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１０月２日著名なジャーナリスト失踪 







世界中を騒がせた事件になった 



サウディアラビア政府も殺害を認めた 



サウディアラビアという国は？？ 



外務省の安全情報もかなり深刻 



女性はまだまだ解放されていない 



女性の運転は革命的進化！ 



「サウド家のアラビア」 

• アル・マムラカ・アル・アラビー
ヤ・アッサウーディーヤ）」とな
ります。 <  

• 「マムラカ」は女性名詞で「王
国」を意味します。 

  「アラビーヤ」は「アラブの、ア 
  ラブ人の」という意味の形容 
  詞、また「サウーディーヤ」は 
  「サウードの、サウード家の」 
  という形容詞です。 
 

建国は１９３２年９月２３日 

アッラーの他に神はなし ムハンマド
はアッラーの使徒なり 

（ラー・イラーハ・イッラッラーフ・ムハ
ンマド・ラスールッラー） 



中東最大国、アラブの盟主、世界一の産油国 



アラビア半島の80％を占める 
２,１４９,６９０㎢（日本の５倍） 



国土の90％は砂漠、高温乾燥地帯 



雨は殆ど降らない 

 



所謂「アラブ」―アラビア語の国 
イスラムでもイラン（ペルシャ）やトルコとは一線を画す 



イスラム教も大きく２派ある 
シーラ派はイラン、イラク、バーレン以外では少数派 



サウディ・イランは敵対関係にある 



何と云っても石油大国 





サウジアラムコ（ Saudi Aramco） 

• サウディアラビア王国の国有石油会社 

保有原原油埋蔵量、原油生産量、原油輸出量は
世界最大 

  

• 売上高  3780億ドル（2014年）  

• 従業員数  5万5,000人 (2016年) 

• 主要株主  サウジアラビア政府 100％  

• 代表者  ハーリド アル・ファーリハ会長 

        アミーン アン・ナーセル社長兼ＣＥＯ 

 







アラムコ本社（ダンマン） 



膨大な施設は一望では描けない 



１９３８年建国直後の原油の発見 



世界最大の産油地域となった 



カルースト・グルベンキアン（1869-1955）が 
描いた「Ｒｅｄ Ｌｉｎｅ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ］ 



• 1912年にイラクでトルコ石油会社（TPC、イラク石油会
社の前身）を立ち上げる 

• 第1次世界大戦後のオスマン帝国崩壊に伴い、イラク
はイギリスの委任統治領となるが、グルベンキアンは
トルコ石油会社のイラクでの石油採掘権を認めさせる
ことに成功。 

• そして1925年にはキルクーク油田発見 

• 1928年にアングロ・ペルシアン、ロイヤル・ダッチ・シェ
ル、フランス石油、スタンダード・オイルとで中近東に
おける石油権益について規定した赤線協定を結び、
グルベンキアンは自身の5％の権益を認めさせた。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1912%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1912%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E4%BC%9A%E7%A4%BE&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E4%BC%9A%E7%A4%BE&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E4%BC%9A%E7%A4%BE&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E5%B8%9D%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/1925%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1925%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B2%B9%E7%94%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%9F%B3%E6%B2%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%B7%9A%E5%8D%94%E5%AE%9A


• 1933年5月29日、米国の国際石油資本スタン
ダード・オイル・オブ・カリフォルニア（現：シェ
ブロン）の子会社・カリフォルニア・アラビアン・
スタンダード・オイル・カンパニーがサウジア
ラビアのイブン・サウド国王との合意書に調
印し、同国の石油利権を獲得した。 

• 利権の対価は毎年5,000ポンドと、石油が出
た場合にその収入で返済する50,000ポンドの
貸付であった。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1933%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1933%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8829%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8829%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8829%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8829%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E8%B3%87%E6%9C%AC
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_California
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/California-Arabian_Standard_Oil
https://en.wikipedia.org/wiki/California-Arabian_Standard_Oil
https://en.wikipedia.org/wiki/California-Arabian_Standard_Oil
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%B3%EF%BC%9D%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%89


• 1938年3月、ダーランで石油を掘り当てた（ダン
マン油田）。 

• 1944年1月31日、社名をアラビアン・アメリカン・
オイル・カンパニー（通称アラムコ）に変更した。 

• 1948年、赤線協定を廃止する合意が成立したた
め、アラムコ、テキサコ、エクソンは30%モービル
が10%保有することになり、「アラムコ4社」と呼ば
れる。 

• 1960年のOPEC結成 
• 1980年、政府の100%事業参加(実質的な完全国
有化)を実現した。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1938%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1938%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E7%94%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/1944%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1944%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_American_Oil_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_American_Oil_Company
https://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%82%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Socony-Vacuum_Oil_Company
https://ja.wikipedia.org/wiki/1960%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1960%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%9B%BD%E6%A9%9F%E6%A7%8B








産油量を日本円に換算すると 

    1時間28億円 

    1分間4800万円 
    1秒間80万円 

 
 

 



統治基本法・軍の任務 
イスラム教義、二聖モスク、社会と祖国の防衛  



軍備に膨大なお金はかけているが 



軍事力は統計にも入らない 



対ＧＮＰ比でも目立つが 



ＧＤＰ比で見ればダントツの１位 



こうして観るとアラビアは不毛の土地だったから
放置されていたことが判る 



アブドゥルアズィーズ・ビン・アブドゥルラフマーン・ 
ビン・ファイサル・アール・サウード 

（1876-1953-11-9） 
 

 
• ワッハーブ派イマーム（在位：1902年 

- 1953年）、 
• ヒジャーズ国王（在位：1926年1月8
日 - 1931年） 

• ナジュド国王（在位：1927年 - 1931
年） 

• ナジュド及びヒジャーズ国王（1931年 
- 1932年） 
 

• 初代サウジアラビア
国王 

  （在位：1932年 - 1953年） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E6%B4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E6%B4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E6%B4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E7%8E%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/1932%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1932%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4


２１世紀稀な絶対専制君主 



サウド家の領土は 





サウド家の本拠地の遺跡 



ファイサルが４０名の部下と急襲 
王権を奪取したマスマク城 



ファイサルの略歴 

• ワッハーブ派イマーム（在位：1902年 - 1953年）、 

• ヒジャーズ国王（在位：1926年1月8日 - 1931年） 

• ナジュド国王（在位：1927年 - 1931年） 

• ナジュド及びヒジャーズ国王（1931年 - 1932年） 

 

•初代サウジアラビア国王 

   （在位：1932年 - 1953年）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E6%B4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E7%8E%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/1932%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1932%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4


• 一夫多妻制のため、初代国王アブドゥルアズィーズに
は、数は不確定ながら50人～200人の子供がいるとい
われ、王位継承権を持つ第2世代の王子は1900年生
まれから1947年生まれまで36人を数えた。 

• 第2代～第7代国王は全てこの第2世代の王子であり、
兄弟が年長順に王位継承を続けてきた。  

• 1992年に制定された基本法により、国王は初代国王
アブドゥルアズィーズの男系の子孫であることが定め
られた。 

• 王族はワッハーブ派のムスリムとしか結婚が許されな
いため、海外の王侯貴族との政略結婚などはあまり
行われていない。  
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%A4%AB%E5%A4%9A%E5%A6%BB%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E7%95%A5%E7%B5%90%E5%A9%9A


サルマーン・ビン・アブドゥルアズィーズ・アール＝サウード 

（1935年12月31日 - ） 
第７代国王（2015年1月23日- ） 

 

初代・アブドルアジズ国王に
は36人（37人説もあり）の王子
と27人の王女がいました。 
 

サルマン国王は25男 

 

第6世代までいる王子は 
1000人を越えている。 
 
 
 



現国王・第７代も未だ第二世代 



• 第3世代となる初代国王の孫の世代は男性だけでも254人
が公式に確認されている。 

• 2015年に第7代国王サルマーンが、ナーイフ元皇太子の
息子のムハンマド・ビン・ナーイフを王位継承順第2位とな
る副皇太子に就任させ、更に同年に王位継承順第1位の
皇太子に昇格させたことによって、初めて第3世代が王位
継承者に挙がることとなった。これにより第3世代への王
位継承問題に道筋がつけられた。  

• なお、2009年時点までに第6世代まで誕生している。 
• 一夫多妻制により鼠算式に王族が増えていった結果、第6
世代まで含めたサウード王家の総数は一万人を超えると
も言われており、単純に総人口で割ると国民2700人前後
に1人の割合で王族が居ることになる。  
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2015%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2015%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%95






 
統治基本法 
（1993年3月1日公布） 

 第１条 国家 

サウディアラビア王国は、アラブ・
イスラムの主権国家であり、その
宗教はイスラムであり、その憲法
はコーランおよびスンナとする。
また、言語はアラビア語を使用し、
首都はリヤドに置くものとする。 
 
 
註：スンナ： 

イスラム教で、ムハンマドの言行の
伝承に基づく範例・伝統。 

イスラム以前のアラブ部族社会では、
父祖伝来の伝統や慣行を 
さした。  



国会に相当する諮問評議会 



２１世紀に残った王様の数は 

国王が17名 
スルターンが3名 
大公・公が4名 
首長が2名 
大統領が1名 
国家元首が1名 
教皇が1名 
天皇が1名 
 
計30名 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%85%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%85%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87




日本とは親交が深い 



皇室とも長い友好関係 



ムハンマド皇太子の目指す改革 







ハラマイン高速鉄道（Haramain High Speed Rail） 
別名西部鉄道又はメッカ・メディナ高速鉄道 

• 全長453kmの高速鉄道
システムである 

• 2009年に工事が開始さ
れ、当初2012年に開業

予定計画は大幅に遅
れて2018年10月11日
に営業開始した 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%89%84%E9%81%93


スペインが受注したが・・・大赤字？ 


