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はじめに
　アメリカはオバマ政権以降，対中政策を重視したアジア・シフトを進め，中東地域への
軍事的関与を低下させる中，フランスは中東地域への影響力の拡大を試み，特に湾岸諸国
とは軍事的な結びつきを強めている。湾岸諸国と良好な関係にあるマクロン大統領が2022
年４月の大統領選挙で，現職として20年振りに再選を果たした点を踏まえると，フランス
の積極的な中東関与は今後も続くと予想される。
　本稿は，フランスが湾岸諸国と関係強化を図る理由を検討する。また，旧フランス植民
地のマグリブ諸国（アルジェリア，チュニジア，モロッコ）との関係の展望についても考
察する。

１．フランスの中東政策の変遷と湾岸諸国との関係構築
　戦後のフランスの中東政策は，旧フランス植民地との繋がりを維持することや，アラブ
とイスラエル間で均衡を保つことを柱としていた。フランスは植民地政策の一環として，
1830年から1962年までアルジェリアを海外県に併合し，チュニジア（1881～1956年）と
モロッコ（1912～1956年）を保護領下に置いた。また，委任統治領としてシリア（1920
～1946年）を管理し，1943年にはキリスト教徒の多いレバノンの分離独立を後押した。
フランスは旧宗主国として，マグリブ諸国やレバノンの政治経済動向に対する影響力の保
持に努めている。
　一方，旧植民地以外では，フランスはアラブ・イスラエル間での均衡政策に基づき，ア
メリカが極端な親イスラエル政策に傾斜する際，アラブ諸国寄りの政策をとる傾向があ
る１。この背景には，ド・ゴール大統領がアメリカとは対照的な自主独立外交の構築を目指
したことがある。1956年のエジプトによるスエズ運河の国有化を受け，フランスは地中海
からインド洋への通航が脅かされることを懸念し，イギリスやイスラエルと共に，エジプ
トに対する軍事作戦に着手した。しかし，フランスの派兵はアラブ諸国で反仏感情の高ま
りを招いた。こうした状況を打開すべく，ド・ゴール政権（1959～1969年）はアラブ諸
国との関係改善に乗り出し，1967年の第三次中東戦争時，イスラエルに対して武器禁輸措
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置を講じ，アラブ諸国への支持を表明した。
　ド・ゴール政権の路線を継承したポンピド
ゥー政権（1969～1974年）は1970年代，ア
ルジェリアでの石油権益を失ったのを契機
に，中東産油国への接近を始めた。フランス
はアルジェリア独立後も同国の石油権益を握
っていたが，1971年にアルジェリアがフラン
ス系資本を国有化したことにより，アルジェ
リアからの石油調達に支障が生じた。アルジ
ェリア産石油の輸入割合は1962年の35％から，国有化後には17％に半減した２。このた
め，フランスは新たな石油調達先を見つけざるを得ず，中東産油国とのエネルギー面での
関係構築を急いだ。当時，湾岸諸国では1968年にイギリスが撤退し，1971年に UAE や
カタールなどがイギリスから独立するなど，イギリスの影響力が衰退傾向にあった。こう
したイギリスの後退がフランスの湾岸進出の下地となった。
　中東産油国の中でも，イラクはフランスにとって戦略的パートナー国となっていた。
1965～1985年の期間，イラクは世界最大のフランス製武器購入国であった３。また，フラ
ンスはイラクの「オシラク」原子力発電所の建設に技術支援を提供するなど，両国の協力
関係は武器輸出や原子力協力などを通して深まった。特に，親イラク政策を推し進めたの
が，シラク元大統領であり，彼は首相在任中（1974～1976年），イラクのフセイン元大統
領（当時，革命指導評議会副議長）と親しい間柄となった４。こうしたフランス・イラク友
好関係の経緯から，イラン・イラク戦争（1980～1988年）では，ミッテラン政権（1981
～1995年）はイラクの立場を支持し，シュペル・エタンダール攻撃機を貸与するなど，積
極的に軍事支援した。
　1990年代に入り，イラクがクウェート侵攻に伴う国連の制裁対象国となったのを受け，
フランスは中東地域で新たな足場となる国を必要とした。このため，湾岸諸国との軍事協
力を促進し，クウェート（1992年），カタール（1994年），UAE（1995年）と防衛協定
を締結した。一方の湾岸諸国は，イラクによるクウェート侵攻を機に，小規模国家が地域
大国から脅かされる危険性をより強く認識し，アメリカ依存の安全保障体制の多角化を試
みた。
　とりわけ，フランス・UAE間の軍事協力は，アブダビの仏軍基地に特徴づけられる。フ
ランスは2009年５月にアブダビに軍基地を設置した５。アブダビ軍基地はフランスにとっ
て海外５カ所目の常設基地となり，旧植民地（ガボン，コートジボワール，ジブチ，セネ
ガル）以外では初となる。海軍ベースのミーナー・ザーイド港は，原子力空母「シャルル・
ド・ゴール」を含むフランス艦隊を収容することが可能である。陸軍ベースのザイード軍
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事都市には，都市部や砂漠地帯での戦闘を想定した訓練センターがあり，第５胸甲騎兵連
隊が駐留する。空軍ベースのザフラ空軍基地には，６機のラファール戦闘機が配備される。
こうして，UAE 駐留フランス軍（FFEAU）はアブダビ軍基地を拠点にして，ペルシャ湾
周辺の仏エネルギー企業「トタルエナジーズ」の資源権益を守るとともに，インド太平洋
に位置するフランス海外県の防衛に迅速に駆けつけることが可能となった。

２．エネルギー面でのフランス・湾岸諸国関係
　現在，フランスは湾岸諸国から石油を輸入するほか，中東各地で資源権益を保持してい
る。このため，エネルギーの観点から湾岸諸国との関係強化はフランスにとって非常に重
要である。
　原油輸入では，サウジアラビアが輸入量に占める割合（2019年時）で第１位となってい
る（図１）。その一方，中東地域からの石油輸入は1973年時と比較して，減少傾向にある。
その背景には，イラン・イラク戦争や湾岸戦争，イラク戦争といった度重なる戦闘勃発を
受け，フランスがペルシャ湾岸地域からのエネルギー供給寸断に危機感を抱いたことがあ
る。そして，ホルムズ海峡を迂回する形で調達先を多角化し，カザフスタンやロシアなど
他地域から輸入量を増加させた。

図１　フランスの原油輸入先（2019年）

（出所）フランス・エコロジー移行省の公表データをもとに作成
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　 フランスはエネルギー調達面で湾岸諸国に過度に依存していないものの，ペルシャ湾岸
地域で多くの石油・ガス権益を保持している。特筆すべき点は，トタルエナジーズは，フ
ランスが石油・ガスをほとんど輸入していない UAE やカタールで多くの資源関連事業を
展開していることだ。同社は UAE 及びカタールの油田・ガス田で，主にアジア市場向け
の生産活動を行い，収益を得ている。同社は10万人以上の従業員を擁するフランス最大の
企業であり，フランス経済の成長や雇用創出に大きく貢献している。この点を踏まえると，
同社が湾岸地域で事業を安定的に継続するには，フランス政府に加え，湾岸諸国側の支援
が不可欠となっている。
　こうした状況下，2022年２月のロシアによるウクライナ侵攻を機に，フランスは対ロシ
ア制裁の一環として，エネルギー面で脱ロシア依存を図るため，代替調達先として湾岸諸
国を重視している。特に，資源関連事業の実施国であったが主要な輸入先でなかったUAE
とカタールに大きな期待を寄せている。2022年７月，UAE のムハンマド大統領によるフ
ランス訪問時，トタルエナジーズは，UAEからのディーゼル燃料調達に関するパートナー
シップ契約をアブダビ国営石油会社（ADNOC）と署名した６。また，同社はカタール産
ガスの追加輸入を目的として，2022年６月に「ノース・フィールド・イースト」ガス田
で，９月に「ノース・フィールド・サウス」ガス田で新規事業に参入することを発表し，
安定的な調達体制の構築に取り組んでいる７。これにより，フランスの湾岸依存度がこれま
で以上に高まることから，マクロン現政権は引き続き湾岸地域にコミットメントしていく
と考えられる。

３．フランスの武器売却先としての湾岸諸国
　エネルギー面での関係に加え，フランスと湾岸諸国を結びつける要因として，湾岸諸国
によるフランス製武器の購入が挙げられる。
　フランスは世界有数の武器輸出大国である。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）に
よると，フランスの武器輸出額は2016～2020年の期間，アメリカとロシアに次ぐ，世界
第３位（全体の8.3％）であった。武器輸出はド・ゴール政権時より，自主独立外交を支え
る軍事力を維持することを目標に，国家戦略として推進されてきた。フランスは核兵器と
通常兵器を自ら賄える自給自足体制を構築してきた一方，こうした防衛産業をフランス一
国の市場規模では維持できないため，積極的に武器輸出を行っている８。武器輸出の経済効
果は，輸出により約４万人（防衛産業従事者の25％相当）の雇用が創出され，貿易赤字

（対 GDP 比）が８～12ポイント削減されたとの試算がある９。
　資源輸出から潤沢な収入を得る湾岸諸国は，フランスの重要な顧客である。1990年代以
降，サウジアラビア，UAE，カタールの湾岸３カ国とエジプトが，フランスの防衛産業を
支えている（図２）。注目すべき点は，2013～2015年に武器発注額が急増したことであ
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る。フランス製武器の発注総額に占める上記４カ国の割合は2012年時の19％から翌2013
年に36％，2015年には74％まで上昇した。
　４カ国から武器発注額が増加した背景には，湾岸諸国・アメリカ関係の冷え込みがあっ
たと考えられる。当時，湾岸諸国がオバマ政権に不信感を抱いた理由として，オバマ政権
がエジプトのムルシー政権（ムスリム同胞団出身）に対する軍事クーデタを批判したこと，
シリアのアサド政権による化学兵器使用の疑惑が生じたにもかかわらず，シリアへの軍事
作戦を断念したこと，そしてイランとの関係改善を進めていたことなどが挙げられる10。こ
うしたアメリカのシリア・イランに対する弱腰の姿勢や，地域情勢が反ムスリム同胞団に
傾いていた状況がフランスの武器輸出に追い風となった。そして，フランスは地域紛争に
介入するサウジアラビア，UAE，エジプトの３カ国へ積極的に武器輸出を図った。一方の
湾岸諸国としては，アメリカと異なり，武器輸出に人権遵守など政治的条件を課さないフ
ランスに期待し，武器購入を増やした。なお，カタールへの武器輸出に関しては，オラン
ド政権内でファビウス外相などが同国によるイスラーム主義勢力への支援を問題視してい
たが，カタールとの友好関係の維持や経済的利益の方が優先された11。

　輸出品は，ルクレール戦車やラファイエット・フリゲート艦，ミストラル級強襲揚陸艦，
カラカル・ヘリコプター，ミラージュ及びラファール両戦闘機といった陸海空戦力に加え，

図２　サウジ・UAE・カタール・エジプトからの武器発注額と総額に占める割合

（出所）フランス議会の武器輸出報告書をもとに作成
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空中発射巡航ミサイル「SCALP-EG」や軍事衛星通信システムなど多岐にわたる。とりわ
け，新世代戦闘機ラファールの導入が注目を集めている。カタールが2015年と2017年に
計36機を，エジプトが2015年と2021年に計54機を発注した。そして，2021年12月のマ
クロン大統領の UAE 訪問に際し，UAE も80機のラファール購入に係る合意文書に署名
した。購入総額は，１国の発注額としては最大規模の約160億ユーロにのぼり，2022年４
月に UAE から第１回の分割払いを受領したことで，正式な発注契約に至った12。

４．「アラブの春」以降の地域紛争におけるフランスと湾岸諸国
　フランスは2011年の「アラブの春」以降，武器輸出を通じて湾岸諸国の軍備増強を下支
えするだけでなく，中東各地の紛争で湾岸諸国と共闘してきた。
　2011年のリビア内戦で，サルコジ政権（2007～2012年）は米英とともに，カッザーフ
ィー政権による自国民弾圧を非難し，リビア国民を「保護する責任」を果たすために国連
安保理決議1973の採択を推し進め，北大西洋条約機構（NATO）のリビア軍事介入を主
導した。軍事作戦には UAE とカタールも参加するなど，フランス・UAE・カタールは，
カッザーフィー政権打倒に共通の利害を見出した。
　オランド政権（2012～2017年）も，シリア・イエメン・リビアの各紛争で湾岸諸国と
連携してきた。シリア紛争では，反政府勢力を支援するカタールと足並みを揃え，アサド
政権の打倒を画策した。イエメン紛争においては，2015年より軍事介入を行うサウジアラ
ビアの立場を全面的に支持し，同国への武器輸出を通じてイランの支援勢力の弱体化を目
指した。2014年から続くリビア紛争でも，UAE やエジプト，サウジアラビアが支持する
東部勢力のハフタル将軍に肩入れした。さらに，フランスは諜報機関・対外治安総局

（DGSE）を，2014年11月にハフタル将軍と連携する西部勢力の町ジンターンに，2015年
２月頃にハフタル率いるリビア国民軍（LNA）の拠点地ベンガジに展開し，LNA の軍事
作戦を後援した13。
　フランスの紛争関与の背景には，資源権益の維持・拡大とイスラーム過激派対策が念頭
にあったと言える。トタルエナジーズは将来的な事業再開を見据え，紛争下のリビアやイ
エメンで権益維持に努めている。リビアでは，同社が権益を保有する東部マブルーク油田
での生産活動がリビアの「イスラーム国（IS）」の攻撃を受けて2014年末から停止中だが，
同社は2018年３月に同じく東部ワーファ油田で米企業マラソン・オイル保有株式の16.3
％を購入するなど，権益拡大を試みている。イエメンでは，紛争の影響によりシャブワ県
南のバルハフ輸出港が封鎖され，同社が手掛ける液化天然ガス（LNG）事業が2015年４
月に中断に追い込まれた。しかし，同社はこれまで同事業に45億ドルの投資を実施した経
緯から，他国企業がイエメン撤退を進める中，イエメンでの LNG 事業を継続する方針を
示している。
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　過激派対策の観点では，フランスはリビアの過激派が西アフリカの親フランス諸国（チ
ャドやニジェールなど）に浸透するのを懸念していたことから，リビアの過激派を越境攻
撃するUAE・エジプトの役割に期待した。シリア紛争では，フランスはアサド政権の退陣
に固執していたが，ISの脅威が高まるにつれて，過激派掃討を優先するためにアサド政権
の存続を容認するよう態度を軟化させた。そして，ヨルダン北部のプリンス・ハッサン空
軍基地を拠点として，2014年９月にイラクで，2015年９月にシリアでISに対する空爆に
踏み切った。その後，2015年11月にパリ中心部で起きた IS 信奉者による同時多発テロを
受け，フランスは IS 駆逐に向けてシリア軍事作戦を本格化させた。
　こうしたなか，マクロン政権（2017年～）下，フランス・UAE 関係が更に緊密となっ
た。その背景には，トルコのエルドアン政権による拡張主義政策があった。トルコはとり
わけ「アラブの春」以来，各地のムスリム同胞団勢力への支援を通じて地域的影響力の行
使を図った。また，シリアやリビアで軍事作戦も展開した。
　こうしたトルコの動向に対し，UAE，フランスともに警戒心を強めた。UAE は国内に
ムスリム同胞団関連の反体制組織「イスラーハ」が存在する理由で，トルコと敵対した。
また，トルコの紛争介入がフランスの権益や安全保障を損なう恐れが出てきたことで，フ
ランス・トルコ間の対立構図も強まった。たとえば，シリア紛争では，フランスがアメリ
カと共に支援するシリアのクルド人民防衛隊（YPG）を，トルコ側は反政府組織クルディ
スタン労働者党（PKK）の分派と主張し，2016年より越境攻撃を実施してきたことにフ
ランスが強く反発している。フランスとしては，トルコのシリア介入が YPG の治安維持
能力の低下を招き，ひいては過激派が伸張する事態を懸念している。
　また東地中海においても，トルコが2019年11月，リビア・ムスリム同胞団が中核メン
バーの国民合意政府（GNA）と海洋境界画定に係る覚書を調印し，それに基づき，ガス田
開発に乗り出したことに，マクロン政権は強く反発した。トルコの海洋進出が東地中海で
同じくガス田開発を進めるトタルエナジーズの活動に支障をきたす可能性があるから
だ14。2020年６月には，トルコの軍艦がリビア沖でフランスの軍艦に対し，発砲につなが
る火器管制レーダーを照射したとの疑惑により，両国間での緊張が高まった。このため，
マクロン政権はUAE（並びに，同じくトルコと対立するエジプトやギリシャ）と共同戦線
を組むことで，トルコの動きを抑制しようとしてきた。
　以上のように，フランスが湾岸諸国と関係強化を図る理由として，石油・ガスの安定確
保，トタルエナジーズ保有の権益保護，武器輸出を通じた防衛産業の活性化，そして湾岸
諸国の紛争介入への支援が過激派対策やトルコの影響力抑制につながること，が指摘でき
る。他方，留意すべき点は，フランスが湾岸諸国の好戦的な側面を駆り立てる存在となり
つつあり，フランスの国益追求の姿勢が，中東諸国の対立関係に火種を生み続ける可能性
があることだ。
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５．フランス・マグリブ関係の展望
　フランスの中東政策は対湾岸関係に重きを置いている一方，歴史的な繋がりを持つマグ
リブ諸国との関係はこの先，どのように展開していくのか注目される。
　フランスはマグリブ諸国の独立以後も，政治・経済・文化・安全保障といった多方面で
長年影響力を行使してきた。しかしこの数年，ロシアや中国，トルコといった国々が，マ
グリブ諸国を含めアフリカ地域への関与を強めている。その具体的な例がアフリカ地域会
合の実施であり，2019年10月に第１回ロシア・アフリカサミット，2021年11月に中国・
アフリカ協力フォーラム（FOCAC）第８回閣僚級会議，2022年３月に第３回トルコ・ア
フリカサミットが開催された。日本も2022年８月にチュニジアで第８回アフリカ開発会議

（TICAD8）を開催し，フランス・メディアから一定程度の注目を集めた。
　一方のマグリブ諸国は，過度なフランス依存を避け，パートナー国の多角化を図ってい
る。この点を踏まえると，フランスのマグリブ諸国への影響力は低下傾向にあると言え
る15。そして，マクロン政権は現在，マグリブ各国との関係で懸案事項を抱えている。た
とえば，フランスが「アラブの春」以後に民主化移行を支援したチュニジアの政治が再び
権威主義化したこと，モロッコがイスラエル製スパイウェア「ペガサス」を通じてマクロ
ン大統領を含むフランス政府高官を監視した疑惑，マグリブ諸国を対象としたフランス向
け査証の減数に対する大きな反発，などである。
　こうしたなか，マクロン大統領は2022年８月，独立60周年を迎えたアルジェリアを５
年振りに訪問し，二国間関係の強化を望む立場を明確に示した。マクロン大統領がアルジ
ェリアに歩み寄った理由として，アルジェリア産ガスの追加調達と，サヘル情勢に対応す
るための協力体制の構築が挙げられる。ウクライナ危機下，フランスは原子力発電の不調
やロシア産ガス輸入の全面停止に直面しつつあるため，上述の湾岸諸国に加え，アルジェ
リアからの代替調達も早期に実現したい考えだ。またサヘル情勢では，フランスはマリ暫
定政権との関係悪化などにより，約９年半に及ぶマリでの過激派掃討作戦を2022年８月に
終了し，マリ駐留部隊を完全撤収させた。その一方，イスラーム過激派の活動は依然活発
であり，フランスに代わり，ロシアの民間軍事会社「ワグネル」がマリで存在感を増して
いる。こうした状況を受け，フランスとしては，ガス供給とマリ情勢の安定化でアルジェ
リアと利害を一致させることで，連携していくのが狙いであろう。これまで歴史問題をめ
ぐって度々緊張関係にあり，またロシアと歴史的に友好関係にあるアルジェリアと関係改
善を果たすことができるか否かが，マクロン政権にとって大きな課題となっている。

＊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。



27 中東協力センターニュース　2022・10

１  渡邊啓貴『米欧同盟の協調と対立――二十一世紀国際社会の構造』有斐閣，2008年，115頁。
２  Nouschi, André. La France et le monde arabe. Thémathèque: Paris, 1994, p.201.
３  Béraud-Surdrea, Lucie. French Arms Exports: The Business of Sovereignty. Routledge: London, 

2020.
４  Bozo, Frédéric. Histoire secrète de la crise irakienne: La France, les Etats-Unis et l'Irak 1991-

2003. Perrin: Paris, 2013, p.36.
５  建設費用はUAEが負担した一方，基地の運営費はフランスが負担している（Chatelain, Claire. “Base 

militaire française d’Abu Dhabi: analyse d’un partenariat stratégique au cœur des tensions 
moyenorientales,” Institut d'études de géopolitique appliquée, novembre 2020）。

６  TotalEnergies. “United Arab Emirates: TotalEnergies and ADNOC Expand Strategic Alliance,” 
July 19, 2022.

７  TotalEnergies. “Qatar: TotalEnergies the First Company Selected to Partner with QatarEnergy 
on the Giant North Field East LNG Project,” June 12, 2022; “Qatar: TotalEnergies Selected as 
QatarEnergy’s First Partner in the North Field South LNG project,” September 24, 2022.

８  山田文比古『フランスの外交力―自主独立の伝統と戦略』集英社，2005年，195頁。
９  Ministère de la Défense, CIDEF and McKinsey & Company. “Exportations françaises 

d'armement: 40 000 emplois dans nos régions,” septembre 2014.
10  Béraud-Surdrea, Lucie. “La politique française de soutien aux exportations d'armement: raisons 

et limites d'un succès,” Focus stratégique 73, Institut français des relations internationales, 
novembre 2017.

11  Chesnot, Christian and Georges Malbrunot. Qatar: les secrets du coffre-fort . Michel Lafon: 
Paris, 2013, pp.235-236.

12  Dassault Aviation. “Entrée dans le carnet de commande du contrat Rafale pour les Émirats 
Arabes Unis,” avril 19, 2022.

13  Guisnel, Jean. Histoire secrète de la DGSE. Robert Laffont: Paris, 2019.
14  Cook, Steven A. “Macron Wants to Be a Middle Eastern Superpower,” Foreign Policy , 

September 2020.
15  フランス側でも，マグリブ諸国全般に関する専門知識の維持が徐々に困難となっており，大統領の政策

アドバイザーである大統領府中東・北アフリカ担当官は日々，湾岸情勢やレバノン問題の対応に追われ
ている状況である（Chesnot, Christian and Georges Malbrunot. Le déclassement français . Michel 
Lafon: Paris, 2022, pp.134-135）。


