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紅海の南の出口であるバーブル・マンデブ海峡は，海上通商路の要所であり，その通航
が切断されれば世界経済に大きな影響を及ぼしかねないチョーク・ポイントである。特に
近年は，一方で中国や ASEAN 諸国，インドなど，経済成長著しいアジア諸国と，他方で
サウジアラビアなどの中東産油国や，エジプト・イスラエルなど紅海沿岸諸国，また経済
的な活力が高まる東アフリカ諸国との間のシーレーンの確保が，重要性を増している。
イエメン内戦の激化・泥沼化は，このバーブル・マンデブ海峡の安定通航を脅かしかね
ない危険性を秘めている。10月前半にはバーブル・マンデブ海峡をめぐって，米海軍と，
イエメンの紅海岸地域の多くを支配するフーシー派との間に衝突が生じ，フーシー派を支
援するイランとの間での緊張を高めた。日本の中東への経済的関与を阻害しかねないバー
ブル・マンデブ海峡の緊張には，細心の注意を払っていく必要がある。
本稿では，2014年以来のイエメン内戦の過程で，フーシー派がイエメンの紅海岸地域を
掌握してバーブル・マンデブ海峡を扼する地政学的な要地を掌握したことを記し，サウジ
アラビアや UAE が紅海岸諸国に活発に外交・安全保障政策上の働きかけを行っているこ
とを指摘した上で，10月前半の米国とイランの間のバーブル・マンデブ海峡の通航の自由
をめぐる緊張の高まりの一連の経緯をまとめる。その上で現段階でのバーブル・マンデブ
海峡における緊張の度合いを考察し，今後を展望したい。
１．イエメン内戦とバーブル・マンデブ海峡の争点化
2014年に首都サヌアや南部アデンをはじめとしたイエメンの主要部を掌握した北部の
反乱勢力フーシー派と，それによって放逐されたハーディー大統領派との間のイエメン内
戦の中で，バーブル・マンデブ海峡付近の航行の自由の安定確保が，国際政治上の争点と
して浮かび上がりかけている。
2014年９月にフーシー派は首都サヌアを占拠し，翌年３月までに南部の最大の港湾都市
アデンを陥落させたが，紅海の安全保障において重大な意味を持つのは，2014年10月の
ホデイダ制圧だった。ホデイダの制圧により，フーシー派はバーブル・マンデブ海峡にお
ける安全航行を脅かしうる地位に立った。
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ハーディー大統領を支援し，その政権の復帰を要求するサウジアラビアやUAEは，
2015
年３月から直接の軍事介入を開始した。この介入は第一には，サウジアラビアを背後から
脅かしかねないイエメンを，敵対的な勢力が制圧したことに反応したと見られるが，第二
に，フーシー派の背後でイランが軍事的な支援を行っていると見られることから，紅海岸
地域へのイランの影響力の伸張を阻止する意味合いも込められていると思われる。
２．サウジ・UAE による紅海岸諸国への安全保障政策
サウジアラビアと UAE は，イエメン内戦に介入するだけでなく，他の紅海岸諸国との
外交・安全保障政策上の緊密化を進めている。
そもそも国内政策としても，サウジアラビアは紅海岸の開発を進めているが，それは対
イランの安全保障政策としての意味合いを日増しに強めていると考えられる。ジェッダ，
スワル，ラービグ，ヤンブーといった紅海岸都市の開発に重点がおかれ，ペルシア湾岸地
域で産出された原油を紅海岸に送油し精製して積み出す能力を高める政策が進められてい
る。これらはバランスのとれた国土開発の試みというだけでなく，イランのペルシア湾岸
での勢力伸張が，ホルムズ海峡の安全通航を脅かすことを予防する措置ととらえられる動
きである。
サウジアラビアは2013年７月のクーデタ以降のエジプトの政権と密接な関係を結び，財
政問題が深刻化するエジプトを経済的に支えている。今年４月には，サウジ・エジプト国
境のティラン海峡に海上道路を建設する計画で合意すると共に，ここに位置するティラン
島・サナーフィール島の帰属の確定で合意した⑴。
2016年の年初に，サウジアラビアのシーア派説教師の処刑に端を発し，イランでの抗議
行動の発生・サウジ総領事館の襲撃によってサウジ・イラン関係が悪化した際に，サウジ
に追随して対イラン国交断絶を行ったスーダン，ジブチ，ソマリアは，いずれも紅海岸の
アフリカ諸国だった⑵。従来からイランと国交のないエジプトやイエメン，あるいはイスラ
エルを合わせると，エリトリアを除く紅海岸諸国の全てが，少なくとも政府レベルの公式
な関係としては，イランと断交していることになる。
今年４月29日には，エリトリアはサウジアラビアと安全保障・軍事協力協定に調印して
おり，サウジは UAE が租借して開発したエリトリア南部アサブ港⑶を拠点に，イエメン内
⑴

 内恵「エジプト・サウジのティラン海峡二島「返還」合意 紅海沿岸地域の安全保障体制に向けて
池
」
『中東協力センターニュース』2016年４月号，９−20頁
http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/2016-04/josei02.pdf
⑵ 池内恵「サウジ・イラン関係の緊張
背景と見通し」
『中東協力センターニュース』2016年１月号，14
−25頁
http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/2016-01/josei02.pdf
⑶ “How Eritrea Became a Major UAE Military Base,”Tesfanews , September 2, 2016.
http://www.tesfanews.net/west-of-suez-for-the-united-arab-emirates/
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戦への介入を行っている。UAEはサウジアラ
ビアと協調しつつ，独自に紅海岸への展開を
図っている。今年５月には紅海の出口の外，
アデン湾に面するソマリア北西部の未承認国
家ソマリランドとの間で，ジブチと隣接する
位置にあるベルベラの港湾開発について合意
した⑷。
さらに言えば，サウジアラビアはエジプト
とのティラン海峡をめぐる合意を通じて，イ
スラエルとも関係を実質上深めている。アカ
バ湾にエイラート港を有し，ティラン海峡を
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通して紅海につながるイスラエルは，エジプ
ト・サウジアラビアと並ぶ紅海岸の大国である。サウジアラビアは紅海岸諸国のほぼ全て
と緊密な関係，あるいは少なくとも利害の一致による協調的関係を築いていく過程にある。
サウジアラビアの自国内での紅海岸地域の開発と連動して，サウジとUAEが共同で，あ
るいは手分けして，開発・投資と外交・安全保障政策の両面で，紅海岸地域への関与を深
めているといえよう。
３．米国によるフーシー派レーダー施設への攻撃に至る過程
このように紅海岸，特にバーブル・マンデブ海峡の近辺で，一方ではイエメン内戦でサ
ウジアラビア・UAE の介入とイランのフーシーは支援が競合・対立し，他方でサウジ・
UAE による紅海岸地域全域への活発な外交・安全保障政策が展開される中で，10月の前
半に，バーブル・マンデブ海峡の安定通航がさらに国際問題化しかける事態が生じた。一
連の動きをまとめておこう。
10月１日

バーブル・マンデブ海峡の北，モハー付近で UAE の使用する艦船スウィフト
（Swift）が対艦ミサイルを被弾した。イエメン・フーシー派系メディアが，詳
細に攻撃と被害の模様を放送した⑸。

10月４日

上記攻撃を受けて米海軍がバーブル・マンデブ海峡付近のイエメン沖に駆逐艦

⑷ “Dubai

Leases Berbera Port for 30 Years; Opening 2nd Door for Landlocked Ethiopia,”
Tesfanews , May 19, 2016.
http://www.tesfanews.net/dp-world-leases-somaliland-berbera-port/
⑸ “Yemen: Houthis claim attack on UAE military vessel,”Al-Jazeera , 2 October 2016.
h ttp://www.aljazeera.com/news/2016/10/yemen-houthis-claim-attack-uae-militaryvessel-161001212236896.html
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メイソン，駆逐艦ニッツェをはじめとした３隻の艦船を派遣したことが明らか
になる⑹。
10月９日

今回の事態を受けて派遣されていた米海軍の駆逐艦メイソンに対して，フー
シー派によるものとみられるミサイル攻撃が行われた⑺。

10月12日

再び米海軍駆逐艦メイソンに対してミサイル攻撃が行われた⑻。

10月13日

米海軍駆逐艦ニッツェが，モハー北方，ホデイダ近郊ハウハ，ホデイダ北方ラ
アス・イーサーの，フーシー派のレーダー施設に対して巡航ミサイル・トマ
ホークで攻撃を実施した。

同

日     イランは海軍艦船２隻をバーブル・マンデブ海峡付近に派遣⑼。
米国が攻撃を行ったのは，バーブル・マンデブ海峡の北側の港湾モハーや，その北方の

中心都市であるホデイダ南方のハウハ，そしてホデイダ北方のラアス・イーサーと見られ
る。これらは，フーシー派が掌握する内陸都市へ食料・物資・燃料，あるいは武器などを
陸揚げする港湾である。ホデイダは首都サヌアへの，モハーはタイッズやイッブに物資を
供給する死活的な港湾都市である。
サウジ主導の連合軍はこれら紅海岸の港湾都市への物資搬入を阻止し，空爆の対象とし
てきた。同時にサウジや UAE などの連合軍はフーシー派排除のためにはこれらの港湾か
ら部隊や物資を送り込まなければならない立場にある。さらに，これらの紅海岸地域は，
バーブル・マンデブ海峡を通航する船舶に砲撃などによって危害を加え，安定通航を困難
にするための拠点としての戦略的・地政学的重要性がある。
米国によるこれらの地点への攻撃は，バーブル・マンデブ海峡の自由航行を確保するこ
とを目的として行われたが，フーシー派やイランの側ではこれを，サウジや UAE による
フーシー派への封鎖を支援するためのもの，あるいは両国の対フーシー派軍事作戦を支援
するものとして解釈するか，少なくともそう宣伝されていくだろう。どのような宣伝がな
されるにせよ，米国の介入に対抗してイランも投入する艦船・部隊の規模を増強させ，対
峙の姿勢を強めていけば，結果としてバーブル・マンデブ海峡の安全航行が阻害される事
 am LaGrone,“Officials: 3 U.S. Warships Off Yemen Following Attack on UAE Ship,”USNI
S
News , October 4, 2016.
https://news.usni.org/2016/10/04/official-3-u-s-warships-off-yemen-following-attack-uaeship
⑺ “US: Navy destroyer in missile attack from Yemen,”al-Jazeera , 10 October 2016.
h ttp://www.aljazeera.com/news/2016/10/navy-ship-targeted-missile-attack-yemen161010034052132.html
⑻ “U.S.

sees mounting evidence of Houthi role in strike on U.S. warship,”Reuters , October 12, 2016.
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-idUSKCN12C0DV
⑼ “Iran Deploys Two Warships to Gulf of Aden,”Al-Manar English, October 14, 2016.
http://english.almanar.com.lb/64909
⑹
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態が生じていく可能性がある。
４．現段階での緊張の度合いと今後の展望
これらの一連の動きの中で，フーシー派への対艦ミサイルの供与と，その実戦配備が，
かなり進んでいることが明らかになっている。UAEのスウィフトに対する攻撃でフーシー
派が用いたのは，レーダー誘導による対艦ミサイルC－802である可能性が高いとされてい
る⑽。C－802は中国製だが，リバース・エンジニアリングして作ったイラン製も出回って
いるという。
米国は海軍艦船への公然たる敵対行動に直面して，早期に反応し対抗措置を行ったが，
その米国に対抗する何らかの措置をフーシー派あるいはその背後にいるとみられるイラン
が実行していくのか，エスカレーションがどの程度進むのかが，この地域を見る者にとっ
ての当面の関心事である。
フーシー派が対艦ミサイルを実際に使用する能力と意志を有し，バーブル・マンデブ海
峡付近の船舶の航行を阻害することが可能になったと示されたことには大きな意味があ
る。そして，フーシー派に対艦ミサイルを供与したのがイランであるという説が信憑性の
高いものとして流通していることに，この問題の国際政治上の大きさと重さが存する。レ
バノンではヒズブッラーが，パレスチナ・ガザ地区ではハマースが，イスラエルを脅かす
規模のミサイル・ロケット弾を保有し，実際に運用して打撃を与える能力を示したことで，
紛争は様相を変え，米国などの関与もより深まり，国際紛争としての重要性は高まった。
フーシー派が対艦ミサイル攻撃能力を誇示し，その背後にはイランがいるとみなされる
ことは，イエメン内戦とそこにおけるフーシー派が，ミサイル・ロケット弾を保有し使用
するようになって以降のヒズブッラーやハマース同様に見なされることを意味する。
フーシー派の側は，最初の UAE 艦船に対してはミサイルを命中させ，そのことを誇示
しているのに対して，急派された米海軍艦船に対する攻撃を行ったことを公式には否定し
ている。また，度重なるミサイル攻撃が事実だとして，命中させていないことは何を意味
するかはいくつもの解釈がありうる。フーシー派の側でミサイルを命中させる能力に不足
があったか，米海軍の側の防御能力がフーシー派の攻撃能力を上回ったという解釈が表面
的にはありうるが，しかし，ミサイル攻撃の能力を示しつつ意図的に標的を逸らすことで，
米国に対しては現状ではあくまでもイエメン内戦に介入するサウジ・UAEに支援を行うこ
⑽

 lexandre Mello, Cmdr. Jeremy Vaughan, USN, and Michael Knights,“Antishipping Attacks in
A
the Bab al-Mandab Strait,”Policy Watch 2701, The Washington Institute for Near East
Policy, October 6, 2016.
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/houthi-antishipping-attacks-in-thebab-al-mandab-strait
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バーブル・マンデブ海峡付近でのフーシー派による艦船へのミサイル攻撃と米海軍による巡航
ミサイル攻撃の対象箇所（日付は米時間）
出典：Katherine Zimmerman, Emily Estelle,“Escalation in the Red Sea: Yemen’s Civil
War, Iran, and Saudi Arabia,”AEI Critical Threats, October 14, 2016.
http://www.criticalthreats.org/yemen/zimmerman-estelle-escalation-red-seayemen-civil-war-iran-saudi-arabia-october-14-2016

とへの警告・威嚇に止めたと推測することも不可能ではない。フーシー派と（その背後に
いるならば）イランの目的があくまでもイエメン内戦に介入するサウジや UAE に対して
攻撃・反撃する能力を示すことにあり，バーブル・マンデブ海峡と紅海のシーレーンの阻
害は意図していないことを米国あるいは国際社会に伝えようとしているのかもしれない。
米国は，少なくともオバマ政権の次元では，米海軍艦船への公然たる敵対意志の表明と
行動に対して，公海上の航行の自由を掲げて軍事的に反撃しつつも，抑制された態度を示
し，イエメン内戦に深入りする意図がないことを強く示唆している。このように，米とイ
ランの双方に，事態をエスカレートさせ全面対決に至るのを避けようとする暗黙の協調と
自制が現時点では働いているとみなすことは，確定的ではないものの，可能である。しか
しこのような微妙なバランスに基づく双方の敵対行動のエスカレーションの抑制は万全で
はなく，何かの機会に失われてしまいかねない危ういものといえよう。
＊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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