
海外邦人安全対策情報（平成２６年１０月～１２月（平成２６年度第３四半期）） 

 

１．社会・治安情勢 

（１）９月に国内各政党により和平・パートナーシップ合意が結ばれましたが、引き続き

サヌア市内を始めとする国内各地にホーシー派民兵が展開しています。イエメン北部を中

心に、ホーシー派民兵によるイスラーハ党系施設、政府関係施設への襲撃が起きるととも

に、ホーシー派を標的と掲げるアラビア半島のアル・カーイダ（ＡＱＡＰ）によるホーシ

ー派を標的としたテロ、襲撃事件が多発しました。１０月９日にはサヌア市タハリール広

場で（４７人死亡、７５人負傷）、１２月３１日にはイッブ県イッブ市文化センター（少な

くとも２６人死亡、４８人負傷）でそれぞれ大きな自爆テロが発生しました。また、ホー

シー派とイスラーハ党系民兵及びＡＱＡＰの衝突も複数の県で発生しました。 

（２）また、ＡＱＡＰはイエメン各地で引き続き政府、軍、治安関係施設へのテロ、襲撃

を行っており、軍・治安機関関係者の殺害、誘拐も頻発しました。ＡＱＡＰは外国権益も

標的と掲げており、１２月にはシャブワ県の外国企業が入るガス会社に対してロケット弾

による攻撃が発生しました。本年上半期に比して誘拐事件件数は減っていますが、ＡＱＡ

Ｐはこれまでに何度も外国権益を標的とする声明を発出しており、引き続き外国人に対す

る脅威度は極めて高くなっています。なお、１１月２５日と１２月６日に、米軍とイエメ

ン軍が協力して外国人人質救出作戦を実施しましたが、拘束されていた米国人と南アフリ

カ人の人質は救出作戦中に殺害されました。 

（３）マアリブ県では、部族系武装集団による石油パイプラインの爆破、道路の封鎖等が

繰り返し行われ、国内経済にも影響を与えています。また、国内各地で爆発物を用いた襲

撃、強盗、誘拐等の犯罪が頻発しており、移動間に同犯罪に巻き込まれる可能性も極めて

高くなっています。 

（４）なお、本年１月以降の主な外国人襲撃・誘拐事件発生状況は以下のとおりです。  

 １月１８日 イラン人外交官殺害事件（サヌア市） 

 １月３１日 ドイツ人留学生誘拐事件（サヌア市） 

 ２月 ３日 イギリス人会社員誘拐事件（サヌア市） 

 ２月１２日 イギリス人教師誘拐事件（サヌア市） 

 ２月２２日 チェコ人医師誘拐事件（サヌア市） 

 ２月２８日 オーストラリア人国連専門家誘拐未遂事件（サヌア市） 

 ３月１７日 ロシア人医師誘拐未遂事件（マアリブ県） 

 ３月２５日 イタリア人国連職員誘拐事件（サヌア市） 

 ４月１０日 ウズベキスタン人医師誘拐事件（マアリブ県） 

 ４月２４日 アメリカ人誘拐未遂事件（サヌア市） 

 ４月２８日 ドイツ人外交官襲撃事件（サヌア市） 

 ５月 ５日 フランス人殺害・襲撃事件（サヌア市） 



 ５月２６日 インド人及びイラク人誘拐事件（マアリブ県） 

 ６月 ８日 米国人及びサウジ人技術者誘拐事件（マアリブ県） 

 ６月２１日 ロシア人女性医師誘拐未遂事件（タイズ県） 

１０月２９日 ウズベキスタン人女性医師誘拐事件（マアリブ県） 

１１月下旬 米国人専門家誘拐事件（ラヘジュ県） 

１２月１日 シリア人看護師誘拐事件（マアリブ県） 

 

２．テロ・爆弾事件等発生状況（平成２６年１０月～１２月） 

（１）１０月１日シャブワ県マイファア郡で、アル・カーイダが第２山岳歩兵旅団の食料

を積んだ軍用車を急襲（将校１人死亡、軍人３人死亡） 

（２）１０月１日ベイダ県ラダーウ市の入口で、アル・カーイダが犠牲祭に伴う休暇のた

めに軍人８人を乗せてサヌア市からアビヤン県に向かっていた車を遮り、両者の間で銃撃

戦が発生（軍人２人負傷（１人重傷）） 

アル・カーイダは軍人８人を連れ去ったが、数時間後に武器を奪い、軍人を解放 

（３）１０月１日イッブ県のアッズ宗教・自由センターで、アル・カーイダとみられる武

装集団がインド国籍のキリスト教宣教者を襲撃（同人負傷） 

（４）１０月８日マアリブ県で、ハサン・アリー・ビン・ライダーンがライダーン油田に

つながるパイプラインを爆破 

（５）１０月９日サヌア県アシャーシュ地区で、警察が公道に設置された爆発物（手りゅ

う弾５発及び火薬が結びつけられた時限爆弾）を発見し処理 

（６）１０月９日ハドラマウト県ムカッラ市西部ガブル地区で、自動車爆弾によって検問

所が襲撃され、銃撃戦が発生（軍人１９人死亡、１３人負傷、テロリスト複数人殺害） 

（７）１０月９日サヌア市タハリール広場で、アル・カーイダ分子がホーシー派の検問所

に近づいて、検査を受けている最中に自爆（４７人死亡、７５人負傷） 

（８）１０月１０日サヌア市サアワーン地区で、アル・カーイダがホーシー派幹部イブラ

ヒム・アル＝マハトウリの車に爆弾を仕掛け爆発（ホーシー派３人負傷） 

（９）１０月１０日ハドラマウト県ムカッラ市で、爆発物が発見され、爆発物処理班によ

り未然に処理 

（１０）１０月１１日ハッジャ県クフラーン・アッファール郡で、ＧＰＣ幹部の自宅付近

に仕掛けられた爆発物が爆発（家屋損壊、死傷者なし） 

（１１）１０月１１日アビヤン県マフファド郡で、アル・カーイダが第３９機甲旅団の軍

事基地を襲撃（死傷者はなし） 

（１２）１０月１１日ハドラマウト県シバーム郡で、アル・カーイダが軍用車両を狙って

第１３５歩兵旅団の検問所付近で爆弾を爆発（軍人２人死亡、３人負傷） 

（１３）１０月１２日イッブ県カファル郡バニー・アムル地区で、部族抗争により銃撃戦

が発生（２人死亡） 



（１４）１０月１５日サヌア市カーア通りにあるホーシー派幹部ハーリド・ホーシーの自

宅で、武装集団が手りゅう弾を投てき（ホーシー派１人死亡、２人負傷） 

（１５）１０月１５日アビヤン県マフファド郡で、アル・カーイダが第３９機甲旅団の食

料を積んだ車を護衛中の軍用車を襲撃（軍人２人死亡、３人負傷） 

（１６）１０月１５日サヌア県サアワーン地方で、アル・カーイダとみられる武装集団が

軍人（大佐級）を殺害 

（１７）１０月１５日イッブ県オデイン郡で、武装集団が警察署に銃及びＲＰＧを発砲、

更には郵便局、銀行を襲撃し、軍人１人を殺害 

（１８）１０月１６日ホーシー派民兵がダマール県知事の自宅及び同県迎賓館を襲撃し、

先方無抵抗で制圧 

（１９）１０月１７日イッブ県北部スフール地区の検問所で、ホーシー派民兵が部族集団

の通行を妨げたため銃撃戦が発生（部族１人及びホーシー派４人死亡、複数人負傷） 

（２０）１０月１７日イッブ県西部の検問所で、ホーシー派民兵と部族集団の衝突が発生

（２人死亡、複数負傷） 

（２１）１０月１８日で、ホーシー派民兵がサヌア県庁舎を襲撃し、また、同日、ホーシ

ー派民兵はアブドルガニー・ジャミール・サヌア県知事の自宅を包囲 

（２２）１０月１９日ダマール県アンスとベイダ県マナーシフの境界付近で、ホーシー派

とアル・カーイダ系組織との間で激しい戦闘が発生（双方に死傷者が出た模様） 

（２３）１０月１９日アンサール・シャリーアは、ホーシー派とされる３０代男性の斬首

された首を持つ様子が写されたビデオを公表（殺害された男性はイエメン南部の裁判所判

事） 

（２４）１０月２０日ベイダ県ラダーア市郊外の複数の場所で、ホーシー派とアル・カー

イダ系武装勢力との間で激しい戦闘が発生（ホーシー派側少なくとも２０人死亡） 

（２５）１０月２０日イッブ県で、アル・カーイダ系武装勢力がオデイン市を制圧 

（２６）１０月２０日ベイダ県ラダーア市中心部で、アル・カーイダがアブドッラー・イ

ドリースＧＰＣ支部長兼市教育事務局長の自宅を自動車爆弾で爆破（１３人死亡、２０人

負傷） 

（２７）１０月２０日イッブ市で、アル・カーイダとみられる分子がホーシー派検問所を

襲撃（４人死亡、５人負傷） 

（２８）１０月２０日ハドラマウト県アブル郡ウンム・ムガーラバ地区で、アル・カーイ

ダが軍事空港を襲撃（複数死傷） 

（２９）１０月２０日サヌア市内にある軍事病院の前で、車に乗った武装集団が病院に見

舞いに訪れていた市民を銃撃（同人死亡） 

（３０）１０月２１日ラダーア市近郊で、ホーシー派とアル・カーイダの間で戦闘が発生

（双方１２人死亡） 

（３１）１０月２２日ベイダ県ラダーア近郊のマナーシフ地区、ガイファ地区及びダマー



ル県とベイダ県の間に位置するイスビール山脈で、ホーシー派とアル・カーイダの激しい

戦闘が継続（ホーシー派３９人死亡） 

（３２）１０月２３日ラヘジ県フータ市で、アル・カーイダとみられる武装勢力がラヘジ

県清掃基金所有の車を襲撃し、職員の給料を強奪 

（３３）１０月２３日ホデイダ市の海岸沿いで、ホーシー派とティハーマ運動の間で激し

い戦闘が発生（ホーシー派１人死亡、５人負傷） 

（３４）１０月２４日サヌア市ハサバ地区で、バイクに乗った二人組みがホーシー派に発

砲（４人死傷） 

（３５）１０月２４日ベイダ県アシール山で、部族勢力による奇襲攻撃によりホーシー派

数十人が死亡 

（３６）１０月２６日イッブ市で、何者かがイッブ県次官（ＧＰＣ幹部）の自宅に発砲（死

傷者なし） 

（３７）１０月２７日ベイダ県ラダーア郡マナーシフ地区から５kmに位置するハブザ地区

周辺で、ホーシー派とアル・カーイダ及びアル・カーイダを支持する部族との間で激しい

戦闘が発生し、ホーシー派がアリーブ山を制圧（死傷者数十人） 

（３８）１０月２７日ハドラマウト県マフラク・サイードで、アル・カーイダとみられる

武装勢力が軍事施設を攻撃（死傷者情報なし） 

（３９）１０月２７日ハドラマウト県タリーム郡で、道路に仕掛けられたＩＥＤが爆発（軍

人１人死亡） 

（４０）１０月２７日マアリブ県で、部族系武装集団がマアリブ県からサヌア市に向かっ

ていたバスを襲撃し、タイズ県出身の裁判官アブドッラー・フセイニをどこかへ誘拐 

（４１）１０月２８日イッブ県ラドマ郡で、ホーシー派とアル・ダアーム家の衝突が発生

し、ホーシー派が同地区を全面的に制圧 

（４２）１０月２８日ラムダ郡で、ホーシー派と部族勢力との戦闘が発生（５人死亡、１

０人負傷） 

（４３）１０月２９日ハドラマウト県シャヒル郡で、武装集団が郵便局を襲撃し、１，２

５０万リヤルを強奪 

（４４）１０月２９日マアリブ県で、武装集団が同県マアリブ病院で勤務するウズベキス

タン人女性医師を誘拐 

（４５）１０月２９日頃マアリブ県アビーダ渓谷で、ホレイクダーニ部族の武装集団が走

っていた石油・ガス運搬車両６０台以上を親族の囚人の釈放を要求して拘束し軍人との間

で衝突が発生（武装集団２人及び軍人１人負傷） 

（４６）１０月２９日アデン県ホール・マクサル郡で、南部運動の武装集団がアビヤン県

から第３９機甲旅団基地に向けて帰任中の軍人５人から武器を奪い取ろうとしたため銃撃

戦が発生（軍人１人を含む４人負傷） 

（４７）１０月２９日サヌア市ラウダ地区で、バイクに乗った男２人がホーシー派と見ら



れる老男性を射殺 

（４８）１０月３０日ベイダ県ヤクラ地区で、ホーシー派民兵とアル・カーイダの衝突が

発生（ホーシー派２人死亡、アル・カーイダ１人死亡） 

（４９）１０月３０日マアリブ県で、武装集団がオイルパイプライン３箇所を爆破 

（５０）１０月３０日マアリブ県で、武装集団が送電線が襲撃 

（５１）１０月３０日アビヤン県マフファド郡で、アル・カーイダが第３９機甲旅団の軍

人が基地に戻るところを射殺（犯人は軍人の武器を奪って逃走） 

（５２）１０月３１日サヌア市内で、車に乗った武装集団が英大使館の警備員を銃撃 

（５３）１０月３１日マアリブ・サヌア間で、武装集団が送電線を襲撃 

（５４）１１月１日イッブ県イッブ市のイスラーハ党支部及びワハダ・カート市場付近で、

イスラーハ党民兵とホーシー派民兵の衝突が発生（８人死亡、イスラーハ党民兵４３人拘

束） 

（５５）１１月１日ベイダ県ラダーア市で、バイク２台に乗ったアル・カーイダのメンバ

ー４人がホーシー派人民委員会を襲撃（ホーシー派２人死亡、同２人負傷） 

（５６）１１月１日ホデイダ県ジャバル・ラアス郡で、アル・カーイダの武装集団が警察

署を襲撃し、同郡を制圧（軍人１０人死亡、１１人がアル・カーイダに拘束） 

（５７）１１月１日アビヤン県マフファド郡で、アル・カーイダの武装集団が第３９機甲

旅団の軍用車両を襲撃（軍人３人死亡、６人負傷） 

（５８）１１月１日アビヤン県ムーディヤ郡で軍基地近くに設置された爆発物が爆発（軍

人２人負傷） 

（５９）１１月２日ホデイダ県ジャバル・ラアス郡で、アル・カーイダが警察署や検問所

等を一時制圧（軍人１９人死亡、５人負傷、警察車両４台強奪、） 

（６０）１１月２日マアリブ県マジュザル郡ワディ・ハフル地区で、公道に置かれた爆発

物がホーシー派民兵の車が通った直後に爆発（ホーシー派２人負傷） 

（６１）１１月２日サヌア市内アドル通りで、バイクに乗って覆面をした武装集団が人民

勢力同盟党幹事長兼ＪＭＰ幹部のアブドッラ・ムタワッキルを射殺 

（６２）１１月３日頃ラヘジュ県フータ市で、軍がテロ組織ヌスラの幹部ウィダーフ・ア

ル＝カリービと同組織のメンバー２人を逮捕（ＲＰＧ、爆発物、自動小銃等を発見） 

（６３）１１月３日頃ホーシー派が同派政治局事務所東門付近に置かれたバイクの燃料タ

ンクの近くに設置された大型の爆発物を解体 

（６４）１１月３日ホーシー派がイッブ県ジャバル・ラアス郡を抵抗なく制圧（同郡にい

たアル・カーイダは逃走） 

（６５）１１月４日ベイダ県ラダーア市で、アル・カーイダ及びイスラーハ党系の武装部

族集団がホーシー派民兵を攻撃（少なくともホーシー派側８人及びアル・カーイダ、イス

ラーハ党民兵側１５人が死亡） 

（６６）１１月５日サヌア空港のゲート付近で、アル・カーイダと空港警備員との間で銃



撃戦が発生（武装集団１人負傷） 

（６７）１１月５日サヌア市ラバト通りで、バイクに乗った男２人が３人のホーシー派の

学生が学生寮から出たところを殺害 

（６８）１１月５日サヌア市内サラーシーン通りで、検問所にいた人民委員会のメンバー

が、爆発物を持っていた男２人（フランス国籍とアルジェリア国籍）を追跡し、銃撃戦が

発生（フランス人死亡、アルジェリア人負傷） 

（６９）１１月５日マアリブ県シルワーフ郡ハバーブ地区で、サーフィル社に対して給与

支払を求めていた警備が、同社から支払が得られなかったため、石油パイプラインに爆弾

２つを仕掛けて爆破 

（７０）１１月６日サヌア市シッティーン通りにあるハーディ大統領私邸の門の前で、ア

ル・カーイダが米大使の通過を狙って爆発物を設置（事前に発見され処理） 

（７１）１１月６日サヌア県ナハム郡の検問所で、アル・カーイダと見られる集団がホー

シー派に近い部族長ラージフ・アル＝タウキーを殺害 

（７２）１１月６日ホデイダ県ジャバル・ラアス郡で、アル・カーイダに誘拐されていた

軍人３人をホーシー派人民委員会が解放 

（７３）１１月８日ラダーア県マナーシフで、アル・カーイダがホーシー派宿舎に対して

自爆テロを実行（数十人死傷） 

（７４）１１月８日ハドラマウト県セイユーン市で、アル・カーイダと見られる武装集団

が第１３５旅団の車列を爆弾で襲撃（軍人５人及び市民を含む計８人負傷） 

（７５）１１月９日ダマール県アニス市場で、部族抗争が発生（１人死亡、３人負傷） 

（７６）１１月９日イッブ県アムヌ・サッダ郡で、武装集団が警察署に刑法犯として拘置

されている者の釈放を求めて押しかけ銃撃戦が発生（１人負傷） 

（７７）１１月９日サヌア県バニー・ハーリス地区で、地雷が爆発（２人（１人は子供）

負傷） 

（７８）１１月９日サヌア市ハブラ地区で、武装集団が子供を誘拐（子供が誘拐される事

件が連続して発生） 

（７９）１１月１０日ホデイダ県ダハー郡で、ホーシー派民兵が設置した検問所に気がつ

かず通過した車に対してホーシー派民兵が発砲（１人が死亡、１人負傷） 

（８０）１１月１０日ベイダ県クレイシーヤ郡フブザ地区で、ホーシー派民兵が進攻しよ

うとしたところ、ホーシー派民兵と部族系武装集団及びアル・カーイダの間で衝突が発生

（５人死亡）また、戦闘は同地区付近のアリーブ山まで広がり、同山における重火器を用

いた衝突が発生（少なくともホーシー派１３人死亡、数十人負傷） 

（８１）１１月１０日サヌア空港入口前で、空港を警備する部隊とホーシー派武装集団と

の間で衝突発生（少なくとも２人死亡） 

（８２）１１月１１日ハドラマウト県ムカッラ市で、軍用車２台の通過時に公道に設置さ

れた爆発物が爆発（将校１人死亡、軍人３人負傷、市民２人負傷） 



（８３）１１月１１日イッブ県オデイン郡で、ホーシー派がアル・カーイダの幹部の自宅

を爆破 

（８４）１１月１１日サヌア県シュウーブ地区で、アル・カーイダとみられるバイクに乗

った男２人が、政治治安総局将校の自宅に手りゅう弾２発を投てき（死傷者なし） 

（８５）１１月１２日サヌア市ダーイリ通りで、バイクに乗った男２人がガディール書店

（ホーシー派の書籍専門店）に手りゅう弾を投げるとともに銃撃（ホーシー派２人負傷） 

（８６）１１月１２日マアリブ県で、武装集団が送電塔を襲撃（同県ガス発電所の発電が

一時停止） 

（８７）１１月１２日頃ベイダ県カイファで、ホーシー派とアル・カーイダ及びイスラー

ハの戦闘が継続（同時点の死者３３人、負傷者数十人） 

（８８）１１月１２日ベイダ県のマアリブ県境に近いカイファで、アル・カーイダが捕虜

にしていたホーシー派１２人を処刑（うち５人斬首） 

（８９）１１月１３日ベイダ県フブザ地区で、ホーシー派とアル・カーイダ及びイスラー

ハの激しい衝突は５日目に突入（少なくとも７５人死亡） 

（９０）１１月１３日サヌア市国防省前で、同省を警備する兵士と未払いの給与支給を求

めて抗議する第一師団兵士が衝突（１人死亡、６人負傷） 

（９１）１１月１３日サヌア空港で、ハドラマウト県セイユーンで軍人を斬首した容疑者

２人を逮捕 

（９２）１１月１４日アビヤン県マフファド郡で、アル・カーイダとみられる武装集団が

第３９旅団の検問所を襲撃（軍人２人負傷） 

（９３）１１月１４日サヌア県アルハブ郡で、地雷が爆発（１人死亡、１人負傷） 

（９４）１１月１６日アデン県マンスーラ郡で、４人の武装集団が上下水道局員の車を襲

撃して１、０００万リヤルを強奪 

（９５）１１月１７日マアリブ県アルガイン地区等で、第３軍管区の部隊がサーフィル－

マアリブ－サヌアを結ぶ道路を封鎖してタンクローリー等の交通を遮断していた部族勢力

を攻撃して道路閉鎖を解除（部族勢力２人死亡、複数人負傷） 

（９６）１１月１７日マアリブ県ダマーシカ地区で、軍と部族勢力が衝突（軍人１人死亡、

同３人負傷及び部族勢力２人死亡、同４人負傷） 

（９７）１１月１７日ベイダ県ベイダ市のカート売場で、アル・カーイダと見られる男が

手榴弾を投てき（３人負傷） 

（９８）１１月１７日サヌア市マズバハ地区で、何者かがホーシー派２人に発砲（１人死

亡、１人負傷） 

（９９）１１月１８日タイズ市で、タイズ県イスラーハ党事務局長補佐のサーディク・マ

ンスール氏が車に仕掛けられた爆弾の爆発により死亡 

（１００）１１月１８日ダーリウ市中心部の市場で、武力衝突が発生（１人死亡、２人負

傷） 



（１０１）１１月１９日サヌア市内首相府の入り口付近で、ホーシー派と財務大臣警護員

の間で銃撃戦が発生（１人負傷） 

（１０２）１１月１９日ベイダ県ガイファで、道路に仕掛けられた爆弾が爆発（ホーシー

派３人負傷） 

（１０３）１１月１９日ダマール県ダマール市で、バイクに乗ったアル・カーイダとみら

れる男２人がホーシー派幹部ヒシャーム・ハムード・ラーウィヤを殺害 

（１０４）１１月２１日、武装集団がイッブ県次官補（同県ＧＰＣ政治局長）アリー・ザ

ンムの自宅を銃撃（死傷者なし） 

（１０５）１１月２１日マアリブ県ワディ・アビーダ郡アルカイン地区で、ハウィーク家

の部族系武装集団とアル・カーイダのメンバーが第１４機甲旅団の検問所を襲撃（軍人１

人死亡、３人負傷） 

（１０６）１１月２２日サヌア市西部スバーハ地区のハッダ通りで、何者かラシャード・

アリーミ大統領顧問（治安担当顧問、ＧＰＣ常任委員会メンバー）の息子ハーリドを誘拐

（交渉により解放） 

（１０７）１１月２２日アムラン県ライダ郡バニー・アブド地区で、ホーシー派民兵が爆

発物が製造されている民家を襲撃し、大量の爆発物を発見 

（１０８）１１月２３日ダマール県アニス郡の市場で、人民委員会と違法に税を徴収しよ

うとしていた武装集団との間で衝突が発生（軍人２人を含む６人負傷） 

（１０９）１１月２３日アビヤン県ラウダル市で、人民委員会がアル・カーイダのスパイ

として活動している男を逮捕 

（１１０）１１月２３日ベイダ県サアーリブ山の近くで、ホーシー派民兵の車両を標的と

した爆弾が爆発（ホーシー派４人死亡、３人負傷） 

（１１１）１１月２３日サヌア県ハズヤズ地区で、２台の車に乗った武装集団がのホーシ

ー派の検問所を自動小銃で襲撃（武装集団の１人死亡、ホーシー派２人負傷） 

（１１２）１１月２３日ベイダ県ワラド・ラビーウ郡で、部族抗争が発生（１人死亡） 

（１１３）１１月２４日アビヤン県マフファド郡ディーカ渓谷で、アル・カーイダの戦闘

員６人がＲＰＧや迫撃砲を用いて第３９機甲旅団の車両を襲撃（軍人２人死亡、５人負傷） 

（１１４）１１月２５日イッブ県オデイン郡バニ・スヘイル地区で、ホーシー派がアル・

カーイダとの関係を疑う地元部族長の自宅を爆破 

（１１５）１１月２５日サヌア市シャミーラ地区で、何者かが巡回中のホーシー派２人を

殺害 

（１１６）１１月２５日ラヘジュ県アナド空軍基地周辺で、イエメン軍テロ対策部隊がア

ル・カーイダの隠れ家を急襲し、人質として拘束されていたイエメン人兵士７人と米国人

１人を解放（テロ対策部隊の兵士１人負傷、誘拐犯７人全員を殺害） 

（１１７）１１月２５日ハドラマウト県ムカッラ市中心部で、車とオートバイに乗った何

者かが、水産加工場所有の車を襲い、５００万リヤルを強奪 



（１１８）１１月２５日サヌア市カディシヤ地区で、部族抗争とみられる銃撃戦が発生（死

傷者複数） 

（１１９）１１月２５日ハドラマウト県ハジャル・サイアル地区で、国軍テロ対策部隊が

特別作戦を実施し、アル・カーイダに人質として捉われていたイエメン人６人、サウジ人

１人、エチオピア人１人を救出（テロ分子７人殺害） 

（１２０）１１月２５日イッブ県で、武装勢力がダマト市に向かう途中だった第１０５師

団長の車列を襲撃（警護員１人死亡、３人負傷） 

（１２１）１１月２６日サヌア市内ハサバ地区で、ホーシー派とアハマル一族の民兵が衝

突（死傷者発生） 

（１２２）１１月２６日シャブワ県マイファア郡で、国軍とアル・カーイダの間で激しい

戦闘が発生 

（１２３）１１月２６日マアリブ県サルワーフ郡ハバーブ地区で、部族勢力がパイプライ

ン警備に対する給料未払いへの抗議のため、サーフィル油田と紅海沿岸のラス・イーサ港

を結ぶオイルパイプラインを爆破 

（１２４）１１月２６日身元不明の武装勢力が、イッブ県次官アブドルアジズ・ワイリー

の自宅を襲撃 

（１２５）１１月２６日マアリブ県アール・シャブワン地区で、送電線を破壊 

（１２６）１１月２６日サヌア市内のアメリカ大使館付近で、国軍警備要員と制止に従わ

ない武装した人物との間で銃撃戦が発生（同人死亡、国軍兵士１人負傷） 

（１２７）１１月２６日アビヤン県ムーディヤ郡で、アル・カーイダと見られる武装集団

が軍装甲車を狙って爆発物で襲撃（死傷者なし） 

（１２８）１１月２７日ベイダ県ラダーア郡アール・シャルバ村で、アル・カーイダがホ

ーシー派民兵を狙って設置した爆発物が爆発（車両損傷、負傷者なし） 

（１２９）１１月２７日ラヘジュ県アタク市で、アル・カーイダが商店の警備員を治安当

局のスパイであるとして殺害 

（１３０）１１月２９日夜ベイダ県カイファ地区で、アル・カーイダ及びイスラーハ系部

族民がフスン・マナーシフ地区にあるホーシー派の根拠地を攻撃（双方合わせて少なくと

も１２人死亡、複数人負傷） 

（１３１）１１月２９日ハドラマウト県シバーム郡とセイユーン郡間の道路で、アル・カ

ーイダが第１３５歩兵旅団の軍用車を爆発物で襲撃（軍人３人負傷） 

（１３２）１１月３０日サヌア市南部ハズヤズ地区で、何者かがワヘダ市場付近の公道に

犬の死骸の中に詰めた爆弾を仕掛け爆発 

（１３３）１１月３０日ホデイダ県ホデイダ市グリール地区で、バイクに乗った２人組が

政治治安総局（ＰＳＯ）の将校（アブドルラフマン・シャビール大佐）に向けて拳銃を発

射（負傷） 

（１３４）１１月３０日サヌア市ノクム地区で、バイクに乗った男が国防省の将校を銃撃



（人的被害なし） 

（１３５）１２月１日イッブ県オデイン郡で、バイクに乗った２人組が同郡の部族長アブ

ドルワーヒド・ラーイを銃撃（３人負傷） 

（１３６）１２月１日アビヤン県ワディ・ディーカで、第３９機甲旅団の軍用車がマフフ

ァド郡に向けて走行中、アル・カーイダが爆発物で襲撃（軍人１人死亡、１人負傷） 

（１３７）１２月１日アビヤン県ラウダル郡とムーディア郡の郡境地区で、アル・カーイ

ダが第１１５歩兵旅団の軍用車を襲撃（軍人３人重傷） 

（１３８）１２月１日、部族系武装集団がマアリブ公立病院に勤務するシリア人看護師３

人を誘拐し、マアリブ県とサヌア県バニー・ドビヤーン地区の間の地域まで連れて行った

後、看護師の身元がシリア人であることが分かり、看護師を路上に放置 

（１３９）１２月２日アル・カーイダとみられる武装集団がベイダ県ベイダ市ハヤート病

院付近で、リマ県の部族長アリー・ハミード・アル＝サワーリとベイダ県知事顧問兼ＧＰ

Ｃ常任委員会メンバーのアブドッラー・アル＝ジャマーリを射殺 

（１４０）１２月２日ダマール県ダマール市で、経済公社の建物の倉庫付近で爆発物が爆

発（警備員１人負傷） 

（１４１）１２月３日サヌア県ハムダーン郡で、アリー・ハムード・ドゥーダ部族長の車

に取り付けられた爆発物が発見され処理 

（１４２）１２月３日サヌア市内シヤーシー地区で、アル・カーイダが自動車爆弾でイラ

ン大使公邸を襲撃（１人死亡、１７人負傷） 

（１４３）１２月３日シャブワ県ガラダーン郡アヤード地区で、何者かが石油パイプライ

ンを爆破 

（１４４）１２月３日アビヤン県マフファド郡で、第３９機甲旅団の検問所を武装したサ

イード家の部族系武装集団が停車せず通過しようとしたため、両者の間で銃撃戦が発生（部

族２人負傷） 

（１４５）１２月４日、アル・カーイダが昨年９月に誘拐された米国人記者の殺害予告 

（１４６）１２月４日イッブ県南部アル・カーイダ市で、アル・カーイダとつながりのあ

るシャブワ県の部族とホーシー派民兵との間で衝突が発生（１人死亡、４人負傷） 

（１４７）１２月４日ハドラマウト県アル・カトン郡の公営市場の交差点で、地元住民が

国家治安総局員の遺体を発見（同人はアル・カーイダに誘拐されていた） 

（１４８）１２月５日イッブ県イッブ市オデイン交差点で、バイクに乗った男２人がパト

ロール中の警察官を銃撃（２人負傷） 

（１４９）１２月５日サヌア市で、ホーシー派が爆発物及び自動車爆弾を製造しているテ

ロ分子を摘発（３台の自動車爆弾、爆発物のほか、暗殺者リスト、サイレンサー付き拳銃、

自爆ベルトを押収） 

（１５０）１２月６日、米軍とイエメン軍テロ対策部隊による救出作戦を実施、誘拐犯が

米国人と南アフリカ人の人質を殺害 



（１５１）１２月６日ベイダ県ラダーウ市で、アル・カーイダがアビヤン県ラウダル郡出

身の市民を誘拐 

（１５２）１２月６日マアリブ県で、アル・カーイダが軍事学校所属の軍用車を襲撃（軍

人２人死亡、４人負傷） 

（１５３）１２月６日サヌア市中央刑務所で、暴動が発生 

（１５４）１２月７日サヌア市内で、ホーシー派民兵とＧＰＣメンバーのシェイク・サギ

ール・ビン・アジース議員の警護が衝突 

（１５５）１２月７日マアリブ県で、何者かが大統領宮殿の警備員を誘拐 

（１５６）１２月７日アビヤン県で、武装集団がイスラーハ党の事務所を襲撃し所有物を

強奪 

（１５７）１２月７日ラヘジュ県フータ市で、バイクに乗ったアル・カーイダのメンバー

が政府施設（政治治安総局、同県警察）を襲撃（軍人１人死亡、軍人２人および市民１人

負傷） 

（１５８）１２月８日サヌア市内のホーシー派関係者の家の近くで３件の爆発事案が発生

（８人負傷（３人重体）） 

（１５９）１２月８日、アデン県治安当局は南部運動の若者３人が特別治安組織の軍用車

両を襲撃したとして逮捕 

（１６０）１２月８日ハドラマウト県中央銀行ハドラマウト支店で、武装集団がムカッラ

国際空港職員の給与１６７万４、０００リヤルを強奪 

（１６１）１２月８日マアリブ県マアリブ市で、車に乗った武装集団が警察官を自動小銃

で射殺 

（１６２）１２月８日イッブ県イッブ市サウラ病院付近で、バイクに乗った２人が同市バ

ーウン地区ＧＰＣ支部長ムハンマド・ハミード・アル＝バアニの車を銃撃（同人負傷） 

（１６３）１２月９日ハドラマウト県セイユーン市で、アル・カーイダが第一軍区司令部

を自動車爆弾２台を用いて襲撃（軍人６人死亡、７人負傷） 

（１６４）１２月９日サヌア県ヒーマ郡で、ホーシー派民兵が口論により警察官に発砲（警

察官負傷） 

（１６５）１２月９日サヌア県サンハーン郡で、国防省の将校の自宅付近に置かれた爆発

物が爆発（負傷者なし） 

（１６６）１２月１０日サヌア県アルハブ郡シュアブ地区で、イスラーハ党幹部兼同地区

部族長のムハンマド・ムハンマド・ノーベルの身辺警護員とホーシー派検問所にいた民兵

との間で口論を元とする銃撃事件が発生（警護員１人、ホーシー派３人死亡、同部族長は

重傷） 

（１６７）１２月１０日サヌア市バグダッド通りプラザ地区で、人民委員会と治安当局の

協力の下、自動車爆弾犯を逮捕（爆弾押収） 

（１６８）１２月１０日サヌア市シュウーブ地区イフサーン公園近くで、何者かが手りゅ



う弾を投てき（空軍兵士１人負傷） 

（１６９）１２月１０日ダマール県ダマール市で、アル・カーイダがホーシー派幹部アハ

マド・スースワの自宅付近に爆発物を仕掛け爆発（負傷者なし、家屋損壊） 

（１７０）１２月１０日ベイダ県ラダーア市でアル・カーイダがホーシー派の根拠地を襲

撃（１０人死亡、複数人負傷） 

（１７１）１２月１１日イッブ県イッブ市マイタム地区で、バイクに乗った２人がＧＰＣ

幹部アシュラフ・サラーヒの車を銃撃（同乗者負傷） 

（１７２）１２月１１日ラヘジュ県タバン郡で、アル・カーイダがアナド軍事基地をグラ

ート・ロケット砲６発で襲撃（負傷者なし） 

（１７３）１２月１１日ベイダ県ラダーア郡で、アル・カーイダとイスラーハ系部族がホ

ーシー派検問所を襲撃（５人死亡、複数人負傷） 

（１７４）１２月１２日ラヘジュ県フータ市で、バイク２台に乗ったアル・カーイダのメ

ンバー３人が元在ロシア・イエメン大領事アブドッラー・カーイドを消音機付銃で襲撃（負

傷） 

（１７５）１２月１３日ベイダ県カイファ郡ハマ・サラール地区で、アル・カーイダ及び

イスラーハ党系部族がホーシー派根拠地を襲撃（１０人死亡、複数人負傷） 

（１７６）１２月１３日ハッジャ県ハラド郡の検問所で、軍人がバスに乗っていた４人を

調べ、所持していた武器を押収。警察署へ連行しようとしたところ、容疑者が発砲し、銃

撃戦が発生（容疑者のうち３人死亡） 

（１７７）１２月１３日ラヘジュ県フータ市ワヒード地区で、バイクに乗ったアル・カー

イダ２名が国家治安総局（ＮＳＢ）大佐アブドルバーセト・ハイダルを射殺 

（１７８）１２月１４日サヌア県ハッダ地区で、土地争いを原因とする口論から銃撃戦が

発生（１人負傷） 

（１７９）１２月１５日アデン県クレーター郡で、南部運動メンバーがゼネストを行って

いたところ、軍人との間で銃撃戦が発生（治安機関に逮捕され連行中の南部運動の幹部ハ

ーリド・アル＝ジュネイディが死亡） 

（１８０）１２月１４日マアリブ県ジョウフ交差点で、アル・カーイダが同県マジュザル

郡地方議会事務局長のサーレム・ガディーバ部族長他３人をＩＥＤ２発で殺害 

（１８１）１２月１５日アビヤン県マフファド郡で、第３９機甲旅団の検問所をアル・カ

ーイダがＲＰＧや機関銃で襲撃（軍人３人負傷） 

（１８２）１２月１６日ベイダ県ラダーア市で、自動車爆弾２台を用いたテロ２件が発生

（女子生徒１６人と市民１０人死亡、複数名負傷） 

（１８３）１２月１６日アデン県クレーター郡で、南部運動（ヒラーク）の武装集団が特

別治安組織の基地を手りゅう弾や機関銃で襲撃（死傷者なし） 

（１８４）１２月１７日マアリブ県マアリブ市で部族抗争が発生（４名負傷） 

（１８５）１２月１７日ハドラマウト県セイユーン市スヘイル地区で、第１軍区の軍用車



が通った際にアル・カーイダが設置した爆発物が爆発（軍人４人死亡、同３人負傷） 

（１８６）１２月１７日サヌア市ジャムナ交差点付近の内務省将校自宅ベランダで、ティ

ッシュ箱の中に入った爆発物を発見（未然に処理） 

（１８７）１２月１８日ホデイダ県ホデイダ大学付近のダワール地区にあるアリ・ムフシ

ン邸付近で、同邸宅にいるホーシー派民兵を標的に自動車爆弾２台が爆発（負傷者複数） 

（１８８）１２月１８日イラク大使館に脅迫文を送りつけた男を逮捕 

（１８９）１２月１８日シャブワ県ラドゥーム郡の液化天然ガス会社バルハーフ社に対し

て、アンサール・シャリーア（アル・カーイダ）がロケット弾３発を発射。（死傷者なし） 

（１９０）１２月１８日サヌア県アルハブ郡で、ホーシー派のパトロール隊（車２台）が

通過中に地雷が爆発（少なくとも８人死亡、９人負傷） 

（１９１）１２月１８日ハドラマウト県シバーム市で、第１３５歩兵旅団の軍用車両が通

りかかった際、アル・カーイダが設置した爆発物が爆発（軍人２人死亡、２人重傷） 

（１９２）１２月１９日ベイダ県ラダーア市で、ゴミ箱に入れられた爆発物が爆発（１人

死亡、３人負傷） 

（１９３）１２月１９日マアリブ県で、バイクに乗った武装集団が第３軍区（第１３歩兵

旅団）将校ジャマール・アサディ中佐を射殺 

（１９４）１２月１９日ハドラマウト県セイユーン市で、テロリストが設置した爆弾が第

１軍区司令官アブドルラフマン・アル＝ハリーリ参謀少将の車列通過時に爆発（同司令官

無事） 

（１９５）１２月１９日イッブ県イッブ市ダバーリ地区で、ホーシー派民兵がサラフィー

派宗教学校を襲撃（２人負傷） 

（１９６）内務省・国防省はアル・カーイダが軍・治安組織を襲撃するとの情報を入手、

全県、特にハドラマウト県、ラヘジュ県、アデン県で厳戒態勢（１２月２０日付報道） 

（１９７）１２月２０日アビヤン県ラウダル郡で、警察官の家を標的とした爆発物が爆発

（１人死亡、３人負傷） 

（１９８）１２月２１日サヌア県アルハブ郡で、ホーシー派民兵がイスラーハ党幹部ヤヒ

ヤ・サーレハ・タキの自宅を捜索中に爆発が発生（ホーシー派３人以上死亡、１０名負傷） 

（１９９）１２月２１日サヌア県マナーハ郡で、部族衝突が発生（３人死亡、４人負傷） 

（２００）１２月２１日サイラ地区で、政治治安総局（ＰＳＯ）将校暗殺未遂事件が発生 

（２０１）１２月２１日ベイダ県ラダーア市で爆弾が爆発（ホーシー派１５人死亡） 

（２０２）１２月２１日アデン県ダール・サアド郡で、２台の車に乗ったアル・カーイダ

戦闘員が第１２１空挺旅団の基地を襲撃 

（２０３）１２月２２日イッブ県で、ホーシー派幹部暗殺未遂事件が発生 

（２０４）１２月２２日イッブ県イッブ市で、武装集団がホーシー派人民委員会司令官の

ハムード・マハディ大佐を襲撃（警護員４人及び歩行者２人負傷） 

（２０５）１２月２３日２３日サヌア市旧市街で、朝６時頃爆発物５発が爆発（１人死亡、



１人負傷）。また、同日サヌア市で爆発物４発が発見され未然に処理 

（２０６）１２月２３日シャブワ県アタク市で、南部運動の武装集団が政府コンパウンド

を迫撃砲２発で襲撃（南部運動の幹部１人死亡、４人負傷） 

（２０７）１２月２３日ラヘジュ県フータ市で、３台の車に乗ったアル・カーイダ戦闘員

が市庁舎、警察署、政治治安総局の建物を襲撃（治安当局側に負傷者はなし） 

（２０８）１２月２４日ベイダ県カイファ地区の公道で、ホーシー派人民委員会の車両が

通過した際にアル・カーイダが設置した爆発物が爆発（ホーシー派５人死亡、複数人死亡） 

（２０９）１２月２４日イッブ県イッブ市で、バイクに乗った２名が特別治安組織補佐官

を銃撃（重傷） 

（２１０）１２月２４日タイズ県タイズ市で、アル・カーイダとみられる武装集団が第２

２機甲旅団の軍事施設２カ所をカラシニコフで襲撃 

（２１１）１２月２５日サヌア市で、何者かが政治治安総局（ＰＳＯ）国内治安責任者ヤ

ヒヤ・アル＝ムラーニ少将を誘拐 

（２１２）１２月２５日ハドラマウト県で、アル・カーイダが第１軍区司令部をＲＰＧで

襲撃し、軍用車を爆発物で攻撃（軍人１０人死亡） 

（２１３）１２月２５日サヌア県アルハブ郡で、アル・カーイダがホーシー派２０名を爆

弾で急襲し殺害 

（２１４）１２月２５日シャブワ県アタク市で、南部運動の武装集団が政府建物や検問所

を襲撃（軍人３人負傷） 

（２１５）１２月２６日サヌア市ハサバ地区で、武装集団がイエメン・アルヤウムＴＶの

アナウンサー、ダリヤ・ダーイルを誘拐し、２７日に解放 

（２１６）１２月２６日イッブ県アル・カーイダ郡で、治安当局がプラスチックの袋に入

れて公道に設置された爆発物を発見（処理） 

（２１７）１２月２７日サヌア市ラバト通りで、バイクに乗った２人組がアムラン県サラ

郡ＧＰＣ支部長フセイン・アブドルアジーズの車両を銃撃（被害なし） 

（２１８）１２月２７日ハドラマウト県アル・カトン郡のカート市場付近で、アル・カー

イダが軍用車を標的として設置した爆発物が爆発（軍人１人死亡、１人負傷） 

（２１９）１２月２８日サヌア市ワハダ地区で、警察が人民委員会の協力の下、外国語学

校で働くカナダ人をアル・カーイダとの関与の容疑で逮捕 

（２２０）１２月２９日サヌア県バニー・ハーリス地区の警察将校自宅で、爆発物が爆発

（２人負傷） 

（２２１）１２月２９日マアリブ県マアリブ市アドバン交差点で、アリー・アブード・ア

ル＝シャリーフ部族長を狙って爆発物が爆発（３人死亡、３人負傷） 

（２２２）１２月２９日ベイダ県ベイダ市の幹線道路で、バイクに乗った２名のアル・カ

ーイダが政治治安総局員ナーセル・ウヘイシを射殺 

（２２３）１２月２９日ダーリウ県ダーリウ市ジャリーラ地区で、爆発物が爆発（パトロ



ール中の軍人２人負傷） 

（２２４）１２月２９日ハドラマウト県アニーン地区で、第１軍区司令官及び第３７機甲

師団司令官の車列を狙って備え付けられた爆発物が爆発（警備員５人負傷） 

（２２５）１２月３０日ベイダ県ラダーア市で、武装した男がアリー・ムハンマド・ハー

ディ・シャルバ部族長を射殺 

（２２６）ホデイダ県ホデイダ市ダマガ通りで、警察がケニア人男性をアル・カーイダと

の関与の容疑で逮捕（１２月３０日付報道） 

（２２７）１２月３１日イッブ県イッブ市文化センター内で、預言者生誕祭が行われてい

たところ、自爆犯が爆弾を爆発（少なくとも２６人死亡、４８人負傷） 


