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● 人口 ： 国際連合（UN）。数値は2020年。
● GDP成長率、一人当たりGDP ： 国際連合（UN）。数値
は2018年。
● 若年層失業率（15-24歳） ： 国際労働機関（ILO）
「Unemployment rate by sex and age― ILO modelled 
estimates, Nov. 2019（％）」。数値は2020年の推定値。
● 報道の自由度ランク：国境なき記者団（RSF）「2020 
World Press Freedom Index」。数値は2020年。
● 汚職度ランク ： トランスペアレンシー・インターナショ
ナル（TI）「CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019」。
数値は2019年。順位が高いほど汚職が少ないことを
示す。日本は20位。

地図上の表記は図示目的であり、それぞれの国や地域の法的地
位もしくは国境線に関するJICAの見解を示すものではありません。
エジプト、リビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコの5か国はアフ
リカ大陸に位置しますが、JICAではそれら諸国を中東に分類して
います。なお、トルコについては、JICAは欧州に分類しています。

＊2 パレスチナ中央統計局（PCBS）、2019年。
＊3 世界銀行「World Development Indicators」2018年。

日系企業の拠点数
2011年以降の伸びはトルコが93拠点から193拠点に、モロッコが27拠点か
ら64拠点にとそれぞれ2倍以上に増えている。

失業率
2011年から20年までの失業率（推定）はパレスチナが高く、
次にリビアが続く。

 【シリア・アラブ共和国】
⃝首都：ダマスカス
⃝人口：1,750万人
⃝GDP成長率：2.4％
⃝一人当たりGDP：981ドル
⃝若年層失業率：21.1％
⃝報道の自由度ランク：174位
⃝汚職度ランク：178位

Syrian Arab Republic
シリア

❹

ダマスカスの市場

スーク･ハミディーエ

 【レバノン共和国】
⃝首都：ベイルート
⃝人口：683万人
⃝GDP成長率：0.3％
⃝一人当たりGDP：8,224ドル
⃝若年層失業率：17.8％
⃝報道の自由度ランク：102位
⃝汚職度ランク：137位

Lebanese Republic
レバノン

❺

“中東のパリ”と呼ばれる

ベイルートの街並み

 【ヨルダン・ハシェミット王国】
⃝首都：アンマン
⃝人口：1,020万人
⃝GDP成長率：1.9％
⃝一人当たりGDP：4,238ドル
⃝若年層失業率：35.0％
⃝報道の自由度ランク：128位
⃝汚職度ランク：60位

Hashemite Kingdom 
of Jordan

ヨルダン

❻

死海で

ぷかぷか浮遊体験

 【パレスチナ自治政府】
⃝自治政府所在地：ラマッラ
⃝人口：497万人＊2

⃝GDP成長率：0.9％＊3

⃝一人当たりGDP：3.199ドル＊3

⃝若年層失業率：41.6％
⃝報道の自由度ランク：137位
⃝汚職度ランク：-

Palestinian Authority
パレスチナ

❼

実はキリスト教徒も多い!

ベツレヘムのクリスマス

 【モロッコ王国】
⃝首都：ラバト
⃝人口：3,691万人
⃝GDP成長率：3.7％
⃝一人当たりGDP：3,273ドル
⃝若年層失業率：21.9％
⃝報道の自由度ランク：133位
⃝汚職度ランク：80位

Kingdom of Morocco
モロッコ

14

青い街

シェフシャウエン

 【アルジェリア民主人民共和国】
⃝首都：アルジェ
⃝人口：4,385万人
⃝GDP成長率：1.4％
⃝一人当たりGDP：4,115ドル
⃝若年層失業率：29.7％
⃝報道の自由度ランク：146位
⃝汚職度ランク：106位

People's Democratic 
Republic of Algeria

アルジェリア
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旧市街カスバは

世界遺産にも登録

 【チュニジア共和国】
⃝首都：チュニス
⃝人口：1,182万人
⃝GDP成長率：2.5％
⃝一人当たりGDP：3,450ドル
⃝若年層失業率：36.5％
⃝報道の自由度ランク：72位
⃝汚職度ランク：74位

Republic of Tunisia
チュニジア
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ポリフェノールが豊富な

チュニジア産オリーブ

 【リビア】
⃝首都：トリポリ
⃝人口：687万人
⃝GDP成長率：17.9％
⃝一人当たりGDP：5,147ドル
⃝若年層失業率：50.9％
⃝報道の自由度ランク：164位
⃝汚職度ランク：168位

Libya
リビア
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まさに砂漠のオアシス、

ウバリ砂漠の湖水

 【エジプト・アラブ共和国】
⃝首都：カイロ
⃝人口：1億233万人
⃝GDP成長率：5.3％
⃝一人当たりGDP：2,538ドル
⃝若年層失業率：30.0％
⃝報道の自由度ランク：166位
⃝汚職度ランク：106位

Arab Republic of Egypt
エジプト
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ギザの大ピラミッドと

スフィンクス

 【イエメン共和国】
⃝首都：サヌア
⃝人口：2,983万人
⃝GDP成長率：-1.3％
⃝一人当たりGDP：936ドル
⃝若年層失業率：23.9％
⃝報道の自由度ランク 167位
⃝汚職度ランク：177位

Republic of Yemen
イエメン

❾

モカコーヒー

発祥の地

 【サウジアラビア王国】
⃝首都：リヤド
⃝人口：3,481万人
⃝GDP成長率：2.2％
⃝一人当たりGDP：23,217ドル
⃝若年層失業率：27.9％
⃝報道の自由度ランク：170位
⃝汚職度ランク：51位

Kingdom of Saudi Arabia
サウジアラビア

❽
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聖地メッカの

大巡礼

 【イラン・イスラム共和国】
⃝首都：テヘラン
⃝人口：8,399万人
⃝GDP成長率：-4.8％
⃝一人当たりGDP：5,783ドル
⃝若年層失業率：27.2％
⃝報道の自由度ランク：173位
⃝汚職度ランク：146位

Islamic Republic of Iran
イラン

❶

かつて“世界の半分”の富や人が

集まったと謳われた

古都エスファハーン

 【イラク共和国】
⃝首都：バグダッド
⃝人口： 4,022万人
⃝GDP成長率： -1.0％
⃝一人当たりGDP： 5,523ドル
⃝若年層失業率： 25.2％
⃝報道の自由度ランク： 162位
⃝汚職度ランク： 162位

Republic of Iraq
イラク

❷

国民食  ！ 

鯉の丸焼きマスグーフ

 【トルコ共和国】
⃝首都：アンカラ
⃝人口：8,434万人
⃝GDP成長率：2.8％
⃝一人当たりGDP：9,368ドル
⃝若年層失業率：22.7％
⃝報道の自由度ランク：154位
⃝汚職度ランク：91位

Republic of Turkey
トルコ

❸

世界遺産カッパドキアと

気球

外務省「海外在留邦人数調査統計」（平成24年～令和元年）。
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＊1 世界190か国を対象に事業
活動規制など10分野を選定し、
各分野においてスタンダードケー
スシナリオ（国内の中小企業が、
国内最大の経済規模を持つ都
市において事業活動を行う場合）
を設定して、所要日数、必要コス
トなどの各項目を比較し数値化し
たもの。世界銀行が毎年発表し
ている。数値は2020年。

世界銀行（WBG） 「Doing Business 2020：Comparing Business 
Regulation in 190 Economies」。

（）内は全190か国・地域中の順位。

1位 トルコ （33位）

2位 モロッコ （53位）

3位 サウジアラビア（62位）

4位 ヨルダン （75位）

5位 チュニジア （78位）

ビジネスの行いやすさ＊1

国際観光客到着数

国連世界観光機関（UNWTO）「Tourism Data 
Dashboard」。数値は2019年。

1位 トルコ 5,120万人

2位 サウジアラビア 1,750万人

3位 モロッコ 1,290万人

4位 エジプト 1,300万人

5位 チュニジア 940万人

「アラブの春」から10年が経ち、
中東とその周辺国はどうなっているのだろうか。

数値とともに各国の状況を見てみよう。

データで見る各国
中東のいま

「アラブの春」から10年
特集
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