
【主要経済指数】 
石油生産の増産と共に復調傾向、一人当たりGDPも増加 
人口は毎年100万人増加、10年後には4千万人を上回る見通し 

イラクの主要経済指標 

指標 2011年 2016年 

（予測） 
2021年 

（予測） 
年間 

成長率 

名目GDP  US$, Billion 120 276 409 24.1% 

一人当たりGDP US$/person 3,677 7,251 9,588 16.1% 

人口 Million 32.7 38.1 42.7 3.1% 

失業率 % 16.0 14.0 14.0 -1.3% 

外貨準備高 US$, Billion 60 174 252 32.0% 

石油生産量 Million B/D 2.64 4.20 
(2015年） 

6.10 
（2020年） 

19.4% 

出所）Business Monitor International、IEA 



【原油生産量の推移と予測】 
IEAの予測によると、2020年までにイラクの原油生産量は倍増し、 
サウジアラビアに次ぐ世界2位の石油輸出国となる見通し 

0.31 

2.59 

1.32 

2.39 
2.64 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

4.20 

6.10 

6.90 

7.50 

8.30 

2015 2020 2025 2030 2035

出所）IEA, “Iraq Energy Outlook 2012”を元に作成 

イラクの原油生産量の推移と今後の生産量予測 
（Billion B/D) 

IEAはWorld Energy Outlook 2012において、「イラクのエネルギー部門が、世界のエネルギー市場の安
定と安全保障に多大な貢献を成し得る」と分析している 



【地域別の特徴】 
 
イラクの経済圏は北部、中央部、南部の3地域で構成 

北部クルド地区 
• 商都：エルビル 
• 人口：460万人 
• クルド民族地域で自治
政府を形成 

イラク中央部 
• 首都：バグダッド 
• 人口：2,150万人 
• 政治・経済の中心地 

イラク南部 
• 商都：バスラ 
• 人口：720万人 
• 港湾があり、エネル
ギー輸出拠点 



【北部クルド地区の様子】 
トルコの地方商業都市のイメージ 
基礎インフラはほぼ整っており、卸・小売企業の進出進む。治安も安定 

エルビル市街 

トルコ資本ホテル 大型ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 

日本車ｼｮｰﾙｰﾑ 



【イラク中央部の様子】 
官庁が所在しており政府案件では不可避の地域 
人口多くポテンシャル大きい。更なる治安の安定要 

ﾊﾞｸﾞﾀﾞｯﾄﾞ国際見本（11月） 

ﾊﾞｸﾞﾀﾞｯﾄﾞ国際空港 

ﾊﾞｸﾞﾀﾞｯﾄﾞ市内 

撤去されるTｳｫｰﾙ 



【イラク南部の様子】 
エネルギー資源の輸出拠点として急速にリハビリ・開発が進む 
インフラ関連ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄも多く、バグダッドを上回る海外企業活動に期待 

バスラ市街 ファオ港原油積出施設 

出所）Oil  Gas Journal 

ｲﾗｸ･ｴﾅｼﾞｰｼﾃｨ ハルサ発電所 



【発電施設容量と実際の発電量】 
発電需要ピーク時には６GWの電力が不足している現状 
発電施設のリハビリ、発電所の新設に対する需要は強い 

出所）IEA, “Iraq Energy Outlook 2012”より引用 

イラクの発電施設容量と実際のピーク発電量のギャップ発生分布 



【チグリス川・ユーフラテス川の流量推移】 
イラク南部では河川の水不足と塩害が深刻化しており、 
上水の供給量も大幅に不足している 

 トルコとシリアにおけるチグリス川・ユーフラテス川上流での取水が淡水供給減少の要因 

 南部イラクで高まる水問題： バスラでは河川の塩分濃度が上昇 

 水不足と塩害が深刻化しているにも関わらず、水の再利用の効果的な計画を打ち出せていない 

 上下水道インフラの３回の戦争による破損 
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出所）Dunia Frontier Consultant 



【上下水の対策目標・課題】 
政府は、上下水への普及率改善を目標に 
上下水施設のリハビリ・新設を力強く進めていく計画 

 35%超とされる地域住民の飲料水不足への取
組 

 地方政府に権限委譲された資金を利用した92

に及ぶ水プロジェクトの実施 

 燃料、電力、エンジニアリング、設備等の供給
による、運営上の欠陥への取組 

 現状未施行となっている水の割り当ての実施 

 市民レベルでの水資源の有効利用や保存方
法に係る意識改革 

 南部地域の淡水化プラントの建設 

 市民の下水網普及率を40％まで改善 

 政府の汚水処理能力の引き上げ 

 集められた雨水と処理された下水の効果的な
再利用システムの構築 

 国際標準に適合した水路に再導入する処理水
の確立 

 48の新規プロジェクトの実施  

 旧施設の復旧と下水網の拡大 

上水 下水 

イラク政府が立案する上下水の対策目標・課題 

出所）Dunia Frontier Consultant 



【海外企業の商業活動額】 
海外企業による商業活動は08年頃から本格化 
昨年は総額550億ドルの活動額で前年比＋40%の成長 
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出所）Dunia Frontier Consultants 

40% 

海外企業商業活動額の国別内訳（2011年） 
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注：商業活動は、報道等で公表された案件の成約高や投資活動額の積み上げを指す 



【地域別の海外企業商業活動】 
 
イラクの経済圏は北部、中央部、南部の3地域で構成 

出所）Dunia Frontier Consultants 

地域別の海外企業商業活動額シェア(2011年） 



【海外企業のイラク進出状況】 
外国企業のイラク現地事務所数は1,500店所を越える 
日本企業は11社が新規に開設済みで、事務所開設機運が高まっている 

外国企業（含む日本）によるイラク現地事務所数 

 

 

 

 

 

日本企業によるイラク現地事務所開設状況 

 弊方確認で11社がイラク国内に事務所を新たに開設 

▪ バグダッドに10店、バスラに4店、エルビルに1店 

 ８社が事務所開設に向けて登記手続きなどの準備中 

 JICA、JCCMEの2機関もバグダッドに事務所を開設済 
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出所）イラク貿易省 

国 事務所数 

トルコ 354 

U.A.E 158 

米国 139 

レバノン 112 

ヨルダン 98 

英国 91 

クウェート 66 

イラン 63 

イタリア 28 

フランス 26 

エジプト 26 

ドイツ 21 

中国 20 

キプロス 18 

オランダ 16 

ロシア 15 

韓国 15 

： ： 

日本 9 

合計 0 



【海外企業のイラク進出事例】 
  
石油以外の分野では電力・住宅分野で海外企業の進出が相次ぐ 

海外企業によるイラク進出事例（報道ベース） 在バグダッドのフランス･ビジネス・センター 

企業 分野 概要 時期 

Bloom 
Properties
（UAE) 

住宅 • カルバラのラザザ湖周辺に20k㎡、4

万戸の住宅地開発事業を実施する旨
についてNICと契約を締結。 

13年3月 

Robert’s 
Group 
（レバノン） 

サー
ビス 

• 同社は、バグダッドに40施設から構成
されるレジャーパークをバグダッドに
2014年に開設する。 

13年3月 

Gazprom 
（ロシア） 

石油 • クルド政府は、Gazpromの子会社と新
たな石油開発案件について近いうちに
合意に達すると発表した。 

13年2月 

Metito 
（UAE) 

水 • 同社は、ナジャフ県の下水処理施設案
件を680億ドルで落札した。 

13年2月 

SAP 
（ドイツ） 

IT • 業務・会計管理システムを提供する同
社は、イラクでの事業展開を強化して
いくことを発表した。 

13年2月 

GE 
（アメリカ） 

石油 • 同社は、バスラ市近郊に技術・サービ
スセンターを開設した。イラク人技術者
を支援し、ルメイラ油田の生産を底上
げすることが目的。 

13年1月 



【日本企業のイラク進出事例】 
 
エネルギー分野を中心に、進出実績が積みあがりつつある 

企業 分野 概要 発表時期 

豊田通商 電力 • イラク電力省から、移動式変電設備24台、73億円の供給契約を受注 

• イラク戦争後の通算受注台数は84台にのぼる 

2013年2月 

官－民案件 

島津製作所 医療 • イラク保健省から、X線透視撮影システム106式、総額15億円の供給
契約を受注。13年2月より据付を開始する 

• 2003年以降、現地代理店を通じて医療機器の更新を手がけている 

2013年1月 

官－民案件 

INPEX 石油 • 2012年5月に行われた第4次石油ガス田入札で、イラク南部地域の 

探鉱・開発権を、ルクオイルと共同で落札 

• 2012年11月に同案件について、イラク石油省傘下のSouth Oil 

Companyと契約を締結 

2012年11月 

官－民案件 

日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

住友商事 

石油・水 • South Oil Companyと、石油処理施設向けの水処理設備の導入に 

ついてMOUを締結 

• 9月から実証実験を開始、将来的に10年間100億円の受注を目指す 

2012年6月 

民－民案件 

東洋エンジニアリング 石油 • South Oil Companyと、上流資源分野における「包括技術サービス 

契約」を締結 

2012年4月 

民－民案件 

クボタ 農業・水 • イラク水資源省から、チグリス川流域の灌漑事業を19億円で受注。 

８つのポンプ場で老朽化した大型ポンプのリプレイスを行う 

2012年2月 

ODA案件 

日揮 電力 • イラク電力省から、南部ナシリヤの発電所設備（冷却水装置）改修 

事業を10億円で受注 

• 日揮はバグダッドとバスラの2箇所に事務所を開設済 

2012年2月 

官－民案件 

日本企業によるイラク進出事例（報道資料よりJCCME作成） 



【国際見本市における日本企業】 
11月のバグダッド国際見本市では、 
日本が高いプレゼンスを発揮することに成功 

日本館 内景 企業ブース（ユニ・チャーム） 

 日本館への出展企業  民間企業17社 ＋ 政府関連機関4団体  

 アメリカ館等をおさえて、ベストパビリオン賞を受賞 



【日本政府・関連団体による企業活動支援】 
イラク人の親日感情と日本への期待が高いうちに、 
現地への進出を急ぐ必要あり 

 日本政府・関連団体による企業活動支援 

1. イラク各都市への官民ミッション派遣 

2. 両国官民企業ビジネスマッチングの機会提供 

3. 日本・イラク投資協定の締結（2012年6月） 

4. ﾌｧｲﾅﾝｼﾝｸﾞｽｷｰﾑ（原油収入に基づく支払保証）構築に向けた政府間協議 

5. 投資・貿易保険の拡充 

6. 貿易・投資情報の発信 （中東協力センターイラク代表事務所の活用） 

7. ビジネス環境の改善要望 

 



【イラク市場開拓の着眼点】 
イラク人の親日感情と日本への期待が高いうちに、 
現地への進出を急ぐ必要あり 

1. 円借款案件は、引き続き重要なイラクビジネス推進への足掛かり 

2. EPC、IPP、BOTビジネスは、積極的に第三国企業との連携の可能性も探る 

3. 消費財分野は、戦乱による消費空白期間を埋めようとする市民の高い購買意欲と

日本製品へのロイヤリティ（70年代の遺産）が追い風に 

4. イラク市場でのプレゼンス向上を目的に、現地事務所開設を先行させることも有効 

 イラク市場への近道 



【イラクにおける投資法適用時のインセンティブ】  

 10年間の公租公課の免除： 投資許可を得た事業は、営業開始から10年間、公租公課の 

免除を受けることができる。イラク人投資家の事業持分が50％を超えた場合は、免除年数を
最大15年間まで引き上げることができる。 

 事業用資産・資材の関税免除： 投資事業用に輸入される資産は、投資許可から3年以内に 
イラクに輸入されることを条件として、関税を免除される。 

 資本・収入の国外持ち出しの自由： 投資家はイラクに持ち込んだ資本・収入を、すべての 

租税と債務を支払った後、交換可能な通貨にて持ち出すことができる。 

 土地の賃貸借： 投資事業の期間中、事業に必要な土地の賃貸借ができる（50年以内）。 

 外国人雇用の許可： 投資家は、十分な事業遂行能力を持つイラク人の雇用が適わない場合
は、イラク人以外の労働者を雇用することができる。 

 イラク国内居住権と出入国の便宜： 外国人投資家及び投資事業で働く外国人に対し、イラク
国内の居住権を認め、イラクの出入国便宜が図られる。 

 住宅事業の土地取得認可： 住宅事業を目的とする場合、投資委員会が定める条件に従い、
土地を購入することができる。ただし住宅は事業完了後にイラク人に割り当てられる。 

 



 国家再建には10年間で0.7兆～1兆ドルの資金が必要 

 復興費用のうち6割を原油などの資源収入で賄い、残り4割を外国企業の 

直接投資で賄う計画 

 経済復興のために資源開発やインフラ、住宅などの10分野を重視 

 10分野： 製造業、通信、電力、交通、衛生保健、食品、住宅、IT、鉱業、農業 

 今後10年で200～250万戸の住宅が必要で、住宅関連投資には1.5千億ドル
が必要 

 イラク国家投資委員会 アーラジー委員長発言 （2012年7月5日 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙにて会見） 

社会基盤と経済復興のため、基礎インフラ分野を石油収入と海外投
資により進めたい意向 

【イラクが求めている投資】  


