
グローバル・インベスター 1.14,2014年8月 
クレディ・スイスがご提供する投資家の皆様のための専門知識

欧州
危機から機会へ

オリバー・アドラー 欧州の改革と回復への持続可能な道筋をつける。
ロレンゾ・ビニスマギ 金融市場へのメッセージ：アニマルスピリットにご用心。 
ハロルド・ジェームス 国境を越えた真に効率的な資本市場を保証する方法と
は？大胆に考えよう。  ジョー・プレンダーガスト ユーロを振り返る:ミルクはコ
ーヒーの中にあり、事実上分離は不可能である。



重要な開示情報については巻末のディスクロージャーアペンディクスをご参照ください

クレディ･スイスは、調査レポートで調査対象銘柄としている企業と実際にビジネスを行っ

ている、またはビジネスを行う意向があります。従って、投資家のお客様は、本レポートの

客観性に影響を及ぼす場合のある利害相反が弊社に存在している可能性を認識する必要

があります。本レポートは、あくまで投資決定上の1つの材料としてお考えください。 
本レポートに記載されている有価証券への投資に伴うリスクについては、 

以下のリンクをご参照ください

https://investment.credit-suisse.com/gr/disclaimer/
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ユーロ圏の経済は、2012年の欧州危機後の景気後退から浮上してき

ました。成長のペースはまだ遅いものの、欧州諸国の中央銀行による

金融緩和の継続、先般の財政引き締めの緩和、スペインその他諸国

の労働コストの競争力を変えつつある構造改革の効果が徐々に実現

されてきたことが、将来の加速に対する見通しの支えとなっています。

このところ欧州で実施されてきた選挙からは、ユーロ圏に対する不満

が一部見られましたが、選挙結果がユーロという取り組みに根本的に

疑問を呈しているわけではありません。ユーロ圏の規模の大きさから、

徐々に強化されつつある欧州は、世界の景気回復において重要な役

割を果たしていくと考えます。

今回のグローバル・インベスターでは、欧州で改善しつつあるマクロ経

済的な見通しが及ぼす影響をセクター毎に探求しています。概略を述

べますと、株式では年末にかけて収益率の伸びが加速すると見ていま

す。自動車セクターが良い例です。具体的には、ドイツ自動車業界の業

績がフランスの競合他社を上回っている理由について検討します。医

薬品およびテクノロジー業界も欧州の強さを代表するセクターで、トッ

プ企業の業態はビジネス・ソフトウェアから半導体にまで及んでいます。

通信業界では、欧州連合（EU）の「単一市場」への取組みから、統合

を通した将来技術への投資の促進が約束されています。スペインの居

住用不動産価格は底打ちの徴候を一部示していますが、決定的な変

化であるとはまだいえません。不動産ではフランス市場が引き続き弱

い一方、ドイツでは堅調です。エネルギーは、価格上昇によって回復の

スケジュールが狂う可能性があることから、特に欧州でホットな話題と

なっています。最後に、新興企業の金融技術によってもたらされた破

壊的イノベーションは伝統的な銀行業を揺すぶりつつあります。この「

すばらしい新世界」において、銀行はどのように競争していけば良いの

でしょうか？

本号では、「欧州の」プロジェクトの現状、そしてこのプロジェクト持続

のために必要な改革の概観から論じていきます。ユーロとの楽しい「

会話」の中で、当社の金融市場分析部長がユーロ誕生の原点と、更な

る危機を乗り越えていく可能性について議論します。また、前欧州中

央銀行（ECB）専任理事ロレンゾ・ビニスマギとのインタビューでは、

欧州の完全統合に向けた課題に更に焦点を当てます。最後に、著名

な歴史学者でもあるプリンストン大学のハロルド・ジェームス教授が、

効果的な金融機構および成長に向けた可能性のある道筋について説

明します。

ジャイルス・キーティング、 リサーチ部門ヘッド兼グローバル副CIO
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本号テーマの編集担当は下記の2名です：

ニランジャン・ダス CFA。グローバル・インベス

ターのリサーチ・エディター兼リサーチ KPOグロ

ーバル・ヘッド。グローバル・エクイティ、債券、通

貨、経済およびテーマ別リサーチを対象とするク

ロス・アセット・リサーチ・チームを率いる。2009
年クレディ・スイス入社。入社前の経歴とし

て、J.P.モルガングローバル・リサーチやICIC銀

行等でのリサーチおよび銀行業における15年間

の経験が挙げられる。インド経営大学院（IIM）

バンガロール校卒。

ダン・スコット リサーチ・アナリストとして資

本市場における10年以上の経験を有する。ク

レディ・スイス・トップ・インベストメント・アイ

デア、配当戦略、トップ30（クレディ・スイスの

エクイティ戦略を反映する運用ポートフォリオ）、 
M&A15（M&Aからメリットを得る可能性のあ

る銘柄リスト）など主要な戦略・リサーチでの

取組みを担当。金属および鉱業セクターのス

ペシャリスト。
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欧
州経済通貨統合（EMU）のための具体的な計画が

1990年代半ばに発展するはるか前から、統一通貨の

概念は経済だけでなく政治面での収斂を推進する手

段であると考える人は多数存在しました。確かに、共

通通貨に関するハイレベルな原則についての合意は、銀行業での規

制の統合・調整や共通の財政政策など、実際に機能するために最終

的に必要となる核心部分の施策や改革について合意するよりも簡単

なことでした。結果、ユーロは2002年に重要な組織構造を欠いたま

ま開始しました。これについては、致命的な欠落とする見方がある一

方、開始前に埋めることは不可能な穴だったが、ユーロを守るために

参加国が後から取組むことは可能とする見方もあります。

ユーロ発足当初、この深刻な通貨統合の「設計上の欠陥」はうまく

隠されていました。加盟時、ドイツの為替レートは過大評価され、「周

縁国」は概ね過小評価されている状態で、ドイツが競争力を再び獲得

しようと苦心するなか、周縁国には追い風となっていました。南側諸国

経済の上昇と資産の表面上の安さが組み合わさり、ドイツだけでなく

その他の黒字国や地域からも巨額の資本が集まることになったのです。

信用の拡大は更に周縁国の経済成長を後押ししましたが、賃金と

価格の上昇要因にもなり、様々な局面における資産バブルの原因とな

りました。中でも、スペインとアイルランドの住宅ブームが最も劇的な

ものでした。

世界金融危機が発生する頃には、周縁国は競争力を失っていたば

かりか、債務過剰に陥っており、従って経済または金融ショックに対し

て非常に脆弱になっていました。そして2010年初にギリシャが債務超

過に陥っていたことが、EMU危機の引き金となりました。これによって、

財政規律（悪名高き「マーストリヒト基準」）を強制するためのルール

が失敗に終わったばかりか、EMU内に安定化のための機構が深刻な

ほど欠如していたことも投資家に証明されることになりました。

従って、6～7ページに図解したように、EMU危機の歴史は、不足す

る機構をいかに構築するか、そうした機構にどのような権力を与えるか、

また、運営資金をどう調達するかについての、加盟国間の長い闘いの１

つであるといえます。この過程は平坦なものではありませんでしたが、

私たちの見方では、まだ不完全なものの、より完全な通貨統合、そして

政治統合に向けた事実上の大きな前進であるといえます。数多く見ら

れた懐疑派の予測とは逆に、危機によってEMUの各機構は弱められ

のではなく、むしろ強化されてきました。

文：オリバー・アドラー
経済調査部長

2014

とはいえ、この後に続く頁で示されるように、各加盟国における進

展は非常に「まちまち」です。スペインのような国では、労働市場や財

政機関改革の分野で相当の前進がありました。その他の加盟国、特に

イタリアやフランスでは、まだまだ先が長い、というのが現状です。一

方、ユーロ圏の銀行制度と資本市場は、一部にまだ機能不全があり、

統合には程遠く、依然として力強く同調的な景気回復を妨害するもの

として残されています。とはいえ、共通の中央銀行および金融監督当

局が主導権を持つことから、この統合プロセスの推進は継続され、ま

た、通貨統合加盟国には金融規律が課されるはずです。

 EEA EU  ユーロ加盟国

改革のアジェンダ

より不完全さの少ない通貨
統合に向けて
ユーロ圏には、ギリシャ 債務不履行からの影響や、その後の金融危機の伝播に対応するための強靭

な組織が欠如していました。危機を受けて、そうした機関の設立が本格的に開始されました。しかし、

一部の国では、改革や景気回復プロセスの完了には程遠い状態です。



出所：データストリーム、クレディ・スイス

… むしろ国際収支危機だった

主要ユーロ加盟国経常収支の黒字・赤字

インフレ調整済み居住用不動産価格（ピーク時=100）
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（四半期別、10億ユーロ）
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出所：ブルームバーグ、 データストリーム、 クレディ・スイス
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好景気、金利低下、貸出基準の緩和、そしてもしかすると銀行家、

政府高官、不動産デベロッパー間の心地よすぎる関係も相まって、

ユーロ圏内には、不動産バブルの理想的な温床がもたらされまし

た。全ての国が同じ様に影響を受けたわけではありません。ドイツ

とフランスの両国では、スペイン、アイルランド、あるいはオランダ

市場で起きたような爆発的な上昇は見られませんでした。一部の

国では、より強靭な規制当局によるバブル回避のための支援があ

ったかもしれません。景気後退に続いてバブルがはじけ、結果、調

達コストの上昇と銀行の退却が起きた際、好景気はすぐに不況に

転じました。アイルランドでは、ここにきて不況からの回復が見ら

れるようになってきました。オランダも同様に回復し始めています。

スペインとイタリアでは、経済が回復し住宅ローン金利が低下する

につれて、安定化するでしょう。最新データからも、新築でわずか

に上向いたことが示されています。

当初は財政危機ではなく…

不動産バブル、崩壊と安定化
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GDP比60%以
下、財政赤字対
GDP比3%以下

ユーロ圏の危機はしばしば、政府勘定の不均衡、即

ち財政危機に主に起因すると考えられていますが、

これは危機全体の一部にすぎません。実際は、ギリ

シャを除く大半の国では、危機以前の債務レベルは

十分に低水準にありました。特にスペインで

は、2007年に黒字を計上しています（右図参照）。

更に、EMU参加国の財政状況は、日本との比較では

言うまでもなく、英国など他の先進国に比べても遜

色のないものでした。危機そのものの影響によって、

財政収支は悪化したのです。EMU危機の真の背景

には、より広範な金融の不均衡があります。

単一通貨の誕生により切り下げリスクや通貨リ

スクが明らかに無くなり、2000年代中頃以降、

周縁国への資本流入は急激に加速しました 
（上図参照）。輸入の伸びの加速によって、国

際的な資金調達が必要とされました。国債そ

の他の投資の利回りの高さから、資金調達は

非常に容易でした。米連邦準備理事会（FRB）
の金融緩和スタンスにより世界的に低金利が

広がったことにより、周縁国への投資は一層魅

力的なものとなりました。一方、ドイツや新興

市場では貯蓄超過があり、投資先とより高いリ

ターンが求められていました。

南側諸国への大量の資本流入がピークに

達したのは2008年のことです。世界的な景気

後退が発生し、全体的なデレバレッジ（貸出の

縮小）のプロセスが始まる中、資本流入は低下

し始めました。しかし、縮小が本当に開始した

のは、ギリシャの財政赤字に関する衝撃の発

危機

表の約1年後にすぎません。ユーロ崩壊に対す

る不安が高まる中、民間のファンドは資金を引

き揚げました。残された不足額の一部は、中央

銀行のTARGET2を経由した資金調達によって

補填されました。更に、危機および景気後退そ

のものに反応して、外部資本に対する需要も急

速に落ちました。

一方、周縁国では資本の輸出が始まり、黒

字を計上し始めていました。これには、競争力

の向上および貿易黒字による部分もあります

が、民間セクターが周縁国でデレバレッジを進

めてきた結果でもあります。国内需要がより一

層決定的に回復しない限り、全体としてのユー

ロ圏は黒字を計上し続け、世界に資本を輸出し

続けるでしょう。そしてベン・バーナンキ前FRB
議長が世界的「貯蓄過剰」と呼んだ現象に貢

献することでしょう。

政府財政の推移
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出所：EU委員会、データストリーム、クレディ・スイス
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ユーロ危機はいかに進展し、対応機関の構築はいかに小出しに行われてきたのか

2011年4月6日
ポルトガルがEUに 
よる救済を要請。 

2008年9月15日
リーマン・ブラザーズが
破産申請

2009年10月19日
政権交代後のギリ 

シャ新政府が、財政赤
字が対GDPで

12.7%と、当初考えられ
ていた額の倍であるこ

とを発表。
.

2010年11月21日
アイルランドが

EUおよびIMFに
より救済される。

2010年5月10日
EU財務相が、金融安定
化のための5,000億ユー
ロの緊急枠組みである欧
州金融安定基金(EFSF)、
またその常設の後継組織
として欧州安定メカニズ
ム（ESM）の創設につい
て合意。この他、IMFは
2,500億ユーロを支援し
た。欧州中央銀行
（ECB）は、証券市場プ
ログラム（SMP）について
公表。
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出所：ブルームバーグ、 クレディ・スイス

2009年12月8日
フィッチがギリシャの
格付けをA から 
BBB+に引き下げる。

マリオ・ドラギECB総裁 
（2012年7月26日）

「必要なことは
何でもする。」 

ギリシャ
イタリア 
ポルトガル
スペイン
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2013年6月5日
ラトビアがユ 
ーロを導入。

2012年1月 2013年1月 2014年1月

2012年3月9日
ギリシャが投資家
との間で2,000億
ユーロの債務交換
について合意。

2012年6月9日
スペインがEUに
銀行支援を要請。

2012年7月27日
ドラギECB総裁がユー
ロ安定を守るために「何
でもする用意がある」と
発言。

2012年10月8日
欧州安定メカニズム
(ESM)がルクセンブルク
で公式に発足。

2013年1月7日
ジョゼ・マヌエル・バ
ローゾ欧州委員会委
員長がユーロ危機の
収束を宣言。

2013年9月12日
欧州議会が銀行の
ための単一監督
メカニズム（SSM）に
ついて可決。

 ジョゼ・マヌエル・バローゾ

欧州委員会委員長（2013年1月7日）

「ユーロに対する 
実存的な脅威は、 
本質的に乗り越えら

れたといえる、 
と考えている。」

2011年9月19日
S&Pがイタリア国債
の格付けをA+ から
 A –に引下げ。

2011年12月8日
ECBが銀行向け 
長期資金供給 

（LTRO）の無制 
限供給を発表。

2014年6月5日 
中小企業へ 
の貸出増加 

の促進策とし
て、ECBが 
いわゆる 
長期流動 

性供給 
(TLTROs)を 

導入。

2014年2月7日
ドイツ

連邦憲法裁判所が
「ECB債券購入プロ
グラムの審理を欧州
裁判所に付託する」

と発表。
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競争力の喪失が景気悪化の加速要因に

構造改革と回復

グローバル・インベスター1.14 —08

工業生産

指数、3ヵ月移動平均（ 2005年 = 100）
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出所：Datastream, Credit Suisse

上述のように、ユーロ導入後の期間で周縁国の競争力は著しく悪化し

ました。労働コストは大幅に上昇しましたが、生産性の伸びはコストに

追いついていませんでした。結果、EMU参加国間の単位労働コストは

かい離していきました。2000年から2008年の間、フランス、イタリア、

スペインにおける単位労働コストはドイツに比べてそれぞれ20%、 
30%、35%上昇しました。これによって、2008～2009年に世界経済が

悪化した際、ユーロ圏内ではまだ金融ストレスがさほど顕在化しては

いなかったにもかかわらず、これらの国々は景気悪化の影響をより大

きく受けることになったのです。2010年以降金融ストレスが実際に増

大し、財政引き締め策が追加されてからは、かい離は際立ってきまし

た。2009年半ばから2013年半ばまでの世界経済の谷の期間中、例え

ばスペインとドイツの間の全体的な生産レベルの差は35%という衝撃

的な大きさにまで拡大していました（右図参照）。相対的に循環性の

低い（ただし規模の大きい）サービスセクターでは、かい離はあまり目

立たないことから、危機の期間中の一人当たり所得の北側諸国と南側

諸国間のかい離はそれほど劇的なものとはなりませんでした。それで

も、この期間中に工業生産において大きな差が生じたことは、危機に

よって、EMU内でのドイツの経済的優勢がきわめて強調されるように

なったことを測る1つの尺度となりました。2013年半ば以降、大半の国

で景気回復の明確な兆しが見られました。とはいえ、この差がもし埋ま

ることがあるとしても、埋まるまでには何年もかかることでしょう。

金融危機およびユーロ圏危機以前の期間

も、EMU参加国全域で相当の資金移動があったこと

から、実際には銀行制度は本質的に国家単位のまま

であったにもかかわらず、金融市場は完全に統合され

ているという印象がありました。上述のように、危機

によって共通金融市場には混乱と分断がもたらされ

ました。

金融システム安定化のためにユーロ圏全体レベル

で最も重要な改革策は、銀行同盟の創出だといえる

でしょう。新たな経済的ショックが新たな分断を引き

おこすことを防ぐには、共通の基準や規制、共通の監

督や共通の保証が助けとなるでしょう。

2013年末、銀行同盟を推進するための合意が得

られましたが、実際の同盟を構築するプロセスは非常

に緩慢なものとなるでしょう。これまで、同盟には2つ
の要素しか存在していませんでした。大銀行(ECB)の
ための「単一監督メカニズム(SSM)」と、いわゆる「

単一破綻処理メカニズム(SRM)」です。政治指導者た

ちはずっと、取り付け騒ぎを防止するためにユーロ圏

全域で資金をプールする共同預金保険機構創設に必

要な支援を集められずにいます。SSMは、規則、規制

や財務基準の遵守を監督し確実にするためのもので

す。一方、SRMは支払い能力がなくなった銀行につい

て、金融不安を生じることなく、遅滞なく徐々に縮小

させるためのものです。とはいえ、プロセスと財力の

両面において、SRMは比較的弱いものです。プロセス

に関しては、縮小に対し数多くの国家および超国家的

機関による許可が必要とされ、また資金面では更に

銀行同盟：重要だが、前進は及び腰 

ECBの新しい本部はフランクフルトにて現在建設中。

脆弱です。

銀行への資本注入のため用意される基金は500
億ユーロとされていますが、これらの資金は銀行から

長期に渡って拠出される必要があります（SRMが稼

働するまでは、原則として欧州安定メカニズム(ESM)
が資本注入を行なうことが可能ですが、ユーロ圏首

脳の合意が必要とされます）。事実上、「北側」諸国

はSRM以前に各国政府が引き続き資金を提供する必

要がある、と主張しました。また、原則として、銀行の

資本資本再編成においては、民間の債権者が「第1
打」受け損失負担する必要があると合意されました。

これは、モラルハザードを抑制するために妥当な主張

なのですが、一方で銀行の「クリーンアップ」を更に

遅らせる恐れもあります。この遅れが、「ゾンビ」銀行

の存続を許すことになり、銀行業界全体の効率と収

益に重石となる可能性もあります。それでも、特に、今

後実施される銀行へのストレステストが、銀行の健全

性改善を加速するのに十分な圧力となるとすれば、

銀行同盟の創出はEMUにとって重要な一歩となりま

す。長期的には、銀行同盟はその他の施策とともに、

ユーロ圏における真の金融市場統合の創出に役立

ち、ひいては国際的な資金循環の活性化と経済成長

への支援となるはずです。 
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結論

SRMとESMは、過去に発生したような金融危

機を防止または迅速に解決するための権限を

持つ、2つの新しいユーロ圏全域レベルの金

融機関です（国際復興開発銀行や欧州投資

銀行が欧州への長期投資を育てるための機

能を有するのと対照的です）。従って、ESMお

よびSRMは、財政安定化策の1つと考えるこ

とができます。しかし、国内でそうしたスタビ

ライザーが機能する度合いとは対照的に、ユ

ーロ圏全域レベルでは、スタビライザーが自

動的にその役割を果たすわけではありま 
せん。

税金は、景気悪化から所得が減少する場合、

貸される税金が減少し、またその逆もいえる

ことから、所得税か消費税かにかかわらず、

税金は景気循環を安定化させます。失業保険

など、支出面での財政安定化策についても、

同じことがいえます。ユーロ圏全域レベルの

税金または支出の構想は、例えば国別の経済

の混乱の結果生じるような、ユーロ圏内の景

気循環におけるかい離幅を縮小させる機能を

持つものとなるでしょう。しかし、そうした共同

構想は、むろん、参加国間の移動の大きさも

意味しています。そのような構想の導入が許さ

れる程、当面、EMU参加国間の結束が十分に

高くなるとは考えにくいです。従ってこれ

は、ECBはユーロ圏内の安定維持に主要な役

割を果たし続ける必要があることも意味して

います。とはいえ、ECBのいわゆる「国債購入

プログラム」などのツールへの抵抗によっ

て、ECBのとる行動が一部制限される可能性

があります。

財政統合が非常に限られる中、ECBは依然として安定の中心的な拠り所となっている 

改革マップ
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危機を受けて、大規模な改革が開始された

多くの国において、ユーロ圏危機は明ら

かに一連の改革の取組みの引き金とな

りました。トロイカ（欧州連合、 
IMF、ECBの３組織）によって救済され

た国々が、ベイルアウトに合意という文

脈での大規模な改革計画の提出を義

務付けられたことも、その1つです。その

他の国、特にイタリアでは、市場の圧力

と、それに関連した、公式プログラムの

対象とされることへの不安から、政府

は改革を一部進めました。最終的に、

経済の停滞と投票結果の弱さはフラン

スなどの国において改革圧力を増す要

因となりました。結局、改革の範囲と効

果について「論より証拠」の証拠の部分

を示すものは、経済的な実績だという

ことです。各国における改革がどの段階

にあるか評価するため、改革の「ヒート

マップ」を作成してみました（下図参

照）。この図では、全体的な仕事のしや

すさや、労働および製品市場における

規制の制限度を評価する、OECDと世

界銀行によって考案された指標を比較

しています。更に、財務引き締めに関す

る直接的・間接的な評価、つまり基礎

的財政収支および退職年齢も含めま 
した。

この図から明白に見えて来るのは、周

縁国の中で、サッチャー政権下の英国

で、あるいは、2008年の危機後のエス

トニアで実施されたような改革の努力

や市場の自由化に匹敵するような規模

の改革を進めている国は1つもない、と

いうことです。

ビジネスのしや 
すさ 製品市場の規制 雇用保障 最低賃金

一般政府基礎的 
財政収支 平均退職年齢

ギリシャ 

アイルランド 

ポルトガル 

スペイン 

イタリア 

エストニア 

チェコ共和国 

ハンガリー 

ポーランド 

フランス 

ドイツ 

英国 
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ユーロ圏経済の見通しは、2013年半ば以降明らかに改善し始め、私

たちは、大きな外的ショックがない限り、景気回復は今後数年間で徐

々に強化されると見ています。とはいえ、中期・長期での成長の見通し

は共にやや不振に留まっています。中期では、まだ非常に弱い銀行制

度が好転の障害となる可能性があります。銀行がいまだエクスポージ

ャーを減らす傾向にあり、規制当局が銀行に資本増強を迫っている

中、最も重要性の高い中小企業(SME)セクターへの融資が上向くには

時間がかかりそうです。2014年初の時点では、イタリアやスペインな

どの国では融資の伸びはまだマイナスでした（下図参照）。これは、需

要の弱さ、また、資本市場を通じた資金調達が銀行融資を代替してい

ることが一因となっている可能性があります。それに加えて、周縁国で

は、中小企業向け貸出金利の低下は、ごく遅いペースでしか起きてい

ません。特にいわゆるTLTRO（長期流動性供給＝銀行の民間企業へ

の融資増加のため、銀行に優先的に融資する制度）の立ち上げなど、5

今後の成長の可能性は？

月にECBが発表した施策がどれ程回復の支援になるのかは今のとこ

ろ不明です。

第2に、人口統計から、長期の成長の見通しはやや控えめとなるこ

とが示されています。とりわけ、欧州への移民流入はまだ多いことか

ら、人口予測は日本より悲惨ではないものの、人口の伸びは成長の推

進力とはならないでしょう。第3に、上述のように、生産性と雇用促進

のための改革の取組みは、ユーロ圏内ではまちまちのままです。最後

に、一部の国（スペインなど）では家計債務と併せて政府債務が高水

準にあり、政府と民間の個人が長期に渡り貯蓄率を高水準に保つ必

要があることが示されています。もちろん、貯蓄率の高さは、投資可能

資金のプールの拡大をもたらします。ですから、最終的な問題は、欧

州に起業家精神が有意な形で戻ってくるのかどうか、という点になり

ます。明らかに、通貨統合における安定性の向上は、投資支出増大の

必要条件となりますが、どの程度まで個人投資家が責任を取ろうとす

るかは、まだ不明です。危機発生以降、民間部門、そして特に公共部

門での投資が共に弱まっていることから、重要かつ収益性の高い投

資機会が確かに存在するように見えます。以下の項では、そのような

成長の機会を発見することは可能かどうかについて、当社リサーチ・ア

ナリストがボトムアップ式の洞察を提供します。

欧州
危機から機会へ

欧州安定メカニズムに関する評決を読み上げる（2014年）。

非金融法人企業へ融資の伸び

前年比%
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ロレンゾ・ビニスマギ

は、欧州経済通貨統合

（EMU）、経済改革お

よび経済規律関連の現

状について調査し、ユー

ロ圏内の成長活性化に

ついての識見を共有し

ています。

ロレンゾ・ビニスマギは、欧州が危機の度に強さを増し、競争力を高

めてきたと見ています。更に、前進に向けた機運は高まっています。し

かし、完全統合への道筋には多くの困難が待ち受けています。経済

状況の改善による自己満足や改革疲れによって、ユーロ圏と加盟国

国内と、両方のレベルにおいて、問題の解決法は複雑化しています。

インタビュアー：オリバー・アドラー
経済調査部長

オリバー・アドラー  :  リーマン・ブラ

ザーズの破綻から6年が経ち、ドラギ総

裁が「必要なことは何でもやる準備があ

る」と発言してから2年近くが経ち、周

縁国の国債利回りが危機以前の水準に

戻ってきました。安定を継続するチャ

ンス、あるいは逆に、ユーロ圏内での

金融危機の再発のリスクについて、ど

のように評価しますか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 金融市場は常

に先を行くものですが、今回はユーロ圏

が危機を乗り越える能力に関する過剰な

悲観から、過剰な楽観へと動いた可能

性があります。一部の不均衡は修正され

ましたが、全てが修正されたわけではあ

りません。周縁国の成長は停滞していま

すし、公的債務の対GDP比率も下がり始

めていません。一部の国では、潜在成長

力を強化し、競争力を向上させるための

構造改革をまだ実施していません。加

えて、特に新興市場など、外的な脆弱性

の源はいくつか存在しており、金融市場

の緊張の再来を除外することは不可能で

す。危機を脱したと断言できるようにな

るまでには、まだ長い時間を要します。

特に欧州議会選挙の結果という点から見

た場合、欧州連合内での政治協力や、進

行中の改革の見通しはどうですか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 金融環境が改

善し、政治家への圧力が軽減される限り

において、自己満足のリスクがあります。

ユーロ圏の組織的枠組みが完成し、加盟

国内での経済改革という面での改革疲れ

もあります。ユーロに対する懐疑派が今

回の欧州議会選で一部選出されたことに

ついては、親EU派が足並みを揃え、より

大きな統合を目指して一層強力に推進す

ることを促す要因となる限り、必ずしも

否定的なことではないと考えています。

欧州議会における第一の挑戦は、次期欧

州委員会委員長の選出になるでしょう。

EMUレベルでの組織改革の現状はどうで

しょうか？改革の主要な成果とは何でし

ょうか？更に必要とされる事は何でしょ

うか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 私の見方では、

特に単一監督制度など、銀行同盟の影響

は、経済面だけでなく、特に政治的な意

味でも、重要な改革となります。これに

よってユーロ圏内の金融環境は大幅に変

化するでしょう。しかし、システミック

な危機に対する信頼性のある安全措置を

確保するためには、一層の改革が必要で

す。また、一部の国では失業率が高く、

マクロ経済の調整には時間がかかるため、

調整が進行中の国のためのセーフティネ

ットを強化する必要もあります。調整が

成功するのであれば、マクロ政策の正循

環的要素は軽減する必要があります。

ECB内が金融政策と監督の権限を兼務

していることについて不安視していま 
すか？

ロレンゾ・ビニスマギ: いいえ。実際

には、監督権限と金融政策の分離は、危

機の際には障害となっていました。様々

な国で、ECBが行う銀行制度の健全性に

関する独立的な査定を不可能にしていた

のです。中央銀行に独立性があれば、同

じ組織が監督権限を行使したとしても、

金融政策の独立性が損なわれることはあ

りません。

財政の統合は通貨統合の安定達成のため

に重要でしょうか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 米国のような

完全な財政統合が欧州に必要かどうか、

私は疑問視していますが、確かに、非

対称的なショックの発生に備えた強固な

セーフティーネットは必要です。例えば、

労働市場での改革など、改革の成果が出

て来るまで時間がかかることは避けられ

ないことから、各国が改革の実施を継続

しなければならない、と既に述べまし
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た。こうした調整は、何らかの形態の移

転を通して強化されるべきですが、個々

の状況の見極めは不可欠です。

財政の安定化と成長協定がEMUにおいて

引き続き重要な要素となりますか？より

深い政治統合なしにそのようなルールを

実施することは可能でしょうか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 例外や解釈は

含まれますが、政治統合は共通ルールの

実施の結果です。例えば2003年には、ド

イツとフランスに猶予が与えられました

が、これは政治的判断によるものでした。

また最近、フランスおよびスペインに猶

予を与えようとの決定がされましたが、

これも政治判断によるものでした。例え

ば欧州議会の関与がないなど、意思決

定プロセスは効率的かつ民主的なもので

はないかもしれません。しかし、この判

断は加盟国の財政政策に影響を及ぼすた

め、判断自体は高度に政治的なものです。

EMU参加国での経済改革の現状はどうで

すか？改革のどの要素が成長の回復に重

要なのでしょうか？ドイツ型モデルは、

EMU全域に応用する必要があるようなも

のですか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 一部の国では

重要な改革が実施されてきましたが、そ

の他の国ではまだ改革は始まったばかり

というのが現状です。私は、皆がドイツ

と同じになる必要があるとは考えていま

せん。しかし、民間債務と政府債務の過

剰な蓄積を回避する必要があることは確

かで、これは最終的には、生産性の向上

に沿って報酬の伸びを設定する必要があ

ることを意味します。こうした制約は、

経済および社会システムの機能の中で確

立されるべきです。これが行われている

のがドイツなどの国々で、その他の国で

はまだだということです。

特に、ご自身の母国イタリアの見通しに

ついて、どう評価されますか？

ロレンゾ・ビニスマギ: イタリアは、

特に選挙法や二院制の議会制度など、非

常に非効率な分野での制度改革を実施し

始めています。これは良い出発点です。

しかし、労働市場、官僚制度、司法制度、

教育、税制などの分野で、その他の改革

が後に続く必要があります。長期に渡る

課題です。

デフレリスク対策として、ECBによる量

的緩和政策を支持されているようです

が、具体的にはどのような形で実施され

るべきですか？これがノーベイルアウト

の原則を更に傷つけ、財政規律の必要性

を弱めることでモラルハザードを生み出

しているとの批判にはどのように対応さ

れますか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 更なる金利引

き下げの余地はもはや残されていません

が、一方、長期資金供給の満期は最長4
年まで引き伸ばされ、中小企業(SMEs)を
対象としています。次のステップでは、

民間部門（もっとも、購入対象となる資

産が十分に存在しない可能性がありま

す）、また国債（量的緩和）にかかわらず、

資産購入を実施する必要があるでしょう。

ECBなどが、ユーロ圏における成長回復

のカギは、統合された資本市場の創出だ

と示唆しています。

ロレンゾ・ビニスマギ: 全くその通り

ですが、それは容易なことではありませ

ん。市場の活性化は複雑です。第三者と

して動ける公的機関、または、更なる市

場統合への気運が醸成されるように、初

回の多量の取引を進んで実行してくれる

ような、民間機関のグループが必要です。

投資の分散化、特に（債券よりも）株式へ

の投資を促すためには規制も必要です。

10年後の欧州、特にEMUは、どのような

姿になっているとお考えですか？

ロレンゾ・ビニスマギ: 欧州は危機

の度に強化され、また競争力を向上さ

せてきました。どちらかというと、改

革疲れの見られるごく短期においてよ

りも、中期に関しては、より楽観視して

います。欧州の統合が進めば進むほど、

それを解体するコストは増大するため、

前進への動機が高まります。時間はか

かりますが、何といっても、米国でも、

中央銀行の創設には100年以上かかって

いますから。

国際準備通貨としてのユーロの役割や、

ユーロにできることとは何ですか？

ロレンゾ・ビニスマギ: ユーロは既に

準備通貨です。近年の世界レベルでのポ

ートフォリオのリバランスに、ユーロの

影響力を見ることができます。短期で

は、この影響力がユーロ高の原因となる

ため、負担となります。

今後も「2つのスピード」の欧州が続くと

すると、それに耐えられるのでしょう

か？特に、EMUと英国の間の関係の展開

についてどう見ますか？

ロレンゾ・ビニスマギ: EUに加盟しつ

つユーロには参加しないということは、

ますます困難になってきています。銀行

同盟や財政同盟で見てきたように、ユー

ロは更なる統合の核心です。どっちつか

ずという中途半端な立場の国は、だんだ

ん弱くなってしまいます。

「米国のような
完全な財政統合
が欧州に必要か
どうか私は疑問
視していますが、
確かに、非対称
的なショックの
発生に備えた強
固なセーフティ
ーネットは必要
です。」
ロレンゾ・ビニスマギ

ロレンゾ・ビニスマギ
イタリアの上場企業、ズナムの会長。ハーバード大学

ウェザーヘッド国際問題研究所客員教授。シカゴ大

学より博士号取得（経済学）。2005年6月～2011年
11月の期間中、欧州中央銀行（ECB）専任理事を務

める。
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01_MSCI 欧州トータル・リターンとMSCI米国トータル・リターン（現地通貨建て）
この図表は、ソブリン債務危機の期間中、MSCl欧州インデックスがMSCl米国インデックスを下回ったことを示しています。両方の指数が2009年～2011
年半ばに失われた価値の一部を取り戻すことに成功していますが、2012年以降、欧州は米国を下回り続けています。欧州の株式は再び良いパフォーマ
ンスを見せるようになりましたが、更なる回復の余地がまだあります。出所：データストリーム, クレディ・スイス / IDC

欧州の収益率

 上昇の余地
欧州の株式には、更なる上昇の可能性があります。今後数四半期は、マクロ経済の緩やか 
な回復のメリットを受けることから、欧州企業の増益が主要な推進力となるでしょう。

 MSCI 米国トータル・リターン
 MSCI 欧州トータル・リターン



MSCl欧州インデックスが下方修正される

期間が長く続いた後なので、私たちは収益

の伸び率に関してはより建設的なスタンスを

とります。確かに、収益の支えとなる要因は

複数存在しています。中でも、以下のポイン

トが最重要と私たちは見ています：第１のポ

イントは、マクロ景気回復が収益の伸びにと

っての明るい兆しとなっていることです。図表
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04_EMU 製造業PMIと12ヵ月先予
想収益（MSCI欧州インデックス）
この図表は、一定の期間の後、収益がPMIを追う様
子を示しています。ある程度の相関性はあります
が、2013年以降、収益の伸びがPMIの拡大に追い
付かず、この関係は崩れています。最近はこの2つ
の間の広がりが大きくなっていることから、収益成
長率は再び回復すると見ています。 
出所：ブルームバーグ, データストリーム, クレディ・スイス / IDC

03_12ヵ月先予想PER（MSCI欧州
インデックス）
この図表は、MSCl欧州インデックスの現在のバリュ
エーションを過去の経緯と比較するものです。マル
チプルは2011年の最低水準から回復しており、長
期平均をわずかに上回ります。現段階では収益成
長率が主要な推進力となると見ていますが、それで
も、マルチプルが更に上昇する余地がまだ残されて
います。 出所：データストリーム、 クレディ・スイス / IDC

マルチプ 
ルの拡大

マルチプ 
ルの縮小

楽観–PERの拡大：
株価は急上昇、
収益は横ばい

幻想– PERの拡大：
株価は力強く上昇、 
収益は伸びるがペ 

ースは遅い

悲観 – PERの低下： 
株価は低下、
収益は横ばいから低下

現実–PERの低下：
株価は緩やかに上昇、 
収益は回復

 MSCI 欧州 
 平均

 標準偏差+1 
 標準偏差–1
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市場は「現実」の段階に突入

私たちの見方では、市場は今、バリュエーシ

ョン上昇の裏付けとして、実際の増益を必要

とする段階にあります（「現実」の段階）。こ

の段階では、収益の成長が株価水準を更に

高めるための重要な推進力となります。

私
たちは、ユーロ圏でのマクロ

経済の縮小は底を打っており、

今後数四半期間に更なる安

定化が見られると考えていま

す。引き締め策による向かい風は緩和しつつ

あり、資本支出が長期に渡り低水準であった

ことから、投資が追いついてくるはずです。ユ

ーロ圏のマクロ経済データは、消費者マイン

ドや投資支出が改善してきたことを既に明示

しています。また、欧州中央銀行（ECB）の最

近の緩和措置は、ハト派的スタンスを示唆し

ており、銀行の資金調達コストを下げ、ユーロ

への更なる上昇圧力を減少させるでしょう。

欧州の株式の再評価

欧州の株式市場も、改善しつつある経済状

況の影響を確かに受けています。米国での

回復には遅れましたが、欧州株式も2012年
前半より業績が好転しており、堅調な収益が

続くと予想されます（図表１参照）。マルチプ

ルの向上が力強い株価パフォーマンスの推

進力となっている一方、収益はまだ控えめな

結果にとどまっています（図表３参照）。こ

れはバリュエーション・サイクルの「楽観」の

段階と一致します（図表２参照）。収益の伸

び率に活気はないものの、投資家は将来の

増収に対して進んで投資しようとしており、マ

ルチプル上昇の要因となっています。

02_バリュエーション・サイクルの各段階
バリュエーション・サイクルは、マルチプルに対する収益の成長から４つの段階に分類することができま
す。出所：クレディ・スイス



びにもたらす影響は限定的です。それでも、こ

うした政策は、資金調達コストおよび自己資

本コストを減少させるため、銀行にとっては

プラスの材料となります。更に、ECBが実施

中の資産査定が、銀行にとってプラスの刺

激となる可能性があります。これは、2014年
第4四半期に査定結果が発表されれば、銀

行の透明性が高まり、不確実性が低下する

ためです。銀行には、顧客と投資家の信頼を

再構築する必要があります。ストレステストが

1つの支えとなります。しかし、より重要なの

は、銀行には破壊的イノベーションに直面す

る可能性があり、新しい競争環境に適応する

必要があることです。金融機関に関する詳細

は、18ページをご覧ください。

同様に、工業セクターも景気回復に敏感

な部門で、やはり構造改革に直面しています。

工業生産や関連の営業費用の伸びが、収益を

推進する第一の主要な要因となると考えます。

資本投資における「スイートスポット」（80%
超の設備稼働率）にはまだ到達していない

ことから、設備投資が徐々に伸びていくと見

ています。構造面では、自動化の推進に向か

う強いトレンドが工業セクターに影響を与える

でしょう。工業セクターに関する詳細は、22ペ
ージをご覧ください。

通信セクターでは、よりビジネスしやすい

規制環境になったことと共に、構造的な負の

影響が低下したことが、セクター回復の前途を

明るくする材料となっています。収益は、利益

率の高いショートメッセージサービス（SMS）
からモバイルインターネットへの移行を受け

て、圧迫されていましたが、今やその影響も下

火になってきました。規制の改善は単一市場

を促進し、統合の障壁を取り除くという努力

に推進されています。この動きが、セクター内

のM&A活動の更なる支えになり、米国に似

た寡占市場化をもたらすと考えます。長い時

間をかけて、この規制緩和を伴う競争環境は、

価格上昇と利益率の改善の両方に繋がるは

ずです。通信業界に関する詳細は、56ページ

をご覧ください。

４は、ユーロ圏製造業PMl（購買担当者指数）

とMSCl欧州インデックスの12ヵ月先予想収

益の前年比の変化率との関係を示しています。

２つの曲線の差が開いていることについては、

私たちは将来の収益成長を示すものと見て

います。第2のポイントは、純利益率におい

て、欧州は米国の回復に遅れをとっているこ

とです。欧州企業の業績も、支えとなるコスト

削減や資金調達コストの低下に続いて、追い

ついてくると見ています（図表５参照）。第3
のポイントは、最近のECBによる金融刺激策

は、ユーロ圏外への輸出に強みを持つ企業

に向かい風となっていた、ユーロへの更なる

上昇圧力を抑制するのに役立つはずだ、とい

うことです。

マクロ要因の改善に影響を受けるセクター

ユーロ圏における経済状況の回復に対して、

すべてのセクターが同じ対応策をとっている

わけではありません。例えば、エネルギーお

よび保健医療部門の収益に対する影響は限

定的です。対照的に、銀行部門の収益は、事

業を行なう国のマクロ環境に直接的に依存し

ています。経済成長の改善は、融資金額の増

加だけでなく、金利の上昇という側面からも、

銀行の収益と正の相関性を持ちます。最近の、

マイナスの預金金利や長期固定LTRO（長期

資金供給オペ）などの緩和政策が融資の伸
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マクロ経済的な見通しと収益の伸

びの改善を背景に、欧州の株式

市場が更に業績伸ばし、マルチプ

ル拡大の鈍化を打ち消すことが予

想されます。

これは、株価水準を一段高くして

いくためには収益の伸びが必要と

されるという、バリュエーション・

サイクルの現在の段階と一致して

います。

欧州株の収益の伸びの可能性は、

より迅速に経済を回復させた米

国に比べて、より魅力的だと見て

います。金融刺激策、潜在的に弱

いユーロ、また米国より上昇の余

地のある純利益率によって収益を

しっかりと支える必要があります。2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
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05_米国および欧州の非金融機関
の純利益率
米国および欧州の純利益率は過去にある程度の変
動を示してきました。米国の利益率が欧州を上回る
傾向はありますが、現在見られる大幅な差は、欧州
に回復の余地があることを示唆します。米国で
は、2010年以降利益率は急上昇し、以来高水準で推
移しています。一方、欧州では利益率は最近ようやく
安定化してきたところです。利益率の向上が、欧州の
収益率の成長を支えるカギとなります。
出所： データストリーム, クレディ・スイス / IDC
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時価総額 純利益 株式 RoE
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1兆7,484.8億ユーロ

3,490.0 億ユーロ

62
1兆837.2億ユーロ

2007年から2009年の谷にかけて、銀行 
の時価総額は80%という衝撃的な減少を 
記録し、2013年末の時点までの回復は 

60%強にとどまっています。

RoEが1.5%(ここ数年で90%
の低下)となり、電力・ガス業
界さながらに銀行業界の収
益性は低下しています。RoE
の低さの原因には、利益率
の低さもありますが、自己資
本比率の高さもあります。

バーゼルIII規制の影響 
から、株式が51%増加し 

ています。従って、高い自己
資本比率(RoE)の獲得が一層

困難になっています。

2013年の利益率は、資産査
定やECBによるストレステス
トを想定し、銀行がクリーン
アップ態勢にあったことの影

響を受けています。

15.1
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出所：クレディ・スイス、会社情報
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 今日の銀行業界
銀行業が金融危機の余波に対応し続ける中、全く新しい競走が生まれつつあります。金融テクノロジー
（FinTech）の新興企業による破壊的イノベーションが、銀行のバリューチェーンに難問を突き付けてい
ます。

クリスティン・シュミット

グローバル・エクイティ & クレジット・リサーチ共同部長

+41 44 334 56 43
christine.schmid@credit-suisse.com
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金融危機の余波、規制の厳格化、そしてもち

ろん、ユーロ圏崩壊の懸念など、これまでの7
年間は、欧州の銀行にとってジェットコースタ

ーのような日々でした。2007年末から2009
年3月9日までの期間、欧州の銀行の時価総

額は、驚くべきことに8 0%も減少しまし

た。2014年までに、時価総額が約60%まで

回復したことは注目に値します。しかし、相対

的な市場のウェイトや重要性という側面で

は、銀行業界は未だ損失を取り戻していませ

ん。市場のウェイトは、2007年の20%か

ら、13%にとどまったままです。もし欧州の経

済が回復するなら、この数字は変わる可能性

もあります。銀行は、経済成長予想を示す直

接的な代替値といえます。しかし、経済の発

展もまた、銀行とその貸出能力に依存してい

ます。資本市場の成熟性に劣る欧州では、銀

行の融資が企業の資金調達の約70%を占め

ています。中小企業(SMS)では、この割合は

100%にものぼります。従って、中小企業が雇

用の70%を占める欧州において、貸出の拡大

なしには、長期的な景気回復は成しえませ

ん。しかし、銀行はいまだ、デレバレッジ態勢

にあり(図表１)、厳格化された自己資本比率

や負債比率の要件を満たすため、資本バラン

スシートを縮小しつつあります。資本規制の

厳格化を反映して、欧州の銀行の株主資本の

合計は2007年から51%増加しました。ここ数

年間で自己資本比率と共に、株式ポジション

は着実に改善しましたが、バランスシートの

規模は概ね変わらないままです。欧州中央銀

行(ECB)の流動性指標が後押しとなり、銀行

はソブリン債のキャリートレードを行いまし

た。規制当局はソブリン債のリスクウェイトを

ゼロとしているので、キャリートレードは自己

資本比率に影響しなかったのです。2014年
のECBによるストレステストでは、この不適切

なインセンティブを変えようとしています。

2014年は移行の中で迷子になる年？

2014年は、ECBが今年後半に調和的な資産査

定とそれに続くストレステストを実施することか

ら、欧州の銀行にとって、移行の年となっていま

す。これらの査定などを想定して、様々な銀行が

自己資本比率を上げ、資産を再評価し、資産の

売却を続けました。この状況が、金融危機から

7年という年月がたった後も、欧州の銀行がいま

だ、より深刻な経済状況において適切な資本レ

ベルを達成できていない、という事実を物語っ

ています。

資本市場と証券化が重要性を増している

厳格な資本化と進行中の規制圧力は、銀行

貸出ばかりか、経済の足かせとなっています。

ユーロ圏は、経済成長を促すために、早急に

証券化を活性化させると共に、資本市場シス

テムを発展させる必要があります。それと同時

に、銀行は、ビジネスモデル、バリューチェー

ン、または使用中のチャネルなどで、急な変

化の段階を経験するでしょう。

銀行の将来への可能性は高いですが、これは、

銀行がビジネスおよびコミュニケーションのチャ

ネルを調整するのなら、という条件付きです。

顧客からの要求、技術の発展と合わさったコ

スト圧力から、銀行業は、今後数年間で最も

大きな変化が予想される業界です。コストの

制約と規制による圧力があっても、欧州の銀

行は、顧客に最良のサービスを提供する方法

を見つけなければなりません。

FinTech
シスコ社によると、2014年末までに、モバ

イル接続デバイスの数は世界人口を超え

るそうです。この技術の相互作用の加速の

激化は、私たちの日常生活、そして、金融

業界にますます影響を及ぼすようになって

います。「FinTech」という用語は、この金

融サービスとテクノロジーとの収斂を指し

ます。ビッグデータ分析、クラウドコンピュ

ーティング、モバイルソリューション、そし

てソーシャルメディアも、銀行にとって不

可欠なものとなっています。この動きは、

顧客行動の変化のほか、新たな利益のプ

ールや小売業者、携帯電話事業者、大手

IT企業、新興企業など競合デジタル企業

の参入によって推進されています。

そうした新たな競争者たちは、既存のビジ

ネスモデルに挑戦し、業界の破壊者となる

可能性があります。常に実施される必要の

ある規制要件が増加しつつある環境にお

いて、私たちは、銀行が効率性を高めつ

つ、これらの新たな挑戦者に対応し、革新

的技術を開発することが重要だと考えま

す。各金融センターでも、銀行と新興企業

間の交流のメリットを認識しています。こ

こ3年間で、ニューヨークとロンドンは、両

者の連携を促進することを目的として、い

わゆる「FinTech イノベーション・ラボ」を

開催 してきました。これは、IT起業家が金

融業界に人脈を確保する一方で、銀行の

革新を促す良いチャンスとなります。他の

金融センターも、銀行の競争力強化のた

めに、同様のプロジェクトを採用するだろ

うと私たちは見ています。

2020年までに、

銀行業の収益の

32%  
が新たな 

オンライン競争者 
からの 
リスクに 

さらされます

01_銀行貸出というサポート無しに
は欧州の経済成長達成は困難
ECBが資産査定やストレステストを延期したことか
ら、銀行はデレバレッジを継続しており、欧州内の
貸出の伸びはマイナスの状態にあります。経済成長
を促進するには、資本市場の成長を支える協調的な
行動とともに、証券化に関する規制の簡素化が必要
です。出所： データストリーム, クレディ・スイス/IDC

 米国  ユーロ圏
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既存の大手IT企業のほか、金融テクノロジーの新興企業と銀行間の
競争はますます激化しています。規制への対応に追われ、金融業界
は生き残りに焦点を当ててきましたが、イノベーションはそれ程重視
されませんでした。しかし一方で、全く新しい競争環境が出現し、金
融におけるバリューチェーンを、あるいは銀行業務を破壊しつつあり
ます。銀行には、「新たなプラットフォームやオファーの構築」、「新
興企業の買収」、「ジョイントベンチャーへの参加」という3つの選択
肢があります。既存のプラットフォームに基づく構築アプローチはよ
くリテールバンキングが選択している方法です。例えばBNPパリバ
は、2013年に「ハロー銀行」という純粋なインターネットチャネルを
欧州のさまざまな国で立ち上げることを決定しました。これとは対照
的に、BBVA(バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行)は、ス
ペインの新興企業Wizzo社や米国シンプル社を通しての買収に乗り出
しました。シンプル社は、当座預金残高から当該月の家賃、医療、食
費を差し引いた金額を表示する、使いやすい予算アプリによって成
功していました。このアプリは顧客の預金残高が借越しとなるのを防
ぎ、貯蓄を促します。第3のアプローチは、ジョイントベンチャーへの
参加です。例えば、サンタンデール銀行とカイシャ銀行は、テレフォニ
カ社と密接に協力しており、Yaapを立ち上げました。今年提供開始予
定の第一のサービスは、YaapショッピングとYaapマネーです。Yaapは
銀行業界の先を歩んでいます。

構
築

02_モノのインターネット
一人当たりのインターネット接続デバイス数は更に
急上昇するでしょう。例えばグーグル・グラスやスマ
ートフォンなどのウェアラブルデバイスなどによる 
「モノのインターネット(The lnternet of Things)」
は、主要な推進力の1つです。 
出所：エリクソン、シスコ VNIモバイル2012、 クレディ・スイス メガトレンド

（2014年4月）

03_導入サイクルは過去25年間で
半分に
新たに開発された技術の導入サイクルは、半減しま
した。携帯電話、特にスマートフォンからは、イン
ターネットにフルにアクセスできるようになり、ビジ
ネスの方法は一変しました。送金業務やモバイ
ル・ペイメントは、私たちの見方では、ほんの始ま
りです。今後は、ウェルス・マネジメントおよび法人
金融への影響が懸念されます。 
出所：世界銀行、クレディ・スイス

銀行に残された
５年間

銀行

新興企業/金融
テクノロジー
(FinTech)

大手IT企業企業

クラウドコンピューティングと 
モバイルソリューションは既 

に銀行にとって不可欠な技術
となっています。

競走するためには、 
新たなチャネルを
開発する必要が 

あります。

ジョイントベンチャー

は、「融合的破壊」 
（あらゆる側面か

らの銀行への脅

威）への代替的

な対応です。

大手IT企業と新興企業が既存の銀

行業のビジネスモデルに挑戦状を突

きつけ、私たちが知る銀行業界を変

容させる可能性もあります。

年数

 発明から普及率が80%になるまでにかかる年数
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クリスティン・シュミット：ミレニアル・
ディスラプション・インデックスによる
と、ミレニアル世代の大半が銀行に耳を
貸すよりも歯医者に行く方がましだ、と
考えているそうです。銀行の何が問題な
のでしょうか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ：
銀行自体には何も問題はありません。た
だ、「顧客3.0」つまり次世代の客の要望
に対応すべきなのに、手数料ベースのビ
ジネスモデルを守ろうとしているだけ、
と見られてはいます。今日、銀行の顧客
は高度に個別化された関係と、幅広い
サービスを求めています。スターバック
ス、グーグルやアリババは、銀行業界で
の新たな競争相手です。5年前には、こ
のような事態を誰が予想していたでしょ
うか？アリババは、3年のうちに160億ド
ルの貸し手にまで成長しました。
こうした新技術の発展と活用について、
どのような展開を予想されますか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ：
私たちが「テクノロジー・ビジョン」で述
べたように、今は、ClOの組織では、台
頭しつつあるデジタルビジネスの中で、
自分達の果たすべき役割について決定す
べき時です。銀行は、小売業者や通信事
業者に、顧客についての知識で絶対に負
けてはなりません。例えば、2014年2月
に、ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリ
ア銀行は手数料を抑え、取引内容に関す
る豊富なデータによる分析を顧客に提供
する新興の銀行業者、シンプル社を買収
しました。
銀行業界において、破壊のリスクは高ま
っています。なぜでしょうか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ：
銀行業の環境を特に困難にしているの
は、私たちが「融合的破壊」と呼ぶ現象で
す。これは、銀行があらゆる側面から影
響を受けるということを指します。例
えば、業界外部からの新たな競争や、革
新的なビジネス手法などが挙げられま
す。ともに会社間の資金提供を行ってい
る、Fruitful l l（旧クラウドモーゲージ）や
Zopaを、また司法構造や業務モデルの変
化、そして、顧客とサービス提供者間の
取引を再定義するデジタル・シフトを思
い浮かべてください。私たちの分析から
は、均質なセグメントとしてのフルサー
ビスを提供する銀行が、従来のやり方を
変えない場合は、2020年までにマーケッ

2020年の銀行業
今日、あらゆるビジネスがデジタル化しています。新たに出現しつつ
ある、従来の銀行業の外部のトレンドが突きつける新たな課題に応
えるため、銀行は自身の業務モデルを考え直す必要に迫られていま
す。そこにチャンスがある、とアクセンチュアのアレクサンダー・ケッテ
ンバッハ氏は語ります。

インタビュー：クリスティン・シュミット
グローバル・エクイティ&クレジット・リサーチ共同部長

こうしたトレンドに対応するために
は、銀行はどのような戦略的な立場をと
るべきでしょうか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ：
第一に、現在の構造を簡素化すること
で、効率性の向上を進めることです。こ
れが「今日のベースライン」となります。
第２に、「2020年のベースライン」を満
たすために、銀行は俊敏性を備え、変
化に素早く対応することが必要となりま
す。第3に、銀行は、絶え間ない革新を
通して、自行を差別化する必要がありま
す。銀行は現在も革新していますが、組
織全体での一貫性のある革新とはなって
いません。

銀行に最適な革新のモデルとはどの
ようなものでしょうか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ：「毎
日の銀行」になることです。これらの革
新的な銀行は、商品ではなく顧客セグメ
ントによって事業を構築するもので、よ
り顧客中心的な銀行となっています。例
えば、新車を購入する場合を想像してく
ださい。「毎日の銀行」なら、お客様の家
族の状態にぴったりの具体的な車種につ
いてお勧めし、燃費を節約できるよう手
伝ってくれるだけでなく、直接、お客
様のために個別の支払プラン提案し、自
動車保険とまとめて計算してくれるでし 
ょう。

EUの銀行のROEは、現在約10%です。
目標の15%や、ましてや25%という水準を
達成するにはどうしたら良いでしょうか？ 

アレクサンダー・ケッテンバッハ：
他の業界に匹敵する俊敏性と革新の潜在
力を備えた銀行なら、2020年までに税引
前ROEで15 ～ 20%という水準を堅実に
達成することも可能でしょう。この想定
ではスイスの銀行に2018年から導入予定
の資本水準に対する要件の引き上げを考
慮しています。これは、北米で最大級の
銀行が2012年末にようやく達成した税
引前ROEの平均値11%と比較しても、大
変な飛躍となります。これは、従業員の
生産性を向上させ、顧客関係業務を改善
し、サービスコストを削減し、リスクを
管理し、商品とテクノロジーの両面で革
新していくことによって達成されるでし
ょう。

銀行がこの困難な時を乗り越え、生
き抜いていくと考える根拠は？

アレクサンダー・ケッテンバッハ： 
ここ10年間は、新興企業がデジタル産業
を席巻する時代でした。これからの10年
は、従来的企業が大手デジタル企業とし
て台頭するでしょう。保有する顧客取引
データの豊富さから、銀行はデジタル・
エコシステムの創出において独自のポジ
ションにあります。既存のパートナー企
業やその他の主要企業と連携し、デジタ
ルな繋がりを持ち、対等な価値の共有関
係を構築することで、システムを構築し
ていくことが可能です。これを実行でき
る銀行は、価値の集約者として、アドバイ
ス提供者として、また、アクセスの促進
役として、自らを改革していくでしょう。
業界への参入障壁は低く、潜在的な成長
のある分野として他業界に門を開いてい
ます。これは、エキサイティングな機会
です。

「長期での根本的 
な問題は、欧州にお
ける財政ルールがど
のようなものにな 
るのか、という疑問

です。」
アレクサンダー・ケッテンバッハ

アクセンチュアAG　マネージング・ディレクター

経営コンサルティング本部長ASG金融サービ

トシェアの約36%を失う可能性があるこ
とが示されています。

銀行が新興企業への対抗策を講じる
必要があるのは、どの分野でしょうか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ：
銀行との収斂が進行しつつある分野で
す。例えば、グーグルは、グーグル・ウ
ォレットを通してモバイル支払サービス
を提供しています。当社の分析では、代
替的事業者によって、振込手数料収益
の最大25%が奪われる可能性があること
が示されています。

これら大手ＩＴ企業の動きが、銀行
にとって補完的なものから、競争的なも
のへと変化するタイミングはいつでしょ
うか？

アレクサンダー・ケッテンバッハ： 
そうした動きは既にあります。2007年以
降、ペイパルは、欧州において金融機関
として認可を受けています。欧州に2.5
億人以上のユーザーを有するフェイスブ
ックは、もうすぐ、アイルランド中銀か
ら、EU全域での支払業務の取り扱いで認
可を受けるかもしれません。規制によっ
て銀行はある程度保護されるでしょうが、
そうした状況は長くは続かないでしょう。
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現代的な自動車の誕生の地と考えられている

ドイツが、その自動車産業の成功によって一

目を置かれているのに対し、フランスの自動

車産業は過去の栄光の一部を失ってきまし

た。自動車産業は、両国にとって経済的に重

要です。2010年、両国において、自動車産業

は、ドイツでは749,000人、フランスでは

225,000人をそれぞれ直接雇用しています。

しかし、この2つの国において、産業の発

展はそれほど違う訳ではありません。プライ

スウォーターハウスクーパーズ(PWC)による

と、ドイツでの生産量は1990年の410万台

から2010年には540万台に増加しました

が、一方のフランスでは260万代から220万
代に減少しています。そして、今後の見通しに

ドイツの自動車
メーカーはトッ
プギアで疾走中

おいては、更に両国の差が際立っていま

す。PWCはドイツ国内での自動車生産台数

について、2019年までに、1990年の水準か

ら50%以上増の、630万台まで伸びると予想

しています。しかし、フランス国内の2019年
の生産台数については、現在の水準にとど

まるとしています。これは、1990年の生産台

数と比べて15％の低下を意味します。なぜこ

のような大きな差がついてしまったのでしょ

うか？ 

ドイツ製自動車に対する需要の高さ

世界中のほぼどこでも、ドイツ車は高い需要

を誇っています。これは主にプレミアムブラ

ンドとしてのイメージの強さによるものです。

人々は、ドイツ車の購入に熱心で、特に、「ド

イツ製」との表示があれば、値段が高くても

喜んで購入します。現在、ドイツ車モデルの

大半は国際的に生産されていますが、その一

方で、旗艦モデルのA8、BMWのS7シリー

ズ、メルセデスベンツのSクラスなど、メーカ

ーにとって最も利益率の高い車種について

は、全てドイツ製です。しかし、フランスの自

動車産業は、中型およびコンパクトカー部門

に囚われたままという部分があり、それらは

競争が激しく、また、西ヨーロッパを生産拠

点としているため、他の地域に輸出するに

は、しばしば値段が高くなりすぎてしまい 
ます。

中国：ドイツ自動車メーカーには高成長市場

ブランドの成功により、特に欧州以外の地域

で、ドイツの自動車メーカーは輸出を堅調に伸

ばすことが可能となりました。ドイツ自動車工

業会（VDA）によると、2013年のドイツからの

輸出は乗用車が420万台となり、ドイツの総生

産の77%を占めます。いまだ欧州は輸出の

59%を締めており、欧州のプレミアム市場がは

るかに強靭（図表１のBMWの例をご覧くださ

い）である一方、PSAプジョー・シトロエンなど

の企業は軟調な欧州市場にはるかに苦しめら

れてきました（図表２参照）。更に、ドイツの

製造業者は、2013年のドイツ製自動車の輸
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02_プジョーの世界販売内訳
プジョーの販売台数は2006年から減少していま
す。これは、西ヨーロッパでの販売が不振で、その
他の地域での販売があっても、部分的にしかカバ
ーできていないからです。出所： プジョー、クレディ・スイス

入が656,000台と、最大の輸出先である米

国から恩恵を受けてきました。2009年に

1,000万台と底を打って以来、米国市場は力

強く回復し、2013年には1,550万台となりま

した。一方、フランス車は米国ではほとんど

販売されていません。VDAのデータによる

と、国内生産が急増したにもかかわらず、ド

イツ車の中国への輸出は2013年に243,000
台と高水準を保っており、これは欧州最大の

ドイツ車の輸出先であるフランスでの状況

（252,000台）と似ています。

中国において、シャネル、カルティエその

他フランス高級ブランドの洋服、宝飾品やハ

ンドバッグへの需要は依然として高いもの

の、自動車ではドイツ製が人気です。確かに

現在、中国での売上は、ドイツの自動車メー

カーの売上合計の15～35％を占めていま

す。フランスの自動車メーカーも、中国国内

で生産されたフランス車の売上は伸びてい

るものの、利益への貢献はずっと低くなって

います。

結果－収益性に大差

ドイツ、フランス両国の自動車メーカーの収

益性には大きな差があります。ドイツの自動

車メーカーでは、世界での自動車事業の一台

当たり営業利益は2,500～5,000ユーロ前後

です。一方、ルノーの一台当たり営業利益は

1,000ユーロ未満、プジョーは営業赤字です。

コストには世界各地での事業や商品構成の

差も含まれているため、比較は困難です。私

たちは、ドイツの自動車メーカーでは、国内・

海外部門ともに効率的な生産を想定していま

す。それでも、2008年のグループアルファと

アルファメトリックスによる欧州委員会のため

の研究によると、EU内の自動車業界平均との

比較では、労働生産性はドイツが平均を20%
上回ったのに対し、フランスではわずか約

10%上回っただけでした。また、2013年のア

ーンストヤングによる欧州自動車業界調査に

よると、ドイツは生産性でトップと位置付けら

れたのに対し、フランスは8位でした。とはい

え、重要なのは、コストではなく、ドイツ車の

人気だと私たちは考えます。それゆえ、ドイツ

のメーカーははるかに高価格で販売すること

ができ、需要の高さが工場の稼働率を高めて

いるのです。今後もこの状態は続いていくで

しょう。

レト・ヘス

自動車&資本財リサーチ

reto.hess@credit-suisse.com
+41 44 334 56 24

01_BMWの世界販売内訳
欧州での販売が安定している一方、中国および米国
での伸びは堅調です。これにより、BMWは過去最高
の販売台数を記録しました。出所： BMW、 クレディ・スイス 
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マドリッドの印象的なスカイラインは、不動産市場が上昇トレンドにあり、
欧州周縁国が今まさに回復中であることを示す。

好景気、 
崩壊、回復

欧州で、危機モードが長期化していることは、危機の発端が2008年 
の信用バブルの崩壊にあったことを考えれば、特に驚くべきことではありません。 

しかし今日、経済環境は改善しつつあるように思われます。地域的な格差が 
存在し続ける一方、欧州の不動産市場は丁度底を打ち、今が新しい景気循環の 

開始点である可能性もあります。
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 不動産市場は、典型的な好景

気―崩壊の循環を追います。

例えば、スペインの不動産の

価値は1985年に上昇し始

め、1991年までに3倍となりました。地価はそ

の後、第2段階に入り、1995年までほとんど変

化しませんでした。1996年、地価は最終ステッ

プに突入。ファンダメンタルズからのかい離は

持続可能ではなく、2008年には崩壊の段階

が始まりました。2008年のバブル崩壊以降、

スペインの住宅価格は37%下落し、今も下げ

ています。しかし、最近の指標から、スペイン

において底打ちが見られる地域が増えてきた

ことが指摘されています。地価の急激な縮小

を経て、スペインの居住用不動産は今年後半

に回復し、この循環は終わるだろうと私たちは

考えます。

欧州周縁国での回復

回復の初期段階を示すもう1つの例は、スペイ

ンを含む欧州周縁国での商業用不動産市場

です。回復の主な牽引役は、GDP（国内総生

産）成長率の見通しの改善、魅力的な土地の

利回り、そして、資産査定完了後は与信へのア

クセスが容易になることです。回復の兆しは、

周縁国での取引量にも表れており、昨年は

110億ユーロと2倍近くまで増加しています。

取引量の半分を占めるのはオフィス部門で、

賃料の利回りが特に魅力的になっています。 

また、ユーロ圏内のユーザー市場も、ダイ

ナミックさでは劣るものの、回復しつつありま

す。2013年以来、オフィススペースの販売は

上昇傾向にあり、2014年第4四半期には200
万㎡弱と長期平均に近づいています。26地域

のオフィス市場の半分弱において、賃料のパ

フォーマンスは前年比で上昇しましたが、一方、

通常、あるタイムラグの後に転換点を迎える

空室状況は、全体的に変化がないままで 
した。

欧州のその他の周縁国の不動産市場でも、

注目に値する改善が見られます。とはいえ、

欧州の中にはまだ大きなかい離が存在おり、

最優良物件のトレンドにそれが反映されてい

ます。サイクルの中で先頭を行くのがドイツで、

既に、プラスのモメンタムが再び鈍化しつつ

あります。一方、南欧の市場は、賃料の下落と

まだ闘っていますが、以前と比べて明らかに

下落率は小さくなってきています。これとは対

照的に、ダブリンは賃料が上昇中の市場のグ

ループに移行し、その力強さは印象的な程で

した。ダブリンでは、最優良物件の賃料は

2013年第3四半期と比べて18%増でした。

投資家は過剰に長く待つべきではない

今年、予想される景気回復によって、商業用

不動産の空室率は減少し、マインドの改善は

最優良物件での更なる上昇に反映されてくる

はずです。よって、全体的に回復しつつある

欧州市場から遅れをとっている周縁国でも、

不動産価格が底打ちし、回復すると見ていま

す。不動産サイクルの転換点は、投資の開始

時期を示す良いシグナルなので、今が南欧の

一等地での直接投資にぴったりのタイミング

です。私たちの見方では、ドイツ、英国やアイ

ルランドなど、欧州の他の市場のように分か

りやすい回復の過程はおそらく南欧では見ら

れないことから、これらの市場への参入につ

いて、投資家は過剰に長く待つべきではあり

ません。なぜなら、最近の失業率の上昇が空

室率に同様に反映されてきたわけではないか

らです。従って、企業は現在、空室を保有して

いる状態で、今後しばらくの間企業は、不動

産保有を拡大するよりも、既に保有している

不動産の最適化にもっと集中する可能性があ

ります。

ドミニク・ガルシア

不動産&新興市場リサーチ

+41 44 334 25 38
dominik.garcia@credit-suisse.com

フィリップ・カウフマン

グローバル不動産リサーチ

+41 44 334 32 89
philippe.kaufmann.2@credit-suisse.com

02_周縁国での回復、ドイツは健
全、フランスは既に縮小期に突入か
不動産市場はしばしば互いに隔離され、地域や回
復の段階が異なります。スペインでは回復の兆しが
ある一方、アイルランドは回復には程遠いです。マド
リッド、ブタペスト、ダブリンのオフィス賃貸市場は
最近好景気に沸いていましたが、ロンドンでは景気
のピークに近いように見えます。これとは対照的に、
フランスのオフィス市場は、わずか1年間で空室率が
2 倍 近くにのぼり、縮小 期に入りつつあり 
ます。出所：クレディ・スイス

 スペイン、アイルランド、ハンガリー、オランダが先陣を切る

04_周縁国の居住用不動産市場の
回復にはより多くの時間が必要
居住用不動産市場でも同様の図が描かれており、私
たちは潜在的な不動産サイクルの「谷」が今後数四
半期内に訪れると見ています。アイルランドの住宅
価格は、2008年以来初めて上昇に転じています。ス
ペインの住宅価格は一部セグメントで好転の兆しが
あるものの底打ちしておらず、アイルランド、デンマ
ーク、スウェーデンでのトレンドにまだ後れをとって
います。
出所：データストリーム、ルームバーグ、クレディ・スイス/IDC
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03_オフィス市場では、不動産回復
サイクルの段階はまちまち
マドリッドとロッテルダムでは、最優良オフィス物件
の空室率は安定化しつつあります。アムステルダム
では安定しており、ダブリン、ブタペスト、またドイ
ツの一部の都市では回復がより進んでいます。
出所： PMA, クレディ・スイス
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01_英国における定型化された不動
産サイクルと対応する不動産の直接
投資によるリターン
不動産の直接投資のリターンは、ファンダメンタルズ
の回復期に最高になります。従って、平均的なリター
ン以上のメリットを手にするためには、回復期の循
環に早めに投資を開始することが重要です。好景気
の時のリターンが回復期よりも小さくなる傾向があ
るため、タイミングが問題となります。
出所：データストリーム、ブルームバーグ、クレディ・スイス / IDC
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成功の裏には多くの要因が存在することから、革新的な文化を育成することは、決して取るに足らない
ことではありません。そのような要因には、研究開発への持続的な投資に対する（政府と企業の両部門
からの）コミットメント、熟練の、またはよく訓練を受けた労働力、世界一流の大学の存在、ダイナミック
な投資コミュニティ、そして知的財産の保護が含まれます。加えて、効率的な技術移転および他分野に
またがる学際的な交流を可能にする大学とビジネスのクラスターにも、明白なメリットがあります。個々
の企業レベルでは、多くの事例において、運も重要な要素であることが認められています。理由は何で
あれ、成功は最高の人材と更なる投資を引き付けるため、好循環が作り出され、次の成功を生むのです。

革新力を持つ欧州
グローバル革新指数（GII）は毎年発表されています。 

GIIは、革新を生み出す環境と革新の成果によって国を評価する総合指数です。

出所：グローバル革新指数 2013 (インシアード、WIPO、コーネル大学ジョンソン経営大学院)

順位(2013年) 国 順位(2007年)
1 スイス 6

2 スウェーデン 12

3 英国 3

4 オランダ 9

5 米国 1

6 フィンランド 13

7 シンガポール 7

8 香港 10

9 デンマーク 11

10 アイルランド 21

革新の文化 
グローバル・インベスター1.14 —26



分野別の上位10大学
世界の大学ランキングでは米国の大学が明らかに上位を独占しています。一方、より規模の小さい大学も、 
専門のニッチ分野ではそれに匹敵する実力を持つことから、決して過小評価するべきではありません。

出所：QS World University Rankings 2013/14

エンジニアリングおよびテクノロジー 生命科学および医学 自然科学

順位 大学 国 大学 国 大学 国
1 マサチューセッツ工科大学 米国 ハーバード大学 米国 ケンブリッジ大学 英国
2 スタンフォード大学 米国 オックスフォード大学 英国 マサチューセッツ工科大学 米国
3 ケンブリッジ大学 英国 ケンブリッジ大学 英国 カリフォルニア大学バークレー校 米国
4 カリフォルニア大学バークレー校 米国 ジョンズ・ホプキンス大学 米国 スタンフォード大学 米国
5 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 スイス スタンフォード大学 米国 ハーバード大学 米国
6 インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 マサチューセッツ工科大学 米国 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 スイス
7 シンガポール国立大学 シンガポール カリフォルニア大学サンフランシスコ校 米国 カリフォルニア工科大学 米国
8 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 スイス カリフォルニア大学ロサンゼルス校 米国 オックスフォード大学 英国
9 オックスフォード大学 英国 イェール大学 米国 インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国

10 カリフォルニア工科大学 米国 カロリンスカ研究所 スウェーデン プリンストン大学 米国

世界のベンチャーキャピタ
ル投資（2006年–2013年）
欧州のベンチャーキャピタル投資は、米国での投資額の大きさに影が薄くな
っています。2009年の不況の水準から回復はしたものの、今も危機以前の水

準を若干下回っています。

出所：アーンスト・アンド・ヤング、グローバル・ベンチャーキャピタル・インサイト・アンド・トレンド 2014

セクター別ベンチャーキャ
ピタル投資

ベンチャーキャピタルの欧州での最大の投資先は、 
生命科学、コンピューターおよび家電、 

通信の各セクターです。

出所：OECD, Entrepreneurship at a Glance 2013

科学誌に掲載された論文数と質
科学誌への掲載数で見ると、米国と中国が群を抜いています。 

しかし、より重要なのは、被引用論文数で見た場合、欧州の論文の影響力が高いことです。

出所： OECD Science, Technology  and Industry Scoreboard 2013
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ロシュは医薬品と診断薬という独自の事業構成

を持つ

ロシュは、オンコロジー（腫瘍学）とIVD（体外

診断薬）の分野で世界をリードしています。ジ

ェネンテックの買収により、ロシュは世界有数

の科学者と最も有望なパイプラインという資

産を手に入れました。ロシュは、医薬品と診

断薬という独自の事業構成を持つことから、

対象を絞った個別化治療の開発の中で優位

にあります。今、患者を明確に定義された患者

集団に階層化し、治験におけるサインの明瞭

度を高め、最終的に成功率を高めるため、疾

病の分子サインを理解することがますます重

要性を高めています。

ノバルティスは重点領域を定めた多様化戦略を

追う

ノバルティスは、3つの事業のすべてにおいて

リーダー的ポジションにあります。オンコロジ

ー（1位はロシュ）およびジェネリック医薬品（1
位はテバ）では世界第2位、またアルコンとと

もに、眼科医療用医薬品事業では世界有数の

メーカーです。独自の事業構成を持つことから、

その革新的な製品と、ジェネリック医薬品とい

う低コストの選択肢を含め、ノバルティスは保

健医療の幅広い需要に対応しています。同社

の主な強みは、独立の研究機関（ノバルティス

バイオメディカル研究所）のもたらすメリット、

製品の革新（ファーマ）とプロセスの革新（ジ

ェネリック）における補完的なノウハウが含ま

れると私たちは見ています。

製薬業のような科学がけん引する産業では、最高の科学者を招くために、研究開発への持続的な投資
が重要な要素となる、と私たちは考えます。これは、社内での医薬品開発の成功率を高めるためだけで
なく、ライセンスインの機会のメリットを判断する際にも重要です。スイスは化学・薬学の専門知識にお
いて長い歴史を持ち、世界有数の製薬会社を２社も有しています。

製薬大国
スイス：

パイプライン規模別
医薬品メーカー上位10社

企業のパイプラインは、将来の収益の伸びの源泉です。ここでも、ロシュとノバルティスがパイプラインの
医薬品件数、自社創薬の医薬品の割合で上位にランクインしています。

出所：Citeline2014年 医薬品研究開発動向レビュー、ブルームバーグ, クレディ・スイス

順位 企業名 本部のある国
2014年のパイプラ
インの医薬品件数

自社創製の医薬品
の割合%(2013)

研究開発費支出 
(10億ドル)

1 グラクソ・スミスクライン 英国 261 57% 6.1

2 ロシュ スイス 248 79% 10.0

3 ノバルティス スイス 223 73% 9.9

4 ファイザー 米国 205 67% 6.7

5 アストラゼネカ 英国 197 70% 4.8

6 メルク 米国 186 56% 7.5

7 サノフィ フランス 180 45% 6.3

8 ジョンソン・エンド・ジョンソン 米国 164 52% 8.2

9 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 米国 133 74% 3.7

10 武田薬品工業 日本 132 50% 3.5

研究開発費上位１０社
医薬品企業は、世界で最も研究開発費の大きい企業の一角を占めています。

下の表では、ロシュとノバルティスがランクインしています。

出所：ブルームバーグ, クレディ・スイス

順位 企業名（略称） 本部のある国 業種
研究開発費支出 

(10億ドル)

1 フォルクスワーゲン ドイツ 自動車 13.5

2 サムスン 韓国 コンピューターおよびエレクトロニクス 13.5

3 インテル 米国 コンピューターおよびエレクトロニクス 10.6

4 マイクロソフト 米国 ソフトウェアおよびインターネット 10.4

5 ロシュ スイス 保健医療 10.0

6 ノバルティス スイス 保健医療 9.9

7 トヨタ 日本 自動車 9.1

8 ジョンソン・エンド・ジョンソン 米国 保健医療 8.2

9 グーグル 米国 ソフトウェアおよびインターネット 8.0

10 メルク 米国 保健医療 7.5
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小さくてもパワフル

欧州のテクノロジー：

ASMはマーケットシェアの高さとパートナーシップ・プログラムのメリット

を受ける

オランダのフェルトホーフェンに本社を置くASMLは、1984年にアドバンス

ト・セミコンダクター・マテリアルズ・インターナショナル (ASMI) とフィリップ

スとのジョイントベンチャーとして設立されました。ASMLは、CPU、DRAM、

フラッシュメモリーなど集積回路（IC）生産のためのリソグラフィー装置を販

売しています。この装置によって、感光性の物質（フォトレジスト）を塗布し

たウエハ上に、回路を焼き付けます。新興企業として、ASMLは10社以上の

既存企業との激しい競争に直面しました。やがて、ASMLは半導体業界で

最高のリソグラフィー装置を販売し、市場の約87%を占めるようになります。

特に、10nm以下のチップの生産に使用される極端紫外線（EUV）技術を含

むリソグラフィーの更なる発展は、ムーアの法則（=コンピュータのプロセス

またはスピードが2年毎に2倍になるという）の存続のため、半導体産業とっ

てきわめて重要です。この目標を達成するために、ASMLはインテル、サムス

ン、TSMCとパートナーシップを結んでおり、業界内においてASMLが中心的

な役割を果たしていることがよく示されています。インテル、サムスン、TSMC
の3社は研究資金を追加で提供し、また、ASMLの株式を取得しています（

各15%、5%、3%）。

ARMアーキテクチャが携帯型デバイスの成功をけん引

1980年代、エイコーン・コンピュータは、性能の高い自社の32ビット

RISC（縮小命令セットコンピュータ）チップを設計することに決めまし

た。1990年には、本社をケンブリッジに置くARMがアップルコンピュー

タ、エイコーン、そしてVLSIテクノロジーのジョイントベンチャーとして設

立されました。その頃アップルがニュートンと呼ばれるPDAを開発してお

り、それを走らせるための低消費電力プロセッサを探していました。ニュ

ートン自体は大成功というわけではありませんでしたが、ARMは、今日私

たちがIP（知的所有権）ビジネスモデルと呼ぶ方法を追求することを決

めました。そのようなわけで、ARMプロセッサは多くの半導体メーカーに

ライセンスされてきており、初期費用とその後のライセンス使用料を得て

います。これによって、ARMには、パートナーができるだけ迅速に大量

出荷を確保できるよう手助けをする、というインセンティブが与えられま

した。今や、ARMのIPまたはアーキテクチャは、モバイル製品に使用され

る標準で、特にiPhoneやサムスンのギャラクシーなどのスマートフォン、

またiPadなどのタブレットに搭載されています。毎年販売される20億台

を超える携帯電話の約98%が、少なくとも１つ以上のARMの設計に基

づくプロセッサ（チップ）を使用しています。

米国を追う欧州のテクノロジー・セクターは、時価
総額で米国に大差をつけられています。しかし、欧
州にはまだ、特定の業界トレンドに新たな標準を確
立するような企業が存在しています。ノキアが世界
最大の携帯電話メーカーとしての役割を失ってか
ら月日が流れ、この穴を埋めるべく、ARMホールディ
ングスとASMLが一歩を踏み出しました。今日、この
2社は共に、半導体業界の標準のようになってきま
した。

ARMが「入っている」携帯端末
ARMのチップのアーキテクチャが、携帯端末の成功の推進力となってい 
ます。ARMは、携帯端末の堅調な成長と、準独占の状態から恩恵を受けてい 
ます。出所： ARM Holdings

2008 2009 2010 2011 2012 2013

スマートフォン 81% 85% 92% 89% 88% 87%

低価格の携帯電話 93% 93% 95% 93% 96% 95%

携帯型メディアプレーヤー 67% 72% 73% 82% 88% 86%

タブレット NA NA 90% 88% 86% 84%

デジタルカメラ 72% 60% 80% 86% 78% 78%

マーケットシェアの推移がASMLの躍進を物語る
これまでの10数年で、ASMLは有数の半導体リソグラフィ装置メーカーとしての
地位を確立してきました。同市場は準複占状態になっています。  
出所：Gartner、クレディ・スイス予想
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空港は旅客増加の恩恵を受けるべ
く準備を整えている
旅客輸送量の増大によって、空港の収入を純粋な

航空系事業収入から、小売売上などの非航空系事

業収入へと多様化させる可能性がもたらされていま

す。非航空系収入は既に収入全体に相当の貢献を

しています。例えばシャルル・ド・ゴール国際空港で

は、非空港系の売上は2013年の収入の半分近くを

占めています。小売はグループの売上の中で2番目

に大きな部門で、12％を占めています。空港の小売

業者にとって最も収益率の高い長距離便の旅客輸

送量の高成長によって、今後数年間で、小売売上は

更に増加する可能性があります。加えて、空港が商

業スペースを拡大しつつあるため、小売売上は恩恵

を受けるはずです。国籍もさまざまな幅広い顧客層

による多様な購買行動も、小売部門での増収のカギ

となります。また、特に新興市場の旅客からは、堅

調な需要が予想されます。例えば、BRICs（ブラジ

ル、ロシア、インド、中国）行きのフライトは、2013年
のシャルル・ド・ゴール国際空港の旅客輸送量のわ

ずか4.6%を占めるにすぎませんが、エアサイドの店

舗では、搭乗客一人当たりの売上の20％を占めてい

ます。空港事業者が、ランドサイド（一般エリア）と

エアサイドの両方で、更に魅力的で有効な小売コン

セプトを展開することができるなら、小売ビジネス

は将来、一層重要な収益の推進力となる可能性もあ

ります。

グローバル化の世界では、アクセスの容易さが
ロケーションに関する重要な要素です。飛行機
は移動の1つの手段であり、空港はその扉です。
国際空港評議会(ACI)によると、14億人以上の
旅客が欧州の空港を利用しています。そして、エ
アバスの「航空機市場予測」が予言しているよう
に、先進国の旅客数（有償旅客キロ）が2013年
から2032年の間、4%の増加率で伸びることを
想定すると、この利用数は増加していく可能性
があります。確かに、AClは欧州の空港利用者が
2030年には約27億人と、2倍近くまで増加する

と予想しています。この予想の主要な根拠は、新興市場での旅客輸送量の増大とされています。この想
定は、家計所得の伸びから、新興市場における海外旅行客が、現在の約10％という低水準から上昇す
る可能性がある、というクレディ・スイス エマージング・コンシューマー・サーベイの結果と対応してい
ます。この旅行客の伸びは、空港にもチャンスをもたらします。

レト・ヘス

自動車&資本財リサーチ

+41 44 334 56 24
reto.hess@credit-suisse.com

空港― 
 世界に向けて開く扉

01_パリ（シャルル・ド・ゴール）国際
空港の収入内訳
シャルル・ド・ゴール国際空港の収入内訳を見ると、
航空系事業が収入の半分を占めますが、営業利益
ではわずか12%となっています。一方、小売・サービ
スは他部門と比べて最も利益率が高く、売上ではわ
ずか29%を占めるにすぎないものの、グループの営
業利益の3分の２を占めています。2013年には、売
上を8.7%伸ばした小売にけん引されて、小売・サー
ビスの収入は5.1％増加しました。小売収入の内訳
では、エアサイド（免税店等の滑走路側）の店舗が
70%を占めます。出所：シャルル・ド・ゴール国際空港、クレディ・スイス

 航空系事業  小売・サービス  
 不動産  その他

9%

9%

29%

53%

02_欧州出発便に占める中東キャリ
アのシェア(2004～2014年)
航空輸送への需要は高いにもかかわらず、欧州系
のレガシーキャリアは、国際線での中東キャリアの
座席数増加からの圧力を受けています。引き続き、
中東キャリアの存在が欧州キャリアの利益率に対
する重石となる可能性もあります。  
出所：企業データ、クレディ・スイス
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1980年

17,664,171人
2013年

58,042,554人
2032年 (予想)

 122,286,907人

03_フランクフルト 空港の旅客数
航空運賃が低下し座席数が増加したことから、フランクフ
ルト空港の旅客数は堅調に伸びています。年間の旅客数の
伸びを（エアバスによる欧州での航空輸送量予想に沿っ
て）4%、座席数による制限がないものと想定するとフラン
クフルト空港を利用する旅客数は2032年までに1億人以
上にまで増加するでしょう。出所： Fraport AG, クレディ・スイス

欧州の航空業界の競争は依然として厳しい模様
航空輸送量の見通しが前向きであるにもかかわらず、欧州系航空会社の業績見
通しにに対する私たちの姿勢は引き続き慎重です。国際航空運送協会（IATA）の
「2014年3月財政予測」では、競争の激化を理由として、予想EBIT（金利税引前
利益）マージンについて、2013年の1.1%に比べて2014年はわずか1.9%としてい
ます。一方では、LCCが便数を拡大しています。欧州の低価格航空会社の団体
ELFAA（European Low Fares Airline Association）の「航空会社会員統計」によ
ると、LCCは、2006年の旅客輸送数が1.06億人、運航回数が2,331便だったの
に比べて、2013年の旅客輸送数は2.16億人、運航回数は4,526便でした。また、
他方では、欧州～アジア太平洋間の国際線において、中東系航空会社との競走
が激化する可能性があります。今後6年間で、中東系航空会社の年間での機数の
伸びは5%から14%の間になると見ており、高キャパシティを有する中で、その成
長分が欧州路線に利用される可能性もあります。従って、欧州市場における航空
会社の競争は引き続き困難になる可能性が高いです。これらの理由から、空港お
よび空港インフラのサプライヤーとは逆に、欧州の航空会社の見通しは一段と魅
力に欠けるものといえます。

空港の効率性に対する投資増の可能性
航空輸送への需要が堅調に伸びることから、適切なインフラ提供のため、新た
な空港のキャパシティに対する追加投資が必要とされるでしょう。しかし、これ
らの投資は規制や住民の反対によって妨げられる可能性があります。更に、ユ
ーロコントロール（欧州航空航法安全機構）による213年の「成長のチャレン
ジ」調査によると、このところの景気後退のため、空港が2012～2035年の間に
計画しているキャパシティの増強は、わずか17％増とされており、また、調査対
象となった108の空港のうち、新しい滑走路の建設を計画しているのは、わず
か4つの空港でした。これでは、増加しつつある需要には十分に対応できない
可能性が高いです。とはいえ、旅客数の増加に対応するために、空港はキャパ
シティ、安全性、そして効率性の分野で投資をしていくことを私たちは想定して
います。シーメンスによると、空港の生産性は、スループットの時間に依存しま
す。つまり、発着回数を増やし、旅客の処理能力を高め、より多くの手荷物や貨
物を扱うことが生産性の向上に繋がります。インフラ、情報およびロジスティク
ス改善のためのソリューションを提供する企業が、航空輸送量の成長によって
大いに恩恵を受けるはずだと私たちは見ています。

2004–13年

+62%

04_フランクフルト空港からの出発便搭
乗者の一人当たり平均支出額
フランクフルト空港からの出発便搭乗者の一人当たり平均
支出額は、62%増加しました。特に進行市場の長距離便の
旅客輸送量の伸びや、空港の商業スペースの増加よって、
更なる支出額の伸びが見込まれます。
出所： Fraport AG, クレディ・スイス

05_欧州における旅客輸送量予想
2013年から2032年の間、欧州における旅客輸送量は、 
年間4%の成長率で増加していくことが予想されます。これ
は、この期間中の航空輸送量が2倍以上増加することに起
因します。中間層の伸びによって、特に中国などの新興市場
の需要の成長が、堅調な伸びをけん引すると考え 
ます。出所： エアバス、クレディ・スイス

西ヨーロッパ内

西ヨーロッパ – 米国

西ヨーロッパ – アジア

西ヨーロッパ – 中東

西ヨーロッパ – 南米

西ヨーロッパ – 中国
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欧州の未来

危機と収斂
ユーロ危機の急性期は過ぎ去りつつあるかもしれませんが、欧州の通貨統合は未完成のままです。
ハロルド・ジェームスによると、効果的な財政措置および銀行業の監視枠組みの確立は、いまだ達
成されていません。インタビューの中で、ジェームス氏は、こうした問題と、通貨統合の将来を左右す

る成長を確保する方法について考察します。
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オリバー・アドラー : 今日は、欧州の金

融危機についてお話したいと思います。

しかし、これまでも頻発していたように、

最近また地政学リスクが問題となってい

ます。そこから始めましょうか？具体的

には、金融誌の研究者として、ウクライ

ナ危機発生の原因について、お考えをお

聞かせください。

ハロルド・ジェームス: 近代金融史上

重大なシフトという文脈で捉えていま

す。2008年以降、多くの人々がグロー

バル化という考え方に疑問を呈し始めま

した。特に、米国以外の大国が別の選択

肢について考え始めたのです。例えば、

2008年以降、中国は、同国の要求を重

視する金融システムの必要性を自覚する

ようになりました。人民元の国際化はそ

の一部です。ロシアでも同様の動きがあ

りましたが、ロシアはもはや地政学上の

大国ではないという一般的な仮説があっ

たため、気付かれることはありませんで

した。しかし、今振り返ると、実際には、

ロシアの考え方の一つの要素として、ユ

ーラシアでの影響力をさらに強化してい

くという意図が明白に浮かび上がったの

は、2008年のグルジア危機の時だったと

思われます。最近のウクライナ危機の発

生は、その考え方が展開された結果とい

えます。

欧州の立場に対する危機の影響とは？

ハロルド・ジェームス: ウクライナ危

機によって、欧州の対応に一貫性が必要

だという事が非常に強調されました。そ

ういう意味では、欧州統合の事業に多少

のモメンタムが戻る要因となっています。

例えば、以前は非常に反EU的だったポー

ランドの民族主義的な政治家が、今や協

調的な努力の重要さを認識するようにな

っています。そして、ウクライナでの問

題が、特に過去にひどく無視されてきた

エネルギー政策など欧州が統合の別の側

面について考えるよう迫っています。

欧州通貨統合の問題に戻ってくるわけ

ですね。ドイツ・フランスの協力が、欧

州の統合への段階の大半において、重

要な推進力となってきました。しか 
し、過去数年間、この同盟関係はかなり

脆弱になってきています。この問題はこ

れからも残るでしょうか？

ハロルド・ジェームス:1990年代、フ

ランス、そしてドイツからは欧州統合

の議論に対して真の貢献がありました。 

インタビュー：オリバー・アドラー
経済調査部長

>

ここ３、４年の不満というのは、プロセ

スが一方的になってきたという感情から

きていると考えます。ドイツとフランス

の関係が修復されない限り、欧州が一貫

性を持って前進できる道を考えることは

困難です。雰囲気だけでなく、基本的な

政策の原則に関しても、関係が改善しつ

つあるという兆候が見えます。

それはどういう意味でしょうか？

ハロルド・ジェームス: 長期での根本

的な争点は、欧州がどのような財政ルー

ルを持つのかという問題です。これまで、

財政ルールはドイツ、予算の引き締め、

デフレの輸出に非常に結びつけられてい

ました。こうした概念はフランスの世界

観によく合うものではありません。イタ

リア、そしてギリシャとスペインにも受

けの良いもう1つのフランスのモデルは、

国家がより積極的な役割を担うことを描

くものです。今、アプローチに一部収斂

がある可能性があります。例えば、トマ

・ピケティの話題の著書『21世紀の資本論

（Capital in the Twenty-First Century）』の
根本的な考え方は、増大しつつある社会

的不平等の問題に取り組むためには、富

裕税が必要だというものです。このよう

なコンセプトは、南欧諸国での債務問題

への対応方法として、非常に異なる文脈

においてドイツで既に浮上していたもの

です。フランスとドイツの間に、ピケテ

ィイズムとも呼べるものの望ましさにつ

いての、ある種の知的な収斂の可能性を

見ています。

歴史的に、フランス人は少なくとも、ユ

ーロについて、ドルに対抗する可能性を

持つ通貨であり、またおそらく、政治

的役割も果たしていると考えていまし 
た。現在、ユーロがドルの競争者とな 
り、将来は人民元の競争者となるような

道に戻っているのでしょうか？

ハロルド・ジェームス: ええ、そうだ

と思います。2007 ～ 2008年の危機の長

期での影響について、まさにそのような

見方をしています。主要金融センターと

しての米国に過剰依存しているという問

題が真に明らかになりました。金融危

機の中で、欧州にとって、ドル資金の調

達がいかに重要か、私たちは見てきまし

た。米連邦準備制度理事会（FRB）は、ス

ワップ協定を通して、欧州支援に非常に

大きな役割を果たしました。その依存を

終わらせ、最終的には米国とは金融市場

が最も深く、また最も流動的な国である、

という意識が、欧州において、また中国

において、構造がどのように進化してい

くかというビジョンの一部分となります。

欧州中央銀行（ECB）が、FRBやイングラ

ンド銀行が有してきたような最高権力者

としての役割を将来負う可能性はどれ位

ありますか？そして、そのことは、ユ

ハロルド・ジェームス
ハロルド・ジェームスは世界でも重要な金融史の研

究者の一人です。1982年にケンブリッジ大学より博

士号を取得し、1986年にはプリンストン大学に移籍

しました。近著に『欧州通貨同盟の誕生史（Making 
the European Monetary Union）』（2012年）があ

る。ヘルムート・シュミット賞（ドイツ・アメリカ経済史）

等受賞多数。

「長期での根本
的な争点は、欧
州がどのような
財政ルールを持
つのかという問
題です。」
ハロルド・ジェームス
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ーロ圏や欧州にとって、一般的にどのよ

うな重要性を持つのでしょうか？

ハロルド・ジェームス: 国境を越えて

欧州全域を流れる共通の資本市場、共通

の経済圏および金融機関を持つとなれば、

これは極めて重要です。それに沿った監

視枠組みを持つことがカギとなります。こ

れまでよく議論されてきた点は、これには

本質的に財政的な側面があるため、金融

政策とは異なる活動だということです。従

って、中央銀行が監視または規制モード

に入る際は、金融政策を実施する時に比

べて、政治的アカウンタビリティへの要求

はずっと高くなります。

適切な組織を持つ強いユーロ圏が、圏

外の国にとって魅力的なものになると

見ていますか？

ハロルド・ジェームス: 通貨統合後、

特に金融危機後の議論で明らかになった

問題が、ユーロ圏には財政措置、つまり

ある種の財政同盟が必要であることを示

しているように見えます。しかしデンマ

ークや英国のような適用除外（opt-out）を
受ける国をこの仕組みにいかにして適合

させるかは、難しい問題です。また、英

国での欧州議会選挙に至るまでの期間に

ますます浮上してくるテーマの1つとし

て、英国抜きでユーロ圏の財政問題を解

決する方が簡単だ、というヨーロッパ側

からの視点が出て来ることを恐れていま

では、政治システムは金融政策に関わる

べきではないということですか？

ハロルド・ジェームス: いえ、どの

銀行を閉鎖するのか、または、どのよ

うに銀行の構造を管理するべきか、が

問題となる場合は、政治は重要になり

ます。こうした問題には、財源が関わ

り、また多くの政治的アカウンタビリテ

ィが要求されます。金融政策を分離して

扱い、また、中央銀行を2つの要素に分

けるような、ガバナンスのシステムを

考えることが必要になります。2つの要

素とは、真に独立した部分と、もう1つ
は、実施内容の理論的根拠について実

施している通りに示し、説明責任を持

つ部分というようなものです。

多様性の中の統合

マーシャルプラン推進のための
米政府の機関である経済協力局
が作成した数多くのポスターの1
枚（1950年）。

マーシャルプラン – 欧州のための復興計画

第二次世界大戦直後の余波の中、欧州の国々は非常な困窮状態にありまし
た。1947年、経済状況の悪化と共産主義の脅威への認識に対応するため、米国
務長官ジョージ・C・マーシャルは欧州再建のための大規模な計画を提唱しまし
た。1年後、米議会は「マーシャルプラン」として知られる欧州復興計画を制定。
欧州再建のために、貸付や無償贈与、商品や技術情報や支援を含む120億ドル
を超える援助が供与されました。様々な政治的理由により、マーシャルプランの
供与先は西ヨーロッパに限定されました。援助が行われた4年の間、復興計画

によって域内の工業化と海外投資が促進されました。また、その期間中は、アメ
リカ製品のための市場設立も支援を受けました。経済史の研究者のマーシャル
プランの影響に関する意見は一致していませんが、一般的に、価値のある人道的
な業績だったとされています。また、同プランはその後の米国の海外援助計画の
1つのモデルにもなりました。

ロベール・シューマン–欧州統合事業の立役者

弁護士の資格を持ち、また1948年から1952年までフランス外相を務めた政治家
ロベール・シューマンは、欧州統合の推進者の一人と見なされています。ジャン・
モネの協力のもと、有名なシューマン・プランを作成し、1950年5月9日に発表し
ました。現在、この日は欧州連合が誕生した日とされています。シューマンは、軍
事産業に最重要な原料である、石炭および鉄鋼の生産を共通の管理下に置くこ
とを提案しました。基本的な考え方としては、石炭と鉄鋼を支配せずに戦争を遂
行できる者はいない、というものでした。

1950年5月9日にシューマンが有
名な声明を読み上げている様
子。今では、この日はEU誕生の日
として祝賀行事が行われて 
いる。

欧州石炭鉄鋼共同体

フランスの政治経済学者ジャン・モネによって生み出され
た欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)は、1951年のパリ条約調
印を受けて、石炭と鉄鋼の共通市場を通して経済の拡大
と雇用の増大に貢献するために設立されました。パリ条
約はベルギー、フランス、西ドイツ、イタリア、オランダ、
ルクセンブルクによって調印され、1952年に発効しまし
た。ECSCは、1958年の欧州経済共同体、また最終的に
EUの発足に繋がりました。

欧州の略歴
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ハンガリー
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マルタ

ポーランド

スロバキア

スロベニア

オーストリア

フィンランド
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ポルトガル
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アイルランド

英国

ベルギー

フランス

(西)ドイツ

イタリア

ルクセンブルク

オランダ

す。中央ヨーロッパの諸小国の立場から

言えば、ほぼ間違いなく、その通りでし

ょう。ユーロを現時点でも魅力と感じて

いるし、これからもユーロを支持するで

しょう。デンマークとスウェーデンに関

しても、同じような分析結果となると考

えられます。しかし、スイスと英国が同

様の主張をするとは考えにくいです。

欧州は、例えば「欧州合衆国」のような、

より緊密な政治統合へと進化していくの

でしょうか？もしそれが実現するなら、

統合に参加するのはどの国になるでしょ

うか？

ハロルド・ジェームス: 確かにEUは、特

に財政ルールなど、本当の統合の一部の

側面において、進化し始めています。し

かし、長期に渡る本当に持続的な動きに

は、何らかの憲法化が必要になってくる

でしょう。以前は、1787年の合衆国憲

法制定にも似ている、そのようなステッ

プに関して合意を得ることは不可能でし

た。現在、いわゆるユーロ危機の余波、

議会選での反EU政党の躍進に反映され

た信頼の危機、そしてウクライナの政変

に関する安全保障の危機から成る三重の

危機が、改革と真の代議制成体への移行

を本当にもたらすための一層大きなイン

センティブを提供しています。おそらく

英国は違うにしても、ほぼ全ての既存の

欧州連合加盟国が、この挑戦に応えるこ

とが可能だと考えます。

同じように、欧州に成長の原動力を再び

与えるために必要な国内の改革は、どの

程度可能性があるのでしょうか？

ハロルド・ジェームス: 国内からの抵

抗はありますが、特にスペインなどで、

労働市場法制に関して多くの改革が既に

実行されています。またイタリアでも、

大きな改革が進められています。効率的

な資本市場の運営を実現するためにここ

で話した対策は、改革の重要な部分です。

なぜなら、確かに、成長がなければ、労

働政策改革に対する過激な反動が起こる

からです。

欧州連合の拡大：時系列による図解

現加盟国6ヵ国によって1952年に発足した時から、欧州連合はその後50年
間に渡る拡大に向けて、多少ゆっくりとした、緩やかなアプローチに従って
きました。2004年、10か国が新たに参加し、EU加盟国数は計25ヵ国へと急
増しました。最も新しい加盟国はクロアチア（2013年）で、現在6ヵ国が加盟
候補国に挙げられています。出所： 欧州連合

19 61年、シャル
ル・ド・ゴールフラ
ンス大統領と握手
するアデナウアー 
(右)。

コンラート・アデナウアー–現実
主義的な民主主義者、そして疲
れを知らない統合者

ドイツ連邦共和国の最初の首相となり1949～63
年の間、国家の元首として務めあげたアデナウアー
は、戦後ドイツの顔を変え、また、欧州の歴史を他
の誰よりも変えました。彼と同時代の多くの政治家
同様、アデナウアーは、第一次世界大戦後、平和の
永続は、欧州の統合を通してしか実現できないと
認識していました。ナチス時代の経験（ナチスによ
ってケルン市長の座を追われています）によって、ア
デナウアーの欧州統合への思いは固められたといえ
ます。1949～ 55年の6年間、アデナウアーは、欧州
委員会への加盟(1951年)、欧州石炭鉄鋼共同体の
設立(1952年)、NATOへの加盟(1955年)を通して、
ドイツの将来を西側同盟と結びつける、大規模な
外交政策の目標を実現していきました。また、アデ
ナウアー外交の礎石となったのは、フランスとの和
解でした。1963年には、かつての宿敵フランスと友
好条約を締結し、フランス大統領シャルル・ド・ゴー
ルと共に、歴史的な転換点という成果を獲得し、欧
州の統合に向けた中間目標の1つを達成しました。

 加盟日以降経過した年数写
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景気の動向が改善していることから、企
業活動が著しく増加する可能性がありま
す。株式のバリュエーションには望ましい
事柄が、企業の信用の質の動向にはあま
り望ましくない場合があります。

キャッシュ

を投入

企業活動    内容   メリット    欠点 優先事項  例

設備投資

M&A

配当

自社株買い

資金調達 
能力の増強

 企業の支出スタンスは   積極化

現
在
の
能
力
維
持
の
た
め
、ま

た
は
需
要

 

増
大
へ
の
対
応
で
能
力
を
拡
張
さ
せ
る
た

 

め
、工

場
や
設
備
に
投
資
す
る

  投資

潜在的な競合他社など他

事業を買収、または新しい

事業分野への参入

効率性・生産性の改善
や能力の向上

改善

統合

即時の増収、マーケッ
トシェア増加の可能
性、市場の統合は価格
決定力を改善できる可
能性

増配
配当の増加は、「資本管
理の規律を高め続けら
れる」という投資家の信
頼感を増すメッセージと
なる。

改善
EPSが自動的に改善。
一般的に株価の支援
材料になる

リスク

財務リスクやデフォル
トリスクを下げる。負
債コストの減少は財務
内容を改善する

拡張的な設備投資 
稼働率上昇への需要 

が必要とされる

統合リスク、

人材の維持管理、
事業の中断、

高額なのれん代

投資家は安定的な 
配当と増配を歓迎。 
従って、配当の引下 

げは難しい

自社の事業での成長および
投資の機会が不足している

という可能性を示すこと 
になる

資本構造が最適水準以下

(SUBOPTIMAL＝負債が過少）

となる場合、企業全体での資本

コスト上昇の可能性がある

買収

自社株買い

企業の自社株を購入

することで、発行済

株式数を減少させる

分配 
経常収益の一部を 

株主に

債務返済/
現金保有 
の増加

  債務返済
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更に・・・

大半の部分において、今日の法人セクターは強靭で、予期せぬ信用ショ

ックに対応する余裕があると私たちは考えます。多くの企業が長期化

している低金利環境と信用への需要の強さを活用して、流動性ポジシ

ョンを強化し、負債の満期予定を延長してきました。欧州景気回復は、

経済的な可視性の改善、または、少なくとも確実性の向上を意味しま

す。ユーロ圏危機が深刻だった時期に、共通通貨が危機に陥った場合

に備え、経営側は不測事態対応計画を作成しなければなりませんでし

た。今、将来への可視性が改善し、企業は成長機会追求のための企業

活動に積極的に取り組もうとしている可能性があります。これには、設

備投資の増大、買収合併に着手すること、または、配当または自社株買

いを通してキャッシュを株主に返すことが含まれます。実際には、こう

した対策の全ての組み合わせがとられる可能性があります。

企業活動    内容   メリット    欠点 優先事項  例

設備投資

M&A

配当

自社株買い

資金調達 
能力の増強

 企業の支出スタンスは   積極化

民間航空 – エアバス、ボーイングとジェットエン

ジンメーカーは、アジア・中東での需要に応じるため能力増

強の必要に迫れらています

一般産業 – ABB、クカ、ファナックでは自動化と

ロボット導入によるメリット

石油・ガス – 米シェールガス開発ブームを持続

させる機器

保健医療  
セクターでは今、非常に目標が明確化し
ています。メドトロニック、アッヴィ、ノ
バルティス、ファイザー、その他の企業
は規模を改善し、研究開発パイプライ
ンを強化し、また一部には節税を通し
た海外のキャッシュへのアクセス例も

あります

配
当

廃棄された機器を代替し効率性の
不足を回避するため、現状維持の
ための設備投資は、定期的に実施
する必要があります。フル稼働して
も能力が不足するなら拡張的な設
備投資が必要です

経済的な不確実性が増大して
いる、または以前に行った
M&Aのために、一時的に高水
準になっている

市場を統合し、
競争者を排し、
マーケットシェアを改善し、
新事業に参入する可能性

十分な資金調達力があり、
経営陣が現在の株価について 
低水準と認識している
場合は実施

仮定

仮定

仮定

収益の改善と
十分な資金調達力が
ある場合は
増配

仮定

仮定

いくつ
か
の
企
業
で
は、定

期
的
な

増
配
の
実
績を

確
立して

います。

例え
ば、シ

ェブ
ロン、マ

クド
ナル

ド、ジ
ョン

ソン・
エ
ンド

・ジ
ョン

ソン、ロ
レアル、ノ

バル
ティ

ス、

ロシュ、ア
ルトリア

など
が
挙
げ

られ
ます

 テクノロジー、エ ネルギー、そして
保健医療など潤 沢なキャッシュを
持つセクターで は、自社株買いの

計画を段階的に進 めてきました。例
えば、アップル、マイクロソフト、エクソンモービ
ル、ノバルティスだけでなく、ジェネラル・エレク
トリック、フィリップ・モリス、ネスレもその一部

です。

欧州のセメント大手はい
まだ、格付けを支えるた
め、資金調達能力を回復
中です。欧州の電気・ガ
スおよび通信業界はいず
れも、格付けの安定化の
ために、優先的な債務削
減を近年実施しています
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M&A活動の増加に機は熟しているように見え…

代わりに、買収合併を通して、企業は収入、そ

して最終的に、株式市場の期待する、一株当

たり利益増加の実現を探求する可能性があり

ます。また、低インフレ環境による生産者の

価格決定力への影響も残っているため、企業

がもし市場を統合し、その過程の中で業界の

規律を改善するなら、M&A活動から多くの恩

恵を受ける可能性があります。おそらく、競争

当局は競争や価格の再設定を減少させるよう

な買収の許可には消極的となるでしょうが、そ

れが、M&Aを行なう動機について、企業があ

りのままを決して説明することがない理由で

す。たとえM&A活動の根底にある本当の理由

が、市場ダイナミクスの改善に関わっている

場合が多くても、よく説明されているのは、詳

細なコスト面のシナジーです。

…そして、企業の信用の質の悪化に繋がる可能

性がある

M&A活動に著しいステップアップが見られま

す。これまで、数多くの取引が、信用へのマイ

ナスの影響を限定的なものとした株式を相当

に活用しながら、資金調達されてきました。そ

れでも、現在、社債市場での資金調達が安価

で豊富なことから、資金調達手段の1つとして

企業による負債の活用が促進され、最終的に

はレバレッジが高まるでしょう。今、企業のレ

バレッジ率上昇の初期の段階にある、といえ

そうですが、これは、最終的には信用格付け

への圧力として返ってくるでしょう。M&Aが今

後行われる可能性の高いセクターには、保健

医療、通信、素材業界が挙げられますが、実

際には、全業界で幅広く機は熟していると考

えます。

01_企業のキャッシュレベルは依然高水準
ここ数十年との比較では、企業の現金保有の水準は潤沢に見え、また、債券市
場へのアクセスの容易さにも補完されているように見えます。これによって、企
業活動を本格的に増加させるのに必要な「火力」は十分提供されています。 
出所：データストリーム, クレディ・スイス / IDC

02_企業マインドは改善中
CEO信頼感指数は、カンファレンスボードおよびPwC（プライスウォーターハウス
クーパース）が実施する調査で、経済の現状に対するCEOの評価を測るものです。
指数が50以上である場合、「良い」との回答が「悪い」との回答を上回り、CEOが経
済状況の改善を予想していることを意味します。出所：データストリーム, クレディ・スイス / IDC

設備投資を一段上に増加させるには、稼動率の

上昇が必要

欧州景気回復は、資本ストック合計の実質的

な拡大を必要とするほどには活発ではない可

能性があります。企業が生産能力を追加する

のは、稼動率がフル稼働に向かって上昇する

時と、競合他社にマーケットシェアを奪われ

ることを回避する時のみです。成長環境の弱

さは、生産能力の増加を相対的に非経済的

なものとします。

企業には、余剰キャッシュの投入先が多数    あります
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株主への分配も増加し始め …

配当または自社株買いによって、株主にキャ

ッシュを返すことは、事業への投資に代わる

選択肢と見られています。極端なケースで

は、経営陣が、その事業において他の魅力的

な投資機会を見いだせなかったと解釈され

る可能性もあります。過剰なフリーキャッシ

ュフローの株主への分配自体は（配当または

買戻しのいずれにしても）、信用の観点から

は問題になることは滅多にありません。

03_米国企業には資金調達能力がある
米国企業のレバレッジ比率リーマンショック後の最低水準から上昇し、リレバレ
ッジに転じたように見えますが、まだ25年間平均値を下回っています。
出所：データストリーム, クレディ・スイス

04_欧州企業の資金調達能力は少々低め
純有利子負債/EBITDAで測るレバレッジ比率は、25年間平均をわずかに上回
っています。従って、欧州企業の資金調達能力は米国の水準より少々低めにな
っています。出所：データストリーム, クレディ・スイス

企業には、余剰キャッシュの投入先が多数    あります
…しかし、過剰な分配を一時に行えば、信用の

質が悪化するだろう

もし、株主への分配が設備投資または機会

主義的なM&Aの時期と重なる場合は、それら

が合わさって企業の実質的なリレバレッジに

つながり、信用が悪化する可能性がありま

す。現時点ではそのような証拠は見られませ

んが、経済の可視性の向上と、引き続き債券

市場へのアクセスが用意で安価になっている

ことを背景に、CEO信頼感が改善しつつある

ことによって、企業活動がより積極化するか

もしれません。CEO信頼感の改善が、収入、

そして、株式市場が現在のバリュエーション

を正当化するために必要とする、より高い一

株当たり利益を生み出す努力の中で、経営陣

が成長追求のイニシアチブをとるようになる

のは避けられないでしょう。それがどのように

企業の信用の質に影響するかは、やや見えに

くいです。ただし、もし企業活動が実質的な

リレバレッジの原因となる水準にまで高まる

なら、企業の次の信用サイクルの下降を先導

する可能性があります。

企業の現金の山は依然として高い

企業のバランスシートは、大部分において健

全です。しかし、経営陣は、リーマン・ブラザ

ーズ破綻の後に続いたストレス度の高い資金

調達環境の期間中に多くの場面でトラウマを

受けたと考えられます。この期間中、資金調達

へのアクセスは厳しく削減され、融資を受け

られた企業も、非常に不利な条件を受け入れ

るよう迫られました。私たちの見方では、こう

した背景によって、一層潤沢な流動性を保有

することを良しとする、資金調達に関する選

好におけるシフトがもたらされました。これ

が、企業のバランスシート上に現在見られ

る、現金保有率の高さを部分的に説明してい

る可能性があります。ただし、実際は、キャッ

シュの大部分が、テクノロジー、保健医療、エ

ネルギーといった、潤沢なキャッシュ持つセ

クターに集中していることも指摘されます

ミヒャエル・ウェバー

自動車 & 建築材料 & 化学リサーチ

+41 44 333 54 25
michael.weber@credit-suisse.com
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ジョー・プレンダーガストが、
欧州の単一通貨の誕生、存在およ
び経済金融統合（EMU）の将来に
ついてユーロと語り合います。

JP（ジョー・プレンダーガスト）: ユーロ圏が最

適な通貨地域ではないために、またユーロが

直面せざるをえない困難を創設者たちが予期

していなかったことから、ユーロ事業には致命

的な欠陥があり、破綻する運命だといわれてい

ますが、正しいでしょうか？

ユーロ : ユーロ圏が必ずしも最適な単一通

貨圏ではないということは否定できませんが、そ

れが決定的な問題だとは思いません。英国は最

適な通貨圏ですか？あるいはイタリアは？いわ

ゆる「南北分断」は私（ユーロ）に特有な問題と

いうわけではありません。もちろん、きわめて重

要な構成要素が欠けていたし、今も書けてはい

ますが、それが予見できなかったという主張に

は賛成できません。私が誕生した時、完全に統

合された欧州に至る道の、1つの段階と見なされ

ていたのです。当時、欧州委員会委員長だったロ

マーノ・プローディ氏は、2002年1月に私の紙幣

やコインが導入される少し前に、インタビューの

中で、成功に必要な多くの必要な道具が抜けて

いるけれども、「いずれ危機が発生して、新しい

道具が追加されるだろう」1と認めています。自分

のことを失敗だとは思っていません。

JP: 危機の経済面での結果の深刻さを考え

ると、皮肉で自己中心的な見方と思われてしま

う可能性がありますね。

ユーロ : そうかもしれません。しかし、EMU
がなかったとしても、私が登場する以前にもそ

うだったように、危機や景気後退は発生したと

思います。もちろんこれも私個人の見方です

が、欧州が更に統合され、最終的には安定化

することが望ましいです。ですから、メリットに

ついても考慮されなければなりません。

JP: 近年の危機にもかかわらず、あなたの

成長は欧州において、止められない力であるよ

うに見えます。ユーロは今、18か国以上、3.3億
人以上をカバーしています。近とどこまで拡大

すると思いますか？

Euro: ユーロ : 政治的には、今後10年前

後に実行可能と見られる領域に達しつつある

と思います。安定化の記録を確立した旧東側

の小国は、何の問題もなくユーロに吸収されて

写
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もの言う金
との対話
 ユーロとの会話の中で
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ジョー・プレンダーガスト

金融市場分析部長

+41 44 332 83 18
joe.prendergast@credit-suisse.com

います。しかし、この地域において、より規模の

大きいEU加盟国への更なる拡大は、ずっと多

くの時間と準備を必要とする可能性がありま

す。独立国家共同体諸国の領域に向けたEUの
成長は、金融の側面とは反対に、ますます政

治的な側面が大きくなっており、また、領土を

巡る緊張が高まる１つの原因にもなっていま

す。

JP: ユーロ圏を安定的な路線から外れない

ようにするためには、既存の加盟国にとって

は、現在ある枠組みで十分だと思いますか？

ユーロ : まだまだです。現在の債務危機を

背景として、EU、そして特にユーロ圏内におけ

る経済的ガバナンスを改善するための重要な

措置が講じられてきました。EU加盟国は、安

定成長協定を強化し、マクロ経済の不均衡の

防止または修正のための新しいメカニズムを

導入し、構造政策の調整を一層推進してきまし

た。しかし、いつか、また別の危機が発生する

ことを防ぐためには、これで十分でしょうか？

そうはいかないと思います。重要な構造改革は

まだ欠けていますし、ユーロ圏の経済は弱体

化した状態にあり、また、多くの国に過剰債務

がのしかかっています。例えば、また世界的に

景気循環が下降局面に入れば、私の安定も再

び脅かされるでしょう。

JP:  例えば対米ドルでなど、ユーロの価値

について独自の見解をお持ちですか？

ユーロ : 私にとって、価値の問題で最も重要

になってくるのは、内部での価値です。特に、域

内のどの国で発行されたとしても、「この国の１

ユーロはあの国の１ユーロと等価で、また別の国

の１ユーロとも等価」だということです。ユーロ圏

の分解やという考えや、ユーロの解消や希薄化

の定義は理論的には可能ですが、実際には違

います。危機の期間、この話題に関して、多くの

市場の見解を読みましたが、気に入ったのは、

クレディ・スイスのウィリアム・ポーターのこの一

文だったと言わなければなりません。「ミルクは

既にコーヒーの中に入れられていて、もはや、分

離することは事実上不可能だ」というものです。

外的な価値は二次的な問題で、率直に言っ

て、これには困惑させられます。専門家にお

任せしたいですね。どうお考えですか？

JP:  通貨は本質的には予測不可能だ、と

いうことには合意します。しかし、通貨間の相

対的な評価、それをもたらす大きな循環や流

れの力や、通貨が相当の期間ある方向に傾き

がちなことに関しては、はっきりしたことが言

を越えたバランスシートのデレバレッジを行

ったことによって、ユーロに大きな純流入がも

たらされたと考えます。ただし、この純流入の

増加によって、ユーロは若干過大評価される

ことになったと思います。

ユーロ : もしそれが全て本当なら、私は

しばらくは「過大評価」されたままでいられ

るように思えます。マリオ（ドラギ総裁）が許

すかは分かりませんけれど。

JP:  長続きはしないだろうと思います。間

もなくトレンドが変化する可能性があります

から。トレンドの変化をもたらすのは、おそら

く、ユーロ圏の金利が非常に低い水準にとど

まる一方での米金利の上昇トレンドを見越し

てのことでしょう。他方では、危機の期間中、

ユーロ圏から大規模な資本流出があったとい

う証拠は驚くほど少ないことから、現在起き

ている逆転は限定的なはずです。また、国境

を越えた銀行バランスシートのスリム化はよ

く進められています。国際収支の大幅な黒字

は続く可能性がありますが、この大部分が、

輸出増ではなく輸入の減少に起因するため、

少なくとも、ディスインフレ的なものになるで

しょう。ですから、マリオ・ドラギ欧州中央銀

行総裁がユーロの過大評価を許さない可能

性がある、という意見には賛同します。FRBが
異例の量的緩和からの出口政策を進める中

で、これは、ＥＣＢの金融政策に対するリフレ

ーション・バイアスとして現れ続けるでしょ

う。それにしても、インタビューしているのは

私でした。ここで１つ、質問を…。

JP:  2014年の欧州議会選挙では、極右と

極左の政党が2倍近く議席を伸ばしました。

これにつて、欧州において反ユーロの見方が

一段と人気を増していることを示すものと見

るべきでしょうか？

ユーロ : 2014年の欧州議会選挙は、ユー

ロ危機発生後では初めての選挙でしたの

で、2009年以降、欧州の政治の中核に大幅

な変化があったことは理解できます。おそら

く、最も驚くべき結果は、今のところですが、

その中核がどれだけ優勢さを保っているか、

ということです。もしこの優勢さがこれからも

続くのであれば、人々のメッセージには耳を

傾ける必要があり、政策立案者たちはそれに

対応する必要があります。とはいえ、主権国間

の通貨同盟において、私にとっての最大の政

治的リスクの発生源は、欧州議会選挙ではな

く、加盟国各国の議会選挙です。この側面で

唯一かつ最大の政治的なハードルは、昨年の

ドイツの連邦議会選挙でした。選挙中は私の

ことはほとんど話題にされていませんでした

が。もっと深い、政治的議論の核心部分には、

「反ユーロ」または「反EMU」が何を意味する

のか？という疑問があります。少なくとも私に

は、右派または左派のいずれかによって、ど

こかの国や、それこそ欧州全体にとって、より

良く、より明るい未来をもたらすような、信頼

性のある別の政策が提出されているのかどう

か、明白ではありません。

JP:  先ほど、例えば循環的な経済の悪化

など、更なる危機を完全に排除することはで

きない、と言及されましたね。欧州は、単に

EMUに責任を負う最終期限を延期してきただ

けなのでしょうか？

ユーロ : そうは思いませんが、この問題

は、統合を更に進め、また特に、国内とEMU
全域での改革をより積極的に推進するための

政策立案者たちの努力にきわめて依存してい

ます。また、最も重要なことは、欧州の統合へ

のコミットメントが本当に試されるようになる

中、またその時が来れば、全ての参加者がか

なり合理的に行動することが不可欠になると

いうことです。この２つの点は本当に決定的な

ポイントです。欧州議会の持つ力が高まりつ

つあり、また、ECBの政策が実際的に進化し

ていることは、既得の共通の利益が増大する

につれて、より深い統合を築いていこうという

する力も増大することを示しています。これ

は、例えば欧州通貨制度が、EMUの創設を遅

らせたのではなく、早めたように、欧州の統合

の初めの段階から存在する傾向です。この意

味では、これまで、私が経験した危機は、私を

強くしただけだといえます。

えると思います。欧州の成長の見通しが大幅

に改善し、EMUとユーロの実存的危機に関す

るリスクプレミアムが劇的に後退したことか

ら、最近のユーロの回復力は、その文脈から

理解することができます。これによって、大量

の資本が再流入し、また同時にユーロ圏に大

幅な経常黒字がもたらされました。また、私

は、ユーロ圏の銀行が、主に米ドル建で国境

ユーロは失敗とは感じられず、また
失敗にも見えない
近年の実存的危機にもかかわらず、ユーロは約１ユ
ーロ＝0.80～1.60ドルという導入来の高値圏を維持
してきました。ユーロ圏の大幅な経常黒字、危機後
の資本流入の増加、そして米国の低金利が最近の
ユーロ上昇の推進力となっています。
出所： データストリーム, クレディ・スイス/IDC
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1 2001年12月のロマーノ・プローディとのインタビューより引用
（出所：フィナンシャル・タイムズ、2008年10月20日）



スペインの競争力
はドイツ化が進ん
でいるのか？

1 990年 代 後 半、 ド イ ツ で は

今日の経済を特徴付けるダ

イナミズムはほとんど見ら

れ ま せ ん で し た。1990年 の

東西ドイツ統一後の10年間、GDP成

長率は堅調に推移したにもかかわら

ず、失業率はかなり着実に上昇しまし

た。2003年、労働市場の特定の問題

に取り組むため、「アジェンダ2010」
と名付けられた野心的な改革プログ

ラム（別名ハーツ改革）が発表されま

した。アジェンダ2010法案の大半は

2005年までに立法化され、雇用局の

制度を改組し、特定の形態の雇用（臨

時雇用、労働者派遣）に関する規制を

削減し、解雇を容易にし、求職の努

力と福祉手当をより強く結び付けま  
した。

改革以降の労働市場の発展は目覚ま

しいものでした。雇用者数は、2005年
末の3,900万人から過去最高の4,210万
人まで増加し、失業率は、12.1%から、

2014年5月までに東西統一後で最低とな

る6.7%まで低下しました。こうした数

値は確かにすばらしいのですが、改革の

批判者は、新規に創出された仕事の質が

やや低く、手作業での仕事や低賃金の仕

事に集中しているとしています。この主

張には、正しい部分もあります。例え

ば、いわゆる労働者派遣業者の従業員数

は、労働市場開放後に著しく増加してい

ます。

こうした批判への対応として、ドイ

ツ政府は現在、連邦最低賃金を導入し、

特定の種類の従業員の退職年齢を早める

議論など、アジェンダ2010の改革の精

神から若干後退しています。
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02_ドイツとスペインの失業率
2005年以降、ハーツ労働市場改革にも支えられて、
ドイツの失業率はほぼ半分まで低下しました。世界
金融危機後、スペインの失業率は前回のピークを
はるかに上回り、25%以上の水準にまで急上昇しま
した。明るいニュースは、ここ数ヵ月間、改善の初期
の兆しが見えていることです。
出所： データストリーム, クレディ・スイス

2012年のスペインの労働市場改革

ドイツでは労働市場改革に関する合意に

数年間を必要としましたが、スペイン

では、ユーロ危機によって、それに相当

する路線を歩むよう迫られました。中で

も、重要なイニシアチブとされたのは、

2012年に発表されたスペインの労働市

場改革です。この改革は、労働コスト

に大きな影響を与えました。確かに、

OECDは、2011年第4四半期から2013年
第2四半期の間に単位労働コストは3.9%
減少しましたが、その半分以上が労働市

場改革に起因する、と試算しています。

重要な調整の1つが、例えば退職金を削

減し、企業による労働力の規模の調整に

一層柔軟性を与えるなど、企業による雇

用だけでなく、個人の求職活動の両面で

のインセンティブの改善でした。しか

し、改革は（高い）期待には届かないも

のでした。私たちは、労働市場改革につ

いて、正しい方向に向けた重要なステッ

プであると見ていますが、この問題に関

しては更なる進歩を見たいと願っていま

す。それでも、OECDは、この事業が、

特に中小企業において、毎月25,000人
の正規社員の雇用に責任を負うと推定し

ています。44ページでは、スペインの

中小企業2社について説明します。

順位(148ヵ国中)
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03_WEF国際競争力ランキングで
は、ドイツがトップ近くにある一方、
スペインは今も危機以前の水準を下
回る
過去8年間、ドイツは非常に競争力の高い経済とし
て評価されてきており、その間の順位に大きな変化
はありませんでした。スペインの競争力の順位は危
機以前の水準から下落していますが、2012年の改
革とマクロ経済の安定性が改善したことから、順位
は再び上昇するでしょう。
出所：WEF, クレディ・スイス
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01_競争力指数
ECB（欧州中央銀行）は、競争力指数を発表してい
ます（指数が低い程競争力が高い）。ドイツの競争
力は、2005年のハーツ改革以降、改善しています。
スペインの競争力は、ユーロ圏に参加して以来悪化
していましたが、景気後退時より、また改革後の期
間で改善しました。以来、スペインはドイツとの比
較で巻き返しを図っています。
出所：ECB, データストリーム, クレディ・スイス
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ドイツ スペイン 
総合的な競争力の順位 総合 4位。類似の革新主導型経済国と順位は概ね同じです。政府

による規制（税および労働市場）の負担は、やや問題のある点として挙
げられます。改善すべきもう1つの分野は、投資家保護の強さです。

総合35位と、危機以前の順位（29位）を下回るものの、2011年
の42位からは改善しています。

1   制度 総合15位。類似の革新主導型経済国と順位は概ね同じです。
政府による規制（税および労働市場）の負担は、やや問題のある点
として挙げられます。改善すべきもう1つの分野は、投資家保護の強
さです。

総合58位と、政府支出のより効率的な使用、政府規制の負担
の軽減、また少数株主の利益の保護の強化によって、総合的な競争
力の順位が更に向上するきっかけになる可能性があります。

2   インフラの構造 総合3位と、非常に評価が高く、他の革新主導型経済国の平均
を上回っています。当項目の中での唯一の弱点は、類似の国と比較
した電力供給の質と携帯電話の普及率に関するカテゴリーです。

総合10位と、非常に評価が高く、また、革新主導型経済国の平
均も上回っています。携帯電話の普及率向上が、総合的な競争力の
地位の支えとなるでしょう。

3   マクロ経済環境 総合27位と、他の革新主導型経済国を上回っています。現在、
対GDP比での政府債務が高水準にあることが、当カテゴリーでの
順位にマイナスの影響を及ぼしています。

総合116位。当然のことながら、この順位はスペインにおける景
気後退の結果であり、循環的な経済の向かい風が収まれば、ある程
度の順位の改善も可能です。もし、政府予算と政府債務が構造的に
削減されるなら、総合的な競争力の地位も向上するでしょう。

4   健康と初等教育 総合21位と、類似の革新主導型経済国と同水準にあり、初等教
育と平均余命で高得点となっています。

総合30位。改善しつつある初等教育の質によって、総合的な競
争力の順位が強化されるでしょう。

5   高等教育と訓練 総合3位と、他の革新主導型経済国を上回っています。研究・訓
練サービスのほか、職員訓練の利用可能度において高得点となっ
ています。

総合26位。教育制度と経済のニーズをより緊密に連携させるこ
とによって、総合的な競争力の順位が改善されるでしょう。特に、一
般的な高等教育システムと、数学および科学教育の面から、総合的
な競争力の順位を向上できる可能性があります。

6   財貨市場の効率性 総合21位と、革新主導型経済国と類似しています。税制と投資
へのインセンティブ（起業のためのプロセスを含む）が、より一層
経済の競争力を高めうる分野と認識されています。

総合63位。もし、より効果的な独占禁止政策が実施され、新規
事業開始までのプロセスが短期化され、減税が実施されるなら、総
合的な競争力の順位の改善が実現する可能性があります。

7   労働市場の効率性 総合41位と、革新主導型経済国と類似しています。国の総合的
競争力の順位を改善するためには、より柔軟な賃金決定のほか、退
職手当の減額を含む、より柔軟な雇用・解雇政策が必要になりま
す。

総合115位。2012年の労働改革によって、総合的な競争力があ
る程度改善される可能性があります。しかし、例えば専門的な人材
を集めるためには、より多くの努力が必要です。この項目が、スペイ
ンが更なる進化を見せる必要のある分野であることは確実です。

8   金融市場 総合29位と、その他の革新主導型経済国と類似しています。報
告書は、より柔軟な資金調達（融資へのアクセス、ベンチャーキャ
ピタル）およびより健全な銀行制度が、ドイツの総合的競争力を支
える可能性もある、としています。

総合97位。この総合順位は、銀行業界の循環的な回復ととも
に、ある程度改善する可能性があります。私たちの見解では、この分
野を適切に評価するためには、より通常に近い経済環境が必要とさ
れています。

9   技術面の下地 総合14位と、その他の革新主導型経済国と類似しており、海外
直接投資と技術移転の分野に改善の余地があります。

総合26位。企業により多くの技術の吸収するようインセンティ
ブを与えれば、総合的な競争力の地位は改善できる可能性がありま
す。

10   市場規模 総合5位と、その他の革新主導型経済国の平均を上回ります。 総合14位と、この分野でも、その他の革新主導型経済国の平均
を上回ります。GDPに占める輸出割合の更なる増加によって、順位
が上がる可能性があります。

11   ビジネスの洗練度 総合3位と、この分野でも、その他の革新主導型経済国の平均
を上回っています。

総合33位。「権限委任の意欲度」などのカテゴリーでの順位を
高めることで、スペインの順位を改善できる可能性があります。

12   イノベーション 総合4位と、その他の革新主導型経済国の平均を上回っており
ますが、科学技術の研究者数の点で、明白に若干のボトルネックが
あります。

総合34位。研究開発は、そのほか、高度な技術を持つ製品の政
府調達の分野とともに、スペインがまだ改善を必要とする分野です。

 革新主導型経済国

04_その他の要因も重要
労働市場の効率性の他に、多くのその他の要因も、国全体の競争力に貢献します。とりわけ、絶え間ない変化に対してオープ
ンであること、また、革新的な力を維持するために熱心に努力することが挙げられます。世界経済フォーラム(WEF )は、国の競
争力ランキングを10年以上作成してきました。12の要因によって全体的な競争力の順位を決定します。 
出所: WEF Global Competitiveness Report 2013–2014, Credit Suisse
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スペインの 
新興企業たち： 
小さくても精悍

スペインの中小企業は、明確な景気回復の兆しを目にしています。ここに挙げる２つの成功している企
業が、順調に業績を伸ばす秘訣について語ります。本当の熱心な努力、インスピレーションと（驚くま

でもないことですが）専門知識の他の重要な要因として、革新と輸出を挙げています。

文：アヴェリーナ・フリアス

写真：ロベルト・カステリ

中小企業（SME）にとって、経済危機の大きな教訓の1つは、市場のル

ールが以前とはもはや同じではない、ということです。今日の、絶え間

なく変化する複雑な世界では、市場で生き残り、中長期で競争力を維

持していくということは、企業がグローバルなビジョンと研究、開発、そ

して革新に向けた柔軟なアプローチを持ち続ける必要があるというこ

とです。ここにご紹介する2社のスペインで最も優秀な中小企業は、互

いに非常に異なる分野を基盤としていますが、景気回復のための基本

的な秘訣には、２つの重要な要素がある、と両社とも証言します。その

２つの秘訣とは、輸出と革新であり、これらは互いに依存しています。１

つは、社内での開発に焦点を当てたもので、もう１つは、海外への事業

拡大の促進に焦点を当てたものです。この2つのアプローチを1つの共

通目標達成の方向に合わせる中で、これらの企業では、経済危機があ

ったにもかかわらず、成功の扉を開くカギを上手に獲得してきました。

中小企業　事例1アヴァンツァーレ（AVANZARE）
従業員：35人
輸出：40ヵ国
輸出量：総生産量の50%
地域：ラ・リオハ州
都市：ログローニョ、ナバレーテ
創業からの年数：10年 (2004年創業)

中小企業　事例2インプレーザー(IMPLASER)
従業員：40人
輸出：20ヵ国
輸出量：総生産量の17%
地域：アラゴン州
都市：サラゴサ、アルファハリン
創業からの年数：16年 (1998年創業)
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 中小企業　事例1
アヴァンツァーレ

「私たちの目的は、『2倍の拡
大』です。国内の売上を20％増
加させ、海外の売上を80％増加
させます。当社製品の輸出は、当
社にとって、今後も主要な焦点と
なります。」
アヴァンツァーレCEO　フリオ・ゴメス 
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従
業員わずか35人の中小企業にと

って、経済危機が既に過去のもの。

そう聞かされても、スペインの人々

は、にわかには信じられないでし

ょう。ここでご紹介する若い企業

の市場経験はわずか10年ですが、

景気回復の兆しはますます明確に

なりつつあります。今年に入ってこれまでに、アヴァ

ンツァーレは販売および生産レベルを昨年同時期より

も拡大させ、2014年末までには更に50%増を見込んで

います。同社製品の輸出と革新への絶え間ない投資と

いう秘訣によって、アヴァンツァーレは成果を獲得し

てきました。

アヴァンツァーレは、スペインで最も革新的な中小

企業と見なされており、また、この分野では欧州で有

数の企業です。アヴァンツァーレの主要な活動は、グ

ラフェン（多目的に使用できる炭素の一形態）の販売と、

ナノ材料、ナノ複合材料およびナノ粒子の製造です。

これらナノ粒子は、自動車、航空、繊維、木材、製

紙、プラスチック、ゴム、建設および包装業界で生産

され、日常的に使用される最終製品の更なる仕上げに

使われる、化学修飾された材料を製造するために使用

されます。

こうして、アヴァンツァーレは「ナノ・インターメ

ディアリ－（仲介業者）」として活動し、また、グロー

バル市場での競争力を維持することができます。アヴ

ァンツァーレCEOのフリオ・ゴメスは、同社の活動が、

製薬業界において、医薬品になる製品や材料を供給す

る仲介業者に似ていると説明します。

アヴァンツァーレは、国内の商品または製品を輸出

することで、いかにスペインにおける経済危機の影響

が弱められてきたかを示す分かりやすい例です。危機

が最悪期を迎えた2009年には、同社の市場の99.5%が

海外にあり、アヴァンツァーレが主に輸出向けの開発

を開始する理由となったのです。

ICEX (スペイン貿易投資庁、スペイン企業の国際

化を促進する政府機関)提供の輸出・投資プログラムの

おかげで、アヴァンツァーレは、国際フェアで初めて、

産業規模でのグラフェンの利用を提示することができ

ました。その後、アヴァンツァーレは、初めは米国、

そして北ヨーロッパおよびアジアなど、40 ヵ国を超え

る国々に事業を拡大していきました。

2013年、輸出販売の増加によって、アヴァンツァ

ーレは従業員の基盤を20%拡大することができました。

スペイン政府の労働改革によって、企業が労働力をよ

り柔軟に調整できるようになっていました。企業全般

を対象とする新しい雇用推進策はアヴァンツァーレに

も役に立つもので、新しい仕事を若い検査員や研究者

に提供することができました。

製薬業界ではよく見られるように、アヴァンツァー

レの予算の35%は研究開発に向けられています。世界

レベルで競争力を維持するために、また、マーケット

シェアを握っていくためには、これがカギとなります。

現在まで、この市場は、従業員数5万人以上という化

学大手企業に独占されてきました。

2

1

1アヴァンツァーレの予算の約35%が研究開発に向けられている。2アヴァンツァーレは、「ナノ

仲介業者」の企業として、ナノ粒子によって化学修飾された材料を製造している。それらは、日常

生活に使用される最終製品の更なる発展のために用いられる。3 2013年の海外売上高の増加

によって、アヴァンツァーレは社内に新しい仕事を創出することができた。4グラフェンは、純粋

な炭素の一形態で、高効率な放熱特性と優れた電気伝導特性を有する。非常に強くて軽い素

材である（鋼鉄の100倍の強さ）。5アヴァンツァーレの輸出先は40ヵ国以上にものぼる。



グローバル・インベスター1.14 —47

3

4 5



グローバル・インベスター1.14 —48

 中小企業　事例2
インプレーザー

「今やっていることと同じことを
これからの10年間もするだろう
と想定することはできません。
世界の動きは速く、歩みをとめて
しまうと、戻ることは非常になる
可能性もあります。」
ハビエル・アリラ、品質・生産部長

2
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イ
ンプレーザーは、1998年にサラゴ

サにて設立されました。それから

ずっと、この小さな会社は、規模

ではなく、経営課題へのアプロー

チの面で、「大企業」になろうと

努力してきました。スペインでの

経済危機の影響を切り抜ける際、

インプレーザーの助けとなったのは、責任感のある行動、

そして長期ビジョンの維持、という2つの原則でした。こ

の過程において、インプレーザーは完全な改革と変革を実

施したのです。

インプレーザーはスペインで有数のシルクスクリー

ン印刷の企業です。同社では、文字、画像やイラスト

を金属や平らなプラスチック素材への印刷のほか、光

輝性製品も製造しています。こうした光輝性製品の開

発と応用において、インプレーザーは、競争の激しい

グローバル市場での成果を利用してきました。

インプレーザーは、光輝性LED（発光ダイオード）の

ハイブリッド技術を、個々の緊急・安全標識のほか、

建物、工業プラント、鉄道・高速道路のトンネルなど、

より高度な広範囲での設置におけるシステムの全体に

も利用しています。

これらの製品の開発によって、インプレーザーは輸

出に力を入れ始め、ICEX（スペイン貿易投資庁）が提供

した「PIPE2000」プログラムを通して、2005年に開始

したプロセスに取り組むことになりました。

インプレーザーによると、同社の拡大の初期段階が

2009年の経済危機のピーク時と一致したため、困難で

長くコストのかかるものだったそうです。しかし今で

は、その努力が実を結びつつあると実感できています。

品質・生産部長のハビエル・アリラは、インプレー

ザーの総売上高の17%を占めるのは海外市場だと述べ

ています。同社は、2014年には更に20%の増加を予想

しています。

過去5年間、インプレーザーは主要市場を欧州、ア

ジア、中南米とし、輸出を5大陸・20 ヵ国に拡大して

きました。

同社にとって決定的な要素となったのは、よりダイ

ナミックなアプローチをとることで経済危機を乗り越

えたことだ、とアリラは語ります。インプレーザーは

海外市場向けに同社製品を調整することに重点的に投

資しました。また、同社は、不安定な国内市場での事

業を改善するため、並行のラインを創出し新技術や研

究に投資するなど、代替戦略も活用しました。

こうした戦略によって、同社は主に女性と若者のた

めに新しい仕事を創出し続けることが可能になりまし

た。インプレーザーの従業員数は、2009年の34人から、

2014年には40人となり、前進しました。

この小さく「大きな」企業では、景気回復が視野に入

ってきています。そして、明るいニュースの源は主に

海外市場ではあるものの、インプレーザーにとっては、

同社の内からの改革に対するダイナミックな経営ビ

ジョンなしには、これが実現不可能だったことは明白 
です。

1

1インプレーザーでは、文字、画像やイラストを金属や平らなプラスチッ

ク素材への印刷のほか、光輝性製品も製造している。2インプレーザー

では、2,000 m2の工場、設備および倉庫スペースを完備。海外市場向け

に製品を調整することに重点的に投資してきた。
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3

3光輝性とは、物が光を可視スペクトルから吸収し、その後しばらくの間、完全な暗闇の中で光を放出するか光ると

いう化学的な効果を指します。4輸出プロセスでは、始めから最後まで、非常に注意深い資源計画や管理が必要と

されます。5革新を伴う課題に立ち向かう態勢を整えるため、インプレーザーは専門的技術職のための新しい仕事

を創出しました。6柔軟な勤務体制をとっており、従業員の60%は女性です。これらは、インプレーザーにおける優

れた経営方針の一部です。
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4

5

6

 ここに掲載している特定の製品、プロセスまたはサービスは、いかなる場合にも、クレディ・スイスまたはその従業員による承認、推奨、または選好に該当せず、また意味するものでもありませ

ん。クレディ・スイスまたはその従業員のいずれも、明示的、黙示的にかかわらず、いかなる公開された情報もしくはプロセスの正確性、完全性または有効性を保証するものでもなく、または、一切

の法的責任もしくは責任を負うものでもありません。
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欧州のエネルギー輸入依存度
（2012年）

石油製品  ガス 全エネルギー 固体燃料

全エネルギー消費量に占める輸入の割合（%）
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42

エネルギー資産全般で依存度は高水準にあり
ます。取引可能性が限られることから、ガス
は供給途絶に最も敏感です。 
出所：ユーロスタット

カタール

ナイジェリア

その他
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イラク

アゼルバイジャン

カザフスタン

原油と天然ガスの
輸入先構成(2013年)
最大の取引先は、原油・天然ガスともにロシア
です。しかし、ガスの輸入先は、原油よりもは
るかに少数の国からの供給に集中しています。
出所：欧州委員会, ユーロスタット
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石油掘削ゾーン
欧州における石油掘削ゾーン

シェールガス（2013年抽出)
シェールガス堆積盆 
禁止/一時停止中
許可
許可・認可証発行済みP

ガスパイプラインのルート
既存施設
計画中
インターコネクター（既存)
インターコネクター（計画中)
サザン・コリドー（南回路）

ロシア産ガスへの依存度

(全消費量の割合%)

0%: なし

1–20%: 低い

20–50%: 中程度

50–100%: 高い

LNG基地
輸入基地
（運転中）
輸入基地
（建設中）

エネルギー節約の可能
性（2016年の消費量に
対する割合%）

再生可能エネルギーの
割合%（全エネルギー
消費量に占める割合）

国

北アフリカにおける政治的リスク

2010～13年に起きた政治的暴力
（戦争、民間人殺害、暴動、
抗議、採用活動）に関わる出来
事の件数

北米のエネルギー輸出

シェールガスの探鉱成功を受けて、欧州にお

けるエネルギー安全保障に米国が貢献すると

の期待が高まりました。しかし、最近も議論

されてはいるものの、米国からの原油輸出は

大半が禁止されています。野心的な液化天然

ガス（LNG）の輸出業者も、いまだ米エネル

ギー省から時間のかかる過程を経て許可を得

る必要がある状態で、米国の輸出インフラは

まだその緒についたばかりです。

欧州におけるエネルギ
ー安全保障の展望
エネルギー依存は、古くからリスクとして知られています。欧州では、必要とされる全エネルギー量の半
分以上を輸入しています。更に、欧州では、原油輸入量の3分の１近く、また、天然ガス輸入量の5分の２
を、ロシア１ヵ国からの供給に頼っています。他の選択肢にはどのようなものがあり、また、実行可能性
はどれ程あるのでしょうか？
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北米のエネルギー輸出

シェールガスの探鉱成功を受けて、欧州にお

けるエネルギー安全保障に米国が貢献すると

の期待が高まりました。しかし、最近も議論

されてはいるものの、米国からの原油輸出は

大半が禁止されています。野心的な液化天然

ガス（LNG）の輸出業者も、いまだ米エネル

ギー省から時間のかかる過程を経て許可を得

る必要がある状態で、米国の輸出インフラは

まだその緒についたばかりです。
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ウ
クライナ危機の存在にも関

わらず、欧州がロシアとの関

係を再考する中で、エネル

ギー安全保障の問題および

非対称的なロシアへの依存関係が中心の話

題となっています。欧州の回復がまだ脆弱だ

った頃、緊張が高まる前でさえも、エネルギ

ーの将来は優先順位の高い項目でした。米国

でのシェールガスの出現以来、米国産天然ガ

スの相対価格は、その他の国と比べて、大幅

に下落しました。欧州の生産者や消費者が直

面するエネルギー価格上昇の全体的な影響

と併せて、米国製造業の復興は、一部の人々

に、欧州の競争力の低下が欧州の回復への深

刻な脅威になる、と思わせました。しかし、ど

のようにすれば依存度を低下させることがで

きるのでしょうか？

新たな供給源：パイプラインという幻覚

2008年にロシアを迂回するパイプラインのネ

ットワーク『サザン・コリドー（南回路）』が提

案され、西欧では供給の多様化がもたらされ

たと部分的に受け止められています。しかし、

これは複雑な計画で、すぐに建設されるかど

うかは不明です。サザン・コリドー計画の重要

なプロジェクトの1つ、ナブッコ・パイプライン

は欧州とカスピ海域の天然ガスとを結び付け

ようとするものですが、2013年に停止されて

います。一方、サウスストリームにも問題はな

いわけではありませんが、比較的進んだ段階

にあり、まだ進行していく可能性があるように

見えます。ですから、パイプライン・システム

の延伸によってエネルギー供給の不確実性が

解決される可能性は低いです。加えて、欧州

連合が特定する潜在的なパートナーシップの

多くは広範囲にわたる不確実性リスクに晒さ

れる可能性があります。主要なエネルギー資

産を持つアフリカでは、深刻な政治的リスク 
（地図参照）を伴う可能性があります。同程

度の資源が眠る中央アジアでは、容易に東側

に向き、今後需要が強く伸びると見られる中

国やその他のアジア諸国に供給していく可能

性があります。欧州ガス市場での流動性の低

さが、取引可能な液化天然ガス（LNG）のた

めのグローバルなインフラの創設によって、

時間をかけて補われるだろうとの期待は高い

です。欧州では、いくつかの輸入基地が現在

建設中です（地図参照）が、将来の米国から

の供給も含めて、世界的な輸出余力の進展は

まだこれからといえます。

欧州シェールガスの捉えどころのない可能性

欧州の天然ガスの輸入依存の問題に対する

明白な解決策は、膨大と考えられるシェール

ガス資源の域内での開発になるでしょう。米

エネルギー情報局（EIA）によると、欧州には 
り、これは世界のシェールガス埋蔵量の10％

01_太陽光発電の累積設置容量(単位：ギガワット)
太陽光発電の設置は2020年まで高い成長率で伸びると予測されています。  
出所：European Photovoltaic Industry Association
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02_欧州における原子力発電所設備容量(単位：メガワット)
原子力発電は欧州では政治的に人気がない一方で、新興市場では新設されつつあります。  
出所：World Nuclear Association
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出所：IEA



グローバル・インベスター1.14 —55

に相当する。これは、欧州の現在の天然ガス

需要の35年分以上を賄える量です。北米にお

けるシェール革命の画期的な成果から、必要

な技術とノウハウは提供されています。にもか

かわらず、米国同様の成功への道を欧州で歩

もうとする場合、大きな障害が立ちはだかっ

ています。今日まで、広範囲での開発は、主

に、主要な抽出方法である水圧破砕に関する

環境面での懸念から阻まれてきました。欧州

において、最近、探査やシェールガス鉱区の

計画的な認可に関する税制上の優遇措置な

どの政府から追加支援を受けた唯一の国は、

ポーランドとルーマニアでの初期のシェール

ガス探査を除いては、英国のみです。

欧州は米国ではない

欧州の地質条件から実際にシェールガスの商

業生産が可能になるかどうか、また、妥当な

コストで採掘可能な埋蔵量がどれ程なのか

は、まだ判明していません。米国と比較する

と、欧州では人口密度がより高く、輸送・処理

施設などのインフラの整備水準が低く、また

土地所有の構造が異なることから、更なる課

題を考慮する必要があります。供給に対する

不安から、他の国が英国の例に倣い、非在来

型のシェールガス資源に対する自国の戦略を

再考する可能性もある一方、商業開発には時

間がかかり、2020年までに実現する可能性は

低いです。

再生可能エネルギーが引き続き一翼を担う

投資家はしばしば、さまざまな代替エネルギ

ーに関する政策の不確実さについて苦言を呈

してます。実際、政策立案者たちたちは、短

期的なメリットという点では天然ガスや石炭で

さえもが代替エネルギーに勝ることから、風

力や太陽光への支持を表明しにくいと感じて

います。しかし、太陽光発電のコストは一貫し

て下落しつつあり、また、共通基準エネルギ

ー原価（単位発電電力あたりの所要コスト）と

いう点でコスト競争力も持つようになってきま

した。加えて、欧州での発電に大きな役割を

果たしてきた原子力（図表2参照）はいまだ不

人気と考えられており、新規案件の資金調達

は大変困難になっています。従って、再生可

能エネルギーは、引き続き、エネルギー供給

および排出の不確実性に対処するための欧

州の戦略の不可欠な部分となる可能性があり

ます。EUは、全エネルギー消費量に占める再

生可能エネルギーの割合を、今日の14. 2%か

ら2020年には20%にまで増加させることを

約束しており、また、2030年までに更に27％
までの引き上げを計画しています。これらの

目標は、確かに野心的なものですが、こうした

目標に真摯に取り組まないという選択肢がほ

ぼ存在しないことも明白です。

マーカス・スティエリ

ファンダメンタル・マイクロ・テーマ・リサーチ部長

+41 44 334 88 57
markus.stierli@credit-suisse.com

マティアス・ミュラー

エネルギー・リサーチ

+41 44 332 87 20
matthias.mueller.3@credit-suisse.com

ニキル・グプタ

ファンダメンタル・マイクロ・リサーチ

+91 22 6607 3707
nikhil.gupta.4@credit-suisse.com

政策協調の事例

欧州は、新たなエネルギーの供給源のみに依

存する訳にはいかないことをこれまで論じて

きました。欧州は、コントロールできている分

野に焦点を当てるべきです。まず、政策立案

者たちは分断されているエネルギーのネット

ワークの非効率性に取り組むべきで、汎欧州

のエネルギーの輸送・貯蔵インフラに投資す

る態勢を整えるべきです。第2に、エネルギー

効率向上のための対策がエネルギー保証の

核心を成し、真剣に取り組む必要がありま

す。長年、エネルギー消費の予想は、効率性

の向上を織り込んできており、欧州はこれに

失敗するリスクを負うことはできません。真の

政策協調なしには、欧州の加盟国は、短期の

エネルギー市場の混乱、またその結果である

エネルギー価格の高騰に対して、脆弱なまま

になるでしょう。

04_欧州の天然ガス供給構成
パイプラインによる輸入量に占めるLNG輸入量の割
合は、引き続き小さなものとなるでしょう。ただし、供
給停止が起きた場合には、極めて重要な役割を果た
す可能性もあります。
出所：ユーロガス, Wood Mackenzie

百万石油換算トン

03_国際ガス取引の新ルート
中国と欧州がけん引するガス需要の増加は、米国、
オーストラリア・ニュージーランド、ロシア、アフリカ、
中央アジアの5つの主要地域からの輸出増によって
満たされる必要があります。出所：ユーロスタット

天然ガス取引における増分  
2015～20年(10億立法メートル)
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欧州通信業界では投資
の準備が整っている
「軽い」規制とEUの「単一市場」イニシアチブは、欧州の通信インフラにおける 
統合と投資の促進を目的としています。

現在、欧州28ヵ国内で、70社以上の通信会社がサービスを提供しています。
これとは対照的に、米国で事業を行なう通信会社は20社以下となっています。

欧州では、この分断された、競争の激しい環境によって、企業の将来技術への投資が妨げられ、
一部の事業モデルが、新しく破壊的な技術に対して脆弱なまま残されてきました。

米国 

20社
通信事業者

欧州

70社
通信事業者
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特
定の構造的な力が統合を促

し、同時に世界的に資金調

達コストが低く、経済回復に

ける信頼感が高まりつつあ

るこの環境は、欧州通信業界の買収・合併

（M&A）ブームが続くことを示唆するもので

す。この環境は、企業にとって、キャッシュを

投入し、投資利益率（ROI）を改善させるイン

センティブとなっており、また、M&Ａはこれを

達成するための1つの方法です。今年に入って

から今日まで、通信業界は世界的にも最も活

発なセクターで、2,200億ドル以上の取引が行

われています。これには、歴史上で最大級の

取引である、2013年のボーダフォンによるベ

ライゾン・ワイヤレス株の1,300億ドルの売却

は含まれていません。世界のM&Ａ取引額を押

し上げている要因を越えて、欧州の追伸業界

の統合には、追加の推進要因があると私たち

は見ています。私たちは、EUの「単一市場」へ

のイニシアチブが、業界内の統合と投資を刺

激すると考えます

統合を必要としているEU通信業界

現在、欧州28ヵ国内では70社以上の通信会

社がサービスを提供していますが、これとは

対照的に、米国で事業を行なう通信会社は

20社以下となっています。欧州では、この激

しい競争環境によって、企業の将来技術への

投資が妨げられ、一部の事業モデルが、新し

く破壊的な技術に対して脆弱なまま残されて

きました。スマートフォンの普及とモバイル・

インターネットの新時代の先導役となった

iPhoneが2007年に発表されて以来、通信業

界内で生み出されるフリーキャッシュフロー

（FCF）は、550億ドルから、2013年には

320億ドルに減少しました。欧州の９大通信

事業者の時価総額（EUの通信業界の時価総

額合計の87%を占める）は、アップルの時価

総額が3,200億ユーロ増加したのと同じ期間

に、2,200億ユーロ減少しました。利益率の

高い音声・SMSの売上は、WhatsApp などの

モバイル・インターネットのアプリによって破

壊されています。構造的な変化に加えて、経

済環境の弱さ、競争の激化と規制の影響 
（例：携帯電話の着信料の低減とローミング

料金の撤廃）も収益への向かい風となり、収

益を押し下げる要因となっています。

EUの動きがM&Aと投資の引き金の引き金に

EUの通信当局は、2013年３月に単一市場イ

ニシアチブを発表しました。

「欧州の通信セ
クターに

は、BMWのよう
な会社がもっと
欲しい。フィアッ
トのような会社
ではなく。」

ネーリ・クロエ
欧州デジタルアジェンダ担当委員

01_欧州の通信事業者の市場価値は、スマートフォンとモバイル・インターネットから打撃を受けている

iPhoneの発表はスマートフォン時代の先導役となりました。従来の収益源は追放され、EU通信市場の価値は大幅に減少させられました。 
最近のＥＵのイニシアチブは、業界のバリュエーションの回復を助けています。 
valuation to recover.  出所：データストリーム, クレディ・スイス

 アップルの時価総額  欧州の従来型通信企業5社の自家総額  欧州におけるスマートフォン普及率（右軸）
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このイニシアチブは、経済で重要な役割を果

たし、欧州では競争力のある地位と最先端の

インフラを維持するための投資を必要として

いる通信業界を強化する必要性に焦点を当

てました。固定電話事業のための、いわゆる

軽い規則のアプローチは、ブロードバンドの

インフラへの投資を刺激し、欧州通信市場に

おける統合に余裕を与えるよう、意図されて

います。規制の影響はすぐに現れ、ほぼ全て

の欧州通信事業が設備投資の予想を引き上

げました。この増加は、将来技術への投資

は、投下資本に一層高いリターンをもたらす

はずだ、という企業の信頼感を反映していま

す。一部に、消費者側の価格上昇を懸念する

声もありますが、私たちは、将来技術への投

資にインセンティブを与えようという政治的

意思が、欧州の回復を助け、今後5年間で徐

々に欧州通信事業者の株式の再評価につな

がる可能性がある、と考えます。

回復により600億ユーロが生まれる可能性

ローミング料金撤廃やネットワークの中立性

など、多くの不確実な要素は残るものの、ＥＵ

の通信事業者は、既に、自分達をよりビジネ

スのしやすい環境に位置付け始めていま

す。M&A活動は著しく増加し、国内での統合

は既にオーストラリア、アイルランド、フランス

04_市場回復の潜在価値（単位：10
億ユーロ）
国内の統合による市場回復の価値は、価格上昇の
可能性、売上の増加とコスト面でのシナジーによっ
て決まり、EBITDAとＦＣＦの生成にプラスの影響を
与えます。出所：Arthur D. Little, クレディ・スイス

02_欧州のM&A活動は主に通信業
界がけん引する
2014年の世界のM&A活動には、一面記事レベルの
大きな取引が数多くあり、取引金額合計が数年来の
最高額になるなどの特長があります。欧州での取引
金額の回復が特に目立ちます。
出所：ブルームバーグ, クレディ・スイス

05_欧州のワイヤレス機器市場は、アジアと米国を上回って成長する
欧州の通信会社は、設備投資を大幅に増やしてきました。ネットワークの質に関する投資は、規制のより少
ない、より統合された市場の中で成果をあげると予想されます。出所：企業データ, クレディ・スイス

03_欧州通信業界内で生み出され
たFCF（フリーキャッシュフロー） 
（単位：10億ユーロ）
ＥＵ内の通信市場の87%を占める、９大通信事業者のデータ
に基づき作成

業界の生み出すフリーキャッシュフローの減少を受
けて、政策立案者たちは対応を迫られました。競争
的な欧州の業界地図においては、最先端の通信と
インターネットアクセスが、重要な要素となり 
ます。出所：企業データ, クレディ・スイス
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で進められています。本稿執筆の時点で、E-
プラスとテレフォニカ・ドイチェランドの合併

が認可され、また一方では、スペイン, イタリ

アや他の欧州諸国では、まだ統合が予想され

ています。固定電話事業も、統合のトレンド

に関与しています。例えば、ボーダフォンは、

最近カベル・ドイチェランドとオノの2つの固

定電話会社を買収し、ドイツ、スペインにおけ

る同社の統合的なサービス提供を向上させ

ています。私たちの予想に基づく試算では、

統合によるコスト面でのシナジーと、市場で

の価値創造の合計は、600億ユーロをも超え

る可能性があります。
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投資家のためのノウハウ

 評価
 とリスク
バリュエーションは厳密には科学ではなく、仮定を設定することなしに、資産が公正に評価されているか
どうかを正確に査定する唯一のアプローチは存在しません。時には、市場はファンダメンタルズよりも流動
性やセンチメントに動かされますが、そのような時こそ、詳しい調査に基づくバリュエーション分析が、投
資家に機会を発見させ、リスクを回避するために、最も役立ちます。

資産の公正な価値とは何でしょうか？この質

問が、資産の本質的価値を特定し、ミスプライ

ス（価格誤差）から利益を得ようと試みる、何

十億ドルもの産業の創出を駆り立ててきまし

た。バリュエーションの手法は数多く存在しま

すが、その中でも、ディスカウンテッド・キャッ

シュフロー（DCF）法と、相対的株式評価法が

最も一般的に使用されています。どの方法も、

何らかの原理を共有していますが、結果は非

常に異なる場合があります。

最も一般的に使用される方法は、証券の

市場価格を他の資産の価値と比較する、相対

的株式評価法です。証券価格は、収益や簿価

など１つ以上の変数を使って標準化されます。

収益などの数値は比較的変動しやすいので、

これを採用する一部の実践者は、平均値や予

想値を使うことを好みます。シラーPER（株価

バリュエーション

>

収益率）は、実際の収益の10年分の平均を使

用します。バリュエーション・マルチプルは、し

ばしば、その証券自体または比較対象企業 
（コンパラブル）の過去の値と比較されますが、

設定の期間によって、矛盾する結果となる可

能性があります。例えば、本稿執筆の時点

で、S&P500の12ヵ月先予想ＰＥＲは、10年平

均をはるかに上回っておりますが、20年平均

とは同程度となっています。

この種の分析が本質的で分かりやすい面

がある一方、基本的な状況が長期間変化せず、

他の資産は公正に評価されている、と仮定し

ていることから、本質的な限界があります。加

えて、バリュエーションがすぐに平均回帰をす

るという保証もありません。シラーPERは、過

去20年間のうち96%の期間中、144年間の平

均を上回ってきました。比較可能な資産（コン

パラブル）がいつでも見つかるとは限らず、マ

ルチプルが異なれば、結果が矛盾することも

あり、また、証券を割安とするか割高とするか

には、主観が大きく関わります。

もう1つの一般的な方法論は、ディスカウン

テッド・キャッシュフロー（DCF）モデルで、こ

れは、資産の「本質的価値」を、それが生み出

す予想キャッシュフローで割り引いて推定する

というものです。利点は、DCF法が多目的に使

用でき、さまざまな資産（例：非公開資産）、

市場状況（例：流動性）、文脈（例：企業合併）

や投資期間に合わせて、適用することができ

ることです。

短期国債や債券などの一部の資産のキャ

ッシュフローは、比較的確実性が高いですが、

株式などその他の大半の資産では、そうでは

ありません。後者の場合、投資家は、仮定を設

定して予想しますが、その仮定は複雑に、また

大きく変化しうるものです。代わりに、将来の

キャッシュフローに一定の成長率を適用する

ことも可能で、これは資産クラスのレベルの予

想、または非常に長期に渡るキャッシュフロー

の場合に使用されます。

DCF法のもう１つの要素は、割引率で、こ

れは金融理論の中核にあり、また、リスクに対

応した資産の予想収益率を表します。割引に

は2つの主要な仮定が反映されています。1つ
は、キャッシュフローが時間とともに価値を失

うこと、もう１つは、投資家がリスクの高いキャ

ッシュフローよりも、より安全なものを選好す

ることです。この割引率について、決定的な答

えを提供するモデルは1つもないことから、こ

の予想は、いささか、金融業界における「聖杯」

のようになってきています。資本資産価格モデ

ル（CAPM）は、資産評価法として最も人気の

あるアプローチで、考案者はノーベル経済学

賞を受賞しています。これは、ある資産の期待

リターンが、リスクフリーレート、多様化された

（市場）ポートフォリオのリスクプレミアム、
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01_米国での株式の実質リターン
バリュエーションの査定方法として支持されているのは、市場レベルを、潜在成長力と関連づけられる長期トレンドと比較するものです。株式がそのトレンドから
大幅にかい離した時は、買いまたは売りのシグナルが発せられます。市場はそれらの水準に長くとどまる場合があるため、モメンタムも織り込まれます。戦争や経
済不況は、市場の潜在的なレベルに恒久的なマイナスの影響を与えることがあります。これは、過去からの推定が常に正しいとは限らないことを意味し 
ます。出所：データストリーム, CS Global 戦略/IDC

02_米国の割引率（1976年１月～2014年６月)
予想割引率は、予想資本コストを導くために予想キャッシュフローを使用することから、キャッシュフロー分析と相対的株価評価を組み合わせたものとなります。
クレディ・スイスHOLTの割引率も、インフレ率および様々な会計基準を織り込んでおり、これによって、力強いバリュエーション・ツールとなています。
出所：クレディ・スイス HOLT
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債券のスプレッド

ソブリン債のスプレッドは、政府により発行

された利回りと、それよりも高いまたは低い

格付けの利回りとの差です。例えば新興市場

のものなど、低い格付けの債券では、債務の

購入に関わる追加リスクが認識され、利回り

は高くなります。スプレッドの拡大または縮

小は、中央銀行の政策や経済成長の見通し

の違いに関する認識を反映している可能性が

あります。

債券の利回りには、主に2つの要素があり

ます。金利リスクと信用リスク（その他、流動性

リスクが少 ）々です。一部の投資家はあらゆるリ

スクを喜んで負いますが、金利上昇が予想され

る時は、債券価格は下落し、投資家はヘッジま

たは債券のロング－ショート取引によって（また

は、債券とクレジット・デフォルト・スワップの

組合せによって）、金利リスクを取り除こうと

し、また実行する可能性があります。

このような手法によって、投資家は信用リ

スクのみにさらされることになります。

そしてこのポートフォリオに対するこの資産の

リスクの寄与度（β（ベータ）として知られてい

ます）の３つから成る関数であると仮定するも

のです。

実際には、リスクプレミアムはしばしば過

去の実績から推定されます。クレディ・スイス

インベストメント・リターンズ・イヤーブックで

は、様々な資産クラスについて、20世紀初頭

以降のリスクプレミアムの推定値を掲載して

います。このイヤーブックによると、世界の株

式はリスクフリーレート（米国短期国債）を

4.3%上回るリターンを生み出し、一方、米国

株式は5.5%上回るリターンを生み出していま

す。実践者たちはしばしば、プラスまたはマイ

ナスの経済的なショックがバリュエーションに

及ぼし得る影響を理解するため、資産のリタ

ーンや利回りを長期トレンドと比較します。本

稿執筆の時点で、米国株式は1849年以降のト

レンドを僅かに上回っていますが、大きく上

回ってはいません。図１に示されるように、株

式は10年間に渡ってずっと、トレンドを上回り、

または下回り続けることもあります。

一部のバリュエーションの方法論は、資産

のプライシングの問題を逆に適用することで

割引率を推定しています。つまり、資産の公正

な価格を推定する代わりに、割り引かれたキ

ャッシュフローがその資産クラスの市場価格

に等しくなるように割引率を推定するのです（

図２）。単一の証券のレベルでは、これに調整

ｗ加えて応用することができます（クレディ・

スイスHOLTで使用されている方法です）。ま

たは、資産が公正に評価されているかを測り、

またシナリオ分析（クレディ・スイスのストラテ

ジストが選好する方法です）を実行するために、

その資産自体の過去の実績や、予想ボラティリ

ティやクレジット・イールドなど、その他の財

務上の変数と比較することも可能です。HOLT
の予想割引率の方法論からは、過去の平均に

比べて株式が現在割高で取引されているけれ

ども、国債との比較では割安だということが示

されています。

競合する方法論の中から選択することは、

ある程度の判断を必要とし、また、しばしばデ

ータの入手可能性によって決定されます。どの

方法も主観的な仮定を必要とするため、完璧

なバリュエーション法は存在していません。そ

れでも、これらの方法論を適切に活用し、その

限界を理解できる投資家にとっては、きわめ

て有効な手段となります。

文：ジェームズ・ギャビン

>

スプレッドの測定には、いくつかの技法が

あります。第1の方法は、利回り差、つまり、当

該のソブリン債間の差を計算するものです。

第２の方法は、いわゆるクレジット・デフォル

ト・スワップ(CDS)の差を使うものです。第１

の方法では、取引された価格を使用します。

例えば、10年国債は物理的に市場で取引され

ており、物理的な価格シグナルを提供します。

第２の方法はデリバティブです。

ソブリンCDS市場は、今や資本市場にお

いて主要な部分となっており、デフォルトに対

する保険を取り出すことで、個別のソブリン・

リスクを推定する手段を提供しています。つま

り、CDSの購入者は、ベーシスポイントで表さ

れるデフォルト・スワップ・プレミアムを支払い

ます。典型的に、CDSの取引高はより多く、よ

り急速に動き、そして時には市場のセンチメ

ントや市場でのプライシングをより良く反映し

ます。一方、債券は、特定の状況下で流動性

が高くなります。

格付け機関の役割：卵が先か、鶏が先か？

2014年に債券のスプレッドが縮小したのには、欧州の景気回復とともに、最悪期は脱したとの考えが広がっ

たことが関係しています。利回り曲線の変化は、投資家のセンチメントと、多くの人々が、困難な財政状況の

続く経済の中で、いかに利回りを切迫して求めているかについて、多くを語っています。

ただし、少なくとも、その強気の相場観の一部は、国際的な信用格付け機関であるムーディーズ、スタン

ダード＆プアーズ、フィッチの提供するシグナルに基づいています。信用格付けは、特に長期において、債券の

スプレッドに明確な影響を与えています。

ソブリン債の投資適格級は、しばしば、国際市場でのスプレッドの低さと関連付けられます。1997年から

2010年の間の、35の新興市場に関する研究の中で、国際通貨基金（IMF）は、投資適格級がスプレッドを、マ

クロ経済のファンダメンタルズから予想されるよりもはるかに大きく、36%減少させることを発見しました。

欧州の周縁国の利回りの減少は、例えばフィッチが、ギリシャやスペインのソブリン債のリスク格付けを

上げ、アイルランド、キプロス、イタリア、ポルトガルの見通しの改善を発表するなど、ポジティブな格付けの評

価に追従しています。

投資家は、よりリスクの高い借り手へのエクスポージャーをを減らすために、全市場に渡ってポートフォ

リオをリバランスし、格付け機関の評価を織り込みます。しかし、ここに卵が先か、鶏が先か？という問題が

あります。一般的に、信用格付けには時間がかかり受動的な性質があり、また、スプレッドの動きが格付け

の変更につながる傾向が、その逆よりも見られます。従って、スプレッドの変化は経済の根本的な改善に関

するシグナルの先行指標になる可能性があり、そして、最終的にはこれが格付けの変更に繋がります。

アントニオス・コウトソウキス

ファンダメンタル・マイクロ・テーマ・リサーチ

+44 20 7883 66 47
antonios.koutsoukis@credit-suisse.com
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スプレッドがユーロ圏の下降や上昇を追う

2014始めの数ヵ月間、ポルトガル、スペイン、

ギリシャ、イタリア、アイルランドといった欧州

周縁国と、ドイツなどのユーロ圏中核国との

間に見られた、ソブリン債スプレッドの縮小

は、以前困窮していたポルトガルやアイルラン

ドで回復が進行中だとのサインに対する、ポ

ジティブな投資家の反応を強調するもので 
した。

2011年に救済計画が開始されたポルトガ

ルでは、ソブリン債利回りが2013年末の

6.2%から2014年1月には5.3%に、更に㋄に

は3.5%に低下するという利回りの急落を経験

しました。ギリシャですら、4月に金融支援を

受けてから初めて債券市場に打って出た

際、5年債の発行で30億ユーロを調達しまし

たが、その際の利回りは5%未満でした。

投資家は、ユーロ圏周縁国の債券に移り、

ここ10年間見られなかった水準にまで利回り

を下げるのに一役買っています。5月初めに

は、10年イタリア国債は3%近くまで下落し、

過去最低値を記録しました。スペインの10年
債のクーポンは３％のラインを下回りました

が、アイルランドの利回りは最も大きく下が

り、5月初めには2.74%に達しました。

スプレッドの縮小の仕方は、投資家が今

や欧州周縁国の債務を保有するのに必要と

する利回りが低下していることを示していま

す。㋄初めに投資家がスペインの10年債に対

し要求したスプレッドは、同年限のドイツ国

債と比較した場合、6bp低下し、146bpとなっ

ています。これは2010年8月以来の低水準 
です。

投資家は進行中の経済復興に関するシグ

ナルとボラティリティの低下からヒントを得て

おり、センチメントは明確にこのプロセスの推

進役を果たしています。㋄5日、ポルトガル

は、3年間の救済計画を終了させる準備がで

きていると発表し、同国が金融危機からゆっ

くりと立ち上がりつつあることが示されまし

た。格付けの低い欧州のソブリン債への投資

を控えてきた多くの投資家が、何事があろう

ともこうした国々をサポートする、という欧州

中央銀行（ECB）のコミットメントを安心材料

と見ています。 
ファンダメンタルズの改善と投資家のセン

チメントの回復が混じり合い、ポルトガルやイ

タリアといった国々への配分を高める動きへ

と移行しています。投資家は利回りを追求し

ていますが、他に適切なリターンをもたらす

資産が存在しないことから、投資家のこの欲

求は、こうした国々を明確に市場へと押し戻

しています。例えば、ドイツのベンチマーク債

である10年債の利回りは、5月初めには

1.46%で、リスクに対する報酬としては低すぎ

る水準です。

また、投資家は、インフレよりも、デフレの

リスクが高い環境であることも見ていま

す。2014年初来の債券利回りの低下は、マリ

オ・ドラギ総裁の、インフレ率の更なる低下

を食い止めるために「従来型ではない施策」

が考慮されるかもしれない、との発言を受け

て、投資家が、ECBが紙幣を増刷する方に賭

けているという事実を部分的に反映してい 
ます。

しかし、欧州周縁国において、自国市場で

のソブリン債に対する投資家からのアペタイ

ト増加について、多少の証拠が存在していま

す。自分たちの負債と適合させるためにソブリ

ン債に依存するユーロ圏周縁国の保険会社

は、これらの市場で債券に重点的に投資して

いることが報告されています。

投資家層におけるシフトのスプレッドへの影響

ローカルの投資家層におけるシフトも、債券利回りの低下に影響している可能性があります。2014年2月の

IMFの研究によると、金融危機の期間中、海外への流出はユーロ圏周縁国の債券利回りを上昇させる圧力と

なっていましたが、一方、米国、英国およびユーロ圏中核国への海外からの流入は、債券利回りに下向きの圧

力をかけていました。国債保有に占める海外勢の比率の高まりは、統計的に、また経済的にも大幅な長期ソ

ブリン債利回りの低下と関連づけられます。

IMFは、世界金融危機の余波の中、海外投資家が増加したことで、米国、英国およびドイツの長期ソブリ

ン債利回りが、それぞれ35～60bp、20～30bp、40～65bp低下したことに寄与していると述べています。こ

れとは対照的に、海外投資家の流出は、スペイン、イタリアの長期ソブリン債利回りが、それぞれ110

～180bp、40～65bp増加したことに寄与します。IMFの研究は、長期金利を危機以前の水準に戻すには、海

外の投資家層が同様に「正常化」されない限り、マクロ経済、金融および財政面での債券利回りの決定要因

の「正常化」が不十分かもしれないことを提示するものです。

利回りの差がスプレッドを 
定義する

 
格付けも様々な国債間の利回りの差が、 

スプレッドを定義します。例えば、5月8日を取り 
上げると、ドイツ国債の利回りは1.47%でしたが、 

イタリアの利回りは3.02%でした。 
この155BＰの差が、格付けのより良いドイツに 
比較して高いと認識されるイタリア国債のリスク 
に対して投資家が望むプレミアム、またはスプレッ

ドを表しています。 

クレジット・デフォルト・スワップ
 

2008年の世界金融危機以前、ソブリンCDS市場
は、先進国のソブリン・リスクを正確に測るのに十
分な流動性を持たないと考えられていました。
リーマンショック後の環境の中、CDSの取引 
高は増加し、その認識に変化が起こりました。
国際決済銀行(BIS)のデータによると、ソブリン
CDSがCDS全体に占める割合は、金融危機の 

初期ではわずか6%でしたが、2010年の前半では
13%に増加しています。

危機の影響が最も大きかった周縁国において、 
ソブリンCDSのプレミアムは、最も急速に上昇 

しています。
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を上回る損失が生じるものもあります。価格が通貨変動に影響される米国預託証券（ADR）
などの証券に対する投資家は、このようなリスクを実際的に負うことになります。

委託手数料率についてはクレディ・スイス(CS)とお客様の契約により合意した内容に従い

ます。お客様とCSが相対で行う取引（店頭デリバティブを含む）については、売買代金の

みのお支払いとなりますがその場合、価格は買付価格（ビッド）と売付価格（オファー）

として値付けされ、両者には価格差（スプレッド）が生じることがあります。取引に関わ

る費用については、関連法令・規制等に従い取引に先立って合意されることになります。

関連する証券や金融商品のリスクおよび手数料については、ご購入前に契約締結前交付書

面等をよくお読みください。

仕組み証券は複雑な金融商品であるばかりか、一般に高いリスクを伴うため、そのリスク

を理解して受けいれることが可能で、豊富な専門知識を有する投資家のみを対象として販

売するものです。仕組み証券の市場価値は（直物と先物の金利および為替相場を含むもの

の、これに限定されない）経済面、金融面、政治面における変化、満期までの残存期間、

市場の状況およびボラティリティー、ならびに発行体または参照発行体（レファレンス・

イシュアー）の信用力などの要因によって影響を受ける可能性があります。仕組み商品の

購入を検討されている投資家は、これら商品について独自の調査および分析を行い、さら

には購入に伴うリスクについて投資家サイドの専門家によるアドバイスを受けることをお

勧めします。

本レポートで取り扱われている投資の中にはボラティリティーの高いものも含まれていま

す。高ボラティリティー商品への投資は価値が突然大幅に下落し、その投資を現金化する

際に損失を生じる可能性があるばかりか、そうした損失が当初の投資額に匹敵する場合も

あり得ます。実際、投資によっては潜在損失額が当初の投資額を上回ることもあり、そ

のような場合、損失をサポートするために追加的な資金の支払いを余儀なくされかねませ

ん。また、投資の直接利回りが変動し、その結果、（投資を行うために支払われた）当初

資本が直接利回りの一部として使用されることがあります。一部の投資の現金化は容易で

はなく、またその投資の売却・現金化も難しいかもしれず、同様にその投資の価値、また

はリスクについて信頼できる情報を入手することは難しいかもしれません。ご不明な点は

担当者までお問い合わせ下さい。

ディスクロージャーアペンディクス

外部著者およびインタビュー対象者

外部著者およびインタビュー対象者により表明された見解は、必ずしもクレディ・スイス

の見解を反映しておりません。

アナリストサーティフィケーション

本レポートに表記されている各アナリストは、それぞれが分析する企業、または証券につ

いて、本レポートに示されている見解がすべての当該企業および証券に対するそれぞれの

個人的見解を正確に反映しています。それぞれの報酬が本レポートに示されている推奨ま

たは見解に、直接的にも間接的にも何ら関連しておらず、また今後も関連しないことを認

めます。

本レポートで言及されているKnowledge Process Outsourcing (KPO)のアナリストは、Credit 
Suisse Business Analytics (India) Private Limited に雇用されています。

重要なディスクロージャー

調査レポートに記述されている見解もしくは意見に重大な影響を与える可能性がある対象

企業、セクター、市場の動向については、適切と思われる場合に調査レポートを発行する

ことをCredit Suisseの方針としています。また、偏りがなく独立的、明確かつ公正で、誤

解を招く恐れのない調査レポートのみを発行することをCredit Suisseの方針としています。

全従業員が準拠しなければならないCredit Suisse 行動規範はhttps://www.credit-suisse.
com/governance/doc/code_of_conduct_en.pdf からアクセスできます。

詳細については、次のリンクにある金融調査の独立性についての情報をご参照ください。

https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

本調査レポートの作成を担当したアナリストは、Credit Suisseの総収益をはじめとする様々

な要因に基づく報酬を受け取っています。この総収益にはCredit Suisseの投資銀行業務によ

って得た収益が含まれています。

以下の法域に対する追加のディスクロージャー

英国：Credit Suisse (UK) LimitedおよびCredit Suisse Securities (Europe) Limitedの顧客に対する債

券情報開示に関しては、+41 44 333 33 99.へお電話ください。

その他の発行体に関するディスクロージャーを含む詳細については、Credit Suisseディスク

ロージャーをご参照ください。

https://www.credit-suisse.com/disclosure

分析へのガイド

絶対的株式パフォーマンス

株式の推奨は BUY、HOLDおよびSELL で、以下の基準に基づき一般的に6-12ヶ月の期間

で個別銘柄に見込まれる絶対的パフォーマンスによります。

絶対的債券パフォーマンス

債券の推奨は基本的に3-6ヶ月の期間でのそれぞれのベンチマークに対するトータルリタ

ーンに基づいており、以下のように定義されます。

Credit Suisse HOLT
Credit Suisse は、本調査レポートのHOLT(tm) の分析法に基づく分析について、(1)本調査レ

ポートに示されている分析が Credit Suisse のHOLT の分析法を正確に反映し、(2)弊社の報

酬が本調査レポートに示されている見解に、直接的に何ら関連しておらず、また今後も関

連しないことを認めます。Credit Suisse HOLTの分析法では、証券に対して格付を付与する

ことはありません。Credit Suisse HOLTの分析法は、総称してCredit Suisse HOLTバリュエー 
ション・モデルと称される、独自クオンツ・アルゴリズムと潜在価値評価算出を組み合わ

せて使用する分析的ツールであり、データベースに包含される全企業に一貫して適用され

ます。第三者データ (コンセンサスの収益予想データを含む)は、体系的に多数のデフォル

ト変数に変換され、Credit Suisse HOLTバリュエーション・モデルで使用可能なアルゴリズ

ムに組み込まれます。外部データ供給会社より提供される財務諸表、値付け、収益データ

はデータの品質管理対象となり、企業の経済パフォーマンス分析のための精緻な調整が適

宜行われます。第三者データ(コンセンサスの収益予想データを含む)は、体系的に多数の

デフォルト変数に変換され、Credit Suisse HOLTバリュエーション・モデルで使用可能なア

ルゴリズムに組み込まれます。外部データ供給会社より提供される財務諸表、値付け、収

益データはデータの品質管理対象となり、企業の経済パフォーマンス分析のための精緻な

調整が適宜行われます。この調整は、個別企業の過去・現在・将来の状況に対する分析、

または複数企業の同業他社比較、国際比較分析を行う際の一貫性を提供するためのもので

す。Credit Suisse HOLTバリュエーション・モデルが創出するデフォルト・シナリオは、証

券の基準バリュエーションとして提供されるものであり、ユーザーは、デフォルト変数を

調整し代替シナリオを創出することができます。Credit Suisse HOLTの分析法では、証券に

対して価格目標を付与することはありません。Credit Suisse HOLTバリュエーション・モデ

ルが創出するデフォルト・シナリオは、証券の潜在価格を算出するものです。また、第三

者データが更新されることに伴い、潜在価格も変化する可能性があります。代替潜在価格

を導出するために、デフォルト変数を調整することが可能です。Credit Suisse HOLTの分析

法に関するさらに詳しい情報は、ご請求により入手いただけます

CFROI(r)、CFROE、HOLT、HOLTfolio、HOLTSelect、HS60、HS40、ValueSearch、AggreGator、Signal 
Flagおよび“Powered by HOLT”はCredit Suisseならびに米国内およびその他の国の当該関

連会社の商標あるいは登録商標です。HOLTはCredit Suisseの企業パフォーマンスとバリュ

エーション・アドバイザリーサービスです。

グローバル・ディスクレーマー/重要情報

本レポートに記載されている有価証券への投資に伴うリスクについては、以下のリンクを

ご参照ください。
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

本レポート内のクレディ・スイスへの言及はその子会社と関連会社を含みます。当社の構

成に関するさらなる情報は、以下のリンクをご参照ください。
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/

本レポートに表明される情報と意見は、クレディ・スイスのプライベート・バンキングお

よびウェルス・マネジメント部門のリサーチ部によって、執筆日時点に作成されたもの

で、通知なく変更されることがあります。本レポート中で特定の有価証券等に関して表明

される見解は、評価基準の相違から、投資銀行部門の調査部による観察や見解と異なった

り、一貫性を欠く場合があります。本レポートは、その配布、発行、提供あるいは使用が

法や規制に反している、あるいはスイスの銀行であるCredit Suisse AG、その子会社およ

びその関連会社(“クレディ・スイス”)がそれぞれの地域で定められた登録や免許を必要

とする、いかなる郡市町村、州、国またはその他行政区域の国民や居住者である個人や組

織への配布、またはそれら個人や組織による使用を意図したものではありません。本レポ

ートに掲載されている資料の著作権は、特別な記載がない限りすべてクレディ・スイスに

BUY Expectation that the bond issue will outperform its specified benchmark

HOLD Expectation that the bond issue will perform in line with the specified benchmark

SELL Expectation that the bond issue will underperform its specified benchmark

RESTRICTED In certain circumstances, internal and external regulations exclude certain types of 
communications, including e.g. an investment recommendation during the course 
of Credit Suisse engagement in an investment banking transaction.

BUY 10% or greater increase in absolute share price

HOLD variation between –10% and +10% in absolute share price

SELL 10% or more decrease in absolute share price

RESTRICTED In certain circumstances, internal and external regulations exclude certain types of 
communications, including e.g. an investment recommendation during the course 
of Credit Suisse engagement in an investment banking transaction.

TERMINATED: Research coverage has been concluded.

リスクの開示



帰属します。また、事前にクレディ・スイスの許可を書面で得ることなく、本レポートに

記載ないし掲載した資料、内容および複製に手を加えたり、第三者に送信、複製および配

布することは、その方法の如何にかかわらず、一切禁止されております。本レポートで使

用されているすべての商標、サービス・マークおよびロゴは、クレディ・スイスまたはそ

の関連会社の商標やサービス・マーク、もしくは登録商標や登録サービス・マークです。

本レポートに掲載されている情報、ツール、資料は、情報提供のために作成されたものであ

り、証券やその他金融商品の売買や引き受けを勧誘する目的で使用されたり、あるいはそう

した取引の勧誘とみなされるべきものでもありません。クレディ・スイスは投資の税的影響

に関するアドバイスは致しません。別途、税のアドバイザーに相談されるようお勧めいたし

ます。とりわけ課税ベースとレベルが変わる場合がありますのでご注意ください。

クレディ・スイスは本レポートのディスクロージャーアペンディクスの情報や意見が正確か

つ完全であると信じております。本レポートのその他のセクションに掲載されている情報や

意見は、クレディ・スイスが信頼できると判断した情報源から入手していますが、その正確

性または完全性を保証するものでありません。ご要望に応じて追加的情報の提供が可能で

す。本レポート中に掲載した資料を使用した場合に生じた損失につきましては、クレディ・

スイスに適用される法令のもとで免責が該当しない場合を除いては、一切の責任を負いかね

ます。また、本レポートは個々の判断の代りとしてみなされるべきものではありません。ク

レディ・スイスは当該証券についてトレーディング・アイデアを発行している、または将来

発行する場合があります。トレーディング・アイデアは市場の出来事や材料に基づいた短期

的取引機会です。一方、銘柄推奨(“Company Recommendation”)はディスクロージャーセクシ

ョンで定義されているとおり、今後6ヶ月から12ヵ月間の予想トータルリターンに基づいた投

資推奨を反映しています。トレーディング・アイデアと銘柄推奨は異なる想定、分析手法を

反映しているため、トレーディング・アイデアは銘柄推奨と方向性が異なる可能性がありま

す。また、クレディ・スイスは本レポート中の情報と一致しなかったり、異なる結論を示す

他のレポートを発行している、または将来発行する場合もあります。それらのレポートは作

成したアナリストの異なる想定、意見、分析手法を反映したもので、クレディ・スイスは、

本レポートの受取人に対し、そのような他のレポートがあることについて、必ず通知しなけ

ればならない義務を負いません。クレディ・スイスは本レポートに言及されている企業に関

連する多くの業務に携わっています。これらの業務は専門的取引、リスク裁定取引、マーケ

ット・メーク、およびその他の自己勘定取引を含みます。

本レポートに記載された情報、意見および予想は、クレディ・スイスがこのレポートを公表

した時点の判断を反映しており、通知なしに変更される場合もある点をご了承ください。本

レポートにはウェブサイトのアドレスやハイパーリンクが設定されていることがあります。

レポートがクレディ・スイスのウェブサイトに言及している場合を除き、クレディ・スイス

は当該サイトに関するレビューは行っておりませんので、その内容について責任は一切負い

ません。 このようなアドレスやハイパーリンク(クレディ・スイス自身のウエブサイトのアド

レスやハイパーリンクを含む。)は、お客様の利便性のために情報目的で提供されているもの

であり、そのウェブサイトの内容はこの文書の一部を成すものではありません。本レポート

またはクレディ・スイスのウェブサイトから当該ウェブサイトへアクセスまたはリンクを開

くことはお客様ご自身のリスクで行っていただくことになります。

調査レポートの配布

ここに別途特定されていない限り、本レポートはスイス連邦銀行理事会(the Swiss Financial 
Market Supervisory Authority)によって認可され規制されているスイス銀行であるCredit Suisse AG
によって発行されています。オーストラリア：本レポートは、Corporations Act 2001(s761G)に
より定義される「ホールセール」顧客のみを対象に、Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) 
(ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) により、オーストラリアで配布されます。CSSBは、

本レポートで言及される金融商品の運用成果の確約、あるいは運用成果の履行保証を行

いません。バハマ：本レポートは、スイス銀行であるCredit Suisse AGによって発行さ

れ、Securities Commission of the Bahamasのブローカーディーラーとして登録されている、

スイス銀行の支店である Credit Suisse AG, Nassau Branchを代表して配布されます。バーレ

ーン：本レポートは、Investment Firm Category 2としてCentral Bank of Bahrain (CBB)に認

可され規制されている Credit Suisse AG, Bahrain Branchにより配布されます。ブラジル：

本レポートで言及されている情報は、ブラジルでの有価証券の公募を意味するものではあ

りません。本レポートで言及されている有価証券は、Securities Commission of Brazil (CVM)
に登録されていない場合があります。ドバイ：本情報は、Dubai Financial Services Authority 
(DFSA)により、認可され規制されている Credit Suisse AG, Dubai Branchにより配布されま

す。関連金融商品あるいはサービスは、顧客としての規制基準を満たし、ホールセール

管轄区域の金融市場へ参加するための十分な金融経験と理解を有している100万米ドル以

上の流動資産を保有するホールセール顧客に対してのみ提供されます。フランス：本レ

ポートは、投資サービス提供者として Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)に認可された

Credit Suisse (France)により、配布されます。Credit Suisse (France)は、Autorité de Contrôle 
Prudentiel and the Autorité des Marchés Financiersにより、監督および規制されています。

ドイツ：Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)により認可され規制されてい

る Credit Suisse (Deutschland) AGが、クレディ・スイスの関連会社の一つにより作成された

レポートを顧客に配布しています。ジブラルタル：本レポートは、Credit Suisse (Gibraltar) 
Limited により配布されます。Credit Suisse (Gibraltar) Limited は、クレディ・スイスの完全子

会社として独立した法人であり、Gibraltar Financial Services Commissionにより規制されてい

ます。ガーンジー：本レポートは、Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, 
Guernsey に住所が登録され、15197の番号で独立した法人としてガーンジーに登録されて

いるCredit Suisse (Channel Islands) Limitedより配布されます。Credit Suisse (Channel Islands) 
Limitedは、クレディ・スイスの完全子会社であり、Guernsey Financial Services Commission
により規制されています。ご希望の方には最新の監査済み決算書のコピーが入手可能で

す。香港：本レポートは、香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)により規制されて

いる公認機関であり、またthe Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of 
Hong Kong)により規制された登録機関である、Credit Suisse AG Hong Kong Branchにより発

行されています。インド：本レポートは、Securities and Exchange Board of India (SEBI) に規

制されているCredit Suisse Securities (India) Private Limited(CIN U67120MH1996PTC104392)に
より配布されます。(SEBI登録番号：INB2 3 0 9 70 6 37; INF230 970 637; INB010 970 631; 
INF010 970 631, With its registered address at 9th Floor, Ceejay 住宅, Plot F, Shivsagar Estate, 
Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 40 0 018, INF010970631。登録所在地9th Floor, Ceejay 
House, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India, Tel. +91-
22 6777 3777) イタリア：本レポートは、Banca d’Italiaおよび CONSOBの監督および規制

下にあり、イタリア法に基づき銀行として法人化し登録されたCredit Suisse (Italy) S.p.A.に
より、イタリアで配布されています。また、イタリアで銀行・金融サービスの提供を認可

されたスイス銀行である、Credit Suisse AGによっても配布されます。日本：クレディ・ス

イス証券株式会社(金融商品取引業者関東財務局長(金商)第66号、日本証券業協会会員、一

般社団法人金融先物取引業協会会員、一般社団法人日本投資顧問業協会会員、一般社団法

人第二種金融商品取引業協会会員)のみが本レポートの日本国内への配布を担当しており

ます。クレディ・スイス証券株式会社は、本レポートの国外への配布および転送は致しま

せん。ジャージー：本レポートは、Jersey Financial Services Commissionにより規制された

Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey Branchにより配布されます。ジャージーにある

Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey Branchのビジネスの住所は、Trade風力 House, 
22 Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QAです。ルクセンブルク：本レポートは、Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)により認可され規制されているルクセンブルク銀

行である、Credit Suisse (ルクセンブルク) S.A.により配布されます。MexiCo：本レポートで

言及されている情報は、メキシコ有価証券法 (Mexican Securities Law)で定義されている有

価証券の公募を意味するものではありません。本リポートは、メキシコのマスメディアで

広告される予定はありません。本レポートは、メキシコやメキシコ市民に対する、銀行や

投資助言サービスの提供や媒介に関する広告を含んでいませんカタール：本情報は、Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) (QFC No. 00005)により、認可され規制され

ているCredit Suisse Financial Services (Qatar) L.L.Cにより配布されます。すべての関連金融

商品やサービスは、100万米ドル超の流動資産を有し、また当該商品やサービスを受ける

ための十分な金融知識、経験および理解力を有する、ビジネス顧客として分類されるこ

とを選んだ個人を含むビジネス顧客、あるいは(Qatar Financial Centre Regulatory Authority 
(QFCRA)で定義された)マーケット・カウンターパーティにのみに提供されます。ロシア：

本リポートに含まれる調査は、特定の有価証券や関連する金融商品の広告や推進等を意味

するものではありません。本リサーチ・レポートは、ロシア連邦の連邦法バリエーション

活動(Federal Law On バリュエーション Activities in the Russian Federation)の意味でのバリ

エーションを表してはいません。本リサーチ・レポートは、クレディ・スイスのバリエー

ションモデルと手法を使用し作成されています。シンガポール：本レポートは、機関投資

家(institutional investors)、適格投資家(accredited investors)および専門投資家(expert investors)
(各投資家の定義は“Financial Advisers Regulations”の定義を参照して下さい。)だけを対象

にしたシンガポールでの配布のために、作成および発行されています。また、海外投資家

(overseas investors)(定義は、“Financial Advisers Regulations”の定義を参照して下さい。)に
は、Credit Suisse AG, Singapore Branchにより配布されます。なお、機関投資家(institutional 
investors)、適格投資家(accredited investors)、専門投資家(expert investors)あるいは海外投資

家(overseas investors )としてのお客様のステータスに基づき、Credit Suisse AG, Singapore 
Branchは、お客様にご提供する金融アドバイザリー・サービスに関し、“Financial Advisers 
Act, Chapter 110 of Singapore (the“FAA”)”、“Financial Advisers Regulations”およびそれに 
従って発行される関連通知・ガイドラインでの一定のコンプライアンス要件を遵守する

ことを免除されています。スペイン：本レポートは、Banco de Españaの番号1460で登録

され認可され Credit Suisse AG, Sucursal en Españaにより、スペインで配布されます。タ

イ：本レポートは、Office of the Securities and Exchange Commissionにより規制されたCredit 
Suisse Securities (Thailand) Limited により配布されます。(登録住所:990 Abdulrahim Place 
Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok Tel. 0-2614-6000)英国：本レポート

は、Credit Suisse (UK) Limited および Credit Suisse Securities (Europe) Limitedにより発行され

ています。Credit Suisse Securities (Europe) Limited および Credit Suisse (UK) Limitedは、両社

とも、クレディ・スイスの関連会社(独立した法人)であり、英国健全性規制機構(Prudential 
Regulation Authority)により認可され、英国金融行動監視機構(Financial Conduct Authority)およ

び Prudential Regulation Authorityにより規制されています。個人顧客に対しFinancial Conduct 
Authorityおよび/またはPrudential Regulation Authority が提供している保護は、イギリス国外

の個人により提供される投資やサービスには、適用されません。また、当該投資の発行体

がその義務を果たさない場合には、金融サービス補償制度(Financial Services Compensation 
Scheme)は適用されません。

米国：本レポートおよびそのいかなる複写も、米国へ送付したり、米国内での配布および米

国居住者(US PERSON)への配布を禁止します。

一部の法域への調査レポートの配布は地域の法律や規則で制限されている場合があり 
ます。

Credit Suisseの書面による許可なく、本レポートの全体あるいは一部を複製してはなりませ

ん。Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG および/あるいは関連会社不許複製

14C024A_R



この出版物について

Credit Suisse AG, Investment Strategy & Research,  
P.O. Box 300, CH-8070 Zurich 

発行人

ジャイルス・キーティング

編集

ニランジャン・ダス、ダン・スコット

編集最終期限

2014年7月23日
 
プロダクション・マネジメント

Markus Kleeb, Katharina Schlatter

コンセプト

arnold.kircherburkhardt.ch

デザインと実行

arnold.kircherburkhardt.ch
Arno Bandli, Benno Delvai, Angélique El Morabit,  
Monika Häfliger, Daniel Peterhans, 
Bernadette Costello, Rahel Schwarzentruber  
(プロジェクト・マネジメント) 

編集サポート

arnold.kircherburkhardt.ch
Giselle Weiss, Robin Scott





C
re

di
t S

ui
ss

e
欧
州

グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー

 1
.1

4 
  


