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(1)　概要

　故アサド前大統領逝去後のバッシャール大統領への政権委譲は円滑になされた。バッシャール大統領は、一定

の留保を付して自由化、開放路線を鮮明にし、急激な変革は避けつつも法律改正を含む諸措置を講じている。こ

れまで経済改革を優先しつつも、国内の既得権益層の抵抗や不効率な行政制度の弊害などから改革は必ずしも円

滑には進捗していなかった。しかし、2005年6月のバアス党地域指導部大会で多数の経済改革勧告とともに政党

法制定や非常事態法見直し等の政治改革を盛り込む最終声明が採択されたことより、今後の動向が注目されてい

る。

　シリアは、中東和平問題、イラク問題をはじめとする地域情勢の鍵を握る重要なプレーヤーである。シリアは、

90年代に数回の断絶を挟んでイスラエル政府との間で和平交渉を行ってきたが、2000年3月のジュネーブにおけ

るアサド・クリントン会談を最後に交渉は暗礁に乗り上げ、現在イスラエルとの和平交渉再開の見通しが立って

いない。他方、シリアは推定40万人のパレスチナ難民を抱え、在外パレスチナ諸派に対する影響力を維持してい

る。また、イラク戦争・占領を反対する態度が米国の反感を買い、2004年5月米国が対シリア制裁発動、9月シリ

アによるレバノン内政干渉を理由に米仏共同提案の安保理決議1559が可決されるなど国際的圧力が高まった。こ

れらを受けてシリアは、イラク国境管理問題、イスラム武装勢力イラク流入防止等で努力を示していたものの、

2005年2月ハリーリ・レバノン前首相爆殺事件を契機にシリアに対する国際的な圧力は頂点に達し、4月レバノン

内戦時から駐留するシリア軍のレバノン撤退を実施するに至った。

　シリア経済は、非効率な国営企業等に起因し、90年代後半以降低迷傾向にある。故アサド前大統領政権下で若

干緩和された厳格な社会主義経済体制は、バッシャール大統領就任以降改革が進められており、現在は市場経済

移行を経済政策の重要課題と位置づけている。金融保険分野の民間への開放、証券市場設立準備が行われている

が、現在のところ、改革のスピードは漸進的なものに留まっている。

(2)　「第9次社会経済開発5か年計画」

　　第9次5か年計画において掲げられている基本理念、目的、政策及び施策は、次の4点に集約される。

　(ｲ)　投資促進による経済改革：ハード、ソフト両面の投資環境改善

　　　外国及び民間からの投資の促進によって、経済改革を進める意図が明らかにされている。このため5か年

計画の中では投資環境の改善を主要施策として、投資原則の確立及び投資を呼び込む際に必要となるソフト、

ハード両面のインフラ整備を進めるとしている。

　(ﾛ)　近代的な産業導入：既存産業の合理化と新規産業の創出

　　　既存産業の更なる合理化、近代化を進め足元を固めつつ、技術産業、情報産業等の近代化産業の導入を行

い、併せて原油、綿花等の非加工製品の輸出を抑制し、これに付加価値をつける新規産業の創出を進めるこ

ととしている。

　(ﾊ)　国民の生活レベルの向上：失業対策と所得増加

　　　約12%（2003年）といわれる高い失業率を低減させる失業対策が課題となっており、このために政府とし

て上述の政策によって雇用機会を創出するとともに、労働者の質の確保に努めている。また、国民生活のコ

ストと収入のバランスが関心事となっており、所得を増加させる施策を打ち出している反面、従来の生活補

助政策からの転換を試みていることは注目に値する。他方基礎生活分野への配慮による国民生活の質の向上

にも言及しており、初等教育、就学前教育の拡充等が掲げられている。

　(ﾆ)　人口と環境問題への取り組み：2020年を目標年とした人口施策

　　　2020年を目標とした人口施策についても言及があり、都市問題、エネルギー分野、社会経済インフラ分野

での取組が進めることとしている。

［9］シリア

1．シリアの概要と開発課題
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表－1　主要経済指標等

指　　　　　標 2003年 1990年

人　　　口 （百万人） 17.4 12.1

出生時の平均余命 （年） 70 66

G　N　I
総　　　額 （百万ドル） 20,626 11,955

一人あたり （ドル） 1,160 940

経済成長率 2.5 7.6

経 常 収 支 （百万ドル） 752 1,762

失　業　率 （％） － －

対外債務残高 （百万ドル） 21,566 17,259

貿　易　額注1）

輸　　　出 （百万ドル） 7,093.00 5,029.60

輸　　　入 （百万ドル） 6,236.00 2,954.70

貿 易 収 支 （百万ドル） 857.00 2,074.90

政府予算規模（歳入） （百万シリア・ポンド） － 58,639.00

財 政 収 支 （百万シリア・ポンド） － －

債務返済比率（DSR） （％） 1.6 9.9

財政収支/GDP比 （％） － －

債務/GNI比 （％） 110.7 －

債務残高/輸出比 （％） 270.7 －

教育への公的支出割合 （対GDP比） － －

保健医療への公的支出割合 （対GDP比） － －

軍事支出割合 （対GDP比） 6.9 6.9

援助受取総額 （支出純額百万ドル） 160.3 683.4

面　　　積 （1000㎞2）注2） 185

分　　　類
D　A　C 低中所得国

世界銀行等 IDA融資適格国、かつIBRD融資（償還期間20年）適格国

貧困削減戦略文書（PRSP）策定状況 －

その他の重要な開発計画等 5か年開発計画

注）01．貿易額について、輸出入いずれもFOB価額。

　　  2．面積については“Surface Area”の値（湖沼等を含む）を示している。

　　  

表－2　我が国との関係

指　　　　　標

貿易額（2004年）

対日輸出 （百万円） 24,634.8

対日輸入 （百万円） 1,817.7

対日収支 （百万円） 22,817.1

我が国による直接投資 （百万ドル） －

進出日本企業数 （2004年11月現在） －

シリアに在留する日本人数 （人）

 （2004年10月1日現在）
236

日本に在留するシリア人数 （人）

 （2004年12月31日現在）
163



322―　　―

シ リ ア

表－3　主要開発指数

開　　発　　指　　標 最新年 1990年

極度の貧困の削減と飢餓の撲滅

所得が1日1ドル未満の人口割合 （％） －

下位20％の人口の所得又は消費割合 －

5歳未満児栄養失調割合 （％） 7 (1995－2003年) －

普遍的初等教育の達成
成人（15歳以上）識字率 （％） 82.9 (2003年) 64.8

初等教育就学率 （net、％） 98 (2002/2003年) 92 (1990/1991年)

ジェンダーの平等の推進と女性

の地位の向上

女子生徒の男子生徒に対する比率（初等教育） （％） 96 (2002/2003年) 93 (1988－1990年)

女性識字率の男性に対する比率（15―24歳） （％） 96 (2003年)

幼児死亡率の削減
乳児死亡率 （出生1000件あたり） 16 (2003年) 44

5歳未満児死亡率 （出生1000件あたり） 18 (2003年) 59

妊産婦の健康改善 妊産婦死亡率 （出生10万件あたり） 160 (2000年) 200 (1988年)

HIV/エイズ、マラリア、その他

の疾患の蔓延防止

成人（15～49歳）のエイズ感染率注） （％） ＜0.1 [＜0.2] (2003年)

結核患者数 （10万人あたり） 52 (2003年)

マラリア患者数（全年齢） （10万人あたり） －

環境の持続可能性の確保
改善された水源を継続して利用できる人口 （％） 79 (2002年) 79

改善された衛生設備を継続して利用できる人口 （％） 77 (2002年) 76

開発のためのグローバルパート

ナーシップの確保

債務元利支払金総額割合

 （財・サービスの輸出に占める％）
3.0 (2003年) 20.3

人間開発指数（HDI） 0.721 (2003年) 0.635

注)　［　］内は範囲推計値。

(1)　シリアに対するODAの意義

　 シリアは、中東和平達成の鍵を握る重要な当事国であり、また、イラクの隣国であるため、我が国としては

シリアとの良好な関係を踏まえ、中東和平プロセス支援の一環として地域の平和と安定に向けたシリアの積極

的関与を促すため、シリアを含むイスラエル周辺国に対するODAを実施してきた。シリアが国内安定化、市

場経済化を指向する現在の改革路線を更に推進していくため、シリアに対して国民生活の向上に資する援助を

実施していくことが重要となっている。

(2)　シリアに対するODAの基本方針

　　中東和平プロセスを含めた地域の平和と安定に向けたシリアの積極的参加を促すため、また、国内安定化、

市場経済化及び斬新的な民主化を指向する現在の改革路線を支援するため、持続的な経済成長及び国民生活の

質の向上に資する援助を実施していくこととしている。

(3)　重点分野

　　2004年6月に現地ODAタスクフォースがシリア側と行った現地ベース政策協議において、以下の4分野を当

面の重点分野とすることが確認された。

　(ｲ)　経済・社会システムの近代化

　　　農業近代化、首都圏都市基盤整備、物流システム近代化等を実施

　(ﾛ)　水資源管理と効率的な利用

　　　水資源管理、安全な水の供給、節水灌漑農業普及を実施

　(ﾊ)　社会サービスの拡充

　　　就学前教育の拡充、基礎医療改善、社会的弱者の環境改善等を実施

　(ﾆ)　環境保全

　　　環境行政の改善、廃棄物処理の改善等を実施

2．シリアに対するODAの考え方
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(1)　総論

　　2004年度のシリアに対する無償資金協力は8.14億円（交換公文ベース）、技術協力は11.05億円（JICA経費実

績ベース）であった。2004年度までの援助実績は、円借款1,563.05億円、無償資金協力246.13億円（以上、交

換公文ベース）、技術協力213.12億円（JICA経費実績ベース）であった。

(2)　無償資金協力

　　一人あたりGNIの低下に伴い、1992年度より無償資金協力の対象国となり、食糧増産援助の他、教育、医療、

上水道、環境等の分野に対する援助を実施してきている。2004年度には、首都ダマスカスの水資源開発等に対

する協力を行った。なお、文化無償資金協力は1980年度以降毎年実施している。

(3)　技術協力

　　行政、農業、工業等の分野において、技術協力プロジェクト、研修員受入、専門家派遣、青年海外協力隊派

遣、開発調査を実施してきている。なお、2004年5月～6月、アレッポに所在する国際乾燥地農業研究センター

（ICARDA）において、イラク人24名を対象とした第三国研修（水管理・畜産）を実施した。

　シリアにおいては、近年EUやドイツ、フランスなどの援助量が拡大しており、我が国が主導する水分野にお

いて、これらの国々との援助協調を開始しているが、その他のセクターに関しては特段の援助協調は行われてい

ない。なお、シリアは貧困削減戦略ペーパー（PRSP）を策定しておらず、自らの5か年計画をもって中期的な開

発計画としている。

表－4　我が国の年度別・援助形態別実績（円借款・無償資金協力年度E/Nベース、技術協力年度経費ベース）
（年度、単位：億円）

年　度 円　借　款 無償資金協力 技 術 協 力

2000年 － 26.21 14.52

2001年 － 23.80 13.99 (12.85)

2002年 － 12.60 12.05 (10.86)

2003年 － 11.53 11.24 (10.23)

2004年 － 8.14 11.05

累　計 1,563.05 246.13 213.12

注）1 ．年度の区分は、円借款及び無償資金協力は原則として交換公文ベース（但し無償資金協力については、2000年度は閣議決定ベース）、技
術協力は予算年度による。

　　2 ．「金額」は、円借款及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績及び各府省庁・各都道府県等の技術協力経費実績ベー

スによる。

　　3 ．円借款の累計は債務繰延・債務免除を除く。また、（　）内の数値は債務免除額。

　　4 ．2001~2003年度については、日本全体の技術協力事業の実績。2000年度及び2001~2003年度の（　）内はJICAが実施している技術協力

事業の実績。なお、2004年度の日本全体の実績については集計中であるため、JICA実績のみを示している。

4．シリアにおける援助協調の現状と我が国の関与

3．シリアに対する2004年度ODA実績



324―　　―

シ リ ア

表－5　我が国の対シリア経済協力実績 
（暦年、DAC集計ベース、単位：百万ドル、支出純額）

暦　年 政府貸付等 無償資金協力 技 術 協 力 合　　　　計

2000年 33.69 17.79 12.88 64.36

2001年 -56.60 24.07 13.02 -19.51

2002年 -13.35 16.90 12.23 15.78

2003年 -36.71 20.29 9.80 -6.62

2004年 -48.95 12.85 9.63 -26.48

累　計 809.27 205.08 189.17 1,203.54

出典）OECD/DAC

注）1 .　政府貸付等及び無償資金協力はこれまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中に実際に供与された金額（政府貸付等について

は、シリア側の返済金額を差し引いた金額）。

　　2 .　技術協力は、JICAによるものの他、留学生受入や関係省庁及び地方自治体、公益法人による技術協力を含む。

表－6　諸外国の対シリア経済協力実績 
（暦年、DAC集計ベース、単位：百万ドル、支出純額）

暦年 1位 2位 3位 4位 5位 うち日本 合　　　計

1999年 日本 136.2 ドイツ 15.3 フランス 12.8 イタリア 4.4 ノルウェー 1.3  136.2  172.3

2000年 日本 64.4 フランス 13.2 ドイツ 12.0 イタリア 2.8 ノルウェー 1.7  64.4  97.3

2001年 ドイツ 83.3 フランス 14.6 イタリア 8.2 オランダ 2.8 ノルウェー 0.9  -19.5  92.3

2002年 日本 15.8 フランス 13.5 イタリア 2.8 オランダ 2.3 ギリシャ 1.1  15.8  25.0

2003年 フランス 20.0 オランダ 5.3 ギリシャ 4.3 ノルウェー 2.0 イタリア 1.2  -6.6  28.8

出典）OECD/DAC

表－7　国際機関の対シリア経済協力実績 
（暦年、DAC集計ベース、単位：百万ドル、支出純額）

暦年 1位 2位 3位 4位 5位 そ　の　他 合　　　計

1999年 UNRWA 19.0 WFP 6.3 UNTA 2.7 CEC 2.6 UNHCR 2.4  1.6  34.6

2000年 UNRWA 22.7 WFP 4.6 IFAD 4.5 UNTA 2.4 CEC 2.1  2.3  38.6

2001年 UNRWA 21.8 CEC 4.4 UNTA 2.8 UNFPA 2.5 WFP 2.4  2.8  36.7

2002年 UNRWA 25.5 CEC 9.8 UNFPA 4.0
UNHCR 1.8
UNTA 1.8

 －  8.8  51.7

2003年 CEC 59.0 UNRWA 26.8 UNTA 3.2 IFAD 2.2 UNFPA 1.6  34.6  127.4

出典）OECD/DAC

表－8　我が国の年度別・形態別実績詳細（円借款・無償資金協力年度E/Nベース、技術協力年度経費ベース）
 （年度、単位：億円）

年度 円　　　　借　　　　款 無　償　資　金　協　力 技　　術　　協　　力

99年度
までの

累　計

 1,563.05億円
内訳は、2004年版の国別データブッ
ク、もしくはホームページ参照

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/shiryo/jisseki/kuni/index.html)

163.85億円
内訳は、2004年版の国別データブッ
ク、もしくはホームページ参照

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

oda/shiryo/jisseki/kuni/index.html)

 153.63億円
研修員受入 704人
専門家派遣 220人
調査団派遣 887人
機材供与 2,730.88百万円
協力隊派遣 304人

2000年

 な　し  26.21億円
種子生産能力向上計画（1/2） (4.78)

第二次ダマスカス郊外県給水開発計画

（1/2） (13.07)

食糧増産援助 (7.70)

アラブ文化センターに対する映画上映用

機材 (0.08)

ダマスカス大学日本語学習センターに対

する日本語学習機材 (0.37)

草の根無償（6件） (0.21)

 14.52億円
研修員受入 59人
専門家派遣 9人
調査団派遣 111人
機材供与 84.60百万円
協力隊派遣 37人
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年度 円　　　　借　　　　款 無　償　資　金　協　力 技　　術　　協　　力

2001年

 な　し  23.80億円
アレッポ大学病院医療機材整備計画 (3.05)

種子生産能力向上計画（2/2） (4.92)

ダマスカス市内配水管改修計画（第二次）

（1/2） (7.96)

食糧増産援助 (7.00)

文化省に対する音響機材供与 (0.47)

草の根無償（8件） (0.40)

 13.99億円　 (12.85億円)　

研修員受入 75人　　 (70人)　　

専門家派遣 12人　　 (11人)　　

調査団派遣 78人　　 (77人)　　

機材供与 16百万円 (16.47百万円)

留学生受入 37人　　
（協力隊派遣）  (14人)　　

（その他ボランティア）  (4人)　　

2002年

 な　し  12.60億円
第二次ダマスカス郊外県給水開発計画

（2/2） (4.40)

ダマスカス繊維工業専門学校機材整備計

画 (3.80)

ダマスカス市内配水管改修計画（第二次）

（2/2） (3.34)

パルミラ国立博物館に対する視聴覚機材

供与 (0.50)

草の根無償（11件） (0.56)

 12.05億円　 (10.86億円)　

研修員受入 124人　　 (76人)　　

専門家派遣 37人　　 (36人)　　

調査団派遣 28人　　 (25人)　　

機材供与 153.17百万円 (153.17百万円)

留学生受入 40人　　
（協力隊派遣）  (25人)　　

（その他ボランティア）  (14人)　　

2003年

 な　し  11.53億円
ゴラン病院医療機材整備計画 (4.52)

水資源情報管理センター整備計画 (6.05)

文化省に対する移動図書館車供与 (0.32)

草の根・人間の安全保障無償（8件） (0.63)

 11.24億円　 (10.23億円)　

研修員受入 115人　　 (104人)　　

専門家派遣 18人　　 (17人)　　

調査団派遣 45人　　 (43人)　　

機材供与 62.61百万円 (62.61百万円)

留学生受入 44人　　
（協力隊派遣）  (16人)　　

（その他ボランティア）  (12人)　　

2004年

 な　し  8.14億円
ダマスカス市新規水源開発計画（1/2）
 (7.33)

文化芸術アサド・ハウスに対する楽器供

与 (0.49)

草の根・人間の安全保障無償（4件） (0.32)

 11.05億円
研修員受入 110人
専門家派遣 21人
調査団派遣 52人
機材供与 99.21百万円
協力隊派遣 26人
その他ボランティア 12人

2004年
度まで

の累計

 1,563.05億円  246.13億円  213.12億円
研修員受入 1,123人
専門家派遣 314人
調査団派遣 1,195人
機材供与 3,146.98百万円
協力隊派遣 422人
その他ボランティア 42人

注）1 ．年度の区分は、円借款及び無償資金協力は原則として交換公文ベース（但し無償資金協力については、2000年度は閣議決定ベース）、技
術協力は予算年度による。

　　2 ．「金額」は、円借款及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績及び各府省庁・各都道府県等の技術協力経費実績ベー

スによる。

　　3 ．円借款の累計は債務繰延・債務免除を除く。

　　4 ．2001~2003年度の技術協力においては、日本全体の技術協力事業の実績であり、2000年度及び2001~2003年度の（　）内はJICAが実施

している技術協力事業の実績。なお、2004年度の日本全体の実績については集計中であるため、JICA実績のみを示し、累計については

2004年度までにJICAが実施している技術協力事業の実績の累計となっている。

　　5 ．調査団派遣にはプロジェクトファインディング調査、評価調査、基礎調査研究、委託調査等の各種調査・研究を含む。
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表－9　実施済及び実施中の技術協力プロジェクト案件（終了年度が2000年度以降のもの）

 案　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名 協　力　期　間

水資源情報センター整備計画

アル・バース大学獣医学教育強化計画

シリア国節水灌漑農業普及計画

全国環境モニタリング能力強化計画

02.  6～05.  6
03.12～06.12
04.11～08.  3
05.  1～08.  1

表－10　2004年度草の根・人間の安全保障無償資金協力案件

案　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

ルクヌッディーン地区貧困者及び孤児対象職業訓練所設置計画

ハマ孤児院設備改善計画

アレッポ児童養護院設備改善計画

ハリーマ・アル＝サアディーヤ孤児院東棟設立支援計画




