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エグゼクティブサマリー
　バイデン政権のサウジアラビアに対するアプローチは，トランプ政権のそれとは異なる。
ムハンマド・ビン・サルマン皇太子（MbS，ムハンマド皇太子）とトランプ大統領の親密
な関係により，サウジアラビアと米国の外交関係は，党派間の対立を大いに高める問題と
なった。オバマ政権とリヤド（サウジ政府）との間の緊張は，多くの民主党員，特に若手
の外交政策立案者や民主党の上院・下院議員の関係も悪化させた。彼ら（民主党）は，サ
ウジアラビアのイエメン介入とジャマル・カショギ殺害事件に注目し，サウジアラビアが
もはやこの地域の「安定をもたらす力」たりえない証左とした。民主党員（そして民主党
員以外も）の多くは，近年の米国におけるエネルギー生産の増加によってサウジアラビア
との関係の重要性が大きく低下していると訴える。トランプ政権が悪化させた（生み出し
たわけではない）党派間の緊張関係は，民主党員のサウジアラビアに対する負の感情をさ
らに深いものにした。これは，バイデン次期（当時）大統領が2019年11月の民主党候補
者討論会にてサウジアラビアを「パーリア（のけ者）」と表現したことにも見て取れる。 
　この両国関係の最も明らかな変化は，その空気感に現れるだろう。バイデン政権は2021
年２月26日，トランプ政権が認めていなかった，ジャマル・カショギ暗殺にムハンマド皇
太子が関わっていた可能性を示唆した米国の機密情報文書を公開した。米国当局がサウジ
アラビアを公然と非難することとなるが，これは，トランプ政権は言うまでもなく，オバ
マ政権でさえも避けてきたことである。バイデン政権では，政治犯の釈放や人権に関する
これまでの行為の改善の要請をより頻繁に，かつ，より高レベルで要求していくことにな
る。サウジ政府は，トランプ大統領の下で享受したような，大統領とその側近高官へのア
クセスはもはや望めない。特別な関係の「特別な」要素はもはや存在しない。新政権は議
会でサウジアラビアとの関係を擁護することはなく，反サウジアラビア派勢力の多い議会
が，法案立案や公聴会，また両国関係の全般的な方向性を動かしていくことも容認するで
あろう。 
　また，政策も変化することとなる。両国の緊密な関係に反発する人々が，ムハンマド皇
太子の無謀さや人命軽視の象徴として挙げるイエメン介入をやめるよう，サウジアラビア
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にはこれまで以上に圧力をかけるようになる。武器の新たな購入を持ち掛けることも控え
るだろう。イランの中東地域での影響に関する懸念は，バイデン政権ではこれまでより小
さくなると見られる。トランプ政権では，イランへの懸念は，政策の主要な推進力であり，
また，この４年間，米国・サウジアラビア・イスラエル間の暗黙の同盟を結成していた戦
略的共通認識でもあった。バイデン大統領はイランの核問題に対しては，外交関係を再度
構築すると幾度も表明しており，合意できれば，この地域のより大きな課題にも対応する
と述べている。
　しかしながら，両国関係の根本は変わらない。バイデン大統領は昔ながらの米国流の外
交政策をとるタイプである。世界のエネルギー市場は変化しているにもかかわらず，この
タイプの人物にとって，湾岸地域は重要な場所なのだ。米国防省はこの地域におけるプレ
ゼンスを今後も主張し続けるであろうし，バイデン大統領は軍部に耳を傾けるであろう。
バイデン大統領が外交部門の主要ポストで登用したのは全員中道派であり，過去のポジシ
ョンではサウジアラビアとビジネスライクな付き合いをしてきた人物ばかりである。中央
軍司令官を務めたロイド・オースティン国防長官はサウジアラビアの首脳陣と直接やり取
りしている。バイデン政権の外交部門には急進派が見当たらない。カショギ暗殺事件に関
して，バイデン政権がムハンマド皇太子個人に対する制裁を検討していないことが，両国
間の安定への証しとなっている1。
　バイデン政権の当初年度においては，サウジアラビアと米国の関係は本質的なものとい
うより表面的なものであろうが，ワシントンとリヤド双方を引き続き煩わせるであろう長
期的な問題もある。顕著な２点として，１）米国の安全保障に対するサウジアラビアの信
頼の低下，２）米国および世界のグリーンエネルギー政策への移行による化石燃料への依
存度低下，が挙げられる。

背景：トランプ政権とサウジアラビア
　サウジアラビアと米国の関係はここ数十年にわたり親密なものであったが，トランプ大
統領はこれを，大統領本人が直接関与しアクセスするという，前例のないレベルにまで引
き上げた。これにより，サウジアラビアとの関係がこれまでにないほど党派政治の舞台に
上ることとなった。米国政界において，これまでサウジアラビアが多くの支持者を得たこ
とはなかったが，米国の歴代大統領は民主党・共和党を問わず，世界最大の石油輸出国で
あり，中東政治とイスラム世界の主要プレーヤーであるサウジ政府とは良好な関係を築き
たいと思っていた。だが，議会で民主党の議席が増えており，サウジアラビアを利用しよ
うとするトランプの目を通した外交政策が立案されてはいるが，これらはバイデン政権下

1　https://www.nytimes.com/2021/02/26/us/politics/biden-mbs-khashoggi.html

https://www.nytimes.com/2021/02/26/us/politics/biden-mbs-khashoggi.html
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におけるサウジアラビアと米国の関係性に間違いなく大きな影響を与えるであろう。
　トランプのサウジアラビア政府との密接な関係は，大統領就任以前の2016年の末に，娘
婿にして顧問のジャレッド・クシュナーと，サウジ国王の若き息子，MbSとして知られる
ムハンマド・ビン・サルマン王子（当時国防相）が親密な関係を築いたときから始まって
いた。この関係を仲介したのが，アラブ首長国連邦（UAE）の事実上のリーダーであるム
ハンマド・ビン・ザーイド・アブダビ（MbZ）皇太子兼国防相である。ムハンマド・アブ
ダビ皇太子は MbS の父サルマンが2015年に国王に即位し，MbS が国防相に就任して以
来，MbS と近い関係にあった。ユセフ・アル・オタイバ（Yousef Al Otaiba）駐米 UAE
大使は，トランプが2016年11月の大統領選挙で逆転勝利を収めた直後からクシュナーと
の直接の関係を築いていた。このアル・オタイバ大使がクシュナーとサウジアラビアのム
ハンマド王子（当時）を引き合わせた2。これが美しい友情の始まりであったのだ。 
　MbSとクシュナーの関係の影響は，すぐに感じられるところとなった。トランプは，米
国大統領の就任後最初に訪れる国はメキシコかカナダであるという長きにわたる伝統を破
り，2017年５月に初の外国訪問先としてリヤドを訪れた。トランプはこの訪問の直後，サ
ウジアラビアと UAE がカタールに対し国交断絶と制裁を表明したことに対し，カタール
には中東最大の米空軍基地があるにも関わらず，ツイッターにてこれを支持すると公に認
めた3。トランプのこのツイートにより，米国務長官と米国防長官がこの危機を仲裁しよう
としていた尽力が水の泡になった。これは，サウジアラビアにはトランプと直接のコネク
ションがあり，米国と通常の外交ルートでやり取りする必要がないということを示してい
た。2017年６月には年長の従兄ムハンマド・ビン・ナーイフ王子を排して，MbS が皇太
子に即位した。ナーイフ王子は2001年９月11日にワシントンとニューヨークを襲撃した
アルカイダによる米国同時多発テロ以降，テロ対策において米国との筆頭対応者であった。
トランプ政権はこの即位を認めるだけでなく，これに関与した可能性までも示唆した4。サ
ウジアラビアを統治する王家に対し，米国がこのレベルまでの介入を，あるいは，少なく
とも介入を公に示唆するということは前例のないことである。トランプはサウジアラビア
政府との関係を，個人的なものに劇的に変化させてしまったのだ。
　関係を個人的なものにした負の影響は2018年10月，サウジアラビアの反体制ジャーナ
リスト，ジャマル・カショギがイスタンブールのサウジアラビア大使館で殺害されたこと
で露わになった。この殺害は MbS の指示で行われた可能性が非常に高い。ワシントンか

2　 https://www.middleeasteye.net/news/revealed-how-trump-confidant-was-ready-share-inside-
information-uae

3　https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/trump-qatar-saudi-arabia.html
4　 https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/middleeast/trump-saudi-arabia-mohammed-

bin-salman.html

https://www.middleeasteye.net/news/revealed-how-trump-confidant-was-ready-share-inside-information-uae
https://www.middleeasteye.net/news/revealed-how-trump-confidant-was-ready-share-inside-information-uae
https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/trump-qatar-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/middleeast/trump-saudi-arabia-mohammed-bin-salman.html
https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/middleeast/trump-saudi-arabia-mohammed-bin-salman.html
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らはその直後，民主・共和両党から非難の声が上がった。カショギは米バージニア州在住
であり，米国のエリート層の間では名が通っていたことに加え，米国の首都ワシントンで
最も権威の高いワシントン・ポスト紙にコラムを連載していたのだ。この事件の残忍性と
破廉恥さに反感が巻き起こった。サウジアラビアによるイエメンへの軍事侵攻が，当地の
政治的混乱を解決することなく人道的な惨事となっていたことに加え，このカショギ殺害
事件が，米国の政治勢力にとってムハンマド皇太子が「ペルソナ・ノン・グラータ（好ま
しくない人物）」となる要因となった。しかし，トランプ大統領にとってはそうではなかっ
た。ムハンマド皇太子を擁護し続け，サウジアラビアのイエメン侵攻に軍事支援を提供す
るとともにサウジアラビアへの武器輸出が米国経済に与える恩恵を訴えたのだ5。
　トランプの大統領在任がもたらした最も大きな結果の一つは，米国の政界内における党
派間の争いがより過激になったことである。トランプが党派間の分断を生み出したわけで
はないが，悪化させたことは事実である。かつては共和党と民主党の政治闘争とは関連付
けられていなかった問題の多くが，トランプ大統領の在任中に党派間の緊張感を増す要因
となった。サウジアラビアと米国との関係も，この一つとして挙げられる。サウジアラビ
アはこれまでも，米政界内で友好的な関係をほとんど結んでこなかった。同国の人権・女
性の権利に対する過去の行為はリベラル派の怒りを買っていた。右派・左派を問わず，民
主主義の推進者たちは，同国で政治的権利が完全に欠如していることを公然と非難した。
また，「９月11日」の同時多発テロのハイジャック犯19人のうち15人が同国出身だったこ
とから，同国が（公式にかかわったという証拠はないものの）何らかこの事件に果たした
役割を疑う者もいた。米国内のイスラエル友好者は，パレスチナの件についてサウジ政府
が米国の支援を取り付けようとしていることに猜疑心を抱いていた。記憶力の良い人々は
1973年～74年にサウジアラビアが主導して米国向けの石油輸出を禁止したことを覚えて
おり，気候変動を注視する者たちは化石燃料経済においてサウジアラビアが世界で最も規
模の大きい諸悪の根源の一つであると看做している。だが，サウジアラビアはこれまで，
党派間の争いの原因となったことはなかった。共和・民主の両政権とも，サウジアラビア
政府とは良好な関係を保ちたいと思っていたのだ。
　トランプが築いたサウジアラビアとの密接な関係と，クシュナーと MbS との個人的な
繋がりを目にしていた民主党は，サウジアラビアが共和党か民主党かを選択しようとして
いるのではないかと疑っていた。民主党の外交専門家たちは2015年のイラン核合意の後，
サウジ政府がオバマ大統領に対し，不快感を示したことを思い出していた。民主党の政治
家はサウジアラビアのイエメン侵攻を批判しており，米国が支援してこれを終結させるこ

5　 https://www.csis.org/analysis/after-killing-jamal-khashoggi-muhammad-bin-salman-and-
future-saudi-us-relations

https://www.csis.org/analysis/after-killing-jamal-khashoggi-muhammad-bin-salman-and-future-saudi-us-relations
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とを要求した。彼らはまた，ムハンマド皇太子が女性の権利や王国の政治的自由を主張す
る活動家を取り締まっていることを非難していた。カショギ殺害事件を受け，共和党の有
名政治家の中にはサウジアラビアを非難する者も出始めたが，トランプ政権の末期にはサ
ウジアラビアに関する党派間の争いはほぼ沈静化していた。共和党の大半は，トランプ大
統領がサウジアラビア政府に対する武器売却停止を拒否したことを支持したのである6。 
　ジョセフ・バイデン大統領は，常に民主党の主流意見を反映してきた。上院議員時代に
は決してサウジアラビアを声高に非難することはなかったが，民主党の中心が反サウジア
ラビアに傾いたことから，バイデン自身のサウジ政府に対する考え方も厳しいものになっ
た。2019年11月に開催された民主党大統領候補の選挙戦討論会において，バイデンはサ
ウジアラビアについて「これ以上彼らに武器を売ることはない。我々は彼らにその代償を
払ってもらうとともに，彼らを『パーリア（のけ者）』にするのだ」と発言している7。バ
イデンが大統領に就任した時は，かつてないほど民主党が反サウジアラビア感情を抱いて
いるときであったのだ。

政策の変化
　バイデン政権は直ちに，サウジアラビアに対するアプローチはトランプ政権時代とは異
なることを示唆した。2021年２月４日，バイデン政権は今後，イエメン内戦に使用するで
あろう武器をサウジアラビアに売却しない，また，イエメンでの諜報情報の共有やその他
技術的な支援も今後行わないと宣言した。バイデン大統領は国務省の外交官を対象とした
スピーチで「この戦争は終わらせなければならない」と述べている8。バイデン政権は，ト
ランプ前大統領が政権交代間際にテロ組織として指定した，サウジアラビアがイエメンで
敵対しているフーシ派の同指定を解除した。この指定解除は，バイデン大統領がイエメン
に対して新しいアプローチを採用し，フーシ派との接触にも応じる用意があるという明ら
かなシグナルである。バイデン政権はまた，ベテランの米外交官であるティモシー・レン
ダーキングをイエメン特使に起用したことで，米政府がイエメン内戦に対して交渉による
解決を率先して行うことを示した。レンダーキング特使は直ちにサウジアラビアを訪問し，
イエメンに対する新たな外交政策を実施した。これは，バイデン大統領のサウジアラビア
対するアプローチが，トランプ大統領とは全く異なるということを最も明確に示すシグナ
ルであった。
　バイデン政権は2021年２月26日，サウジアラビア皇太子がジャマル・カショギ殺害事

6　https://www.nytimes.com/2019/07/29/us/politics/trump-veto-saudi-arms-sales.html
7　https://www.nytimes.com/2021/02/24/us/politics/biden-jamal-khashoggi-saudi-arabia.html
8　 h t t p s:/ /a p n e w s . c om /a r t i c le /b i d e n - e n d - s u p p o r t - s a u d i - o f f e n s e i v e - y e m e n -

b68f58493dbfc530b9fcfdb80a13098f

https://www.nytimes.com/2019/07/29/us/politics/trump-veto-saudi-arms-sales.html
https://www.nytimes.com/2021/02/24/us/politics/biden-jamal-khashoggi-saudi-arabia.html
https://apnews.com/article/biden-end-support-saudi-offenseive-yemen-b68f58493dbfc530b9fcfdb80a13098f
https://apnews.com/article/biden-end-support-saudi-offenseive-yemen-b68f58493dbfc530b9fcfdb80a13098f
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件に関与したと示唆する諜報機関の文書を公開した。バイデン大統領は選挙戦中，この公
開を公約としていた。これらの文書により，マスコミは再度このおぞましい事件を取り上
げることになり，議員や評論家たちは再びサウジアラビアとの関係を格下げし，MbSに対
する制裁を課すことを声高に訴えるようになるだろう。当該文書は皇太子にとって非常に
厄介なものである。サウジアラビア国内の皇太子支持者たちは米国の告発者に対し，メデ
ィアで反対キャンペーンを開始するであろうし，緊迫状態が数週間にもわたるだろう。だ
が，バイデン政権はすでにサウジアラビアの首脳に対し，文書公表の根回しを開始してい
る。難しい状況が続くであろうが，いずれは収まる。バイデン政権が皇太子に直接制裁を
課していないということがその証であり，ニューヨーク・タイムズ紙の言葉を借りれば，
皇太子は「米国の利益にとって，罰するにはあまりにも重要すぎる」人物なのだ9。
　当該文書も一因として，バイデン政権は皇太子が前政権に対して有していたアクセスの
格下げを明確にした。ジェン・サキ報道官は，バイデン大統領のサウジアラビアとの接触
はサルマン国王と直接遣り取りすることになると表明している10。これは国家元首同士が
遣り取りし，その下の高官とはしないという通常のプロトコール（国際儀礼）に沿ったも
のであり，何ら異例なことではない。だが，ムハンマド皇太子がトランプ政権に対し，通
常では考えられないほどの直接のアクセスを行っていたことを考えれば，この表明は，皇
太子は従前とは違い，今後は特別待遇の対応者とはならないことを間違いようもなく示す
ものであった。
　バイデン政権のイランに対するアプローチも，前政権と著しく異なることは極めて明白
である。バイデンは大統領選で，2015年にオバマ政権が交渉を担った包括的共同行動計画

（JCPOA）への復帰を公約した。新政権ではジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全
保障問題担当），ウィリアム・バーンズ中央情報局（CIA）長官，ウェンディ・シャーマン
国務副長官など，合意にかかわった多くの高官が重要ポストに就いている。バイデン政権
はすでにイランとの交渉を再開する用意があり，欧州が提案した新協議を支持すると公式
に表明している。バイデン大統領はトランプ政権がイランに課した制裁を一部解除する代
わりに，イランの核開発計画を制限させるのではないかとの兆しが見られる。その立ち位
置から，米政府はこの合意を強化・拡大し，イランのミサイル攻撃力や域内の政治課題も
含め，より広範囲な交渉の道筋を探るのではないだろうか。
　これは非常に野心的な課題である。制裁を解除するとしても，イラン政府は米国がすで
に合意を反故にしたのを目の当たりにしており，イランが JCPOA の核開発計画制限を再

9　https://www.nytimes.com/2021/02/26/us/politics/biden-mbs-khashoggi.html
10　 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/02/16/press-briefing-by-

press-secretary-jen-psaki-february-16-2021/
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び受け入れるか保証はない11。イランのミサイル攻撃力やイラク，シリア，レバノン，イ
エメンの各国政府を巻き込んだ広範囲の交渉は，さらに成功する見込みが薄いのではない
かと思われる。イランがここ数十年にわたり，この地域で築いてきた地政学的勢力を手放
すに値する見返りとして，米国が何を提供できるのかは非常に難しい。最高指導者である
アリー・ハメネイ師は，国連の安全保障委員会が課したイランに対する経済制裁の解除が
必要だったが故に，不本意ながら元々の JCPOA にも合意したのであり，米国の広範囲な
外交取引とは考え方が対立している。イラン国内の政治において大きな権力を握っている
イスラム革命防衛隊は，イランの域内における立場に対するいかなる交渉も当然ながら撥
ねつけるであろう。2015年のJCPOA交渉にあたったハッサン・ロウハニ大統領の任期は
2021年６月までである。ロウハニ大統領の後継者はまだ明らかになってはいないが，大統
領が所属する，米国との交渉にオープンな改革派からは選ばれないだろうと見られる。
2020年２月の議会選挙では，ロウハニ大統領に強固に反対する勢力が過半数を占めた。
　JCPOA への限定的な復帰の見込みでさえ不透明な状態である。というのも，米国とイ
ランの間で域内の他の問題解決も含めた，より大掛かりな「グランドバーゲン（大型合意）」
が成立する見込みは限りなく小さい。一方，サウジアラビアはバイデン政権が外交的成果
を得るために，すぐに譲歩するのではないかと危惧している。サウジアラビアは2015年の
JCPOA 合意に対して，イスラエルほど声高に反意を示していたわけではないが，満足し
ていなかったのは明らかである。サウジアラビアはイランの核能力制限に関する外交努力
に反対しているのではなく，米国がこの交渉にサウジアラビアを含めず，イランの域内に
与える影響力を合意に含めなかったことに不満を抱いている。サウジアラビアは，米国が

「グランドバーゲン」に応じさせるため，サウジアラビアが永らく手に入れようと争ってい
た（そしてほとんど成功しなかった）この地域の牽引役としての立場を，イランに対し認
めるのではないかと恐れている。バイデン政権とイランの交渉を止めるべくサウジアラビ
アができることは何もなく，その結果を懸念することしかできないのである。

政策の連続性
　メディアはサウジアラビアと米国の関係性の変化を強調しているが，新政権でも変わら
ないことが多くあるのも注目に値する。バイデン大統領はサウジアラビアのイエメン侵攻
に対する支援を切り上げたが，サウジアラビアの領土保全を目的とした防衛は改めて約束
した12。米国の軍部・民間双方のリーダーがこの数週間にわたり繰り返し表明しているの

11　 https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2020-10-20/no-matter-who-us-president-iran-
will-drive-harder-bargain

12　 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-
president-biden-on-americas-place-in-the-world/
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https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2020-10-20/no-matter-who-us-president-iran-will-drive-harder-bargain
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が，サウジアラビアがここ数年にイエメン・イラク・イランから受けてきたミサイル攻撃
に対抗する支援であり，サウジアラビアがミサイル防衛システムのような「防衛兵器」は
今後も入手できることが示唆されている13。新しく任命されたイエメン特使のレンダーキ
ング氏は「サウジアラビアが隣国の『ミサイル射撃訓練の場』となることは容認しない」
と述べた14。サウジアラビアとの軍事関係を終わらせる気など毛頭ないのだ。それどころ
か，全く逆なのである。米軍は2021年１月，サウジアラビア西部のイランの弾道ミサイル
射程距離外に新たな基地の設営を検討していると明らかにした。2019年９月のイランによ
るサウジアラビアの石油施設へのミサイル攻撃以降，米軍はリヤド南方のプリンス・スル
タン空軍基地に，戦闘機やその他装備と共に数千人規模の軍要員を駐留させている15。新
政権はサウジ皇太子 MbS と距離を取ろうと努めているが，ロイド・オースティン米国防
長官が2021年２月18日にサウジアラビアとの接触を開始した相手は，国防相でもある
MbS であった16。
　対テロ対策に向けた関係も，終わろうとはしていない。2001年９月11日の同時多発テ
ロ以降，サウジアラビアと米国の関係においては対テロ対策が大きな柱であった17。ISIS
やアルカイダ，その他サラフィー・ジハード主義の集団は，ここ数年縮小しているものの
消滅したわけではない。 ISISがシリアとイラクの大部分を管轄していたのは，さほど前の
ことではない。対テロ対策が不十分であったと批判されるのは，どの米政権も望まない。
イスラム世界におけるサウジアラビアの立ち位置と，これらテロ集団に加わっているサウ
ジアラビア出身者の数を考慮すると，サラフィー・ジハード主義の集団に関する最新状況
を入手するため，サウジアラビアの諜報機関は重要な情報源である。加えて，これらの集
団が，米国とサウジ支配層の双方を敵対視していることから，９月11日の同時多発テロと
米国のイラク侵攻以降，この共通の敵がサウジアラビアと米国の関係を協力的に保つ根本
的な課題の一つであった。
　経済問題もまた，この二カ国を結びつけるものである。1970年の石油危機以降，米国の
大統領は全員，サウジアラビアの指導者を訪問し，原油価格と生産方針についてロビー活
動力を重視していた。2020年には新型コロナウイルス感染症の流行で原油価格は急落した
が，2021年２月末時点では１バレル当たり60米ドル超にまで値を戻している。この市場

13　 https://www.defenseone.com/policy/2021/02/biden-tough-talk-saudi-arabia-meets-
reality/171837/

14　 https://www.wsj.com/articles/aerial-attacks-on-saudi-arabia-expose-vulnerability-of-u-s-
ally-11613736001

15　https://www.wsj.com/articles/u-s-forces-expand-reach-in-saudi-arabia-11611611393
16　 https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2507965/readout-of-

secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iiis-call-with-saudi-minister-of/
17　https://www.brookings.edu/testimonies/the-u-s-saudi-arabia-counterterrorism-relationship/
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価格は2000年代後半から2010年代前半の１バレル100米ドル超には及ばないが，歴代の
米大統領は，サウジアラビアの石油政策に影響を及ぼす力を保持したいという思いを抱い
ており，それは今も変わらない。サウジアラビアは現在も，一国のみの政策決定で世界の
原油市場に大きな影響を及ぼすことのできる唯一の国なのだ。サウジアラビア政府は新型
コロナウイルス感染症の流行危機下においても，この継続的な中心的立場を示してきた。
新型コロナウイルス感染症の影響により需要が低迷した2020年３月には，サウジアラビア
は原油価格の引き上げを目論み，ロシアに接近して石油の協調減産を持ち掛けた。だが，
ロシアはこれを拒否した。サウジアラビアは報復的に生産量を増やした。その結果，米国
のスポット市場で短期間ではあったが，原油価格が１バレル当たり０ドルを切ることまで
になった18。トランプ大統領はすぐさまサウジアラビア政府に電話をかけた19。OPECと非
OPEC間のより大きな駆引きの一環として，ロシアは方針転換し，サウジアラビアは原油
生産を削減した。バイデン大統領もサウジアラビアのエネルギー政策への影響力を手放す
つもりはない。
　米国とサウジアラビアの広範な経済関係は，両国関係の継続性において，もう一つの要
素を提供している。サウジアラビアの全投資ポートフォリオの35％超を米国投資家が占め
ている20。2019年には米国の企業・個人がサウジアラビアに対して行った投資額は108億
米ドルに上り，米国のサウジアラビア向け財・サービスの輸出額は239億米ドルであった。
米国にとって，サウジアラビアは27番目の貿易相手国である21。経済的な重要性では中国・
カナダ・メキシコ・EUのレベルには及ばないものの，重要でないということではない。米
国のエネルギー企業はサウジアラビアに重要な投資を行っており，米国の防衛や航空宇宙
関連企業にとっては主要な市場である。サウジアラビアは現在も，外部に市場の門戸を開
いているアラブ世界最大の経済大国なのだ。
　バイデン政権の外交・国防政策立案における最重要ポストを占めている人々は，サウジ
アラビアに精通している。その筆頭が大統領自身であり，上院外交委員や副大統領時代に
何十年にもわたり，サウジアラビアのトップと直接交渉している。ロイド・オースティン
国防長官は中央軍司令官時代に，サウジアラビア軍の相手方と直接対応している。これら
ベテランの米国外交政策立案者たちは，近年のムハンマド皇太子の行為の多くについて快
く思ってはいないが，急進派ではなく，サウジアラビアに対する米国の政策を180度転換

18　 https://www.wsj.com/articles/saudi-russia-disclose-dueling-output-plans-amid-intensifying-
oil-market-war-11583835347

19　 https://www.nytimes.com/2020/04/12/business/energy-environment/opec-russia-saudi-
arabia-oil-coronavirus.html

20　https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/saudi-arabia/
21　https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-eastnorth-africa/saudi-arabia
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するつもりもない。サウジアラビアの行為の一部，特にイエメン侵攻と人権分野について
は軌道修正を図りたいと思っている。同時に，サウジ政府との核心的な関係は維持したい
とも思っている。

UAE モデル？
　サウジ政府高官は，米国の新政権に合わせる必要があると認識している。バイデン大統
領就任直後の一週間の間に，米政府の新たな期待を理解しているというシグナルを多数送
っている。１月にはトランプ政権の任期満了に先立ち，サウジアラビアと UAE は，43カ
月間に亘って断絶していたカタールとの国交を回復し，国境閉鎖を解除した。サウジアラ
ビアとUAEの両政府は，カタールが中東イスラム原理主義集団に対する支援を停止し，サ
ウジアラビアや UAE の政策に関するアルジャジーラの無検閲の（かつ往々にして両国に
否定的な）報道を規制することを望んでいた。両国はもともと，カタールには中東最大の
米空軍基地があるにも関わらず，国交断絶へのトランプ大統領の支持を取り付けていた。
米国の外交当局はこの紛争を仲介しようと比較的迅速に対応しようとしたが，トランプ大
統領がホワイトハウスを去ることが明確になるまでは大きな成果を上げることはなかっ
た。この国交回復は，新政権に対する和解の意思表示であると見られている22。 サウジア
ラビアはまた，拘束されていた女性人権活動家ルージャイン・アル = ハスルールとサウジ
系米国人ワリード・フィターヒ医師に対する判決を変更し，バイデン大統領就任直後に釈
放することで，米国メディアで報道され注目を集めていた２つの人権侵害問題を終了させ
た。また，米国の人権活動グループがこれまでも非難してきた死刑求刑の数も大幅に減ら
し，教科書の記述も改編すると公表している23。 サウジ政府高官は，バイデン大統領が演
説で，イエメン内戦は終結させねばならないと述べ，そのためにサウジアラビアの防衛，
および，新任のイエメン特使と外交的解決を探るための協働へのコミットメントを示唆し
たことを歓迎した24。
　サウジアラビア政府は新政権と良好な関係を保つために変わらなければならないと明確
に認識しているが，パートナーである UAE が米政府との関係を円滑化したのと同じよう
な手法を取るわけではないようだ。UAEもまた，トランプ政権と近しい存在であると認識
されていた。（上述の通り）ジャレド・クシュナーと親密な関係を築いていたユセフ・ア
ル・オタイバ駐米 UAE 大使は，2016年の大統領選の後に MbS をクシュナーに紹介し 

22　 https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/08/saudi-arabia-just-lifted-qatars-43-
month-blockade-how-did-this-rift-end/

23　 https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/08/saudi-arabia-just-lifted-qatars-43-
month-blockade-how-did-this-rift-end/

24　https://www.arabnews.com/node/1804346/saudi-arabia
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た25。イエメン内戦では，UAE軍とサウジアラビア軍が共に展開していた。しかし，UAE
政府は2019年にイエメンから軍を撤退させた。UAE はイエメンの地元同族を支持する形
で紛争自体に関わってはいたが，戦闘活動に直接関わることはなくなった。その後，2020
年の米大統領選挙戦のわずか数カ月前に，UAEはトランプ政権が「アブラハム合意」と称
するイスラエルとの国交正常化を表明した。この二つの出来事をもって，UAE政府は米国
の特に民主党からの強硬な非難の対象から脱し，米国の超党派的な支持を十分に受ける中
東国家の一つに連なることとなった。
　サウジアラビアは，少なくとも近いうちは，UAEと同じ道筋に追随はしない。イエメン
との国境は長距離に及ぶ上に突破しやすいため，サウジアラビアのイエメンに対する安全
保障上の関心は UAE よりも大きい。サウジアラビアはここ数年，イエメンから何百もの
ミサイルやドローンの攻撃を受けている。そうした事情はいずれも UAE にはない。サウ
ジアラビア政府はイエメン内戦を終結させるための外交イニシアティブに前向きな姿勢を
示したが，紛争自体からあっさり手を引くわけではない。イスラエルとの国交正常化につ
いては，サウジアラビアは世代間ギャップに直面している。ムハンマド皇太子は明らかに，
イスラエルとの水面下の接触が公になれば大満足であろうが，その父である国王は，サウ
ジアラビアとイスラエルとの公式な外交関係など考えられないという世代の主導者であ 
る26。イスラエルとの公式な外交関係の正常化はトップ指導者の交代を待たなければなら
ないのだ。 

長期的な課題：米国のコミットメントと石油
　サウジアラビアと米国の関係における空気感は，トランプ大統領とバイデン大統領では
大きく異なるが，短期的にみると関係性の基本は変わらない。しかし，長期的にこの関係
性を根本から覆す可能性のある最も重要な二つの柱，①サウジアラビアに対する米国の安
全保障上のコミットメント，および②グローバルな戦略・経済における石油の求心力に関
し，変化や変化の予兆がある。
　近年サウジアラビアを訪れた米国人が最も良く耳にした不満は，米国がサウジアラビア
を見捨てている，域内から軍を引き上げている，オバマ政権下ではサウジアラビアを犠牲
にしてイランと取引をしている，というものであった。これらの憂慮は理解できる。オバ
マ大統領もトランプ大統領も，選挙戦ではこの地域の米軍展開を批判しており，イラクと
アフガニスタンでの「終わりなき戦争」を終結させると誓っていた。オバマ大統領はサウ

25　https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888299/yousef-al-otaiba/
26　 https://www.wsj.com/articles/saudi-royal-family-split-relations-israel-uae-bahrain-mbs-

prince-king-11600446560

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888299/yousef-al-otaiba/
https://www.wsj.com/articles/saudi-royal-family-split-relations-israel-uae-bahrain-mbs-prince-king-11600446560
https://www.wsj.com/articles/saudi-royal-family-split-relations-israel-uae-bahrain-mbs-prince-king-11600446560


24 中東協力センターニュース　2021・3

ジアラビア政府に報告することなく，イランとの交渉に臨んだ。2019年９月にはイランが
サウジアラビアの石油施設を攻撃し，日量500万バレル以上の生産が世界の石油市場から
約一カ月にわたり失われることとなったが，トランプ大統領はこれにほとんど対応しなか
った27。 ペルシャ湾岸に米軍が駐留することの論拠が，石油の自由な流通を守ることであ
るが故に，サウジアラビアが米国の安全保障に対するコミットメントに懸念を抱くのは理
解できる。サウジアラビアに対するバイデン政権の厳しい論調とイランとの交渉復帰を望
む方向性は，サウジアラビアにとって不安の種である。
　米軍のこの地域からの全面撤退は，サウジアラビアが懸念するほど現実的ではない。オ
バマもトランプも就任時は米国の中東での戦争を終わらせたいと思ってはいたが，両氏と
も退任時には何万人もの米軍がまだ展開しており，ペルシャ湾岸地域の米軍の構造は変わ
らなかった。しかし，政治の世界では，予兆は現実になる。サウジアラビア政府が米国を
もはや信頼できる同盟国ではないと思えば，それに応じて行動するであろう。サウジアラ
ビアは新たな安全保障関係，特に中国との関係を模索し，米国を遠ざけることになる可能
性もある。さらに言えば，イランが将来的に核兵器保有国となることに対応し，サウジア
ラビアが自ら核兵器保有を目指すかもしれない。（イスラエルの核兵器保有を容認しなが
ら）中東でこれ以上大量破壊兵器の拡散を阻止したい米国にとって，サウジアラビアの核
兵器保有は超えてはならない一線である。安全保障において米国は信頼できないとサウジ
アラビアの人々が頻繁に声を上げているが，これは，自ら実現をもたらす予言となってし
まうかもしれない。もちろん，短期的にではなく今後数十年後の話ではあるが。
　関係性のもう一つの柱は，世界の石油市場におけるサウジアラビアの重要性である。コ
メ国においてサウジアラビアとの関係を一段引き下げるべきと主張する人々は，米国の石
油生産量がかつてよりも増えたことから，サウジアラビアとの関係の重要性の価値が低下
していると主張している。この主張は，サウジアラビアとの関係において，なぜ石油が重
要であり続けたのかの理解が誤っている。これまで，米国がサウジアラビアの石油に依存
していたことが理由であったことは全くない。サウジアラビアとの関係は1940年代，米国
が世界有数の石油輸出国であった頃に遡る。サウジアラビアからの原油輸入は米国の輸入
量の10％程度を超えることは決してなかった。フランクリン・ルーズベルト大統領以来，
米政権がサウジアラビアを重要視していたのは，米国がサウジアラビアの石油を必要とし
ていたからではなく，世界がその石油を必要としていたからなのだ。在来型石油の埋蔵量
が世界トップの国として，（米国・ロシアと共に）世界トップ３の産油国の一員として，（ロ
シアと共に）世界トップ２の石油輸出国として，サウジアラビアは世界のエネルギー市場

27　 https://foreignpolicy.com/2019/12/15/carter-doctrine-rip-donald-trump-mideast-oil-big-
think/
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の鍵を握る国である28。サウジアラビアの石油は，米国と欧州の西側同盟国が第二次世界
大戦後の経済を再建するにあたり不可欠なものであった。サウジアラビアの石油は現在，
中国や日本などの東アジアの経済大国の主要なエネルギー源となっている。前述の世界の
石油市場で起きた2020年３月の出来事（市場初の「マイナス油価」の出現）のように，石
油に関するサウジアラビアの行動は世界中の油価に大きな影響を及ぼすことがある。
　エネルギー問題に関して，米政府がサウジ政府との良好な関係を保ちたいと思うのは理
解できる。だが，石油が世界のエネルギー事情の中心にあるのは，あとどれくらいなのか，
今後注視していく必要がある。バイデン政権は米国のエネルギー事情について，化石燃料
から脱却し再生エネルギーに移行することを公約としている。EU 諸国と中国も，同じよ
うなコミットメントを掲げている。この移行がすぐに可能になるとはだれも期待していな
い。今後しばらくは引続き，石油が重要な戦略コモディティであることは変わりない。だ
が，もはや石油が経済活力の中心でなくなるその日が来れば，米国やその他の大国がサウ
ジアラビアに取り立てて興味を抱くのかどうかは疑わしい。

結論
　バイデン政権は，サウジアラビアの外交政策と，ムハンマド皇太子とトランプの身内が
築いた飛び切り緊密な関係に，難題を提示するであろう。後者（緊密な関係）は終結する
こととなり，サウジ政府に対する米国民の批判と米政府からの圧力はさらに大きくなると
みられる。一方で，新政権との関係がこれまでのように特権的ではなくなることを容認す
るならば，両国間の関係を維持する要素は今後も存続する。イランと米国の「グランドバー
ゲン」と域内の駐留米軍全面撤退という最悪のシナリオは起こらない。両国の関係性は当
面，現行路線を維持する。サウジアラビアが危惧する，米国に見限られること，また，将
来的なグリーンエネルギーへの転換による世界的な石油の重要性低下という，この関係性
にとっての最大の脅威は実現するが，それはかなり先のことである。

28　 https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-oil.pdf
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