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―東地中海・北アフリカ地域ニュース―
エジプト：モルシ（ムルスィー）大統領の訪中、両国の狙いは何か (後編)
湾岸地域の経済・金融・エネルギー問題専門家 中嶋 猪久生
現在のエジプト経済は、外国人観光客や海外からの直接投資の大幅減少、燃料や食糧の多
くを輸入に依存していることによる物価上昇や外貨不足に陥っている。このままではモルシ
大統領の支持基盤である低・中所得層の不満が強まりそうな段階に達している。このような
状況下、モルシ政権は他国からの経済・金融支援を獲得し、窮地を抜け出したいと考えてい
る。大統領は、中東・アフリカなどの近隣諸国の他、中国(前編参照)を皮切りに各国を訪問
し支援要請を行ったが、これまでの支援状況は次の通りである。
●

サウジアラビア； コミット額 37.5 億ドル

真っ先にエジプト支援を表明したのはサウジアラビア。総額 37.5 億ドルの支援を表明し
た。うち 10 億ドルは外貨準備支援で、5 月には、エジプト中央銀行に預託されている。残り
は、エジプト国内の開発プロジェクト向け、エジプトの中小企業支援、サウジから購入する
燃料や商品などへの充当が計画されている。両国間の 2011 年の貿易は SR177 億(サウジ→エ
ジプト SR107 億、エジプト→サウジ SR70 億)。エジプトがサウジとの間で、早期に期待する
のは両国間の海上橋梁(総延長 32km、建設費 30 億ドル)の建設である。
●

カタル； コミット額 20 億ドル

サウジアラビアに次いで 20 億ドルの支援策を公表した。このうち 10 億ドルは、緊急財政
支援として、8 月にエジプト中央銀行に預託(期間 8 年)された。カタルは今後 5 年以内に約
180 億ドルの投資を計画。うち観光 100 億ドル、産業プロジェクト 80 億ドル(ガス、電力、
鉄鋼プラントなど)。
●

I M F； 48 億ドルの融資を協議中

IMF の緊急支援スタンドバイ・クレジットの供与について、IMF とエジプトは融資条件(エ
ジプトの経済改革など)をめぐり協議中。
●

世 銀； 2 億ドル 承認済

エジプトの雇用促進のためのプロジェクトに充当される計画。
財政赤字支援のため、エジプトは世銀とアフリカ開発銀行との間で総額 10 億ドルの支援
についても協議中。
●

イスラム開発銀行(IDB) ； 12.5 億ドル 融資契約調印

・ IDB Helwan 発電所建設資金 2.5 億ドル
・ IDB グループのイスラム貿易金融公社(ITFC)

10 億ドル

燃料及び食糧輸入資金
● 米 国；

10 億ドルの債権放棄を検討中

エジプトは米国にとってアラブ世界における安全保障上最大のパートナーであり、これま
でに、
・ 米国によるエジプト向けの支援は 30 億ドル以上であり、このうちの大半は Food for
Peace 計画に基づき、米国の農産物を購入するというひも付き融資、
・ もう一つは、年間 13 億ドルの軍事援助、
が行われてきた。
そんな中で、米国はエジプト支援に動き出した。エジプトが抱える対米債務のうち 10 億
ドルの免除が検討されている。その他の支援策についても、モルシ大統領が国連総会への出
席を機に予定されるオバマ大統領との会談の中で明らかにされるとみられている。9 月、エ
ジ プ ト 投 資 に 関 心 を 持 つ 米 国 企 業 (Boeing, General Electric, Google, Citigroup,
Caterpillar, Xerox など)から 100 人以上の企業幹部で構成される官民合同代表団がカイロ
を訪問した。米国はエジプト向け投資環境改善のため、税制、労働法、破産法などの改定を
求めた。同時期に、サウジアラビアからもモルシ大統領に同様の指摘があり、大統領は投資
促進の障壁を排除するよう関係閣僚に指示を出した。
米国によるエジプト支援の背景には、政権成立直後から、政治的にも、経済的にも不安定
要因を抱え込んだモルシ政権を支援することで、エジプトを安定化させたいという狙いがあ
りそうだ。先行き不透明なシリア内戦、イスラエルとイランの深刻な対立など、米国として
は、中東で、これ以上の不安定要因が生じてほしくはないのである。
●

欧州連合(EU)； 5 億ユーロのマクロ経済支援

9 月、ブリュッセルを訪問したモルシ大統領に対し、EU の執行機関、欧州委員会のバロー
ゾ委員長は、エジプトが IMF との間で、48 億ドルの緊急支援の合意を条件に、5 億ユーロの
マクロ経済支援を行う、と語っている。さらに、エジプトの景気回復に向けて、EU は 1.5～
2.0 億ユーロの支援を別途検討する用意があることを明らかにした。
●

トルコ

9 月、経済支援を求めてトルコを訪問したエジプト代表団に対し、トルコは 20 億ドルの支
援を行うことを明らかにした。内容は外貨準備の支援とインフラ分野への投資。20 億ドルの
半分はトルコからの融資の形をとることになっている。

(参考) エジプト経済の主要指標(エジプトの財政年度は 7/1～6/30)
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