中東情勢分析

「ユーフラテスの盾」作戦の舞台裏

トルコのシリア内戦軍事介入をめぐる三つ巴・四つ巴
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G20での「隙間風」
９月初，中国の杭州で開催された主要国・新興経済国首脳会議（G20）の際に持たれた
米＝トルコ首脳会談は，双方ともに北大西洋条約機構（NATO）という軍事同盟のメン
バーであるという事実を踏まえれば，異様な印象を与えるものとなった。７月中旬の軍事
クーデタ未遂で辛くも虎口を逃れたトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領
は，クーデタ計画の首謀者として名指しするフェトフッラー・ギュレン師を米国が匿い，
言を左右にしてその引き渡しに応じないことを非難，これに対してバラク・オバマ米大統
領は「適正手続きに従って」トルコ当局との協力を続けると述べるにとどまった。憮然と
した表情のまま席を立って退出しようとするエルドアンをドア口まで追いかけたオバマが，
何とか握手をして見せたという一幕は，同盟両国間に吹く「隙間風」を十分に感じさせる
ものであった。こうした応酬の背後には，エルドアン率いるイスラーム政党（公正発展党，
ポピュリズム

AKP）の大衆主義や，改憲による強権的大統領制を指向しつつあるエルドアン自身の野望
ダブルスタンダード

に懸念を強めてきた欧米と，これを欧米の二重基準として反発し，クーデタ未遂そのもの
が米国の陰謀ではないかと猜疑するトルコ一般民衆との間の感情的な軋轢が介在する。
「イスラーム国」討滅に向けての米国の皮算用
もとより，両国間のしこりが厄介なのは，それが単純な感情的相互不信にのみ根差すの
ではなく，より具体的な脅威概念にズレが生じてきているところにある。現時点で米国が
主敵（エネミーNo.１）と看做しているのは言うまでもなく「イスラーム国（IS）」である
が，トルコ政府にとってそれは「数ある敵のひとつ」でしかない。確かにトルコはいま，
政府・IS・クルドの三つ巴の闘争を戦っているが，国内により深く根を張っているという
点からすれば，ISよりもむしろクルド労働者党（PKK）の武装勢力の方が政府にとっての
脅威度は高い。その PKK のシリアにおける連携勢力「民主統一党（PYD）」の軍事部門
「人民防衛隊（YPG）」は，トルコから見れば PKK の別動隊にほかならない。問題は，こ
の YPG が，米国の構想する IS 掃討戦の主役に据えられている点にある。
ISは現在，シリアのユーフラテス東岸ラッカを「首都」と称し，イラク北部の大都市モ
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スールを占拠して，この二か所を主要拠点に各地で戦闘を展開している。両拠点を陥落さ
せられれば，各地の IS 部隊はいずれ立ち枯れざるを得ないというのが米国の読みである。
しかし，アフガニスタンやイラクで多大な痛手を被りながら所期の目的を達成できなかっ
た戦訓から，米国がこれらの拠点制圧に向けて新たに大規模な地上部隊を派遣する可能性
ファイターボマー

ド

ロ

ー

ン

はほぼない。戦闘爆撃機や武装ヘリ，あるいは無人攻撃機等を投入して空爆を続けるのが
精々のところだろう。当然ながら，それだけでは本格的な掃討殲滅戦は遂行できない。な
ので，どうしても現地の「友軍」に陸戦の主兵を担ってもらうことになる。
ところが，米国の肝煎りで立ち上げられた自由シリア軍（FSA）などシリアの反政府勢
力は文字通り「烏合の衆」であって，組織的な戦闘能力を持たない。イラク政府軍の能力
にしても，モスールを奪われた戦闘で部隊全体が武器を捨て制服を脱いで逃亡した事実か
ら推して知るべしである。これらの「友軍」の実態は，彼らに武器兵站を提供し，訓練を
施し，作戦の立案や策定に関与してきた米国は熟知しているはずである。かといって，そ
れなりに実戦能力を持つシリアのアサド政権軍との協働は政治的に不可能だろう。そもそ
も欧米がシリアに介入したのは，アサド政権の退陣を強要するためだったのだし，アサド
続投をあからさまに容認するのはロシアやイランに中東のこの地域の政治的主導権を譲る
というシグナルを発することにもなりかねない。イラクのシーア派民兵との協働も，問題
が大きい。イラク国内での宗派間の軋轢を高めてスンニ派住民をIS側に追いやるという懸
念もあるが，それ以上にシーア派民兵の背後に控えるイランとの関係でサウジアラビアそ
の他のスンニ派諸国から痛くもない腹を探られるからである。
このように考えれば，米国にとって IS 殲滅のための陸戦で決戦兵力となるべき「友軍」
は，シリアにおいてもイラクにおいてもクルド人部隊に限られて来るのは自明だろう。シ
リアの YPG は2014年秋～15年初にかけてのトルコ国境に近いコバニで，IS の猛攻を跳
ね返し，籠城を持ち堪えた。イラクの「クルド民主党（KDP）」軍事部門ペシュメルガは，
2015年秋にモスール西方シンジャルを IS から武力で奪還している。シリア，イラク両国
の北部国境沿いに集住し，IS制圧地域に地理的にも近接しているクルドの「精強な」武装
闘争勢力と結ぶことは，したがって米国にとって最も合理的な選択と看做されたのであっ
た。
クルドの思惑とトルコの反応
もとより，こうした「合理性」はどこまでも米国にとっての損得計算の尺度であって，
クルド側にはまた彼らなりの思惑があることに留意せねばならない。そもそもシリア北部
のクルド人は国境を跨ってトルコ国内のクルド人居住域と繋がっている。というより，ト
ルコ領内のクルド人居住区が南方に突出したのがシリアのクルド人集住域だと見るほうが
わかりやすい。大雑把に言えば，突出部分が西から順にアフリーン，コバネ，ジャジーラ
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という三つの塊になっていて，本体部分はトルコに残っているのである。つまり，シリア
領内において，クルド人地域とは相互に切断された三つの飛び地を指すことになる。この
三つの飛び地を回廊開削によって結合し，領域的一体性を獲得して，シリア北辺における
クルド「自治政府」ないし「独立国家」を樹立することこそ，PYDの目指すところにほか
ならない。中でも，コバニとアフリーンを隔てているユーフラテス西岸地域はIS支配下に
置かれており，ここへの進攻は IS 掃討を掲げる限り米国も黙認するだろうというのが
PYD/YPG の思惑にほかならなかった。実際に YPG は，連携関係にある他の民兵集団を
糾合してシリア民主部隊（SDF）なる兵団をでっちあげ，ユーフラテスを渡渉して西進，
IS から要衝マンビジュを奪還した。
シリア＝トルコ国境地域（北西部）勢力図
コバニ

ジャラーブルス

アルラーイ
アフリーン

マンビジュ

アルバーブ
非クルド系反政府勢力

トルコ軍侵攻域

アサド政権支配域
YPG/SDF支配域

８月24日

８月24日

IS支配域

８月30日

８月30日

８月24日に発動されたトルコの作戦名は「ユーフラテスの盾」

出典：戦争学研究所（ISW，米ワシントン D.C.）

現地勢力略称表記（登場順）
AKP
IS

公正発展党

エルドアン大統領の権力基盤与党

「イスラーム国」 他に ISIS や ISIL とも呼ばれる

PKK

クルド労働者党

トルコのクルド人武装闘争勢力

PYD

クルド民主統一党

シリアのクルド人政治組織

YPG

クルド人民防衛隊

PYD の軍事部門

FSA

自由シリア軍

シリア国民連合傘下の軍事組織

KDP

クルド民主党

イラク最大のクルド政治勢力

SDF

シリア民主部隊

YPG 主体のシリア武装勢力連携組織
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このような情勢の展開は，当然ながらトル
コ政府を大きく刺激した。とりわけ YPG の
ユーフラテス西岸への進出とマンビジュ制圧
は，決定的な一線（レッドライン）を越える
挑発と看做された。トルコ＝シリア国境での
クルド地域の連結は，トルコ側からシリア領
内への自由なアクセスに対する阻止帯が構築
されるにとどまらず，PKK と PYD/YPG の
さらなる一体化が促進されてトルコ国内での

筆者紹介
東北大学法学部卒。アジア経済研究所研究員，東洋
英和女学院大学助教授，同教授を経て2014年４月か
ら同大学学長。この間，英オクスフォード大学客員研
究員，イスラエル・ヘブライ大学客員教授等で長期在
外研究。中東現代政治，紛争研究，政軍関係論等を専
門とする。主要著作（編著・共著）に，「途上国にお
ける軍・政治権力・市民社会」（晃洋書房，2016年），
「中東政治学」（有斐閣，2012年），「イスラエルを知
るための60章」（明石書店，2012年），「帝国アメリ
カのイメージ」（早稲田大学出版会，2004年），
「大量
破壊兵器不拡散の国際政治学」（有信堂，2000年），
「イスラエル国家の諸問題」
（アジア経済研究所，1994
年）など。他に現状分析論文多数。

クルド離反の動きに油を注ぐ結果を招くこと
になる。また，トルコ政府はシリア内戦による大量の難民を国内に引き受けて社会不安な
ど深刻な問題を多々抱えているが，IS 排除後には国境近隣の IS 旧支配域に，スンニ派ア
ラブ系主体のこれら難民を再定住させ，新たに発生するシリア国内避難民とも併せて，ク
ルドの飛び地連結のための回廊開削を阻止する「人間の盾」を創り上げる構想も持ってい
た。この構想が緒に就く前に，SDF を隠れ蓑にした YPG が回廊開削に動き始めたと受け
止められたのであった。
トルコの足枷：対米・対ロ関係
エルドアン大統領は，シリア北部での YPG 勢力台頭を警戒して，早くから（おそらく
2015年半ばから）一朝事あれば軍事介入も辞さない決意を固めてはいた。しかしながら，
YPG/SDF排除を狙ってシリア領内に進出する場合，重大な障害が二つ存在した。第一に，
米国は既述のようにYPGをIS掃討戦の決戦兵力と位置付けてこれとの連携を強めており，
その YPG と直接衝突する展開になれば，ただでさえギクシャクしていた対米関係のさら
なる悪化は避けられないと考えられ，この時点での軍事介入には慎重にならざるを得なか
った。第二に，シリア内戦をめぐってアサド政権の後見者的立場にあるロシアやイランと
の関係が，内戦早期からアサド退陣を求める急先鋒であったエルドアン政権にとっては極
めて微妙になっていたことがある。シリアへの進攻は航空優勢を握るロシア，および「義
勇兵」としてイラクやレバノンのシーア派民兵を参戦させているイランとの間に直接の軍
事衝突を惹起する懸念があった。他方でトルコの支援する非クルド系反体制勢力，とりわ
けシリア北西部アレッポ等に籠もるFSA等の世俗主義的武装集団や，これへの兵站補給を
担っていたトルコ同族のトルクメン人などはロシアによる空爆の主要ターゲットとなって
おり，これを傍観せざるを得ないトルコ側は憤懣と苛立ちを募らせていた。こうした憤懣
が，2015年11月のトルコ空軍機による「領空侵犯」ロシア空軍機の撃墜事件を惹き起こ
したのであった。
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この事件を契機として，トルコ＝ロシア両国関係は決定的に険悪化した。ロシア側はト
ルコへのビザなし渡航を禁止し，また主要17品目の輸出停止，さらには原発建設計画への
協力中止など，矢継ぎ早に制裁措置を打ち出した。これらに起因する経済的打撃もさるこ
とながら，対ロ関係の悪化でトルコ政府が最も深刻に受け止めたのは，YPGに対するロシ
アの肩入れである。撃墜事件直後からロシアはあからさまにYPGへの接近姿勢を示し，ト
ルコへの牽制を強めた。これに後押しされる格好で YPG は，15年末にはコバニ西方の要
衝ジャラーブルスに向けて攻勢を開始，16年５月にはユーフラテスを渡河して IS を掃討
しつつマンビジュへと南進した。ロシアはまた16年２月，YPG の政治母胎である PYD を
核とするクルド系勢力のモスクワ代表部の開設を認め，政治的にもクルド側と連携を強め
る姿勢を示した。これに力を得た PYD は，翌月にクルドが「ロジャヴァ」と自称する西
クルディスタン自治政府の樹立とこれを構成要素とするシリア国家の連邦制移行を一方的
に宣言するに至る。
クーデタ未遂と路線転換
2016年６月，YPG/SDF はマンビジュおよびその周辺の制圧と IS 残党の掃討に着手し
た。このまま放置すれば YPG/SDF はジャラーブルス＝マンビジュ線をそのまま西に推し
進め，アルラーイ＝アルバーブ線を突破していずれアフリーンへの回廊開削，すなわち「ロ
ジャヴァ」の実質化は必至となる。そうなれば，トルコは地中海沿岸の一部を除いてシリ
アへのアクセスを遮断されるというにとどまらず，北方のロシア，南方のYPG，そしてこ
れと繋がる国内東方の PKK という三つの正面から同時に圧力を受けかねない。そのよう
な展望を前にして，エルドアン大統領は急転して対ロ関係の修復に踏み切ることとなった。
６月末，ウラジーミル・プーチン露大統領との電話会談を通じて事実上はロシアに全面的
に膝を屈する形でロシア機撃墜事件を謝罪し，その賠償に応じることにより関係改善の糸
口を創出した。これに続いて７月冒頭に両国の外相協議が持たれ，ロシア側の対トルコ制
裁は部分的に解除された。しかしトルコ側にとってより重要なのは，YPG掃討のための北
部シリア侵攻に向けた政治的環境の整備という側面であったろう。シリア領内に飛来する
「敵性航空機」を容易に撃ち落とせる対空戦力を展開したロシアの黙認を取り付けない限
り，トルコの軍事攻勢は発動が難しかったからである。
こうした政治的文脈の中で生起したのが，エルドアン政権転覆を狙った７月半ばの軍事
クーデタ未遂であった。冒頭に述べたように，トルコ政府はこの事件の背後に固有のイス
ラーム思想を流布するギュレン運動という一種の秘密結社的なネットワークの存在を疑
い，その指導者であるギュレン師の引き渡しを米国に強く求めているところである。一連
の騒動の詳しい顛末や，これを挙証する材料が決定的に不足している現段階で軽々に事件
の内容を忖度する愚は避けねばならないであろうが，それでもこのクーデタ未遂がここに
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見てきたエルドアン政権の外交政策の転換や対クルド戦略の方向に対する軍内の不協和音
や一部勢力の反発といった要素とまったく無縁で，単に宗教的秘密結社の企図した政変の
蹉跌として片付けてしまうには合理的な疑念が残る。
いずれにせよ，300人規模の犠牲者を出した流血のクーデタ騒ぎは，結果としてエルド
アン大統領の求心力を格段に高め，またその国内での政敵や批判勢力を包括的に排除する
口実を与えることとなった。軍・警察等の暴力装置をはじめ，司法当局，行政官庁，教育
組織など国家機関の主要分野に粛清の手が伸びて，一時的にもせよ10万人が拘留され５万
人が解任される事態に立ち至ったのである。これは，1950年代米国におけるマッカーシズ
ム（「赤狩り」）を彷彿とさせる規模である。エルドアン自身が「天祐」
「神からのプレゼン
ト」と認めるとおり，この事件を契機としてトルコの「エルドアン路線」は盤石の基盤を
得たと言えるだろう。とりわけ，シリア侵攻に際する二つの障害がほぼ取り除かれた。す
なわち，対米関係と対ロ関係である。
政治力学の変遷：立場の逆転，環境の一転
既述のように，米国がシリア・イラクにおいて IS を主敵とし，シリアでの決戦兵力とし
て YPG に期待している状況において，IS と同様ないしそれ以上に YPG の排除を渇望す
るトルコとの間には戦略的利害の相反がある。両国ともに NATO を構成する同盟国であ
って，トルコは米国に次いで NATO 中第二位の兵力を擁する軍事大国であるが，それで
も装備・兵站・訓練・技術等においていわば同盟の盟主である米国の支援を仰がねばなら
ない立場にある。したがって，YPGへの対応についても米国の意向に「配慮」せねばなら
なかったわけである。ところが，クーデタ未遂はそのような両者の立場を逆転させた。ト
ルコ側が首謀者と指弾するギュレン師を「匿って引き渡さない」こと，エルドアンの対ロ
接近に警戒を隠さなかったこと，また欧米が口を揃えてエルドアンの大衆主義的，権威主
義的傾向やトルコ政府の「人権軽視」を問題視して，これを批判していたこと，さらには
クーデタ勃発に際して米国の対応が一般的な暴力非難に終始して，明確なエルドアン政権
支持を打ち出したとは受け止められなかったこと，これらの要因が相俟って，クーデタ未
遂の背後に米国の陰謀があるという認識が広がり，政権のみならず一般市民の間にも反米
感情が急速に高まったからである。こうした陰謀論において，昨年秋のロシア機撃墜事件
が実は米工作員の仕業だったという主張までもが，まことしやかに囁かれる事態にまで立
ち至っている。実際に米国の直接間接の関与の有無に関わりなく，トルコの国内にそのよ
うな一般的な雰囲気が醸成されている事実がある以上，シリア内戦・IS 掃討・対イラン政
策等でトルコと可能な限り共闘の途を模索せざるを得ない米国としては，YPGの勢力伸長
に神経を尖らせるエルドアン政権に従来以上に譲歩を余儀なくされる状況となったのであ
る。
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これとは対照的に，クーデタ生起から間髪を置かずにエルドアン政権支持を鮮明にした
プーチン露大統領に対しては，トルコ側の伝統的歴史的な反露感情に抑制されてはいるも
のの，高まる反米・反欧感情に反比例する格好でこれまでになく好意的な世論が形成され
つつある。そうした世論を背景として８月９日，エルドアン大統領がロシアを訪問し，サ
ンクトペテルブルクでプーチン露大統領との首脳会談が実現した。原発計画への協力，観
光用チャーター便の再開，エネルギー事業協力など，経済制裁のほぼ全面解除が確認され
たほか，ここでエルドアンはトルコの IS および YPG 排除のための軍事介入についてロシ
ア側の黙認を取り付けているはずである。この直後，８月12日にイラン外相がトルコを訪
問している事実を勘案すれば，この時期にトルコ・ロシア・イラン三者間でトルコ軍によ
るシリア北辺への武力介入に関する調整（タイミング，規模，南進限度等の大枠）が進ん
だものと考えられる。
作戦発動から現況へ
そして８月24日，トルコ第二軍（南方戦域担当）隷下の第五機甲旅団所属の戦車・装甲
車を核とした一個大隊規模の部隊が，空軍機および砲兵の援護を受けつつ越境してユーフ
ラテス西岸ジャラーブルスを目指し，現地の FSA 等親トルコ系武装勢力と連携しつつ翌
25日にはその市街地をほぼ制圧した。「ユーフラテスの盾」と命名されたこの攻勢作戦の
発動は，折しもトルコ側の対米不信を宥めるためにジョー・バイデン米副大統領がアンカ
ラを訪問したその当日である。IS拠点爆撃のためにトルコ領内の空軍基地に展開している
米軍が，初動期にどの程度この越境攻勢を支援したかについては必ずしも明らかではない
が，米国が事前に通告を受けこれを了承していたことは疑い得ない。トルコ訪問中のバイ
デン副大統領が，「YPG はユーフラテス東岸まで下がらなければならない。さもなくば，
YPG に対する米国の支援はなくなる」と，明確に宣言していることからも明らかだろう。
その後，トルコ軍は五月雨式に部隊を増派，ジャラーブルスからマンビジュにかけて圧力
を強めながらも，旅団主力は西への攻勢進出に投入され，９月初にはジャラーブルス＝ア
ルラーイの国境沿線から IS を完全に駆逐することに成功した。この国境沿いの IS 掃討戦
は，米軍の空爆や高機動ロケット（HIMARS）などによる積極的な支援下に遂行されてい
る。しかし問題は，マンビジュ周辺に展開する YPG の動向である。トルコはユーフラテ
ス西岸からの YPG 排除を IS 掃討と同等ないしそれ以上の戦略目標に掲げており，この点
で一切の妥協の余地はないとの姿勢である。すでにジャラーブルス南方のマンビジュへの
主要道路の支配をめぐり，トルコ軍の前衛となっている FSA と，YPG を中核とする SDF
との間に武力衝突が繰り返されている。FSA との「同胞相討」を忌避した SDF の非 YPG
部隊すなわちスンニ派アラブ人系勢力の一部が離反したとの情報もある。トルコと YPG
との狭間にあって「板挟み」のジレンマに陥っている米国は，ともかくも YPG のユーフ
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ラテス東岸への撤収を実現するために再々直接の説得を試みているがその先行きは不透明
と言うほかない。
かくして，2016年９月初旬の段階で，シリア内戦とりわけその北部における戦況は，ト
ルコの侵攻によってこれまで以上に錯綜し，内戦当事者やその支援勢力の思惑が入り乱れ
て，混迷の度を深めている。今後の展開を見通す上で重要と目される当面のカギは，いず
れも米国が握っていよう。すなわちそれは，１）ユーフラテス西岸に橋頭保を残したい
YPG に対して，「東岸への撤収」というトルコ側の強い要求を背景とした説得がどこまで
奏功するか

２）YPG の東岸撤収が実現するとしても，IS 掃討の決戦段階であるラッカ

攻防戦でトルコと YPG との間の戦域分掌や機能分担が調整できるか，という点にある。
ユーフラテス西岸での「ラジャヴァ」連結回廊開削を絶対に阻止したいトルコの思惑は，
越境攻勢の作戦名「ユーフラテスの盾」にも明らかであろう。しかしそれをクルド側から
見れば，IS 誅滅を大義名分とするトルコ軍のラッカへの侵攻が，実は東岸において YPG
掃討の隠れ蓑として作動する「ユーフラテスの矛」に容易に転化しかねないとの疑心暗鬼
を生んでいる。こうした双方の「安全保障のジレンマ」に対して，米国は有効な解消法を
提示できていない。クーデタ未遂への関与疑惑やギュレン師引き渡し問題などよりも，こ
のことが冒頭に描写したG20でのエルドアン，オバマ両大統領の間に吹く「隙間風」の正
体なのではなかろうか。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。
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