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格差の大きい産油国と非産油国―MENA(中東・北アフリカ)の「人間開発指数」(２０１３年版)
（MENA なんでもランキング・シリーズ その１１）
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中東北アフリカ諸国は英語の Middle East & North Africa の頭文字をとって MENA と呼ばれていま
す。MENA 各国をいろいろなデータで比較しようと言うのがこの「MENA なんでもランキング・シリー
ズ」です。「MENA」は日頃なじみの薄い言葉ですが、国ごとの比較を通してその実態を理解していた
だければ幸いです。なお MENA の対象国は文献によって多少異なりますが、本シリーズでは下記の
１９の国と１機関（パレスチナ）を取り扱います。（アルファベット順）
アルジェリア、バハレーン、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェイト、レバノン、リ
ビア、モロッコ、オマーン、パレスチナ自治政府、カタール、サウジアラビア、シリア、チュニジア、 ト
ルコ、UAE（アラブ首長国連邦）、イエメン、
これら１９カ国・１機関をおおまかに分類すると、宗教的にはイスラエル（ユダヤ教）を除き、他は全
てイスラム教国家であり OIC（イスラム諸国会議機構）加盟国です。なおその中でイラン、イラクはシ
ーア派が政権政党ですが、その他の多くはスンニ派の政権国家です。また民族的にはイスラエル
（ユダヤ人）、イラン（ペルシャ人）、トルコ（トルコ人）以外の国々はアラブ人の国家であり、それらの
国々はアラブ連盟(Arab League)に加盟しています。つまり MENA はイスラム教スンニ派でアラブ民
族の国家が多数を占める国家群と言えます。
第１１回のランキングは、UNDP(国連開発計画)が毎年発表する世界各国の人間開発に関する報
告書の最新版「Human Development Report 2013」から MENA 諸国をとりあげて比較しました。
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１．「Human Development Report ２０１３」について
UNDP の「Human Development Report 2013」(以下「HDR2013」)では、(1)１８７の国及び地域の人
間開発指数(Human Development Index, HDI)の値と順位、(2)１４８の国と地域のジェンダー不平等
指数（Gender Inequality Index, GII）が発表されている。
レポート全文（英文）：http://hdr.undp.org/en/
UNDP 東京事務所プレスリリース：http://www.undp.or.jp/hdr/global/
人間開発指数（HDI）
HDI とは、人間開発の 3 つの基本的な側面──健康で長生きできるかどうか、知識を得る機会が
あるかどうか、人間らしい生活を送れるかどうか――について、進歩の度合いを長期にわたって測
定するための総合的な指標である。健康と長寿に関しては出生時平均余命を、知識を得る機会に
関しては成人の平均就学年数（25 歳以上の人が生涯を通じて受けた教育年数の平均）と、就学年
齢児童の生涯予測就学年数（現在の年齢別就学率が変わらないと仮定した場合に、いま就学開始
年齢の子供が生涯を通じて通算何年間の学校教育を受けるかを予測した数字）を基準にしている。
人間らしい生活（生活水準）に関しては、2005 年の米ドル建て購買力平価（PPP）に換算した１人当
たり国民総所得（GNI）を基準に用いている。
ジェンダー不平等指数（GII）
「ジェンダー不平等指数（GII）」は、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）、エンパワー
メント、そして経済活動への参加の 3 つの側面で、ジェンダーに基づく不平等がどの程度存在する
かを表す指数である。リプロダクティブ・ヘルスの状況は、妊産婦死亡率と 15-19 歳の女性 1000 人
当たりの出生数で測定する。エンパワーメントの状況は、立法府の議席に占める割合と中・高等教
育への進学状況を基準とする。経済活動への参加状況は、労働市場への参加率で判断する。GII
は、従来の「ジェンダー開発指数」と「ジェンダー・エンパワーメント指数」に代わる指数として導入さ
れた。GII は、3 つの側面における男女の不平等により、人間開発のレベルがどの程度損なわれて
いるかを明らかにするものである。
（MENA で HDI が最も高いイスラエルとこれに続く GCC 諸国！）
２．２０１２年の MENA の国別 HDI
（表http://members3.jcom.home.ne.jp/areha_kazuya/11-T01.pdf 参照）
MENA の中で HDI が最も高いのはイスラエルの０．９００であり、世界順位も１６位とかなり上位で
ある。MENA２位以下はカタール（HDI ０．８３４、世界順位３６位、以下同じ）、UAE（０．８１８、４１位）、
バハレーン（０．７９６、４８位）、クウェイト（０．７９０、５４位）、サウジアラビア（０．７８２、５７位）と
GCC 各国がこれに続いている。Index が０．８００以上のイスラエル、カタール及び UAE の３カ国は
高々度人間開発(VHHD)の国とされバハレーン、クウェイト、サウジアラビアと以下に述べるリビアか
らチュニジアまでの HDI０．７１０以上の国々は高度人間開発（HHD）とされている。
サウジアラビアについで MENA７位以下で世界順位 100 位以内の国の指数と世界順位は、リビア
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（０．７６９、６４位）、レバノン（０．７４５、７２位）、イラン（０．７４２、７６位）、オマーン（０．７３１、８４
位）、トルコ（０．７２２、９０位）、アルジェリア（０．７１３、９３位）、チュニジア（０．７１２、９４位）である。
VHHD３カ国および HHD１０カ国を合わせた１３カ国が世界の上位グループに入っている。
これら１３カ国以外の MENA 各国は世界順位が１００位以下であり、中位人間開発（MHD）国、或
いは低位人間開発（LHD）の範疇となる。このうち MHD グループに入るのがヨルダン（０．７００、１０
０位）、パレスチナ自治区（０．６７０、１１０位）、エジプト（０．６６２、１１２位）、シリア（０．６４８、１１６
位）、モロッコ（０．５９１、１３０位）、イラク（０．５９０、１３１位）の５カ国１機関である。
イエメンは開発度が最も低い低度人間開発（LHD）グループに入っており、HDI は０．４５８、世界
順位は１８６か国中の１６０位である。アラブ諸国の平均指数は０．６５２であり、全世界の平均指数
０．６９４に比べ、アラブの人間開発指数は世界平均を下回っている。
なお HDI が世界で最も高いのはノルウェー（０．９５５）であり、最も低いのはニジェール（０．３０４）
である。日本は HDI ０．９１２で世界１０位にランク付けされている。米国は０．９３７、世界３位、中国
は０．６９９、世界１０１位である。米国及び日本は VHHD(高々度人間開発)のグループであるが、中
国はヨルダン（世界１００位）よりも下位の中位人間開発(MHD)国である。
(人間開発度は高くても、男女不平等の格差が大きいカタール！)
３．２０１２年の国別ジェンダー不平等指数（GII）
（表http://members3.jcom.home.ne.jp/areha_kazuya/11-T02.pdf 参照）
ジェンダー不平等指数（GII）は、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）、エンパワーメ
ント、そして経済活動への参加の 3 つの側面で、ジェンダーに基づく不平等がどの程度存在するか
を表す指数である(第１項参照)。GII が MENA で最も低い（つまり男女平等が最も進んでいる）国はイ
スラエルで GII 指数は０．１４４、世界２５位である。これに続いて世界５０位以内に入っているのは、
リビア（GII 指数０．２１６、世界３６位、以下同じ）、UAE（０．２４１、４０位）、バハレーン（０．２５８、４５
位）、チュニジア（０．２６１、４６位）及びクウェイト（０．２７４、４７位）である。
これを人間開発指数（HDI、第２項）と比較すると、イスラエル、UAE、バハレーン、クウェイトなど
は HDI、GII の世界順位はほぼおなじであるが、リビア及びチュニジアは両者の順位が大きく異なっ
ている。チュニジアの場合は HDI 世界順位９４位に対し GII の世界順位は４６位であり、リビアは HDI
が世界６４位に対して GII は３６位である。ともに人間開発指数が低いにも関わらず男女平等の程度
が世界的にも高い水準にある。これに対してカタール、サウジアラビアなどは後述するように HDI の
世界順位が高いにもかかわらず、GII の順位が１００位以下と低い。GII は女性の立法府、経済活動
への参加の程度を算定基準としていることがこのような結果をもたらしていると考えられる。
GII の世界順位が５０位から１００位までの国はオマーン（GII 指数０．３４０、世界５９位、以下同じ）、
トルコ（０．３６６、６８位）、アルジェリア(０．３９１、７４位）、レバノン（０．４３３、７８位）、モロッコ（０．４
４４、８４位）、ヨルダン（０．４８２、９９位）の５か国である。
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GII 世界順位が１００位以下の国はイラン（０．４９６、１０７位）、カタール（０．５４６、１１７位）、シリア
（０．５５１、１１８位）、イラク（０．５５７、１２０位）、エジプト（０．５９０、１２６位）、サウジアラビア（０．６
６２、１４５位）及びイエメン（０．７４７、１４８位）である。GII 指数は世界１４８カ国について算定されて
いるためイエメンは全世界で不平等指数が最も高い国である。
ジェンダー不平等指数(GII)世界１００位以下の国について人間開発指数(HDI)と比べると、エジプト、
シリア、イラク、イエメン等は HDI も１００位以下である。これに対してカタールとサウジアラビの２カ
国は HDI の世界順位がそれぞれ３６位と５７位でありジェンダーの不平等さが際立っている。エジプ
ト、イラクなどは妊産婦死亡率、進学状況の低さが反映したものであり、カタールとサウジアラビア
の場合は国政や労働市場への参加率の低さが反映したものと考えられる。カタールはアルジャジ
ーラ放送や欧米大学の誘致、モーザ首長妃の活躍など一見進歩的で女性重視の印象があるにも
かかわらず実態的には男女格差はかなり大きいことがわかる。
なおアラブ諸国の平均 GII は０．５５５であり、全世界平均の０．４６３に比べかなり見劣りがする。
因みに日本の GII は０．１３１で世界では２１位である。これに対し米国の世界順位は４２位、中国は
３５位である。米国の GII 順位は UAE とほぼ同じであり中国よりも低い。米国の人間開発指数（HDI）
が世界３位であるのに比べ GII の低さが際立っている。
(1980 年から 2000 年までに劇的に改善した人間開発指数。近年も少しずつ向上！)
４．１９８０年～２０１２年の HDI の推移
（図http://members3.jcom.home.ne.jp/areha_kazuya/11-G01.pdf 参照）
ここでは MENA 諸国の中からカタール、サウジアラビア、トルコ及びエジプトの４カ国を取り上げ、
これに日本、全世界平均、アラブ諸国平均を加えて１９８０年から２０１２年までの HDI の推移を比較
する。
いずれの国も１９８０年から２０００年までの間に HDI は大幅に改善されており、世界及びアラブ諸
国の平均値も大きくアップしている。とくに HDI の低かった国ほど改善の度合いが高い。２０００年以
降もサウジアラビア、トルコ、エジプトなどは毎年着実に HDI が上昇している。また世界及びアラブ諸
国の平均値も同様の傾向を示している。これに対し日本あるいはカタールのように既に HDI が高水
準にある国は改善の歩みが停滞している。
個別の推移をみるとエジプトは、０．４０７(１９８０年)→０．５０２(１９９０年)→０．５９３（２０００年）→
０．６２５(２００５年)→０．６４０(２００７年)とアップし、２０１０年から２０１２年までの過去３カ年は０．６
６１→０．６６２へわずかながら改善している。１９８０年と２０１２年を比較すると指数は６０％以上大
幅にアップしている。同じようにトルコは１９８０年から２０１０年の３０年間で５０％超改善しており、
過去３カ年でも０．７１５から０．７２２にアップしている。MENA の中でも上位であるカタール及びサウ
ジアラビアの場合、１９８０年から２０１２年までの HDI 指数の推移はそれぞれカタールが０．７２９→
０．７４３→０．８０１→０．８２８→０．８３３→０．８２７→０．８３２→０．８３４、サウジアラビアが０．５７５
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→０．６５３→０．７１７→０．７４８→０．７５６→０．７７７→０．７８０→０．７８２であった。
アラブ諸国の平均で見ると１９８０年の０．４４３から２０１２年には０．６５２に４7％アップしており、
アラブ諸国の HDI は３２年間で大幅に改善していることが分かる。日本は１９８０年にすでに HDI は
かなり高かった(０．７８８)のであるが、１９９０年には０．８００台を越え、さらに２００７年には０．９０３
に上昇、最近３年間の HDI は０．９０９(２０１０年)→０．９１０(２０１１年)→０．９１２(２０１２年)とわずか
ずつではあるが向上している。
(「アラブの春」は HDI 向上につながらなかった！)
５．「アラブの春」前後の人間開発指数の変化
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/areha_kazuya/11-G02.pdf )
2011 年にエジプト、リビア、バハレーンなど MENA 各国に民主化運動「アラブの春」の嵐が吹き荒
れた。軍事独裁政権が倒れ不十分ながらも民主主義体制を樹立した国(エジプト、リビア、チュニジ
ア、イエメン)がある一方、独裁体制が維持されたまま内戦状態となり（シリア）或いは政情不安が続
く国(バハレーン)もある。ここではこれらの国々の HDI の世界ランクが「アラブの春」の前後でいかな
る変化を示したか（或いは変化しなかったか）を検証してみる。
GCC 加盟国であるバハレーンの場合はスンニ派の支配王家が隣国サウジアラビアの軍事的支援
を得て多数派であるシーア派市民の改革運動を抑圧、現在小康状態を保って両派の対話が継続
中である。２００８年に同国の HDI 世界ランクは４１位であったが、２０１０年以降順位はじりじりと下
がり２０１２年は世界４８位である。またアサド政権が命脈を保っているものの内戦状態にあるシリア
の場合は、２００８年の１０８位から「アラブの春」後の２０１１年には世界１１３位に下がっており、２０
１２年も１１２位にとどまっている。
軍事独裁政権が倒れたリビア、チュニジア、エジプト、イエメンの４カ国の場合、２００８年の世界ラ
ンクはそれぞれ５６位、９１位、１１２位及び１５３位であった。２００９年及び２０１０年は各国で異なっ
た動きを示したが、２０１０年以降の順位の推移をみると、リビアは５３位(‘１０年)→６４位(‘１１年)→
６４位(‘１２年)であり、また、チュニジアは８１位→９４位→９４位、エジプト１０１位→１１３位→１１２
位、イエメン１３３位→１５４位→１６０位となっている。２０１０年はランク付けの対象国数が例年に比
べ少なかった(１６９か国)ため下位クラスの国(イエメン、エジプトなど)は見掛け上のランクが高くなっ
ているが、その要素を差し引いても各国の世界ランクは低下するか横ばいにとどまっており、「アラ
ブの春」が人間開発指数の改善に寄与したとは言えないようである。
以上
本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。
前田 高行
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