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　中東の指導者や国民が2020年の米大統領選に高い関心を抱いていたのに対し，アメリカ
の有権者は中東にまったく興味を示していなかった。数十年続きながら克服できない対テ
ロ・対独裁との戦いに疲弊したアメリカは，自国内でエネルギー生産が可能になり，数多
くの中東とのしがらみから解放されたという意識もあり，大統領選期間中，中東が話題に
なることはほとんどなく，候補者が語る機会も少なかった。
　それでも選挙結果は，中東に大きな影響をもたらす。中東に対するバイデン政権の戦略
は，トランプ前政権から一変するだろう。米国の中東政策は，政府の担当官や今後の展開
によって左右されることもあるだろう。しかし，バイデン政権が中東にどう向き合うか，
逆に中東がバイデン政権にどう向き合うか，また双方の対応が中東の将来にどう影響する
かについて，これまでの知識や経験から割り出して推測することはできる。
　本稿ではまず，米大統領選の結果について考察し，次に中東の地域的背景と，それがバ
イデン大統領の外交政策全般の方向性にどう適合するかを分析する。続いて大国の反応，
中東の反応について考察し，最後に2021年に注目すべき事項を挙げる。

大統領選挙
　今般の選挙結果は「ジョー・バイデンがドナルド・トランプより一般投票で多くの票を
獲得した」という事実以上のことを私たちに示した。それは，国家が著しく分断状態にあ
ることだ。まず注目すべきは，バイデン支持が主に沿岸部，そしてミシガン・ミネソタ・
ウィスコンシンといった北中西部に集まっていることだ。その他の地域では，大半の人が
トランプに投票した。民主党が勝った州を青，共和党が勝った州を赤で表す選挙地図を見
ると，アメリカのほとんどが赤である（図１参照）。郡ごとの得票結果を示す地図では，さ
らに赤が多くなる（図２参照）。トランプが2,558の郡で勝利したのに対し，バイデンが勝
ったのは551郡にとどまった。
　だが，人口分布に基づいた地図を見ると，トランプの得票率が高かった地域は多いもの
の人口が少なく，バイデンの得票率が高かった地域は少ないが人口が極めて多いことに気
づく（図３参照）。つまり，バイデンは都市部で強く，トランプは地方で強かったことにな
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る。有権者は，地方と都市とで両極に分かれているだけではない。ブルッキングス研究所
の調査によると，バイデンが勝利した郡は国内総生産（GDP）の71％を占めており，対す
るトランプが勝った郡のGDPに占める割合は29％に過ぎない１。このことから，バイデン
が強かった地域は豊かで成長している一方，トランプが強かった地域はより貧しく縮小し
ていることがわかる。他にも両者を隔てるものがある。バイデンが強かった地域は知的労
働者が多く，トランプが強かった地域は肉体労働者が多い。つまり，バイデンは高学歴の
層に強く，トランプは低学歴の層に強かった。さらにバイデンは人種が混在する層から支
持され，トランプは主に白人層から支持された。
　このように有権者が二極化するなかで，投票率は過去数十年で最高を記録した。トランプ
は二期目を目指す大統領として米国史上最多の票を獲得しただけでなく，2016年の選挙より
1,100万票も多くの票を獲得したが，結局は700万票差で敗れるという異例の結果となった。
　二極化は今日の米国の大きな特徴だ。各集団は各々が信じる事実に基づいて行動するこ
とが多い。自分が支持するTVチャンネルを視聴し，ウェブサイトの記事を読む。ソーシ
ャルメディアがこうした溝をさらに深める。閲覧する人の感情に訴える情報を表示するよ
う，アルゴリズムによって設計されているからだ。バイデン当選を確定する１月６日の議
会で起きた妨害行動は，こうした二極化の帰結だった。しかし，二極化は１月６日以前か
らも長く続いており，これから先何年も続くだろう。
　こうした著しい二極化は，大統領選挙期間中に説得されて意見を変える米国人は非常に
少なかったことを意味している。絶対的な親トランプ派の有権者が数千万人に上る一方で，
絶対的な反トランプ派も数千万人に上り，中間という立場の有権者は少なかった。このよ
うな現象のなか，トランプ大統領は自らの政策ではなく，トランプという人物への評価に
よって選挙に勝つことを目指した。その兆しは，共和党大会の政策綱領に現れていた。従
来，党は次の選挙で何を目指すか，政策綱領のなかで提示する。しかし，昨年８月の共和
党政策綱領は，トランプ大統領を支持すると約束したに過ぎなかった２。その結果，選挙は
理念より人物に焦点を当てるものとなり，政策の出番はほとんどなかったのである。
　バイデンは上院議員として，その後副大統領として，外交政策，国内政策に携わってき
た経歴を背景に選挙戦を戦った。その中では同盟国を重視し，同盟国への不信は米国にと
って誤りだという姿勢を明確にしていた。両者の政策の違いは他にもあった。例えば，バ
イデンの対ロシア姿勢はトランプよりはるかに厳しいものだった。それに比べて対中政策
の違いは小さかったが，両者とも選挙戦においてそれを深く検討することも強調すること

1　�https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/11/09/biden-voting-counties-equal-70-of-
americas-economy-what-does-this-mean-for-the-nations-political-economic-divide/

2　�https://prod-cdn-static.gop.com/docs/Resolution_Platform_2020.pdf
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もなかった。その必要がなかったからである。トランプやバイデンの外交に対する考え方
が投票行動に影響したかは定かでないし，両陣営とも，そのようなことを全く気にかけて
いない様子であった。このような理由から選挙期間中，中東は前例のないレベルでほぼ触
れられなかった。
　共和党と異なり，民主党は政策綱領を作成し，その中で社会正義，医療制度，環境，気
候変動について語った。70ページ余の綱領の最後に言及されたのが外交政策で，その終わ
り近くになって中東が登場し，そして唐突に終わっている。アメリカにとって中東政策は
おまけであるかのようであった。これまでの米国大統領にとって，中東はその外交政策の
評価を決定づける舞台であった。大統領は中東の戦地に赴き，中東で和平を築き，米国は，
そして世界は中東と絶大な経済的利害関係を有してきた。しかし今は中東について誰も語
りたがらない。このことから私は，米国の立場が変化したと考えている。
　選挙戦で両候補が中東について語った場面はまれであったが，トランプとバイデンはイ
ランとサウジアラビアの両国については，非常に対照的な姿勢を示した。トランプ大統領
は，イランに「最大限の圧力」をかけつつ，サウジアラビアには極めて細やかに配慮して
いた。バイデンは，イランと協議を開始したいと述べ，対サウジアラビア政策については，
繰り返し「もう好き放題はさせない（No�more�blank�checks）」という表現で，サウジア
ラビアは自らの行動の責任をとるべきだと主張した。
　もうひとつ重要な点に，トランプ大統領は，大統領本人や支持者の一部にいわせれば，
米国史上最もイスラエル寄りの大統領だったことが挙げられる。もちろん，イスラエル人
の中には，トランプ大統領の行動はイスラエルの国益に適っていなかったという人もいる。
だがトランプは，それまでのどの米国大統領よりもイスラエル政府支持の姿勢を強く，一
貫して無批判に打ち出した。バイデンには上院議員として36年，副大統領として８年，イ
スラエルを支持してきた優れた実績がある。しかし，それは従来アメリカの政治家が示し
てきた姿勢と一致するものだった。つまり，イスラエルを強く擁護しつつも，二つの国が
共通課題に対してとるアプローチに違いがあることを認めていた。
　全般的に，両候補者間の政策に違いはあったが，熟慮されていたわけではなく，二極化
が進んだ有権者にさほどの影響を与えなかった。選挙において，中東はごくわずかしか問
題にされていなかったと考えられる。

中東の地域的背景
　米大統領選は，中東の経済状態が低調を極めるなか行われた。最大かつ唯一の原因は，
石油が世界的に供給過剰であり，その状態が長引く可能性があることだ。石油価格は2020
年中ほぼずっと低迷を続け，サウジアラビア主導の下OPECが大幅減産を決めるまで回復
しなかった。非在来型石油は採算価格がどんどん低くなり，石油価格の上限を下げていく。
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長引く脅威である過剰生産が，将来の脅威の影を投げかける。サウジアラビアのザキ・ヤ
マニ元石油相は「石器時代は石がなくなったから終わったのではない」と好んで述べてい
た。同様に，石油時代も終わる。サウジアラビアや近隣産油国の地下に売るべき石油が残
っていても，終わりはやってくるだろう。
　15年前，専門家は世界の需要に見合う量の石油が生産できなくなることを懸念していた。
今ではその議論が逆転してしまった。世界の石油生産能力は，人類の消費量をはるかに超
えることが明らかになっている。再生可能エネルギーや代替エネルギーの価格が下がり，環
境負荷が低くなるに従い，長期的には，これらが炭化水素を押しのけて世界の主要燃料に
なっていくであろう。そして中東は，座礁資産を抱えることになる。中東の産油国にとっ
ては悲報だが，この転換は現在中東に暮らす人々の多くが生きている間に起こるであろう。
　私たちは，今後百年の地球温暖化や気候に関する話には慣れている。しかし，世界の脱
炭素化は，それとは大きく異なる時間スケールで展開するだろう。国際エネルギー機関
（IEA）の予測によると，石油需要のピークは2030年にも訪れるかもしれず，完全な脱炭
素化は2050年にも達成される可能性がある。今日アラブ地域に暮らす子どもたちが成人す
る頃には，アラブの資源の価値は大きく低下しているであろう。
　しかしながら，中東が石油生産を止めるわけではない。誰が見ても，世界で最後まで石
油採掘を続けるのはサウジアラビアだろう。同国の生産コストが世界一安いからだ。サウ
ジアラビアで石油採取にかかるコストは１バレル約10ドル，米国のコストはその４〜８倍
にも上る。サウジアラビアは１バレル20ドルで利益が出るが，米国では赤字になる。一方
で，サウジアラビアの１バレルあたりの利益は減少し，総収益を維持できるほど販売量を
増やせる可能性は低い。すでにその兆候はある。コロナウイルスの世界的大流行のなか，
サウジアラビアとロシアは協調減産の合意形成に失敗，両国は逆に，可能な限り増産する
ことで競い始め，石油価格は急落した。
　ここで思い出したいのは，石油価格の下落は産油国に影響を与えるだけでなく，すべて
の中東諸国に影響することだ。石油価格下落は，親欧米諸国にも反欧米諸国にも影響する。
産油国に労働者を送り込んでいる国にも影響が出る。エジプト，ヨルダン，レバノンなど
の国々から何百万という人々が湾岸諸国で働き，母国に送金している。さらに，湾岸諸国
の政府は他の中東各国の政府に対し，数十億ドルもの支援を提供している。石油価格が下
がれば，誰もが痛手を被る。価格の低下が続けば，誰もが長期にわたり困難を抱えること
になる。
　こうした長期的影響の中で短期的課題として現れたのが，コロナウイルスのまん延だ。
この度のパンデミックによって，多くの中東諸国が打撃を受けている。一部ではコロナ対
策のため，経済関連の予算が削減された。さらにコロナウイルスは，中東の巨大産業であ
る旅行・観光業にも打撃を与えた。史跡や海岸などを目的地とする宗教色のない観光もあ
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れば，サウジアラビア，イラクなどに巡礼地もある。どれも人の移動を伴うものだが，こ
うした旅行がいつ再開できるのかは不透明である。
　短期的・長期的な経済問題を抜きにしても，中東の国際関係は流動的だ。最も分かりや
すい例がイランだ。「最大限の圧力をかけるキャンペーン」を続けたトランプ政権に対し，
イランは断固として抵抗してきた。イランは今後半年に，米国にイランの条件を受け入れ
るよう強硬に迫る戦略をとると思われる。筆者の経験からいうと，イラン人は往々にして，
良い振る舞いをしても反応が得られず，悪い振る舞いをすれば注目を浴びると考える。こ
のことから私は，イランは今後１年の間，良い態度と悪い態度を織り交ぜて出てくるので
はないかと予想している。
　中東のもう一つの大きな変化は，イスラエルと，イスラエルと戦争をしたことのない数々
の国との関係正常化だ。こうした協定はイスラエルにとって心理的に重要であり，同国は
今，中東地域でさほど孤立していないと感じている。イスラエルとの協定はアラブ首長国
連邦（UAE）にとって極めて重要であり，同国は先行者利益を得た。しかし，こうした協
定で中東の戦略地図が大きく変化するかは不明である。
　このような情勢変化の中，その変化に左右されない一連の危機が続いている。イエメン，
シリア，リビアでは，外部からの支援に煽られて長期間内戦が続いている。イラクも，サ
ダム・フセイン時代から回復していないだけでなく，石油価格下落による深刻な財政危機
が2021年にも政府の安定が揺るがしかねない。
　さらに中東地域を見渡すと，かつては外部の脅威について多くを語っていた各国政府が，
今では国内の脅威に頭を悩ませている。ソーシャルメディアが普及し，その勢いには揺る
ぎがない。自由が拡大しているともいえるが，政府はソーシャルメディアを注意深く監視
し，抑え込もうとしてもいる。
　各国政府・国民のいずれも，ISIS の経験や2011年の民主化革命の失敗から教訓を得た
と考えている。しかし，こうした動きがかえって内戦を生み出し，あるいは独裁体制の更
新につながった。結果的に，中東の民主化を求める動きは10年前よりも衰退したようだ。
それでも，地域の問題は相変わらず残っている。毎年何百万人もの若者が労働市場に出て
いくが，雇用機会は乏しい。若者は経済的な安定を求め，政府機関で働きたいと考えてい
るが，政府は人件費を増やす余裕がない。そのために民間部門の活性化を実現しなければ，
雇用を生み出すことは困難になる。
　学歴が高いほど，職につけない悩みは大きい。第四次産業革命と呼ばれるものは，まさ
に中東各国の政府が現在創出しようとしている雇用を破壊するのではないかと，強く懸念
している。それは，多くの訓練や教育を必要とする極めて付加価値の高い仕事でも，また
単純労働でもない。その中間にある仕事は今後どうなるのだろうか。自動化やアウトソー
スなどの効率化によって，間もなく消滅すると筆者には思われる。
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大国
　アメリカ政府が大統領選挙を経た後どう中東と向き合おうかと思案する中，その他の大
国，ロシアと中国は，米国が今後中東でどう動くかをまったく見出せずにいる。トランプ
政権下では，世界に対するアメリカの一国主義的な姿勢から，両国ともメリットを得てい
た。見るところ，中国は，米国が築いてきた概ね安定した世界に便乗できる立場でいる方
がはるかに幸せだ。基本的に中国は，米国が中国に比較的自由を認めている限り，米国の
傘の下での安定を求めている。ロシアは単に，日和見的に小規模投資の機会を狙っている。
ロシアも中国も，中東を巡って米国と直接対立することを望んでいない。それでも両国は，
米国が国内問題で手一杯という事実が自国にとってどんな意味を持つかという問いに向き
合う必要がある。トランプの世界に対するアプローチが，米国のニューノーマルなのか。
それが中東に真空地帯をもたらすのか。米国の同盟国や敵対国はどう反応し，それが中国
やロシアにどんな機会をもたらすのか。こうした問題の微妙な意味合いに，両国は強い関
心を抱いている。
　実はロシアも中国も，避けられるのであれば中東に深く関わりたくはない。ロシアは破
綻寸前の地域に目をつける傾向があり，時には破綻に向けて背中を押し，そしてそこから
這い出す手助けをする。ロシアは，中東に対し戦略的な関心をさほど示していない。中東
での機会を見出すほうに関心がある，と言うのがより正確であろう。
　中国のアプローチは，ロシアよりはるかに戦略的だ。これまでにも見られたように，中
国はサウジアラビア，UAE，イラン，エジプトに強い関心を抱いている。中国が「包括的
戦略パートナーシップ」を結んでいる国々である。またイスラエルに対しても，複雑な理
由から興味をもっている。
　中国とロシアでは，中東に対する見方が異なる。ロシアは同じ産油国として，サウジア
ラビアとの共通点と相違点を抱えている。両者とも，石油を増産したいと考えているから
だ。中国が中東を切り離せない理由は，好むと好まざるとにかかわらず，中国がエネルギー
消費国であるからだ。中国は将来にわたってかなりの長期間，中東との縁を切れない現実
がある。
　中国とロシアの専門家と話をした際，総じて彼らは中東を，機会ではなく，脅威の発生
源と見なしていた。そして彼らが考える課題は，そうした脅威をどう制御するかであり，
機会をどう活用するかではなかった。しかしそれでも，中東がもたらす機会はある。その
ひとつが武器輸出だ。中東の各国政府は大量の武器を購入する。ロシアと中国は武器を売
り，特に中国は他の国から手に入りにくいドローンを販売する。中東の米国同盟国は不安
を募らせている。たとえば，米国とエジプトは20年以上も緊張関係にあり，その隙に中国
とロシアがエジプトとの関係を深めつつある。
　中国はイランにも数多くの機会があると見ており，米イラン間の緊張を好機と見なして
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いる。中国にとってイランは「グリーンフィールド投資」である。米国の経済制裁の手前，
イランに投資する国は少ない。イランは資本に飢えているため，中国には好機となる。ま
た，イランは中国の貿易の１％以下を占めるに過ぎないが，中国はイランの貿易の30％以
上を占め，経済だけ見れば，両者の間では中国が圧倒的優位にある点も覚えておくべきだ。
米イランの緊張関係が，米国を中国から遠ざける可能性もある。米軍事資産をペルシャ湾
に配備しているときは，西太平洋に配備することができないからだ。また，米国がイラン
政策を巡って同盟国と争えば，中国に機会を提供することになる。中国は同盟国をもたな
い国であることを思い出そう。仮に米国と同盟国との間に緊張関係が生まれたら，米中の
立場はより対等に近くなる。つまり，中国にとってイランは二つのメリットをもたらす。
直接的には経済的な機会，間接的には米国への妨害だ。

地域からの反応
　中東はアメリカの様子や自らの状態，またその他の勢力の態度を踏まえて，どう動くだ
ろうか。
　イランは強硬にバイデン政権の関与を引き出そうとするだろう。見るところイランは，
バイデン政権の機嫌をとるよりも，むしろ攻撃的な態度に出る可能性がはるかに高い。イ
ランが核濃縮活動を拡大すると主張していることから，それが見て取れる。サウジアラビ
アでは最近，船舶攻撃が起きた。この先６カ月にも，同様のことがまた起きるだろう。理
由はイランが米国との戦いを望んでいるからではなく，世界を力づくでイランと取引させ
たいからである。
　こうした中，皮肉にもイランは６月に大統領選を控えており，それまで包括協定を結ぶ
状況にない。多くのイラン国民にすれば，前回の米国およびそのパートナー諸国との包括
協定は機能しなかった。その結果，イランでは交渉という手段が妥当なのか，また前回の
問題を解決するための新しい交渉方法はどうあるべきかについてコンセンサスがない。米
国と取引する方法についても足並みが揃わない。イランは経済制裁の解除を望んでいる。
しかし，今年前半中に大きな進展があるとは思えない。答えの出ていない戦略的疑問がい
くつか残っていることも一因である。まず，イランが本当に求めているのは何なのか。イ
ラン政府を代表して語る権限は（とりわけ大統領選挙前は）実際には誰にあるのかという
問題もある。先の核合意「包括的共同行動計画（JCPOA）」の失敗から何を学んだかとい
う，より広い意味の問いもある。
　サウジアラビアが，米新政権の攻撃の的になっていると感じているのは明白であり，事
態は様変わりするだろう。サウジアラビアは，米国からの支援を得る以外に有力な選択肢
がなく苦慮している。今後もなんとか米国を取り込むという，従来通りの戦略を維持する
しかないと考えている。
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　サウジアラビアは，新たな課題と圧力に直面している。まずは王位継承だ。これについ
ては皇太子が望む方向で動いているようだが，今後どう展開するかは不透明な部分もある。
サウジアラビアは，経済改革でも問題を抱えている。経済改革のために策定された計画「ビ
ジョン2030」の進捗は鈍い。そして，より広範な意味での石油時代の移行という問題があ
る。そこでは，サウジ経済の多角化だけでなく，石油への関心を急速に失っていくであろ
う世界にどう適応するかも問われる。サウジアラビアの影響力は，衰えつつあるように私
には思える。その変化によって，サウジアラビアは過去数十年とは大きく異なる立場に追
いやられるだろう。
　イスラエルは，国内の政治危機に直面しているものの，世界でも中東でもかつてないほ
ど受け入れられている。しかし，イスラエルはイランの脅威を非常に強く感じている。パ
レスチナ自治政府のマフムード・アッバース大統領も高齢になった。アッバース大統領か
らの事実上の政権移行は，その展開次第でイスラエルにとって好機とも危機ともなり得る。
イスラエルは現状維持に慣れ，これまでも現状維持に成功してきた。ヤーセル・アラファ
トにもマフムード・アッバースにもうまく対処してきたが，その実現はいずれも一連の基
本合意を背景としていた。しかし，現在86歳のアッバースが引退したら，イスラエルは，
より臨機応変さが求められる段階に入っていくと思う。

米国の政策
　バイデン大統領はこうした一連の課題解決にあたり，アメリカの対外政策に外交を復活
させる決意で臨んでいる。バイデンは，アメリカが同盟関係や国際組織に復帰し，北大西
洋条約機構（NATO）にも再び参加することを示唆した。また，国務省を再び活用する意
向を明らかにしている。バイデンは明らかに，これまでの軍事力重視の姿勢を弱めたいと
考えている。米国は中東で20年間戦争をしてきた。40年間ともいえるかもしれない。しか
し，こうした戦争によって米国の安全保障が強化されたと考える人は多くない。
　米国が中東で抱える問題の多くは米軍が解決できるものではない，という認識が広く共
有されている。より視野の広い外交・経済政策が必要だ。米国の国際的関与に対する世論
の支持も集めなければならない。トランプ大統領が際立たせた通り，米国が，これまで努
めてきた自由貿易や政府間関係を促進する，伝統的な秩序から外れた，という思いを抱く
米国民は多いからだ。バイデンの国家安全保障担当大統領補佐官ジェイク・サリバンは，
米国の外交政策と中産階級とをつなぎ直すプロジェクトに携わってきた人物だ３。
　バイデン政権下では，圧倒的に国内問題に重きが置かれるだろう。コロナウイルスのワ
クチンや景気回復のような明白な課題だけではない。米国では今，幅広く人種問題見直し

3　�https://carnegieendowment.org/specialprojects/usforeignpolicyforthemiddleclass/

https://carnegieendowment.org/specialprojects/usforeignpolicyforthemiddleclass/
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の動きが起きている。トランプ政権により人種間の分断が拡大した。2016年のトランプ大
統領の当選は，オバマ政権が示した“アフリカ系米国人の米国大統領”という理念そのも
のに不満を抱いた国民の支持層の存在なくしてはあり得なかったという意見もある。ジ
ョージ・フロイド殺害事件や抗議運動「Black�Lives�Matter（ブラック・ライブズ・マ
ター）」の夏を経て，米国は今1950年代，60年代と同じような状況にあるように思える。
人々は職場で人種について語り，物事がどう変わるべきか議論している。バイデンの閣僚
人事に占める人種や性別の割合を巡って，広く公の場で議論された。米国はこれらの多く
の課題を前にして，非常に難しい位置に立っている。それに加え，先に述べたように選挙
地図が二極化している。さらに，議席数の差が僅差の下院，議席数が真っ二つに割れた上
院がある。バイデンは外交政策は気にかけず，2022年中間選挙後の議会で優位を拡大する
ため，有権者が関心を向けている国内問題に急いで取り組まなければと考えるだろう。

今後の展望
　さて，今後を考えるにあたり，どちらを検討すべきだろうか――ドナルド・ラムズフェ
ルド元国防長官がかつて呼んでいた「既知の未知」と「未知の未知」の二つに分けて考え
るのが有効と思われる。
　まず「既知の未知」から見てみよう。第一は，バイデンによる中東での米国拠点の再編
に伴って，何が起きるかということだ。大統領の意図は分かっている，それは外交の復活，
経済政策重視，米国外交政策における重要要素としての人権重視の復活だ。これらがどう
展開するかは分からない。それが，2020年５月のフォーリン・アフェアーズ・リポート
（Foreign�Affairs 誌）４に国家安全保障担当大統領補佐官ジェイク・サリバンとダニエル・
ベネイムが寄稿した記事で語られていた。コンセプトは明快なようだ。成功するかは実行
の方法で決まるということだ。
　イラン外交が一変すると思われる。米国によるイランへの直接関与という面でも，イラ
ンによる欧州各国・中国・ロシアなどとの交渉に対する米国の直接関与という面でも，そ
うなるだろう。イランは，米国との二国間の課題としてではなく，国際社会にとっての課
題として再浮上すると考える。
　イスラエルとサウジアラビアはいずれも，なんらかの手段でバイデン政権を取り込もう
と試み，理解を示して機嫌を取るよう努めるだろう。これまで両国は長年にわたって米国
と関係を維持しており，つきあい方をよく心得ているし，懐疑論も克服できると考えてい

4　�Daniel�Benaim�and�Jake�Sullivan,�“America’s�Opportunity�in�the�Middle�East,”�Foreign�Affairs,�
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-05-22/americas-opportunity-
middle-east

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-05-22/americas-opportunity-middle-east
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る。ただし，実際にどう展開するかは不透明だ。
　米国にとって魅力の少ないエジプトなどの国々にとっては，状況は厳しくなるだろう。
米エジプト関係は，とりわけバイデン政権が人権問題重視の姿勢を強めれば，厳しさを増
すだろう。シシ政権はバイデン政権に対応するため，強力な戦略を立てる必要があるだろ
う。
　最後に，先にも触れたがリビア，シリア，イエメンなど，中東では今も多数の戦争が進
行している。イラクは落ち着きつつあるが，再燃の可能性もある。西サハラでまた戦争が
起きる可能性を指摘する向きもある。中東について考えるのであれば，暴力が高まる可能
性を懸念する必要がある。
　一方で，「未知の未知」も存在する。
　第一に，圧倒的な経済問題である。数ヶ月前，中東のある財務大臣と話す機会があった。
彼は「コロナウイルスの第一波はなんとか切り抜けられる。だが第二波は非常に厳しいだ
ろう」と話した。彼の国は今，第二波に苦しんでおり，一日に数千人もの新規感染者が報
告されている。どれだけの規模でロックダウンをすべきか，そしてどう回復させるのか。
人々がかつてないほど行き交っているなか，コロナウイルスは「アラブの春」の頃のよう
な不安定さが再燃する条件を整えつつあるのかもしれない。
　世界はコロナウイルスからどう回復するのだろうか。国際金融機関は，各国を救済する
ための資金を十分提供できる，あるいはそうすることを厭わないだろうか。各国は，景気
を活性化できるだろうか。各国政府は，必要な措置をとる能力があると見なされるだろう
か。こうした点に注目しなければならない。
　第二の注目点は，各国政府が手一杯になり，各国の周縁部で問題が発生するなか，統治
されていない地域が増えていることだ。イエメンには現地勢力の他に，誰の支配下にもな
い地域が多くあり，イラクの広範な地域には中央政府の支配が及ばない。野放しの地の時
代に戻らないか，懸念を抱いておかなければならない。
　また，指導者の交代が複数起きる可能性もある。一部指導者が80代であることが理由の
一つだ。それが円滑に運ぶかどうか。大概は円滑に運ぶだろうが，そうならない可能性も
あり，その場合の結果は予測できない。
　中東では再び過激主義が復活する兆しが出ているようだ。中東が過激主義に陥りつつあ
るわけではないが，ISISで民衆が辟易してしまったという面がある。しかし，中東には極
めて切羽詰まった状態の若者が多く，彼らは自分の将来展望を惨めだと感じている。それ
が絶望感の拡大という問題につながる。10年前チュニジアから始まった「アラブの春」の
波は，総じて怒りよりも絶望が背景にあった。深刻な不景気に悩まされる国は，若者に十
分な雇用を提供できない。そのため政府への要求は高まるが，政府の能力は衰退しており，
国際社会からの支援も減っていく。
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　これらすべてのことから，バイデン政権が中東にある米国の拠点を削減する可能性があ
ると思われる。外交活動や経済活動を拡大する可能性もあるが，米国の望むような展開に
なるかは不透明である。トロツキーは印象深い言葉を残した。「君は弁証法に興味がなくと
も，弁証法のほうは君に興味がある」（「弁証法」が「革命」や「戦争」となっているバー
ジョンもある）。世界は，もう中東はたくさんだ，もう興味はないというかもしれない。だ
が向こう数年は，世界が中東から目を背けたいと思っても，希望通りにはならないかもし
れない。

＊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。


