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　2015年1月、サウディアラビア王国でアブドッラー国王が逝去した。今から振り返れば、このとき
以来、GCC（Gulf Cooperation Council：湾岸協力理事会）諸国における指導者の世代交代期が始まり、
周辺のアラブ産油国でも、質的な面も含めた指導者の世代交代期に突入し、それは、今も継続している
と見受けられる。この交代時期とは、単に高齢となった指導者が若手に交代していくということではな
く、新世代の指導者が登場し、特に王家、首長家の幹部がエネルギー政策に直接、乗り出す動きが出て
いる。同時にエネルギー政策を実行していく体制の改造や、新領域への進出などへ積極的に取り組むと
いった変化が起き、それに適応した人材が登場してきているとも見受けられる。
　GCC諸国では、国家経済に占めるエネルギー分野の比重は依然として大きい。さらにGCC諸国にお
いては石油・天然ガスの埋蔵量が大きいにも関わらず、国内消費量が限られてきたことから、輸出市場
におけるGCC諸国産の原油、LNGは大きな存在感を示し、西側経済へも大きな影響をもたらしてきた。
　近年は、史上初となる動きも出てきており、その一つとしてGCC諸国とロシアとの関係が接近して
いることが挙げられる。ロシアを含めたOPECプラスの枠組みで協調減産のための協議を重ねる中で、
プーチン大統領とサウディのムハンマド皇太子とが電話会談で、原油の協調減産に関しても協議したと
の発表もなされているとおり、サウディアラビアをはじめとするGCC諸国にとってロシアとの協働と
いった新たな事態も生じている。そうしたことからエネルギー供給面ではロシアの動向による影響が増
大している。
　湾岸地域ではイランの台頭も継続しつつあるなど、世界情勢が大きく動きつつある中で、デジタル化
の進展や、COVID-19によるオンライン化の促進といった構造的な変化に伴った世代の進化も起きてい
る。OPECプラス閣僚級会合がオンラインで開かれて原油の生産枠組みを決定するというのは、こうし
た具体例の一つであろう。
　GCCでのエネルギー政策を決定づける上で影響力を持つ指導者の世代交代について、中期的な展望
に立って考察した。

はじめに

（1）OPECが設立された背景と、その興隆

　現在では、湾岸産油国が販売する原油価格は、国際市
場での相場を基にして決められていくが、1960年代ま
ではメジャーズと呼ばれていた西側の国際石油企業が一
方的に決めていた。産油国側の取り分についてもメ
ジャーズによって決定される仕組みに産油国側は満足で
きるわけもなく、1950年代末には原油価格の決定をめ

ぐるせめぎ合いがメジャーズと産油国側との間で起きて
いた。その当時は、技術力も資金力も乏しい中東産油国
にメジャーズが進出していって石油を開発生産したが、
産油国側が受け取る収入は微々たるものでしかなかっ
た。産油国側は、国の収入を増やすために原油価格を引
き上げようと働きかけていき、その手段として産油国側
は国際的なカルテルを結んでいった。

1. エネルギー政策を運営するための国際的枠組みの変化
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　1959年2月、メジャーズ側が産油国側の了解なく中
東原油の価格を引き下げた。これに対して同年4月、カ
イロを本部とするアラブ連盟は第1回石油会議を開いて、
原油価格の改定には、産油国政府の事前協議を求めると
いう決議を採択した。しかし、翌1960年8月、メジャー
ズは再び産油国側の了解なく、中東原油の価格を引き下
げた＊1。
　これに対して、産油国側の新たな対抗措置として
1960年9月14日、イラン、イラク、クウェイト、サウディ
ア ラ ビ ア、 ベ ネ ズ エ ラ の 5 国 が、 石 油 輸 出 国 機 構

（Organization of the Petroleum Exporting Countries： 
OPEC）を結成し、原油価格の決定力を、メジャーズに
対抗して獲得し、産油国の利益を守ろうとした。OPEC
設立目的として次の3点がうたわれている。①加盟国の
石油政策を調整および一元化し、加盟国の利益を個別お
よび全体的に守るため最良の手段を決定すること。②国
際的な石油市場における価格の安定を確保するための手
段を講じること。③加盟産油国の利益のための着実な収
入を確保し、消費国に対する石油の効率的、経済的かつ

安定的な供給、および石油産業における投資に対する公
正な資本の見返りの確保。
　OPEC設立当初の経緯を踏まえると、原油価格を引き
上げたまま安定させ、原油輸出国の利益を守るというこ
とを目標としていた。
　1970年代当時は、OPEC加盟国の原油生産量は、世
界シェアの約60％弱を占め、しかも非加盟国の原油生
産量も伸び悩んでいたことから、OPECによる需給調整
は原油価格の形成へ大きな影響を持った。しかし、原油
価格を引き上げたことで、油田の開発に、より大きなコ
ストを投じることができるようになり、OPEC非加盟国
での探鉱開発が活発になり、原油生産量が伸びたことで、
OPEC加盟国の原油生産が占める世界でのシェアは落ち
て行った。
　OPECには、その後、リビア（1962年）、アブダビ（の
ちのUAE、1967年）、アルジェリア（1969年）、ナイジェ
リア（1971年）、ガボン（1975年）、アンゴラ（2007年）、
赤道ギニア（2017年）、コンゴ共和国（2018年）が加盟し
ている。その他に、カタルが 1961 年に加盟したが
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Drアシュラフ ベンホセイン：エネルギー鉱物
資源省大臣顧問 Eng. サミール　マダニー
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担当石油副大臣 Dr. アフシン ジャバン
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OPEC の各国代表表1

出所： 「OPEC」ウェブサイト retrieved 2022 年 10 月 30 日　https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm
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2019年1月1日付けで脱退した。加盟国は脱退する場合、
総会にその意思を通告し、総会が通告を受け取った日の
翌暦年のはじめから効力を発する。
　こうしたことにより、OPECの現在の加盟国は合計で
13カ国である。しかし、世界の原油生産量に占める
OPECの割合は、約36％（bp統計2022年版）まで落ち
込んでいる。

（2）現在の加盟各国からのOPEC理事の顔ぶれ

　現在、OPECに加盟しているのは、表1の13カ国で
あり、このうち、イラン、ベネズエラ、リビアは、国内
の政情不安や、他国からの制裁を受けていることなどを
理由に、協調減産には参加していない。各国からは代表
団代表、理事、国家代表が選出されている。
　OPEC理事会の議長（Chairman of the OPEC Board 
Of Governors）はイラクのアラア アル・ヤスリー理事が
務めている。

（3）OPECプラス

① 枠組み成立への道程
　OPEC加盟国と、ロシア、メキシコなどの非加盟産油
国とで石油価格の安定を目指す枠組みとする、いわゆる

「OPECプラス」が、2016年12月10日に初めての閣僚
級会議を開いて、これまでのOPEC13カ国体制から23
カ国による協調減産をスタートさせた。
　しかし、産油国による協調減産にロシアが参加してき
たのは、少なくとも2016年2月にさかのぼる。この年
の2月16日、カタルのドーハでカタル、サウディアラビ
ア、ロシア、ベネズエラの4カ国のエネルギー担当閣僚
が会合を開いて協議し、他の産油国の参加を条件にしつ
つも、協調減産を行うことを合意したことを発表した。
4月17日、再びドーハにて、今度はリビア、イランを除く、
OPEC加盟国11カ国とロシアなど一部非OPEC産油国の
閣僚が集まって会合を開いた。このときも具体的な生産
削減量などの発表にはいたらなかったが、6月2日に開
催予定のOPEC通常総会まで協議を継続し、必要に応じ
て今次会合と同様の会合を開催することで合意し、ロシ
アなども協調減産へ参加する流れを導いていった。
　10月12日にはトルコのイスタンブールでOPEC加盟
国5カ国（UAE、カタル、アルジェリア、ガボン、ベネ
ズエラ）と非OPEC加盟2カ国（ロシア、メキシコ）のエ
ネルギー担当の閣僚級会合を開いた。同月29日には
ウィーンのOPEC本部で非OPEC加盟国6カ国も参加し
て、ハイレベル委員会を開催した。11月30日にOPEC
がウィーンで開いた総会で、2017年1月から生産調整

を実施する決定に合意がなされ、12月10日にはロシア
を含む非OPEC加盟産油国10カ国もこれに同調し、さ
ら に OPEC共 同 閣 僚 監 視 委 員 会（Joint Ministerial 
Monitoring Committee：JMMC）に参加する合意もなさ
れた。こうして、ロシアを含むOPEC非加盟国を加えた
協調減産の枠組みが形成されていった。

②OPECプラスのプレゼンス
　最近では、OPECプラスという呼称も普及してきてい
るものの、OPEC事務局からの発信では、「OPECおよ
び一部の非OPEC産油国」という言い方をする一方、大
手メディアでは「OPECプラス」と短く表記しており、こ
こでも分かりやすく「OPECプラス」の呼称を使うことと
する。
　その、OPECプラスは2017年5月25日に第2回目と
なる閣僚級会合をウィーンで開き、サウディとロシアの
エネルギー担当の閣僚が共同議長を務めた。
　その後、2018年12月、カタルがガス生産に専念する
との理由で翌月（2019年1月）からのOPEC脱退を表明
した。しかし、2019年7月にはOPECプラスの枠組み
を常設化する合意がなされた。2019年10月、エクアド
ルが自国の経済再建を理由に翌年1月よりOPEC脱退を
表明した。
　2020年3月には、OPECプラス内で、3月末で期限を
迎える減産の延長が見送られた。その後、油価は下落し、
4月20日には史上初めてWTIがマイナス価格をつけた。
　しかし、その後は、OPECプラスによる減産措置の開
始に加え、追加減産措置も実施されたことによって油価
は上昇し、6 ～ 7月には1バレル当たり40ドルまで回復
した。その後もOPECプラスは需要に合わせて減産を実
施し、2021年初めには、サウディアラビアが自主的な
追加減産を行い、また、閣僚級会合を重ねるなどにより、
枠組みを強化した。そして油価も上昇が続き、2022年
に入ると、1バレル当たり70ドルを超えた。OPECプラ
スの枠組みは、ロシアがウクライナへ侵攻した後も強化
されたまま、維持された。

（4）OPEC事務局長交代とのその影響について

　事務局長は、任期が3年とされ最長2期6年間務める
ことができるとされているが、歴代の事務局長の任期を
みてみると、3年ないしは6年で交代することの方が稀
であった。そうした中で、前ムハンマド・バーキンド事
務局長は、むしろ稀有な例として、ほぼ6年間、OPEC
事務局長を務めたが、2022年7月末までの任期満了を
目前とした7月5日夜に母国のナイジェリアにて63歳で
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逝去した。死因は公開されていない。
　すでに、2022年1月にクウェイト出身のハイサム アル・
ガイス氏（1969年10月生まれ）が後任に選任されており、
当初予定よりも1カ月早くOPEC事務局長に就いた。
　OPEC側資料によれば、ハイサム氏は、1991年にクウェ
イト外務省でキャリアをスタートし、1993年にはクウェ
イト石油公社（Kuwait Petroleum Corporation：KPC）に
入社し、国際マーケティング部門、原油マーケティング、
北京事務所長、ロンドンKPC欧州地域事務所長、市場
調査部門幹部などを歴任し、2016年から2021年6月ま

で、OPECのクウェイト代表を務めた。さらに、OPEC
と非OPEC産油国との間の歴史的な協力宣言において主
導的な役割を果たし、生産調整への適合を監視する方法
の開発を促進したと評価されている。
　バーキンド前事務局長は、各国が異なる意見を主張す
るのを取りまとめていく上で優れた手腕を発揮したこと
で高く評価されていた。
　新しいハイサム事務局長の手腕は未知数ではあるが、
ロシアなど非OPEC加盟国を含めた23カ国をまとめて
いく上での、更なる調整力が求められている。

基準
生産量（A）

9 月目標
生産量（B）

9 月目標減産量
（C）=（A）-（B）

9 月生産量
（D）

9 月目標増減
（E）＝（D）-（B）

8 月目標
生産量（F）

11月以降の
削減量（G）

11 月以降の生
産量（F）-（G）

OPEC

サウディアラビア 11,500 11,030 470 11,047 17 11,004 526 10,478 

イラク 4,803 4,663 140 4,408 -255 4,651 220 4,431 

UAE 3,500 3,186 314 3,192 6 3,179 160 3,019 

クウェイト 2,959 2,818 141 2,818 0 2,811 135 2,676 

ナイジェリア 1,830 1,830 0 1,010 -820 1,826 84 1,742 

アンゴラ 1,529 1,529 0 1,235 -294 1,525 70 1,455 

アルジェリア 1,057 1,057 0 1,056 -1 1,055 48 1,007 

コンゴ共和国 325 325 0 291 -34 325 15 310 

ガボン 187 187 0 193 6 186 9 177 

赤道ギニア 127 127 0 95 -32 127 6 121 

OPEC10 カ国 27,817 26,752 1,066 25,345 -1,407 26,689 1,273 25,416 

イラン 3,296 0 2,570 NA

ベネズエラ 1,171 0 675 NA

リビア 1,114 0 1,161 NA

OPEC13 カ国 33,398 26,752 1,066 29,751 -1,407 26,689 1,273 25,416 

非 OPEC

ロシア 11,500 11,030 470 9,750 -1,280 11,004 526 10,478 

カザフスタン 1,710 1,710 0 1,357 -353 1,706 78 1,628 

オマーン 883 883 0 888 5 881 40 841 

アゼルバイジャン 718 718 0 566 -152 717 33 684 

マレーシア 595 595 0 363 -232 594 27 567 

バハレーン 205 205 0 210 5 205 9 196 

南スーダン 130 130 0 153 23 130 6 124 

ブルネイ 102 102 0 74 -28 102 5 97 

スーダン 75 75 0 75 0 75 3 72 

非 OPEC9 カ国 15,918 15,448 470 13,436 -2,012 15,414 727 14,687 

メキシコ 1,753 1,753 0 1,711 NA 1,753 0 1,753 

非 OPEC10 カ国 17,671 17,201 470 15,147 - 17,167 727 16,440 

19 カ国合計 43,735 42,200 1,535 38,781 -3,419 43,856 2,000 41,856 

OPEC+23 カ国 51,069 43,953 NA 44,898 - - 2,000 -

2022 年 9 月以降の OPEC プラスの生産削減目標量表2

　注：NGL は除く。
　　　 小数点以下の端数で合計数値が合わない場合あり。OPEC 加盟国の内、内戦などの特殊事情により減産状態にあるベネズエラ、リビア、

イランは減産の対象外とされた。
　　　メキシコはクォータを持たなくなったが、名目上、非 OPEC 同盟のメンバーである。
出所：OPEC、JODI、Energy Intelligence

単位：千バーレル/日
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（5）OPECプラスの最近の動き

　2022年7月半ば、バイデン米大統領がサウディ、イ
スラエル、ヨルダンを訪問し、中東産油国に原油増産を
呼びかけた。その結果、8月3日にOPECプラスは閣僚
級会合をオンラインで開催して協議し、9月の生産目標
を前月比で10万b/d拡大することで合意した。
　しかし、9月5日に閣僚級会合をオンラインで開催し、
10月の生産水準を8月の水準に戻すこととした。
　9月22日、ロシアのプーチン大統領とサウディアラビ
ア王国のムハンマド　ビン・サルマーン皇太子が会談し、
OPECプラスという枠組みによる取り組みを称賛し、こ
れまでの合意を堅持する意向を確認したことをロシア大
統領府が発表した。他方で、両首脳は世界の石油市場の
安定を確保するために両国が協力できる方法について議
論したとも付け加えた。
　10月5日には、第33回目となる閣僚級会合を開き、
2022年8月の要求生産（目標生産）水準から、OPECプ
ラス参加国は、石油生産量を11月から表2のように調

整し、全体の生産量を2023年12月まで200万b/d削減
すること、また、JMMCは、開催頻度を月次から2カ月
に1回とするよう調整するとともに、次の閣僚級会合を
12月4日に開催し、その後は、毎月でなく通常のOPEC
定期会合に準じて6カ月ごとに閣僚級会合を開くことを
合意した。ただし、JMMCに、必要に応じて追加会議
を開催したり、市場動向に対応するためにいつでも閣僚
級会合を要請する権限を付与するとした。
　9月に続いて2カ月連続でバイデン米政権の増産要求
を拒絶した形となった。
　こうしたOPECプラスに対しては米国内から、原油の
大幅減産決定は米国に反対する政治的意図に基づくもの
だとの批判する声が次々と上がっている。
　10月13日、サウディアラビア外務省は声明を出して、

「OPECプラスでの決定は、純粋に経済的な措置であり、
加盟国の全会一致で決定され、一国による一方的な決定
ではない。米国の批判は事実に基づかず、全面的に拒否
する」と述べた。

　SCOは石油・ガスの生産調整のために設立されたの
ではない。しかし、すでに加盟している国々と、今後、
加盟に向けてオブザーバーや、対話パートナーとなる予
定の国々が持つ石油・ガスの埋蔵量と生産量の大きさを
押さえて、彼らがもつ潜在力を考えておきたい。

（1）SCOの設立と拡大

　SCOは、1996年に中国、ロシア、カザフスタン、タ
ジキスタン、キルギスの5カ国で国境の共同管理を行う
ことを目標に掲げ、「上海ファイブ」として出発した。そ
の後、2001年6月に、ウズベキスタンが加盟して「上海
協力機構（SCO）」となり、さらに2015年にはインド、
パキスタンが加盟国に加わった。加えてイランが、
2021年9月17日と18日、タジキスタンの首都ドゥシャ
ンベで開催されたSCOの第21回首脳会合で正式加盟を
認められた。イランは協定調印、批准といった手続きを
経て2023年4月以降に正式加盟国として首脳会議に出
席する見込みである。
　当初、SCOは設立目的が「国境の共同管理」だったと
おりに、ユーラシア大陸内の国々による、国境警備やテ
ロ対策、分離主義、過激主義に対する治安対策や軍事的

な協力であった。その後、そうした枠組みを超えて、経
済やエネルギー面での相互協力などに向けて活動領域が
拡大されつつある。
　他方、加盟国についても拡大しつつある。2021年9
月の首脳会合で、サウディアラビア、エジプト、カタル
が、対話パートナーとして参加していく手続きを行うこ
とが認められた。さらに2022年9月15日と16日、ウ
ズベキスタンのサマルカンドでの首脳会議でUAE、ク
ウェイト、バハレーンが、ミャンマー、モルディヴと共
に対話パートナーとして参加していくことについての手
続きが行われることが発表された。

　現時点で、イランを含めれば正式加盟国は9カ国であ
る。これに、オブザーバー参加国や対話パートナー国と
いった枠組みで、加盟国が拡大しつつありことから、対
話パートナーの参加予定国や、参加申請国まで含めれば、
全部で30カ国を数える。
　すでにSCOは加盟国の国土はユーラシア大陸の半分
以上、人口も世界の半分以上を占める巨大な国際的な同
盟となっている。対米同盟の性格があるためか、日本国
内では好意的に報じられることは少ないけれども、年々

2. 上海協力機構（SCO）の拡大
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着実に力を付けてきており、8月にアメリカがアフガニ
スタンから撤退したことで、今後、アフガニスタンも
SCO加盟に向けて動き出すとの見方も出ている。

（2）SCOが持つ石油・ガスでの潜在力

①現加盟国の石油・ガスの埋蔵量、生産量
　エネルギーの観点からSCO加盟国を見た場合に、石油・
ガスの生産国が多いことも特徴である。イランを含めた
加盟国の石油埋蔵量は世界シェアで18.9％に過ぎない
が、ガスとなると44.0 ％にまで跳ね上がる。石油の生
産量は23.6％、ガス生産量は32.5％に過ぎない。しかし、
オブザーバー国や対話パートナー（予定）国まで含めてみ
ると、SCOが持つ世界シェアは、石油埋蔵量で49.6％、
石油生産量で46.3 ％、ガスでは埋蔵量で66.8 ％、生産
量で44.1 ％にまで上昇する。したがって、SCOはエネ
ルギー資源保有国の集まりとしても潜在力を有するとみ
られる。

②湾岸アラブ諸国のSCOへの接近とその影響
　サウディアラビアが SCOへ接近していったのは、
2017年にさかのぼる。SCOが発表している中で、サウディ

アラビアがSCOの活動に参加した一番古い記録はスポー
ツ部門からだった。この年の8月27日にSCOは「アジア
信頼醸成措置会議（CICA）」と共同で「アスタナEXPO」で
国際マラソンを開催し、約6千人余りのランナーの中に
サウディアラビアからの参加があった。2018年に入っ
て9月に駐中国のサウディアラビア大使がSCO事務局長
を訪ねて会談したのを皮切りに接触を重ねている。
　SCOに参加するGCC諸国の中ではオマーンの名前が
出ていないものの、その他のサウディ、UAE、カタル、
クウェイト、バハレーンらが、こうした流れに乗って、
今後、数年間の後に、サウディを始めとして、GCC産
油国が、対話パートナーからオブザーバー、更には正式
加盟国へ加わっていくという状況も考えられる。
　GCCのアラブ諸国にとってSCOへ加わっていくこと
は、OPECプラスに加えて、ロシア、中国、イランなど
含まれる新たな国際的な協力の枠組みに参加していくこ
ととなるわけである。こうした観点からは、GCC諸国
を引っ張っていく世代の為政者たちは、ユーラシアの大
陸国家とも上手く付き合っていくという仕事が加わるこ
ととなる。
　ただし、SCO加盟の先行国の多くでは、必ずしも君

出所：上海協力機構ウェブサイト。Retrieved 8 Oct., 2022

SCO 加盟国図1
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主制を肯定的に見てはいない。背景にあるのは、そうし
たSCO加盟の先行国の多くが、革命やクーデターで王
政を倒壊させて共和制の政権を打ち建てており、そうし
た共和制の国々の中では、王制倒壊の過程を強く肯定的
に説明した歴史教育の中で育った人材が指導層にも占め
ていることだ。そうした人々にとっては、GCC諸国が
持つ制度、システム、ビジネス慣行に対して肯定的な側
面をとらえていくところから努力が必要となるであろう
し、もしも、ギャップが生じた場合でも、それを円滑に
消化するためのハードルが出てくるであろう。
　他方、西側諸国の中でも英国、オランダを始めとする
多くの国が君主制を持っている＊2。したがって、IOCの

中でも、例えばbp、シェルは、直接国の舵取りをする
GCC諸国の国王/首長や、エネルギー行政機関の幹部に
就いている王家、首長家のメンバーとのコミュニケート
のノウハウには蓄積を持っている。
　こうした観点から考えれば、GCC諸国が、SCOの国々
との協力体制を構築、強化していくまでには、実務レベ
ルでも乗り越えるハードルはあるとみられる。近年、す
でにGCCのサウディアラビアとUAEのアブダビは、
SCOのロシアと首脳の相互訪問を重ねるなど、国同士
の接触も開始しているが、双方の組織システムの違いに
よるハードルが取り払われるまでには、まだ相当な時間
を要するとみられる。

国　名 石油埋蔵量
（億 b）

石油生産量
（万 b/d）

ガス埋蔵量
（tcm）

ガス生産量
（bcm）

加盟国

1 中国 260.0 399.4 8.4 209.2 

2 ロシア 1,078.0 1,094.4 37.4 701.7 

3 カザフスタン 300.0 181.1 2.3 32.0 

4 タジキスタン NA NA NA NA

5 キルギスタン NA NA NA NA

6 ウズベキスタン 6.0 6.0 0.8 50.9 

7 インド 45.0 74.6 1.3 28.5 

8 パキスタン NA NA 0.4 32.7 

9 イラン 1,578.0 362.0 32.1 256.7 

加盟国合計 3,267.0 2,117.5 82.7 1,311.7 

加盟国世界シェア 18.9% 23.6% 44.0% 32.5%

オブザーバー・対話パートナー（予定）国

1 サウディ 2,975.0 1,095.4 6.0 117.3 

2 カタル 252.0 174.6 24.7 177.0 

3 エジプト 31.0 60.8 2.1 67.8 

4 アゼルバイジャン 70.0 72.2 2.5 31.8 

5 UAE 978.0 366.8 5.9 57.0 

6 クウェイト 1,015.0 274.1 1.7 17.4 

その他（アフガニスタン、ベラルーシ、モン
ゴル、アルメニア、カンボジア、ネパール、
トルコ、スリランカ、バハレーン、ミャンマー、
モルディブ）

NA NA NA NA

オブザーバーなどの合計 5,321.0 2,043.9 42.9 468.3 

オブザーバーなどの世界シェア 30.7% 22.7% 22.8% 11.6%

SCO（予定）合計 8,588.0 4,161.4 125.6 1,780.0 

SCO（予定）合計世界シェア 49.6% 46.3% 66.8% 44.1%

世界合計 17,324.0 8,987.7 188.1 4,036.9 

SCO 諸国の石油・ガス埋蔵量と生産量表3

注 1：石油とガスの埋蔵量は 2020 年末時点。生産量は 2021 年間での日量。
注 2：石油の埋蔵量には、原油の他、ガスコンデンセート、NGL（天然ガス液化石油ガス）などが含まれる。
注 3： 石油生産量には、原油、シェールオイル、オイルサンド、コンデンセート（リースコンデンセート、ガスコンデンセー

トで精製が必要なもの）、NGL（天然ガス液化製品で、天然ガスからエタン、LPG、ナフサを分離したもの）が含まれる。
出所：石油とガスの埋蔵量は bp 統計 2021。生産量は bp 統計 2022 年版より。
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①欧州でのエネルギー不足
　本年2月24日から、ロシアはウクライナへ軍事作戦
を開始し、これに対して欧州各国は次々とロシアへの経
済制裁に踏み切っており、その内容にはロシア産原油の
輸入制限も含まれている。英国統計局は6月にロシアか
らのエネルギー輸入がゼロになったことを8月24日に
発表した。ロシア産原油の代わりに、欧州各国は中東原
油の購入を増やしている。しかし、中国やインドなどロ
シア産原油の輸入を増やした国もある。
　他方、ガスの供給に関してはドイツを中心に、欧州各
国がロシアからパイプラインによるガス供給に依存して
いる面は大きく、この供給が減少を続けており、欧州で
は電力、ガスの価格が高騰し、物価全般が高騰する影響
が出ている。
　欧州諸国は、冬場の需要期に備えてガス貯蔵、省エネ、
代替エネルギー導入、GCC諸国からのLNGによるガス
供給など、各種の対策を進めている。

②ノルドストリームパイプラインの停止とその影響
　ロシアはウクライナ侵攻をめぐる西側諸国の制裁に反
発し、ノルドストリーム経由のガス輸出を削減してきた。
9月27日、ロシアから欧州に天然ガスを送る海底パイプ
ライン「ノルドストリーム1」と「ノルドストリーム2」で
ガス漏れが発生し、ドイツ経済相やデンマーク、スウェー
デン、ポーランドの首相、更にはロシア側までもが即日、
破壊工作による可能性に言及した。そして、両パイプラ
インが共に稼働を停止して、欧州において、この冬での
ガス不足は不可避であるという懸念が増大した。
　こうした中、ドイツのショルツ首相が、9月24日に、
サウディアラビア、24日と25日にUAE、25日にカタ
ルを訪問した。UAEとカタルで、LNGを購入するため
の文書に調印がなされた。しかし、ドイツ国内の需要を
賄うだけのLNGを調達するのは困難であり、エネルギー
不足への、更なる対策が必要と見込まれた。

3. 国際的な枠組みへ影響を与えるロシアのウクライナ侵攻とその影響

（1）エネルギー政策者としての国王

　この王国は、1900年代初頭に、イブン・サウードの
子孫であるアブドルアジーズ初代国王が部族勢力をまと
めて建国した。運用面を別にして、制度からみると、い
わゆる絶対君主制を敷いており、国の主権は国王にある。
まさに、この王国の名称は、原語のアラビア語では、「サ
ウード家のアラビア王国」を意味しているとおりである。
　そして、地下に眠るエネルギー資源の所有権も国王に
帰属するということであり、探鉱開発の事業方針をはじ
め生産量の決定も最終権限を持つのは国王ということに
なる。
　こうした体制が続いてきた背景にはいくつかあるが、
先ずは、国内油田の規模が大きいことが挙げられる。国
内最大のガワール油田は世界でも最大となり、1948年
に発見されて以来、半世紀以上も生産を続けているが、
いまだに800億バーレルの可採埋蔵量が残存していると
見られている。したがって、こうした超大型油田の開発
には百年単位での時間を要する。さらに、ガワール油田
を最大として、埋蔵量の大きさから国内上位6油田はい

ずれも残存可採埋蔵量が、100億バーレルを超える。
　資源保有国にしてみれば長期的視点に立って、個々の
油田からの回収率を最大化させる開発方法をとりたい。
そのためには超巨大な油田の全体を最適化して開発する
ための長期かつ大型の開発計画が必要となる。そうした
政策をとる上では世襲君主制による統治性に合理性が出
てくる。

①国王の代替わり
　サウディアラビアで、最初に石油の探鉱を行ったのは、
アブドルアジーズ国王が1933年5月に利権を付与した、
カリフォルニア・アラビアン・スタンダード・オイル・
カンパニー（CASOC）であったとおり、この王国のエネ
ルギー資源の主権者は国王である。だがしかし、今世紀
に入ってから、2回の代替わりがあったが、国王は70代
後半を越えたままである。このため、この国は為政者の
政治経験の豊かさに恵まれる反面、国の意思決定面にお
いてはネットワークや小型端末などデジタル技術の導入
は進みづらい状況となっていた。

4. サウディアラビア：変貌する王国
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②サルマーン国王のもとでの皇太子への権限移譲
　現在は、サルマーン国王の下で、ムハンマド ビン・
サルマーン皇太子が徐々に権限移譲を受けつつあり、
OPECプラスの枠組みにおける生産量調整についての、
大きな方針も、同皇太子に委ねられつつあるとみられる。

③ムハンマド ビン・サルマーン皇太子
　1985年8月31日生まれ。サルマーン国王が3番目に
結婚したファハダ ビント・ファラーハ アル・ヒツレイ
ン妃との間に生まれた6人の王子の長男として誕生した。
国内のサウード国王大学で法学を修めた後、父親の顧問
として働いた。2015年1月にサルマーン国王が即位、
政権が発足すると、国防相に任じられ、同年4月に副皇
太子にも任じられた。また、同年「最高石油・鉱物評議会」
の議長に任じられ、翌2016年1月に「経済開発委員会」
の議長に任じられた。
　2016年4月25日、国家展望「ビジョン2030」を発表

して、中長期的に王国が進む方向を打ち出した。同時に、
この国家展望は、自国の若年層の意見を取り入れて策定
した形となっており、国内での支持と人気を高めた。そ
の背景には、歴代国王が高齢となっていたことがある。
第5代ファハド国王が1982年に59歳で即位し、その後、
今日まで3代の国王が継いでいるものの、1990年代半
ば以降、国王の年齢は70歳を超えている。
　長年にわたり蓄積された豊かな知識と経験に基づいた
国王たちの施政により王国は安定していた。しかし、サ
ウディは日本よりも出生率は高く、したがって国民の平
均年齢も低い。そうした国において、為政者と国民との
間で年齢の乖離による影響が出ていた。
　この20年間、特に情報通信面での技術は飛躍的に発
展し、今や多くの国でネットとメールとSNSはビジネ
ス面においても、社会的にも大きな存在となっているし、
サウディでも小型情報端末（スマートフォン）は普及して
いる。
　しかし、サウディでは社会活動面のみならず、通信面
でも規制は厳しく、そのため、例えばサウディの若者が
IT産業で、起業して成功することは到底見込めない状態、
すなわち、先端的な産業で夢を描けない状態であった。
　また、先代アブドッラー国王は2005年に即位した時
点で80歳を超えており、そうした高齢の国王に対して、
今後、さらに10年を超える中長期の国家計画を策定して、
展望を国民に示して未来に向けて牽引するということ
は、期待することもできなかった。
　こうした状況の中で、ムハンマド ビン・サルマーン皇
太子が、国民の声を取り入れた「ビジョン2030」を打ち出
したことは、国家指導者として若さを活かした、画期的
なことであった。国民にとっては国家発展への参画意識
を生じさせ、王国の為政者に対するイメージも変えた。
　2017年6月に、皇太子に昇格。2018年6月に女性の
自動車運転を解禁し、2019年8月に男性後見人制度を

名　前 生　年 即位年 即位時年齢 崩御年 享　年 備　考

初代 アブドルアジーズ 1876 1932 55 1953 77 1901年にリヤード奪還

第2代 サウード 1902 1953 51 1969 67 初代国王次男。1964年に譲位

第3代 ファイサル 1906 1964 58 1975 69 初代国王3男

第4代 ハーリド 1913 1975 62 1982 69 初代国王5男

第5代 ファハド 1923 1982 59 2005 82 初代国王10男

第6代 アブドッラー 1924 2005 81 2015 91 初代国王11男

第7代 サルマーン 1935 2015 80 初代国王25男

サウード家歴代国王表4

出所：各種情報に基づき筆者作成

出所：サウディアラビア国営通信（SPA）、2022年9月28日付
　　　https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2387862

ムハンマド ビン・サルマーン皇太子写1

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2387862
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大幅に緩和して、女性の社会的活動の利便性を高めた。
さらに国内におけるショービジネス活動も規制緩和し
て、国内での人気と支持をさらに高めた。
　対外的には、悪化していたトルコとの関係修復や、ロ
シアのプーチン大統領とも接触を重ねて、OPECプラス
の枠組みを重視して、欧米ともバランスをとった路線を
歩んでいる。
　2022年9月27日に首相に任じられ、それまで担って
いた国防相の職位は弟のハーリド副国防相が継いだ。

（2）エネルギー政策決定機関および担当省庁の設置と変遷

①「最高石油・鉱物評議会」の設立
　2000年1月、ファハド国王の下で、石油、天然ガス、
その他炭化水素資源に関する国家政策やサウディ・アラ
ムコの事業計画などを決定するための機関として「最高
石油・鉱物評議会（Supreme Council for Petroleum and 
Mineral Affairs）」が設置された。石油開発の規模の拡大
や近代技術の導入などに伴って、石油政策も機関決定し
ていくことになった。
　しかしながら、同評議会の議長は国王、副議長は皇太
子が就き、外相、石油鉱物資源相をはじめとする関係閣
僚など合計12名から構成されており、政策を機関決定
するとはいいながらも、国王が実権を有する構造に変わ
りは見られなかった。

②「経済開発評議会（CEDA）」の設立
　2015年に第7代サルマーン国王が就任すると、同年1
月29日に内閣改造・政府機構改革を行い、「最高石油・
鉱物評議会」は廃止された。同時に「経済開発評議会
Council of Economic and Development Affairs：CEDA」
が設置され、サウディ・アラムコはこの会議の管轄下に
置かれた。「経済開発評議会」の議長にはサルマーン国王
の息子であるムハンマド・ビン・サルマーン国王顧問が
就任した。

③エネルギー担当省庁の変遷
　当初、サウディアラビアでは財務省の下部機関として、
石油の生産と計画についての政策を決める部署が設置さ
れ、1960年12月に、石油鉱物資源省としてスタートし
た。
　2015年までのアブドッラー国王の時代には、国王が
議長を務める「最高石油・鉱物評議会」が、サウディ・ア
ラムコの事業政策や、国の幅広い産業目標について責任
を負っていた。2015年1月にサルマーン国王の体制が
開始され、「サウディ・アラムコ最高評議会」が新たに設
置された。この変更により、サウディ・アラムコとサウ
ディアラビア全体のエネルギー政策に対する責任が分離
され、新組織の権限はサウディ・アラムコの事業政策に
のみ集中することになった。
　こうした変化の中で、2016年5月にエネルギー産業
鉱物資源省へと改称されて、2019年8月に翌年1月1日
より、エネルギー省と産業鉱物資源省へと2分割するこ
とが決定された。
　エネルギー省は石油の探査・開発・生産・精製・輸送・
流通に関して一般的な政策責任を負っている。

（3）石油担当閣僚

　こうしたことから、石油担当の閣僚ポジションは、王
族ではなく、テクノクラートが就くのがふさわしいと見
られてきた。一見すると花形でありながら、自身の意志
だけでは政策決定が困難であるし、対外面で矢面に立つ
面もあるし、とった政策の結果責任を問われることも生
じる。

①国際政治の表舞台で活躍したヤマニ石油相
　1973年10月6日に、エジプトとシリアがイスラエル
と戦争を始めた際に、湾岸アラブ産油国は、イスラエル
に味方する国に対して石油の供給削減や禁輸措置を宣言
し、日本などの消費国にとっては、いわゆる「石油ショッ

期　間 名　前

1960年12月～1962年3月9日（1年3カ月） アブドッラー　タリキー

1962年3月9日～1986年10月5日（24年7カ月） アハマド　ザキー　ヤマニ

1986年12月24日～1995年8月2日（8年9カ月） ヒシャーム　ナーゼル

1995年8月2日～2016年5月7日（20年9カ月） アリー　アン・ヌアイミー

2016年5月7日～2019年9月8日（3年4カ月） ハーリド　アル・ファーリハ

2019年9月8日～現在（3年1カ月を経過） アブドルアジーズ　ビン・サルマーン　アッ・サウード

石油担当閣僚の変遷表5

出所：各種情報に基づき筆者作成
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ク」を起こした。その当時には石油の需給がひっ迫して
いたことも加わり、石油価格は高騰した。そしてOPEC
産油国が石油の供給量と価格の両面で大きな影響力を持
ち、原油輸出国として世界最大となったサウディの石油
相は、その判断や言動が世界から大きく注目された。
　しかし、その後は、OPEC内での結束は安定せず、
1976年には原油価格をめぐって穏健路線を採ったサウ
ディとUAEとそれ以外の国とで内部分裂を起こした。
さらに、その後は1981年から1988年までイラン・イ
ラク戦争が続けられる中で、OPEC内で他の産油国との
減産幅をめぐる交渉や、世界最大の輸出国としての地位
をどう活用するかといったことでのサウディ国王の方針
など、高度な調整が要求される場面が増えた。1982年
から1984年には原油価格が下落傾向にあり、大半の
OPEC産油国が生産割当分を全て販売するために政府公
示価格から割引して販売し始めたが、サウディは値引き
販売を拒否して、需給調整役（スウィング・プロデュー
サー）に徹したが、当然の結果としてサウディの原油輸
出量は急減し、1985年夏までに、原油生産量が約200
万b/dまで減少した。そこに至って、サウディは政策を
転換し、OPECの固定価格制も終わり、市場価格を基準
にしたという一幕も生じた。
　この政策転換の過程で、ヤマニ石油相は1986年10月
にファハド国王によって解任された。このときは、原油
販売の固定価格制をめぐってファハド国王とヤマニ石油
相が意見対立を起こしたといわれた。しかし、油価を一
定水準に維持するために、サウディがスウィング・プロ
デューサーを果たすという政策が裏目に出てしまい、そ
の政策を転換させるために、それまで、その政策を推進
してきたヤマニ石油相が更迭されたとの見方も出た。
　ヤマニ石油相が辞めて、サウディは原油生産を増産す
る方向に舵を切った。果たして、1985年末には27ドル
/bだったブレント原油価格は、1986年7月には約9ド
ル/bまで落ち込んだ。

②ヒシャーム　ナーゼル（1932年8月31日生まれ）
　ジェッダ市の指導的家系に生まれ同市で学校を卒業し
た後、エジプトのアレキサンドリアのビクトリア・カレッ
ジを卒業。1958年に石油省に入省し石油鉱物資源局局
長補佐となり、1973年にファイサル国王が設置した最
高石油評議会のメンバーに選任された。1975年に企画
相に任命され、ジュベイルとヤンブーの2大工業都市の
開発と管理に尽力し、ジュベイル王立委員会の責任者と
なる。1986年10月、石油鉱物資源相代行に任命され、
ヤマニ石油相の後を継いだ。1988年にサウディ・アラ

ムコの取締役会長に就任した。
　1990年8月にはイラクがクウェイトに侵攻した「湾岸
戦争」が起き、米国による軍事支援で、1991年2月には
イラクをクウェイトから撤退させたが、安全保障面での
米国依存が深まった。このことから、サウディにとって
は、増産するにしろ減産するにしろ、米国の都合を一方
的に無視して石油の生産量調整を実行することは、もは
や事実上困難な状況となった。そうした中、1995年に
離任した。

③ アリー ビン・イブラーヒーム アン・ヌアイミー（1935 
年8月2日生まれ）

　1947年にまだ十代のとき、アラムコに入社し同社の
教育プログラムで進学し、1963年には米国スタンフォー
ド大学で、修士号を取得した。1983年からアラムコの
CEOとなり、1995年には石油鉱物資源相に任命されて
いる。同年1月には、アラムコのトップをアブドッラー 
ビン・サーリハ ビン・ジュムア氏に譲っている。その他、
ア ブ ド ッ ラ ー 国 王 科 学 技 術 大 学 （King Abdullah 
University of Science and Technology）理事長の他、各
種政府系機関の理事職を兼務した。
　2016年5月7日に80歳で退任した。当時、勢力を拡
大しつつあったムハンマド ビン・サルマーン副皇太子
によって、アラムコの社長兼CEOだったハーリド アル・
ファーリハ氏に交代させられた。
　歴代の石油鉱物資源相の中では、専門知識を買われて
登用された最初の人物であった。2015年1月の国王交
代に伴って、その去就は注目されたが、退任は別の経緯
をたどった。

④解任された理由についての一説（ロシアとの影響）
　2015年末から2016年にかけて原油価格は下落傾向
にあり2月11日にはWTIで26.21ドル/bまで下がり、
2003年5月6日以来の安値となっていた。
　こうした状況を打開するために、2016年2月16日、
カタルの首都ドーハで、サウディのヌアイミー石油相、
ロシアのノバク・エネルギー相、ベネズエラのエウロヒ
オ・デルピノ石油相、カタルのムハンマド アッ・サア
ダ産業エネルギー相が、「他の主要産油国が減産に合意
するならば」という条件を付きであったが「2016年1月
の原油生産量を基準として、それ以上の増産を凍結する」
という内容で合意したことを発表した。
　しかし、イランは1月16日に制裁が一部解除された
ことで、原油生産を増産させて、制裁前の400万b/dま
で増産した後に、原油生産を調整する協議に合流する意
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向を示し、このときの会合は欠席した。
　4月17日、同じドーハにて、今度はリビア、イランを
除く、OPEC加盟国11カ国とロシアなど一部非OPEC
産油国の閣僚が集まって会合を開いた。
　また、当初は、イランもザンギャネ石油相が参加する
とも報じられたが、直ぐにガゼンプール・アルデビリ
OPEC理事が出席することとなり、さらに、それも会合
直前に中止となり、イランは欠席した。会合前までには、
イランを除いた国々で生産調整することと今後の会合予
定について複数案が示されていた。
　しかし、当日の午前にサウディアラビアが、これら合
意案を覆して、イランを含めたOPEC全ての加盟国の合
意が必要と主張したことにより、このときの会合で原油
増産凍結に関する合意は見送られた。6月2日に開催が
予定されているOPEC通常総会（於オーストリア・ウィー
ン）まで協議を継続し、必要に応じて今次会合と同様の
会合を開催することで合意した。
　そして、ヌアイミー大臣は、2016年5月7日に後任と
交代することが発表された。

　ヌアイミー大臣の離任に関しては、ロシアとの折衝が
原因だとの見方がささやかれた。すなわち、原油の協調
減産にロシアを巻きこみたかったサウディは、2016年2
月にロシア、ベネズエラとドーハで会合を開くときから、
ロシアの希望どおりにイランも参加する、ないしは参加
させると伝えたものの、イランは、その次の4月の会合
も直前で国の代表の出席をキャンセルした。イランのそ
うした動きを、経験豊かなヌアイミー大臣が読んでいな
かったとは考えにくいが、結果的にイランの参加がない
まま、ロシアを巻き込むことにサウディは成功した。し
かし、ロシアとしては然るべき処置をサウディ側に迫り、
それでヌアイミー大臣が更迭されたということである。
　こうした見方が正しいかどうかは不明である。しかし、
ヌアイミー大臣は、離任時の年齢は80歳を超えており、
これから新たにロシアを加えた20カ国を超える産油国
で、断続的に多国間で国際会議を開いて、各国の合意を
取り付けるといった激務を続けるには限界が見え始めて
いた。加えて、キャリアに終止符を打つことで自国の皇
太子の信用、権威が損なわれないように護ったとすれば
納得がいくことであった。
　また、2019年からは初めて王族出身者で、しかもム
ハンマド皇太子の兄がエネルギー相に就いたのである
が、その理由も、ヌアイミー大臣離任時の経緯を踏まえ
て、「もしもサウディの皇太子が無理な政策をとり、た
とえ失敗しても後からエネルギー石油相に責任を押し付

ければ済む」といった体制は二度と取らないということ
の証明だとするならば理解できる。
　サウディにとっては、ムハンマド皇太子の兄がエネル
ギー相に就いているという体制の下では、相当に慎重な
政策をとることになっているとみられる。

⑤ ハーリド ビン・アブドルアジーズ アル・ファーリハ
（1960年生まれ）

　1979年にサウディ・アラムコに入社。1982年にテキ
サスA&M大学を卒業。1991年にはファハド国王石油
鉱物資源大学でMBAを取得している。サウディ・アラ
ムコでは、ラッス・タヌラ製油所メンテナンス部門や上
流ガス事業の研究部門の責任者を歴任し、2009年1月1
日にサウディ・アラムコの社長兼 CEOに就任した。
2015年1月からはサルマーン国王の体制が開始されたが、
同社社長兼CEOのポジションを2015年4月28日まで
務めた。
　翌年4月29日にサウディ・アラムコ会長と保健相に
就任した。そして2016年5月7日にエネルギー・産業・
鉱物資源相に横滑りして2019年9月8日まで務めた。
サウディ・アラムコの会長の職は2019年9月2日まで
就いていた。2020年2月25日に、勅令により新設され
た投資相に就任した。

⑥ アブドルアジーズ ビン・サルマーン アール・サウー
ド（1960年生まれ）

　サルマーン国王の息子で、ムハンマド皇太子の異母兄
である。史上初めて、サウード王家メンバーとしてエネ
ルギー相に2019年9月に就任した。ファハド国王石油
鉱物資源大学で1985年にMBAを取得。1987年には石
油省顧問となり1995年7月から2017年4月まで石油鉱
物資源副大臣、2017年4月から2019年9月までエネルギー
担当国務相を務めた。アブドルアジーズ大臣は、王族の
一員であるけれども、学生の時から一貫して石油分野で
の経験を積み重ねてきたわけである。

⑦ エネルギー閣僚がテクノクラートから王家メンバーへ
移る

　かつて、石油相が国際会議に出て、他国のエネルギー
関係閣僚と協議をして、生産割当量を決定していた。
　2016年6月には当時副皇太子であったムハンマド　
ビン・サルマーン殿下がロシアを訪問し、そして2017
年10月4日、サルマーン国王が歴史上初めてモスクワ
を訪問し、プーチン大統領と会談した。
　当初は、両国とも首脳接遇に相当な苦労を重ねたようだ。
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　例えば、GCC諸国の首脳が外遊する場合には専用機
で渡航するし、サウディの場合、国王の外遊には、随行
閣僚も専用機を使うし、防弾車両などの物資輸送のため
の専用機を加えて多い時に40機近い専用機が飛ぶ。訪
問した先の要人との会談内容によっては、随行閣僚や王
子が、途中で近隣国に飛んでいくこともある。そうした
フットワークの良さこそが遊牧民の文化を基調とした
GCC諸国の王家/首長家の強みでもある。
　ところが、ロシアの外交にはこうした習慣はない。反
対に国防や防諜、公安部門など多くの関係機関に多数の
専用機の受け入れを説明して許可を取っていく作業では
大いに難航したことがみられた。
　ロシアが、これまで付き合ってきた国々で、そもそも
君主制の国も、遊牧民を文化の基調とする国もなかった。
政権の上層部になるほど、旧ソビエト連邦時代に教育を
受けており、そこでは革命を起こして王制を打倒した歴
史を教えられて育ってきた人材ばかりである。いきなり、
絶対王政をとるサウディとの国交を深めるために、相当
な苦労を強いられた人も多かったと聞く。
　2019年10月にはプーチン大統領がサウディを訪問し
た。サウディ側はサルマーン国王がムハンマド皇太子に
権限委譲を進める中で、ムハンマド皇太子は、その後も
ロシア訪問を行い、重ねて、電話会談を含み、プーチン
大統領との接触を重ねている。
　OPECプラスの閣僚会合を通じて細かな数字の調整を
行いつつ、OPECプラスを牽引するサウディとロシアは、
ムハンマド皇太子とプーチン大統領が直接に接触する下
で、石油生産量を協議する時代に入っている。
　一般論としても、こうした他国との交渉を重ねて行う
調整作業では、すべてが自国の要求どおりにいくとは限
らない。サウディアラビアは、サウード王家による王国
である。この王国にとって、王族が交渉して協議が不調
に終わった場合には、王族の無謬性が傷つけられること
からも、石油相に王家のメンバーが就くことを長年、サ
ウディアラビアは避けてきた。また、テクノクラートの
石油相であればこそ、大胆な政策を発表し、それが期待
した結果を生まなくとも、交代させやすいし、政策転換
も行いやすいという利点はあった。
　他方、ロシアは共和制をとっており、王族とテクノク
ラートといった棲み分けも存在しない。ロシアにとって
は、OPECプラスを牽引するパートナーとしてサウディ
の石油相が、交代させられやすいテクノクラートよりも、
容易には交代させられない王族である方が、思い切った
減産合意を打ち出すといった、ハイリスクな舵取りを行
う場合に、より重い信頼をおけるということである。こ

うした観点から見れば、現在のサウディのエネルギー相
が、国王の子息であり、ムハンマド皇太子の兄であるア
ブドルアジーズ殿下が就いているということは、ロシア
にとって、協働してOPECプラスを運営していく上で、
より信頼を置くことができるし、したがって、より大胆
な政策をとることもできるという仕組みである。GCC
でのエネルギー政策決定者に王家/首長家メンバーが増
えているということには、共和制をとる国々と強固な
パートナーシップを結ぶためという影響が考えられる。

（4）サウディ・アラムコ

　湾岸地域で初めて石油が発見されたのは1932年のこ
とであり、バハレーンで、スタンダード・オイル・オブ・
カリフォルニア（SOCAL、現在のシェブロン）が石油を
発見した。この影響により、外国の石油会社にとってサ
ウディアラビアの魅力が増した。1933 年 5 月 29 日、
SOCALが、カリフォルニア・アラビアン・スタンダード・
オイル・カンパニー（CASOC）を設立して、同社がアブ
ドルアジーズ初代国王からか利権を獲得して、油田の探
鉱開発を開始した。1934年にダンマームドームの掘削
が開始された。
　1936年、CASOCはテキサス・オイル・カンパニー
と折半出資の合弁会社となり、1938年3月に、ダンマー
ム 7 号 井 で 石 油 が 発 見 さ れ た。1944 年 1 月 31 日 に
CASOCはアラビアン・アメリカン・オイル・カンパニー

（アラムコ）へ改称した。
　1947年、アラムコの権益が拡大され、スタンダード・
オイル・オブ・ニュージャージーとソコニー・バキュー
ム・オイル・カンパニーが参画した。1948年、さらに
スタンダード・オイル・オブ・ニュージャージー（後の
エクソン、30%）とソコニー・バキューム（後のモービル、
10％）の2社が出資し、CASOC（30％）とテキサコ（30％、
カッコ内は権益比率）と合わせて4社が株主となった。
これらの株主は「アラムコ4社」と呼ばれた。
　1960年のOPEC結成後、産油国側では石油会社を国
有化する動きが進んだが、サウディ政府は、一気に、か
つ完全には国有化せず、このコンソーシアムは1976年
まで 続くこととなる。すなわち、アラムコの国有化は、
複数の段階を経て実現された。1972年にサウディは国
として5億1,000万ドルを投じて25％の株式を取得した。
1974年には60％の株式を取得し、1976年には完全国
有化で合意した。元のコンソーシアムメンバーには、会
社の簿価をもとに補償金が支払われた。しかし、最終的
な合意は1980年になってからとなった。アラムコは
1988年にサウディ・アラムコに社名を変更し、完全な
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国有企業となった。
　コロナウイルス危機のピーク時にサウディアラビアが
追加自主削減を行った際には生産量は750万b/dとなっ
た。生産量は着実に回復している。サウディアラビアの
現在の原油生産能力は1,225万b/dとみられているが、
同社はこれを1,300万b/dまで引き上げることを約束し
ている。

① アミーン ハサン アル・ナーセル / Mr. Amin H. 
Nasser：サウディ・アラムコ会長兼CEO

1982年、ダハラーンのファハド国王大学石油鉱物資源
学部で石油技術学士取得
1982年11月～ 1991年2月、石油技術（PE）、掘削、油
層管理部門など複数部署を経験
1991年3月～ 1997 年5月、技術生産部 管理職
1997年6月、ラッス・タヌラ生産部マネージャー、北
部地域生産技術部マネージャー、サファニア海上油田生
産部、同陸上生産部など
2004年4月、チーフ石油技術者（PE）
2005年5月、石油技術・開発エクゼクティブ・ディレ
クター
2006年4月、石油技術・開発上級副社長
2007年8月、E&P のトップ代行
2008年、E&P上級副社長。また 2008年初めに石油技
術協会（SPE）の産業諮問会議（IAC）委員に任命
2015年5月1日、会長代行兼CEOに就任（同年9月に会
長兼CEOへ昇格）

②現在のサウディ・アラムコの取締会
　メンバーはサウディ人だけに限らず、欧米の経営者を
招いており、資本を国有化したのとは裏腹に人材面では、
企業経営者を中心に欧米人を招き入れている。
・会長：ヤーセル オスマーン アッ・ルメイヤン：公共

投資基金（PIF）総裁。閣議事務局長。ウーバー・テク
ノロジー社取締役、サウディ公共投資基金総裁、閣議
事務局長

・副会長：Dr. イブラーヒーム アル・アサフ：サウディ
閣内国務相。外相、財務相を歴任。公共投資基金（PIF）
理事

・ムハンマドA. アル・ジャダーン：サウディ財務相、
経済開発評議会議員。IMF/世界銀行理事など世界的
機関の役員を務める。

・ムハンマド アッ・トワイジリー：王宮府顧問（閣僚級）。
経済開発評議会議員、公共投資基金（PIF）理事。元経
済企画相。HSBCグローバルバンキングMENA副会

長兼CEO
・アンドリュー・N・リバリス：ルシード・モータース（電

気自動車の製造販売）取締役会長。ウォーリー・パー
ソンズ元副会長。ダウ・ケミカル・カンパニー元会長
兼CEO

・リン・ラヴァティ・エルセンハンス：ベーカーホッジ
社およびグラクソ・スミスクライン社取締役。スノコ
社（テキサスの石油会社）元会長。シェル・グローバル
製造担当上級副社長。

・ピーター・L・セラ：フロントドア社、インターパイ
プライン社、クロックスプリング社、NRI各社の取締
役。以前は、シェブロン・フィリップ化学社の社長兼
CEO、BASF社の北米石油化学部門の上級副社長を務
めていた。

・マーク・A・ワインバーガー：ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン社およびメットライフ社の取締役。アーンスト・
アンド・ヤングのグローバル会長兼CEO（2013年か
ら2019年まで）。米財務省次官補（税制担当、ジョージ・
W・ブッシュ大統領政権時）、米国社会保障諮問委員
会委員（クリントン大統領政権時）。

・スチュアート・T・ガリバー：サウディ・ブリティッシュ
銀行、香港空港公団、ジャーディン・マセソン社の取
締役を歴任。

・アミーン H. ナーセル：アラムコの会長兼CEO（2015
年より） 

・ハーリド アッ・ダバーグ：サウディ基礎産業公社
（SABIC）の取締役会会長。2018年から2021年まで、
アラムコの財務・戦略・開発担当上席副社長および最
高財務責任者を務めた。それ以前は、同社でファイナ
ンシャル・コントローラー、財務担当など数々の指導
的役職を務め、かつてはアラムコ・デベロップメント・
カンパニー（SADCO）会長、ウィサヤ・インベストメ
ント・マネージメント・カンパニー会長、昭和シェル
石油株式会社の取締役会メンバーも務めた。

（5）サウディアラビアでの近年の動き

①王室内での動きについて
　2020年3月6日、英国の情報サイトが、情報筋を引用
してサウディアラビアで王族3人が拘束され、彼らはクー
デターを企てたと報じた。拘束されたとされたのは、サ
ルマーン国王の弟で元内相のアハマド ビン・アブドル
アジーズ王子（79歳）、前皇太子のムハンマド ビン・ナー
イフ ビン・アブドルアジーズ王子（62歳）とその弟のナー
イフ ビン・ナーイフ ビン・アブドルアジーズ王子の3
人とした。さらに3月10日には、3名だけではなく、少
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なくとも20名の王族が拘束されているとの追加記事を
報じた。そして、「この粛清で、ムハンマド皇太子は完
全に権力を掌握し、残るライバルはいなくなった」とし
つつも、「若きムハンマド皇太子の政治的な地盤は脆い」
との2面の見方で論じた。
　ただし、本件に関してサウディアラビアは元より
GCC諸国でも、公式発表や報道は一切なされなかった。
　さらに、2021年3月10日に、今度はイラン国営メヘル・
ニュースが、ムハンマド ビン・サルマーン皇太子は、
叔父で義父に当たる王子を自宅軟禁にしたと報じた。自
国の公安部門に知らせずに、無断で米国の情報機関の高
官と会ったことに不信感を抱いた措置だとしている。
　ムハンマド皇太子は、2008年に叔父のマシュフール 
ビン・アブドルアジーズ王子（81歳）の娘のサーラ王女
と結婚したことが公開されているので、今般、自宅軟禁
にされたのは、マシュフール王子ということになる。
　メヘル・ニュースは、サウディ財務省の顧問を務めた
経験を持つ、ジョージ・ワシントン大学のフセイン ア
スカリ名誉教授の談話を引用して、米国がサルマーン政
権を嫌って、ナーイフ ビン・アブドルアジーズ元内相
の息子や、サルマーン国王の兄弟を支援して、ムハンマ
ド ビン・サルマーン皇太子の権力を削ごうとしている
と伝えた。

②ムハンマド皇太子が湾岸諸国を歴訪
　2021年12月7日より、ムハンマド皇太子はオマーン、
UAE、バハレーン、カタル、クウェイトを訪問し、各
国の指導者と会談を重ねて、GCC諸国と団結を強めた。

③ バイデン大統領が訪れた「ジェッダ安全保障・開発サ
ミット」

　2022年7月16日、サウディアラビア西部のジェッダ
市にて、バイデン米大統領が訪れ、サウディ皇太子を始
めとしてGCC各国の首脳、ヨルダン国王、エジプト大
統領、イラク首相が出席して「ジェッダ安全保障・開発
サミット」が開かれた。
　バイデン米大統領は前日の7月15日にジェッダでサ
ウディ皇太子と二者会談を行った。会議終了後には、

「GCC首脳と米国」の共同声明に加えて、「GCC加盟国、
ヨルダン、エジプト、イラク、米国」による共同声明も
出された。
　しかし、これら声明の中身からは、バイデン米政権の
実力不足が明らかになり、アラブ産油国が米国一辺倒で
はないことが、印象付けられたという見方が複数出た。
というのも、これら会議におけるバイデン政権の2大目

標は、地域諸国を調整してイランに対する有効な抑止力
を形成することと、ロシアの石油による収益を切り詰め
るためにサウディからの石油供給増を呑ませることで
あったけれども2つの主要目標のいずれも達成できず、
手ぶらで帰国したためである。
　サウディのムハンマド皇太子は「1,300万b/dを超えて
原油生産を増加させる追加能力を持たないだろう。世界
経済を支えるために統一的な取り組みが必要であり、エ
ネルギー源に関する非現実的な政策はインフレを招くだ
けだ。主要なエネルギー源を除外して排出量を削減する
非現実的な政策を採用すれば、今後数年間、未曾有のイ
ンフレとエネルギー価格の上昇、失業率の上昇、深刻な
社会問題や治安問題の悪化につながる」とジェッダで開
催された「米・アラブ首脳会議」での演説で述べた。果た
して、OPECプラスは、8月に10万b/dを増産するとの
合意を打ち出した。バイデン米大統領が、増産を要求し
て、中東を歴訪した直後にも拘わらず、あまりにも僅か
な増産量から、侮辱ではないかとの評価さえ出た。

④サウディが仲介してロシアが戦争捕虜を解放
　9月21日、サウディアラビア政府メディアは、ムハン
マド　ビン・サルマーン皇太子が仲介に成功して、ロシ
アとウクライナ間の捕虜交換の一環として、10人の捕
虜を解放したとの同王国外務省の発表を報じた。
　発表によれば、解放された戦争捕虜には、モロッコ、
米国、英国、スウェーデン、クロアチアの国籍保持者が
含まれており、ロシアから王国へ捕虜を受け入れ移送し、
それぞれの国へ安全に帰還するための手続きを進めてい
るとのこと。
　そして、「今回の解放は、ムハンマド　ビン・サルマー
ン皇太子が与えた優先順位に基づき、ロシア・ウクライ
ナ危機に対する人道的イニシアチブに対する彼のコミッ
トメントの継続の中で行われたものである。これはまた、
関連国との継続的な関与の結果でもある」とし、サウディ
アラビアは、捕虜解放のためにムハンマド皇太子が行っ
た取り組みに対するロシア連邦とウクライナの対応に、
感謝を述べたと結んでいる。
　また、23日付の米国ウォールストリートジャーナルは、
米国、ウクライナ、サウディの当局者や交渉に詳しい関
係者を情報源として、サウディの皇太子、ロシアのオリ
ガルヒであるロマン・アブラモビッチ氏とウクライナの
交渉担当トップが中心となって、数カ月かけて交渉し、
9月第4週に、トルコを含むより広い範囲でロシアとウク
ライナが250名以上の囚人を解放するに至ったと報じた。
　さらにサウディ当局者を引用して、アブラモビッチ氏
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（1） 首長家と石油産業との関係。経緯と政策決定機関の

基本構造

　現在のサバーハ家は1756年から首長家として、クウェ
イトの地で統治を始めたが、国民国家として独立したの
は1961年6月19日であった。ただし、石油産業は、そ

れ以前から始まっていた。1910年代の外交文書からは、
サバーハ首長家は当時すでに油田の兆候に気づいていた
ことが見て取れる。1934年にアングロ・ペルシャン・
オイル・カンパニー（現在のbp）と米のガルフ・オイル・
コーポレーション（現Chevron）とが折半でクウェイト石

5. クウェイト

がウクライナでロシアに拘束された英国人と米国人を含
む10人の捕虜をロシアからサウディの首都リヤードに
運ぶプライベートジェットに自ら同乗したと報じた。　 
　このフライトは、ウクライナ人兵士を含む200人以上
がトルコに運ばれ、代わりにロシア人55人と、親ロシ
アのウクライナ人政治家をロシアに戻すという、広範な
捕虜交換合意の一端を担うものだとしている。
　捕虜交換といいながら、今回ロシアは10人の戦争捕
虜を解放したに過ぎないが、ロシアとサウディの皇太子
との協働が、OPECプラスの枠組みで原油生産調整を協
議していることに加えて、拡大している事例とも受け取
れる。

⑤ムハンマド皇太子が首相に選任された
　9月27日、サウディアラビア王国のサルマーン国王は
次の内容の勅令3本を出した。
1.  ムハンマド皇太子兼副首相を首相に任命する。同王国

国家統治基本法第56条（国王が首相となる）の例外措
置とする。

2.  閣議は国王が開催し、閣僚を定める（ただし、新入閣
は、教育相と国防相のみでほとんどが留任した）。

3.  タラール ビン・アブドッラー ビン・トゥルキー アル・
オタイビー国防次官を国防相に昇任させる。

　 ムハンマド皇太子が2015年1月以来担ってきた国防
相の座は、同皇太子の同腹の弟でこれまで副国防相を
務めてきたハーリドが引き継ぐことになった。

　内閣改造が行われたとされるも、首相・国防相以外で
は、新教育相の任命と国務相の異動、すなわちハマド 
アールッ・シェイク教育相から国務相に横滑りしたこと、
ムハンマド アールッ・シェイク氏が国務相として再入
閣し、シェイク部族のステイタスが強められたこと以外
は、エネルギー相、内相、国家警備隊相、外相などの主
要閣僚を含めすべて留任した。

⑥ サルマーン国王の首都帰還。ムハンマド皇太子の健康
問題と閣議開催

　10月23日、サウディアラビア王宮府が、11月1日と
2日にアルジェリアの首都アルジェとで開かれるアラブ
連盟首脳会議に、ファイサル ビン・ファルハン外相が、
ムハンマド皇太子に代わって出席すると発表した。ムハ
ンマド皇太子は、耳に圧力外傷が生じ、中耳に影響が出
るのを避けるため長距離フライトを避けるようにとの医
師の助言に従って首脳会議を欠席すると発表された。こ
の発表で、ムハンマド皇太子は37歳であるけれども、
健康問題が取り沙汰された。
　10月25日は、サルマーン国王が夏季に滞在したジェッ
ダ市から首都リヤードへ帰還したことが、動画と共に公
表された。例年であれば9月後半にはリヤードへ帰還し
ていたこと、加えて、7月15日にバイデン米大統領、9
月25日にバハレーン国王と会談した以外は、9月27日
にドイツ首相が来訪しても会わなかったことや、9月27
日にムハンマド皇太子に首相職を譲ったことから、国王
の動向に関心が集まっていた。公開された動画からは、
現在86歳とされるサルマーン国王は、加齢による影響
が強まっていることが隠せなくなっている。
　サウディアラビアでは、閣議開催は火曜日となってお
り、10月25日は、ムハンマド皇太子が首都リヤードで
閣議を開いた。首相になってからは初めて閣議を開催し
たわけだが、2017年8月22日までは、何度か国王の代
わりにムハンマド皇太子が閣議を開いていたので、5年
ぶりに主催したこととなる。この5年間で、国内にムハ
ンマド皇太子のライバルになるような政治力を持った人
材はいなくなった。国外に関しては、米国はトランプ政
権からバイデン政権へと変わり、また、ロシアとの付き
合いも深め、カタルとは国交を再開し、イランとも関係
改善へと向かいつつあるなど、大きく状況が変わってい
る。
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油会社（Kuwait Oil Company：KOC）を設立し、首長か
ら75年間にわたる探鉱権益を付与された。1936年には
探鉱掘削作業を開始し、1938年に世界第2の陸上ブル
ガン油田、1951年にマグワ油田、1959年にはミナギッ
シュ油田などの超巨大油田を発見した。
　他方、サバーハ第12代首長は1974年に最高石油評議
会（SPC）を設置し、翌1975年にはKOCを国有化し、さ
らに1980年1月に国営のクウェイト石油公社（Kuwait 
Petroleum Corporation：KPC）を設立して、KOCを、
その傘下に置くことで、更に国営化を進めていった。
　1990年8月にイラクの侵攻を受けてクウェイトが占
領され、政府が一時亡命した「湾岸危機」は、クウェイト
に甚大な影響をもたらした。当時、クウェイトはイラク
から両国国境にまたがるルメイラ油田を盗掘したとし
て、補償を求められて交渉していた。しかし、この交渉
がこじれたことが侵攻の遠因となったといわれている。
翌1991年2月に多国籍軍によってクウェイトはイラク
軍から解放されたけれども、エネルギー政策は、国を存
亡の危機に追い詰めた重要課題であった。

（2） 最高石油評議会（Supreme Petroleum Council 

: SPC）

　クウェイトではSPCが1974年8月26日に、石油省と
KPCを傘下に置いて、石油政策を企画立案するために
設立されている。
　サアド アル・アブドゥラー アッ・サバーハ第14代元
首長とサバーハ アル・アハマド アッ・サバーハ第15代
元首長は、自身でSPCの議長を務めた。特に後者は
2003年から 2010年まで議長を務めた。その後は首相
が議長を務めるようになっている。SPC委員は首長が選
任し、任期は3年間である。当初、SPCは財務・石油相、
外相、商工相、内閣事務担当副大臣の4 人の閣僚で構成
されていたが、 2010年代に入り、閣僚6人に加えて、
KPCや中央銀行などのトップ6人で構成されている。
　国内の石油分野を監督し、また、石油政策を定めてお
り、例えば石油の長期生産計画の策定などもここで行わ
れる。

（3）クウェイトの石油相

　1962年、建国後間もない時代には財務庁（のちの財務
省）が、石油の生産・輸出に関する政策を担っていた。
1975年に、財務経済省と改名して石油関連の業務を引
き継いだ。石油相として専門に活動し始めたのは1978
年以降のことであった。
　クウェイトの石油相の特徴は、GCC諸国の中でも強

い権限を有する議会の対応が重要業務となっていること
であろう。また、OPECなど国際会議への対応という任
務もある。
　過去の大臣の中には、首長が指名して就任しようとし
たものの、議会が就任を認めずに反対運動を起こしたた
めに、短期間で離職した大臣もいた。議会の混乱に伴い
大臣が不在となる期間が生じることもあった。こうした
ことから、GCC諸国の中では、特に在職期間が短いし、
首長家メンバーの中から指名を受けるケースも多いのが
特徴である。1967年から、これまでに、27人の大臣が
就任し、そのうち6人が首長家から出ている。

クウェイトにおける歴代の石油相
1967年以前は首長が兼務。
1967年から1971年： アブドッラフマーン サーレムア

ル・アティーク
1971年から1975年： アブドルムッタリブ アル・カト

ミー
1975年から1978年： アブドルムッタリブ アル・カー

ゼミー
1978年から1990年：  Shアリー アル・ハリーファ　

アッ・サバーハ
1990年から1991年：  Drラーシド サーリム アル・アー

ミリー
1991年から1992年： Drハマド アッ・ローバ
1992年から1994年： アリー アル・バグリー
1994年から1996年： アブドルムホセン アル・メデジュ
1996年から1998年： イーサー アル・マゼディ
1998年から2001年：  Shサウード ナーセル アッ・サバー

ハ
2001年から2002年：  Drアーデル ハリーファ アッ・サ

ビーフ
2002年から2006年： Shアハマド アル・ファハド　

アッ・サバーハ
2006年から2007年： Shアリー アル・ジャッラ アッ・

サバーハ
2007年：バーデル ミシュリー アル・フメイディ
2007年から2008年： ムハンマド アル・オレイム
2009年： Sh Drムハンマド サバーハ アッ・サーレム

アッ・サバーハ
2009年：Shアハマド アル・アブドッラー
2011年：Drムハンマド アル・ブサイリー
2012年から2013年： ハニー アブドルアジーズ フセイ

ン
2013年から2014年：ムスタファー アッ・シャンマリー
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2014年から2015年：Drアリー アル・オメイル
2015年から2016年：アナス アッ・サーリハ
2016年から2017年： イサーム アブドルムフセン アル・

マルズーク
2017年から2018年：バヒート アッ・ラシュディ
2018年から2020年： Drハーリド アリー アル・ファー

デル
2020年から2022年： ムハンマド アブドッラテーフア

ル・ファーリス
2022年10月から：バドル ハーミド ユースフ ムッラー

注：Shはシェイク（Sheik）の略。首長家メンバーに付す
る冠称。原義はアラビア語で「長老」や「知恵者」「学者」
の意味。

（4）クウェイトの石油開発の実施組織

　クウェイトには国営のKPCの傘下に、KOCや、製油
所を保有するクウェイト・ナショナル石油社（KNPC）や、
海外の上流分野に投資しているクウェイト海外石油探鉱
社（KUFPEC）などがあるが、ここでは国内のKPCと
KOCを取り上げる。

① クウェイト石油公社（KPC）
　1980年1月、クウェイトは政府機関としてKPCを設
立して、その傘下に KOCをはじめとして KNPCや、
KUFPECをおき、同国における石油の探鉱、開発、ダ
ウンストリーム、輸出までの事業運営を行う体制を固め
た。傘下の各社のトップ人事はKPCが行い、KPCのトッ
プは首長が任命するという構造である。
　2022年3月16日、首長家メンバーであるShナワーフ 
サウード アッ・サバーハ殿下がKPCの会長兼CEOに任
命された。同殿下は首長家のメンバーであり、1971年
生まれ（51歳）で、プリンストン大学公共国際問題研究

院で学士号（magna cum laude）、ハーバード大学ロース
クールで法学博士号（doctor of laws）を取得している。

　クウェイトでは、議会との関係などから石油相が1 ～
2年という期間で交代していることもあり、首長家の一
員であるShナワーフ サウード アッ・サバーハ会長兼
CEOが今後、長期的にわたって、実質的なクウェイト
のエネルギー政策の立案と実行を担っていくことが期待
される。

②クウェイト石油会社（KOC）
　KPCが政府機関であるのに対して、より古い歴史を
もって実質的に油田の開発を担ってきたのはKOCであ
る。両社の違いを見るために、先ずKOCの沿革を振り
返ってみる。
　KOCは、1934年にアングロ・ペルシャン・オイル・
カンパニーと、ガルフ・オイル・コーポレーションによっ
て設立された。KOCは創業以来、原油や天然ガスの探
査に加え、陸上・海上の調査、試掘井の掘削、生産井の
開発などを行ってきた。
　1938年には、ブルガン油田で商業量の石油を発見した。
1946年6月、アハマド アル・ジャーベル アッ・サバー
ハ第10代首長の時代に、クウェイト初の原油輸出が開
始された。
　その後、新鉱区の開発や輸出設備の拡張が行われ、北
埠頭、南埠頭、シーアイランド、シングルポイント係留
などが建設された。
　1975年、クウェイト政府はKOCを100％傘下に収め、
1980年にはKPCを設立し、すべての国営石油会社を一
元化した。
　1990年のイラクの侵攻により、KOCの施設は壊滅的
な打撃を受けた。しかし、1991年2月のクウェイト解
放後、数カ月で生産量は徐々にフル稼働に戻っていった。
　2005年、サブリヤ油田で超軽質原油を発見し、API
比重52°の超軽質原油を発見したことは、同社の探鉱能
力が飛躍的に向上したことを示した。

年　月 経　歴
1999年 KPC入社。

2002年から
2004年

KPCワシントン事務所代表。米国における
ダウンストリーム事業の機会開発と政策分
析を担当。

2005年から
2013年 KPC副社長兼法律顧問

2013年から
2019年

Kuwait Foreign Petroleum Exploration 
Company （KUFPEC）のCEO代理

2019年
2月4日

KPCの国際ダウンストリームの子会社KPC 
Holdings（Aruba）AECの社長兼CEO

2022年
3月16日 KPC会長兼CEO

出所：クウェイト石油公社（KPC）retrieved 2022年10月30日
　　　 https://www.kpc.com.kw/KPCmanagement/_w/Shaikh%20

Nawaf%20Saud%20Nasir%20Al-Sabah_jpg.jpg

Sh ナワーフ　サウード　アッ・サバーハ殿下写2

https://www.kpc.com.kw/KPCmanagement/_w/Shaikh%20Nawaf%20Saud%20Nasir%20Al-Sabah_jpg.jpg
https://www.kpc.com.kw/KPCmanagement/_w/Shaikh%20Nawaf%20Saud%20Nasir%20Al-Sabah_jpg.jpg
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　2006年には、ラヒヤ、ムトリバ、ウムニガなど、クウェ
イト全域のジュラ紀深部油層でガスを発見した。この発
見により、クウェイトでは発電に利用できるガスを自給
自足するという長年の夢を現実化する目途がついたこと
を明らかにしている。
　2011年、KOCはガスのフレアリングを1％程度に抑
えるという目標を達成した。数年前まで17％もあった
フレアリングを1％に抑えたことは、大きな成果と発表
した。
　現在、KOCは、世界中の顧客のために、環境にやさ
しく、経済的に実行可能な方法でクウェイトの炭化水素
資源を探査、開発、生産するという公約を保持している。
　KOCの取締役会長は、クウェイトの石油産業で30年
余りの経験を有するサナド アッ・サナド氏が2019年4
月にKPCによって選任され、現在も就いている。

（5）クウェイトが抱える二つの課題

①代替わりが行われるも高齢の首長が続く
　2006年1月15日に、第13代ジャーベル アル・アア
マド アッ・サバーハ首長が79歳で逝去し、皇太子に就
いていたサアド アッ・サーリム アッ・サバーハ殿下が
第14代として首長位を継いだ。しかし、サアド新首長は、
この時点で76歳になっており、体調を崩し、病名は結
腸疾患とみられ、車椅子に乗っていた。1月24日に首長
就任式が予定されていたけれども、ほんの2行程度の就

任宣誓を述べることすら覚束ないとの見方が議会内に広
がった。議会は24日に、サアド新首長の退位を決議し、
同日、サアド殿下による退位の書簡も議会に提出された。
クウェイト内閣は、首相のサバーハ アル・アハマド ア
ル・ジャーベル アッ・サバーハ殿下が首長に就くよう
に推して、1月29日、サバーハ第15代首長が誕生した。
　2020年9月29日、首長府は米国で療養中のサバーハ
首長（1929年生、2006年即位、享年91歳）が逝去した
と発表した。同首長は7月19日に入院について報じら
れたが、外科手術を受けたこと以外の詳細は報告されず、
その後米国で入院を続けていた。また当初の手術報告以
来、サバーハ首長の容態は安定していると首長府から伝
えられており、9月14日に、公式報道のみを参考にする
よう首長府から国民に対して呼びかけられていた。
　代わってナワーフ アル・アハマド アル・ジャーベル 
アッ・サバーハ第16代首長が誕生した。ナワーフ新首
長は、1937年6月25日生まれとされおり、すでに85歳
となっている。1962年に国内のハワリー地域の知事に
就き、1978年には内務相、1988年に国防相、1994年
に国家警護隊副司令官、2003年に副首相に就いた後、
2006年2月7日に皇太子に選ばれていた。
　ナワーフ新首長は就任して一週間余り後となる2020
年10月7日、ミシュアル アル・アハマドアル・ジャー
ベル アッ・サバーハ国家警護隊副司令官を皇太子に指
名した。ミシュアル皇太子は1940年9月27日生まれと

アブドッラー（2）1762-1814

ムバーラク（7）1896～1915

アハマド（首相2022～）ナーセル

アハマド（10）
1921～1950

ナーセル

サアド（14）
2006～2006

サバーハ（15）
2006～2020

ミシュアル

サバーハ（4）1859～1866

ナワーフ（16）
2020～

サバーハ（12）
1965～1977

サバーハ（1） 1752-1762

ジャーベル（8）1915～1917

ジャーベル（3）1814～1859

ジャーベル

ジャーベル（13）
1977～2006

ムハンマド

サーリム（9）1917～1921

ムハンマド

アブドッラー（11）
1950～1965

ムハンマド（6）
1892～1896

アブドッラー（5）
1866～1892

サーリム

　注： アラブ人の名前は、本人名 + 父親名 + 祖父名と重ねて行くので、血統を辿りやすい構造にはなっている。参考までに、サバーハ首長家の歴代首
長の血統を示す。

出所：各種情報に基づき筆者作成

クウェイト首長家サバーハ家系図図2
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伝えられており、すでに82歳となっており、世界の皇
太子の中でも最も高齢といわれている。
　なお、2022年7月24日に、ナワーフ首長の長男であ
るアハマド ナワーフ アル・アハマド国家警護隊副司令
官が首相に就いた。アハマド首相は1956年生まれとさ
れているので、本年末時点で66歳となる。
　アハマド ナワーフ首相は組閣を行って、新閣僚リス
トをミシュアル皇太子に手交、承認を受けた。しかし、
閣僚リスト発表直後、リスト中唯一の議員閣僚であった
アンマール アジュミー公共事業相が、一部閣僚が憲法
を遵守していないとして内閣を離れると表明した。
　クウェイトの法律では閣僚のなかに少なくても1人、
国民議会議員を含めなければならず、アハマド首相は代
わりの閣僚を議員のなかから探さねばならなかった。
　10月5日、アハマド ナワーフ殿下が首長令によって
再度、首相に任命され、組閣を命じられた。アハマド 
ナワーフ首相は2022年7月に首相に任命されたが、9月
29日の選挙を受け、ミシュアル皇太子に辞表を提出、
内閣総辞職をしていた。
　したがって、現在、クウェイトではナワーフ首長85歳、
ミシュアル皇太子82歳、アハマド首相66歳と他のGCC
諸国と比べて高年齢者による指導体制となっている。

②クウェイト議会の強権化と混乱
　GCC諸国で、何らかの形で議会を有する国は多いけ
れども、クウェイトは唯一、選挙で選ばれた議員によっ
て構成した、立法機能を有する民選議会を設置している。
ただし、一院制であり、議会での政党の結成は認められ
てはいない。議員総数は50名、首長は解散権を持って
いるが任期は4年である。
　法律の制定には、政府もしくは議会議員から法案が国
民議会に提出され、審議の上、可決された後、首長に回
付され、首長がそれを裁可し、公布する。そして、新法
は官報に記載され、首長の裁可後約1カ月で効力を発す
る。首長は議会から回付された法案の再審議を議会に求
めることができるが、再審後、議会がその法案を3分の
2以上の賛成で再び可決した場合は、首長はそれを尊重
して、法案を裁可・公布することとなる。議会が閉会中
または解散中の場合には、首長が、首長令をもって法律
を公布することができる。 行政関連規定や商業規則な
どは、その関係法に基づき、首長令や省令により公布さ
れることとなる。

　1962年制定の憲法に基づき第1回国民議会総選挙は
1963年1月に実施され、それ以降、2022年9月には第
18回目となる選挙が行われ、女性議員も2名誕生した。
しかしながら、サバーハ首長家による指導体制側と、こ
れに反対する勢力との対立が起きており、特に「アラブ
の春」以降、この約10年間は、議会内の対立と分断によっ
て、6回もの選挙が行われている。そして、内閣の選任
に当たっては議会の承認が必要となることから、選挙の
度に組閣も行われることとなり、長期にわたって安定し
た政権が生まれない状況が続いており、政治的安定性が
損なわれているといえよう。
　クウェイトで石油相が1 ～ 2年という短期間で次々と
交代してきたのも、議会の状況によるものである。他方、
油田の探鉱・開発・生産には、かつては小型油田でも十
年がかりとなり、埋蔵されたエネルギー資源の回収率を
上げなければならず、また、油田全体を最適な開発方法
を導入して生産性を上げていくためには、長期的な開発
計画が必要となる。KPCのトップに、首長家メンバー
が就いたのは、油田開発のために長期計画を立案し、そ
れに基づいて実施する上では有利に働くことが期待でき
る。

（6）クウェイトの後継者問題

　クウェイトはGCC諸国の中で、大幅な世代交代を行っ
ていない国であるだけに、新しい世代の指導者への希望
が、国民の間で潜在的に高まりつつあると考えられる。
　首長と皇太子の高齢化が進む中で、国民は首長に感謝
し、支持しているものの、IT、AIの新技術の導入が現
体制で進むことや、10年先を見据えた国の発展展望を
示すことを85歳の首長に要望することは困難である。
　こうした状況は、2015年当時のサウディアラビアに
おける状況と類似した側面がある。
　年齢が90歳にならんとする首長に対しては、国家成
長戦略の中期計画策定を求めることすら、できないとい
う状態だ。それでも、ここまで国家の舵取りをしてくれ
て、隣国の侵略を受けるという試練を受けたものの、豊
かな国であることは間違いなく、指導者の老齢化を理由
に反君主制運動が出たとしても、それを支持するような
社会的風土ではない。　
　一気に50歳の若返りを進めているサウディアラビア
王国をしっかり観察しながら、自分たちの方法を考えて
いるところである。
　遅かれ早かれ、新しい世代が登場してくることを確信
する人々が増えつつある状況にあると考える。
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（1）基本構造

　UAEは、7つの独立性の強い首長国が集まって連邦国
家を形成しており、石油・ガスの生産はアブダビ首長国
が大半を担っている。
　2016年2月に、アブダビ国営石油（ADNOC）のトップ
がアブドッラー アッ・スウェイディ氏からDrスルター
ン アル・ジャーベル氏に交代した。
　その後、2022年5月13日に、アブダビのハリーファ
首長が逝去し、皇太子であったShムハンマド ビン・ザー
イド新首長（61歳）が誕生した。ムハンマド首長は、長
男をADNOC上級委員会議長に就かせて、予算や事業計
画の検討と承認を開始している。
　長男が国際会議の場に出て、他国の代表と議論を切り
結ぶということは考えにくい。なぜならば、交渉を「痛
み分け」とした場合、失うものが、君主国の方が大きい
と考えられる。
　若い分だけ、長期に担うことが考えられる。いったん、
任務に就いたら生涯かけて、全うすることが考えられる。
UAEの場合は、連邦政府の石油相がおかれているため、
国際会議には、この大臣が出席して、交渉すればよい。
　大臣の替えは利くが、大統領の長男の替えは利かない
からである。こうした観点から考えれば、UAEの場合は、
仕事の内容に応じて、業務分担することが可能だ。

（2）UAEでの連邦政府と首長国政府の二重性

　UAEでは、アブダビが石油ガスのほとんどを生産し
ており、アブダビ首長家が、エネルギー政策をしっかり
とコントロールしている。しかし、UAEとしては、エ
ネルギー・インフラ相が、国際会議などの表舞台に数多
く登場して、自国の立場を説明してきている。こうした
ことは、一見すると見えにくい。また、今年の5月13
日に、アブダビで首長の代替わりが行われ、更なる新世
代の登場も見込まれている。
　UAEは、エネルギー政策についても、穏健な親西欧
国として知られるが、注目しておくべき特性がある。そ
の第1は、UAEを構成する7つの首長国の権限が、連邦
政府が持つ権限に比して強く、特に地下に埋蔵されてい
るエネルギー資源の所有権が各首長国に帰属していると
いう点であろう。そして、その埋蔵資源の探鉱、開発、
生産、輸出販売の全てが各首長国の専権事項となってい
ることである。したがって、外国の資源開発関連企業が
進出する場合は、連邦政府ではなく各首長国の政府と交

渉して承認を得ることとなる。
　そのため、UAEのエネルギー担当閣僚の権限は、一
般的な共和制の他国と異なり、相当に制限されることと
なる。
　他方、OPECプラスなどの国際的な取り決めは、国同
士で協議して合意していくことになる。UAEを代表し
て他国と協議する人と、UAE国内で生産量割り当てを
決定していく過程の中で、首長国ごとの割り当てや、連
邦政府と首長国との利害調整といったプロセスが生じる
こととはなる。しかし、UAE大統領は、各首長で構成
されるUAE最高執行評議会での協議によって、アブダ
ビ首長が就いている。加えて、現在ではUAE国内の原
油生産の大半がアブダビ首長国からの生産であるため、
協調減産が生じた場合の調整は、アブダビが担うことで、
UAE国内でのコンフリクト発生は見られない。

（3）UAEの石油担当の閣僚

　UAEとしての連邦政府と各首長国との二重性の影響
によって、UAEのエネルギー閣僚としての任務の特徴
は、国内での議会対応がほとんどない代わりに、OPEC
などの国際的枠組みでの対応や、国際会議を通じた発信
などが大きなウェイトを占めるということにある。
　現在は、エネルギー・インフラ相として、ソヘイル 
ムハンマド ファラジュ アル・マズルーイー氏が就いて
いる。同大臣は、1973年7月3日生まれ（49歳）、1996
年にタルサ大学を卒業（石油工学）。ADNOC入社後、ド
ルフィン・エネジー、シェルでの勤務やムバダラOil & 
Gasの副CEOを経て2013年3月12日に就任している。
　なお、2013年当時に石油政策担当閣僚は、エネルギー
相であったが、2017年10月に内閣改造が行われてエネ
ルギー産業相となり、さらに2020年7月5日に再び内閣
改造が行われ、現在のエネルギー・インフラ相となった。

（4）アブダビでの、政策決定者の変遷

　1994年、それまでUAE石油天然資源相に就いていた、
ユースフ オメイル ビン・ユースフアル・ムヘイリー氏

（1957年生まれ）が、ADNOCのトップおよび、アブダ
ビ最高石油評議会（Supreme Petroleum Council：SPC）
事務局長に就任し、以降、17年間におよぶ長期体制が
続けられた。その間、アブダビとUAEにとっても大き
な代替わりが行われた。
　2004年11月に連邦結成以来、UAE大統領として国

6. UAE（アブダビ）
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の舵取りをしてきた国父Shザーイド ビン・スルターン 
アーリー・ナヒヤーン殿下が逝去した。後継のアブダビ
首長には、皇太子であったShハリーファ ビン・ザーイ
ド殿下が直ちに就任し、同殿下は各首長国の首長で構成
されるUAE最高執行評議会で大統領に選ばれ、政局の
混乱はなかった。
　しかし、UAEが連邦国家として出発したのは1972年
12月であるから、Shザーイド殿下は大統領としての在
任期間は、32年間の長期政権であった。他方、国家と
してみれば1970年代前半のアブダビにはビルはもちろ
ん、舗装道路もほとんどなく、上下水道、電力網も整備
されておらず住民は素朴な生活を送っていた。何より
UAEでは夏季の最高気温が40℃を軽く超えるような厳
しい気象環境の下で、エアコンと近代医療設備が普及し
ていなかったことから、乳幼児死亡率は高く、国民の平
均寿命も長くはなかった。Shザーイド殿下は、そうし
た国を、1973年10月以降に原油価格が上がったという
要因はあるものの、僅か20余年間という短期間で経済
を大発展させ、高福祉制度を導入し、近代的な都市群を
建てた。しかも、そうした偉業を人々から税金を徴収す
ることなく達成した。そのため、そうした偉大なる指導
者を失ったことは、国内には国民だけでなく、人口の多
くを占める外国人にとっても心理的に大きな衝撃をもた

らした。
　そうした波紋が収まって、2011年6月、ADNOCで
はユースフ総裁が退任し、代わってアブドッラー ナー
セル アッ・スウェイディ探鉱開発局長が、ADNOCの
トップに就任した。
　2014年1月、ハリーファ ビン・ザーイド アーリー・
ナヒヤーンUAE大統領/アブダビ首長が体調を崩し、
実務から遠ざかった。代わって、実務を担ったのはハリー
ファ殿下の異母弟でアブダビ皇太子に就いていたムハン
マド殿下であった。それはすなわち、徐々にムハンマド
皇太子を支えてきた人材が実権を担っていくことでも
あった。
　2016年2月、Drスルターン アハマド アル・ジャー
ベル氏42歳（当時）が、ADNOCのトップに就任し、翌3
月にはSPCメンバーにも任命された。2017年10月には
ADNOCの 組 織 改 革 が 行 わ れ、 洋 上 の ZADCO、
ADMA-OPCO、陸上のADCOといった操業会社を含め、
精製、石化、ガス処理などの企業がADNOCグループに
統合され、全社統一ブランドを導入した。
　2020年12月27日、アブダビ首長令によって、首長
を議長とするアブダビ金融経済最高評議会（Abu Dhabi 
Supreme Council for Financial Economic Affairs：
SCFEA）が設置され、さらに、それまでアブダビ首長国

メンバー名
アブダビ
金融経済
評議会

ADNOC
理事会

ADNOC
理事会上
級委員会

主なタイトル / プロフィール

1 Sh ムハンマド ビン・ザーイド アール・ナ
ヒヤーン 議長 議長 UAE 大統領、アブダビ首長

2 Sh ハッザア ビン・ザーイド アール・ナヒ
ヤーン ○ ○ アブダビ執行評議会副議長、大統領実弟

3 Sh タハヌーン ビン・ザーイド アール・ナ
ヒヤーン ○ UAE 国家公安顧問、大統領実弟

4 Sh マンスール ビン・ザーイド アール・ナ
ヒヤーン ○ ○ UAE 副首相・大統領府長官、大統領実弟

5 Sh ハーミド ビン・ザーイド アール・ナヒ
ヤーン ○ アブダビ投資庁常務理事、大統領異母弟

6 Sh ハーリド ビン・ムハンマド ビン・ザー
イド アール・ナヒヤーン ○ ○ 議長 アブダビ執行評議会議員、執行事務所長官、大統領長

男

7 ハルドゥーン ハリーファ アル・ムバーラク ○ ○ ○ エクゼクティブ事項庁長官

8 Dr アハマド ムバラク アル・マズルーイー ○ ○ アブダビ執行評議会事務局長

9 ジャーシム ムハンマド ブアタバ アッ・ゾ
アービー ○ ○ ○ アブダビ財務庁長官

10 Dr スルターン アハマド アル・ジャーベル ○ ○ ○ UAE 産業・先端技術相、ADNOC グループ CEO

11 ソヘイルムハンマドアル・マズルーイー ○ ○ エネルギー・インフラストラクチャー相

12 アハマド アリー アッ・サーイグ ○ ○ UAE 国務相、アブダビ国際市場会長

13 Eng. オウェイダ　ムルシド　アル・マラル ○ アブダビエネルギー庁長官、Emirates Nuclear Energy 
Corporation 役員

アブダビ首長国のエネルギー政策決定者表6

出所：UAE 国営通信（WAM）
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世代交代を進めるGCCのエネルギー政策指導者

の石油政策決定を担ってきたSPCは、SCFEAに統合さ
れた。2022年5月13日、ハリーファ大統領が逝去した
ことで、SCFEAの議長もムハンマド新首長が務めるこ
ととなった。
　2021年3月2日、ムハンマド首長は、ADNOCの全体
戦略、業務計画、予算策定。それらの執行状況を監督す
るための理事会を設置し理事メンバーを選任した。さら
に理事の中から上級委員会を設置し、長男であるハーリ
ド ビン・ムハンマド殿下を議長に任命した。
　アブダビ首長国のエネルギー政策の決定者について
も、UAEが連邦政府と、各首長国政府といった階層構
造を形成しているとおり、それに類似した側面を有する
ように見受けられる。目立たないように実権を委譲して
いき、ADNOCへの影響力を強める措置ともみられる。

（5） Shハーリド ビン・ムハンマド ビン・ザーイド アー

ル・ナヒヤーン

　1982年1月8日生まれ（40歳）、ムハンマド大統領の
長男。サンドハースト英王立陸軍士官学校を卒業し、
UAEの保安機関に勤めた。2016年2月に大臣に昇級し、
2017年1月に国家安全保障副顧問に任命された。2019
年1月にアブダビ首長国の執行評議会議員となり、同年
10月に執行事務所長官に任命される。2020年12月27日、
アブダビ金融経済最高評議会議員に選任され、2021年
3月2日、ADNOC理事と同理事会上級委員会の議長に
任命された。

（6）最近の動き

① ウクライナ危機での安保理ロシア非難決議にUAEが
棄権

　2022年2月、国連安全保障理事会は、ウクライナ危

機に関して4回の緊急特別会合を開いた。そして、27日
に「24時間以内に緊急特別総会を招集し、国際平和と安
全の維持または回復のために必要な場合、武力を行使す
るかどうかを世界機関が決定することができるようにす
るための決議2623号」の採決を行ったところ、賛成11、
反対1、棄権3となった。賛成多数であったが、反対し
たロシアが持つ拒否権により、決議は通らなかった。
　そして、このとき棄権したのは、インド、UAE、中
国であった。従来から親欧米の穏健路線を採ってきた
UAEが棄権したことは、注目を浴びた。

②ホウシー派制裁の安保理決議にロシアが賛成
　2022年2月28日、安保理は、イエメンのホウシー派
をテロ組織と呼び、イエメンへの1年間の武器輸出禁止、
渡航禁止、資産凍結を更新するための決議第2624号を
賛成11カ国、棄権4カ国（ブラジル、アイルランド、メ
キシコ、ノルウェー）で可決した。実効性がどこまであ
るかは不明であるが、米、UAE、サウディにとっては
政治的な成果といえよう。
　UAEとって、安保理がホウシー派非難の決議をした
ことは、大きな成果であり、そのために、ロシアの支持
を確実なものとするために、前日のロシア非難決議で反
対票を投じた、すなわちバーター取引であったとの見方
も出た。
　しかし、より俯瞰的に見た場合、UAEは、これまで
の米国一辺倒ではなく、ロシアはもちろんイラン、トル
コ、中国、イスラエルを含めた各国との関係を重要視す
る方向にバランスを取っていく方向に舵を切っていると
見られる。
　近年、産油国は石油生産量を調整するためにサウディ
を中心としたOPECにロシアなどが加わってOPECプラ
スとして、毎月協議を重ねて生産量を調整している。
　天然ガスの国際貿易でもUAEはLNG輸出を行うにあ
たり、ロシア、イラン、カタルなどと「ガス輸出フォー
ラム（GECF）」で会合を重ね、2月21日にはドーハで第5
回目となるGECFサミットに参加した。
　ロシアがウクライナ侵攻を開始した24日の前日の23
日、UAE外務・国際協力相はロシア外相と電話会談を
行い、「両国間の絆の強さを強調し、協力の見通しを高
めることに意欲を示した」と発表している。

③ムハンマドUAE大統領兼アブダビ首長のロシア訪問
　2022年10月11日、ムハンマド ビン・ザーイドUAE
大統領兼アブダビ首長は、ロシアを訪問しプーチン大統
領と会談した。ロシア国営タス通信によれば、ムハンマ

出所：ARN
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7
%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D
9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
% D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 - % D 8 % B 2 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 A % D 8 % A F -
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B
3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/

Sh ハーリド ビン・ムハンマド ビン・ザーイド 
アール・ナヒヤーン写3

https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8/
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（1）基本構造

　オマーンは、陸上と海上に散らばる数百の中小油ガス
田から97万1,000b/d（2021年）の原油と、418億㎥（2021
年、出処はbp統計）を生産する産油国である。
　OPECの加盟国ではないが、OPECプラスには加盟し
ている。そして、GCCの一員でもあり、君主制をとる
王国である。2020年1月に国王の代替わりがあり、本
年6月には小規模な内閣改造が行われ、20年以上務めた
エネルギー担当閣僚が交代した。こうしたことで、今後、
エネルギー政策にも変化が訪れることが予想される。

（2）国王の代替わり

　2020年1月10日に先代カーブース国王が逝去し、翌
11日、新たにハイサム　ビン・ターリク　アーリー・
サイード国王が誕生した。両者は従弟関係であり、新国
王は、それまで遺産文化相を務めていた。カーブース前
国王は享年79歳、またハイサム新国王は1954年10月
13日生まれとされるため66歳であり、年齢の面から若
返ったこととなる。
　ハイサム国王は続いて、2020年8月18日に内閣改造
を行い、それまで国王が総理、国防、外務、財務の各大
臣職を兼務していたのを、新たに、外相、財務相を任命
し、文化スポーツ青年省、労働省、経済省、交通通信情
報技術省などを増設した他、複数の省の統合も行った。
　ハイサム国王の指名により、2021年1月13日に、長
男であるズィーヤジン ビン・ハイサム文化スポーツ青
年相が皇太子に就いた。ズィーヤジン新皇太子は、
1990年8月21日生まれで、現在32歳。英国オックスフォー
ド・ブルックス大学を卒業し、2013年に外務省に入省し、
2014年から2019年まで、在ロンドンのオマーン大使
館で働いた。また、2022年7月にはサンドハースト英
国王立陸軍士官学校を卒業したことが発表されている。
　オマーンでは先代カーブース国王の時代には、皇太子
を指名せず、空席のままであった。それだけに明確に示

された後継者への期待も高まってくるとみられる。

（3）エネルギー閣僚の交代

　エネルギー分野に関して、オマーンでは1997年12月
以来、Drムハンマド ビン・ハマド アッ・ルムヒー氏（1960
年5月生まれ）が23年間にわたり石油ガスを担当する閣
僚に就いていたが、2022年6月に退任し、代わってサー
リム ビン・ナーセル ビン・サイード アル・オウフィー
次官がハイサム国王によってエネルギー鉱物資源相とし
て任命された。
　新大臣のプロフィールは次のとおり。

年　月 経　歴
1992年 オマーン石油開発社（PDO）入社

1995年
英国のスコットランドにある、ヘリオット・
ワット大学（Heriot Watt University）にて、
石油工学分野で修士号を取得。

2008年～
2010年 シェル・カナダで生産担当副社長。

2010年～
2012年

オマーン石油開発社（PDO）で北部地域
の担当責任者。公共水庁の理事会副会長
を兼務。

2012年5月～
2013年12月 オマーン民間航空庁の設置に伴いCEO。

2013年12月
～2022年6月

石油・ガス省（当時）次官。（同省は2020
年8月に改組）

2022年
6月19日 エネルギー鉱物資源相就任。

7. オマーン

ド大統領はロシアとウクライナの仲介する用意があると
改めて表明した。また、同大統領は両国関係は発展して
おり、貿易高は50億ドルに達し、UAEを訪れるロシア
人の数は年間50万人に達し、UAE国内で営業している
ロシア企業は4,000社に上ると述べた。ムハンマド殿下

は5月14日に大統領に選出されてから初めてロシアを
訪問したが、1995年以来既に11回ロシアを訪問してい
る。他方プーチン大統領は2019年10月にUAEを公式
訪問してアブダビを訪れ、その際、ムハンマド殿下はア
ブダビ首長国の皇太子として接遇した。

出所：オマーン石油開発（PDO）retrieved 2022年10月30日
https://www.pdo.co.om/en/about/board-of-directors/Pages/default.aspx

サーリム ビン・ナーセル ビン・サイード 
アル・オウフィー大臣写4

https://www.pdo.co.om/en/about/board-of-directors/Pages/default.aspx
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　OPECのバーキンド事務局長（当時）は、前ルムヒー大
臣が退任する際には、「2015年当時、安定を取り戻すた
めにOPEC加盟国と非加盟産油国が協力するよう声を上
げた人物の一人」であったとし、OPECプラスの創成を
導いたと高く評価している。
　新オウフィー大臣は、次官のときには炭化水素資源の
探鉱と生産および電力と鉱業の規制を監督してきた。ま
た、新大臣は、オマーンが炭素集約度のより低いエネル
ギー源への移行を進めようとしている重要な時期にエネ
ルギー・鉱物資源省の指揮を執ることになる。

（4）オマーンのエネルギー開発の体制について

①エネルギー鉱物資源省
　2020年8月18日に勅令により「石油ガス省」から「エ
ネルギー鉱物資源省」へ名称が変更された。
　石油天然ガス分野に関する政策の企画立案と執行、関
連法制度の整備、活動の監督、また、同分野での権益確
保、投資の管理によって自国の利益を最大化させている。
ただし、エネルギー関連の政策と投資に関しては、国家
経済への大きさや、エネルギー資源の主権者は国王であ
ることから、最終的な権限者も国王である。

②OQグループ
　2019年12月にオマーン政府100％所有の非公開合資
会社（Closed Joint Stock Company：SAOC）であったオ
マーン石油公社（Oman Oil Company SAOC：OOC）を
中心として、オマーン石油精製・製油製品会社（Oman 
Oil Refineries and Petroleum Industries：Orpic）、オマー
ン 石 油 公 社 掘 削 生 産 会 社（Oman Oil Company 
Exploration & Production LLC：OOCEP）、オマーンガ
ス公社（Oman Gas Company：OGC）、Duqm精製会社、
サラーラ・メタノール社（Salalah Methanol）、オマーン
国際貿易（Oman Trading International）、オキソ製造社

（Oxen）、サラーラLPG社（Salalah Liquified Petroleum 
Gas）の全9社を統合して国営のOQグループを設立した。
　同グループ会長はムルハム バシャール アル・ジャラ
フ氏。同氏は、オマーン投資庁の投資担当副社長代理で
もある。石油およびガス業界だけでなく、電気通信、金
融、法律など25年を超える重要な業界知識とグローバ
ルなビジネス経験を持つ。前職は、Oman Oil Company 
SAOCの副CEOを務め、それ以前は石油ガス省、OGC、
総合電信通信機構で働いていた。メリーマウント大学で
国際ビジネスの経営学士号を取得しており、イングラン
ドおよびウェールズ法廷弁護士の資格を持つ法廷弁護士
である。

③ オマーン・エネルギー開発社（Energy Development 
Oman：EDO）

　2020年12月、国王令により新たに国営のエネルギー
会社として設立され、オマーン政府が所有していたオ
マーン石油開発社（PDO）の持ち分権益60％を譲り受け
た。EDO社は、持続可能なエネルギーの未来を推進し
ながら、成長のための世界クラスのパートナーになると
いうビジョンを掲げている。
　さらにEDOは、オマーンにおける石油埋蔵量の75％
があるとみられる第6鉱区の石油権益16%、非随伴ガス
権益100%を保有している。また、水素開発オマーン社

（Hydrogen Development Oman：HDO）の権益100%を
所有している。

④ オ マ ー ン 石 油 開 発 社：Petroleum Development 
Oman（PDO）について

　オマーンにおける石油開発は、同社の前身となるイラ
ク石油会社（IPC）が、1937年に75年の利権契約を同国
国王から得て事業をスタートさせた。第2次大戦の間の
中断もあったため、実際に油徴を発見したのは1962年。
さらに原油の初出荷は1967年となった。その後、オマー
ン政府が段階的に参入してきたことにより、現在の権益
保持者（カッコ内は権益比率）は、EDO（60％）、シェル

（34％）、トタルエナジーズ（4％）、パルテックス（2％）
である。
　PDOはオマーン国内で操業するエネルギー開発企業
の中でも最古参かつ最大手であり、中心となって技術を
主導してきたのはシェルである。
　同社の役員は12人で構成されており、5人をオマーン
政府が出し、3人がシェル、トタルエナジーズとパルテッ
クスが各1人、残り2名は内部から登用されている。

（5）最近の動き

　2022年9月5日、サーリム アル・オウフィー・エネ
ルギー鉱物資源相は韓国を訪問し、韓国の李昌洋（イ・
チャンヤン）産業通商資源相と会談した。韓国側によれ
ば、両国が世界的な不確実性の中で、安定したエネルギー
サプライチェーンと水素分野で協力を強化することで合
意した。特に、李大臣は、最近の世界的なLNG価格の
高騰を受け、両国が主要エネルギー貿易パートナーとし
て、より緊密に協力するように呼びかけた。2021年に、
オマーンは韓国の第4位のLNG供給国であり、ソウル
のLNG輸入総量の9.6％を占めていた。韓国はオマーン
のガス輸出総額の44.2 ％を占め、オマーンの第1位の
LNG購入国であった。
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　カタルにおける石油の探鉱開発の歴史は1935年にbp
の前身であるアングロ・イラニアン・オイル社（AIOC）
に陸上石油利権が付与されたことにさかのぼる。1952
年には海上権益がシェル-カタル（SCQ）に付与され、複
数の油田を発見して、1972年に生産を開始した。それ
まで段階的にカタル政府はSCQなど、カタル国内で操
業する石油会社の株式を取得してきたが、1974年12月
にカタル政府は国有化する意向を発表し、1977年2月

までに石油部門を完全に国有化し、カタル石油（QP）を
設立した。2021年10月、QPはカタル・エネジーへと
改称した。

（1）首長家とエネルギー政策

　近年、カタルは原油よりも、LNGの輸出で経営して
いる国である。ガス田としては世界最大となるノース
フィールドから産出される天然ガスを使って年産7,700

8. カタル

　9月15日、エネルギー鉱物資源省はシェルの子会社で
あるShell Integrated Gas Oman BV、オマーン国営石
油（OQ）グループ＊3、フランスのトタルエナジーズとの
間で、第11鉱区における天然ガス資源およびコンデン
セートの探査・評価・開発に関する探査・生産分与契約

（EPSA）を締結した。
　このEPSAでシェル（67.5％）、OQ社（10％）、トタル
エナジーズ（22.5％、カッコ内は権益比率）3社が権益
を保有し、第 11 鉱区の操業を担うことが確定した。
EPSAによる探鉱活動では、2022年後半に1,400㎢の地
震探査を実施し、その後、少数の探鉱井を掘削する計画
である。
　サーリム アル・オウフィー・エネルギー鉱物資源相は、

「我が省では、オマーン国内の複数の企業による探鉱・
評価活動を通じて、天然ガス埋蔵量の増強に継続的に注
力してきた。今回の合意は、自国のエネルギー安全保障
を確保し、より多くの外国投資を呼び込み、地元のサプ
ライチェーンに最高の価値を付加するために、シェル、
トタルエナジーズ、OQといった、この部門のパートナー
との戦略的関係を強化するものである」と述べた。

（6） 指導者の世代交代によって、先代たちとは異なる国

家間関係が構築されたのか

　本年9月27日と28日、首都マスカットをUAEのムハ
ンマド ビン・ザーイド アーリー・ナヒヤーン大統領兼
アブダビ首長が閣僚らを率いて公式訪問した。UAEの
ソヘイル ビン・ムハンマド アル・マズルーイ・エネル
ギー・インフラ相とオマーンのサーリム アル・オウ
フィー・エネルギー・鉱物相が調印したエネルギー関係
の協力覚書を含めて、両国間で少なくとも14件の協定、
覚書が調印された。

　両国は、長い付き合いのある隣国同士でありながら、
近年はしこりを残す関係でもあった。
　2011年1月に、オマーンは国軍と政府を標的とした
UAEのスパイネットワークを摘発したと公表した。た
だし、これについてUAE側は否定した。イランとオマー
ンとの関係や、後継者問題に触れたとみられた。さらに
2017年にも小規模ながら類似の事件が起きたし、2019
年4月にも、オマーンはUAE人5人とオマーン国民1人
のスパイ・グループを摘発した。そしてオマーンはアブ
ダビを批判し、ドバイ首長が仲介に入った。アブダビ首
長家でも、諜報部門を担当していた王子が、交代したこ
ともあった。
　2020年1月11日、オマーンでハイサム国王体制がスター
トし、翌12日から前カーブース国王の弔問も始まり、
GCC諸国や近隣諸国から元首、要人が来訪してきた。
そうした弔問外交が展開される中で、当時はアブダビ首
長国の皇太子が握手しようと手を差し伸べたのを、ハイ
サム新国王が受け入れず、これが注目されたこともあっ
た。
　2022年5月13日午後にUAEのShハリーファ大統領
兼アブダビ首長が逝去し、14日にアブダビ皇太子であっ
たShムハンマドが首長そして大統領に就き、そして、
一番乗りで弔問に来訪した外国元首は、オマーンのハイ
サム国王だった。しかし軍服に身を固めた武官が複数侍
り、ご本人もハンジャルを帯剣したまま、一層厳めしい
表情で来訪した。
　本年9月26日付で、UAE国営通信WAMは「UAEと
オマーンの関係は、歴史的な絆、社会的和解、そして、
兄弟関係にある両国民の利益のため、相互関係の継続的
発展を確保するため、協力を更に促進するという両国の
指導者の願望に深く根ざしている」と評した。
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万トンのLNG製造能力を有している。
　2005年、カタルはノースフィールドの本格開発を一
方的に凍結するモラトリアムを宣伝し、2017年4月に、
このときも一方的に解除した。それまでの大規模開発が、
この油ガス田にどのような影響を及ぼしたのか精査する
ためという見方に加えて、イランに配慮したためともい
われた。すなわち、ノースフィールドは、地下でイラン
のサウスパールス・ガス田と一体の構造であるため、カ
タル側でガスを大規模に取り出すと、地下のガス層内の
圧力低下から、イラン領域に埋蔵されているガスもカタ
ル側に移動してしまう。しかし、イランは欧米からの厳
しい金融経済制裁を受けて、思うようにサウスパールス
の開発ができなかったため、カタルは、そうしたイラン
に深く配慮して、一方的にモラトリアムを宣言したとい
うことである。それは、カタルは、GCCの一員である
けれども、ノースフィールドの開発はイランと共同歩調
を取らざるを得ないということを表したことである。
　カタル国内には独立した巨大油田はないが、ノース
フィールドの開発とLNG事業のためエクソンモービル、
シェル、トタルエナジーズといったIOC大手が進出し
ている。
　国の人口規模が小さいことも相まって、カタルのエネ
ルギー政策は、サウディとイラン、更にはIOCとの関
係も影響を受ける状況となっており、首長家にとっても
最重要事項である。

（2）首長家の世代交代

　2013年6月25日に、ハマド首長は子息のタミーム殿
下に首長位を譲り、タミーム ビン・ハマド アール・サー
ニー首長が就任した。
　この政権移譲の背景について、カタル首長家は詳しく
語っていないが、当時の近隣国との関係から次の見方が
なされていた。
　2011年初頭から、エジプトは「アラブの春」でムバー
ラク政権が倒壊し、2012年7月にムハンマド ムルシー
政権が発足した。当時のカタルの外交やメディアを活用
した政策は、ムスリム同胞団を支持基盤としたムルシー
政権の誕生に貢献したし、その後もカタルはムルシー政
権を支援してエジプトとの同盟を深めた。ところが、ほ
どなくしてムルシー政権は経済や行政といった内政面で
ほころびを示しはじめ、同政権は行き詰まりを見せた。
サウディアラビア、UAEなどは早くからムルシー政権
に背を向けており、カタルも政策転換を迫られていた。
カタルで首長が交代してから1週間余り経った7月3日に、
エジプトのムルシー政権は軍事クーデターによって倒壊

した。
　カタルのハマド前首長は1952年生まれで、首長位を
譲ったときは61歳でもあり健康面では問題なかったけ
れども、それまでの政策を大きく転換させて、かつ、安
定して政権を運営していくために、政権交代を余儀なく
された。
　タミーム新首長は、ハマド前首長の4男であり、モー
ザ ビント・ナーセル アル・ミスナド妃の次男。長男
ジャーシム殿下が首長位継承を放棄したことから、タ
ミーム殿下が継承者となっていた。生年が1980年6月3
日とされるので、この時点で33歳の若い首長が誕生し
たわけである。タミーム新首長は英国ボーディング・ス
クールのシェボーン校で学んだ後、サンドハースト英王
立陸軍士官学校を1998年に卒業。2003年8月にカタル
国軍副最高司令官に任命された。
　タミーム新首長は就任した翌日となる6月26日、ハマ
ド ビン・ジャーシム ビン・ジャバル アッ・サーニー首
相兼外相を、アブドッラー ビン・ナーセル ビン・ハリー
ファ アッ・サーニー内相（1960年生まれ）に交代させた。
また、外相にはハーリド ビン・ムハンマド アル・ア
ティーヤ外務担当国務相（1967年生まれ）を昇任させた。

出所：カタル政府コミュニケーション事務所、retrieved 2022年10月30日
　　　 https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/his-highness-the-deputy-

amir/

アブドッラー ビン・ハマド アール・サーニー副首長写6

出所：カタル政府コミュニケーション事務所、retrieved 2022年10月30日
　　　https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/his-highness-the-amir/

タミーム ビン・ハマド アール・サーニー首長写5

�https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/his-highness-the-deputy-amir/
�https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/his-highness-the-deputy-amir/
https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/his-highness-the-amir/


642022.11 Vol.56 No.6

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

　さらに、2020年1月28日には、アブドッラー首相をハー
リド ビン・ハリーファ ビン・アドルアジーズ アッ・サー
ニー首長府長官（1968年生まれ）へと交代させた。ハー
リド首相は、2002年までカタル液化ガス社に勤務した
経験を持つ。
　2014年11月11日、タミーム首長は実弟アブドッラー
殿下を副首長に任命した。但し、皇太子のポジションは
空席のままとされていることから、今後、将来的にタミー
ム首長は自分の子息を皇太子に就けて、後継者としてい
くとの見方がある。
　アブドッラー新副首長は、1988年2月9日生まれ（34歳）。
2010年にジョージ・タウン大学を外交学で卒業し、
2018年にはカタル・エナジー社の取締役会会長に就いた。

（3）エネルギー担当の閣僚および政府組織

　カタルにおける石油天然ガスセクターの戦略立案と実
施監督は、エネルギー・産業省（Ministry of Energy and 
Industry）が行っている。他方、事業の遂行はカタル・
エナジー社が担っており、 探鉱、生産、精製、輸送、貯
蔵、輸出、販売、小売りなどすべての石油・ガス事業を
管轄している。
　1999年から2011年1月まで、アブドッラー ビン・
ハマド アル・アティーヤ（1952年生まれ） 氏が、また、
2011年1月から2018年11月までは、ムハンマド サー
リハ アッ・サアダ氏（1961年前後生まれ）が産業エネル
ギー相に就いていた。そして、2018年11月にサアド シャ
リーダ アル・カアービー氏（1967年生まれ）がエネルギー

担当国務相に就任し、さらに国営カタル・エナジー社長
兼CEO職にも就いた。

（4）近年の動き

　2010年12月13日、アティーヤ エネルギー・産業相
はLNG年間生産能力が7,700万トン体制になったことを
発表。
　2017年4月3日に、ノースフィールド・ガス田の本格
開発を停止するというモラトリアムを解除した後に、ト
タルエナジーズはLNGの再拡張計画を発表しており、
2027年までに生産能力を1億2,600万トンまで引き上げ
ることを目標として掲げた。
　2017年6月5日、サウディ、UAE、バハレーン、エ
ジプトの4カ国が、カタルに対して国交を断絶すると発
表した。さらに、陸海空でカタルとの物流ルートも停止
した。
　理由は、カタルがムスリム同胞団を支援したことや、
モラトリアム解除の背景にイランとも連携してガス田開
発を行うこと、さらにはアル・ジェジーラTVなどのメ
ディアを使って隣国へ政治的攻撃を行ったことなどとみ
られた。こうした断交状態は、2021年1月5日まで、約
3年半続いた。

　2019年1月よりカタルはOPECからは脱退した。ガ
スを産出するときに随伴して出てくる液体分が石油とし
てカウントされるため、ガス開発が重要なカタルにとっ
ては、原油の協調減産に応じた割り当て生産量を守るこ
とが難しいという事情とみられている。

出所：カタル・ガス retrieved 2022年10月30日
　　　https://www.qatargas.com/english/aboutus/chairmans-message

サアド  アル・カアービー大臣写7

年　月 経　歴

1986年 カタル石油（現在のカタル・エナジー）社
に入社
ペンシルバニア州立大学に留学しエネル
ギー・ガス工学部を卒業

2006年 石油・ガス・ベンチャー部長
2014年11月 社長兼CEO
2018年11月 エネルギー担当国務相

https://www.qatargas.com/english/aboutus/chairmans-message
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 これまで、湾岸産油国の歴史や為政者の来歴、エネルギー
開発機関や公社の沿革などについて触れてきたが、新世
代の湾岸為政者たちの関係について、触れておきたい。

（1） カタルとの断交を解除して、カタル首長をサウディ

皇太子が自ら案内

　2021年1月5日、サウディアラビア北方のアル・ウラー
でGCCサミットが開かれクウェイトの仲介で、サウディ
アラビア、UAE、バハレーン、エジプトは2017年6月
5日以来続けてきたカタルに対する断交を解除し、国交
回復に合意した。同日、サウディのムハンマド皇太子が
カタルのタミーム首長を、アル・ウラーの遺跡地区にて
徒歩で案内した（写8）。さらにムハンマド皇太子が自ら
高級4WDのハンドルを握り、タミーム首長を助手席に
乗せて、案内し、客人として丁寧に接遇する様子を国営
メディアで報じて、国交を正常化して融和を進めること
を内外に印象付けた（写9）。
　GCCは人口増加率が高く、国民層の平均年齢は低い
ため、こうした融和の示し方は、両国の若年層から高く
支持されている。

（2） サウディが仲介して、カタルとアブダビとの融和促

進か

　2021年9月18日、サウディアラビアのムハンマド皇
太子個人事務所長官兼ミスク基金理事のバダル アル・
アサーキル氏が、自身のツイッターで「紅海での友好的
で同胞的な会合でムハンマド皇太子（画像中央）とカタル
のタミーム首長（画像左）と、UAEのアブダビ首長家メ
ンバーでUAEの公安機関のトップを務めるタハヌーン 
ビン・ザーイド殿下（画像右端）が一堂に会した」と掲載
した（写10）。この画像を使って、サウディ国営「サウ
ディ・ガゼット」通信がリツイートした。
　公表されたデータによれば、この時点でカタル首長は
41歳、サウディ皇太子は36歳、アブダビのタハヌーン
殿下は51歳であった。
　3人共が、あえてラフな服装で屈託ない笑顔で写る画
像を公開することで、互いに緊張感のない関係であるこ
とが印象付けられた。もちろん、子供のように楽しそう
な情景とは裏腹に、現実世界では3人共が、配下に軍・
治安機関を持つ立場にあるだけに、3人の関係にはシリ
アスな側面があることはいうまでもない。

9. 新世代為政者たちの関係について

出所：サウディ国営「アラブ・ニュース」サイト版、2021年1月5日付
　　　https://www.arabnews.com/node/1787801/saudi-arabia

カタル首長を徒歩で案内するサウディ皇太子写8

出所：サウディ国営「サウディ・ガゼット」、2021年1月6日付サイト版
　　　https://www.saudigazette.com.sa/article/602190

カタル首長を自ら 4WD で案内するサウディ皇太子写9

https://www.arabnews.com/node/1787801/saudi-arabia
https://www.saudigazette.com.sa/article/602190
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　本年2月下旬よりロシアがウクライナに侵攻し、欧米
はロシアに制裁を課したまま出口が見えない。そうした
なか、ドイツを中心として欧州諸国では、ロシアからパ
イプラインを通じたガス輸出の流れが滞り、冬場にかけ
てのエネルギー不足が見込まれる。
　ドイツ首相は9月24日にサウディアラビア、25日に
UAEとカタルを訪問して、LNG確保のための協定を結
んだ。
　GCCの産油国にとっては、OPECプラスの国々に加
えて、欧州の消費国との関係も深めているわけである。
同時並行して、イラクが仲介してサウディアラビアとイ
ランが和平の協議を続けている。
　今後、イランとの関係再開が本格的になれば、サウディ
アラビアやUAEにおいてもシーア派人材の復権といっ
た現象も考えられる。

　将来的には炭化水素の開発に、国際的な規制の圧力が
かかる可能性も排除しきれない。
　こうした影響により、かつてのように国内にある油ガ
ス田を、回収率を最大化することを目的にした開発計画
に従って、時間をかけて生産していくだけでは済まなく
なった。より、早急に地下に埋蔵されたエネルギー資源
を、生産、輸出して現金化することも必要となってきた。
　COP27がエジプトのシャルムッシェイクで、2023年
のCOP28がUAEで開催される予定である。産油国側で
開催される流れの中では、かつてのように炭化水素資源
への依存を削減することだけではなく、幅広い視点から
の議論が行われていくことも考えられる。そうした中で
は、DXや新エネルギーなど多岐にわたる知見を持つ人
材が活躍していくようになると考えられる。

おわりに 

　こうした画像が配信された背景については、UAEは
カタルへの不信感をぬぐえず、国交こそ再開したが、融
和にはいまだ程遠い状態であるため、サウディが仲介し
てGCCの亀裂修復と融和促進のため、アブダビとカタ
ルとの間の不信感を解こうと腐心しているとの見方が出
ていた。
　しかし、それでも、SNSを活用している面でも若い指
導者たちによる、新たなイメージ造りが打ち出されたと
いえよう。さらに、トップ同士が、インフォーマルな装
いで、個人的にも睦まじい間柄であることを内外に示す
ことで、偶発的なトラブルを起こさせないという機能が
有効に働いている。

<注・解説>
＊1： 1960年8月に、メジャーズが引き下げた原油の価格水準として、例えばサウディアラビア産のアラビアンライ

ト（API34°）が、1バーレル当たり1.90ドルから、1.80ドルに引き下げられた。ちなみにアラビアンライトは、
その後OPEC諸国が生産する原油価格の決定の基準となるマーカー原油となっていく。

＊2： ヨーロッパで国王、大公といった君主制を採る国は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、リヒテンシュ
タイン、ルクセンブルク、アンドラ、モナコ、オランダ、ベルギー、スペイン、イギリスがあり、太平洋でも

出所： h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / B a d e r m a s a k e r /
status/1438892993352814595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%
5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438892993352814595%7Ctwgr%5
Ebf581841169f7b471217b65ab8e95e334156c650%7Ctwcon%5Es1_&
ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1647053

カタル首長、サウディ皇太子、
UAE 国家公安顧問の歓談写10

https://twitter.com/Badermasaker/status/1438892993352814595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438892993352814595%7Ctwgr%5Ebf581841169f7b471217b65ab8e95e334156c650%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1647053
https://twitter.com/Badermasaker/status/1438892993352814595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438892993352814595%7Ctwgr%5Ebf581841169f7b471217b65ab8e95e334156c650%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1647053
https://twitter.com/Badermasaker/status/1438892993352814595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438892993352814595%7Ctwgr%5Ebf581841169f7b471217b65ab8e95e334156c650%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1647053
https://twitter.com/Badermasaker/status/1438892993352814595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438892993352814595%7Ctwgr%5Ebf581841169f7b471217b65ab8e95e334156c650%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1647053
https://twitter.com/Badermasaker/status/1438892993352814595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438892993352814595%7Ctwgr%5Ebf581841169f7b471217b65ab8e95e334156c650%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1647053
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サモアなどがある。さらには、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ソ
ロモン諸島、ツバル、パプラニューギニアは英国の君主を国王とする立憲君主制をとっている。

＊3： オマーンでは2019年12月に、オマーン石油公社（OCC）、オマーン石油精製・製油製品会社（Orpic）、オマー
ン石油公社掘削生産会社（OOCEP）、オマーンガス公社（OGC）、Duqm精製会社、サラーラ・メタノール社、オ
マーン国際貿易、Oxen社、サラーラ液化石油ガス社の9社が統合してOQという統一ブランドを誕生させた。
OQグループが、オマーンの上流からダウンストリーム、物流まで行う。

<参考文献>
「湾岸アラブ産油国の王家/首長家：その歴史的背景と政治の現状（各国王族間の外交関係をめぐる情勢等を含む）に
関する概論」、  2018年1月号 、JOGMEC石油・天然ガスレビュー
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/review_reports/1007411/1007412.html
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https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_project_/pdf/5/5584/1502_out_sa_KingSalmanAdm.pdf
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https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_project_/pdf/7/7674/1512_f_sa_ir_cut.pdf
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_project_/pdf/7/7771/201607_001a.pdf
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_project_/pdf/7/7916/170222_hamada.pdf
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_project_/pdf/7/7989/201707_001a.pdf
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