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（1月号の項目とその要旨） 

 

特 集 【【【【イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル】】】】 「首都認定問題をめぐり急増するテロ攻撃」 

（本文 1頁） 

 トランプ米大統領が昨年12月に発表したエルサレムのイスラエル首都認定宣言

をめぐって、パレスチナ自治政府やパレスチナ市民などが強く反発し、エルサレ

ムをはじめ各地で大規模な抗議活動が巻き起こったほか、反イスラエルテロも急

増した。 

 イスラエルでは、状況が一見落ち着いているようでも、僅かな切っ掛けで大規

模な抗議活動や連続テロが発生し、治安情勢が急変する場合がある。 

 テロ攻撃では主に治安部隊やイスラエル人が狙われているが、邦人駐在員や出

張者は常に情勢を注視しつつ、基本的な巻き添え防止策を励行し続ける必要があ

る。 

 

Ⅰ 世界の治安情勢 

    【【【【ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ】】】】    「首都圏東部で短期拘束型誘拐が多発」 

（本文 6頁） 

 ベネズエラでは、原油の国際価格の低迷や歴代政権の失政などを背景に経済が

破綻し、国民生活が困窮の度合いを益々深める中で、殺人や誘拐などの凶悪犯罪

が頻発している。 

 内務司法平和省によると、昨年（年初から12月27日まで）は殺人や誘拐を含む

全国の主要犯罪が軒並み前年同期比で減少したが、それでも殺人発生率（人口10

万人当たりの年間発生件数）は約46件と極めて高い。 

 また、昨年11月後半頃から富裕層が多く住む首都圏東部で、被害者を短時間拘

束し、その間に家族が掻き集められるだけの身代金を要求する手口のエクスプレ

ス誘拐（短期拘束型誘拐）が多発するようになっているほか、首都圏の東西を結

ぶフランシスコ・ファハルド高速道路上では警察の検問を装って通行車両を停め

る手口の誘拐も続発している。 

 

Ⅱ 世界のテロ情勢 
  (1) 【アルジェリア】【アルジェリア】【アルジェリア】【アルジェリア】    「2017年中のテロ情勢と過激派の動向」 

（本文 12頁） 

 アルジェリアでは、2013年1月の南部イリジー県イナメナスにおけるガス田襲

撃事件（イナメナス事件）以降、大規模テロは再発していないものの、国軍は全

国各地で対テロ作戦を実施しており、統計によれば2017年中、375人のテロリス

トが射殺・逮捕された。 

 アルジェリアは現在、北アフリカ地域において比較的安定した情勢を維持して

おり、国軍力の強化にも力を入れているが、依然として不安定な近隣諸国の状況

のため、国境警備には脆弱さも認められる。 

 近年、同国の財政に打撃を与えてきた石油価格は徐々に持ち直しつつあるもの
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の、緊縮政策を背景に各地でデモやストが増加しており、過激派勢力が不安定な

情勢につけこむことも危惧される。 

 
  (2) 【フィリピン】【フィリピン】【フィリピン】【フィリピン】    「ミンダナオで二正面作戦に出たドゥテルテ政権」 

（本文 18頁） 

 フィリピン政府は昨年12月、ミンダナオ島以南の地域における戒厳令を今年末

まで1年間延長する決定を下した。 

 戒厳令の延長は、昨年5月～10月に同島マラウィ市を武装占拠したイスラム過

激派の残党を殲滅するとともに、左翼ゲリラ「新人民軍（NPA）」も半減させるこ

となどを狙いとしているが、極めて困難な二正面作戦であるだけに、いずれも達

成できないまま逆にテロ情勢を悪化させ、戒厳令の再延長が繰り返されるだけで

なく、施行範囲が全土に拡大される事態も危惧される。 

 
  (3) 【【【【英国英国英国英国】】】】    「昨年続発したテロに関する治安当局の検証報告書」 

（本文 22頁） 

 英国で昨年3月から6月までに発生した4件のテロ事件を対象に、発生に至るま

での情報収集と分析の在り方や捜査方法を検証した報告書が、英国内務省から昨

年12月に公表された。 

 同報告書はこの4件の検証を通じて、現在の英国におけるテロ対策の問題点と今

後の改善の方向性を示している。 

 
  (4) 【世界共通】【世界共通】【世界共通】【世界共通】    「増加が危惧される放火テロ」 

（本文 26頁） 

 欧米をはじめ世界各地で近年、「イスラム国（IS）」などの過激思想に感化され

た個人や少人数のグループによる、ナイフでの襲撃や車両暴走などといった準備

が容易で安価に実行できるテロが続発している。 

 「DIY（Do It Yourself）テロ」などと称されるその種のテロ手法の中でも、今

後増加が危惧されるのが「放火テロ」である。例えばナイトクラブ、映画館、劇

場などといった多数の人々が集まっている密室空間に燃料を撒いて放火すれば、

火災と煙により一挙に多数を殺傷し、甚大な被害をもたらすことができるだけに、

そうした施設における放火対策などの重要性が高まっている。 

 

 

 別添資料 

    「記念日・行事予定等一覧表」（2018/1/20～2/28） 
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特特特特        集集集集    
【イスラエル】【イスラエル】【イスラエル】【イスラエル】 ～ 首都認定問題をめぐり急増するテロ攻撃 ～ 

 トランプ米大統領が昨年12月に発表したエルサレムのイスラエル首都

認定宣言をめぐって、パレスチナ自治政府やパレスチナ市民などが強く反

発し、エルサレムをはじめ各地で大規模な抗議活動が巻き起こったほか、

反イスラエルテロも急増した。 
 イスラエルでは、状況が一見落ち着いているようでも、僅かな切っ掛け

で大規模な抗議活動や連続テロが発生し、治安情勢が急変する場合があ

る。 
 テロ攻撃では主に治安部隊やイスラエル人が狙われているが、邦人駐在

員や出張者は常に情勢を注視しつつ、基本的な巻き添え防止策を励行し続

ける必要がある。 

 

米国のエルサレム首都認定でテロ攻撃が急増 

 米国のトランプ大統領は昨年12月6日、ホワイトハウスで演説し、エルサレムをイ

スラエルの首都と公式に認めると宣言した上で、国務省に対し在イスラエル米大使館

を現在のテルアビブからエルサレムに移転する準備を始めるよう指示したことを明ら

かにした。 

 一方、東エルサレムを将来のパレスチナ国家の首都と考えるパレスチナ自治政府や、

ガザ地区を実効支配するイスラム主義組織ハマス、アラブ・イスラム諸国などは当然

ながら激しく反発した。パレスチナ住民が多い東エルサレムやヨルダン川西岸地区（以

下、西岸地区）、ガザ地区を中心に、イスラエルや米国に対する大規模な抗議活動が行

われた。その結果、トランプ大統領による発表から1か月間で、治安部隊との衝突な

どによりパレスチナ人ら少なくとも13人が死亡し、数千人以上が負傷した。 

 大規模な抗議活動に伴って、パレスチナ人によるイスラエル領内やイスラエル人に

対するテロ攻撃も急増した。国内諜報機関であるイスラエル総保安庁（シンベト）が

毎月公表しているレポートによると、2017年12月にシンベトが認知したイスラエル人

やイスラエル領内に対するテロ攻撃数は前月の約3倍となる249件となった。 
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[ 直近2年間でシンベトが認知したテロ攻撃数の推移と増加の背景 ] 

 

       出典：シンベトの公開データ 

 

 上記グラフを見ると、昨年7月にもテロ攻撃数が増加しているが、これはエルサレ

ム旧市街にある「神殿の丘」をめぐる混乱が背景にある。 

 昨年7月14日朝、旧市街にある神殿の丘入口付近でイスラエル国籍のアラブ人の男3

人が同敷地内からイスラエル警察の詰所を銃撃し、警察官2人を殺害、1人を負傷させ

た。銃撃した3人は逃走を図ったものの、警官隊との銃撃戦で射殺された。 

 同事件を受けて、イスラエル当局が神殿の丘内に建つイスラム教のアルアクサー・

モスクへ通じる門に金属探知機を設置し、これにイスラム教組織が強く反発して金属

探知機の撤去を要求した。その後連日にわたってイスラム教徒と治安部隊の衝突が断

続的に続き、パレスチナ人など少なくとも15人が死亡し、200人以上が負傷したが、7

月27日にイスラエル当局が全てのセキュリティ機器を撤去したことで事態は沈静化

した。 

 このように、イスラエルでは、何かの事件・事象を切っ掛けにそれまでは比較的安

定していた治安情勢が急変する場合がある。 

 神殿の丘をめぐる混乱が沈静化した後、情勢は再び安定し、昨年10月のテロ攻撃件

数はこの5年間で最も少ない水準に減少していた。しかし、トランプ大統領がエルサ

レムを首都として認定するとの憶測が出始めた11月頃から徐々に抗議活動やテロ攻

撃数も増え始め、12月6日の発表で一気に火が点いた形である。 
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 なお、2016年10月にテロ攻撃数が増加しているのは、同年は10月にユダヤ教の祭り

が集中しており、そうした祝祭期間中を狙った攻撃が増加したためと考えられる。 

 昨年5月の増加は、同月にトランプ米大統領が中東歴訪（5月20日～23日、サウジ、

イスラエル、パレスチナ）を行ったが、イスラエル訪問時にエルサレムの首都認定を

行うのではないかとの憶測が流れ、パレスチナ人らが強く反発していた影響が考えら

れる。 

 

テロ攻撃はイスラエル人狙いだが、巻き添え被害に注意 

 次のグラフは手法別のテロ攻撃認知件数であり、これによると同国で起きているテ

ロ事件の大半が殺傷力の低い火炎瓶攻撃であることが分かる。 

［ 昨年1月～11月に発生したテロ攻撃の手法内訳 ］ 

 

        出典：シンベトの公開データ 

 

 火炎瓶攻撃で狙われるのは、治安部隊やイスラエル人が運転する車などであり、火

炎瓶に次いで多発している簡易爆弾（IED）による攻撃も国軍部隊などを狙ったもの

が多い。 

 一方で、特に銃器や刃物、車両を使ったテロ攻撃は、イスラエル人を狙った攻撃で

あるものの、人通りの多い街頭などで無差別に行われることも多く、邦人駐在員や出

張者を含む外国人が巻き添え被害に遭う可能性があり注意が必要である。 

 昨年に一般人が被害に遭った主なテロ事件は以下のとおりである。 
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 2月 9日：夕方、テルアビブ北東にあるペタハ・ティクバ市のマーケットで、パレ

スチナ人の男がナイフや銃で買物客らを無差別に襲撃し、7人が負傷した。

男はその場で逮捕された。 
 2月11日：午後4時頃、西岸地区ヘブロンにあるマクペラ洞窟前の公園で、パレス

チナ人の少女（17歳）が遊んでいた子供たちをナイフで襲撃しようとした。

付近にいた国境警察官が犯行前に少女を取り押さえた。 
 3月15日：西岸地区のユダヤ人入植地グシュ・エツィオンの交差点で、パレスチナ

人の少女（16歳）の運転する車がバス停に突入しようとしたが、付近にい

た国軍兵士が発砲して制圧した。負傷者はなかった。 
 4月14日：午後1時頃、エルサレム旧市街近くを走る路面電車内で、パレスチナ人

の男（57歳）が近くの乗客をナイフで襲撃した。英国人女子留学生（21歳）

が刺され、搬送先の病院で死亡したほか、列車の緊急停車で女性1人が軽

傷、襲撃から逃げようとした男性も軽傷を負った。男は、車内にいた非番

の警察官によって逮捕された。男には精神疾患の病歴があった。 
 4月19日：午後、西岸地区のユダヤ人入植地グシュ・エツィオンの入口付近で、パ

レスチナ人の男（21歳）の運転する車が、バスを降りた乗客に突っ込み、

イスラエル人男性（70歳）が負傷した。男は警戒中の国軍兵士に射殺され

た。男はナイフも所持していた。 
 4月23日：午後、テルアビブのハヤルコン通りにあるヘロデ・テルアビブ・ホテル

でパレスチナ人の男（18歳）がホテル内店舗の従業員や客をナイフで襲撃

し、男女4人が負傷した。男は駆けつけた警察官に逮捕された。 
11月17日：午前6時45分頃、入植地グシュ・エツィオンで、パレスチナ人少年（17

歳）の運転する車がバス停に突っ込み、イスラエル人男性（35歳と70歳）

2人が負傷した。少年がナイフを持って車から降りたところを治安部隊員

が銃撃し、制圧した。 
 

 テロ攻撃の発生場所は、主にパレスチナ人が多く居住する西岸地区や東エルサレム、

ガザ地区などが中心である。ユダヤ人入植地も多く、イスラエル国軍兵士や治安部隊

が多数展開している西岸地区ではテロ攻撃が特に多発する。 

 一方、邦人企業の拠点も多数所在する、経済・商業の中心都市テルアビブでは、一

般市民を狙った銃乱射テロが2016年1月にレストラン（2人死亡）で、同年6月にはシ

ョッピングモール（4人死亡）でそれぞれ起きたが、昨年は前述した4月のハヤルコン

通りでのホテル襲撃事件（4人負傷）以外は、重大なテロ事件は発生していない。 

 エルサレム首都認定をめぐる抗議活動についても、激しい衝突が起こっていたのは

西岸地区や東エルサレムが中心であり、テルアビブではイスラエル市民によるネタニ

ヤフ首相の汚職疑惑への抗議デモが話題の中心となっていたほどである。 
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［ 発生場所別に見た直近2年間のテロ攻撃数の推移 ］ 

 

出典：シンベトの公開データ 

 

1月22日にペンス米副大統領がイスラエルを訪問 

 エルサレム首都認定問題をめぐっては、パレスチナ自治政府が「もはやトランプ政

権はイスラエル・パレスチナ和平プロセスの中立公正な仲介者にはなれない」とまで

断言するなど、パレスチナ側の反発が根強い。抗議活動や衝突も、発生頻度は減少傾

向にあるものの、引き続き発生している。 

 シンベトのナダブ・アルガマン長官は昨年12月、国会の外交国防委員会で「少なく

ともあと6か月は、非常に不安定な時期が続くだろう」との見解を示した。 

 直近では、ペンス米副大統領が中東歴訪の一環として、1月22日～23日の日程でイ

スラエルを訪問予定である。イスラエルでは国会で演説するほか、エルサレムのユダ

ヤ教の聖地「嘆きの壁」も訪れる。この訪問を機に抗議活動が再び盛り上がり、テロ

攻撃のリスクも高まる可能性もある。 

 イスラエルで発生するテロ攻撃は、主に治安部隊やイスラエル人を狙ったものであ

り、邦人が直接のターゲットになる可能性はそれほど高くないが、銃乱射や車両暴走

などの無差別テロが発生する可能性も否定できないので、駐在員や出張者は常に情勢

を注視し、治安状況の変化の兆しを見逃さないよう努めるとともに、基本的な巻き添

え被害防止策を励行し続ける必要がある。
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 【ベネズエラ】【ベネズエラ】【ベネズエラ】【ベネズエラ】 ～ 首都圏東部で短期拘束型誘拐が多発 ～ 

 ベネズエラでは、原油の国際価格の低迷や歴代政権の失政などを背景に

経済が破綻し、国民生活が困窮の度合いを益々深める中で、殺人や誘拐な

どの凶悪犯罪が頻発している。 
 内務司法平和省によると、昨年（年初から12月27日まで）は殺人や誘

拐を含む全国の主要犯罪が軒並み前年同期比で減少したが、それでも殺人

発生率（人口10万人当たりの年間発生件数）は約46件と極めて高い。 
 また、昨年11月後半頃から富裕層が多く住む首都圏東部で、被害者を短

時間拘束し、その間に家族が掻き集められるだけの身代金を要求する手口

のエクスプレス誘拐（短期拘束型誘拐）が多発するようになっているほか、

首都圏の東西を結ぶフランシスコ・ファハルド高速道路上では警察の検問

を装って通行車両を停める手口の誘拐も続発している。 

 

昨年の全国殺人件数が減少 

 内務司法平和省のネストル・レベロル内相は昨年12月27日、全国における主要犯罪

発生状況を次表のとおり公表した。 

[ 全国の主要犯罪発生状況（2017年1月～12月27日）] 

罪   種 2016年 2017年 増減 

殺人 16,976件 14,389件 －15.2％ 

治安当局者による容疑者射殺 5,995件 4,998件 －16.6％ 

強姦 972件 725件 －25.4％ 

誘拐 454件 308件 －32.2％ 

傷害 18,068件 17,012件 －5.8％ 

車両強盗 45,974件 27,374件 －40.5％ 

その他の強盗 32,748件 26,706件 －18.4％ 

車両盗 16,101件 13,909件 －13.6％ 

その他の窃盗 79,139件 65,756件 －16.9％ 

主要犯罪合計 216,427件 171,177件 －20.9％ 
 

 それによると、昨年の年初から12月27日までの主要犯罪発生件数は前年同期比

20.9％減の17万1,177件、このうち殺人は15.2％減の1万4,389件、誘拐は32.2％減の

308件、車両強盗は40.5％減の2万7,374件であり、主要犯罪が軒並み減少した。 

 同年の全国殺人発生率（人口10万人当たりの年間発生件数）は約46件であった。 

 また、殺人全体のうち約80％で銃器が、約11％で刃物がそれぞれ凶器として使用さ

れた。動機別では、全体のうち約12％が強盗目的であった。 
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 ただし、同国では2004年を最後に包括的な犯罪統計が公表されていない上、誘拐な

どの被害届出率は極めて低いと見られていることなどから、実際の発生件数が政府発

表を遥かに上回っている可能性が高い。 

 一方、国内NGO「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」も翌日、同年の全国殺人件数が

前年同期比15.2％減の推定1万6,046件であったと発表し、殺人が減少したとする政府

発表に追随する形となった。 

 OVVによると、前述の殺人件数に、治安当局者による容疑者射殺（5,535件）と、

故意性の有無が不明の殺人（5,035件）の両件数を合わせた昨年の“暴力死”件数は

推定2万6,616件、同発生率は約89件であり、過去最多を記録した前年（件数2万8,479

件、発生率91.8件）から減少に転じた。 

 特筆すべきは、治安当局者による容疑者の射殺件数がOVVの推計で1日当たり約15

件、政府発表でも約14件と異常な多さを示していることであり、各警察組織や「国家

警備軍（GNB）」の内部で、容疑者の逮捕よりも手っ取り早く“始末”することを優

先する風潮が蔓延していることが窺われる。 

 “暴力死”発生率を全国行政区分別で見ると、北中部アラグア州が約155件と最も

高く、次いでカラカス首都圏に隣接するミランダ州が約153件、南部アマゾナス州が

約146件、南東部ボリバル州が約113件、カラカス首都圏が約109件となっている。 

 このように極めて深刻な治安情勢の背景には、対外輸出の9割以上を占めるとされ

る原油の国際価格低迷や歴代政権の失政でベネズエラ経済が破綻し、インフレの昂進、

食品や医薬品などの慢性的な物不足で国民生活が困窮の度合いを益々深め、治安関係

者のモラルも地に落ちているといった状況がある。 

 

首都圏東部の高速道路上で短期拘束型誘拐が続発 

 昨年12月18日付けの現地紙「エル・ウニベルサル」は、内務司法平和省「科学・刑

事犯罪捜査機関（CICPC）」のデータに基づいて、「1月初めから12月前半までの全国

誘拐被害（未遂を含む）届出件数が305件（被害者数435人）に上った」などと報じた。 

 CICPCのドウグラス・リコ局長によると、被害者435人の状況別内訳は次表のとお

りであった。同局長は、「監禁中に死亡した17人のうち2人は、薬の定期投与が必要な

高齢者であったほか、残りは人質自身が犯罪に関与していたことから、報復目的で殺

害されたと見られる」との見解を示している。 
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[ 誘拐被害者の状況（2017年1月～概ね12月初め時点） ] 

状況 被害者数 構成比 

監禁中に死亡 17人 3.9％ 

身代金を支払って解放 203人 46.7％ 

警察の圧力によって解放 133人 30.6％ 

理由不明なるも解放 13人 3.0％ 

CICPCが救出 39人 9.0％ 

誘拐未遂後に被害届出 21人 4.8％ 

誘拐されたまま 9人 2.1％ 

合計 435人  

 

 またCICPCは同期間中、誘拐・恐喝容疑で238人を身柄拘束し、46人を銃撃戦の末

に射殺し、53の誘拐犯グループを壊滅させた。 

 弁護士で治安専門家のフェルミン・マルモル・ガルシア氏によると、首都圏におけ

るエクスプレス誘拐（短期拘束型誘拐）は、昨年4月初めから8月初旬までの4か月間

余りにわたって連日行われた反政府デモによって主要道路がバリケードやデモ隊など

で塞がれ、誘拐犯グループが市内を自由に動き回れなくなったことに伴いその間は減

少していたが、11月後半から12月前半にかけて急増し、「1か月間で約80人が誘拐被害

に遭った」とのことである。 

 特に最近は、富裕層が多く住む首都圏東部でエクスプレス誘拐が多発しており、首

都圏の東西を結ぶフランシスコ・ファハルド高速道路上では、誘拐犯グループが警察

の検問を装って通行車両を停める手口も続発している。 

[ 首都圏東部における最近の主なエクスプレス誘拐事例 ] 

12月11日：夜、首都圏東部スクレ市テラーサ・デル・アビラ地区を走るフランシス

コ・ファハルド高速道路のメトロポリターノ・インターセクション付近で、

武装集団が警察の検問を装って通行車両を次々と停め、約30分間で計9人
を誘拐した。犯行グループは9人～12人で構成され、CICPCの制服を着用

し、一部は自動小銃で武装していた。なお、被害者9人のうち警察に被害

届を出したのは3人にとどまっている。 
12月14日：夜、同インターセクション付近で、同一グループと見られる武装集団が

母子3人と男性の計4人を誘拐した際、同高速道路のイエロ橋との交差地点

で検問活動を実施していた「国家警察（PNB）」部隊との間で銃撃戦とな

った。この銃撃戦で負傷した2人を含む犯人全員が人質を放置して逃走し、

人質は全員無事救出された。 
12月17日：午前7時半頃、首都圏東部チャカオ市アルタミラ地区北部のサンフアン

ボスコ通りと第10通りの交差点付近にあるレストラン「Tarzilandia」前

で、男性が車を路上駐車し徒歩で移動中、横に停車した車から降りてきた
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数人組に車に押し込まれて連れ去られた。被害者は数時間後、家族が身代

金（金額不明）を支払って無事解放された。 
 CICPC「対誘拐・恐喝ディビジョン」のカルロス・ガルシア課長は、「犯

人グループは拳銃で武装した若者6人で構成され、犯行手口の稚拙さから

経験に乏しい素人集団だった」との見方を示している。 

[ 首都圏東部のエクスプレス誘拐発生地点 ] 

 このほかCICPCの元局長ミゲル・ダオ氏によると、これらの事件に先立つ11月27

日午後10時頃、同高速道路のマカラクアイ出口付近で車に乗った家族が誘拐された。 

 また2日後の29日午後8時45分頃、同高速道路のカウリマレ出口付近で車に乗った3

人が別の車2台に分乗した武装集団に誘拐された。翌30日午後8時半頃には、同高速道

路沿いにあるショッピングセンター「セントロコメルシアル（C.C.）・サンビル・チャ

カオ」を車で出た市民が、付近のインターセクションでプラドス・デル・エステ高速

道路に乗り換えた後に誘拐された。 

 これらの誘拐事件3件のいずれも被害者が警察に被害届を出しておらず、警察は事

件の詳細を把握できていない。 

 警察当局によると、フランシスコ・ファハルド高速道路のアルタミラ、カウリマレ、
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マカラクアイ、メトロポリターノの各インターセクション・出口付近では昨年11月中、

15件の誘拐事件が発生した。 

 ちなみに警察の検問を装って通行車両を停める手口の誘拐としては、2006年2月に

首都圏西部リベルタドール市（カラカス市）で、レバノン系カナダ人実業家の息子3

人（17歳、13歳、12歳）と運転手が通学途中、警察の制服姿で検問を行っていた武装

集団に誘拐され、40日後に全員遺体で発見された事件が有名であり、この事件は当時、

社会を震撼させて大規模な治安改善要求デモに発展した。 

 

首都圏における誘拐の主な傾向 

 昨年12月後半の現地各種報道をまとめると、首都圏における最近の誘拐の主な傾向

は次のとおりである。 

  ① 発生場所や時間帯は常に変化しているが、首都圏では最近、東部のバルータ

市とスクレ市で特に多発している。発生時間帯は午後7時から10時までが最も

多い。事件全体のうち約70％が夜間に発生している。 

  ② ほとんどは監禁時間が6時間～7時間程度のエクスプレス誘拐であり、事件全

体のうち約90％で被害者と加害者の間に因果関係は存在しない。 

  ③ 犯人グループは、より高額の身代金が期待できることから、高級車に乗って

いる人物をターゲットに選ぶことが多い。 

  ④ 最近の誘拐犯グループは、人通りや交通量の多い大通り・高速道路上でもお

構いなしに犯行に及ぶ。 

  ⑤ 犯行グループは通常、車2台に分乗してターゲットの乗った車の進路などを

妨害して停車させ、このうち数人が被害車両に乗り込んできたり、被害者を車

から引き摺り降ろして窓ガラスにスモークフィルムが貼られた犯行車両に乗

せ換えて連れ去る。犯行グループは、被害者を要求に従わせるため暴力を振る

うことが多く、被害者の携帯電話や財布の中身を調べて支払い能力を判断した

後、「お前が生きていて欲しいと思っているのは誰だ」と訊いて交渉相手を決

め、被害者の携帯電話で連絡する。 

  ⑥ 犯行グループのほとんどは身代金を米ドルの現金で支払うよう要求する。 

  ⑦  身代金額について前述のマルモル氏は、「大抵の場合は、最初の要求額の10％

程度を支払うこととなり、1％でも良い取引と見なされる」と述べている。過



 

ⅠⅠⅠⅠ     世界の治安情勢世界の治安情勢世界の治安情勢世界の治安情勢                                                                                                     <<<<VENEZUELAVENEZUELAVENEZUELAVENEZUELA>>>>    

 
 

JSS Monthly Report  January 2018 

- 1 1 -

去の事例では、一家3人の解放と引き換えに身代金4万米ドルの要求があり、最

終的に4,000米ドルを支払って解放されたことがある。 

 

 警察当局によると、主な誘拐犯グループは首都圏西部リベルタドール市にあるコタ

905、エル・セメンテリオ、エル・バジェ等のランチョ（スラム）を拠点に活動して

おり、人質は身代金が支払われるまでの間、車に乗せられて市内を連れ回されること

が多い。また倉庫や工場に監禁されることもある。 

 首都圏では、メンバー15人以上で構成された比較的大きなグループがいくつも存在

するが、中でも最大グループはメンバー20人以上を擁する「コタ905グループ」であ

り、数班に分かれて同時に別々の犯行に及ぶこともある。 

 今年1月2日夜には、コタ905で警察部隊が路上駐車していたタクシーから4人が逃げ

出したのを不審に思い近づいたところ、頭部を負傷した男性（60歳）を車内から発見

して救出した。男性はこれに先立ち、首都圏南西郊にあるミランダ州の州都ロステケ

スで5人組に誘拐され、車内に監禁されていた。 
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1 【アルジェリア】【アルジェリア】【アルジェリア】【アルジェリア】 ～ 2017年中のテロ情勢と過激派の動向 ～ 

 アルジェリアでは、2013年1月の南部イリジー県イナメナスにおけるガ

ス田襲撃事件（イナメナス事件）以降、大規模テロは再発していないもの

の、国軍は全国各地で対テロ作戦を実施しており、統計によれば2017年
中、375人のテロリストが射殺・逮捕された。 
 アルジェリアは現在、北アフリカ地域において比較的安定した情勢を維

持しており、国軍力の強化にも力を入れているが、依然として不安定な近

隣諸国の状況のため、国境警備には脆弱さも認められる。 
 近年、同国の財政に打撃を与えてきた石油価格は徐々に持ち直しつつあ

るものの、緊縮政策を背景に各地でデモやストが増加しており、過激派勢

力が不安定な情勢につけこむことも危惧される。 

 

昨年、国軍は375人のテロリストを摘発 

 国軍が毎月発行している報告書によれば、昨年中、国軍の治安作戦中に射殺された

テロリストは91人、逮捕されたのは40人であった。また、30人が自ら投降し、テロ活

動の後方支援容疑で214人が逮捕された。同軍は年毎の統計手法を明らかにしていな

いので単純な比較はできないものの、公開された過去3年間の資料を見る限り、摘発

された人数は前年比で増加した。 

［ 2017年：国軍作戦によるテロリスト摘発実績 ］ 

項目 2015年 2016年 2017年 

逮捕・射殺数 157人 350人 375人 

隠れ家・武器庫の破壊 548か所 458か所 423か所 

参考資料：国軍報告書 

 また、治安作戦中に押収された武器・弾薬の数量（抜粋）は次のとおりであり、依

然、多数の銃器や爆発物が国内で出回っていることを示した。 

［ 2017年：国軍作戦中に押収された武器弾薬 ］ 

押収された武器・弾薬 個数／量 

銃器（ｶﾗｼﾆｺﾌ自動小銃） 288丁 

銃器（その他） 326丁 

拳銃 26丁 

ロケットランチャー 16丁 

爆発物 1,284個 

弾倉 257個 

弾薬 17万9,456発 
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 2017年にアルジェリア国内で確認された主なテロ事件と発生地は次のとおりであ

り、全ての事件で犯行声明が出されている訳ではないが、多くは「イスラム・マグレ

ブのアルカイダ（AQIM）」もしくは「イスラム国（IS）」の派生グループによる犯行

と見られている。一部の攻撃に関しては詳細の情報がなく、テロなのか一般犯罪なの

か動機が不明なものもある。 

 最近のテロは主に簡易爆弾（IED）を使用した犯行が多く、山岳・森林地帯で掃討

作戦を展開中の国軍部隊を標的とした攻撃がほとんどであるが、中には市民が巻き込

まれて死傷した事例もあった。 

［ アルジェリア：2017年中の主なテロ事件 ］ 

 

 このほか、国軍の治安作戦中にテロリストが射殺もしくは逮捕されたり、隠れ家や

武器庫が発見され破壊された頻度の高さでは、南部アドラール県、タマンラセット県
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などのほか、北東部バトナ、スキクダ、ジジェルなどの地域が特に突出している。 

 ブイラ、ブーメルデス、第3の都市コンスタンティーヌや首都アルジェ近郊のティ

パザなどでも、昨年中、数十回以上の治安作戦が実施された。 

 アルジェでは、2007年12月11日にベン・アクノウン地区の憲法裁判所とヒドラ地区

の国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）のビルを狙った連続爆弾テロ（41人死亡、

170人負傷）を最後に大規模な攻撃は発生していないが、前述のとおり、首都近郊の

地域で治安部隊によるテロリスト掃討作戦が多数実施されていることに加え、昨年中

はコンスタンティーヌ市の中心部で警察署狙いの自爆攻撃があったことからも、今後

も都市部でのテロ攻撃が実行される可能性は皆無とは言えない。 

 

断片的に公開されたイナメナス事件被告の自供内容 

 昨年10月18日、アルジェ裁判所は2013年1月に起きたイナメナス・ガス田襲撃事件

(注)に関与した被告人4人の審理を行った。捜査当局は拘留中の4人と、首謀者モフタ

ール・ベルモフタールを含む逃亡中の約10人の被告に対する告訴に関する資料を4年

かけてまとめた。 

(注) イナメナス・ガス田襲撃事件：2013年1月16日早朝、約30人の武装集団が同

国南東部イリジー県のイナメナス近くにあるティゲントリン・ガス田施設

を襲撃し、約800人を人質に取った。国軍特殊部隊が突入し、最終的に邦

人含む人質40人が死亡、襲撃者側は29人が死亡、3人が逮捕された（数か

月後にもう1人の容疑者を逮捕）。事件後、AQIMから分派した「覆面旅団

（別名：血盟旅団）」の首領モフタール・ベルモフタールが犯行声明の動画

を公開した。 

 複数の地元紙は同資料に関して、拘留中の被告人の1人であるアブデルカデル・デ

ロイシュ（33歳、ティアレット出身）の自供内容を断片的にではあるが報じた。 

 それによると、彼は2010年に南部ボルジュ・バッジ・モフタールで経営していた商

店を畳んでマリ北部でベルモフタールのグループに合流し、数か月間の軍事訓練を受

けた。その後、外国人誘拐の為のグループを組織するよう命じられて第2の都市オラ

ンに移り、弟を含む7人のメンバーからなるグループを結成したが、すぐに他のメン

バーらは当局に逮捕された。彼は逃げ延びてマリ北部に戻り、英語を解するという理

由でイナメナス事件の計画に組み入れられた。 

 デロイシュ曰く、ガス田襲撃計画はベルモフタールがリビア滞在中に、グループ内

のメンバーの1人が持ちかけたものだった。同メンバーはガス田で働く運転手の1人と
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密接に連絡を取り合い、施設内で働く外国人職員やキャンプ内の構造（住居施設など）

に関する様々な情報を得ていた。当初の計画はヨーロッパ人の従業員を身代金目的で

誘拐する作戦だったという。 

 その後、ベルモフタールがマリのイスラム武装勢力「西アフリカの唯一神と聖戦運

動（MUJAO）」の幹部に同計画を持ちかけると、同組織は計画に関心を持ち、15人の

戦闘員を提供した。 

 ベルモフタールはリビアの首都トリポリ近郊に訓練キャンプを設置し、同計画のた

めにチュニジア人9人、エジプト人8人、アルジェリア人5人、カナダ人、ニジェール

人、リビア人各2人、マリ人、モーリタニア人各1人の総勢30人からなる実行部隊を形

成し、これにガイド1人が加わった。 

 2013年1月14日、一味は四輪駆動車に分乗してリビアを出発し、3日後の16日早朝

にティゲントリンに到着した。もう1人の被告人ケルミ・ブウジアン（22歳、アドラ

ール出身）によれば、この移動中もメンバーらはベルモフタールと衛星携帯電話を使

って絶え間なく通話していた。彼は友人の誘いでベルモフタールのグループに加わり、

マリ（ガオ）やリビアの訓練キャンプで軍事訓練を受けた。 

 3人目の被告人、ラアルーシ・エダルバリ（32歳、チュニジア人、シリアナ出身）

は、シリアのジハード主義組織に合流を試みたものの計画が叶わず、リビアのベルモ

フタール・グループに加わった。彼もまたリビアのキャンプで2か月間、ゲリラ戦術

の訓練を受けた。 

 

強力な国軍と脆弱な近隣諸国の治安 

 アルジェリア軍は1990年代からイスラム過激派と戦ってきたため戦闘経験が豊富

で、常備軍52万人、予備役27万人、総人員79万人を誇る強力な軍である。 

 世界の軍事力をランキング化した「グローバル・ファイアー・パワー」によれば、

2017年時点でアルジェリアは133か国中25位であり、アフリカ地域においてはエジプ

トに次ぐ第2位であった。政府は昨年、国防費を117億米ドルまで増やしており、これ

は同国GDPの6.24%に当たる。 

 また、「ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）」の報告によれば、同国はアフリ

カ大陸最大の武器輸入国であり、同地域全体の武器輸入の約46%を占めた。アルジェ

リアは主にロシア、中国、イタリア、ドイツ、英国などから数十億ドル規模の武器購
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入契約を結んできたほか、海外企業との合弁による武器製造にも乗り出してきた。 

 このように国防力の強化が進められる一方で、チュニジア国境沿いには2万5,000人、

リビア国境沿いには5,000人の部隊が展開されているほか、新たな検問所の増設、密

輸入やテロリストの侵入を防ぐためのトレンチ（溝・堀）を建設、チュニジア軍との

共同パトロールなどを通じた国境警備の強化も段階的になされてきた。 

 こうした努力は一定の成果も見せており、例えばリビア、チュニジアで当局の統治

が及ばない地域に拠点を築いたIS系のグループは、アルジェリアでは出現後間もなく

指導者が殺され、足場を築くことはできなかった。 

 ただし、両国国境のシャンビ山地周辺地区では、依然としてAQIMやISの派生グル

ープが小規模なテロを繰り返している。リビアとの間では、国境警備における協力体

制がこれまで何度も議論されてきたが、現在も続くリビアの紛争のために国連が支援

する挙国一致政府が未だ国境地帯を機能的に管理できていない状況もあり、実質的な

効果を上げていない。 

 

政府の財政難を背景に抗議行動も増加傾向 

 アルジェリアを含むマグレブ諸国では最近、物価高騰や政府の緊縮策を背景に大衆

運動が再燃している。輸出の95%、国家予算の60%を石油・天然ガスに依存している

アルジェリアの場合、2014年半ば以降の原油価格の下落により、過去数年間にわたっ

て政府歳入が大幅に減少し、財政赤字に見舞われた。最近の原油価格の持ち直しによ

り、2018年は歳入増加の見通しであるが、2014年5月に1,930憶ドルであった外貨準備

高は2017年末に970憶ドルとなり、2018年末には846億ドルになると見積もられてい

る。 

 同国政府は既に昨年、増税や補助金の削減を行ったが、今しばらく外貨準備高の切

り崩しや緊縮政策を必要としており、これを背景に各地でデモやストライキが相次い

でいる。これらの抗議行動は概ね平和的に行われてきたが、去る1月3日には首都アル

ジェで待遇改善や公共奉仕の義務緩和を求める医者達によるデモが治安部隊によって

強制排除され、衝突によりデモ参加者約40人が負傷した。 

 同国では、医師は医学部を卒業した後の2年間から4年間は、地方の病院で公共奉仕

をする義務があるほか、全男性国民の義務である兵役1年もこなさなければならない。

これに抗議して医者達は1月7日にも首都のムスタファ・パシャ病院前で約500人が集
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まったほか、コンスタンティーヌでも1,000人規模のデモを行った。 

 また、アルジェリアは世界第3位の埋蔵量と言われているシェールガスの開発を進

めて歳入増を目指したいところであるが、その採掘には大量の水が必要であり、農業

用水の転用を提案したところ地元民の強い反発に遭った（2015年にインサラーで抗議

デモ）。政府に対する民衆の不満の広がりやデモ隊と治安部隊との暴力的な衝突が頻発

することで、過激派が戦闘員のリクルートや攻撃を正当化したりするのに利用するお

それもある。 
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2 【フィリピン】【フィリピン】【フィリピン】【フィリピン】 ～ ミンダナオで二正面作戦に出たドゥテルテ政権 ～ 

 フィリピン政府は昨年12月、ミンダナオ島以南の地域における戒厳令を

今年末まで1年間延長する決定を下した。 
 戒厳令の延長は、昨年5月～10月に同島マラウィ市を武装占拠したイス

ラム過激派の残党を殲滅するとともに、左翼ゲリラ「新人民軍（NPA）」
も半減させることなどを狙いとしているが、極めて困難な二正面作戦であ

るだけに、いずれも達成できないまま逆にテロ情勢を悪化させ、戒厳令の

再延長が繰り返されるだけでなく、施行範囲が全土に拡大される事態も危

惧される。 

 

戒厳令の延長を圧倒的多数で承認 

 ドゥテルテ大統領は昨年12月11日、南部のミンダナオ島とその南西のバシラン、ス

ルー、タウィタウィ各州に施行されている戒厳令について、2018年末まで1年間延長

することを議会に要請した。 

 戒厳令は、昨年5月23日に「イスラム国（IS）」系の地元過激組織「マウテ・グルー

プ」を主体とする武装集団がミンダナオ島南ラナオ州マラウィ市の市街地を占拠した

ことを契機に布告された。当初の施行期間は60日間であったが、武装集団に対する鎮

圧作戦が長引いたため、同年末まで延長されていた。 

 今回の戒厳令延長要請は国軍の進言に基づいており、ドゥテルテ大統領は戒厳令延

長の理由や目的について次の事項を挙げた。 

 (2) マラウィ市の占拠事件は10月下旬に終結したものの、残党が新メンバーをリク

ルートして組織再建を図っている。 

 (3) IS系諸組織は東南アジアにISの「ウィラーヤ（行政区域）」を確立する目標を堅

持している。 

 (4) 5か月間に及んだ武装占拠に伴う戦闘で壊滅的に破壊されたマラウィ市の復興

事業の安全を確保する必要がある。 

 (5) イスラム過激派だけでなく、左翼ゲリラ「新人民軍（NPA）」もミンダナオ島で

兵力を増強し、攻勢を強めている。 

 

 戒厳令の延長は、2日後の12月13日には上下両院の特別合同議会において、賛成240、

反対27の圧倒的多数で承認された。スムーズな承認は、就任後1年半を経ても70％～
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80％超を誇るドゥテルテ大統領の高支持率を背景としているが、世論調査によると、

戒厳令の延長については国民の62％が「不要」として反対しているほか、人権団体や

教会からも批判されている。 

 

悪化するミンダナオ情勢 

 ドゥテルテ大統領は、ミンダナオ島の最大都市ダバオの市長を務めていた時代に同

市の治安を劇的に改善させた手腕が買われ、2016年5月の大統領選挙で勝利した。 

 就任当初、同大統領は国内の全ての主要な反政府武装勢力に対話を呼びかけ、特に

NPAに対しては停戦協定を結んで積極的に和平を推進したが、NPAが停戦を無視して

武装闘争を継続していることに業を煮やして昨年2月に停戦を破棄し、5月には和平交

渉も打ち切った。 

 各地で治安部隊とNPAゲリラの激しい交戦が相次ぐ中、昨年12月5日には政府が

NPAを「テロ組織」に正式指定したこともあって、双方の対立は一層鮮明になり、政

権発足当初の和平ムードは完全に過去のものとなっている。 

 また、「バンサモロ・イスラム自由戦士（BIFF）」や「アブ・サヤフ」は対話の呼び

かけに全く応じなかったことから、ドゥテルテ政権はそれらのイスラム過激組織に対

する掃討作戦も強力に推進している。 

 昨年末に国軍が行った報告によると、治安部隊は昨年、「アブ・サヤフ」と53回に

わたって交戦してメンバー128人を殺害、80人を逮捕したほか、144人が投降したこと

により、計352人を「無力化（neutralize）」するとともに、223丁の銃器を押収した。 

 これは、2016年中に無力化した75人の4.6倍に相当する。 

 また、BIFFメンバーについては同年中に44回の交戦で182人を殺害、24人を逮捕し、

3人が投降したほか、38丁の銃器を押収している。 

 

殲滅困難なイスラム過激派 

 国軍によると、昨年末時点で「アブ・サヤフ」の推定勢力は300人～400人、BIFF

は200人～300人である。国軍は今年中に掃討作戦で両組織を壊滅させることを目標に

掲げているが、それらの目標が達成される公算は極めて低い。 

 なぜなら、「アブ・サヤフ」やBIFFのようなイスラム過激組織は地域に深く根差し

ていて、部族的な結束も非常に強く、メンバーが死亡しても、その兄弟や親族などを
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リクルートしていくらでも補充できるからである。 

 「アブ・サヤフ」はミンダナオ島南西のスルー諸島に分布するタウスグ族、BIFF

はマギンダナオ州やコタバト州などに分布するマギンダナオ族、そして、マラウィ市

を武装占拠した「マウテ・グループ」はマラナオ族を主体として構成されており、そ

れぞれのコミュニティーを温床として勢力を維持している。 

 また、この3組織はISに忠誠を誓っており、組織間の連携・共闘関係も強まってい

る。マラウィ市占拠事件では、部族の枠を超えて「アブ・サヤフ」やBIFFのメンバー

も多数参戦し、フィリピン内外の治安当局者を驚かせた。 

 マラウィ市占拠事件の終結後も、ミンダナオ島はIS支持者達にとって特別な地とな

っている。ISがシリア・イラクで支配地域を失った今、同地は新たな集結場所として、

東南アジア地域をはじめとする国外からも続々とジハード主義者が侵入している。 

 昨年末以降はマギンダナオ州を中心に治安部隊とBIFFの戦闘が激化しており、一般

住民の巻き添え被害も含め多数の死傷者が出ている。BIFFは麻薬組織との結託が指摘

されており、麻薬や地元住民の恐喝などを資金源として戦力を増強しつつあると見ら

れている。 

 マラウィ市占拠事件では、IS指導部によってアミール（指導者）に任命された「ア

ブ・サヤフ」最高幹部のイスニロン・ハピロンの下に1,000人規模のジハード主義者

が集った。ハピロンはマラウィ市で治安部隊に殺害されたが、ISが後任の有力なアミ

ールを新たに指名すれば、ミンダナオのイスラム過激派は再び求心力を得て大同団結

し、重大テロを再発させるおそれがある。 

 

困難な二正面作戦 

 NPAに関しては、昨年末時点の推定勢力は3,700人であり、国軍はその勢力を年内

に半減させることを目標に掲げている。 

 国軍の東ミンダナオ司令部（EastMinCom）が管轄するミンダナオ島東部（ダバオ

市を含むダバオ地方、カラガ地方、一部の北ダバオ地方とソクサージェン地方）には、

全NPA勢力の約45％が活動していると見られており、国軍は同地域を対NPA掃討作戦

の優先地域に位置づけている。 

 そのため、同地域には昨年後半から今年の年初にかけて陸軍の5個大隊が次々に増

派され、東ダバオ州やコンポステラバレー州などで交戦が相次いでいる。 
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 NPAは、ドゥテルテ政権下での停戦期間中に着々と勢力範囲を拡大してきた。国軍

によると、ミンダナオ島西部でNPAの影響下にあるバランガイ（最小行政体）は2016

年末に15か所だったのが、昨年6月時点では3倍超の49か所に増加し、東部ミンダナオ

地域でも189か所から368か所へと倍増した。 

 また、昨年1月～11月にミンダナオ島で発生したNPAによる民間企業襲撃事件は56

件、その際の放火や重機破壊などによる被害総額は2億2,460万ペソ（約5億320万円）

で、これも2016年通年の31件、1億156万ペソ（約2億2,750万円）から大幅に増加し

ている。 

 つまり、治安改善の手腕を期待されて発足したドゥテルテ大統領の1年半は、国内

反政府勢力対策の面では完全に失敗し、アキノ前政権よりも大幅に状況を悪化させた

訳である。その中でも最悪の失態が、最終的に2,600人以上もの死傷者を出したマラ

ウィ市の武装占拠事件であり、同事件は今後長期にわたって禍根を残し、宗教対立や

反政府テロの動機となり続けることは間違いない。 

 ドゥテルテ政権はこれらの失敗を挽回すべく、イスラム過激派と左翼ゲリラの双方

に対して強硬な掃討作戦を展開しているが、治安部隊の戦力には限りがあるだけに、

この二正面作戦は相当な困難を伴う。 

 「アブ・サヤフ」とBIFFの年内殲滅は前述のとおり事実上不可能と言ってよいが、

NPAの半減も掛け声倒れになる可能性が高い。NPAはミンダナオ島のみならず、北部

のルソン島や中部のネグロス島、サマール島をはじめ全国各地で活動していることか

ら、戒厳令は再延長が繰り返されるだけでなく、その施行範囲が全土に拡大されて、

マルコス政権時代のような状況に逆戻りする事態もあり得る。 

 実際、ドゥテルテ大統領は戒厳令の施行範囲拡大の可能性についてこれまで何度も

言及している。しかし、悪名高いマルコス独裁体制の戒厳令下ではNPAが却って民衆

の支持を集め、最盛期には2万5,000人規模にまで膨張しており、ドゥテルテ政権の今

後の判断次第では、そうした「前車の轍を踏む」ことにもなりかねない。 
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3 【英国】【英国】【英国】【英国】 ～ 昨年続発したテロに関する治安当局の検証報告書 ～ 

 英国で昨年3月から6月までに発生した4件のテロ事件を対象に、発生に

至るまでの情報収集と分析の在り方や捜査方法を検証した報告書が、英国

内務省から昨年12月に公表された。 
 同報告書はこの4件の検証を通じて、現在の英国におけるテロ対策の問

題点と今後の改善の方向性を示している。 

 

昨年続発した4件のテロ事件を検証した報告書を昨年末に公表 

 英国では、治安情報の収集と分析を内務省管轄の情報機関である英国情報局保安部

（MI5）が、容疑者の捜査と逮捕をロンドン警視庁がそれぞれ担当しており、特に国

際テロに関しては2003年6月に創設された合同テロ分析センター（JTAC：Joint 

Terrorism Analysis Center）の下でテロ対策が講じられてきた。 

 その結果、2013年10月から昨年末までの間にイスラム過激派が関係する20件のテロ

計画が阻止され、そのうちの7件は昨年3月22日以降に計画されたものであった。しか

しながら、昨年3月から6月までの間に次の4件のテロ事件が続発し、計36人（死亡し

たテロ実行犯を除く）が死亡、200人以上が負傷した。 

［ 2017年3月～6月に発生したテロ事件 ］ 

日 時 事件概要 死傷者 

3月22日(水) 
午後3時頃 

ロンドン中心部のウエストミンスター橋と英議会議事堂の

敷地内で、英国人の男（52歳）が車両暴走により歩行者ら

を殺傷後、刃物で警察官を殺害 

5人死亡 
32人負傷 

5月22日(月) 
午後10時40分頃 

マンチェスターで行われた米国人女性歌手によるコンサー

トの会場出入口で、終了直後に英国人の男（22歳）が簡易

爆弾（IED）により自爆 

22人死亡 
116人負傷 

6月3日（土） 
午後10時頃 

ロンドン中心部のロンドン橋と隣接するバラマーケット

で、英国人（27歳）、モロッコ人（30歳）、イタリアとモロ

ッコの二重国籍者（22歳）の男計3人が車両暴走とナイフ攻

撃で歩行者らを殺傷 

8人死亡 
45人負傷 

6月19日（月） 
午前0時20分頃 

ロンドン北部フィンズベリー・パーク地区のモスクに英国

人の男（47歳）が車両で突入 
1人死亡 
10人負傷 

 

 MI5とロンドン警視庁は、今後のテロ対策の改善を図る目的で、上記4件のテロ事件

を対象に、テロ発生に至るまでの情報収集と分析の在り方や捜査方法を検証した報告

書を、内務省の依頼を受けた勅撰弁護士の名前に因んで「アンダーソン・レビュー」

として昨年12月5日に公表した。その要点は次のとおりである。 
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2010年から監視対象になっていたウエストミンスターテロ実行犯 

 1964年にケントで生まれ育った実行犯、カリド・マスードに関しては、ロンドン警

視庁には1983年～2003年の約20年間に7件の前科（傷害、暴行、脅迫、不法武器所有

等）が記録されていた。また、警察官の顔をナイフで刺した傷害事件で2000年7月か

ら2年間服役している間に、刑務所内でイスラム教に改宗したことも把握していた。 

 MI5は、2004年4月時点でマスードを監視し始め、2010年初頭に当時滞在していた

サウジアラビアでイスラム過激派と接触していた事実を確認したため、同年2月17日

に重要監視対象に指定したが、危険情報が得られなかったため、2週間後に監視レベ

ルを引き下げていた。その後も、マスードと他の監視対象者やイスラム過激組織との

接触の事実は掴んでいたが、差し迫った危険レベルにあると判断せず、重要監視対象

として再調査をすることはなかった。 

 

重要な手掛かりの情報を誤認したマンチェスター自爆テロ 

 1994年にマンチェスターで生まれた実行犯のサルマン・アベディに関しては、ロン

ドン警視庁には窃盗や盗難品の不当取得、および大学時代の女性暴行などの一般犯罪

のみが記録されており、テロ関連の記録はない。 

 一方、MI5は2014年1月時点でアベディをテロの注意対象者と認識し、他の監視対

象者との接触も時折確認していたものの、重大な危険情報は得られず、監視レベルを

引き上げることはなかった。 

 テロ事件の数か月前、MI5はアベディとテロ計画に関する2件の有力情報を確認した

が、結果的にその情報が示唆する有力な手掛かりを正確に判断できなかった。 

 特に、テロ実行の約1か月前の昨年4月にアベディがリビア旅行から帰国した際、空

港で取調べを行わなかったことが、テロの実行を決定的にした可能性が高い。 

 アベディに関する情報は比較的多く収集できたため、さらに絞り込んだ監視対象の

1人に位置づけてABEDIの危険度を判定する会議が、昨年5月31日に開催される予定

であったが、それ以前の5月22日にテロが発生してしまった。アベディは5月15日～18

日の間もリビアに滞在し、決行直前に帰国していたが、MI5がこの事実を掴んでいた

かどうかは不明である。 
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重要監視対象ながら阻止できなかったロンドン橋・バラマーケットテロ 

 テロ実行犯3人の中で主犯格だったクーラム・ブットは、1990年にパキスタンで生

まれ、1998年に家族と一緒に亡命して英国に渡り、2005年に市民権を得た。2013年

に結婚して昨年5月に長女を得たが、その後1か月も経たずにテロを敢行した。 

 ロンドン警視庁の犯罪記録によると、ブットは2016年の10月に詐欺で逮捕されたが、

保釈が認められ、テロ実行日の2日前に当たる昨年6月1日に不起訴となっており、そ

の他に犯罪記録はない。 

 MI5は2015年半ばからテロ実行日に至るまで、ブットをテロも含めた過激行動の危

険性が極めて高い人物に分類し、重要監視対象としていた。 

 しかし、2015年11月のパリ同時襲撃テロや昨年3月のウエストミンスターでのテロ

などが発生する度に、人員の制約から監視レベルが引き下げられた。ブットは昨年初

めからフィトネスジムに務めていたが、そこでイスラム過激組織と接触し、共犯者と

相談してテロ計画を具体化していったことが判明している。 

 事件前の昨年5月5日には、ブットの危険度を判定する会議が開かれ、差し迫った危

険情報が確認されないことを理由に、判断保留と調査継続が決められたが、その後も

有力情報が確認されないまま、テロ当日を迎えることになった。 

 共犯者の1人であるユスフ・ザグバはモロッコとイタリアの二重国籍を有しており、

2015年6月30日から英国で労働ビザを得て働いていたが、モロッコ、イタリア、英国

のいずれの国でも犯罪記録はない。ただ、2016年3月にイタリアのボローニャ空港で

入国管理官に旅行目的を聞かれた際、うっかり「テロリスト（Terrorist）としてトル

コに行く」と答えた直後、「旅行者（Tourist）だ」と言い換えて取り繕ったため、別

室で取調べを受けた。 

 ザグバがイスラム過激派に共鳴していることを感じ取ったイタリア当局は、シェン

ゲン協定国警戒リストにザグバを加えたが、当時のイタリアにはテロのカテゴリー設

定がなかったため、一般犯罪者のカテゴリーにリストアップしたのみで、昨年1月23

日にはそのリストからも削除した。それ以降、英国の入国管理記録には少なくとも3

回にわたってザグバの出入国が記録されたが、特に尋問を受けることもなく英国に入

国させている。また、前述のボローニャ空港での出来事の後、イタリアの治安当局は

MI5にザグバの身元照会と調査を求めたものの、MI5は何の返答もしないまま放置し

ていた。 
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フィンズベリー・パークのモスク突入 

 1969年にシンガポールで生まれ、英国で育った実行犯のダレン・オズボーンについ

ては、ロンドン警視庁とMI5のいずれにも記録が一切なく、警戒対象になっていなか

った。 

 

今後のテロ対策改善の方向性 

 前述のテロ事件の検証を踏まえて、同報告書がテロ対策改善の方向性は次のとおり

である。 

① テロ関与の危険性が高い監視対象者以外も監視対象にする。そのために個人情

報に関するビッグデータや新たな情報収集ツールを導入・活用し、データを取得・

分析・共有する能力を向上させる。 

② 公的機関に加えて、民間機関も積極的に活用し、潜在的テロリストの探索や武

器購入の防止を強化する。 

③ MI5が入手した情報は、各機関の縦割りによる組織の壁を越えて他の治安機関

と横断的に共有する。それにより、正確でタイムリーな危険情報に基づいて、各

諜報・捜査機関が的確な判断や適切な行動が取れるようにするとともに、テロ対

策本部の意思決定の精度を向上させる。 

④ イスラム過激派によるテロだけでなく、極右などの国内過激主義なども含めた

あらゆる種類のテロの分析と対応を同等に実施する。また、共通の言語・方法・

行動でテロ対策に取り組む体制を確実なものにするため、従来同様にMI5とロン

ドン警視庁からの職員で構成される合同テロ分析センター（JTAC）を維持・強

化していく。 
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4 【世界共通】【世界共通】【世界共通】【世界共通】 ～ 増加が危惧される放火テロ ～ 

 欧米をはじめ世界各地で近年、「イスラム国（IS）」などの過激思想に感

化された個人や少人数のグループによる、ナイフでの襲撃や車両暴走など

といった準備が容易で安価に実行できるテロが続発している。 
 「DIY（Do It Yourself）テロ」などと称されるその種のテロ手法の中で

も、今後増加が危惧されるのが「放火テロ」である。例えばナイトクラブ、

映画館、劇場などといった多数の人々が集まっている密室空間に燃料を撒

いて放火すれば、火災と煙により一挙に多数を殺傷し、甚大な被害をもた

らすことができるだけに、そうした施設における放火対策などの重要性が

高まっている。 

 

都市部での放火テロを呼び掛ける「イスラム国（IS）」 

 21世紀は「テロの世紀」とも呼ばれており、世界各地で大小様々なテロが多発して

いる。それらの中でも多数の死傷者を伴う重大テロは、かつては事前の入念な計画や

準備期間、訓練、多額の資金などをもって実行されており、その極致が2001年の「9.11

米同時多発テロ事件」であった。数年間にわたって組織的かつ周到に準備された同事

件は、米本土で3,000人近くもの犠牲者をもたらした。 

 しかし近年では、誰でも比較的容易かつ安価に準備できるテロ手法がトレンドにな

っており、中でもトラックなどの車両を暴走させて歩行者を轢殺したり、銃や爆発物

ではなく身近なナイフで襲撃するテロが欧米などで続発している。 

 それらのテロ手法は、元はパレスチナ過激派がイスラエル治安当局による厳しい取

締り体制下でも実行可能な闘争手段として確立させ、それをアルカイダや「イスラム

国（IS）」がオンライン雑誌などを通じて広めた。 

 そうしたテロは「DIY（Do It Yourself）テロ」などと呼ばれているが、それらの中

で今後増加が危惧される手法の一つに「放火テロ」がある。 

 放火テロは、1960年代以降にイスラエルでパレスチナの過激派が多用してきたほか、

近年ではタイ最南部のイスラム過激派も続発させている。 

 2012年には、アルカイダ系組織「アラビア半島のアルカイダ（AQAP）」がオンラ

イン雑誌「インスパイア」（第9号）などを通じて放火テロを呼び掛けた。その主な標

的としては米国が想定されており、広範囲に損害を与えるために森林への放火が推奨

されている。 
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 一方、ISは昨年1月に発行した「ルーミーヤ」（第5号）

で、欧米をはじめとする世界各地での都市部を舞台とした

放火テロを呼び掛けた。 

 その標的としては、バー、ナイトクラブ、住宅、工場、

ガソリンスタンド、病院、銀行、学校、宗教施設等々が挙

げられている。 

 ISは、放火の最も簡単な方法として、空き瓶にガソリン

と布を詰めた火炎瓶を推奨しているほか、「コンドミニア

ムなどの住居ビルへの放火は、深夜から早朝にかけての

時間帯に地上階の非常階段で火災を起こすことによって、

より多くの犠牲者を出すことができる」などとしている。 

 また、ISは2016年11月15日にロシア・モスクワ北東郊

ロシノ・ペトロフスキーの家具工場で発生した放火テロ事件を、放火による死傷者は

出なかったものの、多大な経済的損失をもたらした1つの成功例として紹介した。 

 そうした中、放火テロ事件は世界各地で未遂を含めて次のとおり続発している。 

［ 主な放火（未遂を含む）と摘発事例（2016年9月～）］ 

≪2016年≫ 
 9月14日［イスラエル］ヨルダン川西岸地区のタイベで、治安当局がコンサー

ト会場のスタジアムを狙った放火テロを計画していた容疑で、IS信
奉者の男3人（20歳～32歳）を逮捕した。 

10月11日［スウェーデン］南部マルメのシーア派モスクが放火された（死傷者

なし）。後日、ISが犯行声明を発した。 
11月22日～26日［イスラエル］北部ハイファ市などの各地で放火と見られる大

規模な森林火災が相次ぎ、住宅約1,800戸に被害が出たほか、煙を吸

い込むなどして住民ら150人以上が負傷した。治安当局は27日までに

容疑者35人を逮捕した。 
12月 9日［スウェーデン］午後10時頃、ヨーテボリでシナゴーグ（ユダヤ教会

堂）敷地内に火炎瓶が投げ込まれた（死傷者なし）。 
12月11日［オーストラリア］ビクトリア州メルボルン近郊のフォークナーに所

在するシーア派モスクが男3人組に放火された（死傷者なし）。 
≪2017年≫ 

 4月22日［ベトナム］ホーチミン市のタンソンニャット国際空港で3階出発ロ

ビーと駐車場にガソリンを使った遠隔起爆式の簡易爆弾（IED）が仕

掛けられた。駐車場では小規模な爆発が発生し（死傷者なし）、ロビ

ーでは犯人らが直前に怖気づいたため爆発しなかった。反政府組織

のメンバー15人が逮捕され、5年～16年の禁錮刑が下った。 
 7月 4日［ザンビア］午前4時30分頃、首都ルサカ最大規模の市場「ルサカ・

［「ルーミーヤ」の放火テロ

推奨記事。米テキサス州ダ

ラスの教会の画像が標的例

として掲載されている］ 
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シティ・マーケット」が反政府組織メンバーに放火された。治安当

局は15日、容疑者11人を逮捕した。 
≪2018年≫ 

 1月 9日［フランス］パリ近郊のポルト・ド・ヴァンセンヌでユダヤ系スーパ

ーマーケットが放火され、建物が全焼した。同店では、3年前の同日

に、自動小銃で武装したIS信奉者による人質事件（4人死亡、4人負

傷）が発生している。 
 1月17日［ロシア・イングーシ共和国］深夜、最大都市ナズランに所在する人

権団体「メモリアル」の事務所が男2人組に放火されて全焼した（死

傷者なし）。 
 

危惧される密室空間への放火テロ 

 放火テロは、ガソリンなどの燃料さえあれば誰でも実行できる。その燃料ですら、

給油所で買わなくても路上駐車の車両から盗めばいいだけであり、資金はほぼ不要と

言ってよい。武装襲撃や車両暴走テロなどと違って、放火後に犯人が逃げおおせる確

率が高いため、連続犯も可能である。 

 また、やり方次第で甚大な人的・物的被害をもたらすことができ、特に多数の人々

が集まっているバーやナイトクラブ、映画館、劇場などの密室空間は狙われる危険性

が高い。下記の事件例はイスラム過激派による放火テロではないものの、いずれも多

数の人々が犠牲になった。同様の凶行が今後続発するおそれがあり、人が集まる施設

における放火対策や、火災発生時の避難誘導訓練などの重要性が高まっている。 

［ 多数の死傷者を出した放火事件例 ］ 

1973年 6月24日［米国］午後8時頃、ルイジアナ州ニューオリンズのフレンチク

ォーターで、3階建て建物の2階に入居していたゲイバーが何者か

に放火され、火災と煙により店員や客ら32人が死亡、15人が負傷

した。 
2011年 8月25日［メキシコ］午後3時20分頃、北東部ヌエボレオン州の州都モン

テレー市西部に所在するカジノ「Royale」に、車で乗りつけた20
人程度の武装集団が押し入り、フロアにガソリンと見られる燃料

を撒いて放火した。火炎は店内へ一気に広まり、ビル内にいた客

や従業員など少なくとも53人が死亡した。 
2015年12月 4日［エジプト］未明、カイロ中心部に近いアグーザ地区のナイトク

ラブに火炎瓶が投げ込まれ、火災で少なくとも16人が死亡、2人
が負傷した。入店を断られた客らによる犯行と見られている。 

2017年 6月 2日［フィリピン］マニラ首都圏パサイ市で、ギャンブル依存症の男

（42歳）が自動小銃で武装して大型カジノ施設「リゾーツ・ワー

ルド・マニラ」を襲撃し、ガソリンで放火した後に焼身自殺した。 
 上階の宿泊施設にいた客や従業員ら37人が火災による煙で窒息

死したほか、約70人が負傷した。



 

 

該 当 国 お よ び 記 念 日 等 の 概 要 備 考

1/20 〔米国〕トランプ大統領就任1周年

1/24 〔中東・クルド人居住地区〕クルディスタン共和国樹立(1946年)
　　※ ロシアの支援で建国されたが、1年で崩壊

※ テロの可能性

〃 〔ロシア〕モスクワのドモジェドボ空港ロビーで自爆テロ(2011年)
　　※チェチェン武装勢力による自爆テロで37人死亡、180人以上負傷

1/25 〔エジプト〕反ムバラク抗議行動開始記念日（2011年） ※ 前後にデモ・テロの可能性

1/26 〔インド〕共和国記念日（1950年） ※ 各地で反政府テロの可能性

〃 〔パキスタン〕イスラマバード・マリオットホテル前自爆テロ(2007年)
　　※ インド共和国記念日式典狙いのテロで8人死傷

1/28 〔中国〕第1次上海事変（一・二八事変） （1932年） ※ 反日デモ等の可能性

〃 〔フィンランド〕大統領選挙

1/31 〔チェコ〕大統領選挙

2/4 〔スリランカ〕独立記念日(1948年)　※独立70周年

2/5 〔ロシア〕モスクワの地下鉄爆破テロで死者39人、負傷者130人(2004年)

〃 〔パキスタン〕カラチでシーア派狙いの自爆テロ、25人死亡(2010年）

2/9
～13

〔ブラジル〕カーニバル（リオ等） ※ 期間中に犯罪多発

2/9
～25

〔韓国〕平昌冬季五輪

2/11 〔イラン〕革命記念日(1979年) ※ 毎年官制デモ開催

2/12 〔ベネズエラ〕反政府デモ4周年（2014年） ※ 各地で反政府デモの可能性

2/13 〔インド〕プネのレストランで外国人狙いの爆弾テロ、17人死亡(2010年)

2/14 〔フィリピン〕バレンタインデー同時爆弾テロ(2005年)
　　※ マニラ首都圏マカティ、ミンダナオ島ダバオ、ヘネラルサントスの
　　　3市で計7人死亡、151人負傷

※ テロ再発の可能性

〃 〔レバノン〕ハリリ前首相暗殺テロ(2005年) ※ デモや政治集会の可能性

〃 〔バーレーン〕反体制抗議行動開始記念日（2011年） ※ デモの可能性

2/15 〔リビア〕反カダフィ行動開始記念日（2011年） ※ デモや武力衝突の可能性

2/16 〔北朝鮮〕金正日総書記誕生

2/16 〔中華圏、韓国など〕旧正月 ※ 前後に犯罪・労使紛争増加

2/17 〔セルビア・コソボ〕コソボが独立宣言（2008年） ※ 独立反対派によるテロ・

 デモの可能性

〃 〔トルコ〕アンカラ自爆テロ事件（2016年）
　　※　官庁街で車両爆弾により29人死亡、61人以上負傷

2/24 〔ドイツ〕国家社会主義ドイツ労働者党（ナチ党）創設記念日（1920年） ※ ネオナチ等による騒動や

　外国人襲撃の可能性

2/25 〔フィリピン〕エドサ革命記念日（1986年）

記 念 日 ･ 行 事 予 定 等 一 覧 表 (2018/1/20～2/28)
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