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 Başurê Kurdistanê 

 

 

 

 

 

 

 

政治動向 

‣ようやく進み始めた新政権樹立 

クルディスタン地域政府（KRG1）の新政権樹立は、先月においても方向性が定まることはなかった。昨年 9

月前のクルディスタン地域議会選挙以来、今月初めの時点で実に 183 日もの月日が浪費された。進展と

言えばクルディスタン民主党（KDP2）が有力野党ゴランを自陣営に引き入れたことだ。ゴランは上述の選挙

の時点では KDP の選挙不正を告発し野党を形成する構えであった。クルディスタン地域の 2 大勢力、クル

ディスタン愛国者連盟（PUK3）が参加しない限り決定的は合意形成はない。PUK は一度は歩み寄る姿勢を

見せたものの、結局土壇場で合意への期待を覆した。しかし今月は光明が見えてきたようだ。 

PUK 報道官は 1 日、クルド系メディアに対し KDP は PUK の要求を受け入れる段階にないと述べた[1 日、

NRT]。彼によれば KDP は PUK を政府の意思決定に参加させないようにしている。ここまでは前月同様の

流れだが、ここから PUK は合意に前向きな姿勢へと転じる。KDP はいい加減 PUK に妥協をする必要を認

識したということだろう。PUK 報道官は 3 日、KDP 側と最終的な合意は近いと発言した[3 日、ルダウ]。報

道官は、PUK を指導するコスラト・ラスルにマスード・バルザニが電話し共通の理解に達したとのエピソード

も明かした。バルザニはヘウレルのブックフェアにおいて、もはや忍耐の時間は終わったとし、合意の段階

に達していると発言した。KDP、PUK 両党は 8 日、月末までに合意をまとめることを確認した[8 日、ルダウ]。

                         
1 英語名 Kurdistan Regional Government の略。クルド語では、Serokayetiya または Hikûmeta(前者がクルド語、後者がアラビア語で政府の意) Herêma(地域) Kurdistanê。参照：

クルディスタン地域政府大統領府公式サイト 

2   英語名 Kurdistan Democratic Partyの略。クルド語では、Partîya(党) Demokrata(民主) Kurdistan を略して PDK。 また単に

Partî とも呼ばれる。 

3   英語名 Patriotic Union of Kurdistanの略称。クルド語では、Yekîtiya(統一) Niştmanîya(民族主義者) Kurdistanを略して

YNK。 また Yekîti とも呼ばれる。 

http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=11434&MapID=1
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/03042019
http://www.rudaw.net/mobile/sorani/kurdistan/08042019
http://www.presidency.krd/kurdil/pdisplay.aspx?sm=EH8a4Q03ASE=
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最終的な合意を棚上げにしつつも、ヘウレルにおいて KDP のネチルワンと PUK のコスラト・ラスルが会談

し握手を交わしたことは月内の合意に大きな希望を抱かせた。 

 

 

 

 

 

 

 

クルディスタン地域議会は 10 日、大統領法の改正決議を見送った[10 日、クルディスタン 24]。PUK が新

たに副大統領職に準ずるポストの新設を要求し、それをゴランが拒否したことが事の顛末として伝えられて

いる。KDP が抱き込んだゴランが逆に PUK との妨げになるという事態を招いた。PUK 政治局員は既に副

大統領職の増設並びにそのうち一つを PUK メンバーが占めることで KDP と合意していると明かした[15 日、

NRT]。これはゴランが拒否した案であり、今度は KDP とゴランの交渉が紛糾することが予想された。しか

しゴランも 23 日、副大統領職の増設を認め KDP 合意した[23 日、ルダウ]。ゴラン所属議員はこれ以上新

政権樹立交渉を遅らせることはできないと妥協に転じたことを認めた。KDP 政治局長ファジル・ミラニは 23

日、PUK との合意を妨げる障害はもはやなく週内に大筋で合意はまとまると発言した[23 日、NRT]。PUK

政治局員のサアド・ピラは 28 日、KDP との間に懸案事項は無く後は議会において協定文書に署名するの

みと発言した[28 日、NRT]。PUK は 

 

‣野党動静 

新政権樹立交渉が順調に進む中、野党の動きは目立たない。新世代のお家騒動が耳目を集めた。新世

代所属のイラク国民議会の議員 2 名が、党指導部は親族の事業と政治を分離していないと批判した[22

日、ルダウ]。新世代は KDP と PUK に代表される有力家系が権勢をふるう政治構造の変革を主張し結成

された政党である。彼らによれば、指導者シャスワル・アブドゥルワヒドの姉であるサルワ・アブドゥルワヒド

が党内議論無く要職についた。彼女は昨年イラク大統領候補にも名乗りを上げていた。そして党を親族会

社の利益誘導装置にしているということだ。一方批判の的であるサルワは一連の騒動を KDP と PUK によ

る陰謀だとツイートした[25 日、@srwa_qadir]。こうした経緯により党結成の理念が蔑ろにされていると、2 名

の議員は党の批判に踏み切った。24 日には、同党の女性議員が報道陣にスマートフォン画面を見せ、指

導部より脅迫のメッセージが送られたことを明かした[24 日、ルダウ]。新世代指導部は 25 日、党を批判し

た 2 名の議員の党員資格を停止すると発表した[25 日、ルダウ]。シャスワルは自身が所有する企業グ

ループ傘下のメディアの番組に登場し、2 名の議員の告発内容を否定した[25 日、NRT]。クルディスタン地

域のクルド人解放闘争は大衆的な基盤に支えられたものより、有力部族に率いられたものが主流になった。

その構造の批判者でさえ親族を頼りにする誘惑から逃れるのは容易ではない。最もシャスワルは始めから

http://www.kurdistan24.net/en/news/a3c29347-b8dc-4f34-9338-c592357f02e0
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=11751&MapID=1
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=11751&MapID=1
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/23042019
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=11971&MapID=1
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=12079&MapID=1
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=12079&MapID=1
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/22042019
http://www.nrttv.com/en/News.aspx?id=5392&MapID=1
https://twitter.com/srwa_qadir/status/1121351295707885568?s=20
https://twitter.com/srwa_qadir/status/1121351295707885568?s=20
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/240420191
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/240420191
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/250420194
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=12013&MapID=1
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権益保護のため政界進出した可能性が高い。クルディスタン地域政治の負の歴史に新たな 1 頁が加わろ

うとしている。 

 

キルクーク問題 

‣IS 掃討に進展 

IS は 2017 年 12 月のモスル陥落でイラク領内の「領土」を喪失したとされる。その後もキルクーク周辺の山

地を中心に潜伏を続け、暗殺や誘拐といった奇襲戦術で住民の恐怖に陥れている。27 日にはクルド人住

民の集団が IS 戦闘員に待ち伏せされその内 1 名が人質に取られる事件が発生した[27 日、ルダウ]。

2017 年 10 月にイラン傘下の民兵がキルクークを奪取してから情況はさらに悪化している。IS が混乱に乗

じて活動を活発にし、民兵勢力とイラク治安部隊は治安維持に失敗した。長く現地の治安維持に努めたペ

シュメルガ撤退の代償は計り知れない。IS 戦闘員が白昼堂々歩き回る姿も目撃されている。 

 

 

 

 

 

イラク中央政府と KRG の緊

張緩和により、イラク治安部隊とペシュメルガの共同作戦のための協議が再開され、IS に打撃を与える掃

討作戦実施の余地が生まれた。イラク対テロ部隊は 11 日、バグダッドとキルクークの中間に位置する山

地ハムリンで IS 掃討作戦を開始したと発表した[11 日、イラク対テロ部隊]。部分的な掃討作戦ではほとぼ

りが冷めてから拠点を再構築することができる。それゆえ本作戦ではテロ組織の拠点が点在すると思しき

地域を完全に制圧し、IS のテロ行為継続能力を破壊することを目的としている。イラク対テロ部隊は 14 日、

同作戦で IS の指揮官を殺害したと発表した[14 日、クルディスタン 24]。 

クルド治安当局は 11 日、キルクーク方面で IS 戦闘員の輸送に協力していた男を逮捕したと発表した[11

日、ルダウ]。当局はテロリストの郵送手段の破壊は IS の活動への大きな打撃になると語った。テロリスト

数人を殺害するより IS 存続のための「インフラ」破壊の効果は大きい。 

 

‣紛争解決への道 

キルクークの安定化には IS の掃討だけでなく、民族紛争の解決も欠かせない。KRG 前大統領マスード・

バルザニは先月末、キルクークのテュルクメン政党代表と会談を行った[1 日、クルディスタン 24]。テュルク

メン政党代表は、バルザニの少数民族保護に対する姿勢を評価した。その 2 週間後に、KDP とテュルクメ

ン政党、キルクーク市政評議会メンバーは、キルクークの諸問題の解決に向けて合意したと発表した[13

http://www.rudaw.net/english/kurdistan/270420191
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/270420191
https://www.facebook.com/iraqicts/photos/a.1081812261850095/2357274064303902
https://www.facebook.com/iraqicts/photos/a.1081812261850095/2357274064303902
http://www.kurdistan24.net/en/news/e1f52336-bc0c-4b01-9e27-9ce8899131ce
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/11042019
http://www.kurdistan24.net/en/news/686984b3-8680-4831-b66d-5f5b5568a3be
http://www.kurdistan24.net/en/news/43032b5e-635c-40ff-bb21-4ce1947a6363
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日、クルディスタン 24]。サダム・フセイン時代の負の遺産である農地関連法案の撤廃も含まれている。一

連の動きはキルクーク問題解決の機運を盛り上げるものの、キルクークを勢力圏と見なす PUK はどう捉

えるか。PUK は KDP がキルクーク問題をイラク中央政府含めクルディスタン地域外の勢力との交渉材料

にすることを批判している。PUK は今月末の時点で KDP と新政権樹立交渉では合意にほぼ達したと見ら

れるが、キルクーク問題についても協調できるかが問われる。 

イラク議会はトゥズ・フルマトゥにおいて国民和解委員会を設立した[20 日、バスニュース]。トゥズ・フルマ

トゥは 2017 年 10 月のキルクーク占領に先駆けて、PUK のペシュメルガとイラン傘下の民兵が衝突した舞

台だ。クルド、テュルクメン、アラブが居住し紛争が繰り返されてきた。クルド側はこの委員会においてイラ

ン傘下の民兵による破壊行為の補償も求めていくという。 

イラク中央政府と KRG の間のキルクーク紛争解決には石油問題の解決が必須だ。イラク石油相タミル・ガ

ドバンは 25 日、近く KRG 側とキルクークの石油輸出問題や連邦政府予算案について協議する予定だと

発言した[26 日、クルディスタン 24]。イラク中央政府はキルクーク産原油の増産を目指している。イラク中

央政府関係者は先月製油所新設案を口にした。懸案はキルクーク産石油のトルコへの輸出である。イラク

はトルコが KDP を篭絡し得た利権にメスを入れようとしている。クルディスタン労働者党(PKK4)系メディア

は、トルコに降りかかる試練と題した分析記事を発表した[25 日、日報]。内容を要約すると、トルコは IS 問

題以来イラク政府との合意形成を経ることなく、KRG と勝手に合意を結び不当に安い石油を輸出してきた

が、イラク中央政府はこれに終止符を打つべく動くということだ。そのような折にトルコ外相チャブシオール

は 29 日、ヘウレル（エルビル）を訪問し KRG 首相ネチルワンに新たな国境開通を持ち掛けた[29 日、ルダ

ウ]。トルコからの投資も増えるという誘い文句に KRG 側は勿論乗り気だ。トルコはイラク中央政府に対す

る後ろ盾として KDP を篭絡してきた。キルクークを巡る交渉はトルコの影がある限り一筋縄ではいかない。 

 

トルコの侵略行為 

トルコは PKK 掃討を名目にイラク領内で空爆を続けている。トルコの空爆は PKK 関係者の殺害のみを

狙ったものではなく、クルディスタン地域住民一般にトルコへの恐怖を植え付けることを目的としている。ト

ルコへの畏怖は PKK への敵意に繋がると無邪気に信じトルコ領内での失敗を繰り返しているのである。そ

れゆえトルコは住民への被害を厭わなくなっている。 

クルド系メディアはトルコの空爆に怯えるヘウレル北方の村長の声を伝えた[9 日、ルダウ]。ある村民は

PKK のゲリラ戦が成功しトルコ軍に損害が出たことで、報復の攻撃が強くなっているのではないかとの観

測を述べた。トルコの無差別爆撃は難民生んでいる。ドホークのクリスチャンが住むシャラニシュ村では多

くの村民が家財道具と共に避難した[13 日、ルダウ]。同じく地元役場が生徒への被害を懸念して学校の閉

鎖を決定した[18 日、バスニュース]。 

 

                         

4   クルド語名、Partîya(党) Karkerên(労働者たちの) Kurdistanê(クルディスタンの)の略。日本のメディアで散見

される「クルド労働者党」の呼称は誤り。  

http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/515735
http://www.kurdistan24.net/en/economy/8a616b3b-8f4d-4df6-ae01-479391adf9e0
https://rojnews.news/ku/rojhilata-navin/doza-li-diji-tirkiyeye-sibe-ye-30742
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/290420192
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/090420191
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/13042019
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/13042019
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/515325
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/515325
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ロジャバ（西クルディスタン、北シリア） 

 Rojavayê Kurdistanê 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ジャジーラの

嵐 

‣IS の復讐戦 

人民防衛隊（YPG5）を中心とするシリア民主軍(SDF6)が主導するデリゾールにおける IS 掃討戦は先月最

後の拠点バグズの陥落をもって終了した。バグズでは IS 降伏後も洞穴他隠れ処の探索が継続している[2

日、シリア人権監視団]。IS の拠点喪失は脅威の終焉を意味しない。IS 存続の余地は大いに残されている。

SDF とトルコの対立である。IS はゴキブリの如く諸勢力の対立の僅かな間隙に入り生存する。トルコは難

民含めたシリア国籍保持者に金銭を渡し SDF 占領地で破壊工作をさせている。IS 残党はその恰好の先

兵となる。暗殺や治安部隊との戦闘、またその末の自爆事件が相次いでいる[4 日、シリア人権監視団]。IS

の住民の生活再建にも暗い影を落とす。SDF が住民への帰還を許可した直後に 3 人が死亡する爆弾テロ

が発生した[16 日、シリア人権監視団]。SDF の支配地が広がることを快く思わないアサドにとっても IS が

治安を乱すのは願ったりな状況だ。 

IS の”カリフ”バグダディはバグズを喪失した IS を鼓舞するかのように突如生存していることを明らかにし

た。29 日、5 年ぶりに自称カリフ・バグダディが登場する映像を公開した[29 日、ロイター]。イラクではモス

ル解放作戦の前に暗殺の情報が繰り返し流され、ロシアはバグダディの空爆による殺害を示唆していた。

こうした死亡説は否定された。ボコハラムのようにテロ組織が指導者の影武者を養成する例はあり、周到

な宣伝戦略を張り巡らす IS も 2 代目、3 代目バグダディを養成していた可能性は否定できない。元々バグ

ダディは IS で象徴的な意味しかもたなかった。IS が壊滅の瀬戸際にありながら活動を活発にする今、テロ

                         
5   人民防衛隊のクルド語、Yekîneyên(部隊) Parastina(防衛) Gel(人民)の略。 

6  シリア民主軍の英語名 Syria Democratic Forces の略。彼ら自身はアラビア語名 Quwwāt(部隊) Sūriyā(シリア) al-Dīmuqrāṭīya(民主的)の略 QSD をよく用いる。またク

ルド語では Hêzên(「力」すなわち軍の意) Sûriya(シリア) Demokratîk(民主的)を略して HSD と呼ばれる。 

http://www.syriahr.com/en/?p=122922
http://www.syriahr.com/?p=317442
http://www.syriahr.com/en/?p=124642
http://www.syriahr.com/en/?p=124642
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-baghdadi/islamic-state-airs-video-purporting-to-be-leader-al-baghdadi-idUSKCN1S51QB
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活動を継続する戦意を削ぐためにもバグダディの身柄確保は完全壊滅を達成するため大きな意義を持つ

ことになった。 

 

‣捕虜問題 

IS 捕虜問題に新たな展開があった。IS の捕虜が脱走している、または SDF が IS 捕虜を解放している憶

測である。SDF のデリゾールにおけるデリゾール軍事委員会は 3 日、IS の捕虜が脱走したという情報を否

定した[4 日、クルディスタン 24]。5 日には IS 捕虜の集団が脱走を試み失敗したと報じられた[6 日、ルダ

ウ]。トルコは IS 捕虜の管理に苦労する SDF の足元を見たプロパガンダ作戦を展開する。トルコは SDF の

占領地域にトルコ主導の安全地帯を設立すると息巻いており、SDF が治安回復に失敗するのを待ち望ん

でいる。元 IS の指揮官がラッカ近郊で交通警察として使われているという情報も流れた[17 日、シリア人権

監視団]。こういった怪情報が流れる背景には SDF は解放後の秩序回復のため全ての IS 関係者、協力者

に厳しい措置を取ることはできない事情がある。占領統治には部族の協力が欠かせず、その中には IS に

協力したものもいるからだ。 

SDF 側に IS の脱走を黙認するメリットがあることは認めざるを得ない。IS は 20 日、アサド政権勢力に数次

の奇襲攻撃を仕掛け約 50 人を殺害した[21 日、シリア人権監視団]。IS のテロリストを逃がせば別の場所

で敵対勢力を牽制してくれるからだ。2016 年 8 月にマンビジュが解放された際、SDF は IS に退去の猶予

を与えた。その際撤退した戦闘員たちはアルバーブで再編成され、同年 7 月にトルコがシリア侵攻作戦

「ユーフラテスの盾」を発動するとトルコ軍に対する強力な盾となった。トルコは IS の頑強な抵抗に直面し

アルバーブ占領を年内に完了できなかった。 

 

ユーフラテス東岸地域 

‣トルコ軍侵略の危機 

トルコはユーフラテス川東岸に侵攻すると言明して以来軍事行動は起こしていないものの、国境の兵力を

増強し軍事挑発を継続する。一方でトルコ軍による安全地帯の設立という毒まんじゅうをアメリカに差し出

している。サリフ・ムスリムはクルドメディアに対し、トルコと交渉の余地はないとの立場を改めて表明した

[11 日、クルディスタン 24]。SDF 司令官は中東専門サイトにアメリカからトルコ案を受け入れるよう圧力を

受けていることを明かした[15 日、アルモニター]。トルコはかなり強硬にアメリカ側へ SDF に圧力をかける

よう迫ったことが伺える。アメリカは最小限のトルコ軍兵力を国境に配置するだけと説得しているようだ。こ

れは国境沿いの北シリア連邦中心都市カミシュロ、抵抗の象徴コバニを手放せと要求しているに等しい。

アメリカの弱腰はシリア特別大使がブレット・マクガークからジム・ジェフェリーに代わったことが大きいだろ

う。彼はまだトルコのテロ支援や軍事挑発の実態を肌身で感じていない。戦争になるような事態は避けね

ばと通常の対応しているだけだ。一方でアメリカは SDF の武装強化は継続する。1 日早々有志連合の補

給部隊がシリアに入域したことが確認された[1 日、シリア人権監視団]。月内に 9 回の補給が行われたこ

とが確認されている。 

https://www.kurdistan24.net/en/news/b74bab4f-297b-456d-a4dc-63971fb6a545
https://www.kurdistan24.net/en/news/b74bab4f-297b-456d-a4dc-63971fb6a545
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/06042019
http://www.syriahr.com/en/?p=124686
http://www.syriahr.com/en/?p=125192
http://www.syriahr.com/en/?p=125192
https://www.kurdistan24.net/en/news/597cf207-b1fa-41db-8730-8b6055f2370f
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/us-ask-syria-kurds-turkish-forces-through-door.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/us-ask-syria-kurds-turkish-forces-through-door.html
http://www.syriahr.com/en/?p=122854
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クルド側は断固としてトルコへの妥協を拒絶する。しかしこれを強情と批判するのは的外れだ。トルコにシ

リアの治安維持はできないのである。トルコの不始末はイドリブの非武装地帯、占領地アフリン、ジャラブ

ルス、アルバーブで散々見せつけられてきたことだ。SDF が血を流しテロ組織から解放した地域がトルコ占

領下になったらまたテロリストが跋扈することになる。アメリカ軍が関与すれば話は別だがトルコは単独警

備を固辞する。北シリアにおいてアメリカ軍部隊は事実上トルコの敵対勢力であり、トルコ世論としてもアメ

リカとの共同警備は認められない。 

フランスが対トルコ同盟の一角に残り続けると改めて確認した。フランス大統領マクロンは 19 日、北シリア

代表団を招き会談しフランスは SDF を支援していくと約束した[19 日、フランス 24]。トルコ外務省報道官は

マクロンがシリアの PKK 支部代表を迎えたと非難する声明を発表した[19 日、自由]。トルコ国営通信は、

シリアのテュルクメンはマクロンを非難すると報じた[20 日、アナトリア通信]。見出しだけを見るとまるでシリ

アのテュルクメンがマクロンの決定を拒否しているように見える。実際は何のことはないシリア・テュルクメ

ン協会がマクロンを非難する声明を出したという取るに足らない内容だ。このシリア・テュルクメン協会はシ

リアに住むテュルクメンの一部を代表するに過ぎないトルコの傀儡勢力である。 

 

マンビジュ(Minbic) 

‣トルコの警備 

マンビジュもまたトルコが侵攻を表明して以来テロが増加している地域だ。シリア人権監視団は、ユーフラ

テス川東岸地域とあわせて 33週間で 270人以上がテロの犠牲になったと概算する[7 日、シリア人権

監視団]。SDF の一角を占めるマンビジュ軍事委員会(MMC7)はトルコが仕掛ける破壊工作に対策を強化し

ている。MMC は 10 日、バイクに仕掛けられた爆弾を無力化したと発表した[10 日、MMC]。21 日には、

マンビジュ東方で地雷を設置していた男を逮捕した[21 日、MMC]。 

 

 

 

 

 

 

 

MMC はこの男がマンビジュ一帯の

治安を紊乱する目的をもって地雷を設置していたと発表した。つまりトルコが雇った。MMC の対策は効果

を上げているものの、背後に大国がいるテロ攻勢を防ぎきれるものではなく、侵攻を目指す地域に混乱状

                         
7 英語名 Manbij Military Council の略。クルド語では Meclîsa(会議) Leşkerî(兵士) ya Minbicê(マンビジュ)。彼ら自身はアラビア語名 almajlis(会議) majlis manbij leaskari(兵士)を

用いる。正式名称は「マンビジュ並びに郊外防衛のための軍事委員会」。 

https://www.france24.com/en/20190419-macron-meets-syrian-kurds-vows-french-support-fight-against
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-condemns-macrons-meeting-with-ypg-142800
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-turkmenlerinden-macrona-ypg-pkk-tepkisi/1458384
http://www.syriahr.com/en/?p=123751
http://www.syriahr.com/en/?p=123751
http://manbijmc.org/?p=5376
http://manbijmc.org/?p=5457
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態を生み出すというトルコの目的は一定程度達成されている。トルコはシリア難民を工作員として使ってい

るため、SDF もある程度強硬な対応をせざるを得ない。SDF はこうした工作員と協力したと思しき住民を逮

捕しているとされる[22 日、シリア人権監視団]。SDF と住民との軋轢もトルコ軍進駐への地ならしだ。 

 

‣傭兵勢力との衝突 

トルコは傘下の傭兵勢力に軍事挑発を行わせている。その最前線はマンビジュ北方に位置するサジュル

川である。両軍は厳重な警戒態勢を敷いており衝突の余地は少ない。別の方面から挑発を仕掛けている。

MMC とトルコ傘下の傭兵勢力は 8 日、マンビジュ東方のアルバーブ方面で小競り合いになった[8 日、シリ

ア人権監視団]。トルコ寄りのシリアメディは同日トルコの無人偵察機が頻繁に飛行していたと報じている[8

日、シリアの声]。偶発的な衝突ではなく、トルコ軍は戦闘が拡大すればすぐさま介入しようと待ち構えてい

たことを示す。 

 

アフリン(Efrîn) 

‣トルコの過酷な統治 

アフリン住民はトルコのクルド人敵視政策に基づく過酷な統治に喘いでいる。トルコは SDF とは関係ないク

ルド人も大量に逮捕している。アフリンにおけるクルド人評議会の指導者を逮捕した報じられた[3 日、シリ

ア人権監視団]。トルコ傘下の傭兵勢力の乱暴狼藉への対策を訴えたことが反抗的とみなされたのであっ

た。トルコはクルド人の指導者層の掌握に失敗していることを示す。 

トルコ傘下の傭兵勢力は住民に対する身代金目当ての誘拐と暴行を繰り返している。29 歳の青年がトル

コ傘下勢力の拷問により死亡するという事例はその典型的なものだ[7 日、ユーフラテスニュース]。彼はト

ルコ傘下の傭兵勢力に逮捕され激しい拷問を受け続けた。それは何か情報を聞き出すためではなく、彼

の状態を悪化させることで家族に身代金を早く用意させるためになされたのであった。身代金が支払われ

彼は解放されたがその時既に心身ともに深刻なダメージを受け死亡に至った。北シリア統治の最高機関

シリア民主会議（MSD8）は 27 日、改めてトルコはアフリンで民族浄化を行っていると声明を出した[27 日、

ロナヒテレビ]。 

 

‣クルド人による抵抗運動 

SDF はトルコによる占領を未だ容認していない。SDF 幹部はアフリン解放作戦を行う方針を明らかにし

ている[1 日、情況]。クルド側はトルコの抱き込みを狙うロシアが牽制する中、住民の支持を背景にゲリラ

活動を継続している。先月 31 日に続いて 1 日早々からトルコ傘下の傭兵を殺害したと報告を開始した。

SNS では傭兵の死体や鹵獲した武器の画像含めゲリラ活動の活発な投稿が続いた。クルド側のゲリラ活

                         
8 クルド語の正式名称 Meclîsa(アラビア語で会議の意) Sûriyeya(シリア) Demokratîk(民主主義)の略。英語名 Syrian Democratic Council's の略称 SDC も使われる。 

http://www.syriahr.com/en/?p=125282
http://www.syriahr.com/en/?p=125282
http://www.syriahr.com/en/?p=123784
https://twitter.com/SyriCall/status/1116078617602199552?s=20
http://www.syriahr.com/en/?p=123070
https://anfenglishmobile.com/rojava-northern-syria/civilian-tortured-to-death-by-the-occupation-forces-in-afrin-34153?fbclid=IwAR0xkprH4kAsgbmoqfqGthoBtu1p45EPMqthJOW4_FhZD7HVXU4bqMToO9A
https://anfenglishmobile.com/rojava-northern-syria/civilian-tortured-to-death-by-the-occupation-forces-in-afrin-34153?fbclid=IwAR0xkprH4kAsgbmoqfqGthoBtu1p45EPMqthJOW4_FhZD7HVXU4bqMToO9A
https://ronahi.tv/ar/archives/4336
https://ahvalnews.com/turkey-kurds/syrian-kurds-aim-remove-turkey-afrin-force-commander
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動の活発さは敵方のトルコ傘下勢力の発信内容からも伺える。東方の自由民は 8 日、民主統一党(PYD9)

の攻撃を受けたと SNS で発表した[8 日、東方の自由民]。 

 

 

 

 
 

 

RPG７による攻撃を受

けたとされる荷台に風穴の空いたテクニカルの写真を公開した。傭兵勢力はいつクルドゲリラに襲われる

か分からないという恐怖と隣り合わせになりながら生きている。周囲の住民は自らの傍若無人な振舞いに

より敵と化している。ゲリラ活動は占領に致命的なダメージを与えることはできないが、敵を疲弊させるとい

う役割は十分に果たしている。 

アフリン地区に隣接するタルリファットがクルドゲリラの補給・出撃拠点となっている。トルコ軍は 15 日、ク

ルド勢力の攻撃に対する反撃だとして同地を砲撃した[15 日、アナリスト通信]。タルリファットはロシアがト

ルコの勢力伸長を認めていない。19 日には、トルコ軍と傭兵勢力がクルド勢力とアサド政権勢力を攻撃し

たと報じられた[19 日、アラブソース]。戦闘は小競り合いで収まった。 

クルド勢力はトルコ軍による自国領土の占領を容認しないアサド政権を利用する。トルコ国営通信はクルド

勢力がアサド政権やロシアとの協力を継続していると報じた[18 日、アナトリア通信]。特に決定的な情報は

提示されていないがクルド勢力占領地域にアサド政権勢力が展開していることを問題視しているのが目を

引く。アフリンはクルド勢力以外煩わしい存在がなかったので簡単に侵攻できたが、背後にロシアがいるア

サド政権勢力は簡単に攻撃できないというエルドアンの苛立ちが文面から伝わってくるようである。 

トルコ占領地域では傭兵勢力同士の戦闘が発生する等支配は揺らいでいる。クルドゲリラの活動が少な

いアザズで 15 日、トルコ傘下の政庁前で爆弾テロが発生した[15 日、シリア人権監視団]。トルコ軍の取締

に住民が怒ったことが起因になっている。トルコ占領地域には IS の敗残兵も相当数流入している。IS はト

ルコの従順な工作員ではない。抜け目ない IS はトルコの支配の綻びに乗じてテロでトルコを揺さぶろうと

する。IS はトルコの手の内も知っている。 

 

 

 

 

                         
9 PYD―民主統一党のクルド語、Partîya(党) Yekîtiya(統一) Demokrat(民主)の略。 

https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1115212070516076544
https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1115212070516076544
https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1115212070516076544
https://twitter.com/ahraralsharqia/status/1115212070516076544
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB
https://www.aa.com.tr/en/turkey/ypg-pkk-attacks-turkish-army-in-northwestern-syria/1452927
https://www.aa.com.tr/en/turkey/ypg-pkk-attacks-turkish-army-in-northwestern-syria/1452927
https://www.almasdarnews.com/article/turkish-army-rebels-launch-simultaneous-attack-against-syrian-army-ypg-troops-in-northern-aleppo/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ypg-pkk-tel-rifatta-rusya-ve-rejim-gucleriyle-ortak-hareket-ediyor/1456753
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ypg-pkk-tel-rifatta-rusya-ve-rejim-gucleriyle-ortak-hareket-ediyor/1456753
http://www.syriahr.com/en/?p=124625
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北クルディスタン（トルコ領南東部）  

Bakurê Kurdistanê 

 

 

 

 

 

 

 

統一

地方選 

‣AKP の大敗北 

 

先

月

末

に

統

一

地

方選が行われ、開票結果は今月に入り発表された。与党と同盟を組む極右政党指導者バフチェリは、トル

コの失敗を狙う外部勢力の陰謀は失敗したと発言した[1 日、自由]。しかし政権与党公正発展党(AKP10)の

連合にとって大敗といえる結果であった。クルド系政党人民民主党(HDP11)は、メディア、軍、警察を総動員

した選挙妨害を受けた。それでも知事選において HDP は最大都市アメド、国境の諸県を死守した。AKP

                         
10 Adalet ve Kalkınma Partisi の略。 

11   トルコ語の党名、Halkların(諸人民または国民の) Demokratik(民主主義) Partisi(党)の略。 Halk はアラビア語で人民を意味

する halq に由来する。 

http://www.hurriyetdailynews.com/shady-plans-for-turkey-foiled-mhp-head-142321
http://www.hurriyetdailynews.com/shady-plans-for-turkey-foiled-mhp-head-142321
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は国境の県シルナフ（シルナク）を奪取できたことに沸いていた。御用メディアはシルナフで予想外の勝利

と AKP を持ち上げていた[3 月 31 日、スター]。シルナフで不正投票が行われた疑惑がある。HDP は SNS

上でトルコ軍車両がシルナフを出ていく様子を公開した[1 日、HDP]。AKP はシルナフで他地域から動員さ

れた軍人、警察官が不正投票を行わせていた[1 日、ユーフラテスニュース]。 

今回最大の衝撃はイスタンブル市長選の結果だろう。イスタンブル市長選は首相は落選するという AKP

にとって最悪の結果となった。候補者は元首相ビナリ・ユルドゥルムである。エルドアンは首相職を廃止し

たことで肩書を失ったユルドゥルムに、ポストをあてがうくらいの気持ちであったのだろう。イスタンブルは早

くから CHP のイマモウル有利との速報が出ていた。HDP アダナ選出大国民議会議員ケマル・ペコスは、

「コバニは落ちなかったがイスタンブルは落ちそうだ」とツイートした[1 日、@kemalpekoz]。AKP は有効な経

済政策を打ち出せなかった。HDP が投獄中の元共同代表デミルタシュ筆頭に野党との候補者調整を呼び

かけたことも大きい。また AKP は選挙妨害のリソースを HDP に集中させたことで他の野党の躍進を許し

た。AKP は結果を巡る論争の中で選挙制度の軽視と往生際の悪さをこれでもかと見せつけた。AKP は早

速自党への投票が他党への投票して数えられたと言い立てた[1 日、アナトリア通信]。トルコ選管は AKP

の要求を受け入れ票の数えなおしが行われることになった[3 日、スター]。再集計によって AKP の得票数

は僅かに増えた[4 日、CNN トルコ]。それでもイマモウルの優勢は変わらず市長選勝利が確定した[7 日、

旅]。AKP は再選挙を求めるようになった[9 日、NRT]。選挙を無効にするためクーデター騒動以後に公職

追放された人々の投票を無効にするよう求めたがこれは選管に拒否された[23 日、自由]。 

CHP 党首クルチダロールは選挙結果について人々は民主主義を選んだと述べた[1 日、自由]。AKP の実

質的敗北をもってトルコに民主主義が戻ったと評価するのは早計だ。エルドアンによってトルコの国制は変

質させられてしまったからである。国内にはエルドアンと利害を共にする大量の民兵組織が存在する。今

回の選挙はトルコの新たな危機の始まりである。一方のクルドにとっては二度とない好機の到来だ。 

 

‣HDP への不当措置 

選管は HDP 当選者の任官を遅らせるという措置に出た[10 日、情況]。選管はクーデター騒動後の非常事

態宣言下においてテロ容疑をかけられた候補者の当選資格をはく奪すると発表した[12 日、ルダウ]。HDP

関係者は政府の恣意で「テロリストのプロパガンダを拡散した容疑」にかけられている。かなり多くの当選

者が資格を失うことになるのである。これにはクルド人も激怒し「有権者の意志を尊重せよ」と抗議運動が

行われた。 

AKP はマルディンで当選したアフメット・テュルクを「老齢で病気がち」だとし当選資格をはく奪する求めた

が、これは選管に却下された[12 日、トルコ詳報]。アフメット・テュルクは 15 日、正式に当選通知を受け取

った[15 日、メソポタミア通信]。トルコ選管は明らかに公正さを欠き AKP。選管の体裁を保てない程のあま

りに恥知らずな要求ははねつける。 

 

 

https://twitter.com/stargazete/status/1112457731405955073?s=20
https://twitter.com/stargazete/status/1112457731405955073?s=20
https://twitter.com/stargazete/status/1112457731405955073?s=20
https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1112674845987344385?s=20
https://anfenglishmobile.com/kurdistan/akp-s-military-police-voters-leave-uludere-34009
https://anfenglishmobile.com/kurdistan/akp-s-military-police-voters-leave-uludere-34009
https://twitter.com/kemalpekoz/status/1112445735151300610?s=20
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-309-sandikta-17-bin-410-oy-baska-partilere-yazildi/1439820
https://www.star.com.tr/guncel/ysk-baskani-guven-aciklama-yapiyor-haber-1443780/
https://www.star.com.tr/guncel/ysk-baskani-guven-aciklama-yapiyor-haber-1443780/
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-ak-partiden-aciklama
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-ak-partiden-aciklama
https://gazeteyolculuk.net/chp-istanbulda-1030-itibariyla-17111-oy-farkla-imamoglu-onde
http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=11627&MapID=3
http://www.hurriyetdailynews.com/ysk-rejects-akps-attempt-to-disenfranchise-dismissed-civil-servants-142870
http://www.hurriyetdailynews.com/people-sided-with-democracy-chp-head-142320
https://ahvalnews.com/local-elections/turkish-election-board-delays-new-kurdish-mayors-taking-office
http://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/120420191
http://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/120420191
https://www.turkishminute.com/2019/04/12/turkeys-ruling-party-objects-to-elected-opposition-mayor-for-being-old-and-sick/
http://mezopotamyaajansi16.com/kr/HEM-NCE/content/view/54371
http://mezopotamyaajansi16.com/kr/HEM-NCE/content/view/54371
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東クルディスタン(イラン領西部)  

Rojihilata Kurdistanê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカとの対立 

アメリカはイランに融和的だったオバマ政権からトランプ政権になり、イラン核合意の破棄に制裁強化と対

イラン政策を 180 度転換した。「法学者の統治」に綻びが見え始めたことで本格的な体制転換に向けて動

きだしたとも言われる。アメリカの動向はクルド人の運命も大きく左右する。 

アメリカは 8 日、イスラム革命防衛隊をテロ組織に指定すると発表した[8 日、ルダウ]。東クルディスタンは

イラン・イラク戦争の激戦地だ。防衛隊は戦争を利用し戦時の経済統制の名の下に多くの私企業を接収し

たことは知られている。東クルディスタンでは防衛隊の横領もまた激しかった。防衛隊に対する怒りは他地

域よりも強い。防衛隊がテロ組織となれば、それに対する武装闘争は「テロとの戦い」になる。クルド人武

装勢力に強力な重火器が供給されることなる。イラク側の KRG は親米勢力なので補強路構築は容易い。 

 

自然災害 

東クルディスタンは自然災害の多い地域だ。2017 年冬にも大規模な地震が発生し多くのクルド人が家を追

われた。イラン当局は十分な支援を行わないことにクルド人はいつも怒りを募らせる。1 日、ケルマンシャ

州をマグニチュード 5.2 の地震が襲った[1 日、バスニュース]。幸いにも被害は軽微であった。深刻なのは

クルディスタンとアラビスタンを襲った洪水だ。40 万人以上が避難を余儀なくされたとされる[7 日、アルジャ

ジーラ]。PKK は洪水に対処しないイラン当局へ行動を起こすよう呼びかけた[5 日、ユーフラテスニュース]。 

文責：並木宜史  

http://www.rudaw.net/english/world/080420191
http://www.basnews.com/index.php/en/news/middle-east/511685
http://www.basnews.com/index.php/en/news/middle-east/511685
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/iran-floods-mass-evacuations-fresh-flood-warnings-190407051031243.html
https://anfenglishmobile.com/kurdistan/kck-calls-for-action-everywhere-for-east-kurdistan-34116

