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海上難民は 「ロヒンギャ族を名乗るバングラデシュ人」 だと反論するなど、 食い違いが際立っ
た （読売 5/30、日経 5/30）。 タイのタナサック副首相は 「問題は複雑で一国では解決できない」
として関係国と国際機関の関与を求めた （毎日 5/30）。

（3） イスラム過激派への警戒
1990 年代より、 「ロヒンギャ族」 にはサウジアラビアに起源を持つスンニ派の厳格な一派ワッ
ハーブ派が浸透しているとされる。 6 月には、パキスタンのタリバン運動が 「ロヒンギャ族」 に向け、
「悲しみを共有している」 とのメッセージを発信していたことが明らかになった。 ミャンマー政府
や専門家は、 「ロヒンギャ族」 の窮状に付け込んだ 「イスラム国」 など過激派組織の勧誘を警
戒する （毎日 6/11、 東京 6/13）。
［→パキスタン参照］

4. 日本の 「ロヒンギャ族」
「世界難民の日」 の 5 月 20 日、 東京都渋谷区で在日ビルマロヒンギャ人協会が主催したデ
モが行われた。 参加者は日本在住の 「ロヒンギャ族」 の人々約 50 人で、 「ロヒンギャ民族の
ボート・ピープルを全世界で助け合おう」 と声を上げた （毎日 6/21）。 日本在住の 「ロヒンギャ
族」 は約 230 人で、 在日ビルマロヒンギャ協会の初代会長が群馬県館林市に住んでいたこと
から、 全体の約 9 割が同市に居住している。 しかし、 「ロヒンギャ族」 で難民認定されているの
は 15 人で、残る人々の多くは 「人道的な配慮」 による在留許可や不法滞在の状態だという （東
京 6/27、 毎日 6/19）。
［文責 ： 光成歩］

小特集④

イラク・シリア情勢：「イスラム国」建国宣言から１年
はじめに
2014 年 6 月 10 日のイラク北部の都市モスルの陥落から、 1 年が経過した。 モスルは、 その
後 「イスラム国」 が設立を宣言したイスラム国家の首都とされている。 イラク情勢ではモスル奪
還作戦がしばしば言及されるものの、 戦果を挙げるシーア派民兵との共同作戦に対するスンニ
派住民の反発が大きい。 また、 避難民が都市に流入することで、 住民同士の宗派に基づく軋
轢が懸念されている。 シリアでは、反体制派とアサド政権軍の戦闘の間隙を縫って「イスラム国」
が拠点を増やした。 反体制派を支援するサウジとトルコの関係改善が反体制派の盛り返しにつ
ながるとの期待もある。

１． イラク
（１） ティクリート奪還
3 月 31 日、北部の都市ティクリートをイラク軍とシーア派民兵の混成軍が制圧した。 ティクリー
トは 「イスラム国」 が支配する主要都市モスルへの幹線道路沿いに位置する。 奪還作戦は 3
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月初旬に開始され、 混成軍約 3 万に対し、 千人未満の 「イスラム国」 は自爆攻撃などで激し
く抵抗していた （毎日 4/1）。
ティクリートでは、 2014 年 6 月に 「イスラム国」 がティクリート近郊で兵士 1,700 人を拘束し、
殺害したとされた土地で、 制圧後、 イラク軍兵士と見られる大量の遺体が発見された。 「イスラ
ム国」 が占拠していたフセイン元大統領宮殿の敷地など 10 か所以上の埋葬地に、 手を縛られ
た兵士の遺体が埋められていたもので、 5 月 28 日までに 470 人分の遺体が掘り出された （朝
日 4/8、 東京 5/5 ほか）。
ティクリートはフセイン元大統領の出身地で、スンニ派住民が多い。 ティクリートの奪還後には、
かねてから懸念されていたスンニ派住民と 「解放軍」 であるシーア派民兵との摩擦が報じられ
た。 地元出身の国会議員らが、 解放された市街地で、 少なくとも数百軒の商店や住宅がシー
ア派民兵による略奪行為や放火の被害を受けたと訴えたのである。 フセイン政権崩壊後、 スン
ニ派住民はシーア派主導の新政権下で冷遇されており、 「イスラム国」 侵攻当初は住民の中に
歓迎する動きもあったとされる。 略奪行為の背景には、 「イスラム国」 の支配を受け入れたスン
ニ派住民への疑念や報復感情があるとみられる。 一方、 住民側は 「イスラム国」 に協力したと
見做されて報復の標的となることを恐れており、 略奪や女性暴行の噂を聞いて郊外に避難した
者もいる （日経 4/1、 毎日 4/7、 朝日 4/8）。 アバディ首相はシーア派民兵に関する苦情を受
けて取り締まりを強化し、 4 月 4 日にはシーア派民兵の大半をティクリートから撤収させた （毎
日 4/7、 朝日 4/8）。

（２） ラマディ陥落
5 月 17 日、「イスラム国」はイラク西部アンバル県の県都ラマディの全域を制圧した。ラマディは、
「イスラム国」 支配下の都市ファルージャの西方約 40km に位置し、 イラク北西部とシリア東部
の 「イスラム国」 拠点を分断する要衝だった （朝日 5/16）。 「イスラム国」 は自爆テロを多用し
た戦術でラマディ中心部に侵入し、 イラク軍の基地から戦車を奪ったと発表 （毎日 ・ 夕 5/16）。
5 月 15 日にも、 占拠した行政庁舎に 「イスラム国」 の黒旗を掲揚する画像をインターネットに
配信していた （日経 ・ 夕 5/18、 朝日 4/19）。
戦闘により、 イラク軍兵士や住民約 500 人が死亡し、 約 8 千人の住民が自宅からの避難を余
儀なくされた （東京 5/19）。 政府は軍の立て直しのため、 シーア派民兵に対する援軍を要請し
た。 アンバル県もスンニ派住民が多く、 住民感情に配慮してシーア派民兵を作戦に組み込むこ
とは避けられていたが、 シーア派民兵の存在感が結果的に強調されることになった （毎日 ・ 夕
5/18）。 シーア派民兵が参戦した 5 月後半開始のラマディ奪還作戦には、 「フセインよ、 我ら
はここに」 という作戦名が冠された。 7 世紀に殉教したシーア派指導者、 フセインに因んだもの
である （朝日 5/27）。
「イスラム国」 との戦闘がシーア派民兵頼りになることは、 宗派対立を悪化させると懸念されて
いる。 しかし、 軍では、 シーア派とスンニ派兵士の待遇差別や腐敗のため、 兵士の士気が低
いとされる。 政権は綱紀粛正に取り組むが、 シーア派の有力政治家らはイランの支援の下、 民
兵の育成により大きな熱意を傾けている状態だという （読売 6/2）。
アンバル県西部では 5 月、 子どもたちが集中的に拉致される事件が起こった。 少なくとも 400
人がテロ攻撃に利用する目的で 「イスラム国」 支配下に置かれ、 4 月の戦闘では戦闘に参加
させられていたという。 またバグダッド近郊のディヤラ県でも 16 歳以下の子ども約 100 人が徴発
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されたとされる （赤旗 6/2）。

（３） 都市に押し寄せる避難民と 「スリーピング ・ セル」
首都バグダッド周辺には、 市内に入域できない避難民のためのキャンプがある。 ラマディ陥
落後、アンバル県からは推定 11 万 4 千人の避難民が出たが、避難民に紛れ込む 「イスラム国」
戦闘員を警戒する治安当局が、 親類等からの招きがない限り入域を認めないためである。 バグ
ダッド市内には従来シーア派住民が多く、 入域できたとしても、 大半がスンニ派の避難民は疑
いの目を向けられるという。
比較的治安が安定している北部のクルド人自治区にも周辺から避難民が集まるが、 受け入れ
基準は厳格 （東京 5/4）。 テロ対策担当者によると、 市民の中に潜入し、 命令があればテロを
実行するという 「スリーピング ・ セル」 が避難民に紛れ込んでおり、 すでに複数人を逮捕して
いる （東京 6/1）。 クルド人自治区には 6 月までに 150 万人の避難民が流入し、 難民キャンプ
の建設が追いつかないまま約 70 万人がキャンプ外の建設途中のビルなどで生活している。 キャ
ンプにはヤジディ教徒、シーア派のシャバク人など少数民族も収容されている （毎日 6/1 ほか）。
（４） ヤジディ教徒女性の生還と証言
2014 年 8 月、「イスラム国」が北部シンジャルに侵攻して以降、約 5 千人のヤジディ教徒の少女・
女性が 「イスラム国」 に拘束された （朝日 4/17）。 2015 年 2 月の時点で約 300 人だった生還
者は、 6 月までに約千人となるなど、 生還例が増えたとされる。 「イスラム国」 は少女や女性に
改宗を強要した上で結婚を強制したり、奴隷売買の対象とするなどしている。生還した女性らは、
美人から選んで連れて行かれた、 前線基地に送られるか改宗するかの選択を迫られた、 複数
回売買の対象となったなどと拘束下の待遇を証言した。女性の売買には既存の人身売買ブロー
カーも食い込んでおり、 親族の依頼によって買い戻しを仲介する人質ビジネスが成立している。
これとは別に、2015 年 1 月と 4 月には、高齢者や子どもら合わせて約 400 人が解放されている（朝
日 4/7） が、 6 月の時点でも約 3,500 人の少女と女性が拘束されたままだという （読売 6/10）。

２． シリア
（１） ヤルムーク侵攻
4 月 4 日、 「イスラム国」 が首都ダマスカス南部のヤルムークにあるパレスチナ難民キャンプ
の約 9 割を制圧した。 対立関係にあるアルカイダ系の武装組織 「ヌスラ戦線」 と共闘して侵攻
したとされる。 シリア北東部を勢力圏とする 「イスラム国」 に対し、 国土の西側にあたるダマス
カス周辺はアサド政権が支配権を保っていたため、 ダマスカスから約 5 ㎞のヤルムークへの侵
攻は衝撃を持って報じられた。
ヤルムークには約 1 万 8 千人のパレスチナ難民が生活しており、 脱出した約 2 千人を除く約
1 万 5 千人が孤立状態に陥った。 「イスラム国」 はキャンプ制圧後、 少女 2 人を含む住人約
70 人を拉致した他、 2 人の首を切って処刑した。 キャンプ内の医療機関は 「イスラム国」 が支
配しており、 住民は治療を受けられずにいるという。 政権軍は殺傷能力の高い 「たる爆弾」 を
投下しており、 国連の人道支援も届けられない状態。 国連事務総長は 4 月 9 日、 ヤルムーク
が 「死の収容所」 となりつつあると懸念を表明した （朝日 4/12）。
シリア国内には約 50 万人のパレスチナ難民がおり、 国連の難民キャンプで生活していた。 ヤ
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ルムークは最大の難民キャンプで、 内戦本格化以前は約 18 万人が暮らしていたが、 反体制
派が拠点を形成したことで政権軍の攻撃対象となり、 キャンプはシリア人道危機の象徴と言わ
れるようになった。 国連パレスチナ難民救済事業機関によると、 2014 年に同キャンプに食料
供給できたのは 131 日のみで、 電気 ・ 水道も断たれている （毎日 ・ 夕 4/2、 朝日 4/3）。 18
万人の約 9 割はすでにキャンプを離れ、 二重難民化している （朝日 4/2 ほか）。

（２） パルミラ陥落
5 月 20 日、 「イスラム国」 は中部ホムス県のパルミラを制圧した。 パルミラは中部の要衝ホ
ムスやアサド大統領の出身地である地中海沿岸部ラタキアなど、 政権支配下の都市につなが
る高速道路が通る、 政権軍の要衝の一つ。 「イスラム国」 は装甲車や銃火器を政権軍から
奪取したとされており、 パルミラがダマスカスやラタキア攻略の拠点となる可能性がある （朝日
5/22）。
パルミラ南西部には、 1980 年にユネスコの世界文化遺産に登録された古代遺跡があり、 ユ
ネスコやシリア文化省は相次いで文化財破壊への懸念を表明した。 パルミラはシルクロードの
中継地点として 2 ～ 3 世紀に栄えた古代ローマの遺跡で、 神殿、 劇場、 公衆浴場の遺構が
ある。 特に、 1km に渡って円柱が並ぶ円形劇場は、 シリアで最も有名な観光地である （日経
5/22 ほか）。 シリア文化省によると、 偶像崇拝の対象として破壊される可能性のある彫像など
運搬できる文化財の多くはダマスカスに移送されている （産経 5/22）。 「イスラム国」 幹部の
一人は、 彫像以外の古代遺跡は偶像崇拝と見なしておらず、 破壊しないことを明言したとさ
れる。 少なくとも 5 月 27 日までに破壊されたという報道はない （東京 5/29）。 ただし、 「イス
ラム国」 はパルミラの古代遺跡の地下にも地雷などを仕掛けたとも伝えられる。 有志連合によ
る空爆をためらわせる狙いがあると指摘されている。 6 月には、 パルミラ近郊の聖墓の爆破映
像がインターネット上に公開された。破壊されたのは、預言者ムハンマドのいとこの子孫の墓で、
他に、 パルミラ遺跡近郊のイスラム指導者の墓も破壊された模様だ （読売 6/25、 朝日 6/25、
産経 6/26）。 5 月 24 日、 シリア国営通信は 「イスラム国」 が政権の協力者や従わない住民
400 人を殺害したと伝えた。 殺害された住民には子供、 女性、 高齢者が含まれるという （朝
日 5/25）。 円形劇場を舞台として、 アサド政権の協力者を住民の目前で処刑する画像も公開
されている （赤旗 5/29）。
（３） 反体制派の糾合と 「イスラム国」 侵攻
2015 年以降、 イスラム主義勢力と世俗派勢力の対立により統率を欠いていた反体制派勢
力が共同戦線を敷くようになり、 アサド政権の拠点を脅かしている。 4 月初旬に北西部の要衝
イドリブを政権軍から奪取した他、 シリア第二の都市アレッポの東部やヨルダン国境近郊のダ
ルーア、 ダマスカス郊外のグータなど各地の拠点と主要道路を掌握している。 反体制派の糾
合の要因として、 サウジのアブドラ国王の死去後、 王位に就いたサルマン国王が、 トルコと協
調して反体制派支援を始めたことが指摘されている （朝日 6/2）。 「イスラム国」 は、 シリア政
権軍と反体制派の戦闘の激化、 もしくは政権軍の弱体化を突いて侵攻しているとされる （毎
日 5/22、 毎日 5/11）。
5 月 21 日、 イラクとの国境で唯一アサド政権の支配下にあった検問所を 「イスラム国」 が掌
握した。 クルド人勢力が抑える北部国境を除き、 シリア ・ イラク間の国境は 「イスラム国」 が
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掌握したことになり、 「イスラム国」 は戦闘員や武器の輸送が可能になっている （東京 5/23）。

（４） クルド人部隊の攻勢
6 月 15 日までに、 シリア北部のクルド人部隊 「民主統一党 （PYD）」 が、 トルコ国境の 「イス
ラム国」 支配下の街テルアビヤドを制圧した。 テルアビヤドは 「イスラム国」 が首都とみなすラッ
カの北方約 80km に位置し、 「イスラム国」 のトルコ経由での物資及び戦闘員の移送拠点となっ
ていた。 PYD は 6 月初旬からテルアビヤドを攻撃し、 トルコ国境の検問所とラッカに繋がる主要
道路を制圧していた （朝日 ・ 夕 6/16）。 6 月 23 日にはテルアビヤドとラッカの中間に位置する
アインアイーサを制圧し、 「イスラム国」 支配下のシリア軍基地も奪取した （朝日 6/24）。 「イス
ラム国」 は、 6 月 25 日以降反転攻勢に出た。 シリア人権監視団は、 6 月 25 日未明、 「イスラ
ム国」 がテルアビヤド近郊のアインアルアラブ （クルド名コバニ） に自爆攻撃によって侵入し、
市街地と周辺の村で少なくとも 146 人を 「虐殺」 したと発表した （日経 6/27）。

おわりに
国連は、 「子供と武力紛争」 に関する 2014 年度報告書を発表し、 イラクで 679 人の子供が
死亡し、 1,297 人が拉致されたとした。 拉致の大半は 「イスラム国」 によるもので、 ヤジディ教
徒の少年少女が中核とされる。 シリアでは、 「イスラム国」 以外にもアルカイダ系武装組織 「ヌ
スラ戦線」 や反体制派の 「自由シリア軍」 も少年兵を徴発しており、困窮家庭が対価を受け取っ
て子供を差し出す例もあるという （毎日 6/13）。 シリア人権監視団は、 「イスラム国」 が 2014 年
6 月 29 日に国家樹立宣言をしてから 1 年間で、 市民 1,787 人を含む 3,027 人が殺害されたと
発表している （産経 6/29）。 専門家は、「シリアの内戦、イラクの宗派対立が収束しない限り、『イ
スラム国』 を壊滅できない」 と警告している （読売 5/23）。

［文責 ： 光成歩］
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