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アンケート返送先    FAX： 03-3587-2485 

e-mail：ORB@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 北米課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：米国大統領選挙の結果に対する各国・地域の反応 

ジェトロでは、米国大統領選挙の結果が主要国・地域でどのように受け止められたか、その反応にご関

心をお持ちの皆様への情報提供を目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是

非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「米国大統領選挙の結果に対する各国・地域の

反応」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想をご記

入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

※ご提供頂いたお客様の情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただきます。また、上記

のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。 

～ご協力有難うございました～～
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総論 

 

 本報告書は、2012 年 11 月 6 日の米国大統領・議会選挙の結果を踏まえ、11 月 12～21

日にかけて、各海外事務所から得た各国・地域の反応に関する報告をまとめたものである。 

 

2012 年 11 月 6 日の米国大統領選挙で、民主党のオバマ大統領が再選された。諸外国・

地域では、オバマ氏の再選を歓迎する反応が大半を占めた。特に、米国の経済・外交政策

に関して、オバマ政権第 1 期目の方針が継続される見通しが立ったことが、各国・地域の

首脳陣に一定の安心感を与えたようだ。 

 

しかし、同時に、米国が抱える喫緊の経済・財政問題の見通しに関して、各国・地域が

少なからぬ不安を抱いている様子もうかがえた。大半の国・地域のメディアや専門家が、

大統領選と合わせて行われた議会選挙の結果により、2013 年以降も上院で民主党が、下院

で共和党が多数を占める、いわゆる「ねじれ状態」が続く点を取り上げ、また「財政の崖」

問題の展望について論じている。「財政の崖」とは、（1）ブッシュ減税や給与税減税が 2012

年末に期限を迎え、消費者にとって実質的な大幅増税が始まる、（2）2011 年 8 月に成立し

た予算管理法に基づき、2012 年中に財政赤字縮小プログラムが成立しない場合に、2013

年 1 月から政府の支出が大幅に削減される、ことを指す。新たな対策を講じない場合には、

議会予算局は 2013 年初めのマイナス成長の可能性を指摘している。 

 

金融危機後の景気回復のスピードは緩やかといえども、世界の GDP の約 15％を占める

米国の個人消費は底堅さをみせている。小売売上高は 2009年第 3四半期以降拡大しており、

2012 年 9 月には前年同月比 5.4％増の 4,129 億ドルを記録した。自動車の新車販売台数を

みても、2012 年に入ってからはほぼ毎月、年換算で 1,400 万台を上回り、11 月に 1,500 万

台の大台にのせた。欧州や韓国の自動車大手の中には、安定的な市場回復を見通して、米

国での生産を増加するメーカーも出ている。長らく低迷していた住宅市場も好転の兆しを

みせる。民間住宅投資は 2012 年第 3 四半期に前期比年率 14.4％増となり、6 四半期連続で

増加した。住宅価格も 2012 年 9 月に 6 ヵ月連続で上昇、住宅着工件数は 3 年ぶりに年換算

80 万件を超えた。仮に「財政の崖」問題の打開策を打てずに、このような回復基調が後退

すれば、米国にモノ・サービスを輸出する国・地域にとってマイナスの影響は避けられな

い。引き続き、各国・地域の関心の的が、米国の政治動向に集まることになりそうだ。 

 

また、選挙戦中にオバマ大統領が掲げていた、製造業をはじめとする国内回帰の促進や、

政権第 1 期目から継続されるとみられる国内産業の保護と輸出促進を前面に掲げた通商政

策に関して、自国のビジネスへの影響を懸念する反応も一部で上がっている。米国が国別

で最大の貿易赤字を抱える中国をめぐっては、第 1 期目に行われた中国製タイヤの輸入に
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対するセーフガードの発動、中国のレアアース輸出規制に対する WTO への提訴、通信やエ

ネルギー分野での中国企業による米企業買収の阻止など、貿易投資上の厳しい措置が続く

のではないかと危惧する声が聞こえる。また、米議会からは引き続き、人民元の切り上げ

が要求されるとみられる。IT 産業が盛んなインドでは、国内雇用の減少につながりうる開

発途上国へのアウトソースに否定的なオバマ大統領の姿勢を受けて、米国向けソフトウエ

ア輸出が打撃を受けるのではとみる向きがある。米国との間で自由貿易協定（FTA）が発

効している韓国では、IT、再生可能エネルギー、鉄鋼、機械類分野は、米国内の雇用創出

および政府の景気浮揚の支援策により、対米輸出が拡大する見込みがある一方、エレクト

ロニクス、自動車、繊維分野はオバマ大統領が推進してきた国内産業の保護政策および輸

入規制強化により、輸出が減少する可能性もあるとの見方がある。 

 

他方、通商政策において期待が高まっているものについて、米国・EUFTA が挙げられる。

まだ構想段階に過ぎないものの、英国やドイツの政界・産業界からは、早期の交渉開始を

望む声が上がっている。また、ロシアでは、米国がロシアに対して恒久的正常貿易関係

（PNTR）を付与するかが関心事項の一つだ。 

 

 北米自由貿易協定（NAFTA）の存在もあり、米国と密接な関係にある隣国のカナダとメ

キシコに関しては、「財政の崖」問題の先行きを懸念する声はあるものの、オバマ政権との

間で大きな懸案事項はない。個別案件を強いて挙げるならば、カナダからは、カナダ産の

オイルサンドを米国に輸送する「キーストーン XL パイプライン」の建設許可を、メキシコ

からは移民制度改革の実施と銃器流通規制の強化を求める声が引き続き存在する。 

 

 外交面でオバマ政権第 2 期の懸案となりそうなのが、中東諸国との関係のあり方だ。イ

ランの核開発問題に関して、オバマ政権は外交的な解決を目指している。しかし、イラン

は、「自国に核兵器を保有する意図はなく、あくまで平和利用のための核保有とのスタンス」

を崩しておらず、オバマ政権がそうしたイランの姿勢を容認する立場に転換しない限り、

引き続き直接対話には応じないとしている。こうした中、イランの核保有を国家安全保障

上の脅威とみなすイスラエルは、軍事行動も辞さない姿勢をみせる。また、パレスチナ問

題でも、ヨルダン川西岸地区での入植活動を強行に進めている。2013 年 1 月に総選挙を迎

える同国は、対外的な強硬路線をさらに強めるとみられており、オバマ政権は中東地域の

安定化に関して難しい舵取りを迫られそうだ。 
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各論：各国・地域の反応 

＜アジア・大洋州＞ 

○胡国家主席、両国の協力的パートナーシップの新たな発展に期待（中国） 

2012 年 11 月 15 日 北京事務所 

 

胡錦濤国家主席は 11月 7日、再選を果たしたオバマ米大統領に祝電を送った。この中で、胡

国家主席は「両国および世界各国の人民に多くの恩恵をもたらすよう、中米両国の協力的パート

ナーシップの新たな発展を推進したい」と表明した。北京の有識者は、オバマ氏の再選は両国関

係の発展に有利に働くとみる一方、米国経済の再生に向けた製造業振興などの経済政策により、

中国の対米輸出、人民元レート上昇などへの圧力が増すと懸念する声も多い。 

 

＜意欲的な対中政策の継続を希望＞ 

 胡国家主席は祝電の中で、「中米関係はこれまでの 4 年間、双方の努力により大きな進展

を遂げた。中米戦略経済対話、文化交流ハイレベル協議などの対話メカニズムは重要な成

果を挙げている。中米関係の健全かつ安全・持続的な発展は両国人民の根本的な利益に合

致し、アジア太平洋地域ないし世界の平和・安定・発展に寄与する。今後も両国および世

界各国の人民に多くの恩恵をもたらすよう、中米両国の協力的パートナーシップの新たな

発展を推進したい」と表明した。 

 

 また、11 月 8 日から開催されていた中国共産党第 18 回全国代表大会（※）の蔡名照報道

官は「2 期目のオバマ政権には、意欲的な対中政策を継続し中米両国の協力的パートナーシ

ップの構築を推進し、新たな大国関係の道を歩むことを希望する」（「新華ネット」11 月 7

日）と表明した。 

 

 対中政策が争点となった今回の選挙では「大統領に就任した初日から、中国を為替操作

国に指定する」と主張した攻撃的なロムニー氏ではなく、オバマ大統領が再選したことは

米中関係の発展に有利に働くとの見方が多い。北京大学国際関係学院の王逸舟副院長は「両

国はさまざまな分野で共通の利益を持つが、うまく対処しなければ衝突につながる。過去 4

年間のオバマ政権では両国関係は安定していた。オバマ大統領の再選は関係の安定と発展

に有利に働く」（「ニューヨーク・タイムズ」紙 11 月 7 日）との見方を示した。中国国際問

題研究所の郭憲綱副所長は「オバマ大統領は選挙中は対中強硬姿勢を示したが、再選後は

現実を踏まえ冷静に対処するだろう。両国関係は直接的に対立することはなく、大きな発

展が期待できる」（「中国新聞網」11 月 8 日）とコメントした。 

 

 一方で、「アジア重視」戦略の継続による不確定要素を懸念する向きも多い。中国人民大

学国際関係学院の金燦栄副院長は「アジア重視戦略は、中国の台頭が米国の利益を損なう
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というロジックを反映したものだ。これは中国の平和的発展を誤解している。中国に損害

を与える一方で、米国側が得るものも少ない」との見方を示し「オバマ氏再選により両国

の関係がさらに発展する可能性が出てきた。新たな両国関係の筋道をどう実行に移すかは、

両国外交にとって重要課題だ」（「中国新聞網」11 月 7 日）と語った。 

 

＜経済や貿易への影響を懸念＞ 

 米中の貿易額は 2011 年に過去最高の 4,466 億ドルに達し、互いに第 2 の貿易相手国とな

った。米国から中国への直接投資額（2011 年までの累計、実行額）は 676 億ドルに達した。

また、中国は 2008 年に世界最大の対米債権国となった。米中経済の相互依存が一段と深ま

る中、オバマ氏の再選は米国経済を再生できるか、中国にどのような影響を及ぼすか注目

されている。 

 

 今回再選を果たしたものの、政権を取り巻く政治・経済環境をみると、議会のねじれ現

象、4 年連続で 1 兆ドルを超える財政赤字、8％台の高い失業率など、課題は山積している。

金副院長が「オバマ氏の製造業振興政策は正しい選択だ。目標達成に向け、教育やインフ

ラ投資、輸出促進、イノベーション奨励、医療保険制度改革などの政策が実施されるだろ

う」（人民網 11 月 7 日）と指摘する一方で、国家発展改革委員会経済研究所の王小広研究

員は「雇用創出、中小企業保護などの政策は中低所得層に歓迎されているが、中長期的に

は米国経済、中国経済、世界経済にとっては不利に働く。オバマ政権の保護主義的措置に

より経済の回復には時間を要することになる」（「東方早報」11 月 9 日）と指摘した。 

 

 オバマ政権は製造業振興政策を打ち出しており、米国企業の中にはこの数年で、製造拠

点を中国などから米国に回帰させる事例も出てきている。また、輸出倍増計画の推進で、

中国政府に対する人民元上昇圧力が強まると見込まれる。さらに大統領選の最中、中国製

のタイヤや太陽光パネルの関税上乗せ、自動車産業への不公正補助制度に対する WTO への

提訴など、中国に対する貿易上の対抗措置をいくつか打ち出した。そのほか、米国下院情

報問題委員会は 10 月、中興通訊（ZTE）、華為技術（ファーウェイ）の通信技術に安全保

障上の懸念があるとする報告書を出し、またオバマ大統領は大手建機メーカーの三一集団

による米国風力発電企業の買収を同じく安全保障上の懸念から阻止した。こうしたことか

ら、今後のオバマ政権下では中国企業の対米投資および中国製品の対米輸出に深刻な影響

が出る懸念もくすぶっている。こうした懸念について郭副所長は「中米貿易の発展、補完

性の弱まりにより、両国には経済・貿易面での摩擦は避けられない。しかし正常な範囲内

にコントロールされるので、貿易戦争にはならない」（中国新聞網 11 月 8 日）との見方を

示している。 

 

（張敏） 
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※同大会で中国共産党総書記に就任し、2013 年 3 月の全国人民代表大会で国家主席に就任

することが確実視されている習近平氏は、2012 年 2 月に訪米し、オバマ大統領をはじめ政

権や議会の重要人物と会談をしている。 
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○オバマ大統領再選は国内経済に良い影響（韓国） 

2012 年 11 月 12 日 ソウル事務所  

 

米国の大統領選挙でオバマ大統領が再選されたことに、政界、経済界は歓迎の意を示した。経

済専門家らは、産業別で明暗が分かれるものの、全般的には国内経済に良い影響を与えると分

析している。しかし、第 2期オバマ政権による保護貿易政策の強化、北朝鮮政策の変化などが懸

念材料になる可能性もあると指摘している。 

 

＜次期大統領候補らも歓迎＞ 

 オバマ大統領の再選について、政界は直ちに歓迎の意を表明した。インドネシアを訪問

中の李明博（イ・ミョンバク）大統領は、オバマ大統領への祝電で、「米国国民がオバマ大

統領とオバマ大統領が提示した今後 4 年間の米国の『前進（Forward）』を選択したことを

聞き、大変うれしかった」とし、「今後も韓米同盟が継続的に発展して行くことを確信する」

と述べたことを明らかにした。また、12 月 19 日に実施される大統領選挙の有力候補である

セヌリ党（与党）の朴槿恵（パク・クネ）氏、民主統合党（野党）の文在寅（ムン・ジェ

イン）氏、無所属の安哲秀（アン・チョルス）氏（※）もそれぞれオバマ大統領の再選に

歓迎の意を示した。とりわけセヌリ党では、オバマ大統領と朴候補は米国における黒人大

統領と韓国における女性候補者という少数派の観点で類似性があるとし、また、民主統合

党は党名に同じく「民主」が入っていることをアピールし、12 月の選挙の好材料だとして

いる。 

 

 経済界も一斉に歓迎の声明を発表した。全国経済人連合会（日本の経団連に相当）は再

選歓迎のプレスリリースで、「オバマ大統領の体制の下で発効した韓米自由貿易協定（FTA）

で韓米同盟が引き続き発展していくことを期待する」と強調した。大韓商工会議所も「オ

バマ大統領の強力なリーダーシップにより、世界経済の安定と韓国企業の海外輸出が拡大

することを期待する」とコメントした。 

 

＜対米輸出は分野で明暗＞ 

 一方、経済専門家は、オバマ大統領の再選で政策変化などの不確実さが解消し、国内経

済に好材料として作用するとしている。民間シンクタンクの現代経済研究院は「オバマ再

選が韓国経済に及ぼす影響」という報告書で、オバマ大統領の再選によって米国の政治と

経済のリーダーシップが回復することにより、韓国経済の成長にも良い影響を及ぼすと分

析した。 

 

 また、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）は「産業別の機会要因と脅威要因」というプレ

スリリースで、実利型の通商政策が維持され、韓国の対米輸出が拡大する可能性があると
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分析した。特に同報告書は、IT、再生可能エネルギー、鉄鋼、機械類分野は、米国内の雇

用創出および政府の景気浮揚の支援策により、対米輸出が拡大する要因になると分析した。

しかし、エレクトロニクス、自動車、繊維分野はオバマ大統領が推進してきた国内産業の

保護政策および輸入規制強化により、輸出が減少する可能性もあると展望した。 

 

＜北朝鮮問題で意見の相違の可能性も＞ 

 さらに、国内の多くのマスメディアは、外交、通商、安全保障の分野でも今までの友好

的な韓米関係が持続するとみている。しかし、第 2 期オバマ政権からの退任が予想される

クリントン国務長官の後任に誰が就任するかで、北朝鮮をめぐり韓米関係に緊張が生じる

可能性もあると分析している。特に、12 月の大統領選挙で野党系の大統領が誕生すると、

すぐに北朝鮮との関係改善に動き出すとみられ、この場合、米国と見解の相違が生じる可

能性もあるとしている。 

 

〔李海昌（イ・ヘチャン）〕 

 

※同氏は 11 月 23 日に立候補の辞退を表明。12 月 6 日には最大野党・民主統合党の文在寅

（ムンジェイン）氏と会談し、大統領選で文氏を全面的に支持すると表明している。 
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○経済政策の継続性に好意的な反応（タイ） 

2012 年 11 月 16 日 バンコク事務所  

 

米大統領選でオバマ大統領が再選を果たしたことで、タイでは経済政策や外交政策が継続さ

れるとの見方から好意的な反応が大勢を占めた。しかし、「財政の崖」に対する懸念が示されるな

ど、今後の米国の政策動向に注視する必要性を訴える意見もみられた。 

 

＜「財政の崖」など懸念材料を指摘＞ 

 国内では、オバマ大統領再選を歓迎するコメントが相次いだ。「ネーション」紙は、オバ

マ大統領再選が確定した翌朝に「吉報、オバマ大統領再選」とする記事を掲載した。同記

事の中で財務省マクロ経済政策担当のブンチャイ氏は、オバマ大統領再選は経済政策の継

続を意味するため、米国経済回復の動きが継続するだろう、そしてタイの輸出に良い効果

をもたらすと語った。しかし、欧州での債務問題が解決していないため、世界経済の回復

には時間を要すると分析している。また同氏は、「財政の崖」の問題についても、米国議会

で予算削減について合意できるかどうかが懸念材料であると指摘している。タイ商工会議

所のチャチャイ副会頭も、オバマ大統領再選により経済政策が継続することから米国経済

は回復に向い、タイ経済もその恩恵により輸出が増加するとみている。 

 

 タイ財界では、選挙前からロムニー氏の対中国強硬路線に対する懸念が聞かれており、

オバマ大統領に対しては経済政策、外交政策の継続性の観点などから総じて好意的な評価

がなされている。 

 

＜米政策のタイへの影響を注視＞ 

 「クルンテープトラキット」紙は、当面タイへの影響は限定的なものにとどまるとする

コメントを掲載した。タイ中央銀行のプラサーン総裁は、米大統領選の結果を受けて金融

市場の動向を注視しているが、為替動向（バーツ高）や資本流入の動きに異常はみられな

いとの見解を示した。しかし、引き続き米国の政策を注視する必要があるとの判断を示し

た。また、食品・飼料大手の CP フーズのアディレック社長は、オバマ大統領再選により経

済政策に大きな変化はないため、タイへの影響は最小限であるが、タイに影響を与える新

しい政策が出るかどうかを注視することが重要だ、と語っている。 

 

 一方、「タイラッシュ」紙によると、アジアプラス証券のコンキアット主席エグゼクティ

ブオフィサーは、オバマ大統領再選を経済政策および外交政策上歓迎するとした上で、ア

ジアへの過度の資本流入によりバーツを含むアジア各国の通貨が高くなることも考えられ

るため注意が必要だとの見解を示している。 

 

（橋本逸人、コンゲオ・キータモタニーヤクン） 
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○政治・経済・外交政策の継続に好意的評価（インドネシア） 

2012 年 11 月 21 日 ジャカルタ事務所  

 

オバマ大統領が 6歳から 4年間過ごしたインドネシアでは、同氏の再選はこれまでの政治・経

済政策や外交政策が継続されるとの見方から、好意的な反応が大半を占めた。一方で、2010年

に締結した包括的パートナーシップについては、米国政府による「具体的な貢献」を求める声も挙

がっている。 

 

＜「包括的パートナーシップ」の実現に期待＞ 

 オバマ氏が 1968 年から通学した首都ジャカルタのメンテン地区にある第 1 小学校では、

11 月 7 日、在校生らが地元テレビによる生中継の選挙速報を見守った。再選確実が伝えら

れると、拍手が湧き起こり、同氏の顔写真が載ったポスターを掲げながら「オバマ勝利、

オバマ勝利」と歓声を上げた。 

 

 このようなインドネシア人のオバマ氏に対する根強い親近感を背景に、閣僚、産業界か

らは再選を歓迎するコメントが相次いだ。 

 

 インドネシア経営者協会（APINDO）のソフィアン・ワナンディ会長は「幼少時代の 4

年間をジャカルタで過ごしたオバマ氏はインドネシア国民にとって親しみがある。対イン

ドネシア政策においてこれまでの良好な関係を維持できる」という観点から好意的な評価

をしている。マリ・パンゲストゥ観光・クリエーティブ担当相も地元紙に対して同様のコ

メントをしている。 

 

 また、ソフィアン会長は、オバマ大統領が 2010 年 11 月に訪問した際にユドヨノ大統領

との間で締結した「包括的パートナーシップ」に触れ、これらの約束が継続され、具体的

に実現することが第 2 期政権下では重要とし、特に教育面での貢献に期待するとコメント

した。地元紙によると、同パートナーシップでは、政府が進めているインフラプロジェク

トの経済開発加速・拡大マスタープラン（MP3EI）に関連して最大 50 億ドル規模の貢献が

予定され、その中には気候変動、エネルギー分野に関するプロジェクトも盛り込まれてい

るという。 

 

 最近の両国の 2 国間貿易は、インドネシア側の貿易黒字が続いており、インドネシアか

らの輸出は堅調に伸びている。しかし、英国スタンダードチャータード銀行のファウジ氏

は、今後、予想される米国政府の財政削減や増税により、米国経済の成長率は最大でも 3％

程度となる予測を示し、その場合、米国における需要減退によりインドネシアの輸出が落

ち込む可能性も否定できないと警鐘を鳴らした。 
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 米国企業によるインドネシアへの 2011 年の直接投資は、シンガポール、日本に次ぐ第 3

位の約 14 億ドルに上り、投資調整庁（BKPM）のバスリ長官はオバマ大統領再選による米

国企業進出に変化はないとコメントしている。業種は、従来の資源関連のみならず、昨今

進出が目立つ製造業、食品関連のほか、オバマ政権下ではエネルギー関連の投資が重要視

されるとみられる。 

 

＜国際協議の場で存在感示す好機＞ 

 アジア太平洋最重視戦略を掲げるオバマ大統領の再選は、ASEAN、APEC、G20 のよう

な多国間協議の場において、インドネシアが存在感を示すチャンスとする声も多い。外務

省職員で、インドネシア平和民主主義研究所（IPD）アドバイザーでもあるスティオノ氏は

「ジャカルタ・ポスト」紙に「インドネシアのグローバルな役割」と題した論文を掲載し、

ASEAN の一部加盟国と中国が領有権を争う南シナ海問題への平和的な解決に向け、インド

ネシアは建設的な議論を誘導する役割を担うことができるとしている。また、政府が 2008

年より主催し 12 年で 5 回目の開催となる「バリ民主主義フォーラム（BDF）」の例を挙げ、

各国の民主主義構築を主導し、域内での存在感拡大を図ることで貢献ができると主張して

いる。 

 

 一方国防面では、インドネシア国軍（TNI）の装備調達について、マルティ外務相が 2012

年 9 月に米国を訪問した際に、クリントン米国務長官と会談後、AH－64 アパッチ攻撃ヘリ

コプターの納品を受けることが発表されており、インドネシア国防省幹部は F16 戦闘機、

AGM－65 マーベリックも含め、装備納入の実現を訴えたいとコメントしている。 

 

（藤江秀樹） 
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○産業界は関係強化に期待、IT 業界は懸念も（インド） 

2012 年 11 月 13 日 ニューデリー事務所  

 

インドでは、オバマ大統領再選を歓迎する報道が大半を占め、印米 2国間は引き続き良好な関

係が続くとみられる。一方で IT業界からは、自国の雇用確保を目的に途上国へのアウトソーシン

グに否定的なオバマ大統領の姿勢に懸念の声も挙がっている。 

 

＜良好な政治・経済関係を確信＞ 

 マンモハン・シン首相は「インドと米国は、平和への貢献、経済の拡大、科学技術・技

術革新・高等教育など、潜在性のある分野で協調できる余地が多く残されている。わが国

の国民にも世界に挑戦するチャンスを与えたい」と両国の一層の関係強化に期待を込め、

再選を果たしたオバマ大統領に祝意を伝えた。 

 

 産業界からは、インド商工会議所連盟（FICCI）のカノリア会長が「1 期目のオバマ政権

が苦労しながらも大事に育んできた印米の戦略的経済パートナーシップが、再選によって

さらに発展するだろう。特に高等教育、安全保障、農業、原子力協力の分野での関係強化

を期待する」とした。インド工業連盟（CII）のゴドレッジ会長も「インドの産業界は、貿

易障壁を減らすことで、印米の経済関係を一層強固なものにしたい」とコメントした。 

 

 今後の 2 国間関係について、国連・アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）のナゲッシ

ュ・クマール主席エコノミストは「1 期目と同様、両国が良好な政治・経済関係を持続でき

ることは間違いない」と太鼓判を押す。外務省傘下のシンクタンク途上国研究情報システ

ム（RIS）もまた、2 期目のオバマ政権下でも良好な 2 国間関係が維持されると予測してい

る。 

 

＜アジアのパワーバランスを意識＞ 

 一方、商工省傘下のインド対外貿易大学（IIFT）のある教授は「米国は、アジア域内で

の中国の影響力拡大を牽制するパワーバランスとしてインドを必要としている。インドは

米国の東アジア政策に欠かすことのできない存在になる」と述べた。また、前出の RIS の

ある研究員も「インドがアジア域内の政治力学の中心に台頭してくる可能性がある」と分

析する。 

 

 米国にとってインドの重要性が増す要因の 1 つには、近年の印中関係の改善に対する米

国の警戒心もある。2011 年は中国がインドにとって最大の貿易相手国となり、さらに 12

年の G20・ロスカボスサミット後に行われた印中首脳会談で、両国が貿易・投資のさらな

る関係強化を約束したこともこれに拍車を掛けている。 
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＜IT 業界への影響が唯一の懸念＞ 

 主要経済紙「タイムズ・オブ・インディア」は、インド経済界への影響について、「IT 業

界に与える影響がオバマ大統領再選に際してのおそらく唯一の懸念だろう」と報じている。

オバマ大統領は人件費の安い途上国へのアウトソーシングについて、「国内の雇用の確保を

脅かす」として反対姿勢を崩していない。今回の選挙期間中も、ビジネス寄りの発言が多

いロムニー大統領候補を批判した。この姿勢は、さらに強まることも予想され、インドの

米国向けソフトウエア輸出にも大きな打撃を与える恐れがある。2011 年度の米国向けソフ

トウエア輸出額は 426 億ドルに上り、インドのソフトウエア輸出全体の 61.6％を占めた。 

 

 インドを代表する IT 企業 iGATE のマーシー会長は「オバマ大統領の 1 期目では、アウ

トソーシングに対する大統領の否定的な態度がありながらも、インドは米国向けソフトウ

エア輸出を伸ばすことができたが、2 期目はそう簡単にはいかないはずだ」と業界に警鐘を

鳴らした。インドのソフトウエアサービス企業協会（NASSCOM）のミッタル会長も「イ

ンドの IT 技術が米国企業に効率性と競争力をもたらしている」とした上で、「彼らには技

術が不足している。インドへのアウトソーシングが米国企業の抱える課題を解決する 1 つ

の手段になっていることに今こそ気付くべきだ」と述べた。 

 

（西澤知史） 
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＜北米＞ 

○景気回復や環境エネルギー政策の進展に期待（カナダ） 

2012 年 11 月 16 日 トロント事務所  

 

ハーパー首相は、オバマ米大統領の再選を歓迎する一方で、最大の輸出市場である米国の経

済回復のほか、環境エネルギー政策、財政政策、政府支出などによるカナダへの影響について

注視している。 

 

＜オバマ大統領の再選を歓迎＞ 

 ハーパー首相はオバマ大統領の再選が確定した直後に、これを歓迎する声明を発表。そ

の中で、2 国間関係は世界で最も密接かつ広域にわたるものだとし、この 4 年間、オバマ政

権とは重要な 2 国間イニシアチブを進めてきた成果を強調した。2 国間の安全保障を強化し

ながらも、貿易やヒト・モノの移動を円滑化する「国境管理に関する行動計画」や環太平

洋パートナーシップ（TPP）に関する取り組みなどを具体例として挙げ、向こう 4 年間も

引き続き 2 国間の貿易・投資の促進に向けて協力したいと述べた。加えて、イラン、シリ

ア情勢など喫緊のグローバルな問題でもともに取り組んでいくとした。 

 

 国内でのオバマ大統領に対する「支持率」は高い。調査会社のフォーラム・リサーチが

大統領選挙直前に約 2,000 人のカナダ人に対して行った世論調査では、オバマ大統領への

支持が圧倒的だった。（実際に投票権はないが）投票できたとすれば誰を選ぶかとの問いに

は 78％がオバマ大統領と回答し、カナダ経済にとってベストな候補者は、との問いにはロ

ムニー候補が 19％にとどまる一方で、オバマ大統領は 63％の支持を得ていた。 

 

＜経済問題が最大の関心事＞ 

 総論では、カナダの有識者は本質的かつ重要な 2 国間の政策課題はいずれの候補者が勝

利しても前進するとしていた。一方、各論レベルでは、米国経済に大きく依存するカナダ

は、隣の大国の政策から直接的または間接的に多大な影響を受ける。「ナショナル・ポスト」

紙（11 月 4、5 日）や「グローブ・アンド・メール」紙（11 月 5、7、8 日）は、選挙前後

に両候補者の主張をカナダへの影響という視点で次のように比較・分析していた。 

 

 米国への輸出が約 7 割を占めるカナダは、最大の市場である米国の回復と成長が直接影

響するため、経済は最大の関心事項だ。「財政の崖」に対する懸念とその影響についてはカ

ナダでも広く報じられていたが、両候補者の増税・減税やインフラ支出に関する政策の違

いにも関心が寄せられていた。 

 

 軍事費については、これまで多額の予算を軍事費に充ててきた米国と協力することで、
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カナダは GDP の 1％強にとどめてきた。だが、米国の経済状況から今後の軍事費削減は不

可避であり、その結果、カナダの負担増となる可能性がある。ロムニー候補は最低 GDP 比

4％の軍事費を維持するとしていたため、ロムニー当選なら現状に近く影響も軽微だっただ

ろう。一方、オバマ大統領は軍事費を削減し、債務削減とインフラへの投資に充てる計画

を示していたため、カナダの軍事費負担増という影響は潜在的には大きいといえる。 

 

＜石油の対米輸出の行方や環境政策の進展にも注目＞ 

 米国の環境エネルギー政策も最大関心事項の 1 つだ。とりわけカナダのオイルサンド由

来の原油を米国に輸送する「キーストーン XL パイプライン」プロジェクトの行方が注目さ

れる。オバマ政権は自国の風力や太陽光などの再生可能エネルギー開発を強く推進してお

り、気候変動対策ではロムニー候補より積極的だ。2012 年 1 月には同パイプライン計画案

を一度却下しており、カナダはこれを受けてアジア向け輸出の可能性の追求に大きくかじ

をきった経緯がある。ロムニー候補はオバマ大統領の判断を強く批判し、米国単独ではな

く、カナダ産の石油やガスも含めた北米全体でのエネルギー安全保障と自給を推進すべき

と繰り返し強調している。イランやベネズエラなどへの依存から脱却すべく、同パイプラ

イン建設計画については当選後に即座に許可すると公約していた。 

 

 オバマ大統領は 11 月 6 日の勝利演説の中で、「米国は子どもたちが温暖化の破壊的な力

に脅かされない国に住むことを望む」と気候変動問題に明示的に言及している。これにつ

いて、デイビット・ジェイコブソン駐カナダ米国大使はオバマ大統領の長年の関心事項だ

とあらためて指摘する。「キーストーン XL パイプライン」計画を却下した背景は、気候変

動政策ではなく、ネブラスカ州での環境問題をめぐる論争にあるという。オバマ大統領は

今後も許可しないとは発言しておらず、同州で起きている反対運動を勘案すればルートが

最適とはいえないと述べただけだと説明している。加えて、同パイプライン建設を進める

トランスカナダは計画が却下された際に指摘された環境への影響に対応した修正案を再提

出しており、オバマ大統領の再選でも計画が許可されるとの公算が大きい、との見方を示

している。 

 

＜ヘルスケア改革法ではカナダ人医師らの流出に懸念＞ 

 選挙で大きな論点の 1 つとなった医療保険制度改革も、隣国カナダにとって他人事では

ない。オバマ政権のヘルスケア改革法を通じて、最終的には新たに 3,000 万人が保険に加

入することになるといわれている。その結果、2015 年までに 6 万 3,000 人の医師が不足す

ると米国医科大学協会（AAMC）は試算する。米国はこれまでにもカナダ人医師や看護師

を雇うことでその不足を解消してきたことから、カナダからの人材の流出が懸念される。 

 

 最後にハーパー首相との相性がある。ハーパー首相はこの 4 年間、オバマ大統領とは良
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好な関係を構築・維持してきたが、元駐米カナダ大使のデレク・バーニー氏は戦略的な協

力に欠けていたとも指摘する（「グローブ・アンド・メール」紙 11 月 5 日）。というのも、

カナダの TPP 参加については米国と最後まで協議を続ける必要があった。「キーストーン

XL パイプライン」プロジェクトの却下問題だけではなく、2 国間貿易推進の要となるウィ

ンザー～デトロイト間の第 2 橋建設では、カナダが多額の負担をすることでやっと前進し

たが、オバマ政権からの貢献はほとんどなかったという。「ナショナル・ポスト」紙（11 月

5 日）は、政策や考え方はロムニー候補の方が近く、ハーパー首相からの連絡や依頼にも、

より協力的になったのではないかとも指摘していた。ハーパー首相、ロムニー候補ともに

保守派で、世界情勢でもイスラエルを擁護しイランを危険視する考えや、中国やロシアに

対する厳しい姿勢を取ること、自由貿易の推進派である点などが共通する。ただ、カナダ

は米国の自由貿易協定（FTA）相手国とは同様の競争条件を維持するように努めながらも、

米国が FTA を締結していない EU やインドなどとも先んじて交渉を進めることで、独自の

競争力を付加する政策をとってきた。そのため、FTA 推進派のロムニー候補が政権を取っ

ていれば、この独自の競争力にマイナスの影響を与えていただろうとも報じている。 

 

＜2 国間の政策課題の前進は「財政の崖」の適切な対応次第＞ 

 「グローブ・アンド・メール」紙（11 月 7 日）は、米国企業はこれまで景気後退入りを

恐れて過去何ヵ月にもわたって多額のキャッシュを保留し、重要な投資を遅らせてきたが、

選挙戦の終結は少なくとも懸念の一部を払拭（ふっしょく）し、ビジネス界は好転に向か

うだろうと報じている。C.D.ハウ研究所のウィリアム・ロブソン所長は、世界では強い米

国が重要だとし、選挙戦が終了したことで問題解決への窓が開き、実質的な協議ができる

ようになったと評価している。ただ、モントリオール銀行（BOM）チーフエコノミストの

ダグ・ポーター氏は、米国の債務削減策が効果を発揮するには何ヵ月もかかるため、「財政

の崖」は少なくともあと数ヵ月は存在することになると指摘する。 

 

 一方、カナダ商工会議所の米加関係の特別アドバイザーであるポール・フレイザー氏は、

11 月 8 日付のニューズレターの中で、オバマ大統領が「財政の崖」の適切な対処法を 2012

年中（12 月末まで）に提示できなければ、米国経済が景気後退入りするばかりか、カナダ

への影響も計り知れないと警告している。加えて、パイプラインの許可問題、国境管理政

策などもオバマ政権の中で優先順位が下がり、後回しにされてしまうだろうとし、従って

カナダの政界と産業界は今後のワシントンの動きに特に注視する必要があると述べている。 

 

（宮崎裕之） 
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＜中南米＞ 

○移民制度改革と銃器流通規制に期待（メキシコ） 

2012 年 11 月 13 日 メキシコ事務所  

 

カルデロン大統領は、オバマ大統領に親書を送り、今後の協力関係強化を伝えた。今回の大

統領選では、ヒスパニック有権者の票が明暗を分けた州も多かった。不法移民への市民権付与を

期待するこれらの票が民主党に集まったことが背景にある。 

 

＜カルデロン大統領は協力関係の継続を強調＞ 

 大統領府プレスリリース（11 月 7 日）によると、カルデロン大統領（※）は、オバマ大

統領に親書を送り、手本のように民主的なプロセスだったと評価。メキシコと米国それぞ

れの社会が 2 国間協力の礎として責任を共有・強化していくことの重要性を強調、近年培

ってきた 2 国間のカギとなるテーマについての長期的、戦略的ビジョンが大事だとした。

また、双方が協力関係を広げ、深化し続け、繁栄と安全、競争力に資するべく連携するこ

とを確信しているとした。 

 

＜ヒスパニックは大半が民主党に投票＞ 

 「レフォルマ」紙（11 月 7 日）によると、オバマ大統領は依然、ヒスパニック住民の支

持を受けている。出口調査ベースでは、69％のヒスパニックが民主党に投票した。全体で

は 1,220 万人のヒスパニックが投票したとみられ、これは全投票数の 10％に当たる。4 年

前は 970 万人で、26％増加している。 

 

 これらの支持は、特にフロリダ、コロラド、ネバダ、ニューメキシコなどの州では、決

定的要因になったとみられている。オバマ政権第 1 期では移民制度改革を提唱したが、承

認を得られなかった。また、ブッシュ政権下よりも多く不法入国者を退去させたとしてい

る。しかし、就学中や軍隊にいる若者の強制退去を一時的に停止。将来的に不法滞在者へ

の市民権付与を目指すドリームアクト法の再提出・可決に期待を持たせ、ヒスパニック有

権者の支持を取り付けた。 

 

 また、メキシコ上院議会はオバマ大統領に対し、銃規制と不法移民政策への期待を寄せ

た。銃規制については、特にライフルなどの銃器が米国から容易にメキシコに渡り、それ

が犯罪組織に使われているとして、カルデロン大統領は幾度となく米政府に無制限の販売

を規制するよう要請していた。 

 

 通商関係では、環太平洋パートナーシップ（TPP）については既にメキシコの参加承認

を終えており大きな懸案はない。また、大統領選前にメキシコ産トマトに対するアンチダ
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ンピング調査停止協定の終了を米国政府から通告されている問題については、選挙終了後

を見計らってフェラーリ経済相とローゼンベイグ同次官が、解決に向けて両国協議を加速

させるもようだ。背景には、同措置がフロリダ州を中心とする米国トマト農家向けのオバ

マ大統領による選挙前の配慮で、選挙後でなければ解決が困難との見方があった。 

 

（中島伸浩） 

 

※同大統領は退任し、12 月 1 日からペニャ・ニエト新政権が発足している。ペニャ・ニエ

ト氏は 11 月 6 日に米国のコロラド、ワシントンの 2 州で嗜好（しこう）品大麻（マリファ

ナ）の合法化が住民投票で可決されたことに触れ、「いかなる麻薬合法化にも反対の立場。

米国がゲームのルールを変えるならば、麻薬流通にかかわる両国の共同政策も見直す必要

がある。一方で、消費者に責めを帰すということはしない」との姿勢を示している。 
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○良好な両国関係の継続に期待（ブラジル） 

2012 年 11 月 16 日 サンパウロ事務所  

 

第 1期オバマ政権ではブラジル人の米国入国時査証手続きの簡素化が実現したほか、貿易や

投資も活発化している。米国の綿花補助金問題やレアル高につながる先進国の金融緩和策など

対立点もあるが、両国関係はおおむね良好との評価が一般的だ。 

 

＜査証取得手続き簡素化などを評価＞ 

 ブラジルではオバマ米大統領の再選によって、現在の良好な両国関係が継続するとの見

方が多い。地元メディアによると、ブラジルの経済政策を取り仕切るマンテガ財務相も、

オバマ氏再選はブラジルのみならず G20 にとっても良い結果という見解を示している。 

 

 第 1 期オバマ政権では、ブラジル人の米国入国時における査証取得手続き簡素化や、ブ

ラジル人留学生を諸外国に送り出す「国境なき科学プログラム」での積極的な受け入れな

どがブラジルでは評価されている。また、2011 年には米国における非移民向け査証発給件

数が 5 年前の 3 倍以上の約 79 万件にまで急増しており、第 2 期オバマ政権では、ブラジル

人旅行者が米国入国時に要求される査証の免除にも期待が集まっている。 

 

＜貿易・投資の活発化で経済関係緊密に＞ 

 ヒコ（Rico）・ブラジル米国商工会議所 CEO は、今後の経済関係について貿易、投資と

もに発展を期待している。事実、ブラジルと米国の貿易額（輸出入合計）は 2011 年に 597

億 7,300 万ドルと過去最高を更新した。また、2012 年には医療保険分野でユナイテッド・

ヘルスによるアミル買収に伴う約 43 億ドルの大型投資もあり、米国企業のブラジルへの投

資は活発だ。さらに、両国は世界有数の農業生産国という共通点があり、綿花補助金など

の通商問題はあるものの、両国の経済関係は一層緊密化するとしている。 

 

 ただし、第 1 期オバマ政権時の両国関係が順風満帆だったわけではなく、個別のテーマ

では対立もみられた。リーマン・ショック以降から続いたレアル高に対して、マンテガ財

務相をはじめとした政府高官は米国を含めた先進諸国による金融緩和策に対し、「通貨戦争」

といった過激な表現を用いて批判を繰り返してきた。対ドルレートは現時点では 2.00～

2.10 レアル程度のレベルで落ち着いているが、2011 年 7 月後半には 1.53 レアルまでレア

ル高が進んだ。 

 

 オバマ大統領は 2011 年 3 月にブラジルを訪問。2016 年の夏季五輪が開催されるリオデ

ジャネイロ市などを訪れて、大型国際イベントに関連したインフラやエネルギービジネス

への参画などについて期待を示した。 

 

（紀井寿雄、渡邉親枝） 
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＜欧州＞ 

○成長と雇用対策でさらなる関係強化を期待（EU） 

2012 年 11 月 12 日 ブリュッセル事務所  

 

欧州委員会のバローゾ委員長と欧州理事会のファンロンパウ常任議長は 11月 7日、再選を果

たしたオバマ大統領に贈る祝辞の共同声明を発表した。この中で、オバマ大統領の再選を歓迎す

るとともに、さらなる2国・地域間関係強化と、成長と雇用への取り組み、また、環大西洋市場の可

能性を最大限引き出すことを強調した。 
 

＜米・EU にとって最優先課題は成長と雇用＞ 

 共同声明（PDF）は「米国は EU の重要な戦略的パートナーだ。さらなる 2 国・地域間

関係強化と、安全保障と経済分野を含むグローバルの課題に向け協力して対処するため、

過去 4 年間オバマ大統領と築き上げてきた緊密な協力関係を継続することを期待する」と

表明。また、成長と雇用は米国と EU にとって最優先課題で、オバマ大統領とともに、環

大西洋市場の無比の可能性を引き出していくために協力して取り組みたいとしている。外

交政策や共通の価値の推進などについても、緊密な協力関係を継続する構えがあることを

明らかにした。 

 

 最後に、「米国と EU の優先事項を再確認し、われわれの共同行動に新たな推進力をもた

らすようオバマ大統領と早い時期に面会できることを期待する」と締めくくっている。 

 

＜米・EU 間貿易・投資協定の早期交渉開始を目指す＞ 

 10 月 18～19 日に開催された欧州理事会では、米国との包括的な環大西洋貿易・投資協

定の交渉を 2013 年中に開始することを目標に作業を進めるとした。現在 EU、米国間の貿

易投資促進に向けた方策について、閣僚級の EU・米国ハイレベル作業部会で議論をしてい

る。作業部会は 2012 年内に、どのような方策を採るべきかの勧告を含めた報告書を提示す

る予定。これを踏まえ、米 EU 首脳会議で最終的な方向性を議論する。欧州委のドゥ・グ

ヒュト委員（通商担当）は 11 月 7 日、ロイターのインタビューにメールで回答。報告書に

基づき両国・地域首脳が「13 年の早いうちに、環太平洋貿易協定の交渉開始にゴーサイン

を出すことができると確信している」と述べている。 

 

 EU 情報誌（「ユーラクティブ」紙 11 月 7 日）によると、オバマ大統領は米 EU 間の通商

関係を改めて強化することで、世界経済活性化に向けた新たなコミットメントを示すよう

期待されている、との専門家の見方を紹介している。企業レベルでは、米 EU 間の協定へ

の反対は少なく、協定は両国・地域の経済に利益をもたらすだけでなく、世界の自由貿易

協定（FTA）のモデルとなることが期待されている。ただし、米、EU が FTA を含め最終

的にどのような形態を目指すかはまだ不透明だ。 

 

（小林華鶴） 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/133319.pdf
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○政府は EU 米 FTA 推進、専門家は外交手腕に期待（英国・アイルランド） 

2012 年 11 月 14 日 ロンドン事務所  

 

英国のキャメロン首相は 11月 7日、オバマ大統領再選を祝う声明を発表し、シリア情勢解決に

向けた大統領との早期会談実現と、EU米自由貿易協定（FTA）締結への期待を示した。主要紙は、

上院と下院で多数党が異なる「ねじれ議会」が続く中で「財政の崖」「連邦債務上限引き上げ」など、

オバマ大統領の手腕が問われる課題が山積みだと報じた。また、アイルランドのケニー首相も同

日、再選を祝福するとともに 2国間の貿易投資の深化と、2013年上半期の EU議長国として関係

強化に努めたいとする書簡を送った。 

 

＜与野党ともにオバマ大統領再選を歓迎＞ 

 キャメロン首相は 11 月 7 日、外遊先のヨルダンでオバマ大統領の再選を祝う声明を発表。

シリア情勢をめぐる米国との連携について、世界第 2 位の対シリア援助国として、今後も

オバマ大統領と密接に連携していくと確信していると述べた。 

 

 同日に行われた下院での定例首相質疑に、外遊中のキャメロン首相に代わって応じたク

レッグ副首相がオバマ大統領再選を祝福すると、与野党双方から賛同の声が上がった。 

 

 質疑では、与党保守党のブライン議員が米国との経済貿易関係強化のために新たに貿易

協定を締結すべきだと質し、クレッグ副首相は双方の経済成長後押しのために EU 米 FTA

締結を期待すると答えた。また、同副首相はオバマ大統領が気候変動対策への取り組みに

言及したことを評価すると述べた。 

 

 英国では、野党労働党が雇用や社会福祉への取り組みなどで米国の民主党に近いが、与

党連立政権の自由民主党に加え、保守党も欧州型の多様性への理解や柔軟な外交を展開す

るオバマ大統領を評価する声が多い。大統領選前の民間調査会社による意識調査で、オバ

マ大統領を評価すると回答した議員は、与党保守党、自由民主党ともに共和党のロムニー

候補の約 2 倍、野党労働党では約 4 倍に上っていた。 

 

 11 月 8 日の主要各紙は、「オバマ勝利も新たな戦い迫る」（「フィナンシャル・タイムズ」

紙）、「次は難問」（「タイムズ」紙）、「最盛期はこれから」（「ガーディアン」紙）などの見

出しで再選を報じた。いずれもねじれ議会が続く中で、「財政の崖」「連邦債務上限引き上

げ」など早期に解決が迫られる難問が山積みと指摘。これからがオバマ大統領の真価が問

われる時とした。「エコノミスト」誌（11 月 10 日）は「共和党と融和せよ」の見出しで、

民主党による政府支出の増加と、共和党による増税反対は矛盾しており、迫り来る「財政

の崖」（注）を乗り越えるために、双方が歩み寄るべきとした。 
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＜外交で踏み込んだ対応、「財政の崖」の回避も＞ 

 11 月 7 日には、大統領選の結果を受け各種セミナーが開催された。英国王立国際問題研

究所（チャタムハウス）では、「米大統領選の成果と米政策への影響」と題して、ダニエル・

ドレズナー米タフツ大学フレッチャー法律外交大学院教授、チャタムハウスのロビン・ニ

ブレット所長が講演した。 

 

 ドレズナー教授は、レーガン元大統領の対ソ外交、クリントン元大統領のコソボやソマ

リア政策を引き合いに、オバマ大統領が失敗を避け手堅く取り組んだ 1 期目から一転し、2

期目では大胆な外交方針に転じる可能性を指摘した。また、完全な協調は困難としながら

も、当面の課題であるねじれ議会における「財政の崖」問題について、先送りを含めなん

らかのかたちで決定的な危機は回避されるだろうとの見方を示した。 

 

 ニブレット所長によると、2 期目を迎えるオバマ大統領が、功績を残すために EU 米 FTA

の進展を図る可能性があるが、それ以上に重大な外交問題が山積みだと指摘。特に関心が

アジア、中国に移っている中で、中国の対外姿勢の先鋭化により日中間の小規模な衝突が

軍事衝突に発展するリスクがあり、安全保障の観点から米国は好むと好まざるとにかかわ

らず中国と対峙（たいじ）せざるを得ない。イランについても、1 期目より一歩踏み込んだ

対応が迫られることになる。またアフガニスタンからの撤退の意思は固いものの、実現に

は隣国パキスタンの安定がカギになる。さらにロムニー候補の敗退により、共和党内で世

代交代が進み、中長期的に柔軟な外交方針が同党内で萌芽（ほうが）する可能性がある、

との考えを示した。 

 

 マクロ経済予測に定評のある独立調査会社ロンバード・ストリート・リサーチ会長でエ

コノミストのチャールズ・デュマ氏は講演で、オバマ大統領は「財政の崖」問題を先送り

せず、任期の早い段階で一定のめどを付けるべく取り組むと予想した。その根拠を、任期

の後半まで対応がずれ込んだ場合、次期選挙で民主党に不利となるためとした。このため

2013 年は経済成長が減速するなど、短期的に市場関係者にとってマイナスとなるが、長期

的には政権にプラスで、「財政の崖」を乗り越えることができた場合、生産と雇用の回復を

受けた潜在的な GDP 成長率は 7％近くに達するとした。 

 

＜アイルランド首相も EU 米関係の強化を表明＞ 

 アイルランドのケニー首相は 11 月 7 日、オバマ大統領とバイデン副大統領に再選の祝辞

を送った。ケニー首相は書簡で、1 期目に続いて 2 期目でも米政府と密接に連携し、2 国間

の経済関係を深化させることにより、貿易と投資、雇用の拡大につなげるとともに、2013

年上半期の EU 議長国として、貿易を含め EU 米関係強化に努めたいとした。 
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 なお、米大統領選へ一定の影響力を持つといわれるアイルランド系米国人に対する選挙

前の調査では、オバマ大統領支持 51％、ロムニー候補支持 48％だった。民主党支持 46％、

共和党支持 31％、無党派 23％で、前回大統領選（2008 年）でオバマ大統領に投票したの

は 57％、共和党マケイン候補（当時）42％だった。オバマ大統領が 1 期目の公約を果たし

ていないと回答したのは 49％（うち「全く実現していない」38％）、果たしていると回答し

たのは 48％（うち「完全に実現」12％）で、評価は分かれていた。 

 

（注）ブッシュ減税や給与税減税が 2012 年末に期限を迎え、消費者にとって実質的な大幅

増税が始まることと、2011 年 8 月に成立した予算管理法に基づき、13 年 1 月から政府の支

出が大幅に削減されることを指す。これら緊縮財政と増税により内需が縮小し、大幅に景

気後退する懸念を「崖」に例えたもの。 

 

（村上久、ピーター・カワルチク） 
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○経済界は EU 米 FTA の交渉開始に期待（ドイツ） 

2012 年 11 月 14 日 デュッセルドルフ事務所  

 

米大統領選挙はドイツでも注目を集め、オバマ大統領が 2期目に「財政の崖」など数多くの課

題に直面していることが報じられている。経済界からは特に EU米自由貿易協定（FTA）に対する

期待が大きいが、まずは米国内の課題を乗り越えなければならないと有識者らは指摘する。 

 

＜「財政の崖」の回避に悲観論も＞ 

 オバマ政権が直面している課題は数多くあるが、当地メディアは一致して、その中でも

っとも深刻なのは「財政の崖」だとしている。「財政の崖」とは、（1）ブッシュ減税や給与

税減税が 2012 年末に期限を迎え、消費者にとって実質的な大幅増税が始まる、（2）11 年 8

月に成立した予算管理法に基づき、12 年中に財政赤字縮小プログラムが成立しない場合に、

13 年 1 月から政府の支出が大幅に削減される、ことを指す。米国の国内需要に大きな打撃

を与えそうだからだ。 

 

 ケルン経済研究所のミヒャエル・ヒューター所長は「財政の崖に向けて」と題する「ハ

ンデルスブラット」紙（11 月 7 日）の記事で、「財政の崖を回避するのは大きな挑戦だ。4

年前に比べ、オバマ大統領は下院で過半数を確保できた共和党との協力を余儀なくされる。

選挙直後、オバマ政権はまず国内課題の解決に集中するだろう。財政赤字をグローバル問

題として捉えるチャンスがある」と述べた。「マネジャー・マガジン」誌（11 月 12 日号）

は、共和党の反対で財政赤字縮小プログラムの審議が難航し、「財政の崖」は避けられない

可能性を無視できないと分析し、財政赤字縮小プログラムの迅速な成立を悲観視している。 

 

 ドイツ企業も「財政の崖」による米国経済の悪化を恐れる。特にフォルクスワーゲン、

ダイムラー、BMW のドイツ自動車 3 大手にとって、米国の重要性は近年ますます増してい

る。自動車産業のほかにも、化学、医薬、電子・電気通信などの業種で、バイエル、フレ

ゼニウス・メディカル・ケア、SAP などの大手企業の米国市場依存度は高い。 

 

 米国の国内問題は「財政の崖」以外にもある。キール世界経済研究所のデニス・スノバ

ー所長は「フィナンシャル・タイムズ・ドイツ」紙（11 月 8 日）で、「所得格差が広がりつ

つあり貧困層も増えている中、国民に希望を持たせる、いわゆる『アメリカンドリーム』

を取り戻すことはオバマ政権の第 1 課題だ」と述べている。また、「米国の人々は自分が持

っている夢が非現実的で、米国が無限の可能性のある国（land of unlimited opportunities）

ではなくなったことにまだ気づいていない。オバマ大統領はその夢を取り返さなければな

らない」と述べた。 
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＜首相は米国との協力に期待示す＞ 

 大統領選の結果を受け、メルケル首相は「ドイツ・米国間、そして欧州・米国間の協力

を楽しみにしている」と欧州と米国の関係の協調に大きな期待を示し、祝辞を述べた。そ

の他、世界金融経済危機からの脱出、アフガニスタンにおける活動やイランの核プログラ

ムなど、米国とドイツが直面する共通の課題にも触れ、協力して解決することに前向きな

姿勢を示した。 

 

 ドイツ産業連盟（BDI）のハンス＝ペーター・カイテル会長は米国の欧州との関係の強化

を期待するとともに、EU 米 FTA の交渉開始を呼び掛けた。「米国経済界のパートナーとと

もに、BDI は包括的な大西洋を横断する経済協定の交渉開始に努力している」と語った。

ドイツ商工会議所連合会（DIHK）のハンス＝ハインリヒ・ドリフトマン会長も 11 月 8 日、

オバマ大統領の 2 期目に大きな期待を示した。「ドイツ経済にとって、米国市場は 2 番目に

重要な市場だ。巨大な財政赤字の削減は第 1 課題だが、その他、在米ドイツ企業はインフ

ラの改善や専門家確保に向けた教育への投資、規格・基準の相互認証を期待している」と

述べた。 

 

 ドイツ化学工業協会（VCI）のウツ・ティルマン会長も EU 米 FTA の重要性を強調した。

「FTA の成立は米国、EU 双方にとって成長と雇用の刺激になるだろう」と述べた。ドイ

ツ卸売・貿易業連合会（BGA）のアントン＝エフ・ベルナー会長は、「米大統領選の結果は

世界経済にとって幸甚だ。各政府間の協力のみで世界金融経済危機を抑制することができ

る。世界で保護貿易が拡大している中、WTO レベルでの対話が進むと期待している」と語

った。 

 

（ゼバスティアン・シュミット） 
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○「連帯を重視する開けた米国」への選択を歓迎（フランス） 

2012 年 11 月 16 日 パリ事務所  

 

オバマ米大統領の再選に、フランスの政界は党派を超え一様に肯定的な受け止め方をしてい

る。オランド大統領は米国民が「連帯を重視する開けた米国」への明確な選択をしたことを評価、

歓迎した。有識者からは、オバマ大統領の 1期目の後半でみせた「欧州回帰」の持続を期待する

声も上がっている。 

 

＜オランド大統領「仏米パートナーシップ強化を確信」＞ 

 当地時間の 11 月 7 日早朝にオバマ大統領の再選が確定し、最初に反応したのはピエー

ル・モスコビシ経済・財務相だった。「オバマ大統領の再選は米国にとって、欧州にとって、

そして同氏の政治方向性に非常に親近感を持つフランスにとって素晴らしいニュースだ」

と歓迎した。 

 

 オランド大統領は同日、祝福の書簡を送り、その中でオバマ大統領の再選は「連帯を重

視する開けた米国、平和・経済・環境という地球規模の挑戦を意識し、国際舞台に全面的

に参画する米国であるための（米国民の）明確な選択」であるとし、「同じ価値観を分かち

合う仏米両国は、成長回復、失業対策また特に中東における危機解決に向けてさらにパー

トナーシップを強化することになると確信している」と述べた。 

 

 ローラン・ファビウス外相も、雇用、経済成長、国家赤字の削減、教育問題、移民問題

と米国が抱える多大な課題に立ち向かえる能力を備えたオバマ大統領の再選は、米国にと

って「素晴らしいニュースだ」とした。下院が共和党の過半数確保で現状維持に終わった

ことで、大統領にとっては政治運営が困難であることは確かだが、幸運を祈る、と結んだ。 

 

 また、オバマ大統領がシカゴでの勝利宣言の演説で雇用創出を強調したことを受け、ア

ルノー・モントブール生産再建相は、「オバマ氏は『メード・イン・アメリカ』、長年にわ

たる生産拠点の国外移転後の『生産拠点の国内回帰』を選挙戦で訴えてきた。この『オバ

マモデル』にフランス政府も着想を得るべきだ」と述べた。 

 

＜メディアは「ねじれ議会」の継続を危惧＞ 

 各メディアは、欧州債務危機以降に行われた欧州の国家元首の選挙で現職が軒並み敗北

した中で、オバマ大統領が再選を果たしたことを「素晴らしい勝利」と賛美した。「フィガ

ロ」紙（11 月 8 日）は「オバマは全てをやり残している」と題し、7 ページの特集を組ん

だ。「人口構成の変化がオバマ再選に有利となった」として、今日では非白人の割合が全有

権者の 27％、女性有権者が 53％を占めることに言及し、白人の支持層が中心のロムニー候
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補が敗北した理由がそこにあるとした。また、民主党が上院で、共和党が下院で過半数を

占める「ねじれ議会」が継続する事態となったため、オバマ大統領の今後の政策運営に支

障をきたすことを危惧する記事が目立つ。9 ページの特集を組んだ「ル・モンド」紙（11

月 8 日）は、議会の政治力の強い米国で、オバマ大統領は、議会での根回しを実施し、共

和党との妥協点を見つけていく必要があると論評した。 

 

 経済紙「レ・ゼコー」は、オバマ氏再選への米国の金融業界の反応が否定的だったこと

を受けて、11 月 7 日の欧州株式市場も軒並み値下がりしたことを指摘した。同日、パリの

株価指数 CAC40 は 2％安となった。一方で、CAC40 の上場企業のフランス投資銀行ナテ

ィクシスは「米議会は『財政の崖』を回避するため、ブッシュ政権が導入した中産階級へ

の減税措置を延長することで、何とかオバマ大統領と合意に達すると考えている」と楽観

的な見解を示した。 

 

＜有識者はオバマ氏の「欧州回帰」の継続に期待＞ 

 フランス国際関係研究所（IFRI）の米国研究担当ロランス・ナルドン氏はジェトロのイ

ンタビュー（11 月 9 日）に、オバマ大統領の再選へのフランスの反応、仏米間の政治ギャ

ップによる政治解釈のずれを以下のように説明した。 

 

 フランスは明らかに国際政治専門誌「フォーリンポリシー」が掲載した「ブループラネ

ット（米大統領選の参政権があれば、オバマ候補に投票したであろう国々）」（注）の国の 1

つで、フランス国民の 72％がオバマ候補に投票しただろうとのアンケート結果が出ている

（BBC 実施）。オバマ大統領の再選はフランスのみならず欧州全体で党派を超えて称賛され、

メディアも選挙戦・選挙当日・その後の結果と展望に関して驚くべきページ数を割いた。

オバマ再選がもたらす欧米関係への影響をみるには、1 期目の対欧政策を探る必要がある。 

 

 国民の大多数がオバマ氏を支持した欧州では、同氏の再選はまさに「安堵（あんど）」と

いう感情を生んだ。オバマ氏再選は象徴的意味合いが強く、欧州の各地でみられる保守主

義の台頭に対する防波堤となり得る希望のメッセージとして映った。しかし、実際にはこ

こ数年、オバマ大統領がフランスの閣僚と対する中で個人的に共感を表したことは非常に

まれだったという多くの証言が表わすように、1 期目のオバマ大統領はアジア大洋州地域重

視で「古い欧州」に対しては「冷淡」つまりは「無関心」だった。しかし、任期後半の 2

年間は「欧州回帰」の傾向がみられた。 

 

 その理由として、以下が挙げられる。 

 

（1）まず、リビア戦争への対応の中での戦略的理由。 
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（2）また、「アラブの春」に関する情報源としての欧州、特にチュニジアに関するフラン

スの重要性。「アラブの春」はまた欧州と米国の役割分担という構図が描かれるきっかけと

なり、オバマ大統領が「（それまでの「正面から」ではなく）背後からのリーダーシップ」

という外交コンセプトを作り上げるに至った。 

 

（3）次に、経済的な理由。欧州債務危機に直面し、米国が、欧米の経済は内在的にリンク

しており、EU の弱体化は米国のそれにつながることを全面的に自覚したといえる。実際、

米国の財政赤字額は EU 諸国の平均を上回っており、ドルの準備通貨としての地位が米国

のこの状況をカバーしている。ここでも欧州は、ロムニー候補に比べ反ユーロの強硬なロ

ビーから距離を置くオバマ大統領の再選を享受する理由がある。 

 

（4）最後に、米国の欧州回帰の理由としての文化的な理由。オバマ陣営は、欧州との文化

的類似性と、全面的な欧州による支持は貴重なカギであることを、やっと認識したといえ

る。 

 

 フランスはオバマ大統領により代表される「より対話に開かれ、『例外主義』に固執しな

い米国」を好んだ。多くのフランス人にとっては、ロムニー候補が当選すれば「逆戻り」

を意味することになったであろう。より「国家主導」で、経済・社会的な妥協による政治

を進めるオバマ氏の政治理念はフランス政治文化に比較的呼応するものだ。また、2012 年

6 月以降与党となった社会党と野党に転じた国民運動連合（UMP）はともにオバマ氏との

政治連携を確立しようと努めていたため、オバマ大統領の勝利は左右両派どちらにとって

も好ましい結果となった。 

 

 しかしこの党派を問わない政界全体のオバマ支持は、反対に仏米間の相互の無理解と両

国の政治駆け引きの構図のずれを鮮明に表しているといえる。2012 年 5 月に行われた仏大

統領選と今回の米大統領選に共通の問題提起・論点（税制度、同性同士の結婚、環境問題、

移民問題など）がみられたにもかかわらず、この相互無理解の溝は埋まらなかった。政教

分離の原則を徹底するフランスにとって、政治における宗教とピューリタニズムが担う役

割の重さ、同一党の中にフランスの政治文化では考えられない多様な派閥が内在している

ことなど、米国保守主義に対する理解が困難であるため、ロムニー候補がオバマ氏と互角

に国民の支持を得ていることが驚きと映る。 

 

 オランド仏大統領は祝辞の中で、「米国そして世界にとってオバマ氏の勝利は非常に重要

だ」と述べ、米国との「素晴らしい」関係の維持への意志を伝えた。次回の G20（2013 年

9 月ロシア・サンクトペテルブルグで開催）は、大西洋間関係の現状把握と展望を探るまた

とない機会となるだろう。 
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 また、1997 年から 2002 年まで外相を務めたユベール・ベドリン氏は「レ・ゼコー」紙

（電子版 11 月 7 日）のインタビューの中でオバマ大統領の外交政策に関して、「アジア重

視のオバマ外交は、裏を返せば欧州に対して厳しい要求がなされず、オープンな対応が期

待できるため、欧州が願えば国際舞台で（欧州が）指導権を持つチャンスになるともいえ

る」と述べた。 

 

（注）国際政治専門誌「フォーリンポリシー」2012 年 10 月 31 日号、ウリ・フリードマン

著「ブループラネット：世界が米大統領選に投票できたらその結果は?」を参照。 

 

（渡辺智子） 
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＜ロシア・CIS＞ 

○PNTR 付与の議論に注目（ロシア） 

2012 年 11 月 14 日 モスクワ事務所  

 

11月 7日、プーチン大統領はオバマ大統領に勝利の祝電を送ると同時に、2013年には同大統

領をロシアに招待することを明らかにした。政府はオバマ氏再選を好意的に受け止めている。今

回の選挙結果を受けて、専門家の間では、今後 1、2年はロ米関係に大きな変化はないとの見方

が優勢となっている中、通商関係では、ロシアに対する恒久的正常貿易関係（PNTR）付与の議論

の行方に注目が集まる。 

 

＜政府はオバマ氏再選を好意的に受け止める＞ 

 米大統領選挙の結果が判明した 11 月 7 日、プーチン大統領は、再選されたオバマ大統領

宛てに祝電を送った。その中でプーチン大統領は、これまでのロ米関係発展の成果を強調

するとともに、ロ米間の協調は、世界の安定的、かつ安全保障上問題のない発展にとって

重要な意義を持つことを強調し、2 国間、あるいは国際的、地域的問題についての今後の建

設的な共同作業への期待を表明した。同時に、2013 年にオバマ大統領をロシアに招待する

ことを明らかにした（大統領府ウェブサイト 11 月 7 日）。 

 

 同日、セルゲイ・ラブロフ外相は「ロシアは、米国の新政権と協力する用意がある。（G20

首脳会議開催期間中の 2012 年 6 月 18 日の）ロ米首脳会談の際、プーチン大統領とオバマ

大統領は、特に経済協力の発展の重要性を強調しており、ロシア側からは、ロシア企業が

米国で、米国企業がロシアで直面している投資環境面での問題を解決する枠組みの創設を

提案している。この課題については、米国で新政権が組閣された時点で、話を進めていく

予定だ」と経済面でのロ米間の協力について言及した（ノーボスチ通信 11 月 7 日）。 

 

 他の政府要人や専門家も含め、共和党のロムニー新政権の誕生よりも、民主党のオバマ

政権との関係継続を希望しているとの意見が優勢で、今回の選挙結果は、ロシアにとって

はよい結果だったとの見方がある。ロムニー候補については、演説の中で「ロシアは地政

学上の第 1 の敵国」と発言したことが、当地で波紋を呼んでいた。 

 

  またラブロフ外相は「数年前にオバマ大統領および政府関係者が、これまで積み重な

った問題の解決やロ米 2 国間関係の更新に本格的に取り組む用意があることを表明し、わ

れわれはこの信号を好意的に受け入れた。もし関係の見直しということになると、これま

での関係が永遠に継続しない可能性があることが一目瞭然だ」とコメントしていた（「コメ

ルサント」紙 10 月 26 日）。 
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＜ロ米関係に当面変化なしとの見方が多数＞ 

 オバマ政権発足後の 2009年 2月、バイデン米副大統領が米ロ関係のリセットを呼び掛け、

現在に至るまで、軍縮の分野での第 4 次戦略兵器削減条約（新 START）への署名やロシア

の WTO 加盟など、関係改善に一定の成果が出ていたといえる。ただ一方で、最近では、リ

ビアやシリアなどへの人道目的の軍事介入に対する両国間の意見の不一致など、関係が悪

化しつつある兆候が顕在化してきている。また、ロ米間の関係改善が進んだのは、主にメ

ドベージェフ大統領の時代であり、プーチン大統領の就任以降は、現時点では大きな進展

はみられていない。専門家の見方では、今回の選挙結果を踏まえ、今後 1、2 年のロ米関係

に大きな変化は生じず、現在の状況が継続するとの見通しが多数である。 

 

＜難航した PNTR 付与法案＞ 

 一方で、ロ米間の通商関係で注目を集めたのは、米国がジャクソン・バニック修正条項

（注 1）を撤廃し、ロシアに「恒久的正常貿易関係」（PNTR）を付与するか否かだ。ロシ

アは 2012 年 8 月 22 日に WTO に加盟し、加盟交渉で約束した関税削減スケジュールに基

づき、他の加盟国からの輸入に対する関税を引き下げる義務を負っている。しかし、米国

がロシアに PNTR を付与せずに他国との間で差別的な待遇を設けている限り、WTO の規

定に基づき、ロシアは米国からの輸入を差別することが可能となる。在モスクワ米国商業

会議所のアンドリュー・ソマーズ会頭は、同会議所発行の機関誌の中で、「ロシアの WTO

加盟により、これまでロシアを敬遠していた米国企業も、ロシア市場に関心を示すように

なる」との見解を示している。今後、米国企業のロシア市場への関心が高まることが予想

される中で、ロシア向けに輸出される米国製品が他国の製品と比べ差別的な扱いを受ける

ことは、米国の産業界にとってマイナスの影響がある。また、ロシアから米国への輸出に

ついても同様のことがいえる。ロシアにとって米国は、国別で第 9 位の輸出先であり、ロ

米間の貿易の正常化はロシア企業の米国でのビジネス展開にとっても重要だ。 

 

 PNTR 付与に向けた法案は 2012 年 6 月 12 日に米国上院議会に提出されていたが、米国

議会内では、人権問題やイラン、シリア政策をめぐる対立からロシアに批判的な見方が根

強く、人権問題にかかる制裁条項を PNTR 付与法案へ導入する動きなど〔代表例は「セル

ゲイ・マグニツキー法案」（注 2）〕、議論は難航した（※）。オバマ大統領は以前、ロシアを

ジャクソン・バニック修正条項から除外し、ロシアへの差別を撤廃することを「優先事項」

の 1 つに位置付けているとの考えを示している。 

 

（注 1）米国は 1974 年通商法にジャクソン・バニック修正条項（Section 402 of Title IV）

を制定し、外国への移民を禁ずる国（旧ソ連など共産国を想定）に対して正常貿易関係（NTR）

を持たず、関税を高く設定してきた。ソ連側からの強い要望に一部応えるかたちで 90 年に

貿易協定を結び、大統領権限により NTR を付与してきたが、永久的に制裁対象の除外とす
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る PNTR を与えたわけではなかった。 

（注 2）同法案は、ロシアの反腐敗運動家だった故セルゲイ・マグニツキー氏の 2009 年の

逮捕や殺害に加わったロシア政府関係者への米国ビザ発給の拒否や資産の凍結といった制

裁を主な内容としている。 

 

（宮川嵩浩） 

 

※最終的に法案は、人権問題にかかる制裁条項を含むかたちで、11 月 16 日に下院で、12

月 6 日に上院で可決された。オバマ大統領が署名をすれば法律として成立するが、2012 年

12 月 14 日現在、オバマ氏は署名の時期については明らかにしていない。 
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＜中東・アフリカ＞ 

○米国に外交政策の転換を求める（イラン） 

2012 年 11 月 21 日 テヘラン事務所  

 

オバマ米大統領の再選を受け、イランからは米国の対イラン政策に関する「変化」を求める声

や、両国関係は 2013年 6月のイラン大統領選挙後に情勢が動く可能性を指摘する見方などが出

た。しかし、イランは一貫して「核技術の平和利用の権利」を主張しており、西側諸国との交渉は

引き続き難航が予想される。 

 

＜可能性低い米国との直接対話＞ 

 外務省メフマンパラスト報道官は 11 月 7 日、米大統領選の結果について、「米国民は極

端な政策を掲げる大統領を避け、経済の回復を求めた。オバマ大統領が述べる『変化』（注）

は、米国政府の政策と実践により評価される」と述べた。また、「イランが米国への不信感

を除去し、信頼を回復するには、米国がイランの権利を尊重し、これまでの誤った政策を

見直す必要がある」と述べた。 

 

 イランは「相互理解を通じた世界平和と安定化」を外交の柱として掲げ、イスラム社会

および中東地域に対する米国のアプローチを「内政干渉」と非難してきた。今回、あらた

めて米国に外交政策の転換を求めたことになる。 

 

 ラリジャーニ司法長官は 11 月 7 日、「イランは米国との 2 国間対話のテーブルに着くこ

とを拒否しないが、米国との関係は単純ではなく、一夜にして同対話の実施が可能となる

ものではない」と警告している。同長官の兄であるラリジャーニ国際問題顧問も、「米国と

の直接協議は禁止されるものではないが、協議開始の決定は最高指導者ハメネイ師の権限

である。協議がイランの国益にかなうものであれば、準備する」と述べ、直接協議を否定

しないものの、実現には障害があるとした。 

 

 政府に近い FARS 通信も 11 月 10 日、AP 通信を引用し、米国政府高官の発言として「イ

ランとの 2 国間対話に米国はオープンではあるが、直接協議が今後 3 ヵ月の間に実施され

る可能性は極めて低い」と報じた。 

 

＜柔軟路線採るとの予測も＞ 

 当地英字紙「イランデイリー」のアブシーナス論説委員長は、「オバマ大統領は選挙戦に

勝っただけではなく、イスラエルロビーとイスラエルの支持なしには大統領選に勝てない

しきたりをも破った」と述べるとともに、3 選のない 2 期目のオバマ政権に、イランに対す

る態度の変化と、また、米国におけるイスラエルの関与に制限を加える可能性に期待を示
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した。 

 

 地元メディアのプレス TV は 11 月 8 日、中東研究広報センターのムフィッド・ジャベー

ル氏の意見として、「オバマ大統領は、イランに対して柔軟なアプローチを採用する」と予

測し、その根拠として「1 期目と比較し 2 期目は再選を考える必要がなく、外交面での制約

が少ない」と伝えた。さらに「中道派、共和党寄りの支持層への考慮が必要なくなるため、

内政面でも制約が減少し、経済問題についてもリベラルな方向に一層進む」と発言した。 

 

＜イラン大統領選後に新たな動きの期待＞ 

 当地のコンサルタントは、「2013 年 6 月のイランの大統領選挙後に米国との関係が動き

出す可能性が高い」とした。イラン国民はアフマディネジャド大統領と現政権への不満を

募らせており、イラン側も政権が刷新されれば、対米政策で新たな動きが出てくる可能性

があるとの期待からだ。 

 

 しかしイランの大統領が代わったとしても、「自国に核兵器開発の意図はなく、核不拡散

防止条約の署名国かつ国際原子力機関（IAEA）の加盟国として、平和目的の核技術の利用

の権利を有する」との原則から外れることは難しく、相手の「変化」を求めることに終始

せざるを得ないことから、今後も欧米とイランの協議は難航するとみられる。 

 

（注）イラン政府高官は、オバマ大統領が今回の選挙で「変化」を前面に押し出したと発

言しているが、同大統領は「変化」を前提とした「前進（forward）」を強調している。 

 

（豊永嘉隆） 
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○イランやパレスチナへの強硬姿勢に影響も（イスラエル） 

2012 年 11 月 16 日 テルアビブ事務所  

 

国民の多くは共和党のロムニー氏を支持していたが、民主党のオバマ米大統領の再選となっ

た。イスラエルではこれまで、ネタニヤフ首相とオバマ大統領との不仲が報道されており、この再

選はイスラエルのイランおよびパレスチナに対する強硬姿勢にも影響を与えるものとみられる。 

 

＜アンケートでは国民の 5 割がロムニー待望＞ 

 米大統領選前夜の民放「チャンネル 2」のニュース番組のアンケート調査によると、イス

ラエル国民の 50％はロムニー氏の当選を望んでおり、オバマ氏は 26％にとどまっていた。

一方で、同調査において当選者予測の質問では、56％がオバマ氏、18％がロムニー氏とし

ていた。 

 

 イスラエル国民は、米国市民権取得者を除き、米大統領選の投票権を持たないが、イス

ラエルは国家運営上、米国の支持が欠かせないことから、米大統領の対イスラエル、対中

東方針に関する発言に常に注目している。 

 

 今回の大統領選でも、ラジオ、テレビ、ネットの主要報道チャンネルが米国に記者団を

派遣し、投票開始から開票結果発表までの様子を中継で伝えていた。 

 

 オバマ大統領は、前任のブッシュ大統領（共和党）と比較して、イスラエルに対する支

援の姿勢を前面に出していない。一例として、2009 年の第 1 期就任後最初の中東歴訪がイ

スラエルではなくエジプトだったことや、イランの核開発問題で米国が十分な支援をして

くれていないという考えが、特に右派の国民の間で一般化しており、オバマ氏に対する不

満の声が上がっていた。 

 

 しかし、ネタニヤフ首相はオバマ大統領の再選を歓迎する声明を発表するとともに、「両

国の関係は極めて（「岩のごとく」）安定している。今後もオバマ大統領とともに和平と治

安の強化を進められることを期待している」とコメントした。 

 

＜イラン、パレスチナ問題でオバマ政権と隔たり＞ 

 イラン核開発問題の解決策をめぐり、イスラエル・米国両政府間には意見の隔たりがあ

る。ネタニヤフ首相は 9 月に開催された国連総会の演説で、イランは遅くとも 2013 年夏ま

でに核兵器開発に必要なウラン濃縮を終えると見込まれており、イランのウラン濃縮の完

了を阻止すべく、軍事的行動を含めた対応をとるよう国際社会に求めた。 

 一方、オバマ大統領はイスラエルに単独攻撃の自制を呼び掛けるとともに、外交による
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解決を優先し、イスラエルと一線を画す姿勢を崩していない。 

 

 パレスチナ自治政府との和平交渉についても、ヨルダン川西岸地区での入植活動をめぐ

り意見が対立しており、オバマ大統領は今後、イスラエル側に対してさらなる入植の凍結

を強く呼び掛ける可能性がある。 

 

 イラン、パレスチナ、今後の中東情勢の行く末などの課題を抱えるイスラエルは、2013

年 1 月に議会の総選挙を控えている。これまでネタニヤフ首相が率いるリクード党の支持

率が高く、同首相の再選が有力視されているが、オバマ大統領の再選を踏まえ、国内の他

政党の動きなど今後の動きが注目される。 

 

（高木啓） 
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○ズマ大統領は一層の関係強化を強調（南アフリカ共和国） 

2012 年 11 月 21 日 ヨハネスブルク事務所  

 

米国は南アフリカ共和国にとって、貿易投資において重要な位置を占めている。オバマ米大統

領の再選について、ズマ大統領は祝福のコメントを発表し、今後もより一層関係を強化させていく

と強調した。 

 

＜南アにとって重要な貿易投資相手＞ 

 南アフリカ歳入庁の通関統計によると、2011年の南アから米国への輸出額は609億7,960

万ランド（1 ランド＝約 9.2 円）で 2 位、米国からの輸入額は 571 億 760 万ランドで 3 位

の相手国となっている（表参照）。米国への輸出は、自動車、プラチナ、フェロアロイ、基

礎化学品やガスろ過機が主要な産品であり、また米国からの輸入は航空機、自動車、原油、

医療機器や建設機械が主要産品である。南アフリカ準備銀行によると、米国による南アへ

の投資は 2010 年末で 627 億 3,200 万ランド（前年比 12.4％増）と、英国、オランダに次

いで 3 位となっている。 
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＜ケニアでも高い期待＞ 

 オバマ米大統領の父親がケニア出身ということもあり、同大統領の再選にはアフリカ各

国からの祝福のコメントが寄せられている。南アのズマ大統領はオバマ大統領の再選を祝

福し、「南アと米国のこれまでの関係を評価するとともに今後の関係強化を期待する」と述

べ、「米国がアフリカの発展において重要な役割を果たしており、今後もポジティブな役割

を果たすことを確信している」と強調した。また、ケニアのムワイ・キバキ大統領は「ケ

ニアはオバマ大統領との関係を誇りに思っており、オバマ大統領の再選により、ケニアと

米国の関係がより深化することを期待している」とコメントしている。 

 

＜対サブサハラ通商政策に注目＞ 

 外交関係では、米国が 2012 年 6 月、実質的にイランからの石油輸入禁止を諸外国に求め

る措置（注）を取ったのに対し、南アはイランからの石油輸入を止めるなどして協力的な

立場を取ったり、経済関係においては、同月に 2 国間で 1999 年に締結した貿易投資枠組み

協定（TIFA）を更新する新たな TIFA を締結したりして、南アへの米国の貿易・投資環境

の改善に向けた議論を行うなどしている。 

 

 オバマ大統領の再選で注目されるのが、アフリカ成長機会法（AGOA）を中核とした米

国の対サブサハラ通商政策だ。AGOA は、一定の条件（市場経済化、複数政党制など）を

満たすサブサハラ諸国に対して、米国への輸出について特恵関税が適用される。AGOA は、

2000 年 5 月にクリントン政権下で成立した時限的な措置だが、その後、拡充・延長され、

現在の措置は 2015 年まで有効だ。 

 

 AGOA の 2015 年以降の措置について、クリントン米国務長官は 12 年 8 月に当地を訪問

した際、「15 年以降も AGOA が延長され、南アもその恩恵が受けられるよう最善の努力を

尽くす」と述べた。一方、国務長官に随行した商務省幹部は、「米国の産業界では南ア経済

は十分に発展しており、AGOA による支援は不要との声もあり、新政権下での見通しを予

測するのは難しい」とコメントした（現地「ビジネス・レポート」紙 8 月 12 日）。 

 

（注）米国では 2012 年 6 月、イラン制裁法が発効し、イランの金融機関と取引する米国外

の金融機関は原則、米国の金融機関とドル決済取引ができなくなった。日本など 11 ヵ国は、

イランからの輸入削減に協力しているとして適用除外となったが、南アは除外対象に含ま

れていない。 

 

（川上康祐） 
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