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 財閥グループは、GCC（湾岸協力会議）諸国の経済に大きな影響力を有しており、経済開発ビ

ジョンにも貢献。 

 一方で、財閥グループの新規上場の奨励や商業代理店契約制度の見直しの動きも見られる。 

 外国企業誘致のためには、GCC 諸国政府が財閥グループとの協調関係を見直すか否かが焦点

となる。 

王族・首長家、民間有力ファミリーなど特定

の家族が所有・経営するファミリービジネスは、

GCC 諸国（アラブ首長国連邦、オマーン、カタ

ル、クウェート、サウジアラビア、バハレーン）

の経済社会に深く根差しており、大きな影響力

を持つ。サウジアラビア企業の約 6 割 1、UAE
企業の約 9 割 2がファミリービジネス企業であ

ると言われ、中東地域全体でも地域の GDP の約

60％、雇用の 80％に寄与していると指摘されて

いる 3。 
いくつかのファミリービジネスは、政府主導

の経済開発に協力的な関係を維持しながら事業

を拡大し、いわゆる「財閥グループ」を形成す

るに至っている。これらの財閥グループの多く

は、政策運営への協力の見返りとして、政府か

らの保護を受け、この地域の経済において支配

的な地位を獲得してきた。 
他方で、近年、GCC 諸国政府のさらなる経済

開発の推進や対内直接投資の促進を背景に、こ

れまでの政府と財閥グループ間の協調的な関係

に変化が見られつつある。 
本稿では、GCC 諸国の財閥グループを取り巻

く近年の環境変化と、政府の財閥グループに対

する政策の変化について整理する。  
 
財閥グループが抱える承継とガバナンス問題 

GCC 諸国の財閥グループには、独立・建国や

石油の発見以降に事業を本格的に拡大してきた

ものが多く、近年、創業者から二代目、三代目

への承継問題に直面しつつある 4。例えば、2021
年 12 月にアラブ首長国連邦（以下、UAE）の

主要財閥グループの一つであるマジッド・アル

＝フッタイム（MAF）グループの創業者マジッ

ド氏が亡くなった。同グループは、UAE 国内の

みならず中東地域で多数の映画館と 29 の大型

ショッピングモールを展開する代表的な財閥グ

ループである。フッタイム家のビジネスは、

2000 年代初めにもグループを分割する相続問

題で紛糾したが、今般の創業者の死により、160
億ドルの事業資産の継承をめぐり、10 人の相続

人が法的闘争を繰り広げている 5。 
 
財閥グループをめぐる政策変化 

 サウジアラビアの「サウジ・ビジョン 2030」
に代表されるように、GCC 諸国政府は、2000 年

代以降、伝統的な脱石油経済と経済多角化およ

び国民生活の向上を主要な課題とする長期経済

ビジョンを掲げてきた。民間部門経済を主導す

る財閥グループは、経済多角化や自国民雇用な

どの経済開発計画でも重要な役割を果たしてい

る 6。同時に、政府は、金融市場の育成政策と政

府系企業・財閥系企業など大企業の上場促進政

策を推し進めており 7、サウジアラビアのオラ

ヤン・グループなど財閥グループ傘下の大企業

による株式上場の事例も増えつつある 8。 
一方で、財閥グループのガバナンス強化も重

要な政策課題であり、UAE のアブダビ首長国で

は、ファミリービジネスによるアブダビ経済と

経済多角化への貢献をさらに強化することを目

的に、多くのファミリービジネス企業が抱える

承継問題を改善するための新しい「ファミリー

ビジネス所有権ガバナンス法」を発布した

（2022 年 3 月施行）。同法は、①企業のオーナ

ーが株式や配当金をファミリー以外の個人・企

業に売却することを防止し、②株主が持ち分を

ファミリー以外のメンバーに売却する際には、
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ファミリーからの事前承認を求める権限を与え

ることを定めている 9。 
他方で、GCC 諸国の長期経済開発ビジョンの

なかで、外国企業による直接投資の誘致もまた、

重要な課題とされている。外国企業が GCC 諸国

で事業を行う場合、市場で大きなシェアを有し、

政府とも長期にわたる協調関係を構築してきた

財閥グループを現地パートナーとして提携先と

することが多い。しかし、外国企業にとっては、

現地財閥グループとの提携関係や商業代理店制

度が事業拡大の障害になるケースも少なくない
10。そこで、UAE では、さらなる海外投資誘致

のために、輸入品の販売に関する既存の商業代

理店契約の自動更新を廃止する法案を提案する

意向を一部の財閥グループに伝えたとされる。

同法案が実現した場合、外国企業は契約満了時

に自社製品を販売する現地の代理店を変更する

ことができるようになるが、多くの財閥グルー

プにとっては、大きな既得権益を失うことにな

る。 
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 こうした財閥グループに対する政府対応の変

更は、サウジアラビアと UAE 間に代表される

地域的ビジネスハブをめぐる誘致競争や、主に

若年層向けの雇用創出、国際的な脱炭素化の潮

流に関する各国政府の焦りを背景としたものと

推察される。 
 同時に、財閥グループを経済多角化と自国民

雇用の主要な担い手としながらも、さらなる外

国企業の誘致のために財閥グループの既得権に

手を付けようとするのであれば、各国政府は深

刻なジレンマに陥りかねない。財閥との協調関

係を変更できるかどうかは、財閥グループが承

継問題解決による自分たちの事業の存続と既得

権喪失を秤にかけてどの程度許容できるかにか

かっている。GCC 諸国への進出を検討する外国

企業にとっても、政府の財閥グループ政策の変

更に伴って、現地市場での経営環境が大きく変

化する可能性があるため、今後も注視が必要で

あろう。 
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