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１．はじめに 

 これまで湾岸産油国の SWF については、Part I：「湾岸産油国の政府系ファンドを探る」、Part II:

「投資国(Investor)と受入国(Recipient)」及び PART III：「中東から日本、そして日本から中東

へ。湾岸 SWF が開く新シルクロード」と題し筆者なりの見解を含めて連載を行なってきた。 

 

 Part I ではサウジアラビア、UAE(アブ･ダビ及びドバイ)、クウェイト、カタール各国の SWF に

ついて、その成り立ち、資産規模、意思決定機構などを解説した。そして Part II では、これら

の SWF の主たる投資先である米国との関係を歴史的に検証するとともに、摩擦が世界的規模で表

面化し始めた投資国(Investor)と受入国(Recipient)の関係及び両者による新秩序の模索につい

て論じた。さらに Part III では日本を含むアジアに目を向ける湾岸産油国の SWF とそれに対する

日本の今後の方策を「新シルクロード」と言う視点で分析を試みた。2007 年 11 月に Part I の連

載を開始し、PART III を終えたのは約 10 ヶ月前の昨年 8 月である。 

 

 その後、昨年 9 月に米国でリーマン･ショックが発生、世界は深刻な信用不安と景気後退に見舞

われ、湾岸 SWF を取り巻く環境も激変した。また同年 7 月以降の原油価格の暴落が産油国を直撃

し、湾岸の SWF はこれまでの欧米一辺倒で強気の投資戦略の転換を迫られた。 

 

 最近になって金融不安も漸く危機的状況を脱し、また原油価格も上昇の兆しが見えてきた。湾

岸 SWF も落ち着きを取り戻しつつある。ドバイのように巨額の借入金のリスケに追われる SWF も

あるが、自国の石油（或いは天然ガス）によるオイル･マネーを資金源とする、サウジアラビア、

アブ･ダビ、カタールなどの SWF は、新たな投資活動に取り組み始めた。一方、自国の金融機関の



貸し渋りに直面した投資受入国(Recipient)では、湾岸産油国の SWF 資金を導入しようとする動き

に拍車がかかっている。欧米の先進国、IMF などの国際金融組織も SWF の FDI(海外直接投資)を歓

迎するムードであり、湾岸 SWF をめぐる環境は昨年前半までとは一変したと言って間違いない。 

 

 Part IV ではこのような状況の変化を踏まえて、リーマン･ショックから現在までの世界金融危

機後の産油国の SWF について分析を試みることとした。 

 

２．サブプライムとリーマン、二つの「ショック」をはさんで 

 湾岸産油国の SWF が猛威を奮ったのは 2002 年以降に原油価格が急騰し、これらの国々に巨額の

オイルマネーが発生したからである。それまでの米国債の購入や欧米銀行への預金だけでは食欲

を充たせなくなったオイルマネーは、新たな運用先を求めて欧米主要都市の不動産或いは有名企

業に対する投資、いわゆる FDI(海外直接投資)へと向かった。それらが単なる値上がりによる利

殖目的の運用である間は、被投資国(recipient)の一般市民がちょっと眉をひそめるぐらいであり、

政府が目くじらを立てることはなかった。 

 

 しかし投資先が資源産業やインフラ企業など、その国の基幹産業に及ぶと、欧米では官民挙げ

て SWF の行動に警戒心を高めるようになった。中国の国営企業が米国の石油企業の買収に乗り出

し、ドバイの SWF が英国の港湾管理企業を支配下に置くと、米国は議会決議という形で自国への

波及を実力阻止した。こうして米国と SWF 投資国との関係が冷え込む中で、米国経済に最初のシ

ョックが発生した。2007 年秋のサブプライム・ショックである。大手投資会社ベア・スターンズ

の破綻で始まった金融危機は、シティグループ、メリルリンチ、スタンダード・チャータード、

HSBC（香港上海銀行グループ）など米英の名だたる一流銀行にも深刻な信用不安をもたらした。 

 

この段階では米国政府は事態の深刻さが理解できず、問題の解決は個別の金融機関の対策に任

せた。資金不足に見舞われた金融機関は SWF に出資をあおぎ、クウェイト投資庁（KIA）がシティ

グループとメリルリンチにそれぞれ数十億ドルを出資、またアブダビ投資庁(ADIA)もシティグル

ープに 75 億ドルを出資した。これにより湾岸産油国の SWF の存在感が一気に高まった。ただこの

段階では当事者の KIA や ADIA などの SWF はおろか米国政府ですらサブプライム・ショックのわず

か一年後にさらに大きなショックが発生するとは夢想だにしなかった。 

 

米政府は湾岸産油国 SWF による出資を歓迎しつつも、その一方で、SWF は厚いベールに覆われ

透明性と安定性に欠けているため、彼らの投資活動に関する国際的なルールが必要である、との

考えに固執していた。そこには米国の中国或いはアラブ諸国に対する根強い不信感や恐怖感があ

り、また国際ルールを決めることができるのは米国だけ、というブッシュ大統領(当時)の覇権主

義に対する強いこだわりがあったと言えよう。 

 

 米国の意向を受け、IMF は 26 カ国の SWF からなる作業部会を 2008 年 4 月に設置して規範作り

に着手し、9 月には「サンチャゴ原則」と呼ばれる SWF の自主的な行動原則を定めたのである。

米国政府はこれによって湾岸産油国、中国さらにはロシアなどによる海外直接投資（FDI）を国際

ルール(言い換えれば米国主導のルール)に従わせることができると考えた。 



 

 しかし問題の根源はむしろ米国の足元にあった。サンチャゴ原則を決めた同じ時期に「リーマ

ン・ショック」が発生したのである。一年前のサブプライム・ショックと異なり、今回のリーマ

ン・ショックは世界経済全体に波及し、しかも世界同時株安となって世界中の一般投資家を襲っ

た。ほぼ一年前、クウェイト投資庁(KIA)とアブダビ投資庁(ADIA)がシティグループに出資したと

き、同社の株価は 30 ドル台であった。かつては 60 ドルを超えていただけに KIAも ADIA もそのと

きを底値と見たはずである。底値で買って株価が回復するまで長期に保有する、いわゆる「バイ・

アンド・ホールド(Buy and hold)」は湾岸 SWF 得意の投資手法である。ところがその後も株価は

下落を続け、リーマン・ショックの時には 20 ドルを切っていた。SWF の投資は既にかなりの含み

損を抱えていた。 

 

 一方、欧米諸国では経済安定化のためにはまず金融機関の安定が最優先であるとして、政府と

銀行は一体となり、湾岸 SWF に頭を下げて追加出資を頼み込んだ。しかし既に大きな含み損を抱

え欧米一流金融機関に疑心暗鬼となった湾岸 SWF は追加投資に消極的であった。英国のブラウン

首相は G8 蔵相会議の直前に湾岸諸国を歴訪し、金融安定化のために SWF の出動を要請したが、湾

岸各国はそれには応じなかったのである。結局欧米各国は自国の金融機関に対する国家資金の注

入に踏み切った。 

 

 ところがリーマン・ショック後も事態はますます悪化した。今一度シティグループに目を戻す

と、同社の株価はその後つるべ落としの様相を呈し、今年 3 月には遂に紙くず同然の 1 ドルにま

で下落、現在も 5 ドル程度にとどまっている。KIAと ADIA は莫大な損失を抱え込んだのである。 

 

３．莫大な損失を抱え込んだ KIA と ADIA 

 サブプライムショックによる株価下落を底値と見たクウェイト投資庁（KIA）はシティグループ

とメリル・リンチに合わせて 50 億ドルを、またアブダビ投資庁（ADIA）もシティグループに 75

億ドルをそれぞれ出資したわけであるが、両行はその後の株価暴落で莫大な損失を蒙った。彼ら

はどれほどの損失を出したのであろう? 

 

本来機密を重視する投資ファンドは民間、政府系を問わず情報開示に対して極めて消極的であ

るが、特に政府系ファンドにその傾向が強い。ヘッジファンドやプライベート・エクイティ（PE）・

ファンドなどと呼ばれる民間のファンドは、出資者に対しては運用実績を明らかにしなければな

らない。出資者から金を預かっている以上当然の義務である。また外貨準備高や年金を原資とす

る政府系ファンドであれば、原資は国民の汗の結晶の一部であるから、運用について国民に明ら

かにすべきであろう（但し、共産党独裁の中国のように国民に情報を開示せず、今回巨額の損失

を計上しても表立って責任問題が論じられないケースもある）。 

 

石油・天然ガスのように国営企業が独占するコモディティによって生み出される余剰金で運営

される SWF は、国民の汗の結晶というわけではないが、それでもノルウェーのような国民主権の

民主主義国家では、運用実績の開示は当然のこととされる。ところが同じ産油国であってもアブ

ダビ、カタール、サウジアラビアなど湾岸諸国は専制政治の国であり、政府の積極的な情報開示



は期待できず、一般国民が政府にそのようなことを求めることもない。SWF の実質的な支配者で

ある為政者即ち王族たちは、誰に気兼ねすること無く、自らの判断で投資先を自由に決定する。

その運用実績が今回のようにマイナスになったとしても、その実態を明らかにすることもなく、

まして責任問題が生じることも無いのである。つまり湾岸産油国の SWF は運用の状況が外部から

はほとんどうかがい知れないのである。 

 

損益はおろか、SWF はそもそもその資産規模すら明らかにしていない。世界最大の SWF とされ

る ADIA の資産はこれまで 8,750 億ドル程度とされてきた。本シリーズの随所で取り上げた ADIA

の運用資産額はこの数値を援用している。しかし米国のあるシンクタンクは 07 年末の ADIA の資

産を 5 千億ドル程度と推定しており、国連貿易開発会議(UNCTAD)では 5,000～8,750 億ドルと両論

併記の形をとっている１。そして今年 1 月、ワシントンの外交問題評議会（CFR、外交誌「フォー

リン・アフェアーズ」の発行で知られる著名なシンクタンク）が公表した「GCC Sovereign Funds; 

Reversal of Fortune」２はアブダビの SWF(ADIA/ADIC 合計)の 2007 年末の資産 4,530 億ドル、翌

2008 年末の資産残高を 3,280 億ドルとしている。2008 年中に新たに基金に組み入れられた資産は

590 億ドルと見込んでおり、従って差引すると同年中の資産の目減りは 1,830 億ドルということ

になる。つまり 1 年間で SWF の資産が 40％減少している。同じようにカタール投資庁(QIA)の資

産は 270 億ドル減少(前年比 41％減)し、クウェイト投資庁(KIA)は-940 億ドル(-36%）と試算して

いる。これら 3 カ国は押しなべて資産の 40%前後が目減りする深傷を負ったようである。 

 

 実はこれら 3 カ国の中で問題が国内で公になった国が一カ国ある。クウェイトである。クウ

ェイトは湾岸君主制国家の中では最も民主主義が発達した国であり、KIA の資産状況についても

毎年公表されている。そして今回の巨額の損失については議会がその内容と責任を明らかにする

よう迫った。これに対して政府は渋々情報開示に応じ、KIA がシティグループとメリルリンチに

投資した 50 億ドルは、28 億ドルに激減、22 億ドルの含み損を抱えていると説明した３。 

 

上記 CFR のレポートでは、KIA の 2007 年末資産 2,620 億ドルに対し、2008 年末は 2,280 億ドル

に減少、同年中の新規流入額が 570 億ドルとされ、資産の目減りはマイナス 36%であるが、クウ

ェイト国会における政府説明から見ても、CFR の推定値はかなり精度が高いと見て間違いないで

あろう。 

 

このように湾岸産油国の SWF は（比較的傷の浅かったサウジアラビアを除き）いずれも世界を

襲った金融危機のため巨額の損失を抱え込んだ。しかし湾岸 SWF は実はもう一つの試練に直面し

ている。それはリーマンショックとほぼ同じ時期に襲った原油価格の暴落である。昨年の 7 月に

バレル当り 147 ドルの史上最高値をつけた石油価格がその後一転して暴落、年末には 30 ドル台に

まで落ち込み、最近は 60 ドル前後を行き来している。この結果、各国の石油収入は激減、国内の

株式市場も完全に失速した状況である。湾岸産油国としては国内景気の浮揚が最優先課題となっ

たのである。こうして SWF 資金の欧米離れと本国回帰が始まった。 

 

４．原油と株式の暴落で足元に火のついた湾岸産油国 

 2002 年に 1 バレル 26 ドル(WTI の年間平均価格)であった原油価格はその後一本調子で上昇、



2007 年々央には 70 ドルに達した。そしてその秋に発生した米国のサブプライムショックの影響

を受けるどころか同年末には 90 ドル、翌年初めには 100 ドルの大台を突破、2008 年 7 月には遂

に史上最高の 147 ドルの値をつけたのである。オイルブームに沸く湾岸諸国では株価も狂乱相場

の様相を呈し、湾岸最大のサウジアラビア株式市場の株価指数(Tadawul)も 2007 年末には 10,000

を超えた。 

 

サブプライムショックとは無関係に高騰する原油価格と好調な株価。こうして湾岸諸国では「米

国の信用不安と湾岸経済は直接関係が無い」とするデカップリング論が支配的となった。好況を

謳歌する当事者は、別な地域や業種が不況であっても自分たちとは無関係であると思い込み勝ち

である。日本のバブル時代を思い起こせばやはり当事者は同じ過ちを犯しているのであるが、本

人たちはそれに気がつかない。湾岸産油国でも同じことが言える。 

 

 石油価格は 7 月をピークに下落相場に入った。それまでの暴騰相場を演出していた投機マネー

に息切れの兆候が見えたのである。世界的な信用収縮が始まり、投機の主犯と言われる欧米のフ

ァンドに影響が現われ始めた。それでも 2008 年秋にリーマンショックが起きる直後まで湾岸諸国

にはなおデカップリング論が横行した。 

 

しかし米国で発生した金融危機はたちまちヨーロッパ、さらには全世界へと燎原の火のごとく

広がった。それは新型インフルエンザのパンデミック（世界的大流行）そのものであり、豊かな

オイルマネーを抱えた湾岸諸国と言えども影響を免れなかった。原油価格は下げ足を早め年末に

はついに 30 ドル近くにまで落ち込んだ。わずか半年で 2002 年の水準に逆戻りしたのである。湾

岸各国の株式市場も同じような様相を呈し、サウジアラビアの株価指数は 2008 年初の 11,000 か

ら年末には半値以下の 4,800 にまで暴落した。国家の歳入の大半を石油収入に頼る湾岸各国政府

にとって石油の暴落は国家財政の赤字転落に直結する深刻な問題である。また金融市場が未成熟

な湾岸諸国の国民にとって株式市場は数少ない利殖手段であり、株価の暴落は個人の不安をあお

る。これを放置すれば政府に批判の矛先が向けられる。各国政府は原油暴落と株価暴落に一刻も

早く手を打たなければならない。 

 

石油価格は一国の政府だけでは決められない。そこで湾岸諸国を含む OPEC 産油国は臨時総会を

開催、矢継ぎ早に減産を決めた。一方株価はそれぞれの国の問題であり、湾岸各国は政府資金を

株式市場に投入し、株価を買い支えることが求められた。湾岸各国の株式市場には共通した二つ

の特徴がある。一つは上場企業数が少なく、時価総額も小さいことである。GCC 最大のサウジア

ラビアですら上場企業の数は 100 社強に過ぎない。従ってオイルブームの恩恵で手元資金に余裕

が生まれた一般市民が株式市場に殺到すると、たちまち株価が過熱するのである。そしてもう一

つの特徴は上場企業の中に株式を公開した国営企業或いは国家資金の投入された企業が数多くあ

り、しかもそれら国営、半国営企業の時価総額が市場全体の半分以上を占めていることである。 

 

これはこれまでの政策誘導の結果でもある。つまり各国政府は国家の独占事業分野である石油

化学や通信などの国営企業の株式の 2～3 割程度を公開して一般国民の余ったマネーを吸い上げ

ると共に、安全で有利な利殖の手段を提供してきたのである。サウジアラビアの SABIC（基礎産



業公社）は世界有数の石油化学企業であり、UAE の Etisalat は成長分野の通信企業である。国民

は競ってこれらの株式を購入した。こうして湾岸諸国の株式市場は成長したのである。 

 

だが今やこれら国営企業の株式も暴落した。株価は公開（IPO）時の価格を大幅に割り込み、一

般株主は大きな含み損を抱えた。市民の多くは株の購入のため銀行から借り入れを行なっており、

その借金の返済で首の回らなくなる者も出る始末である。クウェイトの投資家のように政府に銀

行借金の棒引き、即ち徳政令を求めるケースも出た。個人のマネーゲームによる借金を国が肩代

わりするなどというのは普通の国では考えられないことである。しかしクウェイトではかつて「ス

ーク・マナーハ事件」と呼ばれる私設市場の株取引により破産する個人が続出する事件があり、

国家資金で関係者を救済したこともある。さすがに今回は公設市場での株取引だけに徳政令は発

動されなかったが、産業が未成熟で個人の余裕資金が株式市場に流れ込みやすい GCC 諸国では、

株価の安定は民心の安定に直結する重要問題なのである。 

 

湾岸 SWF は政府の指示を受けて株式の買い上げなど手持ちの資金を投入して国内経済の浮揚に

取り組むこととなった。 

  

５．国内に足をとられるクウェイトと UAE 

 もともと湾岸 SWF は石油（或いは天然ガス）の余剰収入を海外で有利に運用することを目的に

設立されたものである。世界同時株安の中でブラジルや中国或いは欧米の優良銘柄の中に割安感

が出たことを考えると、湾岸 SWF は買い出動のチャンスだとする専門家の見方もあった４。しかし

湾岸 SWF は、株価のもう一段の底割れを恐れて、いわゆる「Wait and See(様子見)」のモードに

入った。サブプライムショックからリーマンショックまでのわずか 1 年間で手ひどい打撃を受け

たことで、KIA(クウェイト投資庁)及び ADIA(アブダビ投資庁)などは立ちすくんだのである。 

 

 湾岸各国は世界不況で影響を受けた自国経済をてこ入れするため、自国の SWF に対して海外投

資の一部を引き上げ国内市場に振り向けるよう指示した。最初に動いたのがクウェイトである。

クウェイトは政府と国会が常に対立している。国会は宗派や部族など支持母体の人気取りに終始

するポピュリスト政治家が跋扈し、KIA の失態をとらえてサバーハ家を糾弾する一方、株式市場

の暴落に対しては政府資金の注入を声高に求めたのである。このため政府は KIA の国内株式投資

比率を高める約束をさせられ５、11月にはKIAの資金で株価救済基金を設立するとまで表明した６。

KIA 自身は一部の投資家を利するだけで SWF の本来の目的にそぐわないとして激しく抵抗し、ま

た国民全体の同意も得られなかったため、さすがに株価救済基金構想は立ち消えになったようで

ある。 

 

 クウェイト国内の事情を斟酌して KIA は基金のポートフォリオを外国株式から現金にシフトし

て流動性を高めると共に７、資金を国内に還流させ金融危機に対処することとした８。国際金融危

機の余波はクウェイトに押し寄せ、2008 年 10 月にはデリバティブの運用失敗で名門ガルフ銀行

が行き詰まった。国内に石油以外の有力産業がなく、GCC の中で最も経済が停滞しているクウェ

イトでは、石油ブームで生まれた資金の行き場が無かった。それらの資金は 90 行と言われる国内

投資銀行に流れ込んだのであるが、翌年早々一部の投資銀行が合併で延命策を講じるなど、金融



危機は深刻化する様相を示した。事態を恐れた政府は、行き詰った金融機関の不良資産を買い取

る、いわゆる「Bad Bank」創設を国会に諮った９。しかしこれも、政府案には何でも反対、という

国会の体質、さらに国会議員同士の利害対立による小田原評定のため、迅速で見るべき成果を上

げられずにいる。 

 

 クウェイトの問題が政府と議会の対立及び金融部門のバブル化にあるとするなら、UAE の問題

はドバイの不動産バブルとそれを横目で見ていたアブダビの対処の仕方にあった。石油収入の乏

しいドバイが派手な不動産ブームを演じることができたのはアブダビをはじめ湾岸産油国から民

間資金が流れ込んだためであり、或いはオイルマネーを担保とした信用創造による野放図な銀行

貸出にあったことは間違いない。ドバイ不動産バブルの錬金術は、外国人にも不動産所有を認め

たことに始まり、設計図の段階で物件を売買、建設段階で転売して利ざやをかせぐ「Off-Plan 

Sales before Construction」と呼ばれる不動産商法にあった。市民も外国人もこぞって銀行から

金を借り、未完成の物件を買い漁った。銀行もローン申込者に対して殆ど審査らしい審査もせず

即日貸し付けたのである。 

 

オイルブームに沸くドバイではこの手法は面白いように儲かった。実需を伴わない転売を目的

とした取引はトランプの「ババ抜き」そのものである。いつか誰かが泣きを見ることは明らかで

あり、当事者たちはそのことを承知しているが、自分だけはババを引くまいと、今日買って明日

転売するのである。 

 

 しかし世界同時発の金融危機と不況が湾岸に押し寄せると、実需をはるかに上回るハイペース

で膨らんでいたドバイの不動産バブルが弾けた。物件は容易に転売できなくなり、銀行のローン

だけが残る。しかも不況を敏感に感じ取ったドバイの企業家は真っ先に出稼ぎ外国人を解雇し始

めた。湾岸諸国には悪名高いスポンサーシップ制度があり、外国人はスポンサーから解雇された

場合、一ヶ月以内に出国しなければならない。ローンを踏み倒しドバイを夜逃げ同然に出国する

外国人が後を絶たず、空港の駐車場には彼らが乗り捨てた乗用車が多数残された。バブルが弾け、

とめどない「負のサイクル」が始まったのである。 

 

 ドバイに必要なものはカネである。カネが底を尽けばドバイ経済は崩壊してしまう。それはド

バイ首長国自身の問題であるが、ドバイはアラブ首長国連邦（UAE）を構成する７つの首長国の一

つである。ドバイの崩壊を放置すればそれはドバイだけの問題にとどまらず UAE そのものの信用

不安につながる。ドバイ政府は公的債務 100 億ドルに対し公的資産は 900 億ドルあること、また

Emaar など政府関連企業については負債 700 億ドルに対し資産は 2,600 億ドルあり、いずれも問

題のない水準であると説明した１０。しかし資産の大半はインフラ施設であり換金性に乏しい。早

晩ドバイが行き詰るのは疑いようの無い事実であった。 

 

事の重大性を憂慮して助けに入ったのがアブダビである。石油価格の暴落で当面厳しい財政状

況に直面しているアブダビではあるが、中央銀行及び ADIA などの SWF には過去に蓄積した豊かな

資産がある。今年初め、ドバイ政府は２回に分けて合計 200 億ドルの公債を発行することを決定

した。地元企業を破綻から守るための救済資金である。最初の 100 億ドルは UAE 中央銀行が引き



受けた。UAE 中央銀行の信用はアブダビが支えている。つまりアブダビによるドバイ救済である。 

 

4 月 14 日、UAE 連邦政府大統領のカリーファ・アブダビ首長がドバイを訪れ、ムハンマド・ド

バイ首長の案内で各地を視察した。同じ UAE とは言えアブダビ首長がドバイを訪問することは滅

多にない。両首長国は歴史的に見て決して緊密な関係だったとは言えないのである。石油の富を

背景に UAE の実質的な支配者として大人の風格を見せるアブダビのカリーファ首長、一方ドバイ

の CEO とまで呼ばれる超合理主義者のムハンマド首長。二人は性格も統治手法も対照的である。

しかしこの日、アブダビはドバイを救済する意思を国内外にはっきりと宣言したのである。 

  

６．新たな進撃を始める湾岸 SWF 

 湾岸 SWF では最も歴史の古いクウェイトの KIA、そして 2 番目に古く最大規模を誇るアブダビ

の ADIA。二つの SWF は高利回りを求めて欧米の株式や不動産のポートフォリオを高めた結果、大

きな痛手を蒙った。これに対してサウジアラビアは SWF を設立せず、SAMA（サウジアラビア通貨

庁）は資産の大半を利回りの確実なドル建て米国政府債に投資した。バブル絶頂期には KIAや ADIA

をはじめ湾岸の投資銀行は、SAMA の保守的な資産運用を嘲笑したのである。 

 

 しかし事態は一変、世界的な金融不安でハイリスク・ハイリターンの金融商品は紙くず同然と

なり、不動産も暴落、KIA や ADIA は顔色を無くした。今やサウジアラビアの超堅実な投資姿勢に

対する評価が高まり、SAMA 副総裁は「我々の正しさが証明された」と余裕を示している１１。経済

の血液と言われる「カネ」のめぐりが極端に悪くなり、世界中の政府や金融機関が流動性不足に

見舞われたのであるが、その結果 SAMA、KIA、ADIA や QIA（カタール投資庁）など湾岸 SWF が持

つ豊富な資金が金融危機の救世主の役割を果たすと期待され、世界中から脚光を浴びるようにな

った。 

 

 2004 年以降の石油価格の急騰により湾岸産油国は膨大なオイル・マネーを蓄えた。例えば OPEC

統計によれば１２サウジアラビアの 2008 年の経常黒字額は 1,418 億ドルであり、これに UAE、クウ

ェイト及びカタールを加えた湾岸 4 カ国の合計黒字額は 4,670 億ドルに達する。そして 2004 年か

ら 2008年までのこれら 4カ国の経常黒字額はなんと 9,100億ドルという膨大な金額になるのであ

る。そしてそのかなりの部分が SWF の運用資金に回ったと考えられる。 

 

 昨年 7 月を境に石油価格が急落、湾岸産油国の歳入は激減している。それでも石油価格が 75 ド

ル(バレル当り)を維持すれば湾岸 SWF の資金は今後も積み増しされるというレポートもある。外

交問題専門誌‘Foreign Affairs’の発行で知られる米国の有名なシンクタンク Council on 

Foreign Relations(CFR) が今年 1 月に発表したワーキング・ペーパー「GCC Sovereign Funds, 

Reversal of Fortune」である。このレポートは、2009 年に 1,300 億ドル、2010 年には 1,200 億

ドル、そして 2012 年には 900 億ドルが湾岸 SWF に注ぎ込まれると試算している１３。 

 

また同レポートは SWF 資金の投資先として 2009 年だけで米国 600 億ドル、欧州 250 億ドル、日

本 50 億ドル、その他新興国 50 億ドルなど合計 1,000 億ドルが外国投資に回るとしている。日本

にも今年だけで湾岸産油国から 5,000 億円近い資金が流れ込むと見ているのである１４。これはあ



くまで CFR の試算である、実際にどれだけの資金が、どのような形で（不動産、株式など）、そし

て具体的にどの企業に流れ込むのかは、筆者を含め一般には皆目見当がつかない。ファンドの運

用担当者がそのようなことを口外するはずはないからである。 

 

国債の購入、戦略的投資のための特定企業への出資などであれば明らかになるであろう。しか

しポートフォリオ投資であれば一般の目に晒されることは少ない。筆者は湾岸 SWF が欧米の民間

ファンドよりも一層水面下に隠れた対日投資を行なうであろうと考えている。その理由は二つあ

る。一つは日本政府が外国の政府系ファンドの投資、特に国家の安全にかかわると考える分野の

投資に対して極めて過敏なことである。これは豪州政府が自国の資源企業に対する中国の投資に

拒否反応を示したように日本に限った問題ではないが、日本の場合は、外国ファンドによる電源

開発や羽田空港ビルの株式購入の例が示す通り極端に過敏である。このため日本は投資魅力に欠

けると言う意見もある。政府系ファンドである湾岸 SWF は対日投資に及び腰にならざるを得ない。 

 

そして湾岸 SWF が対日投資に消極的なもう一つの理由は日本企業に根強いアラブ・アレルギー

であろう。西欧諸国は 9.11 同時多発テロのトラウマで湾岸 SWF に対する警戒心が強いが、西欧メ

ディアの影響を受けて日本のメディアや社会にも強いアラブ・アレルギーが刷り込まれているよ

うに見受けられる。もともと日本の企業経営者は外国資本の傘下に入ることを潔しとせず、世論

もそのような経営者にえてして失格の烙印を押す風潮が強かった。従ってイスラム資本、アラブ

資本による企業買収にはまず警戒心が働く。最近は外国ファンドによる買収も珍しくなくなった

が、日本の経営者は自社に対する欧米民間ファンドの TOB には心構えができても、オイル・マネ

ーによる自社株の買い付けに対しては論理的ではなく生理的な拒否反応を示すようである。 

 

最近湾岸 SWF は自国の産業発展に寄与するような戦略的な対外投資を目指し始めた。国際的な

コンサルティング会社 Booz & Company はそのような GCC の将来における SWF の目指すべき方向と

して次の五つの点をあげている１５。(1)投資を通じたノウハウの取得、(2)各種の国営製造業に対

するてこ入れ、(3)石油モノカルチャー経済が落ち込む場合の予防策、(4)アラブ地域あるいはイ

スラム世界に対する資金支援、(5)SWF 自身の透明性を高め信頼を獲得すること。 

 

そもそもカネというものは、それを所有する者から、それを必要とする者へと流れるのが自然

の理である。現在のように流動性の不足が騒がれるときは特にそうであろう。冷静に考えれば日

本にもオイル・マネーを導入し、或いは日本と湾岸産油国が共同してファンドを立ち上げ、開発

途上国に対する資金と技術の援助に取り組む時代に入っているのではないだろうか。 

 

日本以外の外国政府や企業ではすでにそのような取り組みを具体化している。例えば米国の GE

はアブダビの SWF ムバダラと合弁事業を立ち上げ、中東北アフリカ諸国でのエネルギー・環境プ

ロジェクトを開拓している１６。同じムバダラはフランスの戦略投資ファンド(FSI)と共同投資覚

書に調印している１７。また 2008 年 4 月にはドバイと中国は The China Dubai Capital(CDC)を設

立、両国における投資機会を探っている１８。日本でも経済産業省の肝いりで設立された株式会社

イノベーション創造機構が湾岸 SWF との協力体制を模索中と言われており、今後の進展が注目さ

れる。 



 

(PART IV 完) 
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