公共料金の引き上げなど
脱福祉国家を志向する GCC 諸国
（一財）国際開発センター
エネルギー・環境室
研究顧問 畑

中

美

樹

アラブ産油国の財政赤字化を警告した国際通貨

出国の実質経済成長率は1.9％と2012年の5.4％

基金（IMF）

から大きく落ち込むという。但し，2014年には

国際通貨基金（IMF）は，2013年10月８日，

やや持ち直し3.8％に上昇すると予測している。

「世界経済見通し」の最新版で，歳出の増加する

IMF は MENA 石油輸出国が財政収支を均衡に

中での原油価格の継続的下落により中東・北ア

するために必要な2014年の原油価格が以前の想

フリカ（以下，MENAと略す）の石油輸出国が

定より高くなったと見ている。因みに，同見通

財政赤字に転落する危険があると警告した。

しは次のように予測している。

同見通しによれば，2013年の MENA 石油輸
番号
①

予

測

内

容

過去数年に亘る MENA 石油輸出国の歳出の増加により，これら諸国の財政が均衡する原油価格の
水準は実際の原油価格の上昇よりも高まっている。

②

そうした結果，アルジェリア，バーレーン，イラク，イラン，リビア，イエメンの財政を均衡させ
る原油価格は，2014年の予想原油価格を上回っている。

③

一部の GCC 諸国は十分な財政余剰を持っているが，その他諸国は非石油歳入の確保や現在の歳出
の厳格な抑制などにより原油価格ショックの事態に備えた緩衝帯の構築に努めなければならない。

④

弱含みな世界原油需要，特に予想を上回る新興国の減速，見通しを上回る非 OPEC 供給が，原油価
格及び石油輸出国の成長に圧力を加えよう。

国別の実質経済成長率の見通しでは，IMFは

と低めながら2012年の2.0％を上回ると予測し

イ ラ ン に つ い て は 2013 年 の 成 長 率 も 1.5％ と

ている。また2014年についても3.1％に高まると

2012年の1.9％を下回ると予測している。また

見ている。再度政変の起きたエジプトについて

2014年に関しても1.4％に留まると見ている。サ

は，2013年の成長率は1.8％と2012年の2.2％より

ウジアラビアについても2013年の成長率は3.6

さらに悪くなると予測している。但し，2014年

％と2012年の5.5％から低下すると予測してい

には内政が多少安定するとの期待から2.8％の

る。但し，同国については2014年は4.4％に回復

成長を記録すると見ている。IMFは，同国の政

すると見ている。

治・治安は不確実性を抱えているものの，サウ

MENA 石油輸入国の2013年の成長率は2.8％

ジアラビア，アラブ首長国連邦（UAE），クウ
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図表１

 013 年 の 中 東 ・ 北 ア フ リ カ 諸 国 の
2
実質経済成長率の見通し



筆者紹介
慶應義塾大学経済学部卒業（1974年３月），1974～1980
年富士銀行勤務後，1980～1983年㈶中東経済研究所出
向。1983年富士銀行復職後（１月），同行を退職（10月）。
㈶中東経済研究所・カイロ事務所長を経て，1990年同研
究所退職。1990年12月～2000年９月㈱国際経済研究所勤
務（主席研究員），2000年10月～2005年３月㈶国際開発
センター エネルギー・環境室長，2005年４月よりエネ
ルギー・環境室研究顧問。中東や北アフリカ諸国の王族，
政治家，政府関係者，ビジネスマンに知己が多く，中東
全域に豊富な人的ネットワークを有する。専門領域は中
東経済論。
※著書『「イスラムマネー」がわかると経済の動きが
読めてくる！』（すばる舎，2010年）『中東のクール・ジ
ャパニーズ』（同友館，2009年）『中東湾岸ビジネス最新
事情』（同友館，2009年）『南地中海の新星リビア』（同
友館，2009年）『今こそチャンスの中東湾岸ビジネス』
（同友館，2009年），『オイルマネー』（講談社現代新書，
2008年），『石油地政学』（中公新書ラクレ，2003年）

（単位：％）

国

名

2012年

2013年

2014年

中東・北アフリカ

4.4

2.1

3.8

石油輸出国

5.4

1.9

4.0

▲1.9

▲1.5

1.3

サウジアラビア

5.1

3.6

4.4

アルジェリア

3.3

3.1

3.7

UAE

4.4

4.0

3.9

カタール

6.2

5.1

5.0

クウェート

6.2

0.8

2.6

イラク

8.4

3.7

6.3

石油輸入国

2.0

2.8

3.1

エジプト

2.2

1.8

2.8

2013年から2018年にかけての歳出の前年比増加

モロッコ

2.7

5.1

3.8

率は４％超とそれ以前の約15％から大きく低下

チュニジア

3.6

3.0

3.7

すると予測している。現在，GCC諸国の中で財

スーダン

▲3.0

3.9

2.5

政赤字となっているのはバーレーンのみだが，

ヨルダン

2.8

3.3

3.5

IMFは適切な歳出管理策と歳入増加策が採られ

イラン

なければ例えばオマーンが2015年に，サウジア

出所：
「世界経済見通し」，国際通貨基金（IMF），2013
年10月８日。

ラビアが2018年にそれぞれ財政赤字に転落する
と見ている。既に北アフリカを含むアラブ産油

ェートからの合計100億ドルの新たな支援が経

国の財政黒字の対国内総生産（GDP）比率は，

済成長の回復に資すると見ている。

2012年の6.3％から2013年には4.2％に低下する

依然先行きの不透明なチュニジアについて

見込みである。

は，2013年の経済成長率は3.0％と2012年の3.6％

他方，IMFはアラブ産油国の歳入については

から低下を余儀なくされると予測している。但

原油価格の低下やアラブ石油需要の縮小による

し，チュニジアについても，2014年には政治的

石油収入の伸び悩みから期待されるほど増えな

な安定化の期待も込めて成長率は3.7％回復す

いと見ている。IMFは世界石油需要の伸び悩み

るとやや楽観的に見ている。また，IMFはシリ

や非 OPEC 諸国での非在来型炭化水素の供給増

ア内戦の影響が懸念されるレバノンについて

から OPEC 需要が2016年までにこれまでの予想

は，2013年，2014年の経済成長率を2012年と同

に比べて50万 B/D 低下すると予測している。

じ1.5％の経済成長に留まると予測している。

IMFはアラブ産油国の大半が各国の想定する

IMFは湾岸協力会議（GCC）諸国についても

産油量を前提にすると財政を均衡させるには１

歳出の増加率が低下している点は評価できると

バレル90ドルの油価が必要と試算している。そ

しながらも，財政の赤字化を防止するのには不

の上でIMFは油価が同水準から一定期間に亘り

十分と見ている。因みに，IMF は GCC 諸国の

25ドル下回ると，適切な財政政策が導入されな
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い限り GCC 諸国もクウェートと UAE を除いて

で，低水準に抑制するために維持されてきた補

2015年から財政赤字に転落すると予測してい

助金を見直す動きが急速に進み始めている。

る。IMFはクウェートは本年度の予算では収支

周知のように，サウジアラビアをはじめとす

を均衡させる油価を１バレル52ドルに引き下げ

る GCC 諸国は，安価なエネルギー料金による浪

たと見ている。

費が後を絶たないことから，経済規模に占める

こうしたことからIMFは，アラブ諸国に対し

エネルギー消費量が高く，世界の中でも最もエ

て石油以外の新たな歳入源を確保するよう勧告

ネルギー効率の悪い国家として知られている。

している。大半のアラブ諸国，なかでもGCC諸

最近では安価なことによる国内需要の急増が輸

国は各国の直面するリスクを正しく理解してお

出余力を奪うという事態にまで発展している。

り経済多角化や自国民向けの民間雇用口の創出

例えば，UAEやオマーンは，既に国内需要の急

といった政策の強化に努めようとしている。

増から天然ガス輸出の低下に見舞われている。
こうしたなかオマーンのムハンマド・ビン・

電力・ガソリン料金の引き上げを促したオマー

ハマド・アル・ルーミー石油・ガス相は，2013

ン石油相

年11月10日，アブダビで開催されたエネルギー

これまで電力・水道料金やガソリン価格など

会議で GCC 諸国でのこうした事態に関して次

が極めて廉価なことで知られてきた GCC 諸国
番号
①

発

のように演説し警鐘を鳴らした。
言

内

容

我々は余りにもエネルギーを浪費している。特に GCC では国内消費が脅威となっており深刻な課
題となっている。

②

我々を破壊しつつあるのは補助金である。我々は単純にガソリンや電力料金を引き上げる必要があ
る。

③

GCCのある国では電力料金が無料なので，休暇で海外に出かける間も空調（エアコン）をつけっぱ
なしにしている。これは犯罪である。

④

GCCでは車両が益々大型化し消費は巨大化しているのに価格はタダも同然である。我々は財政事情
を懸念する必要がある。

因みに，オマーンは2013年初，それでも国際

兆ドル超もの投資が必要になるという。IHS の

的にみればまだ安いのだが2015年までに国内ガ

推計では，GCC諸国の天然ガス需要は2011年の

ス価格を産業用については100万 Btu 当たり３

2,560億立法メーターから2030年には4,000億立

ドルに値上げすることを発表している。UAEも

法メーターに，石油需要も同期間に約400万B/D

2010年時点で，財政への負担軽減とエネルギー

から620万 B/D に増加する。

消費効率の改善を目指し国内ガソリン価格を１

今後 GCC 諸国は財政負担の軽減や国内消費

リッター当たり1.72ディルハム（0.47ドル）に引

の要請のために電力・水道・ガソリン等の価格

き上げている。

を引き上げてくるものと思われる。これら料金

コンサルタント企業の IHS が2013年11月９日

の引き上げは GCC 諸国の産業プロジェクトの

に発表した推計によれば，中東・北アフリカで

採算性や，これら諸国民の利用する車種などに

は国内ニーズを充足するだけで今後17年間に１

も影響してくるだけに，各国の政策を注意深く
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フォローしていく必要があろう。

国民に無料乃至大幅に安い価格で供与されてい
る公共サービスの料金を上げることを主張して

福祉制度の見直しを表明したクウェート政府

いる。クウェートの燃料価格は過去15年も変わ

GCC 諸国のなかいち早く電力・水道料金など

っておらず，電気は120万人の国民のみならず

の見直しを行う考えを表明したのがクウェート

270万人の外国人にもコストの５％未満で供与

である。同国のシェイク・ジャーベル・ムバラ

されている。

ク・アル・サバーハ首相は，2013年10月28日，

国際通貨基金（IMF）は，2013年10月，クウ

「国民すべてが認識せねばならないのは，
慣れ親

ェートに対して原油価格の下落時に備え過去７

しんできた福祉制度が維持できないという事実

年で３倍に膨れ上がった公共支出を削減するよ

である」
（AFP通信

う勧告していた。クウェート財政省の発表によ

2013年10月28日）と語り，

揺り籠から墓場までと言われた同国の福祉制度

れば，同国の公共支出が2005/2006会計年度から

を見直す考えを明らかにした。

2012/2013会計年度の期間に244億ドルから682

2016/17会計年度までを期間とする計画は，
課

億ドルに増加したが，このうち政府賃金だけで

税の検討のほか，補助金，各種料金，公共サー

67億ドルから170億ドルに増えている。

ビス料金の見直しを目的としている。クウェー

他方，この期間に歳入の約94％を占める石油

ト政府は，これらの見直しと並行して歳出，特

収入は459億ドルから1,060億ドルに増加し財政

に賃金・補助金・国防費などで構成される経常

黒字も13年連続計上している。この間の累積黒

支出の削減を行うことも約束している。シェイ

字額は3,000億ドルに達し，政府系ファンドの運

ク・サーレム・アブドゥルアジズ・アル・サバー

用資産額も4,000億ドルに膨れ上がっている。

ハ財務相によれば，経常支出が歳出の約85％を

シェイク・ジャーベル・ムバラク・アル・サ

構成している。

バーハ首相の発言を受け，クウェート内閣は，

クウェート政府は仮に現在の福祉制度が続い

2013年11月10日，財・サービスに対する補助金

た場合，2021年から財政赤字に転落し，赤字累

を見直す高等閣僚委員会を設定することを承認

積額が2035年までに１兆4,600億ドルに累積す

している。因みに，この点について同国のアル・

ると警告している。またクウェート政府は，燃

カッバス紙が次のように伝えた。

料，電気，水道料金に対する補助金を削減し，
番号
①

内

容

財務相が委員長を務める高等閣僚委員会の主な目的は，予算の約22％に上る46億ディナール（約162
億ドル）もの補助金の合理化にある。

②

また，補助金が真に必要としている人々に向けられるようにすることも高等委員会創設の目的であ
る。

③

政府の統計資料によれば，補助金のうち約118億ドルが電気・水道及び燃料料金を定位に抑制するた
めに使われている。

補助金を見直すための委員会の創設は，シェ

２月までクウェート中央銀行総裁の座にあった

イク・サーレム・アブドゥルアジズ・アル・サ

同相は，総裁在任中から公的支出が先例のない

バーハ財務相の要請で検討されていた。2013年

ほど膨れ上がり支えきれなくなりつつあるの
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で，財政・金融の安定性から見て問題があると

だがサウジ政府はそれまでの発表通り，期限

の趣旨の発言をしていた。

到来と共に不法滞在外国人の厳格な摘発に乗り

実際，クウェートの歳出は過去７年間で，主

出している。このため，例えばサウジアラビア

として賃金や補助金，
贈与金の増額で230億ドル

の首都リヤド南の主としてアフリカ系労働者の

から700億ドル超へと３倍超に膨れ上がってい

居住するマンフーア地区では，11月９日，数百

る。このためクウェート政府は2013年10月に議

人の外国人労働者が警官隊と衝突し死者２人

会提出した４ヵ年開発計画の中で，上述したよ

（うちサウジ人１人），負傷者68人（うちサウジ

うに，仮に現在の福祉制度がそのまま続けば

人20人），逮捕者561人を出す事件が発生してい

2021年から財政赤字に転じ，2035年には累積赤

る。サウジ当局が11月３日から開始した不法滞

字額が4,140億ディナール（約１兆4,600億ドル）

在外国人労働者の摘発に反発した主にアフリカ

にまで増高すると警告していた。但し，国際通

系外国人が，石やナイフでサウジ人やその他外

貨基金（IMF）は今少し厳しい見方をしており，

国人を襲撃したことが原因である。

このまま行けばクウェートは2017年には財政赤

地元紙アッシャルクによれば，事件は警察

字に陥ると予測している。

チームが不法滞在外国人の捜索を開始した直後

周知のように，クウェートでは燃料価格は過

に起きている。貧民街として知られるマンフー

去15年間据え置かれたままであり，電力料金は

ア地区には，主としてアフリカからの多くの不

クウェート国民120万人のみならず約270万人と

法出稼ぎ者が居住している。サウジ警察は翌日

言われる外国人にも費用の僅か５％という超廉

の11月10日，同地区を包囲すると共に，同地区

価な料金で供与されている。

には国家警備隊と特殊部隊が送り込まれてい

なお，アル・カッバス紙によれば，新設され

る。

る高等閣僚委員会は，教育から始まってスポー

他方，首都リヤドでは11月10日，手荷物を持

ツ・クラブ，結婚，身体障害者，農民，漁師向

って警察の用意した集合センターまで送るバス

けの補助金を含むすべての財及びサービスにつ

に乗ろうと列をなす数百人の不法滞在外国人の

けられている補助金の見直しを行うことにな

姿が見られた。サウジ警察は前日の11月９日，

る。

マンフーア地区の不法滞在者には出頭すれば出
国までの期間の宿泊施設を準備すると発表して

不法滞在外国人労働者の追放を断行したサウジ

いた。

アラビア

不法滞在者の出国期限までにバングラディシ

GCC 諸国の最近の政策のなかで今ひとつ目

ュやフィリピン，インド，ネパール，パキスタ

立つのが，自国民の雇用先の確保に向けた外国

ン，イエメンなどから来た約100万人が恩赦期間

人労働者の削減の動きである。サウジアラビア

を利用して帰国している。サウジ労働省は，11

は2013年11月３日を期限として，不法滞在の外

月９日，滞在を合法化するための書類を受け付

国人労働者に申告すれば罰することなく自国に

けるが，11月４日以降の不法滞在期間に対する

返還させるとの方針を打ち出していた。サウジ

罰金を別途科すと発表している。

国内では実際に同措置が取られれば経済へのマ

サウジアラビアに多くの労働者が出稼ぎに出

イナス影響が大きいので，再び期限が延長され

ているエチオピア政府は，11月９日，７ヵ月間

たり，或いは何らかの経過措置などが導入され

の猶予期間内に出国しなかった自国民の帰国を

るのではないかとの期待感もあった。

支援していることを明らかにした。同国がわざ
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わざそのような発表を行ったのは，不法滞在者

今ひとつ注目される動きが起きている。これま

を捜索する過程でエチオピア人１人が警察の銃

で GCC 諸国の外国人労働者の労働環境が余り

撃を受けて死亡したと伝えられるためである。

に劣悪と指摘する向きは少なく，一部諸国では

エチオピア外務省のディナ・ムフティ報道官は，

それが原因で労働争議が発生したりしていた。

11月９日，確認中としている。

しかし，その場合にも当局は一方で善処するこ

サウジ政府は不法外国人滞在者の追放は同国

とを発表しつつ騒ぎを起こした労働者を密かに

に長期的には利益をもたらすとしているが，サ

本国送還するなど総じて外国人に厳しい対応に

ウジ国内の特に建設関係の企業からは日雇い労

終始してきた。

働者の不足で労働コストが上昇し始め経営を圧

だが，こうした流れを大きく変える動きがカ

迫しているとの苦情も出始めている。

タールで起きている。恐らく，今回のカタール

IMFは７月８日に明らかにしたサウジ経済に

での動きを契機として GCC 諸国における外国

関する理事会報告書のなかでサウジアラビアに

人労働者の労働環境に国際社会の関心が高まり

ついて G20諸国の中で近年の経済が最も好調で

改善されることになろう。

世界石油市場の安定に貢献している国家として

何 故 な ら ば，カ タ ー ル が 2013 年 11 月 18 日，

評価している。同時に，以下のような諸点も指

FIFA ワールドカップの会場の建設に従事する

摘していた。

労働者の環境が劣悪であるとのアムネスティ・
インターナショナル（以下，アムネスティと略

①
②

国内需要の抑制のためにも国内エネルギー

す）の報告書の発表を受け，労働者の権利を尊

価格の上方修正が役に立つだろう。

重するなど改善することを約束したからであ

但し，実施はビジネス界と家計が調整でき

る。169頁に及ぶアムネスティ報告書は，ワール

るように時間をかけつつ，段階的且つ周知

ドカップの主催者である国際サッカー連盟

徹底しながら行うことが望ましい。
③

（FIFA）が労働条件を改善するようカタールに

若く急速に拡大するサウジ人口は，成長や

圧力をかけるよう求めていた。

生活水準の改善にとっては好機でもあり課
④

厳しい批判を受けたカタール2022年最高委員

題でもある。

会（Q22）は，前日の11月17日に外国人労働者

こ の点からも，雇用拡大，住宅市場発展，

の環境に関してアムネスティと建設的な協議を

インフラ開発，中小企業育成のために進行

行い，ワールドカップの開始まで対話を続ける

中の諸改革は課題の克服を助けることにな

ことを明らかにした。Q22の発表した声明は

ろう。
⑤

「2013年末までに募集から帰国までのガイドラ

IMF理事会は，サウジ国民の技量の向上を

インを明らかにした労働者福祉基準が発出され

目指した教育への巨額投資を歓迎する。但

る」
「同基準の順守はQ22の建設事業に関わる企

し，サウジ人雇用を増加する労働市場政策

業にとって契約上の義務であり厳格に監視して

はマクロ経済との整合性を取りながら慎重

いく」（AFP 通信

に実施されねばならない。

る。

2013年11月18日）としてい

他方，アムネスティは報告書の中で検査官が
FIFA ワールドカップの建設現場の労働環境の

ある建設現場の監督者が出稼ぎ労働者を「動物

改善を約束したカタール

たち」との言葉で呼んでいた点を指摘し，カター

GCC 諸国における外国人労働者の問題では，

ル政府に厳格な見直しを迫っている。またアム
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ネスティのサリール・シェッティ事務局長はカ

発言している。

タールにおける労働環境について，次のように
番号
①

発

言

内

容

検査で分かったのはカタールの労働環境が驚くべき搾取の状態である点を示唆しており，虐待的な
状態が蔓延化していることである。

②

FIFA はワールドカップの建設現場での人権の侵害は黙認しえないことを公言する義務がある。

③

アムネスティはカタール政府高官と会談したが，問題のある点を進んで認め何とかして解決策を見
つけようとしていた。

④

世界で最も豊かな国家の一つで多くの出稼ぎ労働者が無慈悲に搾取され，給与を支払われなかった
り，生き残りに必死であるということについては単純に言い訳の余地はない。

⑤

ドーハのある病院の代表者は，2012年以降だけで建設現場の高い場所から落ちて精神的外傷を受け
た労働者だけで1,000人超に達する。このうちの10％は身体障害者となっており，致死率は極めて高
い。

事態を重く見た FIFA のバトラー会長は，11

えている。FIFA は会談後，次のように論評し

月９日，ドーハで首長，首相と会談し懸念を伝
番号
①

ている。

内

容

FIFA は人権を尊重すべきこと及び国際規準の適用が我々の活動の原則且つ一部であることを明確
にした。

②

FIFA はアムネスティによる労働者を公正に取扱い且つ人権を尊重させようとの努力を理解し共有
する。主催国もこれらの点を尊重することを期待する。

なお，カタール外務省は，外国人労働者の状

し，過酷な労働環境に警鐘を鳴らしていた。因

況の点検を依頼した国際的な法務企業 DLA パ

みに，同紙は，１）出稼ぎ労働者が雇用者側に

イパーにアムネスティ報告書も見直しの資料に

パスポートを奪われている，２）気温が摂氏50

加えるよう要請したことを明らかにしている。

度に達する建設現場でも飲料水の摂取を許され

英国のテレグラフ紙（2013年９月25日）は，

ない事例もある，３）12時間超に及ぶ労働が強

６月からの２ヵ月間で少なくとも44人のネパー

制されている，と劣悪な労働環境について例を

ル人が首都ドーハで死亡したとの記事を掲載

挙げながら指摘していた。

40

中東協力センターニュース
2013・12／2014・1

