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はじめに
サウジアラビアの治安情勢は2001年の，いわゆる9.11事件や2003年のイラク戦争をき
っかけに悪化し，2006年ごろまでは国内各地で頻繁にテロが発生していた。しかし，
徹底し
た治安対策のおかげで，2009年にはアラビア半島アルカイダ AQAP がサウジ国内から駆
逐されるなど，状況は好転，治安が回復されたと考えられていた。だが，2011年にいわゆる
「アラブの春」の影響で東部州のシーア派のあいだで暴動が発生すると，治安が不安定化し，
さらに2014年にイラクとシリアを拠点とするテロ組織イスラーム国
（以下IS）
が
「建国」
され
ると，翌2015年からふたたびサウジアラビア国内でテロが活発化するようになってきた⑴。
2016年は，サウジアラビアのシーア派法学者やアルカイダ・メンバーを中心に40人以
上が処刑されるという波乱の幕開けとなり，筆者の試算では１月だけでもシーア派がらみ
を中心に少なくとも５件のテロ事案が発生した。その後も，毎月数件のレベルでテロが発
生しており，治安状況は，お世辞にも鎮静化したとはいえない状況にある。
サウジアラビアのテロはしばしば外的な要因の影響を受けるが，サウジアラビアを中心
とする域内情勢も，イエメン，シリア，イラク，イラン，そして米国と，いずれも予断を
許さない状況にあり，今後の展開を予測することはきわめてむずかしい。
現

状
2016年末に内務省のマンスール・トゥルキー報道官は2016年のサウジアラビアの治安

状況を回顧するような発言を行った。それによれば，海外でテロ組織に参加し，戦闘に従
事しているサウジ人の数は2,093人に達しているという。その７割以上の1,540人はシリア
におり，そのあとは147人がイエメン，31人がアフガニスタンとパキスタン，そして５人
⑴

 ルカイダにとっても創設者がサウジ国籍を有していたオサーマ・ビン・ラーデンであり，また多数の
ア
サウジ人メンバーを擁していたことから，サウジアラビアはつねに最重要拠点であった。だが，近年で
は幹部連が自前メディアでサウジアラビアを非難することはあっても，実際にアルカイダ名で犯行が行
われることはなくなっている。今年に入って３度にわたり，オサーマの息子，ハムザ・ビン・ラーデン
がアルカイダのメディア部門から声明を発表し，サウジ非難を展開しているものの，サウジ国内からの
反応はかならずしも大きくない。



中東協力センターニュース

2017・1

がイラクで戦っている。なお，297人のサウ
ジ人の行方は不明だが，73人がテロ容疑で海
外で拘束されていることも判明している。
サウジ側の言い分によれば，国外で戦うサ
ウジ人の役割は一般に想像されるよりも，小

筆者紹介
慶應義塾大学大学院修士課程修了。在クウェート日
本大使館・在サウジアラビア日本大使館専門調査員，
中東調査会研究員，近畿大学教授等を経て現職。主な
著書に『乞食とイスラーム』（筑摩書房），『サウジア
ラビア』（岩波新書），『オサマ・ビンラディンの生涯
と聖戦』（朝日新聞出版社），『イラク戦争と激動する
中東世界』（山川出版社）等。

さく，時の経過とともに，人数も影響力も縮
小しているという。ISに加わった外国人でい
えば，サウジ人よりもモロッコ人やチュニジア人，あるいは欧米人のほうが多く，IS内で
も指導層や計画立案といった重要な役割を果たすサウジ人の数はそれほど多くないとされ
る。もちろん，これは，当局側の言い分であり，その分は割り引いて考える必要があろう。
一方，サウジ国内では，内務省が発表したデータによると，4,000人以上のサウジ人が
テロ容疑で裁判を待ちながら刑務所に収監されているという。この点では国内不穏分子が
一掃されたとはいえず，彼らの裁判やリハビリテーション・プログラム，さらにはその後
の社会復帰を含めて，注視していかねばならない。
昨年12月に2017年度予算が発表されたが，油価低迷を受けた緊縮財政であった。治安
関 係 に か ぎ っ た 予 算 は 不 明 だ が，費 目 と し て あ る「治 安 お よ び 地 域 行 政」で は
96,687,000,000サウジリヤール（SR）が計上されており，これは予算・実質ともに前年
からわずかながら減少している。一方，2017年予算の軍事費は190,854,490,000SR で，
こちらは，予算ベースでは若干増加しているが，2016年の実質値と比較すると，微減であ
る⑵。これらの数値が，サウジアラビアにおける治安面の改善を示しているかどうかは微妙
であろう。この２つを合わせた予算は全予算の32％を占めており，比率としては予算内で
もっとも大きな部分を占めている。このなかには国境警備隊用の海港基地の建設と二聖モ
スクの治安改善などが含まれている⑶。なお，二聖モスクとはマッカのハラーム・モスクと
マディーナの預言者モスクを指す。昨年７月のマディーナの預言者モスク付近でのテロ事
件，フーシー派によるマッカへのミサイル攻撃などが関係していると思われる。
なお，以下に2016年の１年間におけるサウジアラビアでの主なテロ事件を表にしておい
た。これは完全なリストではなく，あくまで筆者の試算にすぎないことをあらかじめお断
りしておく⑷。
⑵ Ministry of Finance. 2017 Budget：Kingdom of Saudi Arabia , p.22.
⑶ Jadwa Investment. Saudi Arabia’s 2017 Fiscal Budget , p.6.
⑷ サウジアラビアでの主なテロ事件については，何をテロと認定するかによって数えかたに大きな差が出
てくる。少な目の試算としては，
たとえば下記の記事，
“Qā’ima al-‘Amalīya al-Irhābīya fi al-Su‘ūdīya
‘Ām 2016,”
（December 21, 2016）を 参 照 の こ と（http://www.assakina.com/news/news2/
95958.html（2016年12月21日閲覧）
）
。ただし，筆者の試算とは異なる点もある。たとえば，本文中リ
ストにある１月のアラムコでの放火事件はテロと数えない場合もあるだろう。
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2016年サウジアラビアにおける主なテロ事件
日

州

町

攻撃対象

１月３日

東部州

アワーミヤ

スンナ派

1

1

１月５日

東部州

カティーフ

アラムコ

0

0

放火

１月11日

東部州

カティーフ

警察

0

0

火炎瓶

１月29日

東部州

アフサー

リダー・モスク

4

18

IS

自爆

１月31日

東部州

カティーフ

警察

2

0

シーア派

銃撃

軍関係者

1

0

IS

銃撃

警察

1

0

IS

銃撃

２月15日 ジャーザーン アブーアリーシュ

死者 負傷者

犯行

犯行形態

シーア派

銃撃

２月27日

ガシーム

４月３日

リヤード

ダラム

警察

0

0

IS

爆弾

４月５日

リヤード

ダワードミー

治安部隊

1

0

IS

銃撃

４月27日

東部州

アフサー

警察

0

1

IS

爆弾

５月８日

マッカ州

ターイフ

警察

1

0

６月23日

リヤード

ハムラー

軍

1

2

IS？

刺殺

６月24日

東部州

カティーフ

警察

1

0

シーア派

銃撃

６月27日

東部州

カティーフ

1

0

銃撃

７月４日

東部州

カティーフ

シーア派モスク

3

0

銃撃

７月４日

マディーナ

マディーナ

預言者モスク

4

5

爆弾

７月４日

マッカ

ジェッダ

米総領事館付近

1

0

自爆

８月10日

アシール

ビーシャ

治安警察

1

0

８月16日

東部州

カティーフ

警察

1

0

銃撃

８月23日

東部州

カティーフ

シーア派モスク

1

0

自爆未遂

８月24日

東部州

カティーフ

レストラン

0

0

９月17日

東部州

ダンマーム

警察

2

0

銃撃

10月11日

マッカ

ジェッダ

スタジアム

0

0

爆破未遂

10月25日

東部州

ダンマーム

警察

2

0

銃撃

10月30日

東部州

カティーフ

治安当局

1

1

銃撃

11月19日

東部州

ダンマーム

警察

1

0

銃撃

11月20日

タブーク

タブーク

軍

1

0

12月13日

東部州

カティーフ

シーア派

2

0

誘拐

12月20日

東部州

ダンマーム

警察

2

0

銃撃

銃撃

IS？

IS？

自動車

爆破未遂

IS？

銃撃

これをみて，まず気づく点は，東部州における治安が依然として不安定だということで


中東協力センターニュース

2017・1

あろう。東部州での治安状況は，従来，東部州に集中するシーア派による攻撃に視点がい
きがちであったが，サウジアラビアではとくに2015年以降，IS によるシーア派に対する
攻撃が増加し，その流れは今日まで継続している。したがって，東部州におけるテロ事案
は，東部州住民であるシーア派信徒中の過激分子によるサウジ当局（治安関係等）への攻
撃，IS ないしは IS シンパ，類似のイデオロギーをもったスンナ派暴力組織によるシーア
派権益への攻撃，そして，正体不明の攻撃の３つに分類される。シーア派による攻撃はも
ちろん，シーア派がサウジアラビアにおける少数宗派として長く抑圧されてきた歴史があ
り，根の深いものがあるが，近年の動向に特化していえば，2011年以降のいわゆるアラブ
の春に連動した動き，１月はじめのシーア法学者，ニムル・バーキル・ニムル処刑に対す
る反応が分岐点になっているとみるべきだろう。さらにサウジ当局側は，サウジアラビア
とイランとの関係悪化を受けてのイランによる介入・干渉をたびたび示唆しており，実際，
複数のイラン人がスパイやテロ容疑で逮捕されている。たとえば，2016年６月には32人
がイランのスパイとして摘発されたと報じられた。そのうち30人がサウジ人だったが，残
りの２人はイラン人とアフガニスタン人であった。
⑸
設置を発
なお，サウジアラビアにおける IS は2014年秋に公式の「ウィラーヤ wilāya」

表し，現在は中央のナジュド県，西のヒジャーズ県，東のバーレーン県の３つがあると主
張している⑹。
もうひとつ特徴的なのは警察や治安関係者に対する攻撃である。彼らがサウジアラビア
の対テロ戦争の最前線に立っているので，ISから見れば，彼らこそもっとも直接的な敵と
映るのは当然だろう。この傾向は2015年の段階にもすでに見えていたが，2016年にはさ
らにそれが顕著になったともいえる。
サウジにおける IS の治安責任者インタビュー
シーア派や警察・治安関係者・軍に対する，きわめて根深い敵意は2016年４月に公開さ
れた IS の戦果報告の週報「ナバァJarīda al-Naba’ 」第26号に掲載された IS のサウジアラ
ビアにおける治安責任者とのインタビューで明確にうかがうことができる⑺。なお，
ここで
はインタビューをしているのはナバァ誌で，インタビューを受けているのはIS内のナジュ
ドの治安責任者となっている。むろん，その責任者の名前等，身元につながる情報はいっ
さい明らかにされていない。以下はその抄訳である。
⑸
⑹
⑺

ウィラーヤは県，あるいは州に相当する IS の行政単位。本稿では暫定的に「県」と訳しておく。
もともと「ハラマイン県Wilāya al-Haramayn」という呼称があったが，現在はまったく使用されてい
ない。また，
「バーレーン」は歴史的な呼称で，現在のバーレーン王国だけでなく，サウジアラビア東部
州までを含む地理概念と考えられる。
http://archive.org/download/Naba_26_/Naba_26.pdf（2016年４月14日閲覧）
4
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Ｑ：最近，ナジュド県では同胞たちが，警察 shurta，軍 jaysh，公安 mabāhith を標的と
4

4

した作戦をいくつも実施していると思うが，あなたがたの現在の戦略を解説してください。
Ａ：万世の主アッラーに讃えあれ。アラビア半島の諸県によって立案された計画は，最初
に，多神教徒のラーフィダ Rāfida（シーア派），全体を標的にすることではじまった。そ
4

れに大いなる利益を得てから，アラビア半島で場所を与えるなどして多神教徒を庇護する
暴君国家に屈辱を与えた。われら今日，神の使徒―神が彼のうえに祈りと平安を与えんこ
とを―の町，その他にある多神教の寺院 ma‘ābid ⑻を見ている。多神教の砦を撃つことの
利点としては，アラビア半島のムスリムたちに「ワラーとバラー」⑼の教義を確固たるもの
にすることがある。宗教と教義における同胞を除いては，人びとのあいだにいかなる合法
的なつながりもない。国家には同胞はない。イラクの多神教のラーフィダはアラビア半島
の多神教のラーフィダの兄弟であり，両者のあいだに違いはない。
アッラーのおかげで，多神教の寺院に対する類例のない作戦がはじまった。クダイフ
（カ
ディーフ）の祝福された作戦⑽，クウェート地区のジャァファル・サーデク寺院作戦⑾，ダ
ンマームのアヌード寺院作戦⑿，セイハートのハイダリーヤ寺院作戦⒀，ナジュラーンのイ
スマーイール派寺院作戦⒁，そして，リダー寺院に対する祝福されたアフサー作戦⒂である。
イスラーム国 IS は，多神教徒が集まるところであれば，どこであっても攻撃する。アッ
ラーに賞讃あれ。そこで，暴君たちは，穢れた多神教のラーフィダ寺院とその地域を最大
限に保護しはじめ，イスラーム国の兵士を恐れ，多神教徒を除き，誰もそこに入らなくな
った。暴君どもは，あたかもそれがどこでも彼らの慣習であるかのように，ムジャーヒド
たちと多神教ラーフィダのあいだに立った。ちょうど，彼らが十字軍と連合し，長年，ム
ジャーヒドたちとの戦争で十字軍側に立っていたように，彼らは，多神教ラーフィダを庇
護し，支援することに躊躇しない。ついで，暴君の軍の背教者たちに対して計画された作
戦がはじまった。彼らとラーフィダの背教者のあいだに違いはない。彼らは，異教と多神
教において同胞である。戦いの騎士と殉教志願の騎士たち背教者の首を切りはじめた。そ
れは，暴君の軍，緊急展開部隊の異教徒の首を切断した，祝福されたアシールの作戦⒃であ
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿
⒀
⒁
⒂
⒃

 ーア派のモスクのこと。モスクではなく，マァバド（ma‘bad，寺院）という語を使うことでシーア
シ
派がイスラームでないことを強調している。
正しいムスリムとだけ交わって，それ以外は拒絶すべしという教え。
2015年５月に東部州クダイフ（カディーフ）で発生したシーア派モスクを標的にした自爆テロ。
2015年６月にクウェート市中心部サワービルにあるイマーム・サーディク・モスクで発生した自爆テロ
事件。自爆実行犯はサウジ人で，ナジュド県名義でISから犯行声明が出された。ISの基準でいうと，ク
ウェートはナジュドの一部ということになる。
2015年５月に東部州ダンマームで発生したシーア派モスクを標的にした自爆テロ。
2015年11月に東部州セイハートで発生したシーア派施設（フセイニーヤ）を標的にした自爆テロ。
2015年10月にナジュラーン州で発生したイスマーイール派（シーア派のなかの少数派，７イマーム派
とも）モスクを標的にした自爆テロ。
2016年１月に東部州アフサーで発生したシーア派モスクを標的にした自爆テロ。
2015年８月にアシール州で発生した緊急展開部隊を標的にした自爆テロ。
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った。その後，背教者アフマド・アシーリーの首を引っこ抜き⒄，そして最近では（それは
最後ではない）背教者キターブ・ハンマーディーを駆逐した⒅。彼は，唯一神信仰者との戦
争において暴君体制側の柱の１人であり，捕らわれた兄弟姉妹たちの捜査を行った犯罪者
の１人であった。（IS 側の）治安部隊は，彼らの首を引っこ抜き，彼らの汚辱から大地を
浄化するために準備をしつづけている。
Ｑ：暴君の兵士（警察・公安・軍）に対する最近の作戦は，暴君の兵士たち自身，一般の
人びとにどのような影響を与えたでしょうか？
Ａ：アッラーのおかげで，最近の作戦により，暴君の兵士たちは狙われているのを感じる
ようになった。彼らはいまや，自分たちが，カリフ国の兵士たちの射程に入っていること
を知っており，（IS の）治安部隊は，彼らのあいだを動き回り，彼らを襲い，その首を引
っこ抜く好機を待っている。彼らは現在，激しく恐れおののいている状態だ。アッラーに
讃えあれ。一方，一般人についていうと，彼らはこれらの作戦の理由を自問し，尋ね，探
している。彼らはその動機と結果を求めている。それゆえ，われらは彼らに，アッラーの
お許しにより，その胸（のつかえ）を癒せるように，さまざまなISのメディアをフォロー
するよう忠告する。
Ｑ：暴君は，治安とメディアの点で，どのように最近の作戦をあつかってきたのか。ムス
リムたちはそれをどう受けとめたのか。
Ａ：アール・サルール Āl Salūl（サウード家）の暴君どもは，世界のまえに，自分たちこ
そが「テロ」の源を根絶できる唯一の国家であると示し，それと戦い，十字軍に自分たち
こそが「テロ」組織（すなわちムジャーヒドたち）を解体する能力があるといってきた。
そこに，こうした祝福された作戦が出てきて，彼らのメディア上の偽りや彼らの笛の嘘を
暴いた。彼らの金は，作戦が実施されるたびに，内務省がその兵士を展開させ，事件現場
に武装車両を送り，そこを封鎖し，無差別に人びとを逮捕することで，蕩尽させた。これ
こそ，ダワードミー作戦で起きたことであった。（内務省は）そのとき数十人の若者を拘束
した。同様にアシール作戦後も，「内務」（省）はリヤードから部隊を派遣し，無関係なも
のまで多数拘束したのである。だが，彼らはそれを予防的措置だと主張している。これこ
そ，彼らの無能さ，失敗の証拠である。アッラーに讃えあれ。祝福された作戦に対する彼
らのメディアの取り扱いについていうと，まず彼らは，事件がおきるたびに，それを隠蔽
したり，事件が偶発的なものであり，ムジャーヒドたちによっておこされたものでないと
⒄
⒅

2016年２月にジャーザーンで発生した退役軍人暗殺事件。
2016年４月５日にリヤード州ダワードミーで発生した事件。
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主張したりする。これは，ナジュド県のディラム（ダラム）警察センターでの爆破作戦⒆で
のケースである。暴君は，
（ナジュド）県広報部から犯行声明が出るまで，その組織を通じ
て，事件が電気系統の故障のせいだと広めていた。
ムスリムたちについていうと，彼らは（キターブ・ハンマーディーの）暗殺のニュース
を「讃えあれ，アッラー」と「アッラーは偉大なり」のことばで受け入れ，ムジャーヒド
たちに感謝し，彼らへの支持を呼びかけた。彼らは，その地域における暴君の柱の１本を
排除したからである。彼は，内務省の拘束施設でムスリムたちを虐待し，拷問し，取り調
べた。神よ，あなたに賞讃あれ。
Ｑ：すばらしいことに，アラビア半島の作戦の多くで，実行者の親族が標的になっていま
す。これは，ワラーとバラーの状態が反映されています。これらの作戦で，ムスリム全般
に対しどのようなメッセージがありますか？この種のものでもっとも重要なのは？
Ａ：ワラーとバラーの教義を試すのは，唯一神信仰者にとってもっともむずかしいことで
ある。それゆえ，最初のテストはジハードで教友―神が彼らを嘉したまわんことを―が試
されたこと，バドルの戦いであることがわかる。それは，ムスリムにとって最初の戦いで
あり，マッカからの移住者（ムハージル）たちと彼らの親族のあいだの戦いであり，教友
たちは，これこそが，破らねばならないもっとも困難な障壁であることを知らされた。こ
れは，半島の唯一神信仰者たちの子孫によって繰り返された。彼らの親族の多くは暴君の
兵士だったからだ。―略―ワラーはアッラーとその使徒―彼の上にアッラーの祈りと平安
があらんことを―に対してのみであり，支族や部族，民族や国家に対してではない。
われわれは，こうした作戦を祝福し，承認し，支持するし，それを行うものを匿い，守
る。われわれは，われらがシェイフ，アドナーニー⒇―アッラーが彼をお守りくださらんこ
とを―が述べたように，次のように，彼らに述べる。彼らはわれわれからであり，われわ
れは彼らからである。彼らの偉業はアッラーのおかげ。
Ｑ：あなたの意見では，こうした作戦はどのように暴君の兵士たちの判断を説明し，暴君
の学者たちによって広められた，彼らの判断や彼らと戦うものの判断についての偽りの疑
念を除去するのに貢献しますか？
Ａ：多神教の寺院を爆破し，暴君の兵士や将校を殺害することが，ラーフィダやサルール
国家およびその兵士たち，十字軍のスパイたちの不信仰に関してムジャーヒドたちが呼び
かけていることを説明する最善の方法である。あらゆるジハードの作業ののち，人びとは，
⒆
⒇

2016年４月にリヤード州で起きた爆弾事件。
IS 公式報道官。
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暴君のウラマーのファトワーではなく，真の源から真実を尋ね，求め，探しはじめる。
Ｑ：暴君の兵士たちやアラビア半島におけるその支持者たちにメッセージはありますか？
Ａ：われらは彼らにいう。おまえたちの犯した背教と暴君への支持，服従を悔い改めよ。
そうすれば，おまえたちには，われわれからの安全がある。しかし，頑迷なものたちには，
われわれはそのものを待ち伏せする。その日がくれば，アッラーのお許しにより，われわ
れは，静かな武器，粘着爆弾，鋭利な刃物で彼の首を引っこ抜くだろう。暴君の内相とそ
の腐敗した組織は，彼が唯一神信仰者，カリフ国の兵士たちの手に落ちれば，彼を助ける
ことはできない。彼は，その宗教を暴君に売り渡したのち，命を失うのだ。
暴君のウラマーたちについていうと，彼らは，治安部隊，警察，軍よりも非難されるべ
きであることを知らねばならない。彼らを殺すことは，われらにとって，暴君の兵士を殺
すことより望ましい。彼らは，アッラーに対し悔い改め，暴君への支持をやめ，人びとを
混乱させるのをやめなければならない。さもなくば，彼らは，彼らの背教者の同胞たちが，
大地の東や西で見ているものを，われわれから見ることになろう。
Ｑ：アラビア半島のムスリム全般に対し，またとくにイスラーム国の支持者に対しメッ
セージはありますか？
Ａ：アラビア半島におけるイスラーム国の支持者（Ansār）は多い。アッラーに讃えあれ。
4

しかし，彼らの多くは，暴君の抑圧ゆえ，支持を示すことができないでいる。（暴君は）捕
らわれの男女の唯一神信仰者で刑務所を満ち溢れさせている。われわれは，アラビア半島
のすべての唯一神信仰者に対し秘密裏に，そして公に至高至大のアッラーを恐れるよう忠
告する。そしてたしかに知るがいい。暴君の抑圧は，背教者と戦わずにいることを正当化
するものではないことを。われわれは彼らに忠告する。ムジャーヒドたちを探し，彼らの
隊列に加われと。
アール・サルールの暴君たちの刑務所にいるわれらが捕らわれの同胞たちへのメッセー
ジは，我慢して，
（来世での？）報酬を期待せよ，である。たしかに知るがいい。われらが
おまえたちを忘れなかったことを。アッラーのお許しがあれば，われら，神の使徒―神が
彼に祈りと平安を与えんことを―の遺言を実行し，おまえたちを（刑務所から）出すため
にできるかぎりのことをする。ちょうど，信徒の統率者―アッラーが彼をお守りにならん
ことを―が命じたように。刑務所で，おまえたちを拷問した暴君の兵士，公安や内務省の
犬の名前をわれらに伝えてくれれば，誰よりも先にそいつの首を引っこ抜いてやろう。
アー


 言者ムハンマドが死の床で「アラビア半島から多神教徒を駆逐せよ」と述べたというハディースがあ
預
る。ただし，ここでいうアラビア半島とは現代的な意味でのアラビア半島ではなく，ヒジャーズ地方を
指すと考えられている。
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ル・サルールのメディアで彼の死の報道に接すれば，その胸も癒されるであろう。われら
アッラーにお頼み申す。おまえたちが一刻も早くカリフ国の旗のもと，ムジャーヒドの獅
子たちにわれらとともに加わってくれることを。アッラーは全能なり。讃えあれ，アッ
ラー，万世の主。
インタビューで顕著なのはシーア派を敵視する態度である。こうした反シーア派感情は
IS のサウジ支部，サウジ人の IS 支持者に共有されており，実際に彼らの作戦に明確に反
映されている。他方，治安責任者の発言にある「神の使徒の町のラーフィダ（シーア派）
寺院」という表現は気になる。マディーナには小規模なシーア派コミュニティーがあり，
ISが東部州のみならず，他州のシーア派をも標的と使用している可能性がある。実際，す
でにイスマーイール派は標的になっているので，けっして非現実的なことではないだろう。
また，マディーナで事件を起こすという意思表示は，マディーナなどがあるサウジアラ
ビア西部ヒジャーズ地方では，これまでISはテロを起こしていなかったので，新しい展開
と見ることもできる。実際，2016年５月にはマッカ州ターイフで，７月にはマディーナの
預言者モスク付近，ジェッダの米総領事館付近，そして東部州カティーフのシーア派モス
クでほぼ同時にテロ事件が発生した。ターイフ，マディーナ，ジェッダはともに地理的に
はヒジャーズ地方に属しており，これが IS の事件であれば，IS の勢力拡大として注目さ
れるだろう。ただし，これらの事件ではいずれも犯行声明が出ておらず，ISの犯行と断定
することはできない。
インタビューからはさらに，サウジ政府の治安部門への敵意も強く感じられる。親戚だ
ろうが，同じ部族だろうが，治安部門にいるものは攻撃対象にしなければならないと主張
している。シーア派敵視はつづいているが，このインタビューを読んだ印象としては，攻
撃の優先順位がシーア派から治安組織に移っていると見ていいだろう。
親戚による攻撃というのは，２月のガシーム州での事件を念頭においたものであろうか。
この事件では，犯人グループは IS のアブーバクル・バグダーディーに忠誠を誓い，グルー
プの１人の親戚で，対テロ治安部隊の兵士であるバドル・ラシーディーを幹線道路沿いで
銃で撃って殺害している。
もう一つ，注意が必要なのは，サウジアラビア国内の体制派イスラーム法学者（ウラ
マー）への攻撃予告である。これは，IS の英文機関誌ダービクでも取り上げられており，
御用学者は IS 全体での優先的な標的ということになる。
IS の敵としてのサウジアラビア
サウジアラビアは，メディア等ではISやアルカイダを創り出した張本人として語られる
ことが多いが，実際にはこうしたテロ組織から最重要の標的の一つとして名指しされつづ
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けてきた歴史がある。2016年１月のシーア派法学者処刑では，シーア派問題やイランとの
関係ばかりが強調されてしまったが，実際に大量処刑されたものの大半はアルカイダのメ
ンバーとされたものであり，このときには，アルカイダからもサウジの動きを非難する声
明が出されている。
比較的最近の事例では，IS のリーダーであり，自称カリフのアブーバクル・バグダーデ
ィーは2016年11月に公開された音声声明で，サウジアラビアを非難し，サウジアラビア
を攻撃するよう呼びかけている。バグダーディーは声明のなかで，欧米やシーア派の脅威
の増大を示しつつ，「ムハンマドの半島においても，サルール政府の大きな腐敗の影で，
シーア派の支配を確立させ，国家を世俗化させ，その民を異教徒に変え，彼らのあいだに
猥雑さを広め，シャリーアとその民の権利と考えられるものをすべて排除しようとする
ローマ人の邪な計画が進んでいる」との認識を明らかにする。さらにバグダーディーは
「サ
ウード家体制は，それだけにとどまらず，異教の諸国との実際の軍事同盟に参加し，イラ
クやシリアでイスラームやスンナ派と戦っている。彼らこそ諸悪の根源にほかならない」
と述べ，「半島の男たちと教友の子孫たち」に呼びかけ，「アラビア半島で２つの宗教が出
会うことはない」との預言者ムハンマドのハディースを引用，サウード家の配下にある治
安関係者，軍，警察，政治家，ジャーナリストを攻撃するよう慫慂している。
この声明は，公開時期からもわかるとおり，イラク政府によるモスル奪還作戦の開始と
対応しており，モスルのIS兵士に対する激励の意味合いが強いと思われるが，とくにサウ
ジアラビアとトルコを名指しで非難し，優先的な攻撃対象とした点で注目をしておく必要
がある。
新年早々，トルコ第一の都市イスタンブルで銃乱射事件が発生し，39人が死亡，70人近
くが負傷するという事件が起きた。場所は，オルタキョイ地区のボスポラス海峡を望むレ
イナという人気のナイトクラブで，年明けを祝う人びとが多数集まっているなかでの凶行
であった。この事件では実行犯が逮捕されておらず，いぜん真相は不明だが，ISは事件後
しばらくしてインターネット上に公式の犯行声明を出し，さらにその後公開された週報の
なかでも，みずからの犯行であることを誇示した（ただし，実際に IS の犯行であったの
か，犯人が IS のメンバーだったのかは現時点では不明）。
この犯行声明で，犯行が「十字架の下僕たるトルコを標的にせよとの信徒の統率者の呼
びかけに応えるため」であったとしているのは重要である。ここでいう「信徒の統率者の
呼びかけ」とはまさに上で紹介したバグダーディーの音声声明のことだと考えられるから
だ。つまり，ISが，実際に彼らが犯行を行うかどうかは別にしても，彼らの視点からみれ
ば，トルコと同様の立場にあるサウジアラビアにおいても，こうした事件を起こしたい，
あるいは起きてほしいと考えるのは至極当然のことだといえるだろう。

10
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おわりに
一方，トルコでの事件は重要な教訓を残している。事件のまえから，トルコ語のソーシャ
ルメディアSNS上で
「ムスリムはクリスマスを祝わない」
や
「ムスリムは新年を祝わない」
と
いうトルコ語のハシュタグ（#MüslümanNoelKutlamaz，#MüslümanYılbaşıKutlamaz）
が流れており，多数リツイートされていた。これは，ハシュタグを使用したものがテロを
行うということではなく，こうしたハシュタグで指示されたものが，少なくとも一部の過
激主義者・暴力主義者のあいだでは，イスラーム世界における反イスラーム的なものと公
認されたにひとしくなり，結果的にISのようなテロ組織にとっても格好の攻撃対象になる
ことを意味している。オンライン上の情報と現実世界の事件が密接に結びつく重要な事例
といえるだろう。
他方，サウジアラビアに関しても，インターネット，とくにSNS上に流れる情報がテロ
阻止に貢献した事例はいくつもあり，昨年のケースでいうと，サッカーのワールドカップ
予選を狙ったテロ未遂事件が注目を集めた。
2016年10月，サウジ当局は，治安関係者やワールドカップ予選の試合を標的にしたテ
ロを計画していた容疑者８人を逮捕したと発表した。後者，すなわちワールドカップのほ
うは，10月11日にジェッダのジャウハラ・スタジアム（アブダッラー国王スポーツ都市）
で行われたサッカー・ワールドカップのアジア予選サウジアラビア対 UAE 戦を狙ったテ
ロ事案である。報道によると，この計画が発覚したのは「明日はジャウハラでたくさんの
獲物がとれるだろう。そこで UAE チームがサウジ・チームと試合する。そこには数万人
の人たちが，閣僚や王族の臨席するなか，やってくるだろう」というツイートを試合の数
日前に治安部隊がツイッターで発見したことがきっかけだという。
治安部隊はさっそく捜査を開始，自動車爆弾でスタジアムを爆破する計画であったこと
を突き止め，試合当日は，大規模な治安展開が行われた。結局，治安部隊は事前に計画を
阻止することに成功したが，その後の捜査によると，計画そのものは，標的や戦術などを
シリアから指示されていたとされている。報道だけでは詳細は不明だが，ここでいうシリ
アとは当然，ISを指しているのだろう。なお，この爆破計画で中心になっていたのはシリ
ア人で，彼とともにパキスタン人２人，スーダン人１人の合計４人が逮捕された。
これは，サウジ国内にサウジ人以外を含む，あるいは外国人だけのテロ細胞が存在して
いることを示している。なお，ほぼ同時期にサウジ人からなるテロ細胞も摘発されている
が，彼らはサウジの治安当局を標的にするテロを計画していたという。外国人細胞とサウ
ジ人細胞のあいだの関係はわからないが，報道からみるかぎり，サウジ人細胞は治安部隊
や警察・軍などを標的にしているのに対し，外国人は別の標的を狙うことが多いとみるこ
とができる。ちなみに2016年７月のジェッダにおける米総領事館付近での自爆テロの実
行犯も，サウジ人ではなく，パキスタン人であった。
11
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サウジ当局は一般的に，ISがサウジ国内に中枢のようなものをもっているわけではない
と見ているようだ。たしかに，サウジアラビアにおける IS などの過激派細胞は，かなら
ずしも相互に連携しているとは考えづらいが，2016年７月の同時多発テロのように，ある
程度の連携があったと考えるほうが自然なケースもある。また，ISサウジ支部のナジュド
治安責任者のインタビューからは，彼が，サウジアラビア全体のことを語っており，ISの
公式の区分（ナジュド県，ヒジャーズ県，バーレーン県）が本当に機能しているとは思え
ないことも推測できる。
2017年１月７日にリヤード北部のヤスミーン地区で大規模なテロの摘発が行われ，テロ
容疑者タラール・サムラーン・サーイディーとターイェァ（一部報道ではターリァ）
・サイ
アリーの２人が治安部隊によって殺害された。後者はかつてニュージーランドに留学し，
工学を学んだ経験もあるが，その後，シリアに渡り，ISに加わったとされる。さらに彼は
トルコからスーダン，イエメンと移動し，サウジアラビアに戻っている。彼は昨年７月４
日のマディーナでの預言者モスク付近での爆弾テロ事件の立案者とされている。この報道
が正しければ，同事件はISの犯行ということになろう。また，ナジュドを拠点とする細胞
が実際にはヒジャーズ地方での作戦を実施したことにもなり，県ごとの区分が実際には名
目上のものにすぎないとも考えられる。
なお，もう一人のサーイディーは，2003年のリヤードでのテロ事件の犯人の１人，ファ
ハド・サイーディーの弟で，２度の逮捕歴があり（２度目はシリアに投稿しようとして捕
まっている），ムハンマド・ビン・ナーイフ・カウンセリング・ケア・センターに入所し，
脱洗脳とリハビリのプログラムを受け，2012年に釈放されたといわれている。
２人の死亡によって，サウジアラビアにおけるテロ関連の最重要指名手配犯は残り３人
となった。１人はタラール・サイアリーの兄弟であるマティーァ・サイアリー，そしてア
ブダッラー・ザーイド・シェフリーとマージェド・ザーイド・シェフリーの兄弟である。
ここからもわかるとおり，サウジアラビアにおいては兄弟や親族が同一のテロ組織に入る
ケースが少なくない。兄弟や親族が同じテロのイデオロギーに染まるというのは，いわゆ
るジハード主義組織においてはけっして珍しいことではない。
2015年にはじまった，サウジアラビアにおけるISのテロは2016年もいぜんとしてやむ
ことはなかった。当局側の示唆するような鎮静化の兆しは，たしかに重要指名手配犯の逮
捕などはあったものの，少なくとも第三者からみれば，素直に首肯できるものではないだ


 ッカー場を標的にするのは，2015年のパリ，2016年のイスタンブルなどIS，あるいはIS的テロでは
サ
しばしばみられる傾向である。一部のイスラーム法学者によれば，
サッカーはハラームとされているが，
イスラーム全体でみれば，明らかに少数派である。
 Mohammed al-Sulami.“Saudi authorities announce foiling attack on Jeddah football stadium,”
Arab News , October 30, 2016.
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ろう。
いずれにせよ，イラクにおいても，シリアにおいても，IS は重大な局面を迎えており，
仮に今イラクやシリアで戦っているサウジ人たちが帰国するようなことになれば，サウジ
アラビアにおける治安情勢にも大きな変化が出てくる可能性も否定できない。
一方，東部州を中心とするシーア派による治安当局者を主たる標的とした，ゲリラ的な
「テロ」も後を絶たない。こちらも，サウジアラビアとイランとの関係が拗れたままで収ま
る気配はないだろう。なお，本稿ではとくにあつかわなかったが，現在サウジアラビアを
中心とするアラブ有志連合は，イエメンのシーア派武装組織およびサーレフ前大統領派を
標的にした軍事攻撃を継続中であり，しばしばサウジアラビア南部諸州にはイエメンから
ミサイル攻撃などがあり，こちらも治安上重大な懸念材料になっている。
サウジアラビアにおいてテロ対策は，原則として，内相でもあるムハンマド・ビン・ナー
イフ皇太子の管轄であるが，シリア問題・イエメン問題に関しては国防相としてのムハン
マド・ビン・サルマーン副皇太子の所管である。事態の鎮静化がままならないような場合，
サルマーン国王体制への批判にもつながる恐れがあり，場合によっては，現在進行中の副
皇太子主導の構造改革「サウジ・ビジョン2030」の行末にまで暗雲が垂れ込める恐れすら
でてくるであろう。2017年は，テロに関しても，まさに現体制の正念場といわねばならな
い。

＊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。



 ラク帰り，シリア帰りのほか，サウジアラビア国内で逮捕・拘束されたものが服役後，ふたたびテロ
イ
組織に戻るケースも報告されており，こうした危険性も指摘しておかねばならない。なお，逮捕された
ものの多くは，脱過激化のプログラムを受けることになっているが，それを修了したとしても，全員が
実社会に再統合されるわけではなく，やはりテロ組織に舞い戻ってしまうケースは少なくない。
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