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序 研究の背景と目的 

 
産油国は、1970 年代の石油ショック以降莫大な石油収入を元に近代化・工業化を進

めたにもかかわらず、今日経済発展のパフォーマンスが も悪い国に分類される。

Auty(2001)によれば、鉱物資源を保有する諸国における一人当たりの収入は、石油ショッ

クが起きた 1974 年から 1985 年に大幅に伸びたものの、それに続く期間に停滞した。その

中でも石油資源を産出する途上国は、一人当たりの収入の伸びの回復力がもっとも悪かっ

た。石油資源は、輸送に も適したエネルギー源として先進国の工業発展を支えた一方で、

資源を産出する途上国に対して、経済発展を停滞させ、政治的な腐敗を引き起こすという

悪影響を与えた。石油を含む資源一般が経済や政治の発展に及ぼす影響やその原因に関し

ては、資源の呪い仮説（resource curse）をはじめとして、今日様々な理論が提唱されて

いる。 

石油資源が産油国政府に与える経済面での影響を分析したオランダ病などの理論は、

ここ 20～30 年の間大きく進展した。一方で、資源保有国政府はいまだに資源を浪費する政

策を採用し続けているとの指摘もなされている（Ascher 1999）。このような状況下、経済

面での影響に留まらず、資源の呪いがもたらすガバナンス面での影響に着目して、なぜ資

源保有国政府は非効率な経済政策を採用し続けるのかという問いに立った研究が今日多く

みられる（Karl 1997, Ascher 1999, Robin 1995）。 

本稿が着目するのは、ガバナンス面での影響のうち、燃料への国内販売価格に対す

る補助金政策（以下、燃料への補助金）である。これは石油資源を産出する途上国（以下、

産油国）における、経済政策の非効率性を特徴づける政策で、ナイジェリア、ベネズエラ、

インドネシア、イランなど、今日政治的・経済的発展の停滞している産油国の多くにおい

て、石油収入が増加し始めた 1970 年代に採用された。燃料への補助金政策は、採用された

当初、莫大な石油収入を元にした工業化の一貫として、また急激な経済成長によってもた

らされたインフレを抑制し貧困層を支援するための方策として一定の合理性を有していた

と考えられる。しかし資源の浪費や財政赤字、大気汚染といった弊害が表面化したのちも、

あたかも恒久的な性格を帯びているかのごとく継続されている。燃料への補助金は、今日

産油国にとって財政を逼迫する問題の多い政策の一つである。 

この政策は、経済的な非効率性や弊害が明らかになった後も、なぜ廃止されること

なく継続されてきたのか。経済発展の停滞や政治的な腐敗が指摘されて久しい産油国にお

いて、政府自らが非効率な経済政策を採用してきた背景には、産油国における政策決定者

の能力不足や政策の効率性だけでは図ることのできない、文化的あるいは構造的な要因が

あるのではないか。 
本稿の目的は、イランを事例に燃料への価格補助金政策の導入背景や継続に至る過

程の検討を通して、産油国政府が非効率な経済政策を採用する原因や背景について明らか

にすることである。その目的は、経済発展が停滞する原因をそのような政策に求めて追及
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することではなく、背景にある産油国の仕組みや構造的・文化的な側面に光を当てること

である。それによって資源保有国の政策決定が直面する問題を明らかにすることができる

と思われる。本稿は、資源と経済発展のパラドックスをめぐる研究の一事例として位置づ

けることができる。 
ここで、イランを事例として取り上げる理由について述べる。イランでは、1950 年

代以降に増加し始めた石油収入をもとに工業化・近代化を推進し、1960 年～1977 年には、

平均成長率 9.6％（Amuzegar 1992）という、実に他の第三世界諸国の二倍にあたる数字を

達成した。しかしながら、1979 年の革命によってその試みは失敗に終わり、その後革命政

権もいまだに経済の低迷と政治的な腐敗を克服することができていない。国連の報告によ

れば、2004 年におけるイランの一人当たりの所得は 2300 ドル1で、4 段階のうち中の下に

分類される2。2000 の時点で国民の 35％は貧困であるとのデータもある（Fariborz 2000)。

またNGOトランスペアレンシー・インターナショナルによる腐敗を示すCPI数値は、イラン

は 0（悪）～10（良）のうち、2.3-3.3 と低い3。以上から、イランは「石油輸出のにわか

ブームを経験して近代化・工業化路線を進むかのようにみえたが、結果的に経済的・政治

的発展の停滞に直面し、貧困問題を抱える」という産油国の一般的傾向を備えているので、

産油国における非効率な経済政策を検討する際の事例として取り上げるに値する。 

2005年 6月の第9期大統領選挙で誕生した革命原理への回帰を唱えるアフマディネ

ジャード大統領は、「公平な分配」「腐敗の根絶」というスローガンで、その日の暮らしに

も困窮する貧困層からの支持を獲得して当選したといわれる。27 年前の革命当初と全く同

じスローガンを掲げた大統領が国民からの支持を得たという事実は、イランがいまだに

1979 年当時の課題を克服しきれていないということを表している。 

調査は主に文献調査により、イランにおける事例研究の部分については、イラン発

行のペルシア語日刊紙および週刊誌等をもとにした。 

本論文の構成は以下のとおりである。第１章は、資源と経済・政治的発展のパラド

ックスをめぐる資源の呪い仮説を、経済面およびガバナンス面の二つの側面に分けて検討

し、本稿では後者すなわちガバナンス面での影響に着目して、産油国における非効率な経

済政策を対象として取り上げる。第２章は、燃料への価格補助金を題材に、その導入背景、

弊害、継続に至る背景を検証し、それをもとに産油国において非効率な経済政策が採用さ

れてきたのは、石油収入の分配をめぐる国内の政治的な対立が原因ではないかという仮説

を立てる。第３章は、イラン・イスラム共和国を事例として、同国の燃料への補助金が導

入・継続されてきたメカニズムを明らかにする。それによって、第２章で立てた仮説すな

わち産油国における非効率な経済政策は分配をめぐる国内の政治的対立が原因ではないか

                                                  
1 2005 年 11 月 1 日付「テヘラン・タイムズ」紙、在イラン国連情報センターの発表の引用。 
2 Medium/Low 

3 2005 年 10 月 18 日発表のトランスペアレンシー・インターナショナル、プレス・リリー

スに基づく。 
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という仮説を検証する。第 4章は、不労所得国家（RentierState）という概念を用いて産

油国における政治的対立の性質を考察し、なぜ産油国において非効率な経済政策が採用さ

れ続けるのかという問いに対する一つの答えを提示する。 
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第１章 資源の呪い 

 

資源の保有と経済発展・政治発展の逆説的な関係を説明する資源の呪い仮説は、経

済面への影響とガバナンス面への影響という二つの側面から考察できる（佐藤（仁）2004）。

本章では、両方の側面への影響について触れた後、後者すなわちガバナンス面への影響を

対象として、産油国政府による非効率な経済政策を扱う。 

 

 

1.1 石油資源が経済面にもたらす影響 

石油に限らず、豊富な天然資源の保有が一国の経済発展の速度を落とすという現象

は、今日広く認められている。ザックスとワーナー(1995)は 97 カ国の途上国のデータをも

とに、1970 年に GDP に占める天然資源の輸出率が高かった国が、1971 年から 1989 年まで

の期間経済成長の速度が遅かったという事実を統計によって示した。同様に貧困への影響

について、ロス(2003)は 1970 年に GDP に占める鉱物資源の輸出率が高かった国は、1990

年代後半の貧困状況が悪かったという結果を指摘している。1970 年代以降、資源小国の日

本や韓国・台湾が目覚しい経済発展を遂げたのに対して、天然資源を豊富に保有するラテ

ン・アメリカ、中東、東南アジアの国々は、経済発展が停滞し政治の腐敗および貧困問題

に直面した。豊富な天然資源の保有と経済発展とのパラドックスをめぐるこうした一連の

事例は、1980 年代以降経済学・政治学等の分野で研究の対象とされ、今日「資源の呪い仮

説」として一般の了解を得るにいたった。資源と経済発展のパラドックスを説明するメカ

ニズムのうち、経済面への影響を説明する主な理論は以下のとおりである。 

第一に、レント・シーキング（rent-seeking）理論である。レント・シーキング4と

は、公共政策における好意的な決定の結果として、他を犠牲にして自分のところにモノや

サービスを移そうとすることである。例えば他の納税者らの犠牲をもって自分に特別に利

益をもたらす税制や支出を決定させるため、政府に働きかけるロビー活動などがある。産

油国は、国家収入を国民からの税金ではなく資源輸出から得られる収入が占める典型的な

不労所得国家（Rentier State, Hootan 1994）である。不労所得国家においては、国が分

配する石油資源にあずかるため、有力者との結びつきを築こうとする行動が も経済的合

理性を有する。そのため、レント・シーキング的行動が横行する。このような経済は、政

府による不適切な資源配分やレント創出のために割かれた資源の機会費用などを原因とし

て様々な非効率性をもつ。レント・シーキング的な活動の多い産油国の経済発展は停滞し、

                                                  
4 この場合のレントとは、アダム・スミスによる収入源の三分類、利潤（profit）、賃金（wage）、

資産の使用に対して支払われる代金（rent）のなかの、rentに基づく。本来、利潤や賃金

よりに比して安易な収入源であるレントを追求する行動は問題ない。しかし、ひとたび政

治的な影響力を行使して、所有する権限をもたないものや誰の所有にも属さないものに対

する所有権を獲得しようとし、それらからのレントを得ようとするとき、問題のあるレン

ト・シーキングと呼ばれるようになる。 
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政治的な腐敗がもたらされる（Carlos&Jens 1999）。 

第二に、オランダ病（Dutch Disease）理論があげられる。産油国は、石油資源の性

質から 1970 年代に経験したような石油輸出のにわか景気を経験しやすい。石油輸出のにわ

か景気は自国通貨の価値を押し上げるため、石油以外の経済部門は国際市場での輸出競争

力を弱める。そのため、産油国では石油以外の経済部門（例えば工業、農業、製造業など）

がダメージを受けて経済全体の発展が停滞する。これは 1960 年代に、オランダで北海にお

ける天然ガス生産が始まって経済が停滞したことにちなんでオランダ病と名づけられた

（図１参照）。さらに、石油輸出のにわか景気は、石油以外の経済部門全体にダメージを与

えるだけでなく、にわか景気による国家収入の大幅な増加によって国内物資のインフレが

起こる。そのため輸入品に対する需要が増加して、国内製造業の停滞が起こる。また石油

関連産業はもともと少数の熟練労働者しか雇用しないので、石油以外の経済部門が衰退し

たのち、大量の失業者が生まれる。 

 

石油ブーム 

石油部門の拡大 為替相場UP

大量の失業者創出 

非石油部門の不況 

輸出産業が国際競争力を失う 

もともと少数の熟練

労働者しか雇用しな

い 

大量の

失業者

が発生 

雇用を創出せず 

経済全体の発展が停滞 

図１．石油資源を例としたオランダ病の発病経路 

 

 

第三に、石油価格の急激な変動性（volatility）も、悪影響をもたらす要因の一つ

である。石油価格の急激な変動性（ボラティリティ）は、国家の企画立案を困難にするこ

とで、産油国の経済発展に悪影響を与える。すなわち産油国においては、石油価格の変動

性がそのまま国家収入の変動性となるため、通常、国家の企画立案が非常に困難となる。

例えば原油高の時に支出を増やすことは容易であるが、増加した支出を原油価格下落時に

再び緊縮することは困難であるし、信用の高い原油高の時には借入しがちであるが、価格

下落時にはその支払いが滞って負債が増加しがちである。産油国は、石油価格の急激な変
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動性によって財政赤字を招きやすく、対外債務増に陥りやすい（Nicholas 2005）。 

第四に、紛争誘発も産油国の経済や政治発展を停滞させる要因の一つといわれる。

石油資源はその希少性から、内紛を誘発しやすく、また外国からの攻撃・搾取の対象とな

りやすい。ナイジェリアやスーダンなどにみられるように、長引く内紛で国内経済が壊滅

的な影響を受けた国は少なくない（Renner 2002、Ascher 1999）。また産油国は希少な資源

の存在により列強支配の対象となった経験をもつ。 

以上は、政府の意志決定とは関係なく資源のもつ性質により不可避にもたらされる

理論である。1970～1980 年代にかけて顕在化した、日本や韓国を例とする資源小国の急速

な経済発展と、東南アジアや中東の資源保有国における経済・政治的発展の停滞という“資

源と経済・政治的発展のパラドックス”をめぐって、ここ 20 年から 30 年の間に経済面へ

の影響に着目するこれらの理論的研究は大きく進展した。 

 

1.2 石油資源の呪いがガバナンス面にもたらす影響 

一方で、これらの科学的知見は政策決定の場にほとんど反映されていない。16 の資

源保有国における政策を検証したアッシャーによれば、資源保有国政府は、依然として様々

な形態で資源を搾取・浪費する政策を採っている（Ascher1999, 1-2）。例えば、産油国に

おける非効率な経済政策は、探鉱、生産と販売、精製、石油収入の使い方という４段階に

おいて観察され、その具体的な態様は以下のとおりである（Ascher 1999, 7-18, 32-58）。 

まず、政府は国営石油会社に探鉱料（royalty）を課さないことによって、石油採掘

にかかる費用を極端に低く抑えることができる。安価な採掘費用は、石油資源の過剰採掘

をもたらす。 

次に、工業化に失敗した産油国の国営石油会社は、資本不足（undercapitalization）

と不適切な投資(poor investment of oil proceeds)の組み合わさった問題に直面する。国

営石油会社は、自ら職員への給与や豪華施設を保有することで原油からの利益を吸収する

一方、産油国政府も、徴税よりも石油収入を国民への分配など、消費することに懸命であ

るため、石油資源の浪費がおこる。政府はまた、国営石油会社が余剰利益を奪取するので

はないかと懸念し、会社の投資資金に手入れを行う場合が多い。会社はそのような政府の

手入れから資本を隠そうとして、生産性の低い投資に走る。以上より、産油国においては、

国営石油企業を通して、資源が搾取・浪費される結果に直面する。 

さらに、石油製品とくにガソリン・ディーゼル・灯油といった燃料を、極端に安価

に抑えることも、産油国の成長可能性を奪う原因となっている。燃料の大量消費は、輸出

すれば外貨を得られたはずの石油資源を安易に浪費することになるからである。加えて、

燃料への補助金支出は、燃料を浪費する非効率な産業を助長し、燃料の節約や旧型車を買

い替えるといったインセンティブを抑えるため大気汚染を引き起こす。 

資源の浪費は、とりわけ枯渇資源である石油を産出する途上国政府にとって、将来

の国の発展を案じるうえで極めて重大である。にもかかわらず、なぜ、政府は希少な資源
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を浪費する政策を採用するのか。公共政策における知識の扱われ方を論じたベーン(1981)

は、公共政策における主要なプレーヤーを政策立案者（Policy Analyst）と政治家(Policy 

Politician)に分けたで、政策立案者による経済効率や結果を重視した政策の提案は、しば

しば、有権者を意識して分配の公上平さや初期投資を重視する政治家によって無視される

と述べている。せっかくの科学的知識であっても、必ずしも常に優先されるとは限らない

のである。 

こうした状況を受けて、今日、資源の呪いが資源保有国政府のガバナンス面に与え

る影響に着目し、なぜこれらの政府は非効率な政策を採用し続けるのかという問いに立っ

た研究がみられる。例えばインドネシアとフィリピンにおける森林政策を事例にしたロビ

ン(1995)は、非効率かつ環境悪化をもたらす森林政策が形成される原因は一部の伐採業者

が政府の政策形成を牛耳っているからである主張する。またベネズエラの石油資源を事例

にしたカール(1997)は、石油という特定の輸出商品への依存が、政府の仕組みや意思決定

の枠組みに多大な影響を与えると主張する。それによって形成されたいわゆる

petro-state は、石油からの利益を経済発展のために効率的に利用することができないと

述べている。 

本稿も同様に、産油国政府の意志決定の結果としての非効率な経済政策に着目し、

中でも燃料への価格補助金をテーマに取り上げる。 

 

1.3 政策の非効率性の判断基準 

ここで、具体的な政策について論ずる前に、非効率な経済政策における「非効率」

の判断基準について述べる。産油国の経済政策が非効率であるかどうかは、石油資源が枯

渇した後の世代を考慮せずに石油資源を消費していないかどうかで判断するものとする

（Ascher 1999, 33）。産油国は、石油が枯渇資源であることに鑑み石油収入すべてをその

年の所得として捉えることはできない。それを所得と資産の二つに分けて考えなければな

らず、とくに後者の資産としての石油資源は、当該年度に消費するのではなく、石油資源

が枯渇した将来に備えて他の収入源に少しずつ転換させていく必要がある(Halliday 

1979)。よって、産油国政府の経済政策が非効率である場合とは、次世代を考慮せず石油資

源が浪費されている場合である。 
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第３章 産油国における燃料への価格補助金政策 

 

第１章は、資源の呪いがもたらす影響を経済面とガバナンス面の二つの側面に分けた上で、

本稿は後者すなわちガバナンス面に与える影響に着目すると述べた。本章では、以上の議

論に基づいて、燃料への補助金政策について論じる。この政策の導入背景や弊害、継続に

至る背景の検討を通して、産油国で非効率な経済政策が継続して採用される原因は分配を

めぐる国内の政治的な対立が原因ではないかという仮説をたてる。 

 

 

2.1  燃料への補助金政策の「非」効率性 

本稿が題材として取り上げる燃料への補助金支出政策は、第 1章で触れた基準、す

なわち資源枯渇後の次世代を考慮して資源が浪費されていないか否かという基準によって

判断すれば、非効率な政策であるといえる。なぜなら、補助金が充当された燃料は、消費

者に節約よりも消費を促すため、結果として浪費される傾向が強まるからである。 

 

2.2 燃料への補助金政策の導入背景 

はじめに、燃料への補助金政策が導入される背景について述べる。これは産油国が

1950 年代前後から石油資源への主権回復を通して、国際社会での地位を向上させ、石油収

入を増加させた歴史的過程に読み取ることができる。そもそも産油国は、自国で油田が発

見されてから長い間、利益の大部分を国際石油企業に吸収される状態にあった。第二次世

界大戦終戦の頃まで、産油国政府が手にする石油収入は、石油会社との私的なコンセッシ

ョン契約に基づくロイヤルティ（利権料）であった。これはあくまでも土地の所有者とし

ての私的な権利であり、公租公課の対象ではなかった（瀬木 1988,97-98）。1950 年代前後

より、その状況に異議をとなえる資源ナショナリズムの動きが活発化し、石油会社側との

度重なる利益配分改訂交渉および国有化の試みを通して、産油国政府は自国の利益の拡大

を図る。失敗に終わったイランのモサデク首相による 1951 年の石油国有化事件は、資源ナ

ショナリズムの先駆的動きであったといえる。1960 年 9 月には OPEC（石油輸出国機構）が

結成され、石油企業に対する産油国の立場がさらに強まった。1960 年代を通して、産油国

間の増産競争や世界的な石油需要の伸びを背景に、産油国の収入は増加し続け、1973 年の

第一次石油ショックで一つのピークを迎えた。 

石油会社から原油価格の決定権を奪取し、原油の生産に関して石油会社に対する圧

倒的に有利な利益配分を獲得した産油国は、莫大なオイル・マネーの流入を前に、「先進国

へ追いつけ・追い越せ」という勢いで工業化・近代化路線を歩んだ。その際に、産油国は

ほぼ唯一の収入源たる資源が枯渇した後も社会の繁栄を維持させるため［国内需要を充た
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し、かつ、物資輸入に必要な外貨を獲得する他の経済活動部門をみいだ］す必要があった

（Halliday 1979, 147）。石油や石油化学、天然ガス産業以外に、長期的な比較優位のある

経済部門をもたない多くの産油国では、工業化以外にはその共通した問題を達成しうる方

法はない。 

燃料への補助金は、このような過程で工業化政策の一貫として、あるいは分配の目

的をもって 1970 年代のはじめに導入された。例えばインドネシアでは、スハルト大統領

（1965-98）による開発戦略の一貫として、工業化を促進するための原材料となるガソリ

ン・灯油・その他石油製品への価格補助金を導入した（Barnes 1995）。ナイジェリアでは、

1967 年から 1970 年のビアフラ戦争における部族間争いの経験を受けて、主に地域間の分

配を目的として燃料への補助金政策を導入している（Ascher 1999,178-182）。イランでは、

1960 年代～1970 年代にかけてパフラヴィ朝の第 2代国王モハンマド・レザーが推進した工

業化政策の一貫として導入されている。パフラヴィ朝の政府は工業直接投資・民間金融部

門の支援・財政措置など、工業の成長促進において主導的な役割を果たしたが、安価な原

材料やエネルギー製品の供給もその一貫であっただろう（Halliday 1979,149-151）。また

当時のイランにおいて、急速な近代化は貧富の差を拡大させ、激しいインフレを引き起こ

していた。例えば、石油価格の上昇後、食料価格は年率 30％上昇、首都テヘランの家賃は

1974 年から 1975 年に 200％上昇、1975 年から 1976 年にさらに 100％上昇したという

（Halliday 1979, 166）。安価な燃料供給は、こうしたインフレの影響を緩和し、貧困層を

救済する側面もあったと考えられる（五十嵐 1979,  28-29）。 

1970 年代に燃料への価格補助金政策が導入された当初には、一定の経済的合理性が

認められたと思われる。石油ショックを経験した直後、産油国政府には財政的な余裕があ

ったし、また石油収入を元にした急速な経済発展によって貧富の差が拡大したため、政府

にとって弱者救済が急務であったからである。 

 

2.3 燃料への補助金政策がもたらす弊害 

しかし、石油収入の増大した産油国において 1970 年代にあいついで採用された燃料

への補助金政策は、工業化の失敗や経済発展の低迷、それにともなう失業など産油国をと

りまく環境の変化を受けて、弊害が表面化する。以下５つの弊害が観察された。 

一つ目は、この政策の工業化の促進剤としての側面である。確かに工業化の初期段

階において、輸出保護のための高関税措置などとあいまって、安価な燃料の供給は工業の

発展に有益であったかもしれない。しかし長期的には、非効率な工業部門の存在をいつま

でも可能ならしめるため、工業の発展に悪影響を与える。 

二つ目に、安価な燃料の供給によって国内で燃料の浪費や不適切な使用が起こった。

例えばインドネシアでは、貧困世帯に燃料を供給するために補助金を充当された安価な灯

油が、安さゆえに本来の目的以外の使用を招き、1987 年には国内石油消費の約 25%を灯油

が占めていたと言われる（Ascher 1999, 69）。またカールシェナース（1995）は、1979 前
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後において、イランでは、燃料消費の増加率に極端な弾力性が見られる（1979 年以降に増

加率が半減した）ことを指摘し、燃料の非効率な使用があったと述べている。 

三つ目は、財政の逼迫である。いくつかの産油国では、そうした国内における大量

消費と精製能力不足などが重なり、燃料を国外から輸入せざるをえない状況に直面した。

例えば、イランは、イラン・イラク戦争の影響で製油能力が低下したため、1982 年より石

油製品の輸入国となっている。外貨収入の喪失および国外から燃料を輸入せざるをえなく

なった産油国政府の財政は逼迫する。例えばペルーでは、1970 年代を通して安価な燃料を

供給し続けた結果、1977 年の時点で、国営石油会社 PetroPeru が国家の財政赤字の半分を

創出していたという（Ascher 1999, 127）。インドネシアやイランにおいても、 近の原油

価格高騰で補助金が急膨張し、財政支出の急増に見舞われている（伊豆村 2005）。 

四つ目、燃料への価格補助金政策は、公共交通機関の未整備による自家用車台数の

増加などにともなって、大都市で渋滞を発生させ、大気汚染および気管支系疾患の原因と

なる場合がある。 

五つ目、国際価格に比して極端に安価に抑えられた国内燃料は、国外への密輸出を

横行させる。例えば、1960 年の独立以降ナイジェリアでは、軍関係者による石油の密輸出

がタンカーを用いて大規模に行われていた（Ascher 1999, 181）。イランにおいても同様で、

トラックなどを用いた小規模な密輸出から、タンカーを用いた大規模な密輸出まで行われ

ているという5。 

 

2.4 燃料への補助金政策が継続された背景 

様々な弊害がみられたのに対し、燃料への価格補助金政策は、その後多くの産油国

において恒久的な性格を持つかのごとく継続された。この政策が廃止されず継続されたの

はなぜだろうか。 

導入の背景でみたとおり、燃料への補助金が導入された当初の産油国は、石油ブー

ムで莫大な石油収入を獲得し、いまや先進国においつくと思われるほど急速な経済発展の

途上にあった。産油国内では、政府が保有する資源にアクセスできる特権階級が多いに潤

った一方、大多数の国民の間には、健全なる経済競争を通して特権階級と張り合うことは

不可能であるとの認識が広まったと思われる。そこで、特権を持たぬものが石油の恩恵を

受けるための唯一の手段は、国家による分配のみであった。産油国における急速な経済発

展と一部の階級による利益の奪取・蓄積は、国民の間に分配の必要性、すなわち国家の経

済統制の必要性を認識させたのである。加えて、1970 年代に導入された燃料への補助金政

策の経験は、国民に分配への期待感を植え付ける役目を果たした。例えばインドネシアに

おいては、安価な燃料やその他の石油資源からの利益は「神からの贈り物」としてみなさ

れるようになっていた（Ascher 1999, 182）。ナイジェリア国民の間では「産油国民として

                                                  
5 聞き取り調査に基づく（2005 年 1 月 15 日、於：テヘラン、聞き取り相手：当地駐在の

日本人経済記者）。 
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安価な燃料を享受する権利がある」との認識が確立していた（Ascher 1999, 182）またイ

ランでも、パフラヴィ朝末期の 1970 年代後半、急速な発展による社会のゆがみを改革しよ

うとする運動が起こり、そうした思想家の中には「神こそがすべての天然資源の所有者で

あるから、すべての人々はその恩恵から利益を享受する権利をもつ」と論じるものが現れ

た。これは後に「人民による所有（people’s ownership）」と呼ばれ、資源に対する人々

の期待感を表している（Behdad 1999）。 

一度分配の必要性と分配への期待感が植えつけられた後、補助金撤廃への動きは、

常になんらかの反対運動を招く。一つは、デモ行進あるいはガソリン・スタンドへの襲撃

といった実力行使に訴える方法である。一方国政レベルにおいては、分配を要求する政治

勢力による強硬な反対活動が起こると考えられる。つまりこうである。産油国で急速な経

済発展が社会における貧富の差を生みだす過程で、国民の間に、石油からの恩恵を享受す

るには政府による分配が必要であるという認識が確立するとともに、補助金の導入は、国

民の間に分配への期待感を植えつける。一旦、分配の必要性や期待感が認識された社会に

おいては、効率性を重視するグループが補助金を撤廃しようとしても、分配を要求するグ

ループが強力に反対するという政治的な対立を通して、燃料への補助金政策が長引くこと

になる。この政治的な対立が産油国における非効率な経済政策を継続させる原因ではない

か。 
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第２章 事例研究   

―イランにおける燃料への価格補助金政策― 

 

前章は、産油国における燃料への補助金の検討を通して、その原因は国内の政治的な対立

に起因するのではないか、という仮説を立てた。本章では、イラン・イスラム共和国を事

例に燃料への補助金が導入・継続されているメカニズムを明らかにし、その政策をめぐっ

て国内でどのような意見の対立がみられかを検討する。調査は、2004年8月終わりから2006

年 1 月までの間、ペルシア語日刊紙・週刊誌をもとにした文献調査を実施し、不足部分を

補うため当地識者への聞き取り調査を実施した。 

 

 

3.1 イランにおける燃料への補助金政策の導入背景 

イランで燃料への補助金政策が導入された背景は以下のとおりである。産油国イラ

ンの歴史は、1908 年に中東初の油田が発見されたことに始まるが、その後の 40 年近く英

国のアングロ・イラニアン石油会社（AIOC）の支配下におかれ、利益の大部分を接収され

ていた。そうした状況に異議を唱える動きが、1950 年前後より資源ナショナリズムの動き

として活発化し、1951 年にモサデク首相によって石油産業そのものが国有化される事件が

発生した。事件そのものはすぐに失敗したが、その後も石油会社との利益配分改訂交渉な

どを通して石油への主権を取り戻し、国際社会の一員として自信を深めていく。1960 年の

石油輸出国機構（OPEC）の結成には中心メンバーとして携わるほか、1960 年代以降の石油

収入の増加によって、西洋化・近代化のための経済的な基盤を蓄えた（以上

Halliday  ,141-143）。 

国際社会における発言力と経済的な基盤を固めるなかで、イランは 1970 年前後に燃

料への価格補助金を導入した。パフラヴィ朝の第 2代国王モハンマド・レザ（1941‐1979）

は、急増した石油収入を元に宗教勢力への弾圧を強めて専制体制を構築する一方、重工業

を主体にした工業化を促進した（岩崎 2000）。燃料への補助金はこうした工業化の一貫と

して導入された。また、1970 年代における急速な経済発展は、農村の荒廃や貧富の差の拡

大、極度のインフレをもたらし、市民生活に打撃を与えた（五十嵐 1979,24-29）ことから、

貧困層を支援して体制への批判をそらすために安価な燃料の提供が行われたとも考えられ

る。 

燃料への補助金は、その後、1979 年革命後の混乱および 1980 年代の戦時経済の過

程で、さらに強化・慢性化されていく。1979 年のイスラム革命以降、イランは、油価の下

落や諸外国からの経済制裁などによる外貨不足に直面する一方、イラン・イラク戦争

（1981-1989）で政府資源に対する需要が増大した。こうした事態はインフレの圧力を高め、
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政府はインフレ対策として、あるいは戦争によるモノ不足の極端な影響を低減させるため、

小麦や燃料をはじめとして多くの大衆消費財に配給制および直接補助金制度を導入してい

る。戦時中を通して採用されたこの消費者物価政策は、補助金、直接的な価格統制、一部

の製品に対する二重価格制などを組み合わせた複雑なものであった。燃料への補助金もこ

の間に強化され、恒久的な性格をもつかのごとく今日まで継続している（以上、Karshenas 

1999,59-62）。 

2005 年現在、補助金の対象となっている燃料商品は、ガソリン、灯油、天然ガスな

どで、例えばガソリンは実際の生産コストの 5分の 1程度（１リットル当たりのガソリン

生産コスト：およそ 4300 リアル6～4500 リアルで、2006 年 1 月現在のガソリン価格は 800

リアル/リットル）に抑えられている7。これは世界の平均販売価格２５％程度にしか満た

ない8。 

 

3.2 イランにおける燃料への補助金政策がもたらす弊害 

1970 年代の石油ブームが終焉したのち、国際市場においては原油需要が低迷し、イ

ラン国内においても、工業化の失敗や失業問題などの問題が顕在化する。産油国を取り巻

くこうした状況が変化するにつれて、燃料への補助金政策はその弊害部分が表面化する。

イランでは、2005/06 年の財政赤字が 710 億リアル（およそ 788 万ドル）9に達し、中でも

燃料への補助金は年間 110 億ドル程度、ガソリンの輸入にかかる費用も年間 25 億ドルにの

ぼる10ことから、燃料への補助金が財政赤字のかなりの部分を占めることがわかる。以下、

燃料への補助金が財政赤字、不公平な分配、大気汚染と気管支系疾患の増加といった弊害

をもたらす経緯を説明する。 

3.2.1 財政赤字 

そもそもイランでは、79 年のイラン革命とそれに続く混乱で国内の石油関連技術が

海外に流出したため製油能力が低下した。さらにその後 10 年にわたるイラン・イラク戦争

中、イラクによるペルシア湾岸の製油所への攻撃で、国の製油機能の大半を失った11。イ

ラン・イラク戦争が終了した 1980 年代の終わりに、イラン政府は経済復興を目指す 5カ年

計画を採用したものの、米国の経済制裁や 92 年から 96 年ごろの油価低迷によって、製油

所の修復や新規製油所建設に必要な資金調達に行き詰った。このように、イランは元々製

油能力が不足気味であったため、1982 年以降石油製品の輸入国に転じている。 

石油製品の輸入による財政への影響は、近年ガソリン消費急増によって悪化する。

すなわち、ガソリン消費の増加率がまだ 3％程度であった第 2 次 5 カ年計画

                                                  
6 2006 年 1 月現在の為替レートは１USドルがおよそ 9000 リアル。 
7 2005 年 10 月 24 日付「エクテサーデ・プーヤー」紙 
8 2005 年 4 月 10 日付「イラン・ニューズ」紙 
9 2005 年 10 月 29 日付「トーセエ」紙 
10 2005 年 4 月 10 日付「イラン・ニューズ」紙 
11 宮崎「イランの石油産業」エネルギー経済研究所ＨＰ 
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（1995/96-1999/2000）当初、政府は産業や経済発展のためにインフラ整備を実施した。そ

れによって整備されたインフラをもとに、第 3次 5カ年計画(2000/01-2004/05）時には経

済発展が一気に進んだことから、ガソリンの消費量が急増し、2004 年の消費量は 6400 万

リットル/日、2005 年は 7200 万リットル/日で12、12％以上の増加率を記録している。さら

に、近年のマイカーブームによる自動車生産台数の伸びも、ガソリン消費増加に拍車をか

けている。例えば 2003/04 の自動車生産台数はおよそ 74 万台、2004 年に 80 万台を越え、

2009 年には 140 万台以上にのぼる見込みといわれる13。加えて国内に 2500 万台あるといわ

れる老朽化した自動車の存在もガソリン消費量の増加に加担している。イランにおける自

動車一台当たりの平均ガソリン消費量/日は 13 リットルで、米国（7 リットル）の 2 倍、

欧州（2.0～2.2 リットル）の 6倍に相当する。 

以上のように、製油能力不足により石油製品輸入国に転落したイランは、第 3 次 5

カ年計画時のガソリン消費急増によって輸入量の激増に直面し（1996 年に 10 億リットル

以下であったガソリン輸入量が、2004 年に 82 億 9700 万リットル14）、 近の原油高がさら

にこの状況に追い打ちをかけた。このことによりイランは現在、極度の財政赤字に直面し

ている。2005 年秋現在、国内消費に占める輸入ガソリンの割合は 40％程度である15。 

3.2.2 不公平な分配 

安価な燃料の一律供給は、バスや乗り合いタクシーといった公共交通機関の運賃を

廉価に抑えるため、公共交通機関を利用する機会の多い貧困層にも利益が及んでいること

は確かである。しかし、補助金全体の配分の観点からみると、現在の燃料への一律補助金

は、自家用車を保有する層により多くの利益を与えている。一家に 5 台自家用車をもつ裕

福な世帯がこの補助金から得る利益は、1 台も自家用車をもたない低所得世帯が享受する

利益に比べてはるかに大きい。よって、燃料への補助金政策は、社会的な不公平を生み出

している。 

3.2.3 大気汚染と気管支系疾病の増加 

ガソリン消費量の増加と公共交通機関の未発達による自家用車台数の増加が、大都

市で慢性的な渋滞を引き起こしている。テヘラン市にはバスおよび一部地下鉄の他に、路

上を流す乗り合いタクシーもあるものの、利便性の点から裕福な層はテレフォン・タクシ

ーや自家用車を多く使用する。一部には、テヘラン市における自動車使用の 40～45％が単

独乗車との報告もあり16渋滞をもたらす一因とみられる。 

2005 年 12 月には、深刻な大気汚染のため首都テヘラン周辺で学校が 4 日間、公官

庁等がそのうち 2 日間休みとなった。その際の大気汚染濃度は、12 月 6 日テヘラン市で

                                                  
12 2005 年 10 月 9 日付「ジョムフリ・エスラミ」紙 

13 2005 年 12 月 7 日付「トーセエ」紙「ビジネス・モニター」誌の引用 
14 主な輸入元はロシア、カザフスタン、シンガポール等 
15 2005 年 10 月 9 日付「イラン」紙 
16 2005 年 12 月 5 日付「ジョムフリ・エスラミ」紙 
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PSI17174（かなり危険なレベル）、市のバスターミナルが位置する南西部では、12 月 10 日

PSI 216 という極度の汚染指数を記録した。また、テヘラン市救急救命センター関係者が

「（2005 年 12 前半の大気汚染深刻化により）大気汚染を原因とする心臓・呼吸器系の異常

を訴えた患者数が 1140 人を超えた」との発言18があるが、実際には頭痛や倦怠感を含めた

大気汚染による症状を訴えた者は相当数に上ると思われる。 

3.2.4 密輸出の横行 

国際価格に比して極端に安価なガソリンは、アフガニスタン、パキスタン、トルコ、

イラクなど周辺国への密輸出を横行させている。正確な数字は明らかではないものの、日

量 50 万～150 万リットル19の補助金を充当されたガソリン等が周辺諸国へ渡っているとい

われる。 

 
財 政 赤 字 

燃料への補助金 

ガソリン消費量の増加 

渋滞 大気汚染と 
気管支系疾病 

製油能力不足 

逆密輸 輸入量増加 

補助金急騰 

原油高 

インフレ抑制 工業化政策 資金不足 

図２．イランにおける燃料への価格補助金政策が招く弊害（筆者作成） 

資源の浪費 

 老朽車 

 

3.3 イランにおける燃料への補助金政策が継続されるメカニズム 

このような非効率性と弊害をかかえる燃料への補助金は、今日その問題が十分に認

識されるにいたっている。本節では、非効率にもかかわらず燃料への補助金政策が継続さ

れるメカニズムを検証する。 

3.3.1 戦後復興と補助金削減の動き 

                                                  
17 Pollutants Standards Index：100 で健康に問題を及ぼし、150 を超えるとかなり危険

なレベルとされる。 
18 12 月 11 日付当地各紙 
19 2005 年 4 月 10 日付「イラン・ニューズ」紙（英フィナンシャルタイム紙引用） 

 15  
15



町田和歌子                           

この政策の廃止が真剣に検討されるようになったのは、1989 年イラン・イラク戦争

終結後のことであった。経済再建を 優先に掲げたプラグマティストのラフサンジャニ大

統領（1989-1997）が就任し、IMF の助言の下、テクノクラート集団によって経済・社会・

文化開発 5 カ年計画（以下、5 カ年計画）が策定された。その方針の一つとして、補助金

の段階的削減が挙げられ、第 1次 5カ年計画(1989/90‐1993/94)にもとづいて公共サービ

ス料金・ガソリンなどの値上げが実施された（以上富田 1998, Amuzegar 1992）。 

その後 1997 年に誕生したハタミ政権（1997－2005）も、経済面において自由経済と

外資導入、工業化など、現実派のラフサンジャニ大統領に近い思想を引き継いだ。ハタミ

政権は第４次５ヵ年計画（2005/06－2009/10）草案で、5 カ年計画の初年度 2005/06 はじ

めより、ガソリン価格をペルシア湾の国際基準にまで引き上げる旨、第 3条において規定

し、2004 年 1 月 11 日国会へ提出した。 

  

・・・政府は第４次５ヵ年計画はじめより次の行動を実施する責めを負う。 

a) 暖房用の油（furnace oil）, 経由, ガソリンの価格を、ペルシア湾の卸売価格に基づ

いて設定し・・・ 

（第 4次 5ヵ年計画法草案第 3条） 

 

3.3.2 革命原理派国会による補助金継続の決定 

ところが同草案が提出された直後の 2004 年 2 月、国会選挙が行われ20、国会は革命

原理への回帰を主張する革命原理派議員が多数を占めるところとなった。この第７期国会

は、第 4 次 5 カ年計画法を承認した後の 2004 年 12 月に価格安定化法21を制定し、その結

果第４次５ヵ年計画第 3条は以下のような変更を余技なくされた。 

 

・・・第４次 5カ年計画初年度（2005/06）は、ガソリン、経由、灯油、燃料油 ・・・の

価格を、2004 年 9 月末の価格に据え置く。第 4次計画の残りの年における上記商品・サー

ビスの価格変更は、毎年 8月 22 日までに国会の承認を得るために表明される政府法案によ

って提案される。（第 4次 5カ年計画法第 3条） 

 

これによって、第 4次計画の初年度 2005 /06 には石油製品等の値上げが禁じられる

とともに、次年度以降は、政府が毎年 8月 22 日までに石油製品を含む指定された基本品の

値上げを行うか否かを決定して、国会の承認を得ることになった22。 

革命原理派が多数を占める第 7期国会が燃料の価格引き上げを禁ずる価格安定化法

                                                  
20 ハタミ大統領に近い改革派候補者は、立候補者資格を審査する組織、憲法擁護評議会（イ

スラム法学者と一般法学者 6 名ずつで構成）によって、大量に失格とされた。 
21 2005 年 1 月 12 日付「イラン・デイリー」紙および「テヘラン・タイムズ」紙、ならび

に 2005 年 10 月 16 日・同 29 日付「トーセエ」紙 
22 2005 年 10 月 10 日付「シャルグ」紙 
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を制定することによって、ハタミ政権が計画した燃料の引き上げ計画が中断したことによ

り、イランでは経済的な効率性や財政負担を考慮して燃料への価格補助金を廃止しようと

する動きが、インフレの影響や貧困層の支援を訴えるグループの横槍にあって頓挫した背

景が明らかになった。こうした意見の対立は、どのような経緯で発生し、今日に至ってい

るのか。 

 

3.4 支持派と反対派の主張 

3.4.1 革命直後の論争（自由経済派と統制経済派の論争） 

そもそも、イランにおいては、革命直後の国家建設の段階で、経済・社会建設方針

をめぐり自由経済派と統制経済派に分かれた議論が行われている。これは国有化や税制な

どにおいて、国家の介入の程度をめぐって行われた議論であり、その際の立場の相違は、

今日の政治的派閥の基礎ともなっている。 

革命後の政情は、諸政治勢力間の抗争で混迷していたものの、1981 年終わりまでに

立法、司法、行政の三権を手中に収めたイスラム共和党（Islamic Republic Party、以降

IRP）が、 終的な単独支配体制を確立した。IRP はイスラム原理主義のホメイニ師を頂点

に仰ぎ、ヴェラーヤテ・ファギーフすなわちイスラム法学者による統治体制を主張する宗

教政治勢力である。主たる支持層は都市下層民で、モスク網や革命防衛体、革命委員会と

いった革命組織を通じた動員体制を抱え、他の勢力を抑えて支配体制を確立した。しかし、

1983 年以降、国家建設に着手した段階で経済・社会建設方針をめぐって IRP 内部で保守派

と改革派の対立が表面化する。それが、後の時代の政治的派閥形成にも影響を与えた自由

経済派と統制経済派の論争である。 

対立の争点は、イラン・イラク戦争をめぐる問題や、革命政権の根幹をなすヴェラ

ーヤテ・ファギーフといった統治体制の問題ではなく、貿易国有化、国家による物資配給

制、土地の再分配（農地改革）、税制といった国内の社会・経済分野における問題であった。

革命時の思想に基づく急進的政策を掲げるIRP内の改革派は、公平さや、収入と富の分配と

いったポピュリスト的な理想をかかげ、国家による統制経済を主張した。革命によって利

益を享受すべきは、あくまでも虐げられた被抑圧者（モスタザファーン23）であるという

立場をとったのである。それに対して、IRP内の保守派はバーザール商人を中心とし、パフ

ラヴィ王朝下でシャー（王）とその関係者に独占されていた輸入、流通、生産の諸手段を

取り戻すことを目標に、私有財産の不可侵を楯にして自由経済を主張した（以上、富田 1986、

大西 1999）。すなわちイランにおいては燃料への補助金政策を支持する基盤が、統制経済

派というIRP内改革派の主張をもって、革命当初より存在していた。 

                                                  
23 Mosta’zafin（モスタザファーン）とは「虐げられた貧乏人」というほどの意味をもつ、

コーランに使用されているアラビア語の単語で、革命の指導者ホメイニ師が、エリートの

みが優遇されていた世相を批判するために使ったため、革命以降、ペルシア語の語彙に加

わった（ジョセフ 1992, 124）。 
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3.4.2  今日の論争 

これら経済・社会建設における国家の介入の程度をめぐって行われた自由経済派と

統制経済派の論争・立場の相違は、今日の補助金政策をめぐる議論の基礎となっている。

1990 年代以降表面化した補助金削減・撤廃をめぐる意見の対立は、以下のように整理する

ことができる。 

3.4.2.1 支持派 

現在、燃料への価格補助金政策を支持しているグループは、主な支持基盤を貧困層

としており、基本的には、IRP 内部で統制経済を唱えた改革派と出自を同じくすると考え

てよい。このグループは貧困層の救済と石油収入の公平な分配を主張し、宗教的にイスラ

ム強硬派を中心とする。彼らが補助金を支持する際に用いる理由付けは、第一にインフレ

への懸念と貧困層の救済であり、さらに国内産業の保護を主張する。財政赤字を懸念する

廃止派からの主張に対しては「国営企業こそ燃料の 大消費者であり、補助金の継続によ

って、むしろ政府は安価な燃料を享受できるから支出が軽減できる」と反論する。さらに、

このグループは、現体制の既得権益保持者の代表的存在ともいえる現実派で聖職者のラフ

サンジャニ大統領を政敵としており、同大統領が戦後復興期に補助金の段階的削減を行っ

たことを批判して、「国営企業の非効率的運営こそ問題であり、燃料価格を上げたら、いつ

までも国営企業の効率化が行われない」などと主張する。 

3.4.2.2 廃止派 

一方、現在燃料への価格補助金政策を削減・撤廃する動きの中心的な主張者は、石

油関係のテクノクラートであるといえる。イラン・イラク戦争が終結した 1989 年以降、イ

ラン国内では、疲弊した経済を抜本的に見直す必要性に迫られて、革命直後の極端なポピ

ュリスト的経済議論は息を潜めた。それにかわって、インフレ、失業、国営企業の民営化、

外資導入、補助金体質の改善などの現実的な問題が活発に議論された（Amuzegar1992）。そ

のような中、外資導入、民営化、対外開放政策を唱えた現実派のラフサンジャニ大統領の

下で頭角を現したのが、石油関係のテクノクラートらである。彼らの主張は補助金を撤廃

して経済効率を向上させ、余剰の資金を貧困層支援に当てるというものであり、直接的な

補助金政策は非効率として反対する。例えば、国営石油会社（NIOC）関係の某氏は「イラ

ン国内の生産・消費構造を改革するためには、ガソリン価格の値上げ以外に方法はない」

と述べ、燃料補助金削減を全面的に支持、また改革派国会議員ジャハーンバフシェ・アミ

ーニー（ケルマンシャー州代表第 7 期国会議員）はISNAイラン学生通信のインタヴューに

以下のとおり述べて、インフレへの懸念を表明する革命原理派を批判している「（2004 年

12 月に革命原理派の国会が可決した）価格安定化法によって、2005/06 上半期に、燃料を

含む 9つの基本品の値上げだけは抑制されたが、それ以外の多くの物価は上昇している。

よってかならずしも、9 つの基本品の値段据え置きが（社会全体の）インフレ抑制につな

がるとはいえない24」。また、国営石油精製会社（NIORDC）総裁は以下のとおり述べ、革命

                                                  
24 2005 年 10 月 24 日付「エクテサーデ・プーヤー」紙 
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原理派が多数を占める第 7期国会を批判している「国会こそは、ガソリン生産の拡大と製

油所建設のためにこれまで適切な措置をとってこなかった。そのために現在ガソリン輸入

量が激増している」。またイランのOPEC理事であるカゼンプール石油次官は次のように述べ

て補助金政策の矛盾点を指摘している「（燃料への）補助金制度は滑稽な話である。補助金

制度は、経済発展に必要な他の産業を崩壊させつつある。このため（補助金は）国家財政

より拠出すべきでない。補助金とは隠れた債務であり、イラン国民は、年間 11 億ドル（の

債務）を支払っているのと同義である25」。 

 

3.5 まとめ 

本章は、イランを事例に、燃料への補助金政策が廃止されずに継続されてきたメカ

ニズムを検証し、その原因は分配をめぐる国内の政治的な対立にあると結論づけた。政治

グループ間のそうした意見の対立は、革命当初の社会・経済建設方針をめぐる争いから存

在しており、今日においても、形を変えて革命原理派と現実的経済政策を好むテクノクラ

ートという異なるアクターによって争われている。つまり、燃料への価格補助金政策をめ

ぐる支持派と廃止派の議論は、石油収入の分配のあり方をめぐり、政府に経済への介入を

求めるか否かという点にポイントがある。 

 

次章は、RentierState という概念を使って、産油国における政治的対立の性質を検証し、

それによって政治的対立が非効率な経済政策の継続を生むということを説明する。 

 

                                                  
25 2005 年 4 月 10 日付「イラン・ニューズ」紙、英フィナンシャルタイム紙の引用。 
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第 4 章 結論 

 

前章は、現実的な経済政策を指向するハタミ政権のもと作られた補助金廃止を盛り込む 5

カ年計画が、国家の経済介入による石油収入の分配を主張する革命原理派の国会によって

変更されるという過程を明らかにした。産油国において非効率な経済政策を継続させる原

因となっているこうした政治的対立は、どのような性質をもつのだろうか。本章は不労所

得国家と言う概念を用いて、産油国内の政治的対立の性質について検討し、非効率な経済

政策を継続させる原因を説明する。 

 

 

4.1   はじめに 

   第３章における、イランを事例とした燃料への補助金政策の検討から、産油国で燃

料への補助金が継続されている背景には、石油収入への分配をめぐる根本的な意見の対立

の存在、とくに貧困層支援を目的とした分配要求を主張するグループの存在が明らかにな

った。そして経済的な効率性を重視して燃料への補助金を撤廃しようとする動きは、分配

を主張するグループの反対に遭って、改革の動きを阻害されるという過程をイランの事例

をもとに論じた。このような産油国内部の政治的対立の性質は、次の不労所得国家という

概念をもって説明できよう。 

 

4.2   不労所得国家（Rentier State）における政治的対立の性質 

本稿で扱う石油資源を産出する途上国の多くは、国民からの税金よりも石油収入か

らの利益で国家財政をまかなう典型的な不労所得国家である。不労所得国家とは、国民か

ら徴収する税金に依存するのではなく、外部で生産される収入に依存する国家を指す

（Rentier State, Hootan 1994）。外部で生産される収入とは、石油輸出から得られる収入

や援助などである。この種の国家では、政府の資源にアクセスできる特権階級に対して 1.1

でみたようなレントシーキング的活動を通じた経済的な利益をもたらす。政府は、特権階

級と密接な関係を保って政権の安定化を図る一方で、徴税を通じた搾取の対象であったは

ずの国民からは経済的に自立する。国民から経済的に自立した政府は、国内経済に投資し

て国内経済を活性化したり、効率的な行政システムを構築しようといったインセンティブ

よりも、体制維持に都合のよい集団を買収したり、軍や治安組織を支援することで反体制

派を抑圧しようというインセンティブの方が強く働く。とくに、豊富な石油資源という魅

力のある目標物は、政権を国内の反対勢力から常に転覆の危機にさらし、外国の支配や攻

撃対象にもなりやすい（Renner 2002, Klare 2002）。そのため不労所得国家である産油国

が、石油収入を治安維持や軍備、諜報活動に費やす必要性は高いといえる。 

その一方で、一般国民は政府からの徴税を免れるため、国民は政府に対して経済的
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な要求をもちにくく、同時に、政治的発言権の行使を要求することも少ない。このような

不労所得国家においては、政府の資源にアクセスをもたない、いわゆる非既得権益層によ

る政治的な抗議行動は、むしろ経済的な要求ではなく、モラルや価値観といった根本的な

問題に基づいて行われがちである（Hootan 1994）。通常、税金を徴収する国家であれば、

誰がいつどのようにどれだけ税金を支払うかという比較的妥協の容易な税制システムをめ

ぐる経済的な問題で国内の政治的対立が発生する。しかし分配や信仰などのように、モラ

ルや価値観のような問題は、そもそも経済問題とは質が異なり、人々の間に決定的な相違

を認識させる。そうして生じた違和感は容易には解消しがたい(Moore 2002）。 

   すなわち、産油国における政治的な対立は、不労所得国家であるという産油国政府

が内包する構造によって、価値観やモラルに基づく根本的な問題をめぐって行われやすく、

その対立は妥協に至ることが困難であるという性質を有している。 

 

4.3  燃料への価格補助金政策が継続される理由 

以上のような産油国内の政治的対立の性質に鑑みれば、燃料への価格補助金政策が

廃止されずに継続されてきた背景も同様に説明することができる。すなわち産油国におけ

る燃料への補助金政策は、石油収入をどう配分するかという産油国内の意見を二分するべ

き根本的な問題に関連し、常に経済・社会的論争の中心となり続ける。とくに、一旦導入

された分配政策は、廃止しようとすれば分配を要求する政治的グループの反論を容易に惹

起し、政治的対立を生じさせる。 

第 3章で事例として扱ったイランでも、燃料への価格補助金政策は、革命当初より、

政権を奪取した IRP 内部の保革争いとして存在し、それが２７年経った現在も今なお、貧

困層を支持基盤とする革命原理派と現実的な経済政策を推進するテクノクラートによる対

立として存続してきた。イランの革命政権にとって、燃料への補助金政策はいわば、体制

を維持するためのばらまき手段の一つであり、体制側が国民の末端とのつながりを維持す

るための装置として機能している。 

以上より、産油国における燃料への価格補助金政策は、もともと石油収入の分配と

いう重要な命題を抱える上に、不労所得国家の構造から生じる妥協が困難な政治的対立の

材料として使われることで、この政策は長期に渡って継続する。 
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