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サウジアラビア概況

国名／首都 サウジアラビア王国／リヤド

面積 215万㎢（日本の約5.7倍・13州で構成）

人口 3,341万人（うちサウジ人2,077万人）

人口増加率 2.3％

サウジ人比率 63％

宗教／公用語 イスラム教／アラビア語

政体 君主制

国王 Salman Bin Abdulaziz Al Saud （第7代国王、2015年1月即位）

皇太子 Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud （副首相兼国防相）

名目GDP 6,809億ドル（2020年、日本：4兆9,106億ドル）

一人当たりGDP 19,586ドル（日本: 39,047ドル）

実質GDP成長率 0.3％（2019年）

通貨／為替レート サウジアラビア・リヤル（SR）／1ドル＝3.75リヤル（ドルペッグ制）

原油生産量 約1,000万b/d、世界の13％で第2位

原油埋蔵量 世界の17.2％、第2位 採掘可能年数：66年 （BP統計2019）

出所： 外務省、サウジアラビア中央統計局等資料より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成
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実質GDP成長率推移

2020年の実質GDP成長率は過去最大のマイナスに

石油・天然ガスがGDPの4割弱を占めることからも、GDP成長率は
新型コロナウィルスと油価のネガティブ影響を二重に受ける

実質GDP成長率推移 GDP構成比（2019年）

出所： サウジアラビア中央統計局、Jadwa Investment資料より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成

(USD / Barrel)(%)
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Vision 2030

• 2016年4月発表、15年間の長期計画

• 計画の3本柱

1. 活気ある社会（A Vibrant Society）

2. 盛況な経済（A Thriving Economy）

3. 野心的国家（A Ambitious Nation）

• 穏健なイスラム社会を目指す

• 石油依存経済からの脱却、産業多角化

出所： “Vision 2030”より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成
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Vision 2030 具体的目標 (1)

活気ある
社会

出所： “Vision 2030”より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成

UNESCOの世界遺産登録数を2倍以上にする

ウムラの受入許容者数を年間800万人から3,000万人に増やす

国内の文化・娯楽活動への支出を、総家計支出の2.9%から6%に引き上げる

国内3都市を、世界100都市の住みやすい都市ランキング上位にランクインさせる

社会関係資本指数で26位から10位になる

少なくとも週に1回運動する人の割合を13%から40%に引き上げる

平均寿命を74歳から80歳に伸ばす

生活の充足

確立された
価値

強固な基盤

豊富な機会 GDPに占める中小企業の貢献の割合を20%から35%に引き上げる

失業率を11.6%から7%に引き下げる

現在の世界第19位から世界15位の経済規模の国家になる

労働力に占める女性の割合を22%から30%に引き上げる

公的投資資金の資産を6,000億リヤルから7兆リヤルに増やす

石油・ガス部門における国内化の割合を40%から75%に引き上げる
長期目線
での投資

野心的な
国家
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Vision 2030 具体的目標(2)

野心的な
国家

GDPに占める海外直接投資の割合を3.8%から国際レベルの5.7%に引き上げる

国際競争力指数において25位から10位になる

物流効率指数で49位から25位になり、地域のリーダーとしてビジネスを牽引する

GDPに占める民間部門の貢献の割合を40%から65%に引き上げる

石油を除いたGDPの非石油製品の輸出割合を16％から50％に引き上げる

政府有効性指数で80位から20位になる

非石油政府収入を1,630億リヤルから1兆リヤルに増やす

家計収入に占める貯蓄率を6%から10%に引き上げる

電子政府開発指数で、現在の36位からトップ5に入る

年間100万人のボランティアを動員する（現状1.1万人）

GDPに占める非営利部門の貢献の割合を1%未満から5%に引き上げる

盛況な
経済

オープンな
ビジネス

効果的な
ガバナンス

透明性の
確保

地理的
優位性の
活用

出所： “Vision 2030”より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成

経済指標のみならず、幅広い分野における目標設定がされていることが特徴
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Vision 2030 の成果

1. 社会改革

2. 産業多角化

出所： “Vision 2030”より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成

改革の推進者

• Mohammed bin Salman 皇太子 （MbS）

 現サルマン国王の息子

 建国の祖、アブドゥルアジーズ初代国王の孫（第3世代）

 国家運営の実質的権力を握る

 35歳

 アニメ好き
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１．社会改革

娯楽の多様化

- 映画館解禁（2018年4月）

- 各種エンターテイメント（e-VISA）、音楽

スポーツ、健康増進の取り組み

宗教警察（勧善懲悪委員会）弱体化

ドレスコード緩和

女性のさらなる社会進出促進

2017年10月25日付け現地紙

• 穏健なイスラム社会を目指す
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１．社会改革 女性の社会進出関連

自動車運転の解禁（2018年6月）

上場企業に初の女性トップ誕生（2018年10月）

女性の駐米大使誕生（2019年2月）

女性の海外渡航が自由化（2019年8月）

観光VISA解禁と共に外国人女性旅行客には

アバーヤ着用を義務付けない旨発表（2019年9月）

聖地管理庁の管理職に女性登用（2020年8月）

レストランにおける男女セクションの廃止

G20を通じ女性の社会進出が更に加速

Vogue Arabia
2018年6月号表紙

2019年6月24日付 Arab News紙
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２．産業多角化 経済特区

国内各所で経済特区の開発が進む

経済特区ごとに重点分野を設定

• 外資企業誘致に向けた、経済特区の整備

出所： Economic Cities and Special Zones Authorityの資料より日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド作成
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２．産業多角化 国内における新しい産業の発展

エンターテインメント、スポーツ、クルーズ、

エンタメ都市Qiddiyaの開発も進む

サービス産業（E-コマース）

観光

• 国内における新しい産業の発展

Avex エンタテインメント社
による花火イベント

2019年9月23日ジェッダ

サウジ・アニメ Expo 
2019年11月14-16日 リヤド
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２．産業多角化 国内における新しい産業の発展

ロックダウンの影響もあり、E-コマースが日常生活に浸透

現金主義からキャッシュレス決済へ移行

地図アプリの技術革新により、住所の問題を解決

新規企業の参入が進み、サウジ情報通信

技術委員会に登録されている

配送会社は22社、アプリは16に及ぶ

• サービス産業（E-コマース）の拡大

E-コマースのアプリケーション
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２．産業多角化 国内観光業

観光VISA解禁（2019年9月）

豊富な観光資源

巡礼＋ツーリズム

サウジ人を国内旅行へ

• 国内観光業を新産業として育成

空港内に新設された観光案内所 リヤド郊外にある観光地、
エッジ・オブ・ザ・ワールド



１．サウジアラビアの概況

２．ビジョンオフィスの活動紹介
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日・サウジ・ビジョン2030 

「日・サウジ・ビジョン2030」の作成経緯

戦略的パートナーシップ

従来の関係から戦略的パートナーシップへ

日本への石油の安定供給

サウジ・ビジョン2030
 活気ある社会
 盛況な経済
 野心的な国家

従来 高品質製品の輸出
石油・石化関連部門への投資

成長戦略
 ソサイエティ 5.0
 女性の活躍
 コネクテッド・インダストリーズ
 クール・ジャパン など

安倍総理とサルマン国王との合意（2017年3月）

競合他国に先駆けた2国間合意

 ビジネス促進措置（Enabler）を強化

経済特区の整備に協力

双方が相手国に「ビジョン・オフィス」を設置
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ビジョンオフィスの役割

ビジョンオフィスの役割

日本企業

日本政府

サウジ企業

サウジ政府

日サウジ政府（73の省庁・機関）

日サウジビジネス界

2018年1月14日
ビジョンオフィス（リヤド）開所式

先行プロジェクトのフォロー（現地での連絡・調整）

 New Opportunity開拓に向けた情報収集

サウジにおける規制制度等の調査・分析

 ビジネス環境改善、経済特区・インセンティブ提案

企業ミッション受入等
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活動内容

＜サービス産業海外進出支援ミッション＞

 日時： 2019年2月4日～6日

 訪問都市： リヤド

 参加人数： 11名（日本企業10社）

 訪問先数： 8社/機関 視察先数： 5カ所

SAUDI FRANCHISE EXPO 2019、
SAGIA、サウジ進出企業、他

 サウジアラビアへの視察ミッション

 Vol.1 -サウジアラビアへの入国- （2019年9月）

 Vol.10 -6ヵ月が経過したサウジアラムコの上場-（2020年6月）

 Vol.11 -成長が期待されるEコマース市場-（2020年6月）

 Vol.12 -ハッジは異例対応となるが、拡大が期待される聖地巡礼-

（2020年7月）

 Vol.13 -ますます存在感が高まるPublic Investment Fund-（2021年1月）

https://www.jetro.go.jp/world/middle_east/sa/sj-visionoffice.html#vision

 「ビジョンオフィス通信：変革するサウジアラビア」の発刊

＜サウジアラビア経済特区視察ミッション＞

 日時： 2019年12月1日（日）～4日（水）

 訪問都市： リヤド、ジェッダ（ラービグ）

 参加人数： 20名（日系企業15社）

 訪問先数： 15 社/機関：

KAEC 、MODON (サウジ工業用地公団)、
SAGIA、サウジ進出済企業、他

ミッション名 サービス産業海外進出支援ミッション サウジアラビア経済特区視察ミッション

日時 2019年2月4日～6日 2019年12月1日～4日

訪問都市 リヤド リヤド、ジェッダ（ラービグ）

参加人数 11名（日本企業10社） 20名（日系企業15社）

訪問先・視察先数 8社/機関 視察先数： 5カ所 15 社/機関

訪問先 SAUDI FRANCHISE EXPO 2019、
SAGIA、サウジ進出企業、他

KAEC、MODON (サウジ工業用地公
団)、SAGIA、サウジ進出済企業、他

https://www.jetro.go.jp/world/middle_east/sa/sj-visionoffice.html#vision
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日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド 連絡先

 サウジアラビアにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください

 ご不明点やご相談、ご要望等がございましたら、以下連絡先までお問い合わせください

Address:
5th Floor, Council of Saudi Chamber Building, 
King Fahd Road, Riyadh, 11614

Tel: 
+966-11-219-9155

E-mail: 
infovo@sj-visionoffice.jetro.go.jp

Website:
https://www.jetro.go.jp/sj-visionoffice/

Saudi-Japan 
Vision Office 

日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド（ジェトロ・リヤド事務所内）

ご清聴ありがとうございました

https://www.jetro.go.jp/sj-visionoffice/

