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　中東に100年以上にわたって大きな影響力を有してきた英国の対中東政策が大きな転換
点を迎えようとしている。英国上院（House of Lords）の国際関係委員会は2017年５月
２日に「中東：新しいリアリズムのとき（The Middle East：Time for New Realism）」
と題する報告書（以下，HL 報告書）を公表した。そのなかで，英国は中東地域で米国に
もはや頼ることなく，この地域への新たなアプローチを必要としているとして，過去１世
紀の英国の中東政策を導いたこれまでの仮定に疑問を呈すると表明した。過去１世紀の英
国の中東政策とは，下記の通りである。
　「インドと東洋への石油や貿易ルートとして，伝統的に中東地域が西側にとって戦略的に
重要であったことは疑いない。だが，今や新たな懸念や世界的な移民の脅威，テロリズム
や宗派間の暴力の拡大などの脅威が深刻化しており，もはや英国には対処のしようもなけ
れば，その能力もない。中東政策には新しい考え方が必要である」。
　そして，これまで同地に有してきた長期にわたるいくつかの前提と態度を見直すのが適
切だろうと以下のように続けている。「第一に，中東はもはや伝統的利益の名において英国
が権力を発揮する領域と見なされるべきではないこと，第二に，米国の優位性への依存を
想定できる地域ではなくなっていること，第三に，もはや純粋に西洋の関心領域ではなく
なっていること，利害関心はよりグローバルに広がっていてロシアがこの地域に戻り，中
国の関与も拡大しているという現実を直視すべきだ」。
　実際，中東全域に広がった民主化運動「アラブの春」以降，混乱が継続的に続く中，英
国は地域をかたち作るのにほとんど手を出せなかった。英国の中東政策は国益を醸成し，
追求するだけでなく，国家紛争の脅威を抑え，地域の安定を奨励するとともに，出現した
民主的取り組みを支援する，というものだった⑴。
　ブレグジット（EU 離脱）選択後，ポスト EU 時代に入ろうとしている英国は，中東に
対してどのような外交政策を実行しようとしているのだろうか。この報告書に何が書いて
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あり，今後どのような政策を英国政府が行う
ように提案しているのか。これからの中東情
勢を考える上で極めて有用な本報告書を軸
に，今後の英国の対中東政策の方向性につい
て論じてみたい。

対シリア政策
　シリア内戦が始まって６年が経過した。こ
の間，500万人が難民と化し，民間団体によ
ると最大47万人が死亡，第二次大戦後最大の
人道的危機が発生している。国連は14年から
死者数の推計をやめている⑵。シリア混迷に関
して英国は，国連安全保障理事会でのロシアと中国による度重なる拒否権発動がシリアで
の混乱を長引かせている原因だと非難している。
　では，英国はシリアに対し，米国と足並みを揃えてバシャール・アサド大統領の追放を
あくまでも求めていくのだろうか。HL報告書では，「アサド政権が化学兵器禁止条約の下
での義務を果たしていないことを考えると，欧米諸国が当初提示した国民和解の前提条件
であるアサド大統領の退陣が望ましいが，ロシアの支援を受けて同政権が盛り返している
ことを鑑みると，退陣は実現不可能となっている。英国は，アサド大統領に対する追放政
策を再考する必要がある。同氏を追放する目的は何か，シリアにとっても最も必要なこと
は何かを考えて行動するべきである」としている⑶。
　実際，英国はボリス・ジョンソン外相が2017年１月上院の国際関係委員会において，も
し内戦が終結するのならアサド大統領が政権にとどまることを認めなければならないと発
言し，注目されていたが⑷，アサド大統領は放逐されるべきだとしていたそれまでの英国の
主張が上院の報告書においても政策転換が明確に記されたことは特筆に値するものだ。
　HL報告書では，ISや原理主義グループについて，準国家アクター（Sub-state actors）
と非国家アクター（Non-state actors）という表現を使って区別している。準国家アク
ターとは，「政府を設立し，国家としての発展を企てている集団である」。ISやイラクとシ
リアのクルド人が主要な例である。
　非国家アクターとは，ポジティブ（市民社会）とネガティブ（テロリスト集団）なもの

⑵　 https://www.nytimes.com/2016/02/12/world/middleeast/death-toll-from-war-in-syria-now-
470000-group-finds.html［2017/07/24］

⑶　HL Report, p.20.
⑷　https://www.rt.com/uk/375215-uk-shift-policy-syria/［2017/05/12］
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に分けられる。そのネガティブな非国家アクターが準国家アクターになり，さらに「正」
国家の一員になった場合には，その状況はより複雑になる。例えばヒズボラは，レバノン
政府を形成している。「レバノンの地元住民は，貧しい市民を救済する政府としてのヒズボ
ラを見ている。したがって国境線の内側と外側で，テロリストが自由の戦士や救世主であ
ったりすることをよく理解しておくことが重要である」と HL 報告書は指摘する。
　シリア，イラク両国をまたがって700万人を支配しているISについては，徹底して叩い
ていくことをテリーザ・メイ首相は表明している⑸。だがHL報告書は政府に対して，ネガ
ティブな非国家アクターに対するアプローチは，状況においてその都度考えていく必要が
あるとする。
　実際，HL 報告書によると，英国はイラク侵攻以降，イラクでは中央政府との緊密な関
係を維持しようとしたが，シリアやリビアでは反体制派との緊密な政治的対話を模索した
という。筆者はそれについて確信が持てないが⑹，「英国は今後シリアやリビアでは異なる
政治の異なるコミュニティやリーダーたちと対話しながら地域の為政者（リーダー）との
関係を維持していく必要がある」という文言をそのまま受け取るとすれば，シリアやリビ
アで今後英国政府は，多層的なチャネルを維持していく姿勢を強化していく可能性が高い。

パレスチナ問題について
　パレスチナ問題に関しては，これまでも基本的に英国は２国家共存を支持してきたが，
これについては今後も変わらないようだ。英国はイスラエルにパレスチナ国家設立を認め
るように働きかけていくことが肝要であるとして，パレスチナを国家として認めるべき時
であり，イスラエルの継続的な植民政策は明らかに違法であるとして以下のように記して
いる。
　「イスラエルの安全保障に対するニーズを満たし，他方でパレスチナによる主権の願望を
叶えるには，1967年以降続いている領土問題を終わらせることだ。それが，すべてのこれ
まで長きにわたって続いてきた問題を解決する。ただし，現在，イスラエルとパレスチナ
の紛争は激化の途を辿り，２国家共存は不可能だと考えられている。イスラエルとパレス
チナの紛争は，外交政策の優先事項として政府はもっと真剣にすべきであるが，米国のリー
ダーシップが発揮されない今，欧州が代わってより積極的な役割を果たす時期が来ている。
英国はフランス主導のイニシアチブを含む，欧州外交を推進していくべきである」⑺。

⑸　 https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-king-abdullah-of-jordan-1-
march-2017［2017/05/12］

⑹　 リビア内戦について詳しくは，Mitsuhisa Fukutomi“Humanitarian Intervention in Libya：Is It 
Causing Internal War ?”Hitotsubashi Journal of Law and Politics （45）, p.23－32, Hitotsubashi 
University, 2017.２を参照されたい。

⑺　HL Report, p.61.

https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-king-abdullah-of-jordan-1-march-2017
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　テレサ・メイ英首相は，2017年２月６日に，イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相
と会談した際に，イスラエルとパレスチナは２国家共存で合意するべきであり，英国は２
国家共存を支援していくと表明している⑻。
　なお，米国はパレスチナ問題についてどう考えているのだろうか。ドナルド・トランプ
大統領は2017年４月にホワイトハウスでエジプトのアブドルファッターフ・シーシ大統領
を迎えて，中東和平について，永続的な平和に向かうようにイスラエルとパレスチナを支
援していくことが米・エジプト両国の「共通の利益」と確認したとされる⑼。さらにトラン
プ大統領は５月３日，ホワイトハウスでパレスチナ自治政府のマフムード・アッバース議
長と会談して，頓挫しているイスラエルとパレスチナの中東和平交渉について，必要なこ
とは何でもすると表明した。その一方，具体案は示さず，歴代米政権が基本方針としてき
たイスラエルと将来のパレスチナ国家の２国家共存にも言及しなかった⑽。

米国に頼ることのない多角的な外交戦略へ
　HL 報告書を読んで一つわかることは，英国上院の国際関係委員会は今後，中東政策を
遂行する上で米国に多くを求めるべきではない，と考えていることだ。
　米トランプ大統領は2017年５月24日にローマ法王と会談し，25日にブリュッセルで開
かれた北大西洋条約機構（NATO）首脳会議と，26日にイタリアで開かれた先進７ヵ国

（G７）首脳会議（サミット）に出席した。そしてサウジアラビアも訪問した。最初の外遊
先に欧州と中東を選んだことは，トランプ大統領がこの地域を重要視している表れだと考
えられる。
　だが，英国上院国際関係委員会は，トランプ政権によるシリアでの軍事行動を正当なも
のとして支持するとしながらも，さらに地域を不安定化する可能性を秘めているとして，
その動きに懐疑的である。なぜならパレスチナとイスラエルの関係やイランとの関係を模
索する上で，トランプ政権は非建設的な立場をとっており，紛争が激化する可能性もある
からだ⑾。
　例えば，イラン政府に対して強硬的な姿勢を隠さないトランプ政権について，「同政権が

⑻　 https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-israeli-prime-minister-netanyahu-6-
february-2017［2017/05/12］

⑼　 http://www.aljazeera.com/news/2017/04/donald-trump-welcomes-egypt-sisi-white-
house-170403164810319.html［2017/05/12］オバマ前政権は，2013年の軍が政権を再び掌握して
から，人権侵害や言論の自由を巡って懸念を示してきた。オバマ前大統領は，シーシ氏を一度もホワイ
トハウスに招かなかった。

⑽　 http://www.reuters.com/article/us-usa-palestinians-abbas-idUSKBN16H1IK［2017/05/12］選
挙中からイスラエル寄りの姿勢を鮮明にしてきたトランプ氏はイスラエルのネタニヤフ首相との２月の
首脳会談で，２国家共存にこだわらない考えを示し，波紋を広げていた。会談でアッバス議長は，２国
家共存が和平をもたらすと強調した。

⑾　HL Report, p.36.

https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-israeli-prime-minister-netanyahu-6-february-2017
http://www.aljazeera.com/news/2017/04/donald-trump-welcomes-egypt-sisi-white-house-170403164810319.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-palestinians-abbas-idUSKBN16H1IK
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イランを破壊しようしているとは考えにくいものの，イランに対するより効果的な対話を
促進しているとも考えにくいとし，米国と距離を置くべきだ」としている。そして「欧米
に対してイラン国民の不満がたまり，欧米にとっては戦略的機会が失われている。中国や
ロシアのような西欧諸国ではない国々がより速くより広範な貿易関係を結び，新しいチャ
ネルを開拓する可能性がある。英国の利益は明らかである。イランの核問題について英国
は米国を支援するべきである。その一方で欧州のパートナーのほか，中国，ロシアとも緊
密に協力していくことも重要である。そのためには対話を重ねていく必要がある」とし，
銀行業務なども再開していくべきだとしている⑿。
　HL 報告書では，ロシアの動きに関して「中東自体はロシアにとってウクライナや欧州
の旧ソビエト諸国とは違って国家安全保障上の優先事項の上位にはない。だが，ロシアは，
自国の中東でのプレゼンスを高めるべく，シリアに介入している。今後はグローバルな分
野で介入を望んでいく可能性が高い」と認識していることを明らかにしている。その一方
で，地域内の特定の目的についてロシアとの協力について英国は極めて慎重になされるべ
きであるとしながらも⒀，政府に対し「シリアとリビアの安定，対テロリズム，イスラエル
とパレスチナの紛争，イランの核問題に関しては，ロシアの協力を仰ぐことが必要である」
としている。
　では，中国について英国上院国際関係委員会はどう見ているのだろうか。中国にとって
中東は極めて重要な位置を占める。2013年９月，EIAは中国が米国を抜いて世界一の純石
油輸入国になったことを発表した。サウジアラビアとイランにとって中国は最大の貿易相
手国になりつつある。イランは2014年，中国から245億ドル受け取った模様である。
　中国のエネルギー環境を概観すれば次のようになる。EIA によると，同月の中国の石油
消費量は，国内生産量を日量630万バレル上回った。中国は，日量生産431万バレルを産
出している世界第４位の石油生産国だが，輸入に６割を頼っている世界最大のエネルギー
輸入国でもある（2016年 BP 統計）。うち，中国は43％を中東に頼っている。コンサルタ
ント会社ウッド・マッケンジーによると，中国が石油を輸入に依存する割合は2013年に60
％を超え，2020年には70％に達するとされる。中国は，国内でもシェールガス開発に乗
り出しているものの，地層が複雑で岩盤に封じ込められたガスの回収は中国の持つ技術で
はまだ難しいといわれている⒁。
　そこで習近平中国国家主席が2014年に明らかにした「一帯一路」構想が意味を持つ。こ
れは中国から中央アジアを経由して，ヨーロッパへとつながる一大経済圏の確立を目指す

⑿　HL Report, p.54.
⒀　HL Report, p.38－39.
⒁　 米エネルギー情報局（EIA）によると，中国はシェールガスも米国を上回る可採埋蔵量があるとされ，

20年までに600億～１千億立方メートルの生産を目指している。
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陸のシルクロード経済圏「一帯」と，海路で東南アジア，南アジア，中東，東アフリカを
つなぐ「一路」を組み合わせた用語であり，習近平氏がアジア太平洋経済協力首脳会議で
提唱した経済圏構想である。
　実は中国はこの構想を実行するために，同国主導の国際金融組織，アジアインフラ投資
銀行AIIB（Asian Infrastructure Investment Bank）を2015年12月に設立，中国は資本
金1,000億ドルのうち，298億ドルを出資して，中央アジアおよびカスピ海沿岸諸国と結び
つきを強め，融資する代わりに長期的に石油資源を供給してもらう「ローン・フォー・オ
イル」戦略を進化させる構えである。
　HL 報告書では，この「一帯一路」構想に関して，英国の商業活動にとって重要な機会
であり，中東における中国の台頭が英国の国益に脅威を与えていることはないとして「中
国は，中東で利害を有する他の主要国と衝突を回避し，地域間関係に常にバランスをとり
たいと考えている」と好意を寄せる⒂。
　このようにみていくと，今後，中東政策を遂行していく上で，英国はロシアと中国によ
り接近していくことになるかもしれない。

EU離脱の影響と包括的和平に向けて
　英国がEUから離脱した場合，すなわちBrexitによる中東への英国の影響力はさらに損
なわれるだろうか。英国上院国際関係委員会は，中東との関係は，EU を通してというよ
り２国間関係で成り立っている部分が多いため影響は少ないとみている。ただし，これま
で中東で関係の薄かった国との関係を有する EU メンバーの力を利用しない手はない。ま
た，法の下の国際秩序は，英国の外交政策を十全に発揮することができるとして以下のよ
うに論じている。
　「英国は，NATO のメンバーとして，G－７，G－20，国連安保理，コモンウエルス等，
英国はいずれの場所にも座席を持っていて事実上すべての国際的な組織のメンバーとして
世界で最も影響力を有している。英国は，イエメン，リビア，シリアにおける国連の調停
の努力を支持すべきである。特にサウジアラビアにイエメンの平和プロセスに力を入れる
よう協力を促すことが重要である。だが，国際社会が投入できる資源は圧倒的に不足して
いる⒃」。
　そこで国際関係委員会は，過去100年にわたり，英国とフランスはしばしば中東のライ
バルとして行動してきたが，その歴史は過ぎ去ったとして，将来の目標としてその影響力
を最大限にするために，中東と深い関係を有しているフランスと共に働くことを HL 報告

⒂　HL Report, pp.41－42.
⒃　HL Report, p.44.
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書で提案する⒄。
　他方で，「英国は伝統的な同盟国にのみ依存することはできない。英国は地域における
パートナーシップをより多く結び英国と地域との生産的な関係を維持しなければならな
い。それは英国の利益にも，主要な同盟国の利益にもかなうものである」として現地との
協力関係構築を望む⒅。
　なお，中東の内部からの安全の発展に対する協力について，国際関係委員会は，特に若
者に注目する。2016年の国連アラブ人間開発報告書（AHDR）によれば，アラブ地域に
おける３分の２が30歳以下である。15～29歳は１億500万人で全体の30％を占める。18
～24歳は２億人を超える⒆。
　「中東の若者は英国の文化に関心を有し，英国で勉強したいと考える若者が多い。長い目
で考えると若者を支援することが英国に資する。未来のリーダーを育て，それと同時に英
国の影響力を高めることができる。現在，移民規制への動きやビザ取得の厳格化は英国の
イメージに傷をつけかねない。政府は，留学生に対しては歓迎の意を示し，ビザ取得も簡
略化するべきである。高学歴の学生を惹きつけられるよう支援を続けていくことが国益に
かなっている⒇」。
　英国は2011年の「アラブの春」で関係の深い湾岸産油国の王国側に立つ一方で，エジプ
トやシリアで反体制派側に立った。この首尾一貫しない英国外交に対して，上院国際関係
委員会は「英国をはじめとする国際的なパートナーは，応急処置的な安定性を優先させる
アプローチが短期的なものであることを認めるべきだ。多くの中東諸国は，革命，反革命，
そして不安のサイクルを引き続き生み出し，政策立案者に挑戦を挑み続けている」�とし
て，英国の関与がこれらの国の利益に最善を尽くしているかどうかは，「それが権力の保全
か改革かに関わらず，市民にとって最も安定した，そして最も危険でない将来をもたらす
組み合わせであるかを実現することができるかどうかにかかっている」と論じる�。
　独裁体制が多くの命を奪わない限り，上院国際関係委員会は政府に情勢を見守りながら
対話を重ねていくことを求めているものと理解できる。

⒄　HL Report, p.95.
⒅　HL Report, p.48.
⒆　 UN Development Program, Arab Human Development Report 2016. http://www.arabstates.

undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/AHDR%202016/AHDR%20Final% 
202016/AHDR2016En.pdf.［2017/05/12］

⒇　HL Report, p.34.
�　HL Report, p.82.
�　HL Report, p.19., 92,

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/AHDR%202016/AHDR%20Final%202016/AHDR2016En.pdf


28 中東協力センターニュース　2017・8

おわりに
　中東における英国の新しい外交戦略について HL 報告書を概観した。シリア問題につい
ては，アサド政権の存続を容認する一方で，反体制勢力との対話も排除しないこと，パレスチ
ナ問題では，２国家共存を支持していくこと，そしてロシアと中国との協力も視野に入れる
こと，中東の民主化については，最も安定した，そして最も危険でない将来をもたらす組み合
わせであるかを実現することができるかどうかを優先する，などの考えが明らかとなった。
　一つ言えることは，英国は中東において米国とかつてのように必ずしも足並みを揃えて
いこうとしていないということである。英国（当時ブレア政権）はイラクが大量破壊兵器
を隠し持っているとして米国とともにイラクに侵攻したが，その後の地域での英国のイ
メージが相当に悪化したことを受け，HL 報告書では，イラク侵攻は避けるべきだったと
悔悟の念が表明されている�。トランプ大統領とメイ首相の関係は，良好だとされるが，上
院国際関係委員会では，そのような過去もふまえ政府には冷静に政策を実行してもらいた
いということなのだろう。
　また，「長期的には，より平和的文脈では，より多くの民主主義を積極的に推進すること
が重要となる。だが，今，地域を安定させるための努力を奨励することが優先事項である。
われわれは，英国がその地域における広範な役割を担うという要求に共感するが，それは
不可能である。外からの力だけでは，法の支配を尊重する平和な中東を自ら構築すること
の手助けはできない」として英国の力の限界をありのままに提示していることも興味深い。
　その一方で，EU 離脱を決定したとはいえ，EU 主要メンバーのフランスを利用しなが

�　 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World 
Population Prospects：The 2015 Revision, https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/
Population/［2017/05/12］

�　 House of Commons Foreign Affairs Committee, Global Security：UK-US Relations, Sixth Report 
of Session 2009－10, 18 March 2010, p.64.

出所：国連経済社会局�

図表　G７諸国と中東・北アフリカ（MENA）諸国の人口構成（2015年）

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
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ら，粘り強く英国のプレゼンスを維持していこうとするところも英国らしいといえる。本
来であればこれが英国の外交である。英国の経済超大国としての在位は1845年～1870年
までの期間であった。英国の最盛期は，１世紀前にはすでに終わっていると考えられる。
それから100年以上経つ今も英国は世界に不可思議な影響力を行使し続けている。その秘
訣は，英国は２つの勢力圏に軸を置いて，あるときは米国と一緒になりながら EU に対峙
して，あるときは EU のよき理解者として米国に助言するなど国際的な意志決定過程

（decision making process）に参加してきたからである�。
　HL 報告書が教示するように英国の外交が変わるとしても中東との関係は今後も強まっ
ていくと考えられる。2017年，中東は世界の石油埋蔵量の47％以上を占め，世界の総生
産の３分の１を占めている。世界経済は中東に大きく依存しているが英国も無関係ではな
い。現在，英国が輸入しているガスのうちほぼ３分の１がカタールから来ている。北海油
田からのガス産出は頭打ちとなり，英国の中東産の天然ガスへの依存はますます拡大する
可能性が高い。二酸化炭素排出問題に厳しい欧州にあって英国は，ますます LNG 輸入に
頼って行かざるをえない�。
　貿易についても英国と中東の関係は深化を遂げている。2015年，中東全域で英国との間
で商品とサービスの取引が行われた総額は，約189億ポンドに上り，うち GCC 諸国が約
160億ポンドであった。サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）が英国のトップ15の
貿易相手国であり，湾岸諸国は英国の「世界第６位の市場」であった�。
　貿易だけでなく，特に湾岸諸国からなされている投資も英国経済を力強く牽引している。
　英国への投資は非常に重要である，例えば，カタールは，英国が最大の直接投資先であ
るが，累積投資でみると，ハロッズ，セインズベリー，BAA，ロンドン証券取引所など，
投資総額は300億ポンドに達している。東ロンドンのオリンピック関連施設もカタールか
らの投資によって建設された�。
　英国は大規模かつ持続的な貿易赤字を相殺するための資本流入が続いている。英国の発
展には，中東の安定が欠かせない�。中東情勢の安定に力の限界を自覚した英国がどのよう
に寄与できるか。注意深く見守りたい。

＊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。

�　 拙著『Gゼロ時代のエネルギー地政学－シェール革命と米国の新秩序構想』（岩波書店，2015年），140
－141頁。

�　HL Report, pp.12－13.
�　HL Report, p.13.
�　 https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-uk-qatar-business-and-

investment-forum［2017/05/12］
�　HL Report, p.15.

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-uk-qatar-business-and-investment-forum



