
HP「中東と石油」A56 
2009.10.30 
 
(注)本稿はブログ「アラビア半島定点観測」に 10 月 26 日と 30 日の 2 回にわたって掲載した

レポートをまとめたものです。 
 

前田 高行 
 

湾岸産油国の SWF Part V：2008 年を乗り越えて 

 

 サブプライム・ショック及びリーマン・ショックによってクウェイト、アブダビ、カタール

などの湾岸 SWF(政府系ファンド)が蒙った損害と、その後の石油価格の回復にともない体勢の

立て直しを図る SWF については、2009 年 6 月から 8 月に分けてブログ「アラビア半島定点観測」

で「湾岸産油国の SWF Part IV：世界金融危機後の湾岸産油国の SWF」として詳述した。(注、

ホームページ「中東と石油」http://www.k3.dion.ne.jp/̃maedat/A48GCCSWFPart4.pdf に一

括掲載) 

 

 その後、9 月に UNCTAD(国連貿易開発会議)が「World Investment Report 2009 (WIR 2009)」

を公表し、その中で GCC の SWF が 2008 年中に蒙った損害を 3,500 億ドルと算定、各国の SWF

の収支を推定した。また今月はじめにはアゼルバイジャンの首都バクーで、中国の CIC を含む

世界の 20 の SWF が参加して SWF 国際フォーラムが開かれた。同フォーラムでは 2008 年 9 月に

IMF の肝いりで作成された自主行動規範「サンチアゴ宣言」を遵守しつつ、SWF が世界経済の

再生に不可欠であると言う強いメッセージが発信された１。 

 

１．湾岸 SWF の 2008 年推定収支計算書 

 湾岸産油国のSWFは情報をほとんど開示しておらず、その内実は厚いベールに包まれている。

そのため各 SWF の運用資金の規模についても調査機関が発表する金額はまちまちである。まし

て昨年来の金融危機による損失の規模を探ることは雲をつかむような話である。かろうじてク

ウェイトでは国会が政府を突き上げ、クウェイト投資庁がシティ･グループとメリルリンチに

おこなった大規模な資本注入(株式取得)が裏目に出て巨額の損失を出したことを追及し、政府

が渋々情報を開示したが、これなどは極めてまれな例である(SWF Part IV その３「莫大な損失

を抱え込んだ KIA と ADIA」http://ocin-japan.blog.drecom.jp/archive/1744 参照)。 

 

 このような中で世界の対外直接投資（FDI）の流れを詳細に掴んでいる UNCTAD は SWF のパフ

ォーマンスについても比較的内情を把握していると考えられる。その意味で今回の WIR 2009

で示された湾岸 SWF の推定収支計算書は極めて興味深い。ここではアブダビ(アブダビ投資

庁,ADIA 及びアブダビ投資評議会,ADIC)、カタール(カタール投資庁, QIA)、クウェイト(クウ

ェイト投資庁, KIA)ならびにサウジアラビア(サウジアラビア通貨庁,SAMA)の 4 カ国が取り上

げられている(注)。 

  

(注)サウジアラビア通貨庁(SAMA)は厳密な意味での SWF ではないため WIR2009 では

State-owned enterprise(SOE)と定義しているが、その余剰資金の運用は実質的に SWF と同等

の機能を発揮している。 

 

 これによると GCC の SWF・SOE は 2008 年中に 3,500 億ドルの損失を蒙ったとされる（詳しく



は 表 「 2008 年 の 湾 岸 SWF ・ SOE の 損 失 状 況 ( 推 定 ) 」

http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/1-G-2-91GccSwfLoss2008.htm 参照２）。前年 2007

年末の SWF・SOE の残高は 1 兆 2,820 億ドルであったため、わずか 1 年間で資産が 27%も減少し

たことになる。一方、2008 年央には原油価格が 147 ドルの史上最高値を記録するなど、湾岸産

油国には引き続き膨大なオイルマネーが流れ込んでおり、その一部の 2,730 億ドルが新たに

SWF・SOE に注入された結果、2008 年末の残高は前年末比 820 億ドル減の 1 兆 2 千億ドルとな

った（以上いずれも推定値）。 

 

これを各国別に見ると、損害額が最も大きかったのはアブダビ(ADIA 及び ADIC)で、その額

は 1,830 億ドルに達し、前年末の資産額（4,530 億ドル）の実に 4 割を喪失している。同国で

は同年中に新たに 590 億ドルを SWF に繰り入れたが、2008 年末の資産残高は前年比 1,250 億ド

ル減の 3,280 億ドルになっている。カタール（QIA）もクウェイト(KIA)もアブダビとほぼ同様

の傾向を示しており、カタールは 940 億ドル(前年末の資産残高比 36%減)、クウェイトは 270

億ドル(同 42%減)の損失を出している。なおカタールの QIA にはアブダビとほぼ同額の 570 億

ドルが新たに注入されたため、2008 年末の資産残高はアブダビほど大きく減少していない。ま

たクウェイトの KIAも損失とほぼ同額が新規繰り入れされたため 2008年末の残高は 2007年の

ほぼ横這いである。これら３カ国の SWF は不動産或いは株式投資が多かったため、金融危機の

影響をもろに受けた形である。 

 

これに対して米国政府債などローリスクの投資姿勢を堅持したサウジアラビアは、上記 3 カ

国と対照的な結果を示している。もちろん同国とても 2008 年は世界的金融危機の影響で 460

億ドルという巨額の損失を蒙ったのであるが、それは前年末の資産残高 3,850 億ドルに対して

は 12%の減耗であり、傷は比較的浅かったと言える。しかも SAMA は 2008 年中に新たに 1,620

億ドルの資産を積み増ししており、その結果同年末の残高は 5,010 億ドルと、むしろ前年末残

高を上回っている。この結果、GCC の SWF・SOE の中では常にトップを占めていたアブダビを抜

き、サウジアラビア（SAMA）が GCC 最大の SWF・SOE になった。 

 

 なお UNCTAD の表ではノルウェーの収支が参考として示されており、これによれば同国は、

2007 年末の資産総額 3,710 億ドルに対し、2008 年中に-1,110 億ドル(-30%)の損失を出してお

り、同年中の新たな積み増し(640 億ドル)にもかかわらず、2008 年末の資産総額は 3,250 億ド

ルに減少している。 

 

２.バクーの SWF 国際フォーラム 

 10 月初め、アゼルバイジャンの首都バクーで第１回 SWF 国際フォーラムが開かれた。世界か

ら 20 の SWF が集まり二日間にわたって討議が行なわれ、前年１０月にチリのサンチャゴでワ

ーキンググループが採択した「Santiago Principles（サンチャゴ原則)」を遵守することを確

認した３。「サンチャゴ原則」とは International Working Group of Sovereign Wealth Funds(SWF

の国際ワーキンググループ)が作成した「Generally Accepted Principles and Practices (略

称：GAPP)」のことを指す４。 

 

 GAPP は SWF の透明性の確保、情報開示の促進、組織の明確性、出資者（国家）からの中立性

などを 24 ヵ条にわたって明記したものであり、SWF の自発的な行動基準である。2008 年に GAPP

が策定された背景には、2000 年以降の世界貿易の拡大及び石油価格の急激な上昇の結果、中国

やシンガポールなどアジアの新興国及び中東などの産油国で SWF(政府系ファンド)が相次いで

設立された。そして巨大化した SWF が国際経済の撹乱要因となったからである。特に中国によ



る海外の資源エネルギー企業買収、或いはシンガポール、ドバイの SWF による先進各国のイン

フラ・物流事業の買収などが、被買収国の脅威となった。 

 

 世界のリーダーを自負し、またイスラム・テロに対して過剰ともいえる反応をしていた当時

の米国ブッシュ政権は中国及び湾岸アラブ産油国の SWF を目の敵にしていた節がある。2005

年の CNOOC による米国石油企業ユノカル買収事件及び Dubai Port World の英 P&O 買収による

ニューオーリンズなど米国内の港湾施設管理権問題等で、米国は国益を盾に中国及び湾岸産油

国 SWF の動きを封じた。 

 

その反面、2007 年のサブプライム問題では米国政府はフィクサーとして SWF によるシティ銀

行などへの資本導入に旗を振った。このとき出資に応じたアブダビ投資庁(ADIA)、KIA(クウェ

イト投資庁)或いは中国の CIC も銀行経営に口を出すつもりは無かったと思われる。しかし米

国政府は自らが作り上げ意のままに操ってきた国際金融システムに、SWF の株主である中国や

アラブ各国の政府が介入するのではないかと疑ったのである。SWF の背後に潜む新興国政府の

意思は米国には分をわきまえぬ態度にしか見えなかったのであろう。米国は IMF を動かし、SWF

の行動に枷をはめるべくサンチャゴ原則を作らせたと考えられる。 

 

ところが昨秋以降、SWF を取り巻く環境は政治・経済の両面で大きく変化した。政治ではブ

ッシュからオバマへと米国の政権が交替し、経済ではリーマン･ショックで世界経済が更に悪

化し各国に保護主義が蔓延し始めた。オバマ政権は米国一強主義から国際協調外交へと舵を切

り、また保護主義がグローバル化の後退、世界経済全体の縮小均衡につながることを懸念した

IMF、世銀、UNCTAD(国連貿易開発会議)などの国際機関および先進各国は対外直接投資(FDI)の

奨励策を打ち出した。FDI の重要な一翼を担う SWF が再び脚光を浴びたのである。 

 

国際フォーラムには世界の期待に応えようとする SWF の自負が窺える。コミュニケにうたわ

れた透明性の確保、情報の開示などはそのような SWF の自信の裏返しと言えなくも無い。彼ら

は世界経済が自分たちを必要としており、またその期待に応えることができると確信している

ようである。ただ SWF がそれぞれの国家の分身であることは紛れも無い事実であり、彼らの投

資行動は単なる利潤追求にとどまらず、その背後にある国家の意思が反映することはまちがい

ない。バクー会議に出席した China Investment Corp(CIC)の Jin 会長が「SWF は非公開企業で

あり四半期ごとに情報を開示する必要は無く、四半期報告は害が多い」と述べたことは、政府

あっての SWF という姿勢を端無くも露呈していると言えよう５。 

 

次回の SWF 国際フォーラムは 2010 年 5 月にオーストラリアのシドニーで開催される予定で

ある。 

 

（Part V 完） 

 

 

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。 

 前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町 2-31-13-601 

   Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642 

   E-mail; maedat@r6.dion.ne.jp 
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