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　４月９日の夜に流れた，エジプトがサウジアラビアに，ティラン海峡の二つの島を「返
還」したというニュースは，エジプトの世論を沸騰させた。サウジの財政支援に大きく依
存するスィースィー政権による，あたかも「金で島を売った」かのように見えかねない合
意が，エジプトの国民感情を傷つけ，反発を招くことは間違いない。エジプトの民族主義
感情を喚起して広く国民の支持を集めて政権に就いたスィースィー政権にとって，領土の
割譲と国内で受け止められる合意を締結したことは，威信の低下を招きかねない。
　この合意がエジプトの国力の低下，そしてサウジとの関係で従属的立場に置かれている
現状を象徴することは確かであり，それがスィースィー政権の支持層からも失望を招きか
ねないことは確かであり，そのエジプト内政への影響を注視すべきである。しかしこの問
題は単に「金と島との交換」と揶揄してすむ問題ではない。むしろ，サウジを主軸として
進む紅海沿岸地域の安全保障体制の変動の一局面として検討することが中東の国際秩序形
成を見守るために必要な視点だろう。
　サウジアラビアはティラン島・サナーフィール島の管轄をエジプトから引き継ぐことで，
エジプトとイスラエルの間で積み上げられてきた対立回避と安全保障上の協力関係も引き
継ぐことになる。イスラエルと直接は国交を結んでいないサウジアラビアが，エジプトを
媒介にしてイスラエルと事実上の安全保障上の協調関係を結んで行くことは，中東地域の
安全保障にとって大きな意味を持つ。
　また，サウジアラビアの近年の外交・安全保障上の政策の全体像の中に位置づけてみれ
ば，今回の合意は将来に向けての布石となり得るものではないだろうか。サウジは「アラ
ブの春」以後，エジプトやシリアなどアラブ世界の従来の軍事大国の対外的影響力が急激
に低下する中で，経済・財政面だけでなく戦略・安全保障上も大国化を試みている。それ
が人的資源などの面での支えを十分に持つものなのか，また将来にわたって持続可能であ
るかは，懸念・不透明材料として残るだろうが，相対的に見てサウジがアラブ世界のスン
ナ派を主体とする諸国の中で地域大国として台頭していることは否めない事実である。
　そして，今回の合意は紅海地域における主要なチョークポイントの一つに関して，法的
な不透明性を解消し，直接の管轄下に置くものである。これは，近年のサウジの戦略・安
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全保障政策の中で際立っている，紅海沿岸諸
国との関係強化，紅海の通商路の支配を進め
る動きの中に位置づけると，その意味が明ら
かになるように思われる。
　イランが各地の紛争でシーア派勢力にテコ
入れし影響力を強め，欧米諸国との関係改善
を進めて優位に立つ中で，サウジアラビアは
ペルシア湾岸地域で戦略・安全保障上，不利
な立場に立たされている。しかし他のGCC
諸国とは異なり，サウジアラビアは紅海への
アクセスを持っている。ペルシア湾岸地域で
正面からイランを抑制する能力に限界がある
のであれば，紅海側に石油・天然ガス輸出の代替的なルートを拡充することの，戦略的な
合理性が高まる。紅海であれば，エジプトなど近隣の友邦と協調することで，イランに対
する優位性を確保することはより容易であると考えられるし，イランが紅海地域へ介入す
るのをあらかじめ阻止しておくことにもなろう。
　本稿では，第１節でまず今回の合意の内容と経緯を概略し，ティラン海峡とそこにある
二つの島の地政学的な意味と重要性を記しておく。その上で第２節では，今回の合意がエ
ジプト内政と世論に及ぼした波紋について触れる。そして第３節で，この合意が象徴する
サウジの軍事・安全保障上の大国化に留意した上で，エジプトのイスラエルとの外交・安
全保障上の協力関係にサウジが間接的に関与していくことの意味を論じる。そして，サウ
ジの近年の積極的な安全保障政策が特に紅海沿岸地域を重視しているという背景の上に，
今回の合意を位置づける。

１．ティラン海峡の地政学的重要性と二つの島の領有権問題
　サウジアラビアのサルマーン国王は，４月６日から11日までエジプトを訪問し，７日に
はスィースィー大統領と会談した。訪問に合わせて17の覚書等が調印され⑴，600億サウ
ジ・リヤールの投資ファンドの設立やシナイ半島の特区開発などが合意されたと報じられ
た⑵。
　当初喧伝されたのは，４月７日の首脳会談後にサルマーン国王自らが発表した，サウジ・

筆者紹介
　1��6年，東京大学文学部イスラム学科卒。アジア
経済研究所研究員，国際日本文化研究センター准教授
を経て，2008年10月より現職。ウッドロー・ウィル
ソン国際学術センター客員研究員，ケンブリッジ大学
客員フェロー，アレクサンドリア大学客員教授などを
兼任した。中東地域研究，イスラーム政治思想を専門
とする。主要著作に『現代アラブの社会思想─終末論
とイスラーム主義』（講談社，大佛次郎論壇賞），『ア
ラブ政治の今を読む』（中央公論新社），『書物の運命』
（文藝春秋，毎日書評賞），『イスラーム世界の論じ方』
（中央公論新社，サントリー学芸賞），『中東危機の震
源を読む』（新潮社），『イスラーム国の衝撃』（文藝春
秋，毎日出版文化賞・特別賞）。新刊『増補新版　イ
スラーム世界の論じ方』（中央公論新社）が５月６日
に刊行予定。
　個人ブログ「中東・イスラーム学の風姿花伝」
（http://ikeuchisatoshi.com/）でも情報発信中。

⑴　�「中東かわら版�No.７�サウジアラビア・エジプト：海上国境の画定・二国間を結ぶ橋の建設で合意」中
東調査会，2016年４月11日。

　　http://www.meij.or.jp/kawara/2016_007.html
⑵　�“Egypt,�Saudi�Arabia�Sign�60�Billion�Saudi�Riyal�Investment�Fund�Pact,”�Reuters,�April��,�2016.
　　http://www.reuters.com/article/us-egypt-saudi-idUSKCN0X60VQ

http://ikeuchisatoshi.com/
http://www.meij.or.jp/kawara/2016_007.html
http://www.reuters.com/article/us-egypt-saudi-idUSKCN0X60VQ
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エジプトをつなぐ大橋の建設に関する合意だった。紅海をティラン海峡付近で横断し，シ
ナイ半島とアラビア半島をつなぐ「サウジ・エジプト・コーズウェイ」あるいは「サルマー
ン国王大橋」の建設については，2011年から12年にかけても計画案が提示されていたが，
今回の首脳会談で正式に合意されたことは，具体化に向けての大きな一歩であるか，少な
くとも両国間の関係緊密化の象徴と考えられる。「紅海を超えて」「アフリカとアジアをつ
なぐ」という触れ込みの大橋建設案は国際的に大きく報じられた⑶。
　しかし４月８日にエジプトのシャリーフ・イスマーイール首相とサウジのムハンマド・
ビン・サルマーン副皇太子（副首相・国防相）が，スィースィー大統領・サルマーン国王
の隣席する場で，海上国境確定の合意に調印したとされつつ，詳細がすぐには明らかにな
らず⑷，４月９日夜の政府発表で，この合意にはティラン島とサナーフィール島がサウジ領
海側に含まれると明記されていることが明らかになったことで，大きな議論を呼び覚まし
た⑸。

⑶　“Saudi�Arabia�and�Egypt�Announce�Red�Sea�Bridge.”�BBC,�8�April�2016.
　　http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35���557
　　“Saudi�Arabia,�Egypt�Agree�to�Build�Bridge�over�Red�Sea,”�al-Jazeera,���April�2016.
　　�http://www.aljazeera.com/news/2016/04/saudi-arabia-egypt-announce-bridge-red-

sea-16040�0321587�0.html
　　�池内恵「『チラン海峡』に架ける橋：サウジ・エジプト・イスラエルの地政学」『フォーサイト』2016年

４月10日 http://www.fsight.jp/articles/-/410�2
⑷　�“Controversy�over�Delimitation�Agreement�of�Maritime�Borders�between�Egypt,�Saudi�Arabia,”�

Daily�News�Egypt,�April��,�2016.
　　�http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/0�/controversy-delimitation-agreement-maritime-

borders-egypt-saudi-arabia/
⑸　�“Red�Sea�Tiran�and�Sanafir�Islands�Fall�within�Saudi�Regional�Waters:�Egypt's�Cabinet,”�Ahram�

Online,�10�April�10�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��1�6.aspx
　　“Egypt�to�Give�Saudi�Arabia�Two�Red�Sea�Islands,”�al-Jazeera,�11�April�2016.
　　�ht tp ://www.a l jazeera .com/news/2016/04/egypt -g ive-saudi -arab ia- red-sea-

islands-160411060631501.html

エジプト・サウジアラビア海上国境線とティラン島・サナーフ
ィール島の位置（アラビア語版Wikipedia より）

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35999557
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/saudi-arabia-egypt-announce-bridge-red-sea-160409032158790.html
http://www.fsight.jp/articles/-/41092
http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/09/controversy-delimitation-agreement-maritimeborders-egypt-saudi-arabia/
http://english.ahram.org.eg/News/199196.aspx
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/egypt-give-saudi-arabia-red-sea-islands-160411060631501.html
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　ティラン海峡はアカバ湾の出入り口であり，ここに位置する二つの島はイスラエルのエ
イラート港，ヨルダンのアカバ港への海上通商路を扼する戦略的・地政学的に重要な意味
を持つ⑹。ティラン海峡の自由航行の確保にはイスラエルにとって死活的な重要性があり，
ティラン海峡の封鎖は開戦事由になることを明確にしてきた。イスラエルは1�56年の第二
次中東戦争でティラン島とサナーフィール島を占領したが停戦後に撤退した。1�67年にエ
ジプトのナセル大統領がティラン海峡へのイスラエル船舶の通航拒否を示唆したところ，
イスラエルは奇襲攻撃で第三次中東戦争を開戦，再び両島を占領した。エジプトとイスラ
エルが1�7�年のキャンプデービッド合意で和平に踏み切り，1�82年に合意が履行された
ことによりエジプトに返還されたが，二島は和平合意に盛り込まれたシナイ半島地域の兵
力引き離しの枠組みで「ゾーンC」に区分され，エジプト軍の展開が制限され，内務省警
察が治安維持を行い，米国を主体とする国際監視部隊の駐留を受けるものとされた。
　二島についてはエジプトとサウジアラビアが共に領有権を主張してきたが，領有権をめ
ぐる緊張は，サウジアラビアが他の近隣アラブ諸国との間で抱えてきた国境紛争と比べれ
ば，緊張の度合いは非常に低かった。エジプトが長く実効支配・施政権下に置いてきたこ
とと，アラブ・イスラエル紛争の過程でエジプトが矢面に立って両島をめぐって幾度もイ
スラエルと戦ったこと，そもそもかつてサウジがエジプト軍の駐留を求めた経緯があった
からである。
　元来がエジプトもアラビア半島もオスマン帝国の支配下にあったが，1�世紀前半に自立
化したエジプトのムハンマド・アリー朝は，1811年から18年にオスマン帝国の命を受け
て第１次サウド王国の征伐のためアラビア半島の主要部を制圧した。その後エジプトはオ
スマン帝国に反旗を翻し，英国などの干渉を受けながらもアラビア半島の紅海岸地域を版
図としていた時期がある。
　サウジアラビアも独立後に両島の領有権を主張したが，1�48年のイスラエル建国とアラ

⑹　�サウジ系資本のアラビア語衛星放送局アラビーヤの英語ウェブサイトでは，サウジ寄りの視点からのこ
の海峡・海域と二島の価値，今回の海上国境確定の意味を論じる記事が掲載されている。“Marking�
Borders�in�a�Sea�of�Calm:�The�Saudi-Egyptian�Maritime�Deal,”�al-Arabiya�English,�11�April,�
2016.

　　�http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/04/11/Marking-borders-in-a-sea-
of-calm-The-Saudi-Egyptian-maritime-deal-.html

　　�なお，アラビーヤのアラビア語ウェブサイトのサウジ向けページでは４月13日に，１億7500年前から
現在までの地殻変動による大陸の形成を論じ，「エジプトがサウジとくっついていてアカバ湾もティラン
島もサナーフフィール島もなかった時」と題する記事が掲載されている。“Hina�Kanat�Misr�Multasiq�
bi-l-Sa‘udiya�bila�Khalij�wa�Tiran�wa�Sanafir,”�al-Arabiya,�13�April�2016.

　　�http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/04/13/%D8%AD%D�%8A%D�%86-
%D�%83%D8%A7%D�%86%D8%AA-%D�%85%D8%B5%D8%B1-%D�%85%D�%84%D8%�
AA%D8%B5%D�%82%D8%A�-%D8%A8%D8%A7%D�%84%D8%B3%D8%B�%D�%88%D8%�
AF%D�%8A%D8%A�-%D8%A8%D�%84%D8%A7-%D8%AE%D�%84%D�%8A%D8%AC-%�
D�%88%D8%AA%D�%8A%D8%B1%D8%A7%D�%86-%D�%88%D8%B5%D�%86%D8%A7%�
D�%81%D�%8A%D8%B1.html

http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/04/11/Marking-borders-in-a-sea-of-calm-The-Saudi-Egyptian-maritime-deal-.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/04/13/%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
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ブ・イスラエル紛争の激化を背景にして，1�50年に両島へのエジプト軍の駐留を要請し，
それ以来エジプトの施政権下に置かれてきた。
　エジプトがイスラエルと和平を結んでシナイ半島の占領地の返還を受ける際に，サウジ
アラビアは両島の帰属を主張しかけた経緯があるが，米国に支持されたエジプト・イスラ
エル間の合意によるエジプトへの返還を妨げる実効性はなかった⑺。

２．「返還」がエジプト内政に及ぼす影響
　両島のサウジアラビアへの「返還」は，エジプトの世論の反発を呼び覚ました。エジプ
ト政府がこれまでの国民向けの広報や教育で当然のこととして両島をエジプトの国土とし
て扱ってきたことから，多くの国民には両島がサウジ領であるという現政権の主張は受け
入れ難かったものと思われる。
　サウジの財政支援に依存を深めるスィースィー政権が，島を「売り渡した」かのように
内外の目には映る⑻ことから，多くのエジプト人の自尊心を傷つける合意であったことは想
像に難くない。ソーシャル・メディアでスィースィー大統領を揶揄する発言が出回り，野
党指導者だけでなく，政権に近い有力者の一部からも批判が噴出した⑼。
　エジプトのナショナリズムの歴史記憶では，ティラン海峡はイスラエルとの対決で国民

⑺　“Israel�Ask�Egyptians�to�Redraw�a�Bit,”�New�York�Times,�January�1�,�1�82.
　　�http://www.nytimes.com/1�82/01/1�/world/israelis-ask-egyptians-to-redraw-border-a-bit.

html
⑻　�例えば，合意が発表される前からもすでに，湾岸情勢を報じるメディアではエジプトが支援と引き換え

に二島を「売り渡す」という観測が流れていた。“Hal�Ba‘�al-Sisi�Juzur�Tiran�wa�Sanafir�li-l-Mamlaka�
Muqabila�Da‘ami-hi�Iqtisadiyan,”�Shu’un�al-Khalijiya,�April�7,�2016.

　　�http://alkhaleejaffairs.info/main/Content/%D�%87%D�%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B�+%�
D8%A7%D�%84%D8%B3%D�%8A%D8%B3%D�%8A+%D8%AC%D8%B2%D8%B1+%D8%A
A%D�%8A%D8%B1%D8%A7%D�%86+%D�%88%D8%B5%D�%86%D8%A7%D�%81%D�%8
A%D8%B1+%D�%84%D�%84%D�%85%D�%85%D�%84%D�%83%D8%A�+%D�%85%D�%
82%D8%A7%D8%A8%D�%84+%D8%AF%D8%B�%D�%85%D�%87+%D8%A7%D�%82%D8
%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D�%8A%D�%8B%D8%A7

⑼　“Many�in�Egypt�Insist�Sanafir�and�Tiran�Islands�are�Egyptian,”�Ahram�Online,�12�April,�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��327.aspx
　　�“Egypt�Gives�Saudi�Arabia�2�Islands�in�a�Show�of�Gratitude,”�New�York�Times,�April�10,�2016.
　　�http://www.nytimes.com/2016/04/11/world/middleeast/egypt-gives-saudi-arabia-2-islands-

in-a-show-of-gratitude.html?smid=tw-share&_r=0
　　�Juan�Cole,�“Egyptian�President�Sisi� Is�Ridiculed�for�‘Selling’� Islands�to�Saudi�Arabia,”�The�

Nation,�April�11,�2016.
　　http://www.thenation.com/article/egypts-sisi-ridiculed-for-selling-islands-to-saudi-arabia/
　　�“Sabahi,�Public�Figures�Reject�Egypt-Saudi�Deal�on�Red�Sea�Islands,”�Ahram�Online,�12�April�

2016.
　　�http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/1��365/Egypt/0/Sabahi,-public-figures-reject-

EgyptSaudi-deal-on-R.aspx
　　“Egypt-Saudi�Deal�on�Red�Sea�Islands�Stirs�Public�Debate,”�Ahram�Online,�11�April�2016.
　　�http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/1��244/Egypt/0/EgyptSaudi-deal-on-Red-

Sea-islands-stirs-public-de.aspx

http://www.nytimes.com/1982/01/19/world/israelis-ask-egyptians-to-redraw-border-a-bit.html
http://alkhaleejaffairs.info/main/Content/%D9%87%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A+%D8%AC%D8%B2%D8%B1+%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8B%D8%A7
http://english.ahram.org.eg/News/199327.aspx
http://www.nytimes.com/2016/04/11/world/middleeast/egypt-gives-saudi-arabia-2-islands-in-a-show-of-gratitude.html?smid=tw-share&_r=0
http://www.thenation.com/article/egypts-sisi-ridiculed-for-selling-islands-to-saudi-arabia/
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/199365/Egypt/0/Sabahi,-public-figures-reject-EgyptSaudi-deal-on-R.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/199244/Egypt/0/EgyptSaudi-deal-on-Red-Sea-islands-stirs-public-de.aspx
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が払った犠牲と深く結びつけられ，象徴的な意味を持っている。ソーシャル・ネットワー
ク上では，ティラン島をエジプト領と断定するナセルの演説の映像が流通し⑽，４月15日
に「土地こそ誇りの金曜デモ」をタハリール広場で行うことが呼びかけられた⑾。
　４月15日に，報道によれば，数千人規模のデモがタハリール広場から遠くない記者組合
の本部ビルの前で行われ⑿，無許可のデモを禁じる現行法制に基づいて26名（報道によっ
ては全国で100名以上）の逮捕者を出したとされる。４月25日にもデモが呼びかけられて
いるという⒀。
　反対デモの拠りどころは，現政権が制定を推進した2014年の現行憲法の第151条であ
る。この条項では，国土の割譲を認める条約の締結を明確に禁じている。また，現政権が
クーデタでムルスィー大統領を放逐する際に民衆の支持を集めるために効果的だったの
は，ムルスィーの出身母体であるムスリム同胞団がシナイ半島を，パレスチナのガザを拠
点とするハマースに売り渡す陰謀がある，というプロパガンダだった。これはそのまま現
在のスィースィー政権への批判として返って来る。
　そして，しばしばナセルのイメージを「後光」のように用いることで，スィースィー元
帥と軍の指導力への肯定的な印象を醸し出し，正統性の根拠としてきた現政権にとって，
ナセルの民族主義的なレトリックにそぐわない「国土の割譲」を行うことは，一定の威信
の毀損を免れないだろう⒁。
　エジプト政府は批判に対して，エジプト政府によれば，合意は６年にわたって検討され
た結果であり，11回もの交渉を経てのものである，と主張して疑念の払拭を図っており，

⑽　�“�Bi-l-Fidiyu..�al-Rayyis�Jamal�‘Abd�al-Nasir�Yahsim�al-Khilaf�Hawla�Taba‘iya�Tiran�wa�Sanafir�
li-Misr,”�al-Misry�al-Yawm,�10�April,�2016.

　　http://www.almasryalyoum.com/news/details/�26330
⑾　�“�‘Jum‘a�al-Ard�Hiya�al-‘Ird’�Da‘wat�li-Tazahur�fi�Midan�al-Tahrir,”�al-Shuruq,�April�12,�2016.
　　�http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=37b175a3-cd76-467e-

�c8c-d35fd57ec4e8
⑿　�“The�Fate�of�Two�Deserted�Islands�Has�Egyptians�Taking�to�the�Streets�Again,”�Time,�April�15,�

2016.
　　http://time.com/42�6334/egypt-protests-tiran-sanafir-islands/?xid=tcoshare
⒀　�“Egypt:�thousands�protest�against�Sisi's�decision�to�give�islands�to�Saudi�Arabia,”�Telegraph,�15�

April�2016.
　　�http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/15/egypt-thousands-protest-sisis-decision-to-

give-islands-to-saudi/
　　�“Protests�in�Egypt�Against�Red�Sea�Islands�deal,�More�Expected�on�25�April,”�Ahram�Online,�15�

April�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��636.aspx
　　�“Egyptian�Prosecutors�Investigates�26�Arrested�at�Red�Sea�Islands�Protest”�Ahram�Online,�16�

April�2016.�http://english.ahram.org.eg/News/1��707.aspx
　　�“At�least�100�Arrested�in�Protests�over�Tiran�and�Sanafir�Islands”�Egypt�Independent,�16�April�

2016.
　　�http://www.egyptindependent.com/news/least-100-arrested-protests-over-tiran-and-sanafir-

islands

http://www.almasryalyoum.com/news/details/926330
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=37b175a3-cd76-467e-9c8c-d35fd57ec4e8
http://time.com/4296334/egypt-protests-tiran-sanafir-islands/?xid=tcoshare
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/15/egypt-thousands-protest-sisis-decision-to-give-islands-to-saudi/
http://english.ahram.org.eg/News/199636.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/199707.aspx
http://www.egyptindependent.com/news/least-100-arrested-protests-over-tiran-and-sanafir-islands


15 中東協力センターニュース　2016・4

元来がサウジの主権下にあり，エジプトが行政権を行使していたものを「返還した」と主
張する法律論を展開している⒂。
　ムバーラク政権の末期に，ティラン海峡を横断して両国をつなぐ，当時のアブドッラー
国王の名を冠して建設される予定だった海上路の計画が浮上した段階から，海上国境確定
と，二島の譲渡（返還）が交渉の議題に上っていた模様である⒃。ただし，南シナイ県知事
を経験した複数の軍将官が，両島をエジプトの領土とみなしていたと証言しており，サウ
ジとの交渉でムバーラク元大統領が両島のサウジ返還を拒否していたことも証言されてい
ることから，少なくとも過去においてはエジプト政府が領有権を主張していたことは間違
いない⒄。
　エジプト政府は過去にサウジが領有権の主張を表明していたことを示す文書や発言記録
を発表して，国民に対する広報に勤めており，独立系各紙もこれに追随して報じている⒅。
歴代のエジプトの政権の外交姿勢や，国民に対して行ってきた宣伝はともかくとして，国
際法上は，内々にであれサウジ側が過去に領有権を主張してきており，それに対してエジ
プト側が明示的に反論しなかったことをもって，サウジの領有権を認めていたと論証する
ことは可能だろう。ただし通常は，領有権を主張する側がそのような論拠を立てるのだが，
この場合は，現在施政権を行使していながら領有権を放棄する政治的な必要性に迫られた
政府が，相手国から領有権の主張が実はなされていたと突如多くの資料を公開して主張し，
それに対する過去の自国の反論の不在を殊更に論証して，国際法上の「返還」の根拠を見

⒁　�独立系の『タハリール』紙によれば，同じく独立系で2011年の反ムバーラク政権の革命で大きな力とな
りつつ，その後スィースィー将軍のクーデタも支持した『マスリー・アル・ヨウム』紙が，この問題に
関しては当初は一面に政府に批判的な記事を印刷したが，差し替えて政府の路線に従う記事を掲載した，
と報じている。『タハリール』紙ウェブサイトが掲載している『マスリー・アル・ヨウム』紙の当初の一
面では，「島二つと博士号をサルマーンへ・・数十億をエジプトへ」と大見出しが掲げられており，「島
を金で売った」ことを揶揄しているが，差し替えられた一面の見出しは「サルマーンの訪問の成果：250
億ドルの諸合意」となっている。“Bi�al-Suwar..�Waqf�Tiba‘a�‘al-Misri�al-Yawm’�bi�Sabab�Tiran�wa�
Sanafir,”�al-Tahrir ,�April�11,�2016.

　　http://www.tahrirnews.com/posts/408340
⒂　�“Egypt’s�Cabinet�Publishes�Historical�Docs�Backing�Saudi�Red�Sea�Islands�Claim,”�Ahram�

Online,�12�April�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��354.aspx
⒃　“Timeline�of�Talks�on�Sanafir�and�Tiran�Islands,”�Daily�News�Egypt,�April�10,�2016.
　　http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/10/timeline-talks-sanafir-tiran-islands/
　　�“‘Al-Watan’�Tanshur�Watha’iq�wa�Mukhatabat�Jaziratay�‘Tiran’�wa�‘Sanafir’�mundh�1�06,”�al-

Watan,�April�11,�2016.
　　http://www.elwatannews.com/news/details/1088858
⒄　�“Muhafiz� Janub�Sina’�al-Asbaq:�‘Tiran�wa�Sanafir’�Misriyatani�bi-Nisba�100�%”�al-Shuruq,�

April�10,�2016.
　　�http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10042016&id=00af0336-a4a3-4a65-

8a�d-4�342754b7eb
　　�Qa’id�Asbaq�li-l-Haras�al-Jumhuri:�Mubarak�Rafada�Manh�‘Tiran�wa�Sanafir’�li-l-Sa‘udiya,”�al-

Masry�al-Yawm,�April�10,�2016.
　　http://www.almasryalyoum.com/news/details/�2632�

http://www.tahrirnews.com/posts/408340
http://english.ahram.org.eg/News/199354.aspx
http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/10/timeline-talks-sanafir-tiran-islands/
http://www.elwatannews.com/news/details/1088858
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10042016&id=00af0336-a4a3-4a65-8a9d-49342754b7eb
http://www.almasryalyoum.com/news/details/926329
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出す，あるいは相手国の領有権の主張にいかに根拠があるかを論証し，自国の長期間にわ
たる実効支配が領有権の存在を意味しないことを強弁するという，通常はあまり用いられ
ない論理展開になっている⒆。
　このように法律論では，不可能ではないが不自然な議論で押し通さざるを得ないが，サ
ウジと海上国境を確定し，海底資源開発などを円滑に行うことの利益や，サウジの財政支
援や投資を呼び込むといった実際的利益については，国民の多くの賛成あるいは黙認を取
り付けることはそれほど困難ではないだろう。
　スィースィー大統領は13日に行った公開の対話の場で，「土地を正当な持ち主に返した」
だけであると主張した上で，国民に議論を差し控え，議会の議論と決定に任せるよう訓示
した⒇。翼賛的色彩の濃い議会では，一定のガス抜き的議論を行った上で，批准することは
ほぼ確実であり，議会での審議プロセスは，国民投票の要求を退けるところにもっぱらの
意味があると言えよう�。
　2012年にムルスィー前大統領と大統領選挙決選投票で対決した軍人出身のアハマド・シ
ャフィークは政府に情報公開を求めたが，示された情報に納得したと後に表明した�。リベ
ラル派の野党政治家で政治学者のアムル・ハムザーウィーも，政府の透明性の欠如を批判

⒅　�Tarikh�al-Niza‘�byna�Misr�al-Sa‘udiya�‘ala�Jaziratay�‘Tiran�wa�Sanafir’,”�al-Tahrir,�April��,�2016.
　　http://www.tahrirnews.com/posts/407066
　　�“’Al-Yawm�al-Sabi‘�Yanfarid�bi-Nashr�Watha’iq�I‘tiraf�Misr�bi� ‘Tiran�wa�Sanafir’� Juzur�al-Sa

‘udiyya,”�Al-Yawm�al-Sabi‘,�April�10,�2016.
　　�http://www.youm7.com/story/2016/4/10/%D8%A7%D�%84%D�%8A%D�%88%D�%85-%�

D8%A7%D�%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B�-%D�%8A%D�%86%D�%81%D8%�
B1%D8%AF-%D8%A8%D�%86%D8%B4%D8%B1-%D�%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%�
D�%82-%D8%A7%D8%B�%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D�%81-%D�%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%A8%D�%80%D8%AA%D�%8A%D8%B1%D8%A7%D�%86-%D�%88%D8%B5%D�%�
86% D8% A7%D�%81% D�%8A%D8% B1-% D8% AC%D8% B2%D8% B1/266�434#.VxPRej-
JYwR

　　�“‘Al-Watan’�Tanshur�Watha’iq�wa�Mukhatabat�Jaziratay�‘Tiran’�wa�‘Sanafir’�mundh�1�06,”�
al-Watan,�April�11,�2016.

　　http://www.elwatannews.com/news/details/1088858
⒆　�“Egyptian�Possession�of�Red�Sea�Islands�Did�Not�Equal�Sovereignty,�Explains�Law�Expert�

Moufid�Shehab,”�Ahram�Online,�13�April�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��518.aspx
　　�“Egypt�Cabinet�Responds�to�Queries,�Criticism�of�Saudi�Red�Sea�Islands�Deal,”�Ahram�Online,�

13�April�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��447.aspx
⒇　�“Egypt’s�Sisi�Explains�Decision�to�Give�Red�Sea�Islands�to�Saudi�Arabia,”�Ahram�Online,�13�

April�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��48�.aspx
�　�“Egypt's�Parliament�to�Review�Red�Sea�Island�Deal�with�Saudi�Arabia,”�Ahram�Online,�12�April�

2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��326.aspx
　　�“Red�Sea�Islands�Deal�with�Saudis�Needs�Only�Review�by�Parliament,�not�Referendum:�Egypt�

MPs,”�Ahram�Online,�13�April�2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��502.aspx

http://www.tahrirnews.com/posts/407066
http://www.youm7.com/story/2016/4/10/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%B1/2669434#.VxPRej-JYwR
http://www.elwatannews.com/news/details/1088858
http://english.ahram.org.eg/News/199518.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/199447.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/199489.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/199326.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/199502.aspx
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しつつも政府の結論は正しいと発言している�。また2011年に「アラブの春」を盛り上げ
たワーイル・ゴニームも二島はサウジの領土でありエジプトは統治していただけだと主張
している�。シャフィークは大統領選での敗北以来アラブ首長国連邦に滞在しており，ゴ
ニームも湾岸諸国との関係が深い人物であることから，発言の中立性には疑問符もつくも
のの，旧体制派も「革命」派も，必ずしも強い反対一色ではない。この問題で政権支持派
の内部分裂が生じたり，反体制デモが大規模に広がるとは考えにくい。

３．サウジの戦略・安全保障政策への含意
　それでは，もう一方の当事国のサウジアラビアにとって今回の合意は何を意味するのだ
ろうか。
　もちろん，領有権の主張をエジプトに認めさせたことは，サウジの政権の威信を高め，
国民の支持を集める効果はあるだろう。今回の合意の署名が，サルマーン国王の実子のム
ハンマド・ビン・サルマーン副皇太子であることも意味深い�。権力掌握を進めるムハンマ
ド副皇太子の「業績」として数えられることは予想に難くない。サウジ紙では「英仏がア
ラブ世界を分割したサイクス＝ピコ協定を橋の建設で打破する」と表現するなど，やや過
剰な意味を読み込んで報じられてもいるようである�。
　サウジにとって，戦略・安全保障面あるいは外交面でも，この合意は将来の展開次第で
は大きな意味を持ちうる。それはティラン島とサナーフィール島の領有によって，エジプ

�　�“Egypt's�Ahmed�Shafiq�Demands�Evidence�on�Red�Sea�Islands�be�Made�Public”�Ahram�Online,�
12�April�2016.

　　http://english.ahram.org.eg/News/1��364.aspx
　　�“Ahmed�Shafiq�Says�Convinced�of�Saudi�Rights�Over�Red�Sea�Islands,”�Ahram�Online,�13�April�

2016.
　　http://english.ahram.org.eg/News/1��510.aspx
�　�“‘Amr�Hamzawi:�Tawjih�al-Ittiham�bi-l-Tanazul�‘An�al-Ard�Duna�Fahm�li-Tarikh�Sanafir�wa�

Tiran�Amr�Ghayr�Maudu‘i,”�al-Shuruq,�April�10,�2016.
　　�http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10042016&id=4�b34�d3-e6ee-4ce8-

�35c-�60265ad42ab
�　�“Muhammad�Ghunaym:� ‘Tiran�wa�Sanafir’�Sa‘udiyataynWafqan�li-l-Tarikh�wa�Misr�Kanat�

Tudir-huma�Faqat,”�al-Yawm�al-Sabi‘ ,”�April�11,�2016.
　　�http://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D�%85%D8%AD%D�%85%D8%AF-%D8%BA%D�

�%86%D�%8A%D�%85--%D8%AA%D�%8A%D8%B1%D8%A7%D�%86-%D�%88%D8%B5%�
D�%86%D8%A7%D�%81%D�%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B�%D�%88%D8%AF%D�%8A%�
D8%AA%D8%A7%D�%86-%D�%88%D�%81%D�%82%D8%A7-%D�%84%D�%84%D8%AA%�
D8%A7%D8%B1%D�%8A%D8%AE-%D�%88%D�%85%D8%B5%D8%B1-%D�%83%D8%A7%�
D�%86% D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D�%8A/2670186#.VxPR�j-JYwR

�　“Riyadh,�Cairo�Cement�trade,�Political�Ties,”�Arab�News,�April��,�2016.
　　http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/�07776
�　�“Bridge�to�be�Built�over�Red�Sea�Connecting�Saudi�Arabia�to�Egypt,”�Egypt�Independent,���

April,�2016.
　　�http://www.egyptindependent.com/news/bridge-be-built-over-red-sea-connecting-saudi-

arabia-egypt

http://english.ahram.org.eg/News/199364.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/199510.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10042016&id=49b349d3-e6ee-4ce8-935c-960265ad42ab
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トがイスラエルとの間で，シナイ半島を場として構築してきた緊張緩和と協調の関係に，
サウジアラビアが間接的に入っていくことになるからである。
　アカバ湾への航路の自由通航を妨げうる場所にある両島の帰属の変更で，戦略・安全保
障上最も影響を受けるのはイスラエルである。和平条約を結んでいないサウジが両島を領
有することに関して，意思の疎通あるいは信頼の情勢がなければ，強く警戒してもおかし
くない。しかし今回の領有権問題の決着に関して，イスラエルの反応は冷静，あるいは好
意的である�。
　イスラエルは事前にエジプトから両島のサウジへの移譲について知らされており�，サウ
ジがエジプト・イスラエルの和平条約の条項を遵守するという約束を書面で得ているとイ
スラエルのモシェ・ヤアロン国防相が語ったと伝えられる�。エジプトを介在して，サウジ
はイスラエルと信頼情勢を進め，それを通じてある種の「同盟」的関係を構築しつつある
とすら考えられる�。サウジのアーディル・ジュベイル外相はイスラエルとの直接の関係を
否定しているが，エジプト・イスラエルの和平合意の条件の遵守は明言しており，間接的
な意思の疎通は否定していない�。イスラエルの『ハアレツ』（英語版）も，この合意がイ
スラエルのサウジやパレスチナ人との和平合意の可能性を高めると期待する�。むしろエジ
プト側とイスラエル側の双方が，高まりすぎる期待を打ち消そうとネガティブな情報を流
す様子すらある�。
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　また，イスラエルとの和平交渉あるいは同盟関係については少なくとも表面的には進展
しにくいにしても，サウジが展開する戦略・安全保障政策の一環として，両島の領有権の
確保とティラン海峡横断道路の建設計画の意義は評価できる。
　第一に，これはサウジの安全保障上の地域大国化，エジプトなど従来の軍事大国を従属
的なパートナーとした同盟関係の再構築の一環といえよう。これが内政上の威信を高めて，
サルマーン国王とムハンマド副皇太子の権力確立に有利に働くと共に，対外的にもサウジ
の台頭を印象づける一つの布石にはなるだろう。
　そして，近年にサウジが紅海岸の大国としての地位を重視する傾向が見られることとも，
エジプト・サウジ海上国境合意は結びつけて捉えられるべきかもしれない。
　イランの台頭は，イラクからシリアにかけてのレバントおよび「肥沃な三日月」地域，
そしてペルシア湾岸地域でのサウジの自律性と指導性を脅かしている。それに対して，紅
海岸に転じればエジプトとの関係を深めることで，サウジは主導的地位を確保できる。
　ペルシア湾におけるイランの支配力が将来にさらに増大し，サウジ及びGCC諸国の行
動の自由が圧迫される可能性は否定できないが，サウジは紅海沿岸に精油・石油積み出し
施設をシフトさせることで，リスクを分散させ，戦略的な深みを得ることができる。紅海
にはスエズ運河，バーブル・マンデブ海峡，ティラン海峡という三つのチョークポイント
があるが，サウジはこのいずれにもテコ入れをして影響力を確保しようとしている。エジ
プトのスィースィー政権の支援によってスエズ運河への，イエメンへの軍事介入によって
バーブル・マンデブ海峡への，そして今回，エジプト・サウジ海上国境確定とサルマーン・
コーズウェイ建設計画によってティラン海峡への，影響力を増大させていると言える。
　こういった試みは，イランが紅海沿岸諸国にも影響力を及ぼそうとすることを事前に阻
止する動きとも言える。今年１月初頭にサウジとイランとの緊張が高まり，サウジが対イ
ラン国交断絶に踏み切った時，同じ水準で追随した数少ない国にスーダン，ジブチ，ソマ
リアが含まれていた�ことは，偶然ではないかもしれない。以前からすでに対イランの国交
が断たれていたエジプトとイエメンと合わせて，エリトリアを除いたほぼ全ての紅海沿岸
諸国を，サウジ陣営に引き込むか，少なくとも正統政府のレベルではイランと距離を保た
せることに成功しているといえよう。スーダンについては，従来，親イラン路線であった
ものを，サウジの外交攻勢で覆している。サウジが紅海沿岸諸国の友好国化を強く推進す
る姿勢が見て取れる。
　そしてエジプトと，サウジをはじめとしたGCC諸国が共同で設置し運用してきたスエ
ズ・地中海パイプライン（SUMED）もまた，今回のサルマーン国王エジプト訪問の際に，

�　�池内恵「サウジ・イラン関係の緊張―背景と見通し」（連載「中東　混沌の中の秩序」第４回）『中東協
力センターニュース』2016年１月号，14－25頁
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拡充と延長の合意がなされた。エジプトの紅海岸のアイン・ソフナ（スエズの55km南）
から地中海岸のスィーディー・ケリール（アレクサンドリアの西）を結ぶSUMEDはスエ
ズ運河を迂回する代替路であり，これが拡充されれば，紅海の原油輸送ルートとしての価
値と安定性は高まる。
　そして，紅海を通したイランの西欧諸国への原油輸出に，サウジが制約をかけようとし
ている兆候がある。フィナンシャル・タイムズ紙の報道によれば，近年サウジはイラン産
原油を積載したタンカーのサウジやバーレーンの港への寄港や領海通過を拒否しているだ
けでなく，イラン産原油のSUMEDを通した西欧諸国への輸出や，関連する貯蔵施設の使
用も拒否しているという�。イランの紅海へのアクセスを制限し，あたかも紅海を，イラン
を排除した，サウジと友邦の「内海」にしようとするかのような動きである。
　エジプトとサウジの海上国境画定合意は，表面上は，サウジに財政上の依存を深めるエ
ジプトが，苦肉の策により，名目的な領有権を譲渡してサルマーン国王の歓心を買ったよ
うにも見えかねない。しかしサウジの戦略・安全保障上の台頭と，イランの脅威に対峙し
て安全を確保する試みを真剣に受け止めるならば，ティラン海峡横断道路によるエジプト
との関係緊密化と，それと抱き合わせで合意したティラン海峡の二島の領有権の確保，そ
れによる間接的なイスラエルとの協調関係の模索は，サウジの「紅海国家化」による戦略・
安全保障上の深みの確保の一環として，重要な布石としてみなされてもよいのではないか。
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