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Purported Al-Qaida Statement
Mar 12, 2004

Al-Quds al-Arabi - Aljazeera translation by Ahmed Janabi

This claim of responsibility follows the first one that JUS reported early Thursday monring.
In the Name of God,
In its last statement (al-Qaida statement in relation to Baghdad and Karbala bombings) dated 11 Muharam,
1425 Hijri calendar corresponds to 2 March, 2004, Abu Hafs al-Masri brigade promised that it was preparing
more attacks.
Here the brigade is keeping its word. The death squad (of the Abu Hafs Al-Masri Brigades) succeeded in
penetrating the crusader European depths and striking one of the pillars of the crusader alliance - Spain - with
a painful blow. These bomb attacks were part of settling old scores with the crusader Spain for its war against
Islam.
Where is America to protect you today, Aznar. Who is going to protect you, Britain, Italy, Japan and other
hirelings from us?
When we hit Italian troops in Nasirya (Iraq) and sent you and other hirelings a warning to withdraw from the
alliance against Islam, you did not comprehend our warning – now we have made it clear - we hope that it will
be understood this time.
We in Abu Hafs al-Masri did not feel sad for the death of the so-called civilians. Is it lawful for them to kill our
children, women, elderly and men in Afghanistan, Iraq, Palestine, and Kashmir, and is unlawful for us to kill
them back. (The statement then refers to Quranic verses saying that Muslim should hit back if attacked).
Stop targeting us, release our prisoners, and leave our land, we will stop attacking you. The people of US
allied countries have to put pressure on their governments to immediately end their alliance with the US in the
war against terror (Islam). If you persist we will also continue… We want to tell you that the Death Smoke
squad will reach you soon, and then you will see your dead in their thousands – God willing… This is a
warning…
In a separate attack the Jund al-Quds (Soldiers of Jerusalem) targeted a Jewish Masonic lodge in Istanbul.
Three top Masons were killed in the operation, and if it was not for the technical failure all the masons would
have been killed, but for some Devine wisdom only three were killed. Thanks God anyway.
We would like to tell Bilal bin Rabah Squad that the leadership agreed on the proposal, and when the
representative arrives, work will start.
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We also would like to tell Abu Ali al-Harithi Squad that the leadership decided that Yemen would be the third
quagmire for the idol of the time, America, and to teach the government which comes in the second place after
Musharaf, in treason and infidelity, a lesson.
Therefore, all cells are to be on alert. Action will start at (time and code given) – Do not forget to debilitate, do
not forget Abu Ali al-Harithi, and do not forget the Muslim scholar who was extradited to Egypt by Yemen
Sheik Abd al-Qadir Abd al-Aziz (Sayyed Imam Sharif). He was imprisoned three months after the September
11 attacks.
We want to inform those who kill Muslim Sunni scholars (Ulamaa') in Iraq to come to a halt otherwise …
We would like to announce to all Muslims in the world that 90% of the preparations of operation "wind of black
death" designed to be performed in America has finished, and will be performed soon God willing (at the
Mujahideen's convenience). Believers will celebrate the victory of God.
Warning to the nation:- Avoid being close to the civil and military installations of America and its allies.
God is great, God is great – Islam is drawing closer by the might of mighty and by humbling the mean.
Abu Hafs al-Masri/al-Qaida
11 March, 2004
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日[土]

「十字軍の柱に打撃」
犯行声明、イスラム過激派関与も
【カイロ＝村上大介】マドリードでの列車同時爆破テロで、犯行声明の
発表によって国際テロ組織アルカーイダの関与を浮上させた傘下組織「ア
ブハフス・アルマスリ旅団」は、昨年八月の国連バグダッド事務所爆破事
件などでも関与を認めてきた。声明を分析すると、過去に米同盟国へのテ
ロ警告を出したアルカーイダ指導者、ビンラーディン氏の録音テープなど
とも矛盾しない内容であり、声明を電子メールで受け取った汎アラブ紙ア
ルクドゥス・アルアラビーのアトワン編集長はロイター通信などに「文面
は本物のようにみえる」と指摘した。
声明は、中世キリスト教徒がスペインからイスラム教徒を追放したレコ
ンキスタ（失地回復）に言及。さらに対イラク開戦で米英を強く支持した
現代のスペインについて「死の部隊が欧州の深部に浸透し、十字軍の柱の
一つであるスペインに打撃を与えた」と述べた。
こうしたレトリックは、米国や米同盟国への自らのテロを「イスラム世
界に対する新十字軍に対する戦い」と位置づけるアルカーイダのにおいを
強く漂わせている。
また、声明は、昨秋にイラク南部ナシリヤで起きたイタリア部隊への爆
弾テロばかりでなく、今月九日にトルコ・イスタンブールで起きたばかり
の国際秘密結社フリーメーソン支部へのテロについても犯行を認めた。
しかし、アルカーイダがこれまで確実に関与した大規模なテロでは、事
件直後に犯行を認める声明を出しておらず、しばらくして流れた声明は、
テロを賛美してもアルカーイダそのものの関与を直接認める言い回しは避
けてきた。この点から、今回の声明は、過去のテロも含め、あまりにも多
くの事件の責任を直接的に認めており、逆に不自然さが残るといえる。
ただ、米国の対テロ戦の中で、アルカーイダでテロを計画する司令部や
傘下の実行部隊も世代交代しているとも指摘されており、世代交代が犯行
声明の出し方も含めた行動様式に変化を起こしている可能性も否定はでき
ず、今回の声明の真偽を見極めるのは極めて難しい作業となりそうだ。
◇
≪犯行声明の主な内容≫
ロンドン発行のアラブ紙に十一日届いた国際テロ組織アルカーイダの傘
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下組織「アブハフス・アルマスリ旅団」を名乗る犯行声明の主な内容は次
の通り。
「欧州の十字軍に奥深く浸透し、柱の一つであるスペインに痛烈な打撃
を与えることに成功した」「イスタンブールにあるフリーメーソンのユダ
ヤ人支部を攻撃した。全員を殺害するはずだったが、技術的な失敗によっ
て三人しか死ななかった」「アスナール（スペイン首相）よ、米国はどこ
にいる。誰がお前をわれわれから助けるのだ。英国か、日本か、イタリア
か、それとも対米協力者か」「世界中のイスラム教徒によい知らせがあ
る。米国を攻撃する黒い死作戦は９０％の準備が整い、最終段階だ。神の
意志によって間もなく実行される」「われわれがイラクのナシリヤのイタ
リア軍を攻撃したときに、お前や米国に反イスラム同盟から手をひけと警
告したはずだが、メッセージを受け取らなかった」「市民が死んだことは
悔やまない。アフガニスタン、イラク、パレスチナ、そしてカシミールで
子供や女性、老人、若者を殺害することが許され、われわれがお前たちを
殺すことは許されないというのか」（中東支局）
◇
≪アブハフス・アルマスリ旅団が犯行声明を出した主なケース≫
２００３年８月１９日

国連バグダッド事務所爆破テロ

１１月１２日

イラク南部ナシリヤでのイタリア軍駐屯地爆破テ

１１月１５日

イスタンブールのシナゴーグ（ユダヤ教の教会

ロ

堂）爆破テロ
１１月１６日

日本が自衛隊をイラクに派遣すれば東京の中心部

を攻撃と警告
１１月２０日
０４年３月

９日

イスタンブール英総領事館爆破テロ
イスタンブールでのフリーメーソン事務所ビル爆

破テロ
３月１１日

マドリードで同時爆破テロ
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