S.
military personnel sent this time can re-establish friendship with
the local Sunni tribes.

文末脚注
①（4 カ国）
6 月 26 日に 4 カ国でテロが発生したが、ソマリアにおけるテロ
事件はアルカイダ系のイスラム過激派組織アル・シャバーブに
よるもの。過激組織「イスラム国」との関係は薄いと思われる。
「6 月 26 日（現地時間），首都モガデシュの北西約 100km 地
点にある下部シャベレ地方レーゴにあるアフリカ連合ソマリア・
ミッション（AMISOM）ブルンジ部隊駐屯基地がイスラム過激
派組織アル・シャバーブに襲撃され，AMISOM 側に死傷者が発生」
（外務省ホームページ）と記されている。
②世界遺産都市パルミラ
世界遺産「パルミラ」が過激組織「イスラム国」に破壊される
危機に陥っている。パルミラは、シリア中央部にあるローマ帝
国支配時の都市遺跡。シリアを代表する遺跡の 1 つ。1980 年、
ユネスコの世界遺産に登録された。ローマ様式の建造物が多数
残っており、ローマ式の円形劇場や、浴場、四面門が代表的。（写
真と説明はウィキペデｨアより引用）
③増派

ぺトレイアス大将
General Petraeus

(2)Palmyra, a World Heritage
Palmyra is in danger of destruction by ISIL. Palmyra in central
Syria is a historic city site of Roman Empire age, registered as
UNESCO world heritage in 1980. Roman style architectures are
many, such as theater in the round, bathhouse, and Tetrapylon.
(Wikipedia)

2006-2007 年、米ぺトレイアス大将の増派の支
援を受け、スンニ派部族による「アンバルの覚
醒」は当時の「イラクのアルカイダ」（イスラ
ム国の前身）に完全に勝利している。しかし
2011 年の米軍完全撤退によりスンニ派部族長は
見捨てられた状態になった。したがって今回の
増派米軍と現地のスンニ派部族とが再び友好関
係を築くことができるかが課題。

(3) additional U.S. personnel
The “Awakening of Anbar” initiated by Sunni tribes with support
from additional U.S. troops commanded by General Petraeus
completely defeated the Al Qaeda of Iraq (the predecessor of IS)
in 2006 and 2007. However,Sunni tribal chiefs were abandoned
after complete withdrawal of the U.S. troops from Iraq in 2011.
Because of this, it is in question whether the additional U.S.
military personnel sent this time can re-establish friendship with
the local Sunni tribes.

④ローンウルフ（型のテロ）
個人や兄弟・親戚程度の範囲内のつながりでテロを計画・実行
される。テロが実際に行われた後で、本人の意識や客観状況か
ら、アルカイダに共鳴した（あるいはイスラム国に共鳴）
・・・
（池
内恵著イスラーム国の衝撃、39P から引用）

(4) lone wolf terrorists (lone-wolf type terrorism)
Individuals plan and carry out terrorist attacks with support in a
limited scope from siblings and relatives. After terrorist attacks
were carried out, based on individual consciousness and the
objective situation, they are found to have been inspired by Al
Qaeda (or IS) … (cited from page 39 of “Impact of the Islamic
State” authored by Satoshi Ikeuchi)

◆世界遺産都市パルミラ

ベル（バアル）神殿
Temple of Bel in Palmyr（Wikipedia/Zeledi）

ローマ劇場

列柱道路 ( デクマヌス )
Palmyra, Syria, ancient Decumanus（Wikipedia/Zeledi）

テトラビュロン（四面門）
Tetrapylon Palmyra（Wikipedia/Citypeek）

Panoramic view of the Roman theatre in Palmyra（Wikipedia/Eusebius）
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