中東情勢分析

国営サウジアラムコ社の新規株式公開
（一財）中東協力センター 審議役

三束

尚志

2019年12月11日，サウジアラビア王国の証券取引所Tadawul（以下，タダウル）にお
いて，国営石油会社サウジアラムコ社（以下，アラムコ）の株式が新規上場され，ストッ
プ高35.2サウジリヤル（9.38米ドル）の値が付いた。中東の新興市場から，アップルやマ
イクロソフトを遥かに凌ぐ1.87兆ドルの世界最大の時価評価額を持つ企業が誕生した瞬
間である。
アラムコの新規株式公開（以下，IPO）については，16年４月に発表された「サウジ・
ビジョン2030」（以下，「ビジョン」）において，脱石油のための最大の切り札として当初
から掲げられていたが，ついに３年８ヵ月を経て実現に至ったものである。
筆者は13年央から17年末近くまで４年半，中東協力センター サウジアラビア総代表（兼
ジェトロリヤド事務所長）として同国に駐在し，折しも15年初頭にサルマン国王が即位し
た後の急速な社会・政治・経済面の変貌ぶりを，現地で直接観察する機会を得た。本稿で
は，今次IPOが実現するまでの軌跡を辿ると共に，その背景にある同国の抱える国家的課
題，および今次 IPO のもたらす効果や意義等について整理分析してみたい。
１．2016年４月「ビジョン2030」にてアラムコ IPO 構想発表
第７代サルマン国王は15年１月に即位するや，大規模な政府組織改編や大胆な王族・閣
僚人事，タブーとされていた公共料金値上げ・間接税導入などを，矢継ぎ早に進めた。
その基本戦略となるのが，
「ビジョン」であり，その実現の陣頭指揮を執るのが，サルマ
ン国王の７男で今年34歳になるムハンマド・ビン・サルマン（以下，MbS）皇太子であ
る。
国王即位後わずか２年半で二人の皇太子が解任され，17年６月に皇太子に昇格したMbS
王子は現在，副首相，国防相，経済・開発評議会ならびに政治・安全保障評議会の両議長，
公的投資基金（以下，PIF）の会長等を兼任し，経済・内政・外交・国防など国家運営の
全権を実質的に掌握している。
16年４月末，当時副皇太子だった MbS 王子が自ら国営テレビで国民に発表した「ビジ
ョン」は，「活気ある社会・盛況な経済・野心的な国家」を三本柱とする，同国初の極めて
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包括的で野心的な超長期計画である。それま
での９次に亘る経済５ヵ年計画が目指してき
た石油依存からの脱却や産業多様化，若年層
の雇用創出はもとより，金融投資立国から民
活や宗教分野も含めた経済活性化，国民の健
康・教育・娯楽まで，三十数項目の具体目標
と12の「ビジョン実現プログラム」を設定す
る体系的な国家運営指針となっている。

筆者紹介
東京都出身 1980年４月慶應義塾大学（経済学部）
卒業，日本興業銀行（現みずほ銀行）入行 インドネ
シア（ジャカルタ）駐在，主に国際金融・金融市場・
産業金融に従事。2007年４月より中東協力センター
に勤務，「日本サウジアラビア産業協力タスクフォー
ス」副事務局長としてサウジアラビアへの日本企業進
出を支援。13年６月より中東協力センター サウジア
ラビア総代表（ジェトロ リヤド事務所長兼務）とし
てリヤド駐在。17年12月帰国，中東協力センター審
議役。中東・サウジアラビアの経済社会情勢に関する
講演・出稿多数。

「ビジョン」の策定過程では，各省庁の総数
500を超える既往の国家事業について，要否や利権構造も精査され（これが，17年11月の
汚職撲滅キャンペーンにもつながる），さらに発表直後，その実行を担う主要省庁の大改編
と全大臣の若返り人事が断行された。
「ビジョン」の中で，石油依存に陥った状態を脱却する目玉として MbS 皇太子が高く掲
げた施策が，ベネズエラに次ぐ世界最大級の原油確認埋蔵量2600億バレルとされる国家資
産を「キャッシュ化」する「アラムコ IPO」である。「アラムコの時価総額２兆ドル，そ
の５％即ち1000億ドルを，世界最大のニューヨーク株式市場で上場」という超大型 IPO
案件に，欧米はじめ世界の有力投資銀行のみならず，各国・日本の株式市場も直ちに反応
した。
⑴

すぐに指摘された IPO の問題点（②③は現在も未解消）
しかし一方で，アラムコ IPO の障害となる諸点も，株式投資など各方面の専門家・アナ

リスト等から指摘された。問題点は以下の３つに集約される。
①

アラムコの企業価値が「２兆ドル」との算定根拠が不明
アラムコの発行済株式2000億株は100％政府保有であり，MbS 皇太子はその５％
の IPO で１株10ドル，1000億ドルの調達を強く期待している。しかし，同社の原
油埋蔵量「2600億バレル」の妥当性，また北米のシェールオイル開発や中国・イン
ドの資源爆食の失速や世界経済停滞による油価下落リスク，中東の地政学リスク，
加えて世界的な環境対応の進展による「座礁資産化」のリスクなどを踏まえ，中長
期的な油価低迷を見越した銀行・市場関係者の時価評価額は1.1兆～2.5兆ドル，中
心値は1.75兆ドル程度（幹事行の BNP パリバは1.42兆ドル）とされる。
アラムコ自身の分析として，油価との連動性が，バレル45ドルで1.5兆ドル，65ド
ルで1.76兆ドル，75ドルで2.1兆ドルとの試算もある。

②

ニューヨーク上場に伴う JASTA 法案など米国の対サウジ訴訟・資産凍結リスク
総額1000億ドルの上場を全額消化出来るのは，規模的にニューヨーク市場である
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（図表１）アラムコは世界最大級の利益

が，一 方 で 01 年 ９ 月 11 日 の 同 時 多 発 テ ロ を 契 機 と す る「テ ロ 支 援 者 制 裁 法」
（JASTA）が，オバマ大統領（当時）の拒否権を覆し16年９月に米国議会で可決さ
れたことから，サウジ政府への訴訟および資産（米ドル口座）凍結のリスクが具現
化した。また，「石油生産輸出カルテル禁止法」（NOPEC）や環境訴訟リスクも指
摘されている。
③

アラムコ自体，財務収益構造・キャッシュフロー等のデューディリジェンス（事前の
法務・財務面などの詳細精査）や情報開示義務に耐え得るか
アラムコの財務内容については，19年４月の同社初のドル建スクーク債起債時に発
行された目論見書で初めて開示された（後述）。18年の売上高は3,152億ドル（約35
兆円），純利益は1,111億ドル（約12兆円。世界最大の上場企業アップルの600億ド
ルの倍近く，エクソンモービルの５倍超）と，憶測を超える桁外れの世界最大級の
利益規模・高収益であることが判明した（図表１）。
しかし，その売上キャッシュフローや収益配分の実態については，「アラムコはサ
ウード家の打ち出の小槌，便利な財布」として未開示の部分も多いと云われ，起債
より格段に厳しいデューディリジェンスや情報開示に耐えるか疑問視する声も多
い。
専門機関による国営資源企業の情報開示調査（2017年版）で，アラムコは世界の国
営資源企業74社中62位（UAE の ADNOC と並び100点中27点，５段階の最低評
価グループ），IPO向けには「説明責任不足で不透明」との厳しい評価を受けている。

⑵

想定しうるソリューション
これらの問題点を克服しIPOを実現するためのソリューションとして，下記５点ほどが
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想定される。今回，結果的に②のサウジ国内市場での上場を実現したことになる。
①

アラムコの財務・キャッシュフローを抜本的に改正，透明性を確保
正攻法ではあるが，短期での対応は極めて困難

②

デューディリジェンスや規制の緩い国内市場タダウルで上場
実現性は高いが，市場規模が5500億ドルと小さく，少額のみの上場に留めるか

③

デューディリジェンス・情報開示義務に特別の優遇措置
ロンドン市場LSEが打診とも。ニューヨーク，東京などは市場ガバナンス上，困難
か

④

特別勘定，SPC（特別目的会社）設置など奇手奇策で財務上の不透明な部分を外出し
主幹事（金融アドバイザー／グローバル・コーディネータ）の力量次第か

⑤

PO（公募）でなく，PP（私募）
中国・ロシア等が実際に水面下でオファーしているとされる

２．アラムコ IPO の背景＝サウジの「エネルギー三重苦」と財政上の課題
ここで，「ビジョン」がアラムコ IPO を脱石油の切り札に据える背景として，サウジア
ラビアの抱えるエネルギー政策上また財政上の課題とソリューションについて触れたい。
⑴

最大級産油国の逆説的「エネルギー三重苦」
サウジアラビアは自国民2100万人余と外国人労働者1200万人合わせ3300万人超の人

口を擁する，ペルシア湾岸のアラブ産油（産ガス）６ヵ国（サウジ・UAE・バーレーン・
オマーン・カタール。クウェート）の中では図抜けた大国であり，人口動態上，10数年後
に人口４千万人を突破する（図表2－1）。真夏は50℃となる厳しい気候風土で全人口の快適
な生活を支えるための莫大な電力，ならびに海水を淡水化（蒸発法または逆浸透法）して
得る水は，共に必要なエネルギーを石油（一部ガス）に大きく依存しており，そのため世
界最大級の産油国ながら逆説的な「エネルギー三重苦」の状態にある。
①

電力・水インフラ（ユーティリティ）の増強は「待ったなし」の急務。
国全体の発電能力を，現在84GW から30年には174GW（うち再エネ59GW）に
倍増が必要。また，水の需要は現在，日量105百万m3内外が30年には130百万m3と
なり，現状世界最大の海水淡水化能力も日量10.2百万m3（総給水量の9.7％）から
30年には日量20.5百万m3（同15.8％）に大幅増強が必要とされる。

②

電力・水・各種燃料の逆ザヤ供給の国庫補助金も莫大。
電力・水・燃料の公共料金は，民生用・産業用とも16年１月に初めて大幅に値上げ
されたものの，まだ実コストを大きく下回る「逆ザヤ」価格で供給されており，そ
のための国庫補助が年間1200億ドル超（公表歳出の４割に相当）と試算されている
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（IMF）。「ビジョン」は，この国庫補助の半減も目標としているが，建国当初からの
国王と国民の暗黙の「社会契約」や「レンティア国家」
（国王が石油から得た富を国
民に分配）としての存立基盤に相反するような，極端な公共料金値上げや課税強化
に頼ることは，今や国民が「第５の勢力」として重視される同国の現状に鑑み，難
しい（図表３）。
③

石油の自国消費が急増し，輸出余力が減少（＝歳入縮減）
産出した原油のうち，自国内で石油化学など下流産業に向かう外，電力・水・燃料
に消費される量は，すでに日量３百万バレル（生産量の３割）を突破しており，
2030

（図表2－1）サウジの2050年までの人口・
GDP 予測

（図表2－2）2038年に原油輸出余力ゼロと
の予測

出典：経済産業省「平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業報告書（三菱総合研究所作成）」

（図表３）サウジアラビアの政治システムと主要支配層のバランス
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年代後半に輸出ゼロとの予測も出ている（図表2－2）
。OPEC の盟主が OPEC を脱
退するばかりか，国家自体の存亡の危機が現実となる。自国消費を抑え輸出余力の
延命のため，省エネ（供給／需要の両サイド），再エネ，原発など新エネの導入推進
が喫緊の国家的課題となっている。
⑵

財政上の課題
原油価格（WTI）は08年７月にバレル145.25ドルの最高値を記録直後，リーマンショ

ックで一気に30ドル台に急落。11～14年にかけ乱高下しつつ80～100ドルのレンジに戻
したが，14年７月以降再び急落。その後50～70ドルのレンジに回復，60ドル前後で推移
し，年明けは米国・イランの対立緊迫で上昇傾向にある。
中長期的には，米国がシェール開発で世界最大級の産油国となる一方，中国・インドの
原油爆食が経済鈍化で縮減するなど，原油需給・市況の構造的変化があり，超長期的には，
環境問題対応の進展で油価低迷や石油自体の「座礁資産」化も見込まれる。
そうした状況下，サウジ政府は国家予算策定における歳入ベースの市場油価を低めのバ
レル50ドル，財政均衡の油価を80ドル程度の手堅い水準に設定しているとされる。
この水準では（単純化のため自国消費を捨象し），両者の差額30ドル×日量10百万バレ
ル×365日＝年間109.5億ドル相当の財政不足を生じる。これに対し，市場油価がバレル
10ドル上昇すれば10ドル×日量10百万バレル×365日＝年間36.5億ドルの増収となり，
また，原油量を日量100万バレル増産すれば100万バレル×50ドル×365日＝年間180億
ドルの増収となる（16年10月の同国初の外債発行額175億ドルと符合）。同国が OPEC／
非 OPEC の協調減産や自国シェア維持に拘る理由は，ここにある。
さらにサルマン体制下では「ビジョン」の目標に沿って，従来にない金融立国化や外資
導入・国富活用の金融政策が急速に進められている。実行済の施策として，初の外債発行
（サウジ国債・アラムコ外債），「公的投資基金」PIF を国富ファンド（SWF）に改組・原
資大幅増強・国際ファンドとの協調で「ソフトバンク・ビジョンファンド」創設，タダウ
ルの外資への解禁と政府株の国内放出，活発な対外投資（米国・中国の先端企業への出資）
などがある。取組中の施策としては，公共事業（電力・水，空港・港湾・病院等）の民営
化／PPP による外資・民間資金の導入，そして今般のアラムコ IPO に代表される国有資
産の現金化がある。
⑶ 「ビジョン」における日本とのパートナーシップ
上記「エネルギー三重苦」や財政上の課題に対する，サウジアラビアの対応と日本との
パートナーシップについて模式化したのが，下記の図表４である。
日本とサウジアラビアは半世紀以上前から石油を通じた厚い協力関係にあるが，2007年
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（図表４）サウジアラビアの国家的リスクと対策，日本の提供するソリューション

から10年間の「日本サウジ産業協力活動」，さらに16年からは「日本サウジ共同ビジョン」
により，官民挙げて戦略的パートナーシップを展開している。日本の多くの企業が，サウ
ジアラビアの「エネルギー三重苦」に対するソリューションとなり得る省エネ・再エネ・
節水・環境対応などの技術・知見を幅広く提供し，またサウジアラビアが国家的リスクへ
の対策として進める「ビジョン」に様々な連携・協力を実施している。
３．IPO の構想発表から実現に至るまでの軌跡
⑴

発表後３年余（16年４月～19年８月）の停滞
16年４月の IPO 構想の発表後，JP モルガン・チェース，モルガンスタンレー，香港上

海銀行の３社がアラムコから「主幹事」（金融アドバイザー／グローバル・コーディネー
タ）に指名されたとのメディア報道があったものの公式発表はなく，その後２年以上，上
場準備の進展も大きく報じられず，当初から指摘された３点の障害解消が難航しているた
めとの憶測を呼んでいた。「時価総額２兆ドル」に拘らず，1.5兆ドルでも，５％上場でサ
ウジの２年分の財政赤字を補填しうる7.5兆円が調達可能との楽観論が出る一方，上場市場
について，ニューヨークでの訴訟リスクヘッジのため，ロンドンやアジア市場も候補に挙
がり，東証も誘致に熱意を示した。さらに中国，ロシア，UAE などが私募（PP）誘致と
の報道も出る中，現実的な解として，海外上場は先送りし，まずは規制の緩い自国タダウ
ルでの上場案が浮上してきた。
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そうした中，突如18年８月，「IPO 中止」の報道と共に，すでに６月に幹事団が事実上
解任されていた事実も判明，さらに同10月，MbS 皇太子自身が，ひとまず21年まで IPO
延期を公表した（トルコでのジャーナリスト殺害事件の余波とされる）。
⑵

IPO 延期発表後の19年４月，初のアラムコ外債発行に応募殺到
一方，IPO延期発表の半年後，19年４月にアラムコの初の外債発行（100億ドル＝１兆

円規模）の計画が公表された。概要は以下の通り。
・米ドル建スクーク（イスラム金融債）：３～30年５トランシェで総額100億ドル（当
初）
・金融アドバイザー：ラザール
・主幹事（グローバル・コーディネータ）
：JP モルガン・チェース，モルガンスタンレー
・幹事：シティグループ，ゴールドマン・サックス，香港上海，NCB キャピタル（地
場）
・起債で調達した資金は，サウジアラビア基礎産業公社（SABIC）の株式取得に充当
（図表５）今次アラムコ債とサウジ国債との比較


（各種報道等より筆者作成）

19年４月 アラムコ債
利回り※

16年10月 サウジ国債
利回り

年限

発行額

＋75bp

５年債

55億ドル

＋135bp

30億ドル

＋105bp

10年債

55億ドル

20年債

30億ドル

＋140bp

30年債

30億ドル

＋150bp

30年債

65億ドル

年限

発行額

３年債

10億ドル

＋55bp

５年債

20億ドル

10年債

（米国債＋）

19年１月 サウジ国債
利回り

年限

発行額

＋165bp

10年債

40億ドル

＋175bp

＋210bp

31年債

35億ドル

＋230bp

（米国債＋）

（米国債＋）

 回りはサウジ国債を下回る。ただし，格付けは Moody’s が A1（cf. Exxon AAA）
利
，Fitch が A＋（サウ
ジ国と同じ A＋）。アラムコがサウジ政府と密接な関係にあるため，アラムコ単体での評価を下回るとの判
断。

※

新興国発行体としては破格の大型起債に世界の投資家の応募が殺到，当初100億ドルの
発行予定に対し，1000億ドル（10倍）と空前の応募倍率※となったことから，発行額を120
億に拡大した。
 ウジ国債の初回16年10月のドル建外債175億ドル発行に対する670億ドル応募（3.8倍）
サ
，第２回19年１
月の75億ドルに対する275億ドル（3.7倍）を凌ぎ，カタール国債の120億ドルに対する520億ドル（4.3
倍），アルゼンチン国債の165億ドルに対する690億ドル（4.2倍）も凌ぐ。

※
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（図表６）世界最大の利益規模

また，この外債発行において，規模と並んで話題を呼んだのは，アラムコが1988年の完
全国有化後31年目にして初めて財務内容を開示したことであった。470ページに及ぶ起債
目論見書によれば，同社が従来の憶測を超える桁外れの世界最大級の利益希望・高収益で
あることが，具体的に判明した。
・2018年売上高：3,152億ドル（約35兆円），純利益1,111億ドル（約12兆円）
・純利益は，世界最大の上場企業アップルの600億ドルの倍近く，米エクソンモービル
の５倍超，アップルとアルファベットを合わせた利益を上回る（図表６）。
・税引前利益2120億ドルは EU28ヵ国の防衛費総額とほぼ同水準。その約50％を国庫
に納付した後の数字が，純利益1,111億ドル。
・反面，アラムコの擁する世界最大の油田ガワールGhawarの産油量が，従来の推計日
量500万バレル超を大きく下回る380万バレルであることも判明。
応募倍率，規模，財務開示など，話題性も含め総合的に当該起債は大きな成功を収めた。
応募したのは大宗が米国系の機関投資家と云われる（背後に日本からの投資も）。世界的
な超低金利の運用難（金余り）の中，投資家の高利回り・新顔・流動性への食欲は旺盛
（イールド・ハンティング）で，人権面など国際世論で叩かれている同国への投資であって
も，債券投資は投資家の名前が見えにくく，またアラムコ自体はサウジ政府以上の格付け
を得ているため，今回の人気ぶりは投資家の「本音」でのアラムコへの高評価と解釈でき
る。
MbS 皇太子・アラムコとしても，今次の財務開示により，アラムコ IPO を巡る懐疑的
な見方を払拭したい思惑があった。しかし，２兆ドルの企業価値は過大評価との声は依然
強く，またIPOは起債よりもデューディリジェンス（公開前の財務内容等の精査）や頻繁
な財務開示が厳しいことなど，依然ハードルは高いとの冷静な見方は払拭されなかった。
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⑶

19年８月末から急速に大きな動き～省庁改編，大臣・アラムコ会長交代
海外起債の成功後も動意の見えなかった IPO 準備が，８月末に俄かに大きく動き始め

た。
まず８月30日，16年の「ビジョン」発表直後の省庁大規模改編で誕生した巨大省庁「エ
ネルギー工業鉱物資源省（MEIM）」を２分割する国王勅令と，アラムコ会長の交代人事が
発表された。（MEIMを「エネルギー省（MoE）」
「工業鉱物資源省（MIM）」に分割（MIM
は20年１月から職務開始），アラムコ会長を，ハーリド・アル＝ファーリフ MEIM 大臣か
らヤーシル・アル＝ルマイヤーン公的投資基金（PIF）総裁に交代）。翌週９月７日には，
ファーリフ MEIM 大臣の解任およびアブドルアジーズ・ビン・サルマン（AbS）王子（国
王の４男59歳，MbS 皇太子の異母兄）の後任就任が電撃発表され，国内外や石油市場に
まで驚きが走った。
スーパー・テクノクラートと評され MbS 皇太子にも近しかったアル＝ファーリフ氏の
突然のMEIM大臣／アラムコ会長の同時解任の背景については，多くの憶測が飛び交った
が，IPO 実現に向け，金融・資本市場に精通するルマイヤーン PIF 総裁をアラムコ会長に
据えてスピードアップを図るとともに，エネルギー大臣をアラムコと切り離すことで，ア
ラムコが独立性・自律性を向上させたと内外に示す狙いがあるとされる。
この大きな動きと並行し，８月末から11月初頭にかけて，有力メディアが続々とIPOの
幹事銀行や実施時期，上場比率など，関係筋からの具体情報を報道していった。
（図表７）アラムコ IPO 候補の外国市場およびサウジ市場タダウルの概要
国・地域
米国
欧州
アジア

上場市場
ニューヨーク NYSE

24.2兆ドル（世界最大）

ナスダック NASDAQ

11.7兆ドル（世界２位）

ロンドン LSE Group

3.9兆ドル（欧州最大）

日本取引所グループ JPX

5.6兆ドル（世界３位）

香港

4.2兆ドル（世界５位）

上海

4.8兆ドル（世界４位）

サウジ
（タダウル Tadawul）
中東

19年６月末の株価時価総額

5,569億ドル（中東最大） 193銘柄

07年創設（PIF 全額出資）の新興国市場。日本の１割規模。
SABIC，アルラジヒ銀行，キングダムHD等が主要銘柄。日
系企業はペトロラービグ，アリンマ東京海上。15年６月，適
格（外国）機関（QFI）に開放，17年３月にJPXと了解覚書
を締結。19年３～８月に FTSE，SP ダウジョーンズ，MSCI
の新興国市場指数に組入れ

（アブダビ1,400億ドル，カタール1,600億ドル）


（国際取引所連合（WFE）統計を元に筆者作成）
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中でも，17年11月のリッツ・カールトン・ホテルを舞台の前代未聞の大規模な汚職撲滅
キャンペーンの際，財産没収・凍結された富豪（王族・民間）たちに，サウジ政府が IPO
引受を「要請」しているとの報道（９/20日経 FT）は，世界的に注目された。
さらに，まずタダウル上場後，20～21年に東京市場で５％の本格上場との報道もあっ
た。米国の数々の訴訟リスクから，アラムコ自身がニューヨーク上場を断念し，次に有望
視していた英国や香港についても EU 離脱の混乱や政情不安など不安要素を抱え，
「消去
法」で東京が急浮上との判断とされる。
ここで各国株式市場の規模を比較すると，タダウルは中東最大だが，ニューヨーク市場
の２％，日本市場の10％の小規模である。近年，海外投資家の誘致を図っており，英米の
国際株価指数専門機関の新興国市場指数にも組入れられた（図表７）。
10月29～31日開催の「第３回 Future Investment Initiative」＠リッツカールトン・リ
ヤド（MbS 皇太子主催）では，期待されていた IPO 発表もなく，盛上りに欠ける中，公
的投資基金（PIF）向けの国際協調融資団10行※による100億ドルの繋ぎ融資協定が調印さ
れた。
 ンク・オブ・アメリカ，BNP パリバ，シティグループ，クレディ・アグリコレ，香港上海，JP モルガン，
バ
スタンダード・チャータード，みずほ，三菱 UFJ，三井住友

※

⑷

タダウルでの IPO 目論見書発表に続き募集開始
この間，ルマイヤーン新会長のアラムコからは，IPO の具体情報の開示はなかったが，

11月３日㈰になって，タダウルでの IPO 実施を正式表明，続く９日㈯，IPO 目論見書が
アラムコと資本市場庁CMA（上場認可当局）のホームページに公開され（英語版658頁・
アラビア語版806頁），いよいよ17日㈰から「ブックビルディング（以下，B/B）」（目標条
件を投資家に提示し株価等を模索）方式で募集開始することが，正式発表された。
そして17日朝の B/B 開始に際し，Nasser アラムコ CEO が地場の運用投資家数百名を
前に，目標価格レンジ・売出株数など詳細を説明。ようやく，目論見書と併せ IPO のほぼ
全貌が明らかになったが，上場の日取りはこの時点でも開示されなかった。
①

明らかになった IPO 概要
17日からの B/B 開始で，個人投資家の応募は28日までの11日間，機関投資家は12
月４日までの17日間で，実際の売出株価は翌12月５日に決定。
発行済株式2000億株の1.5％となる30億株を売出し，うち20億株（１％）を機関投
資家（含む GCC 国籍・適格外国機関 QFI）向け，10億株（0.5％）を個人投資家
（含む GCC 国籍・居住外国人）向けとする。
価格レンジは１株30～32リヤル（８～8.53ドル，約870～930円）に設定。従い，
資金調達額はドル換算30億株×８～8.53ドル＝240～256億ドル（900～960億リ
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ヤル）。上限の256億ドルならば，2014年の中国アリババ集団のニューヨーク上場
250億ドルを超え史上最大の IPO となり，タダウルの時価総額5500億ドルの５％
弱に相当。
時価総額は MbS 皇太子の期待する２兆ドルを15～20％下回る１兆6000億～１兆
7060億ドルとなるが，それでも同業のエクソンモービル2859億ドル，ロイヤルダ
ッチシェル2377億ドル，シェブロン2205億ドル（いずれも10月末）はもちろん，
「１兆ドルクラブ」のアップル，マイクロソフトを大きく上回る世界最大企業とな
る。
参加金融機関は25社（投資銀行・銀行・証券・機関投資家等，下表）
主 幹 事（金 融 ア ド バ イ 【英米】シティグループ，クレディ・スイス，ゴールドマン・
ザー／グローバル・コーデ サックス，香港上海，JP モルガン・チェース，メリルリンチ，
ィネーター） 計９社
モルガン・スタンレー，
【地場２行】ナショナル・クレディッ
ト・バンク NCB，サウジアメリカン・バンク Samba
売 出 幹 事（ブ ッ ク ラ ン
ナー）／引受幹事（アンダー
ライター）
銀行・証券・機関投資家
計25社

主幹事９社に加え，
【欧米】バンコ・サンタンデール，BNPパ
リバ，クレディ・アグリコレ，ドイツ銀，カナダロイヤル銀，
ソシエテ・ジェネラル，スイス・ユニオン銀グループ，
【アジ
ア】中銀国際BOCI，
【邦銀】みずほインター，三井住友日興，
【中東】ガルフ・インターナショナル・バンク（GIB＝PIF が
97％保有）
，EFG Hermes（エジプト）
，ファースト・アブダ
ビ・バンク（UAE），【地場３社】アル・ラジヒ，リヤド・キ
ャピタル，サウディ・フランシの16社

19年４月の起債目論見書と同じく18年の財務諸表を記載。追加情報として19年１
～９月の売上高2170億ドル・純利益682億ドルと，前年同期の売上高2330億ドル・
純利益831億ドルから，それぞれ6.9％・17.9％の減少（監査人は PwC）。
サウジの原油・ガス埋蔵量にも言及，原油2615億バレル，天然ガス液361億バレル，
天然ガス233.8兆立方フィート（評価人はデゴライヤ＆マクノートン）。
その他，企業統治状況，リスク要因（株主に対し事前予告なく配当方針変更の可能
性，OPEC 加盟国の立場あるいはアジアの需要家への依存による生産・油価変動リ
スク，テロ・紛争による施設被害や株価下落のリスクなど）も明記。
社員へのインセンティブ“celebratory grant plan”として，政府から10億ドル相
当の株式を買取り，同社役員・幹部・有資格社員に対し無償割当との記載も。
公開後半年は，追加公開はせず。
2020年の配当総額を少なくとも750億ドルにすると発表。配当率は4.0～4.7％とな
り，エクソン５％，シェブロン6.4％を下回る。
②

B/B の進捗――国を挙げて国民の「ビジョン2030」への参加意識を高揚
個 人投資家に異例のインセンティブを用意。180日以上保有者に10株当り１株の
ボーナス株を供与，またサウジ通貨庁 SAMA から市中銀行を通じ株式購入資金を
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低利融資・上限倍増とアナウンス。ローンに加え保有株式売却で購入資金調達に走
る者も。
政府による TV・ラジオや SNS，さらに有力聖職者まで使った国民向け IPO 参加キ
ャンペーンが奏功し，
「アラムコ株購入は，
（石油依存からの脱却に取組む）MbS皇
太子のパートナーとなる機会」と国民の関心が非常に高まった。
米・加・豪・日での上場はせず。中東の国富ファンドに応募要請，ロシアや中国な
どの国営企業・ファンドから PP（私募）の打診，あるいはアブダビ国営石油会社
（ADNOC）が後に続こうと今次 IPO の成否を静観との噂も。
⑸

B/B 〆切（12/４），公開価格決定（12/５），そして IPO 実施（12/11）
予定通りB/B〆切，翌５日，公開価格は設定上限の32リヤル＝8.53ドルに決定され，調

達総額は IPO 史上最大の256億ドル（960億リヤル）となった（図表８）。
ただし，上場日は，正式発表がないまま新聞報道で11日との情報が流れた。
B/B の結果として，機関投資家6.2倍，個人1.5倍，計4.7倍の応募超過に（図表９）
機関投資家割当（20億株1.0％）への応募額は1,059億ドル6.2倍。内訳は，サウジ
企業が37.5％，公的／民間／個人ファンドが26.3％，サウジ政府機関

13.2％，

GCC 湾岸アラブ６ヵ国／QFI 等外国投資家（アブダビ投資庁 ADIA・クウェート
投資庁 KIA が入り，断交中のカタール投資庁 QIA は応募せず）23.1％
個人割当（10億株0.5％）への応募額は131億ドル1.54倍。応募が506万人（サウジ
人96.6％，外国籍・GCC 籍3.4％。単純平均2,589ドル・197株）の多数に上った
ため，上限を１人1500株＝12,795ドルに制限し，応募額で比例配分の割当。
総計で応募1,189億ドル 4.7倍
（図表８）アリババグループの米国上場を僅かながら上回る史上最大の IPO に
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（図表９）B/B から価額・応募・取引状況の推移
１株価格

（サ ウ ジ リ ヤ ル
SR，米ドル＄）

機関投資家割当
20億株 1.0％

個人割当
10億株 0.5％

計
30億株 1.5％

11/17
B/B 開始

SR30～32
＝＄8.0～8.53

$160億～170.6億

＄80億～85.3億

想定調達額
＄240億～256億

12/４
B/B 終了

想定価格上限
S R 3 2＝＄8 . 5 3
に設定

応募＄1,059億と6.2倍
サウジ企業 37.5％，
公的／民間／個人ファンド
26.3％
サウジ政府機関 13.2％
GCC／QFI等外国投資家（含
ADIA，KIA）23.1％

応募＄131億と1.54倍
応 募 ＄1,189 億
応募506万人殺到，１人上限 4.65倍。
1500株＝＄12,795に設定
・調達総額は上限
サ ウ ジ 人 96.6％，外 国 籍 ・
の＄256億
GCC 籍3.4％
平均額＄2,589株数197株だ
が，応募額で比例配分

12/11
売出時価

開始直後 SR35.2＝＄9.38（＋10％）のストップ高を付け，終日維持。
時価総額は SR35.2＄9.38×2000億株＝＄1.87兆の世界最大企業に。出来高は31百万株。

【初日以降，20年第２週１/８までの推移】
12/12開始直後に10％上昇し SR38.7＄10.32，MbS 念願の総額＄２兆（220億円）突破。取引高４億17百万株
12/16上場後初めて，終値 SR38＝＄10.13で時価総額「２兆ドル」超え（売出価格 SR32の119％）
16・17両日は最安値で SR37.5＝＄10を付けるも，その後は軟調，取引高も３千万株を切り下落
19年末は終値 SR35.25（時価総額は＄188兆），年明け週末は SR35.15，取引高は１千万株に未達
20年の年明けは，米国イランの緊迫情勢から１/８最安値 SR34.0に下落，取引高２千万株内外に増加

11日㈬，IPO 実施。リヤド市内のホテルで朝９：30から「オープニング・オークショ
ン（板寄せ）」が，通常30分のところ１時間（市場オープンを30分繰下げ），盛大なセレモ
ニーと共に行われた。初値は値幅上限の35.2リヤル（売出価格32リヤル×110％）＝9.38
ドルを付け，終値までストップ高を維持した。

12月11日リヤドのフェアモントホテルでのアラムコ IPO オープニング・オークション（板
寄せ）。Yasir Al-Rumayyan会長（左から２人目）
，Amin Nasser CEO（中央黒服） 出典：
タダウル HP

翌日12日は，開始直後に10％上昇し，38.7リヤル＝10.32ドルと，MbS 念願の時価総
額２兆（220億円）を突破，取引高も４億17百万株と初日より大きく盛上った。さらに16
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（図表10）初日以降のアラムコ価額推移（ロイター）

日に，上場後初めて終値で38.0リヤル＝10.13ドルで時価総額「２兆ドル」超え（売出価
格 SR32の119％）。16・17両日は最安値で37.5リヤル＝10ドルを守るも，その後は軟調，
取引高も３千万株を切って下落し，19年末は終値 SR35.25（時価総額は＄188兆）に。
年末年始の米国イランの情勢緊迫から20年の年明けは弱含み，１月８日は最安値
SR34.0に下落，週末の９日時点で35.0リヤルに若干持直している（図表10）。
４．今次 IPO の評価と効果
⑴

定量的評価
史上最大のIPOが実現し，時価総額が世界最大の株式会社が誕生した。同時に，中東の

新興国市場タダウルも，各国取引所の IPO 調達額ランキングで，11月にアリババの重複
上場をしたばかりの香港，米国ナスダック，ニューヨーク市場に続く世界４位にいきなり
登場，上場時価総額も0.5兆から一躍2.5兆ドル規模に跳上がり，カナダ・ボンベイを抜い
て一気に世界トップ10入りした。
ただし，公開比率が1.5％と極小で（98.5％は政府保有のまま），時価総額と流通量が極
端に乖離する，極めて「異形」の IPO である。（他の大型 IPO の公開比率はアップル88.0
％，マイクロソフト98.6％，アルファベット99.9％，アマゾン84.2％，フェイスブック
98.0％）外国投資家シェアは１％×23.1％＝0.231％と僅か，また流通量が小さいためタ
ダウル全株指数 TASI に占めるウェートも9.7％に留まる。
発表通り2020年の配当総額が750億ドルとすると，配当率は4.4％程度で，同業のエク
ソン５％，シェブロン6.4％を下回るが，政府保有が98.5％で株主としての議決権行使は
困難，さらにタダウル市場は現物売買のみであるため，株価上昇を待つ長期保有のサイレ
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ント株主にならざるを得ない。
IPO 幹事団の手数料総額は256億×0.35％＝９千万ドルと１億ドル未達（「企業価値２
兆ドル」「売出２％」など目標達成報酬0.5％は未達）と報じられた。さらに海外上場の目
途も立っておらず，
今後，
ブックランナー等の中に幹事脱退が出る可能性も指摘されている。
256億ドル相当の調達資金は，アラムコ勘定を経由し，PIF の管理下に置かれるものと
推測。王族・財閥も含めた個人／民間／政府機関の資金（および小規模な外国人投資）を
吸い上げ，実質的な財政投資資金を得たと理解される。
⑵

定性的評価
MbS皇太子の権限下にあり，情報開示も甘い特殊なタダウル市場での極めて特異なIPO

実現に対し，欧米など海外投資家の評価は冷めている。先に述べた経営の不透明性や情報
開示不足，米国訴訟リスクなど，グローバル上場の根本の障壁も未解消の現状下，アラム
コ自身が認める通り，残る3.5％の海外上場の実現はまだ遠い。
また，極端に低い公開比率，国内個人投資家への優遇策，国内 / 域内機関投資家・王族・
財閥への応募「慫慂」など，人為的な価格形成の帰結として，半年後の個人株売買解禁時
に波乱も懸念されているほか，今後，中国の戦略的な取得（シルクロード基金・国有石油
公司の大型 PP）などの可能性も指摘されている。
しかしながら，英米の国際株価指数専門機関（MSCI，FTSE，S ＆ P ダウジョーンズ）
による例外的扱い（組入れタイミング，公開比率の低さ）でグローバル株価指数への組入
れも決定したことで，グローバル運用銘柄としてタダウルでのQFI（適格海外機関）の買
いの高まりや原油市場との連動性の有無も含め，今後の株価の動向が興味深い。
他方，近隣 ADNOC（UAE），NIOC（イラン），アジアの100％国営（中国 CNPC，
マレーシア Petronas，インドネシア Pertamina）などが追随するとの観測もある。しか
しながら，「国家の便利な財布・打ち出の小槌」としての自由度と，経営の透明化・開示を
要求される株式公開は相容れないことや，アラムコIPOならではの特異性に鑑みれば，そ
の可能性は低いと見られる。
⑶

IPO の意義と期待される効果
自国市場での実験的ともいえるユニークな形とはいえ，並外れた世界最大の石油企業ア

ラムコが株式を公開し，国際的株価指数にも組入れられたことは，サウジアラビアが原油
市場に加えてグローバルな金融市場と直接繋がったことを意味する。原油需給動向・内政
外交・中東地域の地政学など，アラムコひいてはサウジアラビアの国家運営に影響する諸
リスクの総合的な「リアルタイム指標」の誕生は，サウジアラビアにとってのみならず，
グローバル市場経済にとっても，決して意義は小さくない。
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また「ビジョン」の掲げる最大級の目標がひとまず実現したことは，サウジ国内におい
て今や「第５の勢力」
（前掲図表３）と位置付けられている一般国民，特に若年層への訴求
力が極めて大きい。国内の女性や娯楽の解放や観光ビザ解禁など「社会開放」の推進と平
仄を合わせる「経済開放」の象徴として，今秋予定の G20/B20の開催ホスト国としての
威信を演出する大きな材料になるほか，「ビジョン」の掲げる NEOM や Qiddiya など他
のギガ・プロジェクトの実現に向けた動意が醸成され，外資・民間の投資の呼び水となり
得る。
前例のないアラムコ IPO は，これから日々の相場変動・浮沈を重ねるとともに，多くの
専門家やアナリストの興味深い詳細な評価・分析の対象となっていくであろう。サウジア
ラビアの「エネルギー三重苦」からの脱却に向けて「日サウジ共同ビジョン」の戦略的パー
トナーシップを鋭意進めている日本にとっても，連携強化やビジネス機会の拡大に繋がる
可能性が期待されることから，今後とも展開に注目していきたい。
最後に参考まで，いわゆる「バブル」ピークだった1989年末の株式時価総額と，30年
後の19年末，アラムコが世界最大企業に躍り出た株式時価総額の比較表を掲載する。

33

中東協力センターニュース

2020・1

年末の株式時価総額比較～「バブル」ピークからの30年で顔ぶれ激変
1989年12月31日




2019年12月31日

順
位

企業名

時価総額
（億ドル）

1

NTT（日）

1,639

2

日本興業銀行（日）

716

アップル

13,048

3

住友銀行（日）

696

マイクロソフト

12,031

4

富士銀行（日）

671

アルファベット（グーグル）

9,229

5

第一勧業銀行（日）

661

アマゾン・ドット・コム

9,162

6

IBM

647

フェイスブック

5,853

7

三菱銀行（日）

593

バークシャーハサウェイ

5,537

8

エクソンモービル

545

アリババ集団 HD（中国）

5,487

9

東京電力（日）

534

テンセント HD（中国）

4,568

10

ロイヤル・ダッチ・シェル（英）

499

JP モルガン・チェース

4,372

11

トヨタ自動車（日）

465

ジョンソン＆ジョンソン

3,839

12

GE

455

VISA

3,700

13

三和銀行（日）

441

ウォルマート

3,372

14

野村證券（日）

436

サムスン電子

3,201

15

新日本製鐵（日）

417

ネスレ

3,199

16

AT ＆ T

417

バンク・オブ・アメリカ

3,168

17

日立製作所（日）

379

P＆G

3,115

18

松下電器（日）

375

台湾セミコンダクターMFG（台湾）

3,013

19

フィリップ・モリス

364

マスターカード

3,012

20

東芝（日）

361

エクソン・モービル

2,952

21

関西電力（日）

350

中国工商銀行（中国）

2,948

22

日本長期信用銀行（日）

331

AT ＆ T

2,855

23

東海銀行（日）

329

ロシュ・ホールディング（スイス）

2,795

24

三井銀行（日）

322

ユナイテッドヘルス・グループ

2,785

25

メルク

318

中国建設銀行（中国）

2,639

企業名

時価総額
（億ドル）

サウジアラムコ（サウジアラビア） 18,792

19年末，日本企業は唯一41位にトヨタ自動車1,990億ドル
（各種世界株式時価データより筆者作成）



以



上

（2020年１月９日脱稿）

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。

34

中東協力センターニュース

2020・1

