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イエメンとはどういう国か：
幸福のアラビア（Arabia Felix）
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イエメン人男性が身に着ける短刀
（ジャンビーヤ）
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イエメン男性の嗜好品カート
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イエメンの特産品乳香

5



幸福のアラビアで何が起きているのか
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イエメンについて

• アラビア半島南端の国で、北はサウジ、東はオマーンと国境を接する
• イエメンの人口 29,825,964（2020年央国連）
• 人口の38.4 %が都市部で暮らす
• 宗教は、スンニー派(65％）、ザイド派（シーア派）（35％）（出所：CIAファクトブック）
• 首都サナアは、標高2300mの高地
• 中間年齢は、20.2歳
• 南イエメンと北イエメンに分かれていたが、1990年に南北統一
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国連は、2021年末までの段階で、37万7千人が紛争の直接、あるいは間
接的な理由で、亡くなったと推定。その7割が子どもとみている



イエメン内政に関わった3人のリーダー
①左上 アリー・アブドッラー・サーレハ元大統領
（2017年12月フーシー派により殺害）
②左下 アブドラッボ・ハーディ現大統領

（アラブの春で、サウジの支援をうけて大統領に
就任）
③右下 アブドル・マーリク・アル・フーシー
（フーシー派の首領）
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フーシー派のスローガン
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アッラーは偉大なり

米国に死を

イスラエルに死を

ユダヤ人に呪いを

イスラムに勝利を



内戦にいたる経緯 その１

897年 イエメン北部で、ハーシド部族とバキール部族連合が、ザーイド
派に宗派を変えた。預言者の子孫の家系であるフーシー派が部族の指
導や調整にあたり、存在感を示す
1918年～62年 ムタワッキル王国がイエメンを統治（ザーイド派イマー
ムが国王）
1962年 北イエメン革命→宗教的権威否定➡共和国に
1980年代 ワッハーブ派の宣教施設設立
1990年 南北イエメン統一（サーレハ統一大統領就任）
1990年代初め フーシー派家長バドルディーンがザーイド派復興運動
「信仰する若者」を開始
1994年 南北内戦。北が南を制圧
2003年 イラク戦争後、フーシー派家長長男のフサインが反米演説で
人気を高める
2004年 サアダ事件で、フサイン殺害される
2005年以降 サーレハ政権と、フーシー派がたびたび衝突するも、その
たびに停戦合意
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内戦にいたる経緯 その２

2011年12月アラブの春、反政府デモ拡大、サーレ
ハ大統領が事実上権力移譲。
フーシー派は、北部3州を掌握
2012年2月 ハーディ正式に大統領に就任
2013年3月 包括的国民対話会議設置（フーシー
派も参加）
2014年1月新憲法に関わる合意文書(連邦制導
入）発表
2014年2月 フーシー派連邦制の線引きに反対し、
南下を開始。
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イエメン内戦の展開 その１
2014年8月 フーシー派首都サナアに展開

2015年
1月フーシー派アデンの暫定大統領府を包囲。ハーディ大統領辞意を表明
2月 フーシー派2年間の革命委員会による統治を発表。ハーディ、アデンを
脱出

3月15日 ハーディ、サウジに移動

3月26日 サウジ主導の10か国で構成されるアラブ連合軍空爆開始
5月 アラブ連合軍が地上部隊を派遣。フーシー派はサウジに弾道ミサイル
攻撃開始

2016年7月 フーシー派とサーレハ支持派が最高政治評議会を設立

2017年
1月 UAEが支援する南部諸勢力が紅海沿岸部に進攻し、3月にはモカを制圧
12月4日 フーシー派が、共闘を組んでいたサーレハ前大統領をサウジ和平
に言及したため殺害
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イエメン内戦の展開 その２
2018年
1月 UAEが支援する南部移行評議会（STC）がアデンを掌握
5月以降 南部諸勢力が、国連の人道支援の受け入れ口となっていたフーシー派支配の
ホデイダを攻撃
12月14日 ホデイダで停戦合意
2019年
8月 南部勢力のSTC、セキュリティ・ベルト（南部勢力の一部）がハーディ政府軍と衝突
9月 サウジのアラムコ施設二か所がドローン、ミサイル攻撃をうける
9月 フーシー派報道官が、サウジのナジュラーン地区で攻撃を仕掛け、敵軍の3個旅団
を壊滅させたと発表。サウジ側は否定。
11月5日 サウジの仲介で、STCとハーディ政権が権力分担協定に署名
2020年
4月26日 STCは南部の自治開始を宣言
10月中旬 ハーディ政権側とフーシー派の間で、約千名の捕虜交換
12⽉18⽇：ハーディ⼤統領が新内閣(ハーディ政権とSTCとの連⽴）を発表。
12⽉30⽇：新内閣閣僚の乗せた航空機がアデン空港に着陸した直後に⼤爆発が発
⽣。少なくとも25⼈が死亡し、110⼈が負傷。
2021年
1⽉10⽇：⽶国務⻑官マイク・ポンペイオは、フーシー派を「外国のテロ組織」と
して指定し、バイデン⼤統領が就任する前⽇の1⽉19⽇に発効すると発表
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イエメン内戦の展開 その３
• 2021年1⽉27⽇：バイデン政権は、UAEとサウジアラビアへの多額の武器
販売の⼀部を少なくとも⼀時的に保留すると発表

• 2⽉4⽇：バイデンは、⽶国がイエメンでのサウジ主導の連合軍の戦闘への
⽀援を終了すると述べ、停戦を要請

• 2⽉5⽇：国務省当局者は、バイデン政権がフーシー派のテロリストグルー
プとしての指定を取り消す意向を表明

• 2⽉16⽇：ブリンケン国務⻑官、フーシー派の「外国のテロ組織」指定解除
• 3⽉16⽇：賃⾦未払などに抗議するデモ隊がアデンの⼤統領宮殿に乱⼊。そ
の後イエメン⾸相マエーン・サイード、暫定⾸都アデン脱出。

• 7⽉30⽇：サウジ政府は、フーシー派によるサウジ商業船舶へのドローン攻
撃を阻⽌したと発表

• 9⽉5⽇：フーシー派は、アラムコ最⼤の⽯油輸出積み込み施設と550 b / d
規模の原油およびコンデンセート精製所があるラスタヌラへ8機の武装ド
ローンとミサイル1基で攻撃したと発表。

• 9⽉28⽇：イエメン⾸相マエーン・サイード、暫定⾸都アデンに帰還（3⽉
にデモ隊に⼤統領宮殿に乱⼊されて以来初めて）⽶政府帰還を歓迎

• 9⽉28⽇：サリバン⽶⼤統領国家安全保障補佐官サウジを訪問し、MBS皇
太⼦と会談

• 10⽉24⽇：サウジ連合軍マアリブでフーシー派260名殺害と発表
• 10⽉30⽇：アデン空港⼊り⼝付近でトラック爆発。少なくとも6名死亡。
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イエメン内戦の展開 その４

• 2022年1月2日 紅海ホデイダ沖で、軍事物資を運搬していたとの
理由でフーシー派UAE船舶を拿捕（乗組員11名、うちインド人7名）

• 1月17日、フーシー派アブダビ石油施設とアブダビ空港を弾道ミサ
イル、ドローンで攻撃（フーシー派作戦名「イエメンのサイクロン作
戦」）。インド人2名、パキスタン人1名死亡

• 1月21日、サアダ県の刑務所がサウジ主導アラブ連合軍により空
爆され、少なくとも70名が死亡

• 1月24日、フーシー派アブダビを再度攻撃。UAEの防空システムで
迎撃。被害なし。

• 1月31日、フーシー派アブダビ、ドバイを攻撃。UAEの防空システム
で迎撃。被害なし。

• 2月2日、イラクの「アラビア半島人民の正義の約束」旅団
（ Awliyat al-Waad al-Haq）と称する組織、アブダビを攻撃。被害
なし。

• 2月10日、フーシー派サウジのアブハー空港にドローン攻撃。4人
が軽傷。
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2022年1月21日のサウジ主導アラブ連合軍による
サアダ県刑務所爆撃跡

17Almasirah net



2022年2月10日、フーシー派のドローン攻撃をうけた
サウジのアブハー空港

18arabic.sputniknews.
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イエメンではどの勢力も国内を完全支配できず
フーシー派北西部（緑）、政府軍南東部（茶）、STC（オレンジ）



誰が誰と戦っている（きた）のか
１．フーシー派（＋イランのIRGCコッズ部隊）
２．イエメン政府（ハーディ大統領勢力）（サウジ
主導のアラブ連合軍が支援）

３．南部移行評議会（STC）＋ジャイアント旅団
（UAEが支援）
４．南西部の反フーシー勢力（UAEが支援）

20

フーシー派

南部諸勢力 ハーディ大統領勢力
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イエメン内戦のキープレイヤー ①サウジのMBS皇太子、②UAEのMBZアブダビ
皇太子（UAEの実質的指導者）、③イエメンのアブドラッボ・ハーディ大統領(サ
ウジの庇護下にある）



フーシー派によるサウジ・アラムコ施設攻撃（2019年9
月14日）の主張（注：米、サウジは攻撃は南ではなく、
北側から実行されたと主張）
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世界最大の国営石油会社サウジ・アラムコ施
設の被害現場の画像（事件は2019年9月14日）
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アラビア半島人民の正義の約束旅団
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2022年2月2日、アブダビを４機の固定翼ド
ローンで攻撃（注：過去には2021年1月23日
にリヤドのヤマーマ宮殿を狙ったと主張が
あるのみ）と主張するのは、「アラビア半島
人民の正義の約束旅団」 （ Awliyat al-
Waad al-Haq）とよばれるこれまであまり知
られていない組織である。イラクのカターイ
ブ・ヒズボラと関連があるのではとの見方
があるが、真偽・詳細は不明である。同グ
ループは、UAE国防省は攻撃を確認したう
えで、3機のドローンを撃墜したと主張した。
同旅団は、次の攻撃はUAEにとってより深
刻で苦痛になるだろう」と強調した。
さらに、2月10日声明を発出し、「あなた方
の国の施設、塔、港湾、駅は私たちの正当
な標的である。あなた方への懲罰は固定翼
のドローンや長距離ミサイルに限定されな

いので、（UAEが独立した）1971年以前の状
況に連れ戻される前に機会をつかむよう
に」と警告した。
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フーシー派のサウジ、UAE攻撃能力の範囲と過去の攻撃地点



世界最大の武器輸入国サウジアラビア

• 中東諸国による武器輸入は、2010 – 14年から2015–
19年の間に61％増加し、過去5年間で世界の武器輸入
全体の35％を占めた。

• 中でも、サウジは、2015〜19年に世界最大の武器輸
入国となった。主要武器の輸入は、過去5年間と比較
して130％増加し、2015〜19年の世界の武器輸入の
12％を占めた。

• サウジのイエメンへの軍事介入について米国と英国で
幅広い懸念があったにもかかわらず、米国と英国は
2015年から19年にかけてサウジに武器を輸出し続け
てきた。サウジの武器輸入の合計73％は米国から、
13％は英国からのものであった。米国、英国の武器販
売先の第一位もサウジであった。

26



世界の武器輸出国上位6か国と輸入上位3か国
（米・英の武器売却のお得意様サウジ）

国名 2015-
2019世
界シェア

2010-
2014世
界シェア

変化率 輸入国第
一位（％）

輸入国第
二位（％）

輸入国第
三位（％）

１ 米国 36 31 +23 サウジ
（25）

豪州
（9.1）

UAE
（6.1）

２ ロシア 21 27 -18 インド
（25）

中国
（16）

アルジェリ
ア（14）

３ 仏 7.9 4.8 +72 エジプト
（26）

カタール
（14）

インド（14）

４ 独 5.8 5.3 +17 韓国（18） ギリシャ
（10）

アルジェリ
ア（8.1）

５ 中国 5.5 5.5 +6.3 パキスタン
（35）

バングラ
デシュ
（20）

アルジェリ
ア（9.9）

６ 英国 3.7 4.6 -15 サウジ
（41）

オマーン
（14）

米国
（9.1）
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2021年、サウジは世界最大の武器輸入国（世界全体の11％。総額約500億ドル。
うち米79％。英9％、仏4％）。UAEは第9位（世界全体の約3％。うち米64％、仏
10％、ロシア5％）
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サウジとUAEは、米国製地対空防衛システムSAM、パトリオッ
ト、THAADを配備。UAEはイスラエル製防空レーダーに関心



米議会の関心事項
• 米国のサウジ主導連合軍への後方支援、資材、助言、お
よび諜報支援の範囲

• サウジアラビアへの米国の武器販売の承認、不承認、ま
たは条件付け。

• サウジ主導の連合軍支援のための米国内の事業への資
金充当の妥当性

• サウジ主導の連合の空中作戦の実施とその遵守
• 国際人道法および武力紛争の法律
• イエメンへのより大きな人道的アクセスの要求
• 米国とサウジアラビアのテロ対策および国境警備の性質
と範囲と協力

• フーシー派に対するミサイル技術やその他の兵器を軍隊
に供給する際のイランの役割
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大統領選でバイデン候補は何を語っていたか

• バイデン候補は、2020年10月
2日、ジャマール・カショギ氏
の殺害の記念日に合わせて、
サウジへの武器輸出を含む
取引を、人権などの普遍的価
値観の上位に置くことはない
と宣言し、2021年1月の米大
統領就任後、サウジへの主要
武器輸出について一時保留
を発表。
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UAE、イスラエル国交正常化で進化する両国
インテリジェンス・防衛協⼒

• フーシー派によるアブダビ攻撃を受けてのイスラエルの反応： 1⽉18⽇イス
ラエルのナフタリ・ベネット⾸相がMBZアブダビ皇太⼦にメッセージを送
り、フーシー派によるアブダビ攻撃を強く⾮難。ベネット⾸相は、「イス
ラエルはMBZ皇太⼦と共に⽴っている。世界はテロに反対しなければなら
ない」と述べ、皇太⼦に「イスラエルは中東の過激派との継続的な闘いに
おいてあなたがたと協⼒することを約束する。私たちはあなたと団結して
私たちの共通の敵と協⼒し続ける」と述べた。そして、「UAEを同様の攻
撃から保護するための情報とセキュリティ⽀援を提供し、関⼼があれば、
UAEのカウンターパートに必要な⽀援を提供するようにイスラエルのセ
キュリティサービスに指⽰する」準備ができていると宣⾔した。

• UAEのイスラエル防空最新レーダー購⼊の動き：UAEは、イスラエルのア
ロー・システムの⼀部であるグリーンパインレーダーの⾼度なバージョン
ELM-2080Sを求めている。これは、複数の弾道ミサイルを同時に迎撃でき
るよう設計されており、イスラエルが同意すれば、それは両国間の最初の
主要な軍事技術の取引となる。売却が承認された場合、レーダーはUAEに
よって購⼊され、イスラエルでの短いトレーニングセッションの後に、
UAE部隊が⾃ら操作する。イスラエルの企業は過去にサイバーシステムと
国防装備をUAEに販売してきたが、⾼度なレーダーシステムの売却は両国
の軍事協⼒が別のレベルに移ったことを意味する。 32



さらにUAEとイスラエルのイエメン・ソコトラ島に
進出との見方

• アラブ情報筋によると、イスラエルとUAEはイエメンのソコトラ島に軍事情報
収集基地を設置するとの見方が出ている。インド洋のイエメン本土の南に
ある3,650平方キロの島から、バーブ・エルマンデブ海峡を一望できる。

• イエメンへのサウジ主導の介入が始まって以来、UAEはアラブ連合軍にお
ける正式にサウジアラビアの同盟国であり、UAEが支援するイエメン分離
主義運動が主体の南部移行評議会は、サウジが支援するハーディ政権と
フーシー派との対峙においては同盟関係にあったが、過去3年間で、南部
移行評議会が、ハーディ政権を排除してアデンの支配を強化し、ソコトラ島
も管理している。何年もの間、UAEはその戦略的な場所にアクセスしようと
努めてきた。長年にわたるイエメン政情の不安定さと外国の介入によるイ
エメン国家の崩壊は、UAEに対してより直接的な行動への道を開いた。

• UAEの商業機ロイヤル・ジェット（Royal Jet）がソコトラ島への飛行を開始し、
2020年８月下旬には、外国（UAE・イスラエル代表団とみられる）が島に入
国審査なしで到着したこと、UAEは、島の西端カッタナンと東端ザフラ地区
の２つに基地を設けようとしており、さらに８つの通信塔を建設しようとして
いるとの観測が出ている。
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イエメンの難民キャンプで暮らす子どもたち
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激化するアラブ連合軍のフーシー派支配地区空爆(2015年以来2万4千回）



国連事務総長が公表する児童と武力紛争年報2016の
「恥のリスト」からサウジ主導有志連合が削除
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イエメンでの子どもの被害に関する国連事務総長の報告の
中でのアラブ連合軍の扱い

• 2020年6月15日に発表された子供と武力紛争に関する
年次報告書の中で、アントニオ・グテーレス事務総長は、
サウジ主導の連合軍が2019年にイエメンの学校と病院
に対する222人の子供たちの死傷者と4人の攻撃に責
任があると報告したが、それでも子供に対する重大な
違反の責任者の「恥のリスト」からアラブ連合軍を削除
した。

• 潘基文（当時）事務総長は、2016年にサウジアラビア政
府からの圧力に屈し、彼らの軍隊を彼のリストから削除
した。彼の名誉のために、彼は、とりわけパレスチナ難
民のための国連プログラムへの拠出を削減すると表明
したサウジアラビアによる国連への警告を公に非難し
た。

• これは、国連事務総長と言えども拠出国の意向に反し
たレポートは出しにくいことを示している。

37



国連事務総長「武力紛争と子どもたち」2020年レ
ポートより：イエメン「恥のリスト」2021年5月発表

• Parties in Yemen Non-State actors
1. Al-Qaida in the Arabian Peninsulaa
2. Houthis (who call themselves Ansar Allah)
3. Pro-government militias, including the 
Salafists and popular committees
4. Security Belt Forces
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展望が見えないイエメン戦争の行方
１．サウジアラビア➡引くに引けない泥沼状態（フーシー派を戦闘で、
完全敗北させることは困難。しかし、フーシー派が隣国イエメンで影響
力を拡大することは認めがたい。一方で、戦費は膨れ上がり、国際的
な批判も強まる。支えてきたハーディ大統領は、イエメン国内では不人
気。戦争解決策を示すことできず）
２．フーシー派➡現在戦略的要衝マアリブで激戦。他方、6年間持ちこ
たえてきたものの、全土を支配する能力に欠ける（シャブア県でUAEが
支援するジャイアント軍団に押し返される。マアリブ県でも地上の戦闘
では劣勢に回る。フーシー派内にも指導部への不満が高まる。このた
め、アブダビ等を標的にミサイル、ドローン攻撃開始。）
３．ハーディ大統領➡安保理決議2216が権力維持の根拠。当事者能
力を欠く（サウジの後ろ盾がなければ、権力を維持できない）
４．STC➡ハーディ側と連立内閣を発足させているが、本音は南部の分
離独立を目指している。ハーディとはウマが合わない。
５．UAE➡2019年一時期サウジ主導の軍事介入に関心を失い、アラブ
連合軍からUAE軍主力を撤退させていたが、2021年以降再び、イエメ
ンのSTCに近いジャイアント部隊を支援し、介入活発化。陸上での戦い
を有利に進める。イスラエルとのインテリジェンス・軍事協力を進め、
STCとの関係関係を踏まえ、ソコトラ島などに拠点構築を目論む
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（追加１）ハーディ大統領の権力維持の根拠：国連安保理決議
2216（2015年4月14日採択）

• イエメン大統領、アブド・ラッボ・マンスール・
ハーディの合法性に対する安保理の支持を
再確認し、そしてイエメンの統一、主権、独立

および領土保全並びにイエメン大統領の合
法性を損なうあらゆる行為を慎むという全て
の当事者および加盟国に対する安保理の呼
びかけをくり返し表明

https://www.unic.or.jp/files/s_res_2216.pdf
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（追加２）サウジのレバノン大使追放

• サウジアラビアは、2021年9月に発足したミカティ内閣でレ
バノンの情報相を務めていたジョージ・コルダヒが2021年10
月25日に放映されたテレビ番組（発言自体は8月）で、2015
年のサウジアラビア主導のイエメン戦争はアラブ人同士が
戦う「ばかげた」戦争であり、戦争を止めなければならな
かった、イエメン武装勢力（注：フーシー派のこと）と人民委
員会同盟勢力の戦闘員は「外部の攻撃から身を守ってい
る」と述べたことにサウジ政府は強く反発し、10月29日駐サ
ウジ・レバノン大使に48時間以内の退去を命じた。さらに、
レバノンからの輸入も全面的に禁止した。UAEもサウジとの
連帯を示して駐レバノン大使を本国に一時帰国させた。こ
のため、コルダヒ情報相は、辞任を余儀なくされた。
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