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(注)本稿は 2006年 12月 30日から 2007年 3月 11日まで 11回にわたり「アラビア半島定点観測」

に連載したレポートをまとめたものです。 
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１．プロローグ：フセイン元大統領死刑とのコントラスト 

 2006 年 12 月 30 日、フセイン元イラク大統領の死刑執行のニュースが世界を駆け巡った。フ

セインは、2003 年 3 月の米英軍によるいわゆる「イラク解放戦争」により大統領の座を追われ、

同年 12 月に身柄を拘束された。2005 年 10 月、彼に対する裁判が始まり、2006 年 11 月には死

刑の判決が下され、12 月 26 日、高等法廷は控訴を棄却しフセイン元大統領の死刑判決が確定し

た。そしてそのわずか 4 日後の 12 月 30 日に絞首刑が執行され、サダム・フセインは歴史から消

え去った。 

 

 その同じ頃、ハジ(巡礼)行事に沸くサウジアラビアで、キューバのグアンタナモ収容所から送還

され、サウジ国内の刑務所に服役中であった 11 人のサウジ人がひっそりと釈放された。彼らは

1979 年のソ連アフガニスタン侵攻の抵抗勢力としてアル・カイダを結成した同胞のオサマ･ビ

ン・ラディンに共鳴し、イスラム義勇兵としてアフガニスタンに馳せ参じた若者たちであった。

しかし彼らは 2001 年の 9.11 同時多発テロ直後、米国がアフガニスタンで行ったアル・カイダ掃

討作戦で捕捉され、翌年 2 月にグアンタナモの収容所に移送された。以来 5 年近くの間、彼らは
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裁判も受けないまま収容所に拘束され続けたのである。 

 

 そして今、彼らは犯罪人として裁かれることもなく、釈放されて家族のもとに戻った。しかし

自由を得た反面、彼らは自らの経験を語ることを封殺されたまま歴史の闇に消え去ろうとしてい

るのである。独裁者として闇の世界から法廷に引きずり出されたフセイン元大統領とは著しいコ

ントラストを示している。 

 

 グアンタナモの虜囚もフセイン元大統領も米国によって捕捉され、その運命を米国に握られた

と言う点で共通しているが、その結末は対照的である。本稿は彼らグアンタナモの虜囚たちの足

跡をたどるとともに、国際政治・外交のせめぎあいの中で翻弄された彼らの過酷な運命をたどろ

うとするものである。 

 

2.彼らは何故グアンタナモ収容所に送られたのか？ 

 2001年の 9.11同時多発テロの後、米国がアフガニスタンで行った掃討作戦で捕捉されたアル･

カイダのゲリラ兵約 750 人はキューバのガンタナモにある米軍基地内の収容所に移送された。後

に説明するが、米国は彼らを「戦争捕虜」ではなく、単に「不法敵性戦闘員(illegal enemy 

combatants)」として扱い、グアンタナモも「捕虜収容所」ではなく「拘束者キャンプ(detainee’s 

camp)」と呼んでいる。しかし彼らは実質的に戦争捕虜と同じであり、従って本稿では以下「グア

ンタナモの虜囚たち」と呼ぶことにする。 

 それではそもそもグアンタナモとはどのようなところなのであろうか。グアンタナモはキュー

バの南東部に位置する米国の海軍港である。19 世紀末の米･スペイン戦争に敗れたスペインはキ

ューバのグアンタナモを米国に割譲、米国は海軍の石炭燃料補給基地として 1898年に軍港を開港

した。その後 1902年に独立したキューバと租借条約を結んだが、その中に条約を破棄するには両

国の合意が必要である、との条文が明記された。1959 年のキューバ革命により政権を握ったカス

トロ首相は米国にグアンタナモの返還を迫ったが、米国は条文をたてにこれを拒否した。こうし

てグアンタナモ基地は社会主義国にある唯一の在外米軍基地と言う特異な状態のまま現在に至っ

ている。基地は面積 116平方キロメートル、兵員約 1 万人が駐留している。 

 グアンタナモはキューバの主権が及ばない治外法権の土地である。と同時に軍属とその家族以

外の米国一般市民が住んでいないため、米国司法の管轄外であり、またマスコミや人権擁護団体

の目も届かない特殊な土地である。アフガニスタンで米軍に捕捉されたアル･カイダの兵士たちは、

当初現地に散在して設置された仮設収容所に収容された。通常であればイラク解放戦争で捉えた

サダム・フセインの例に見るように、米軍は時機を見て彼らを現地政府に引き渡し、その国の司

法に委ねるべきものであろう。しかし、アル・カイダ組織の殲滅を目指す米国は、アル･カイダを

率いるオサマ・ビン・ラディンを捕らえるために、兵士たちを直接尋問する必要があった。 

 現地の収容所では兵士たちを奪還される恐れもあったため、米軍は彼らを国外に移送すること

とした。その移送先として選ばれたのがキューバのグアンタナモである。グアンタナモであれば

キューバ政府はもとより、米国の司法の手も及ばず、ましてマスコミや人権擁護団体の目も届か

ない。米国は政治的信条あるいは宗教の自由を国是としており、もし米国本土の基地内に収容す

れば、いずれマスコミや人権団体が騒ぎ出すことは目に見えている。これらの状況を勘案すると、
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キューバのグアンタナモへの移送は米国防省にとって唯一の選択肢であったろう、と思われる。 

 こうして 50カ国、750人のアル・カイダ・ゲリラ兵士は、2002年 2月、グアンタナモ収容所に

移送され、「グアンタナモの虜囚」としての 4年以上に及ぶ過酷な日々が始まったのである。 

 

3.アル・カイダがアフガン義勇軍から国際テロ組織に変貌するまで 

 米国に捕捉されキューバに送られた「グアンタナモの虜囚」は、サウジアラビア出身のオサマ･

ビン・ラディンが組織したアル・カイダの兵士たちである。そのアル・カイダは、1979 年 12 月

のソ連のアフガニスタン侵攻に対抗するため世界各地から集まった 20 万人とも言われる１イスラ

ム義勇兵組織の一つであった。 

 そもそもなぜソ連はアフガニスタンに侵攻したのであろうか。同年 1 月に隣国イランではホメ

イニ師がレザー･シャー国王を倒してシーア派イスラム政権を樹立した。いわゆる｢イラン革命｣

である。ホメイニはイスラム信仰にもとづく共和制革命を唱え世界中のイスラム教徒たちを扇動

したのである。彼の目にはサウジアラビアなどの湾岸君主制国家や欧米のキリスト教国家よりも

無神論を説く共産主義国家が最大の悪に映ったはずである。 

 当時のソ連は社会制度に綻びが目立ちイスラム教徒が多数を占める中央アジアの自治共和国に

不穏な空気が漂い始めていた。アフガニスタン侵攻は、ホメイニのイスラム革命思想がアフガニ

スタンからさらに中央アジアに飛び火することを恐れたソ連が、先手を打ったものと考えられる。 

 ソ連のアフガニスタン侵攻のわずか 1 ヶ月前、テヘランでは米国大使館がホメイニを支持する

学生たちによって占拠され、それまでのシャーの時代の米国とイランの蜜月関係は 180 度暗転し

た。米国政府はこれ以降今日に至るまで徹底的なイラン敵視政策を取ることになる訳である。 

しかし当時の米国にとっては社会主義国家ソ連が最大の敵であった。米国はソ連の体制が内部

崩壊しつつある中で、アフガニスタン紛争こそ東西対立に決着をつける絶好の機会ととらえた。

そのため、米国はイスラム勢力と協力する道を選んだのである。両者の役割を単純に図式化する

なら、イスラム側では各国がアフガニスタンに義勇兵を派遣し、必要な資金はサウジアラビアな

ど豊かなイスラム産油国が拠出、パキスタンが反政府ゲリラの出撃基地を提供する役割を果たし

た。一方の米国は武器・弾薬、或いは偵察衛星やハイテク通信設備を駆使して得た情報をゲリラ

側に提供する後方支援の役割を担ったのである。 

米国とイスラム･ゲリラの協力は所詮呉越同舟、同床異夢ではあったが、両者の提携作戦はズバ

リ的中した。ソ連はアフガニスタン戦争の泥沼に足を取られ、結局 1989年に撤退、そしてわずか

2年後の 1991年にソ連は遂に崩壊したのである。こうして米国が世界に覇権を唱える「パックス・

アメリカーナ」の時代が到来した。 

しかし米国はこの過程で二つの大きな間違いを犯した。その一つはイラン・ホメイニ体制の転

覆に固執するあまり、老獪なイラクのサダム･フセイン大統領(当時)が仕掛けたイラン・イラク戦

争でイラク側に肩入れする羽目に陥ったことであり、もう一つの間違いは、ソ連撤退後のアフガ

ニスタンを放置したことによりイスラム過激派のアル・カイダを国際的なテロ組織へと変貌させ

たことである。 

歴史が示す通り、前者は 1990 年のイラクのクウェイト侵攻を招き、その後も 10 年以上にわた

りフセイン政権を生き延びさせる結果となり、イラク戦争後も未だに米国は足を抜けないでいる。

そして後者のアル・カイダ問題は、言うまでもなく９．１１テロ事件へと結びついたのである。
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勿論ここで指摘した米国の二つの間違いは、歴史の結果をもとにしたものであって、「後付けの理

屈」でしかない。ソ連崩壊による米国一強時代となったことで、中東にも「パックス・アメリカ

ーナ」による平和な時代が訪れる、と世界中の人々が期待したはずである。 

同じようにアル・カイダの若き兵士たちも自分たちの働きが地域に平和をもたらすと確信して

いたはずである。しかし彼らの一部はいつのまにかイスラム過激思想に洗脳され、反米・反西欧

のテロ要員に仕立て上げられていった。それでも大多数のアル・カイダ兵士は、多分今も純粋で

純朴なイスラム教徒であろうことは間違いない。問題はアフガニスタンと言う隔離された環境の

中で、「聖戦(ジハード)」を続けること、即ちイスラム思想を世界に広めることのみが彼らの新た

な目標になったことなのであろう。それは宗教と政治を分離し、国家単位で平和共存しようとす

る現代の政治思想とは相容れないものである。彼らの思想は危険思想とみなされ、アル・カイダ 

は危険な国際テロ集団の烙印を押された。こうして彼らは米国はもとより祖国からも見捨てられ

たのである。 

グアンタナモ収容所で彼らがどのような気持ちで過ごしてきたのか、或いは今も過ごしている

のか、彼らの心の闇は局外者でしかない日本人の筆者には推し量りようもないのである。 

 

4.アル・カイダを創った男：オサマ・ビン・ラディン 

 アル・カイダを創ったオサマ・ビン・ラディンは 1957 年 7月、サウジアラビアのリヤドに生ま

れた。彼は今もって生死不明であるが、もし生きていれば今年 50歳になる訳である。彼の父親ム

ハンマドはイエメンからサウジアラビアのメッカ(マッカ)に出稼ぎに行き、一代でサウジ最大の

建設業者となった立志伝中の男である。彼が興した会社は Saudi Bin Laden Group(SBG)と呼ばれ、

現在は 3男のバクルがグループを統率している。因みに名前に使われる「ビン(Bin)」は「息子」

と言う意味であり、従ってオサマのアラブ流正式名はオサマ・ビン・ムハンマド・アル・ビンラ

ディン（ビンラディン家のムハンマドの息子オサマ）であるが、通称オサマ・ビン・ラディンと

呼ばれている。 

 1931年にメッカで建設業を始めたムハンマドは、サウジアラビア初代国王アブドルアジズの知

遇を得て、モスク、道路等の公共土木工事を数多く手掛け、事業の基礎を確立した。紅海沿岸か

ら内陸都市マディナまで満足な道路もなかった時代に、西欧の企業家から国王に贈られた乗用車

一台のために王宮までの道路を建設し国王の歓心を買った話は有名である。それ以来ビンラディ

ン一族とサウド王家とは特別な関係を保っていると言われる。ムハンマドは多数の妻との間に 52

人の男子をもうけ、オサマは 17番目の息子であるが、彼が生まれた頃、すでに父親は大富豪とな

っており、オサマは何不自由ない幼年時代を過ごしたようである。しかし彼が 11歳の時に父親が

飛行機事故で亡くなり、オサマには当時で 3 億ドルもの遺産が残された。ただ彼は金にも父の残

した事業にも興味がなく、コーランを読み耽る物静かな学究肌の男であり、１０代の彼にはその

後世界を震撼させたテロリストの面影はなかったと伝えられる。しかしこのことが後に彼を意志

強固なイスラーム原理主義者に育て、確信犯的な反米闘争へと駆り立てた、とも言えよう。 

オサマ・ビン･ラディンが義勇兵としてアフガニスタンに入ったのは、ソ連が侵攻した 1979年、

彼が 22歳の時であった。彼は義勇軍のなかで急速に頭角を現したが、それは彼自身のイスラーム

に対する固い信念と人をひきつけるカリスマ性にあったことに疑いはないが、それと共に父親か

ら受け継いだ莫大な遺産とビン・ラディン一族としてのサウド王家との関係もその要因にあげる
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ことができよう。彼は当時のトルキ・サウジアラビア中央情報局長官（サウド外相の実弟で最近

まで駐米大使）などサウド王家の有力者と気脈を通じていたとされる。 

彼はソ連の敗色が濃厚になった 1988年にアル・カイダを創設した。アル・カイダとはアラビア

語で「基地」を意味しているが、そこにはアル・カイダが、国際的なイスラーム原理主義活動家(テ

ロリスト)の基地になる、と言うメッセージがこめられたのであろう。翌年ソ連が撤退するとオサ

マ・ビン・ラディンはサウジアラビアに戻った。しかし 1991年に湾岸戦争が勃発、国内の米軍基

地がイラク侵攻作戦に使われたことに対して彼は強い反政府宣伝活動を行った。このため彼はサ

ウジ政府から忌避され国籍を剥奪された結果、1996年にスーダン経由で再びアフガニスタンに舞

い戻ったのである。 

宿敵ソ連が崩壊した後、唯一の超大国となった米国は、イラン、イラクの「悪の枢軸」との対

決姿勢、いわゆる｢二重封じ込め政策｣に転じた。このためアフガニスタンに対する米国の関心は

薄れ、同国は軍閥が割拠する無法地帯となり、オサマ・ビン・ラディンとアル･カイダはいつのま

にか世界のイスラーム・テロリストの拠点となったのである。イスラームの大義のために米国と

対決する、と主張するアル・カイダは、欧米各国では当初から危険なテロ組織としか映らなかっ

たが、アラブ・イスラーム圏では、アル・カイダの思想に共感を覚える市民は少なくなかった。

アル・カイダのもとには各国のモスクや慈善団体を通じて貧困層、富裕層を問わず多額の浄財(寄

付)が流れ込んだようである。 

こうしてアル・カイダはついに 2001 年には 9.11 テロ事件を引き起こし、それに対して米国が

行ったアル・カイダ掃討作戦の結果、700 名以上が拘束され、グアンタナモの虜囚となったので

ある。 

  

5.アル・カイダが今日まで生きながらえている理由 

 1989年にソ連軍がアフガニスタンから撤退し、イスラーム原理主義のタリバーンが政権を握っ

たことにより、イスラム諸国から馳せ参じた義勇軍の使命は終わった。しかし 20万とも言われた

義勇軍の中で何故オサマ・ビン・ラディンが率いるアル･カイダがその後もアフガニスタンにとど

まり、世界を震撼させたイスラーム・テロ組織に変貌できたのだろうか。 

 

 アル・カイダはソ連撤退の前年 1988年に創設された。そこにはイスラーム革命を世界に広めよ

うとするオサマ・ビン・ラディンの野望があったと考えられる。彼は義勇軍として参加したアフ

ガニスタン戦争で身に付けた革命の理論と戦術を世界規模で実践しようとしてアル・カイダを組

織したのであろう。 

 

実際アル・カイダ以外の義勇軍は戦争終結と共に雲散霧消した。そもそも義勇軍と言えば崇高

な使命感を共通して持っているにしても、所詮は烏合の衆である。と同時に義勇軍の個々の兵士

は有り体に言えば「食い詰め浪人」の集まりである。彼らの殆どは貧しいイスラーム国の中のさ

らに貧しい階級の若者たちである。彼らは戦場に行けば食いはぐれもなく、何がしかの蓄えさえ

できるのである。 

 

しかし戦争が終われば彼らはもはや御用済みである。彼らのスポンサー(それは貧しいアフガニ



6/16 

スタンではなく、ソ連を追い詰めるために協力した反ソ国家群であったはずだ)は、義勇軍への援

助を停止した。20万の兵士たちのほとんどはそのような状況になったことを悟り、それぞれの故

郷に帰還したのであろう。 

 

一方、オサマ・ビン・ラディンとアル・カイダには次なる使命、即ち世界イスラーム革命の達

成があった。そして彼らがアフガニスタン戦争後 10年以上も組織を維持し、また世界各地で活動

（それは米国を初めとする西欧諸国にとってはテロ活動以外のなにものでもなかったのだが）で

きたのは、その背後に彼らの活動を支えるイスラーム教徒の資金援助（寄付・喜捨）があったか

らであろう。前章でオサマ・ビン・ラディンが父親から 3 億ドルもの遺産を受け継いだと述べた

が、これだけで 10年以上もの間、テロ活動を続けることはできない。世界中からの資金援助があ

ればこそアル･カイダの活動は継続できたはずである。 

 

西欧社会ではアル・カイダの活動をテロ行為と切って捨てているが、イスラーム社会ではむし

ろ彼らの行為を「正義」とみなす風潮があることは明らかである。その根幹にはパレスチナに対

するイスラエルの行為と、それを容認する米国の外交政策は著しく不公平である、とする彼らな

りの価値観があろう。 

 

 1990年以降アル･カイダが関与したと見られる主要テロ事件がいくつかある。93年 10月のソマ

リアの米軍兵士 18人死亡事件、96年 6月のサウジアラビアのアル･コバールの駐留米軍居住区爆

破、98 年 8 月のケニヤ･ナイロビ、タンザニア・ダルエスサラームの米国大使館同時爆破、2000

年 10月のイエメン港の米駆逐艦に対する自爆攻撃、そして最大のテロ事件がいうまでもなく 2001

年 9 月の米国同時多発テロである。 

  

その他にもアル･カイダの所業とされるテロ事件も少なくない。これらのテロ事件に共通してい

る特徴は、テロの標的が米国と言うことである。実は欧米のマスコミの中には、彼らのテロの別

の特徴を指摘する声があった。それは、サウジアラビアを初めとする湾岸産油国が標的から除外

されているのではないか、という憶測である。同じイスラーム革命を標榜したイランのホメイニ

師は、湾岸 GCC各国の王家・首長家を打倒し、イスラーム共和制の樹立を叫んだ。しかし、アル･

カイダが湾岸君主制国家を本気でイスラーム革命の対象にしようとした気配は無い。考えられる

理由はただ一つ、湾岸諸国とアル・カイダの間に資金援助の見返りにこれらの国に革命の輸出は

行わない、と言う密約があったのでは、と言う憶測である。 

 

 オサマ・ビン・ラディンは国籍を剥奪されたが、元はと言えばサウジアラビアの生まれである。

そして前章でも説明したとおりビン･ラディン家とサウド家はサウジアラビア建国以来の密接な

関係にある。両者の間に何らかの意思疎通があったことは想像に難くない。アフガニスタン戦争

の時代にはサウド家とオサマ・ビン・ラディンは半ば公然の関係(勿論外交上は極秘扱いであろう

が)であったと想像される。戦争後、アル・カイダが国際テロ活動を行うようになっても両者の関

係は続いたと考えてもおかしくない。それは「腐れ縁」と呼ぶにふさわしい関係かもしれない。 
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 9.11テロ事件の実行犯 19人のうち 15人がサウジ人であったという事実は、サウド家とオサマ・

ビン・ラディンの関係が少なくともその時までは続いていた、と推測させる。そしてサウド家の

王族の中に王家とオサマ・ビン・ラディンの橋渡し役が存在し、或いは寄付・喜捨という形でア

ル・カイダに資金提供の便宜を図った協力者が存在した、と考えるのが自然であろう。前者の橋

渡し役とは当時中央情報局長官であったトルキ王子(サウド外相の実弟で最近まで駐米大使)であ

り、後者の資金協力者は慈善事業に熱心とされるサルマン・リヤド州知事あたりではないか、と

思われるのである。 

 

 アル･カイダがアフガニスタン戦争後も長く生き残った理由、それは闇のベールに包まれた謎で

ある。従ってここに述べたのはあくまでも推論の一つに過ぎないことをお断りしておく。 

 

6.グアンタナモに送致された「不法敵性戦闘員」 

 2001年、アル･カイダによる 9.11同時多発テロで３千人以上の犠牲者を出した米国は、直ちに

アフガニスタンでアル・カイダ掃討作戦を展開した。そして多数が捕捉され、彼らは翌年 2002年

初めにキューバのグアンタナモ米軍基地に移送されたのである。 

 

 米国は当初から軍事機密として移送者の詳細を明らかにせず、彼らの正確な人数と国籍が公表

されたのは実に４年以上も経た 2006年のことであった。米国政府は同年 2月の国連による収容所

閉鎖勧告を無視したものの２、3月に自国の裁判所が拘束者の氏名公開を命令したことにより、ペ

ンタゴン(国防省)は遂に 5 月に全拘束者 759人の氏名と国籍を公表した３。公表された名簿による

と、拘束者の国籍は 40 カ国以上に及び、サウジ人が 130人と最も多く、次いでイエメン人の 107

人であった。中には少数の白人も含まれていた。 

  

米国はアフガニスタン現地で捕らえたアル・カイダ兵士を「戦争捕虜」ではなく「不法敵性戦

闘員(illegal enemy combatants)」と規定し、グアンタナモ移送後は彼らを「拘束者(detainee)」

と呼んでいる。彼らを戦争捕虜とみなせば、捕虜の取り扱いを定めたジュネーブ協定に従う義務

があり、収容所内での彼らの処遇、取調べ等が世界の目に晒されるからである。米国は拘束者一

人ひとりに対し厳しい尋問を行い、オサマ・ビン・ラーデンやアル・カイダ幹部の逮捕につなが

る情報収集を行った。後になってこの取調べの過程で一部の拘束者に対する虐待行為があったこ

とが、マス・メディアや国際的な人権保護団体アムネスティなどによって明らかにされた。この

ように米国が「拘束者」を捕虜と同様に扱い、裁判も無いままに長期間抑留し、しかも虐待を行

ったことはまぎれもない事実である。従って本稿では今後彼ら拘束者のことを「虜囚」と呼ぶこ

ととする。 

 

 当初 759人であった虜囚の一部は 2003年以降、五月雤式に、そして密かに釈放され本国に送還

された。アフガニスタン現地で拘束された者の中にはアル・カイダとは無関係で、いわば誤認逮

捕された者もいたようである。また白人の虜囚については米国と本国政府との水面下の外交交渉

により身柄を本国送還されたケースもある。もし彼ら白人の虜囚をグアンタナモに拘束し続けれ

ば、将来外交問題に発展し米国とその友好国である各国政府は、共に引っ込みのつかない事態に
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なったであろうことは間違い。 

 

虜囚の人数について当時の新聞記事を追ってゆくと、少しずつ本国に送還されていることがわ

かる。即ちその数は、2004 年 5 月には 650 人、7 月に 595 人４、2005 年 3 月 540 人、同 7 月 510

人５と減っていったのである。 

 

そもそも米国が 759 人ものアル・カイダ兵をグアンタナモに送致した最大の理由は、彼らを尋

問して組織の全貌を解明し、また掃討作戦で取り逃がしたお尋ね者のオサマ・ビン・ラディン及

び幹部達を捕捉するための情報を収集することにあった。虜囚の一人でオサマ・ビン・ラディン

の運転手だった男が、収容所初の裁判にかけられるであろう、と報道されたが６、その取調内容は

有力情報の一つであったのだろう。 

 

しかし米国はオサマ・ビン・ラディンを後一歩まで追い詰めたが捕捉できず、彼は今もって生

死不明のままである。そして今では虜囚たちから新たな情報を得る可能性は殆ど期待できない。

かと言って運転手のような側近以外の虜囚について個々の戦争犯罪を立証することも非常に困難

であろう。米国にとって利用価値のなくなった虜囚たちは今やお荷物でしかなくなったのである。 

 

しかし「敵性戦闘員」である彼らの身柄については、話し合うべき「敵」そのものがいない。

米国が交渉できるのはサウジアラビアなど虜囚たちの母国しかないのである。米国は母国が虜囚

を受け入れて刑務所に収監した後、裁判でしかるべき刑を科すように要求した。しかし各国とも

国民感情を考えると、帰還者を裁判にかけて服役させることなど及びもつかない。国民の中には

彼らを英雄視する風潮も少なくないからである。つまり彼らは義勇兵として自ら戦地に赴き、ア

フガニスタンをソ連から解放した英雄なのである。その後彼らが世界的なテロ集団に変身した時、

イスラーム諸国は彼らを拒絶する姿勢を示し、また多くの市民も眉を顰めたが、イスラームの大

義を標榜して米国に反抗するアル・カイダの活動に共鳴する市民も少なくなかったのである。 

 

結局、米国は虜囚をそのままグアンタナモに収容し続けるしかなかった。しかし収容期間が長

引くにつれ、収容所内では米兵による虐待が頻発し、また長期の抑留に絶望した虜囚たちに自殺

するものが出始めた。収容所の外では人権団体が騒ぎ出し米国は進退窮まった、と言うのが現在

の実情ではないだろうか。そのため米国は虜囚たちを何とか母国に引き取らせようと、今や躍起

になっているようである。 

 

7.騒がしくなった収容所の内外(1) 塀の中では虐待と自殺が頻発 

 グアンタナモ収容所における虐待の実態を暴露した映画「グアンタナモ、僕たちが見た真実」

が日本でも公開された。これは 2 年半にわたり拘束され、結局無実として釈放されたパキスタン

系英国人青年 3人の体験をもとに、マイケル･ウインターボトム監督が制作した映画であり、ベル

リン映画祭では銀熊賞(監督賞)を獲得した。 

 

 彼ら 3 人は 2001 年 10 月、結婚式のために訪れたパキスタンでアフガン戦争に遭遇、ボランテ
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ィアのつもりでアフガニスタンに入国し、戦火の中で偶々米軍に捕まったようである。そしてグ

アンタナモに送られ、拷問のような尋問に耐えて 2年半後に釈放されたのである。 

 

 大半の虜囚が裁判もないまま未だに 5 年以上も拘束された状態であることに比べ、彼らは 2 年

半と言う比較的短い期間で釈放されたのは、パキスタン系とは言え英国籍であることが大きな理

由であろうことは間違いない。 

 

 虜囚に対する尋問ではかなり手荒い虐待が日常的に行われたようであるが、事件として最も注

目を集めたのは 2005年 5月にニューズウィーク誌が報じた「コーラン冒涜事件」であろう。収容

所の米軍看守が、虜囚の最も神聖視する聖典コーランを破り捨ててトイレに流した、との報道は、

世界中のイスラーム教徒たちを強く刺激した。アフガニスタンではデモで 16人が死亡、100人以

上が負傷する惨事を引き起こし国際的な問題になった。結局ニューズウイークが誤報であると陳

謝して騒ぎが収まった７が、これによって世間から忘れかけられていたグアンタナモの虜囚問題が

一時的にせよ脚光を浴びたのである。 

 

 比較的豊かなサウジアラビアなど湾岸諸国の虜囚の家族は弁護士を雇い、接見を許された弁護

士を通じて息子達の安否と収容所内の様子を知ることができた。ただ家族の多くは虜囚である息

子に累が及ぶのを恐れてか、或いは政府から口止めされたのか、グアンタナモの様子を外部に公

表することはなかった。そのような中でバハレーンのメディアだけが、自国民の虜囚の声を生々

しく伝えている。同国は米国の中東民主化政策の最も忠実な追随者であり、それが米国の暗部を

明らかにすると言う皮肉な結果をもたらしていると言えよう。 

 

 同国の Gulf Daily News によれば、虜囚ジュマは「収容所では殆ど独房に入れられ、肉親や弁

護士からの手紙を読むのは 1 日 2 時間だけ。独房はエアコンが効きすぎ冷蔵庫の中にいるようで

あるが、毛布 1 枚とマットレス、そしてコーランしか支給されない。独房の外の電灯が消され時

計が見えないため、お祈りの時間すら看守に聞いて始めて分かるほどだ。」と述べている８。彼は

2001 年 12 月にパキスタンで捕らえられ、既に 5 年間も留置されている。米軍が彼に毛布とマッ

トレスとコーランしか与えないのは、彼が自殺するのを防ぐためである。実際彼はこれまでに 13

度も自殺を図っている。 

 

 裁判も無いまま長引く拘禁生活は彼ら虜囚を心理的に追い詰め、ジュマのように自殺を図るも

のが続出し、21 人の虜囚による計 41 回の自殺未遂事件が発生したと報じられている。そして遂

に 2006年 6月、サウジ人 2 名とイエメン人 1名が自ら命を絶ち、彼らの遺体が無言の帰国をする

という悲劇が生まれた９。 

 

5 年経た今も拘束されているジュマは「帰国か、さもなくば死を」と悲痛な叫びを上げている１０。

グアンタナモにはジュマと同じ境遇の虜囚が未だ 460 人残されており、次なる自殺者が何時出て

もおかしくない状況である。収容所の外では人権団体が問題の早期解決を訴え、EU は米国とのサ

ミットでグアンタナモ収容所の閉鎖を迫っている１１。 
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8.騒がしくなった収容所の内外(2) ブッシュ大統領の攻勢 

 グアンタナモの 750人の虜囚に対する厳しい尋問でオサマ・ビン・ラディンの消息或いはアル・

カイダのテロ計画について、米国がどの程度の情報を得たかは詳らかではない。米国はビン･ラデ

ィンを後一歩まで追い込んだが、結局彼を取り逃がしたままである。アフガニスタンとパキスタ

ン国境の険しい山岳地帯に潜むビン･ラディンを捕捉することが容易でなかったことは想像に難

くない。もし虜囚の中に組織の最高幹部が含まれていれば事情は変わっていたかもしれない。ビ

ン・ラディンの運転手がいた、と報じられたが、虜囚の殆どはパキスタン系英国人ジュマのよう

な誤認逮捕か(前回参照)、もしくは組織の使い走り、いわば雑魚であったと推定される。 

 

 その間にもビン・ラディンは、カタルのテレビ放送アル・ジャジーラに頻繁に登場、その健在

ぶりをアピールし、また世界中のイスラーム過激派組織に対してテロを扇動した。これに呼応す

るかのごとく、2002 年 10 月にはインドネシアのバリ島のホテルとモスクワの劇場で相次いで自

爆テロが発生、それぞれ数百人もの死者を出す惨事となったのである。そのほか 2002 年から 2005

年にかけてのイスラーム過激派による自爆テロは枚挙にいとまがない。 

 

 そこで米国はアフガニスタンにおけるアル・カイダ掃討作戦と並行して、世界規模で外交と経

済両面にわたるイスラーム・テロ撲滅作戦を開始した。外交について言えば、イラン、イラク及

びリビアを「テロ支援国家」と断定し、国連の名の下に制裁措置を課した。米国のブッシュ大統

領は後にこれらの国に「ならず者国家」のレッテルを貼り、そして遂に 2003年にはイラクに侵攻

してサダム・フセイン政権を倒したのである。このイラク戦争は仏独を初めとする世界の多くの

国の懸念を押し切って米国が独断専行したもので、後々大きな禍根を残すことになるのであるが、

本題のグアンタナモ問題とは直接関係がないのでこれ以上の言及は避ける。一方の経済面におけ

るテロ撲滅作戦については、米国はテロ資金の根絶、即ち「マネー･ロンダリング(資金洗浄)」防

止のための国際的な枠組みを作ることに成功したのである。 

 

 1980 年代のアフガン戦争に際し、現地の反政府・反ソ連ゲリラ組織及びアル･カイダに代表さ

れるイスラーム諸国からの義勇兵たちからなるムジャヒディーン(イスラム戦士)に対して、サウ

ジアラビアを中心とするアラブ産油国から多額の援助資金が流れたことは周知の事実である。モ

スクや慈善団体が集めた援助資金は、国際的な金融ネットワークを通じてムジャヒディーンに送

金された。戦士たちはこの資金で米国製の武器を購入したのである。各国政府は表立った動きを

控えたものの、寄付を奨励したことは間違いない。ソ連は宗教を否定し中央アジアの自治共和国

を弾圧するイスラームの敵だからである。敵という意味では、米国にとっても社会主義国家ソ連

は敵である。こうしてアフガン戦争中、イスラーム諸国と米国は「呉越同舟」或いは「同床異夢」

のまま同盟を結んだ。 

 

 だがアフガン戦争終結後も、アル･カイダはイスラームの大義を掲げて「聖戦(ジハード)」を続

行した。次なる目標は米国であり、その結果が 9.11同時多発テロとなったのである。米国の覇権

が確立した世界情勢の中で、アラブ･イスラーム圏の各国政府は米国に楯突くことができない。し
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かし一般市民の中にはアル･カイダの反米テロ活動を「聖戦(ジハード)」と見る者も少なくないの

である。アル･カイダの活動を「テロ」と見るか、「聖戦(ジハード)」と見るか、実は紙一重なの

である。如何なる宗教においても敬虔な信者が異教徒の犠牲を過小評価してまでも、自らの活動

を正当化するのは歴史の常であり、アル･カイダも然りである。従ってサウジアラビアのイスラー

ム信者たちは、アフガン戦争後も慈善寄付を続けており、その金がマネー･ロンダリングされて「聖

戦(ジハード)」を自称するアル･カイダに流れていることについて、彼らはさほど違和感を覚えな

かったものと思われる。 

 

 イスラームの二大聖都であるマッカ、マディナの守護者を自認するサウド家としては、「聖戦

(ジハード)」を唱えるアル・カイダを頭ごなしに否定できない。このためサウジ政府は 9.11テロ

事件後も米国のマネー･ロンダリング取締り要請に対して本気で取り組む素振りは無かった。漸く

2002 年初め、同国通貨庁 SAMA は国際協調のため、インターポール(国際刑事警察機構)と合同会

議を開き、国連から疑惑が提示された 150 口座の調査を確約、また資金洗浄対策法案の制定に着

手した。しかし 2004年にリヤド、ヤンブー、アルコバルで相次いでテロ事件が発生、サウジアラ

ビア自身がテロの標的となるに及び、サウジ政府は国内のテロ活動の取締り及びマネー･ロンダリ

ングについて本腰を入れ始めた。またこれまで治安の良さを自慢していたサウジアラビアの一般

市民も日常生活に不安を覚え、自らの寄付の流れに注意するようになった。 

 

サウジ国内には慈善団体が 200 以上あり、年間 10 億リアル(2.7 億 US ドル)の寄付金を集めて

いたといわれる。中にはイスラーム圏の難民救済を主目的とした「国際イスラーム救援機構

（IIRO）」のように海外 50 カ国以上に事務所を有する団体もある。IIROなど正統派の慈善団体は

自らがテロ支援組織と同一視されることに耐えられず、政府に反論するとともに国際世論の理解

を求めてキャンペーンを張った。しかしイスラエルの新聞がサルマン・リヤド州知事やナイフ内

相をテロ支援者と報じるなど海外の疑惑の目は鋭く、米国の CIA はサウジ人ビジネスマン１２人

の極秘リストを世界中の銀行に送り、彼らの送金状況をチェックするよう依頼した。こうして兵

糧攻めにあったアル・カイダの活動は次第に下火になったのである。 

 

9.騒がしくなった収容所の内外(3) 動き出した人権団体と司法 

 グアンタナモ収容所開設当初の 2002 年からイラク戦争でフセイン政権が倒れる 2003 年にかけ

ては、アル･カイダなどイスラーム・テロ及びそれを支援するイラン、イラクを封じ込めようとす

る米国の強い意志が世界を支配し、その結果グアンタナモの虜囚問題を真正面から取り上げる動

きはなかった。 

 

 しかし虜囚の拘束期間が 2 年以上におよぶと、彼らの人権問題が次第に表面化してきた。裁判

も行われず長期に拘留され、なおかつ米国人看守による虐待が日常化していることが明らかにな

ったからである。それは親兄弟への手紙或いは比較的早期に釈放された虜囚を通じて外部に伝わ

った。但し米国では、グアンタナモの虜囚はテロリストの一味で許されざる者である、という世

論が支配的であり、一方、虜囚の母国である湾岸諸国の政府は、世界唯一の超大国米国を刺激し

たくなかった。このため米国及び湾岸諸国双方のマスコミはいずれも「触らぬ神にたたりなし」
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とばかりにグアンタナモ関連の報道を自主規制した。 

 

 その中でグアンタナ問題を世界に知らしめたのは、アムネスティや Human Rights Watch などの

世界的な人権保護団体が独自の調査に基づきインターネット上でキャンペーンを行った結果であ

る。また早い段階から関与している本物の人権弁護士もおり、かれらは司法当局に対する活動を

展開してきた。9.11テロ事件に強い衝撃を受けたブッシュ政権と議会、つまり行政と立法は、反

イスラーム一色に染まっていたが、三権分立の残る一つの機関、司法は公正であった。2005 年 2

月、米国の最高裁は虜囚が米国内で裁判を起こす権利を保証する判決を下した１２。国外のグアン

タナモ基地で軍事裁判を行うと主張する政権側の方針を否定したのである。これをきっかけに、

ワシントンやニューヨークの弁護士が、虜囚の家族から訴訟委任を取り付けるためサウジアラビ

アとクウェイトに押しかけた。当時の現地の新聞は、彼らが 200 人以上の虜囚の家族から委任状

を取り付けた、と報じている１３。 

 

 米国の弁護士たちは最高裁の決定を大きなビジネス・チャンスととらえたようである。米国は

名にし負う「訴訟社会」であり、富と名声を求める敏腕弁護士が鵜の目鷹の目で訴訟事件を追っ

ている。数年以上裁判もせずに拘留を続けているグアンタナモのケースは、人権裁判として提訴

すれば勝訴する可能性は大きい。まして誤認逮捕として釈放された虜囚も少なからずあり、拘留

中の虜囚についても明白な犯罪行為を立証することはかなり難しいと思われる。裁判になれば米

国政府には圧倒的に不利な状況なのである。 

 

 虜囚のうち豊かな湾岸諸国出身者については、裁判になればかれらの親族のみならず一般市民

からも多額の支援金が集まることは間違いなさそうである。弁護士にとっては訴訟経費の心配が

無く、被告の無罪を勝ち取る可能性が高い案件なのである。勝訴すれば莫大な報酬を手にし、さ

らに人権擁護者として社会からは高い評価を得ることができる。つまり弁護士にとっては富と名

声を同時に手にできる大きなチャンスなのである。 

 

 米国政府は世界中の人権団体から非難を浴びせられ、その上、訴訟のリスクも大きい。それに

追い討ちをかけるように 2006 年 2 月には国連で収容所閉鎖を勧告するレポートが提出され１４、

米国政府は次第に追い詰められていった。政府が取ることのできる手段、それは米国の司法制度

にもとづく裁判を経ずに、虜囚全員をとにかく母国政府に引き取らせることであった。そこには

5 年以上にわたり未決のまま収容所に拘留し続けた虜囚に対する人権はまったく配慮されていな

いのである。 

 

10.五月雤式の送還と母国での処遇 

 最高裁が虜囚の米国内での裁判権を認めたことにより１５、米国政府は苦しい立場に立った。ま

た最高裁の決定を無視しグアンタナモの軍事法廷で裁判を行ったとしても、大半の虜囚について

米国政府には彼らを有罪に持ち込むだけの十分な証拠を提示することが極めて困難であった。

9.11 同時多発テロ後のアフガニスタンとパキスタンでのアル･カイダ掃討作戦は混乱を極めた中

で行われており、誤認逮捕も含めアル･カイダ兵士とみなすアラブ系外国人を十羽一からげに捕ら
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えたからである。 

 

 虜囚の公判を開く目処も立たず、人権保護団体のみならず国連からも５年にわたる長期の虐待

と未決拘留を批判され１６、米国政府は進退極まった状況に追い込まれた。そこで米国政府は虜囚

たちをそれぞれの本国に送還することで、問題をうやむやに葬り去る方針に切り替え、各国政府

と秘密裏の交渉を行った１７。こうして 2005 年後半から虜囚の五月雤式本国送還が始まったので

ある。 

 

 虜囚の数が最も多いサウジアラビアについて送還の時期と人数をたどってみると、2005 年 11

月に 4人が送還されたのを皮切りに、2006年には 5月に 15人、6月 14人、8月 9人、12月 16人

と虜囚が次々に帰国している。なお 6 月には収容所で自殺した 2 人の遺体も送還されている。そ

してつい最近の 2月 21日にも 7人の虜囚がサウジアラビアに戻ってきた。グアンタナモ収容所の

サウジ人虜囚は総数 130 人であったが、これら 6 回にわたる送還の結果、現在も収容所に拘束さ

れている人数は 68人にまで減少している１８。ほぼ半数が帰国したことになる。 

 

 2005 年 7 月、送還問題を打ち合わせるためリヤドを訪れた米国高官は、「米国は虜囚をグアン

タナモに置きたくない。サウジ政府も応分の負担をしてもらいたい」と極めて高飛車な姿勢であ

った１９。サウジ政府に対して、帰国後彼らを直ちに監獄に収容し、しかるべき裁判を行うよう要

求したのである。それは 9.11 テロ実行犯の大半がサウジ人であった事実に対し、サウジ政府の責

任を問うという言外の圧力であった。 

 

しかし虜囚の送還は米国政府が自らの不始末をサウジ政府に押し付け、責任転嫁を図ろうとし

たことに他ならず、サウジ政府にとっては極めて迷惑な話である。まして証拠も不十分な虜囚に

ついてサウジ国内で公開裁判を行い、国民が納得する判決を下すことなどできようはずがない。

さらに厄介なことには、かれら虜囚はかつてアフガニスタンの旧ソ連軍とその傀儡政権に対する

ジハード(聖戦)の義勇兵として戦地に赴いた若者達であり、一般国民の多くは彼らを非難するど

ころか称える風潮が強い。そしてアフガン戦争の後、アル･カイダがイスラームの大義を旗印に反

米テロ活動に走ったことに対してすら、それを陰に陽に支持する空気がある。グアンタナモから

送還された虜囚達を国内法廷で裁き、犯罪人扱いをすれば、このような国民感情を逆撫でするこ

とは間違いないのである。 

 

 虜囚の送還について両国は公式な論評は一切避け、送還は事務的に淡々と行われた。虜囚の帰

国日時が事前に発表されることはなく、リヤド空港に到着した事実だけが報道された。虜囚の家

族すら帰国の前日に知らされたほどであり、ある虜囚の妻は取材に対して、「5 年の歳月は長く 5

歳の息子は父親の顔も知らない。今はただ喜びでいっぱいだ。」と語っている２０。 

 

  送還問題は米国・サウジ両国政府にとって極めてデリケートであった。それは最高責任者であ

るナイフ・サウジ内相の発言内容に表れている。同内相は当初対米配慮のためか、帰国した虜囚

を尋問し裁判に付する、と語ったが２１、その発言は次第に自国民を意識したものに変化していっ
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た。昨年 12月の国営通信とのインタビューで、ナイフ内相は、帰国した虜囚達は他の一般市民と

同様に取り扱われ、裁判はできる限り早急に結審させる、と述べた２２。 

 

 そして彼の発言どおり同月 20日には 11人の虜囚が「刑期満了」として釈放され、同じく 26日

にはさらに 18 人が釈放されたのである２３。ただ釈放された夫や息子の家族の喜びの声は伝わっ

てこず、また虜囚本人がグアンタナモ収容所でどのような境遇に晒されていたかについてサウジ

アラビアのマスコミは一切報道していない。政府が厳重な緘口令を敷いているのである。 

 

11.エピローグ そして海兵隊員も転属して行った 

 9.11 テロ後のアル･カイダ掃討作戦によりパキスタン或いはアフガニスタンで捕えられ、キュ

ーバのグアンタナモ米国海軍基地に収容された 50カ国約 750人の虜囚は、厳しい尋問と看守であ

る米海兵隊員の拷問を受けながら、裁判もないまま無為に年月を過ごした。パキスタン系英国人

のように２年程度で本国に送還された者もあるが、サウジアラビアなどイスラーム諸国の国籍を

有する殆どの者は、４年以上にわたり拘束され続けた。 

 

 しかし 2005年末、国連や国際人権団体の非難をかわすため、米国は彼らの本国送還に踏み切っ

た。これにより本年 3 月現在の虜囚は半数程度になったと見られる。その結果、収容所の監視に

必要な海兵隊員の数も減少し、彼らの一部は米海軍第５艦隊所属としてバハレーンに転属した。

米海軍のスポークスマンは、これは通常の人事異動だと説明したが、虜囚の看守人として虐待に

加担した(と考えられる)海兵隊員が自国に転属したことに対して、バハレーンの地元新聞は国民

の割り切れない感情を伝えている２４。 

 

 グアンタナモ基地に残された虜囚達も、いずれ目立たないように少しずつ本国に送還されるで

あろう。そして送還された彼らはこれまで同様、本国官憲の形式的な尋問を受け、そしてわずか

な期間、名目的な刑期を勤めて釈放されるに相違ない。米国では通常の裁判所は当然のことなが

ら、例え軍事法廷であっても秘密裁判を行うことは不可能であり、更に虜囚達の罪状を立証する

ことは非常に困難である。米国政府は自国の法律の下で裁判を行うリスクの大きさを承知してい

る。まして送還先の本国では、共産主義と戦う義勇兵としてアフガニスタンの戦地に行った若者

たちを裁くことは、国民感情を逆撫ですることでしかなく、為政者に対する批判が噴出すること

は想像に難くない。 

 

欧米では彼らイスラーム教徒の虜囚達に、アル･カイダの兵士でありテロリストそのものである

という烙印を押している。確かに 1989 年のソ連のアフガニスタン撤退後、1993 年の世界貿易セ

ンタービル地下駐車場爆破事件や 1998 年のケニヤ、タンザニアの米大使館同時爆破など、9.11

同時多発テロ以前にもアル･カイダが関与したテロ事件は数多い。但しアフガニスタン現地で捉え

られた 750 人のうちの何人がこれら海外でのテロ活動に直接或いは間接に関与したであろうか。

多分殆どはアフガニスタン国内における内戦で、タリバーンを支援する外国人部隊として働いて

いた、と思われる。 
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サウジアラビアを始め、豊かな湾岸産油国からアフガニスタンに行った若者達が、ソ連撤退後

も現地に残り続けたのは何故であろうか。もし安穏な生活に戻りたければ豊かな本国に帰国すれ

ば良かったはずである。それでも彼らが現地に残留した理由は、「イスラームの大義」を世界に広

めること、それは欧米キリスト教国家が支配する世界を変えたいと願う、イスラーム教徒の若者

の純粋な気持ちの表れであったと考えるべきであろう。 

 

アフガニスタンが米ソのイデオロギーの最終決戦場となり、そこにイスラーム教徒を弾圧する

ソ連共産主義政府に対するアラブ・イスラーム諸国の宗教戦争の色合いが加わり、米国とイスラ

ーム諸国は共同戦線を張った。しかしソ連が崩壊したことにより、米国はアフガン戦争からホメ

イニ革命後の対イラン作戦に転じ、一方のアラブ･イスラーム諸国も旧ソ連の中央アジアがイスラ

ーム国家として独立したことにより当初の目的は達した。 

 

しかしアル･カイダにとってアフガン戦争は宗教戦争の口火でしかなかったようである。アル･

カイダを率いるオサマ･ビン･ラディンには「世界イスラーム革命」とも言うべき使命感があった

のであろう。キリスト教もイスラームも同根の一神教である。従って無神論の共産主義に立ち向

かう時は同じ土俵に立つことができる。しかしアフガン戦争の後、アル･カイダの使命は唯一神ア

ッラーの教えを世界に広めることであり、そこでは腐敗し堕落した（と彼らが考える）西欧文明

―その中でも特に米国―が新たな標的となったのである。 

 

だが、欧米にしろアラブ･イスラーム国家にしろ、近代国家は定められた領土の中で共存するこ

とを運命付けられた国民国家である。隣国と如何に思想や信条が異なり、或いは肌の色など民族

的な違いがあるにしても、国境は神聖不可侵である。従って国境線を越えて自らの意思を貫徹す

ることは国際社会が許さない。このためアル･カイダのように世界を舞台に、異教徒に対する過激

な行動に走る狂信的な宗教集団は容認できないのである。 

 

オサマ･ビン･ラディンは、ロシア革命のトロッキーに似ていると言えないだろうか。トロッキ

ーは世界同時革命を唱え、一国社会主義を主張するスターリンに敗れた。近代の国民国家思想か

ら見れば、トロッキーの理論は世界に無秩序をもたらす危険な思想と言える。トロッキーの政治

思想とオサマ･ビン･ラディンの宗教思想を同列に論ずることはできないが、共に一神教の世界で

ある欧米及びイスラーム諸国にとっては、危険思想という点で共通しているのではないだろうか。 

 

こうしてオサマ･ビン･ラディンに従いアフガニスタンに残ったアル・カイダ兵士達は、国家権

力から見放された末に、テロリストの烙印を押されてグアンタナモに幽閉されたのである。そし

て漸く解放されて帰国した虜囚達は、母国から温かく迎えられることも無く、また異国における

過酷な経験を語る機会も与えられないまま、全ては闇に葬りさられようとしている。彼ら若者達

は歴史に翻弄され、国家のエゴに翻弄されて青春の貴重な数年間に深い傷を負ったに違いない。

彼らが死ぬまでテロリストの汚名を負い続けるのか、それとも何時の日にか名誉を回復するか、

それはいずれ歴史が証明してくれるであろう。ともかく彼らの姿は闇に消えつつある。 
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（完） 
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