


NIKKEI FT the World  とは 

世界は目まぐるしい速さで動いています。あふれる情報の中から、質

の高いニュースを効率よく収集することが一段と重要になっていま

す。

NIKKEI FT the Worldは日本語で読めるFT翻訳記事や動画を通じ

て、世界のビジネスパーソンが日々接しているニュースや分析、話題

を提供し、グローバルに活躍する皆様の仕事をサポートします。
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UBSとクレディ・スイス、厄介だが必要な合併（Lex）

スイス金融大手クレディ・スイスはまもなく歴史

の中では、脚注で語られるような存在になってし

まうかもしれない。緩衝材としての自己資本は

多くの預金者にとって何の意味も持たなかった。

スイス国立銀行（中央銀行）が 500億スイスフラ

ン（約7兆1000億円）の流動性を追加供給した

後でも、預金者は預金を引き出し続けた。同業

のUBSは、スイスのために時限爆弾を引き受け

る準備を進めている。カウントダウンが止まり、

今回の、そして欧州全域で始まりつつあるその

他の預金流出に歯止めがかかることを祈ろう。

買収価格が最低限であるため、 UBSは不測の債務からいくらか守られるとみられる。通常の金融

状況下で行われる従来の日程に沿ったこの取引は、 UBSにとって良いものにみえる。グローバル

な富裕層向け資産運用は規模のゲームだ。紙の上では、 UBSは約4兆ドル（約530兆円）の顧客

運用資産を持ち、クレディ・スイスは約 9000億ドルだ。後者の数字は、現実には低くなるのが避け

られないだろう。ある M&Aバンカーによると、拡大後の UBSは「欧州の資産集めのチャンピオン」

であり続ける。

名目上の買収価格は、クレディ・スイスの 2022年末の有形資産価値 418億スイスフランを大幅に

下回る。調査会社オートノマス・リサーチのアナリストによると、これはいわゆる負ののれんを生み

出す。しかしその名とは裏腹に、これはプラスの現象だ。市場が正常に戻ると仮定すれば、時間

の経過とともに、その金額の一部またはすべてが統合後の銀行で資産として計上される可能性

がある。

クレディ・スイスの中核的自己資本（ティア 1）である353億スイスフランの一部に疑問があるため、

UBSには緩衝材が必要になる。紙の上では、両行の中核的自己資本はリスクアセットの 14%以

上と十分な水準にある。

 

「負ののれん」もいずれはプラスに 
チューリヒの街並みに掲げられたUBSとクレディ・スイスのロゴ

＝ロイター  

数日前まで事業再建策について話していたクレディ・スイスの経営陣にとって合併の条件は屈

辱的だ。現在の形では、この株式による買収は、 1株あたりわずか 0.75スイスフラン（ UBS1株に

つきクレディ・スイス 22.48株）、総額でざっと 30億スイスフランだ。何週間も急落していたクレ

ディ・スイスの株価は 17日に1.86スイスフランで取引を終えた。これに先立つ融資支援は 2倍の

1000億スイスフランに膨らんだ。

買収が実現すると仮定すれば、銀行が利益を私物化し、損失を社会化していると文句を言う人

はいないだろう。スイス当局はこの取引を強引に成立させようとしている。株主はこの取引につ

いて投票する機会を与えられないかもしれない。クレディ・スイスの株式はほぼすべて失われる

が、優先順位の高い債権者は救済されるだろう。
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2月に発表した通期決算では、クレディ・スイスは 25年までに普通株などの中核的自己資

本（CET1）比率13%を目標にしていた。現在のデータでは、これは UBSがクレディ・スイス

をカバーするためには、最低でも 330億スイスフラン近い CET1が必要になることを示唆し

ている。UBSはクレディ・スイスの資本の一部を置き換える必要があるかもしれない。

リストラ費用が統合後の銀行の利益を圧迫する。クレディ・スイスの基礎となる経費ベース

は約70億スイスフランだ。 5万人以上いるクレディ・スイスのフルタイム従業員の統合は両

行に痛みをもたらす。クレディ・スイスはすでに 9000人の雇用削減が予想されている。この

数は倍増する可能性があり、スイスにとっては政治的な頭痛の種になる。

新生UBSも、訴訟の嵐の可能性に備えなければならない。スイス政府がこの費用を補償

するかどうかは不明だ。

これは、誰も望んでいない厄介で醜い取引だが、必要なようにみえる。ただ、これで欧州

の銀行の取り付け騒ぎが終わるかどうかはわからない。金融パニックの最中に安心感を

与えるのは危険な行為だ。投資家の恐怖心を和らげるのと同じくらい容易にそれを確認し

てしまうことになりかねない。中央銀行によるより幅広い行動がまだ必要とされるかもしれ

ない。
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ルール軽視の銀行救済、信認揺るがす　ジリアン・テット

クレディ・スイスの担当者は、矢印とチャートで整然とまとめられたパワーポイントの資料を使っ

て、CoCo債の弁済順位は下から 2番目だと説明した。つまり銀行が経営破綻した場合、弁済

順位のより高い債権者を守るため、まずは株式、その次に CoCo債の順番で価値が失われ

る。こうしたリスクの代わりに、 CoCo債の利回りは（比較的）高く、金融資本主義の基本原則を

反映していた。

もはや状況は変わった。クレディ・スイスを巡る騒動が一段落したところで（実際にはまだゴタゴ

タが続いているものの）、 UBSによる買収に関して驚くべき詳細の数々が飛び込んできた。

筆者にとって最も衝撃的だったのは、スイス国立銀行（中央銀行）がクレディ・スイスの株主が

30億ドル（約4000億円）を手にすることを許しながら、 CoCo債の一種である「 AT1債」（「追加的

な中核的資本 =ティア1」の債券）の価値を 170億ドルからゼロにしたことだ。
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スイスの金融大手クレディ・スイスのロンドン

にあるオフィスを訪れ、「 CoCo債」と呼ばれる

偶発転換社債についてレクチャーを受けたの

は、12年前のことだった。 CoCo債は2008年

の金融危機後、銀行の経営難に際して損失

を吸収するために導入された。
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ロンドンにあるクレディ・スイスの拠点（ 2016年3月）=ロイター

これには欧州各地の金融規制当局から異例の物言いがついた。年金基金や保険会社など

AT1債の保有者である機関投資家らが法的措置に乗り出す可能性もある。スイスの資産運用

会社アクイラ・アセット・マネジメントでファンドマネジャーを務めるパトリック・カウフマン氏は「私

の目には違法にみえる」とフィナンシャル・タイムズ（ FT）に語った。

「AT1債」の扱いで、異例の「物言い」

裁判所がどう判断するかまだ分からな

いものの（スイス中銀は合法だと解釈し

ているとみられる）、法律の微細な点よ

り、資本主義的論理への信認こそが本

質的な問題だ。経済学の学生なら誰で

も知っている通り、市場経済理論の根

幹には、財産所有に関する明確な法律

がある。

 

UBSによるクレディ・スイスの買収を発表するスイスの当局者ら

（スイス・ベルン、 3月19日）=ロイター
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この前提の下で、企業や投資ファンドは、経営破綻時にどのように債権が弁済されるかを

定義している予見可能な「ウオーターフォール構造」（編集注 :滝つぼが満たされた後に、次

の滝に水が流れるように弁済順位が低い資産の債権者から順番に損失を負っていく仕組

み）を想定して経済活動をしている。だからクレディ・スイスの担当者のプレゼン資料もきち

んとまとまっていた。

ところがクレディ・スイスの買収発表で、このウオーターフォール構造が変えられてしまっ

た。他行のAT1債の急激な値下がりを招いたのは当然だ。だがそれだけにとどまらず、中

立的な法律がどこまで資本主義の基盤として機能し続けるか疑う投資家の心理をいっそう

深刻にする恐れがある。

スイス当局が AT1債の保有者より株主への（いくらかの）支払いを優先したのは、サウジア

ラビアの有力者が株式を保有していたためだろうと勘繰らずにはいられない（スイス政府が

事を荒立てたくない相手だ）。クレディ・スイス社員の持ち株も意識された可能性がある。保

護主義、自国本位の外交的な利益、国家介入が重視され、自由市場の原理がないがしろ

にされたといえそうだ。
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だがSVBとシグネチャー・バンクが経営破綻すると、 FDICは預金の全額保護に動いた。さらに別の

銀行が経営難に陥れば、また全額が保護されるかもしれない。 SVBの破綻が、金融機関の資産規

模だけで「金融システム上」の重要性を判断することの滑稽さを浮き彫りにしたのは間違いない。小

規模な銀行の破綻でも、金融システム全体に広がってパニックを起こす可能性がある。

とはいえバイデン政権はこれまでのところ、政治的なプレッシャーを受けながらも、あらゆる預金を

保護対象にする方針の明確化を控えている。そのため、他の金融機関が経営破綻した場合にどの

ような基準で対応するか不明だ（編集注 :イエレン米財務長官は 21日、預金の全額保護などを拡大

する可能性を示唆した）。予見可能な資本主義の原理ではなく、行き当たりばったりの政策で対応

する印象を受ける。

このような状況のため、投資家は中ぶらりんの状態に置かれている。投資家は、資本市場の法律に

よって将来の金融のあり方に予見可能性を得られるか確信が持てない状況だ。米国や欧州の当局

があらゆる銀行を支援する方針（または手立て）によって、市場原理とは別の形で信認を醸成する

つもりなのかも分からない。モラルハザード（倫理観の欠如）がはびこり、全く予見できない形になる

との懸念が高まっている。

政府部門が修正できると願いたい。さもなければ、にわか仕立てのクレディ・スイス救済に片が付い

たという短期的な安心感が生まれたとしても、長期的な問題が積み重なりかねない。「クレジット」（フ

ランス語で「クレディ」）はラテン語で信認を意味し、いったん崩壊してしまうと、再構築は非常に難し

い。それは「クレディ」・スイスに限ったことではない。
銀行危機の時にはいつもそうだという皮肉な見方もできるが、今回のクレディ・スイスの場

合、米国の金融機関支援の法的枠組みを巡っても不透明感が出ている中で起きており、悪

影響が一段と大きい。

米地方銀行や米中堅銀行のシリコンバレーバンク（ SVB）などの惨状が不安を高めている

原因の一つに、米連邦預金保険公社（ FDIC）が預金保護をどこまで拡大するつもりなのか

誰にも分からないことがある。つい最近までは、システム上重要とみなされない金融機関

（つまり大したことのない金融機関）であれば、 FDICによって25万ドルまでしか預金が保護

されないと考えられていた。

米国はどこまで預金保護をするのか 



消えたブラックロックのクレディ・スイス支援案 

ブラックロックはクレディ・スイスの苦境に同様のチャンスを見て取っていた。

ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者（ CEO）の右腕であるロバート・カピート社長率

いる同社チームが即座にチューリヒに飛び、会議室に何時間もこもって様々な選択肢を検討

した。17日金曜になると、フィンク氏は米投資銀行ペレラ・ワインバーグ・パートナーズのボブ・

スティール副会長にも協力を仰ぎ、同氏がチューリヒに向かった。

金融危機の嵐が吹き荒れた 09年、ブラック

ロックは英銀大手バークレイズ傘下の資産

運用会社バークレイズ・グローバル・インベ

スターズ（BGI）を152億ドル（約1兆9800億

円）で買収し、 2.7兆ドルの資産を抱える世

界最大の資産運用会社になった。今では、

8.6兆ドルの資産を運用し、世界の投資業

界を牛耳る会社に成長した。

チューリヒの街に立ち並ぶクレディ・スイス（中央）とUBS（左）の本社

＝AP  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ブラックロックは部分的な買収や他社との

協力を含め、様々な選択肢を検討する用意

があった。救済策が決まる前、米シティグ

ループ元幹部でクレディ・スイスの取締役

を務めたこともあるマイケル・クライン氏

率いるブティック型投資銀行とクレディ・

スイスの投資銀行部門を合併させ、同氏が

統合新会社を傘下に置く案がまとまってい

た。ブラックロックによる部分買収のよう

なシナリオであれば、クライン氏がその統

合計画を維持しやすくなる可能性があっ

た。  

 

ブラックロックのラリー・フィンク CEO=AP

事情を直接知る関係者は「（スイス金融大手 UBSに代わる）最も有力な候補はブラックロックだっ

た。だが、それはスイス政府が望むものではなかった」と明かした。

ニューヨークにあるブラックロックの本社ビル =AP

金曜の深夜までには、ブラックロックは銀行全体の買

収を望まない考えを表明した。クレディ・スイスはこれ

に対し、ウェルスマネジメント分野での何らかの提携

を含めた一部出資を提案した。ブラックロックは結局、

買収提案の作業を中断することにした。
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「フィンク氏は、最大の顧客の一つである UBSを怒らせるようなことは、あまりしたくなかっ

た。だから、ある時点で、交渉から離脱するだろうと私は最初から思っていた。彼は米国の

規制当局に対応する必要があり、それは大変なことだった」とクレディ・スイスに近い人物は

言う。

交渉は土曜も終日続き、世界各地の規制当局は同日夜までに買収の基本的な構造を承

認したいと考えていた。だが、当局者が経営権の移動を記す適正な「チェンジ・オブ・コント

ロール（COC）」文書の作成に手間取り、期限がずるずると先送りされた。

UBSの電子メールシステムに問題があったことも交渉の進展を遅らせた。メッセージが届く

のに長い時間がかかった。しびれを切らした当局者は、関係者にメールではなく、電話を使

うよう指示した。
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レーマン氏の声明には脅し文句も盛り込まれていた。書簡には、クレディ・スイスの大株主 3社（2社

がサウジアラビア、 1社がカタールの投資会社）がディールの不透明さに「著しい不快感」を表明した

と書かれていた。こうした株主は公正な買収価格と買収に関する投票、そしてすべての免責条項の

削除を要求していた。書簡はサウジとカタールが両行の大口顧客であることも指摘していた。

書簡を受け、ケレハー会長は土曜夜にレストランの外からクレディ・スイスの交渉相手に電話をか

け、UBSはグループ全体株式の買収に 10億ドル出す用意があると伝えた。 1株当たりに換算すると

約0.25スイスフランで、クレディ・スイス株の金曜の終値 1.86フランを大幅に下回る金額だった。

その後、政府がクレディ・スイスに連絡し、買収について投票する権利を両行の株主から剝奪する

緊急法案を提出することを通告した。

UBS側からのコミュニケーションの欠如にいら立ちを強めたクレディ・スイスのアクセル・

レーマン会長は、 UBSのコルム・ケレハー会長とスイス当局に宛てて手紙を書くことにした。

昨年6月にUBSから転身してきた顧問弁護士のマルクス・ディートヘルム氏が草案を書いた

文書は土曜夜に届けられ、計画されている取引が受け入れられない理由を列挙していた。

理由の一つは、クレディ・スイスのクレジット・デフォルト・スワップ（ CDS）の保証料率急騰と

連動する「重大な悪化・悪影響（ MAC）」条項を含め、買収を一方的に撤回できる免責条項

をUBS側が要求していることだった。

送られた書簡 



クレディ・スイスは激怒し、署名することを拒んだ。 UBSに撤退する権利があるとした内容が公表

されれば計画自体が頓挫することから、クレディ・スイスは CDS条項に反対した。交渉の経緯を

直接知る関係者は、このような条件は大混乱を招く可能性があったと口をそろえる。  
 

クレディ・スイスの中東株主が激怒
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日曜中に買収計画をまとめるタイムリミットが迫るなかで、監督当局のトリニティ（スイス国立銀

行=中央銀行、スイス金融市場監督機構、財務省）は双方に対する圧力を強め始め、計画を承

認しなければクレディ・スイスの取締役を解任するとプレッシャーをかけた。

一方、UBSは買収価格の引き上げ要求を渋々受け入れ、最終的には株式買収のオファーを 32
億5000万ドルまで上げた。 UBSはその見返りとして、国からの支援の増額を要求した。スイス国

立銀行からの 1000億スイスフランの流動性支援枠のほか、 UBSが最初の50億スイスフランの損

失を自ら負った後に最大 90億スイスフランの損失について政府が保証する措置などが盛り込ま

れた。

最終的な条件は UBSに極めて有利になり、「拒めないオファーだった」と交渉チームのメンバー

はFTに語った。一方、クレディ・スイス側のあるアドバイザーはこうした条件を「承服できない内容

で言語道断」とし、「コーポレートガバナンス（企業統治）と株主の権利が完全に無視された」と表

現した。

圧力を強める当局 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クレディ・スイスの中東の株主も激怒した。

3大株主の1社と近いある人物は「独裁制を笑い

ものにしておいて、自分たちは週末に法律を変え

る。今のスイスとサウジアラビアとはどう違うの

か。ひどい話だ」と語った。

日曜朝、10億ドルの買収提案の条件をフィナン

シャル・タイムズ（ FT）が報じた時には、ニュース

は中東で「信じがたい」と受け止められたという。
2021年1月、サウジアラビアのリヤドで開催された投資イベントで対

談するクレディ・スイスのトーマス・ゴットシュタインCEO（当時）とサウ

ジアラビアの政府系ファンド、パブリック・インベストメント・ファンド

（PIF）のヤセル・ルマイヤン総裁=ロイター  

チューリヒの主要な交差点、パラデプラッツ広場（手前）に面

して隣接するクレディ・スイス（右）と UBSの本社 =ロイター

この段階で、両行の本社がチューリヒの広場パラデプ

ラッツを挟んでほぼ向かい合っているにもかかわらず、

双方はほとんど顔を合わせていなかった。



救済措置をスイスの市民とクレディ・スイスの株主が受け入れやすい内容にするため、政府は同

行が発行する資本性のある「 AT1」債（160億スイスフラン相当）の全額毀損も決めた。こうした債

券は金融機関が経営難に陥った場合に損失を引き受けるためのものだが、買収の一環として株

主がお金を受け取る場合は、通常、発動されない。

しかし、債券の文書の細則のおかげで、スイスの当局は通常の優先順位を無視し、債券保有者

の権利を劣後させることができた。

買収に助言したあるバンカーは「双方の株主から投票の権利を奪った後、財務省が国際的な株

式保有者の面目を多少でも立てるため、 AT1債の保有者が犠牲にされた」と話している。

詳細が急に決まったため、買収が発表された後の日曜夜の説明会で、 UBSのラルフ・ハマース

CEOはクレディ・スイスの債務の扱いに関するアナリストの質問に答えられなかった。

会場に集まったアナリストに向かって、「後で回答する」と語った。

クレディ・スイスの取締役会は最終提案の詳細に目を通し、アドバイザーと短い協議をした後、

UBSの32億5000万ドルの買収提案を受け入れる意向を当局のトリニティに伝えた。

状況説明を受けた人々によると、アジア市場が開く前に買収計画が実際にまとまると知らされた

時、ケラー・ズッター財務相は安堵のため息をついたという。こうしてスイスと世界の金融システ

ムの未来をめぐる数日間の緊張が解かれた。

急に決まったディールの詳細
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記者会見が首都ベルンで急ぎ設定された。当局のトリニティのトップが UBS、クレディ・スイス両

行のトップとともに壇上に並び、歴史的な買収を発表した。

「システム上重要な銀行が破綻すれば深刻な悪影響をもたらすことになった」とケラー・ズッター

氏は語った。「スイスは国境を超えて国の責任を自覚する必要がある」

壇上でケラー・ズッター氏と並んだクレディ・スイスのレーマン会長は「この惨事は誰の責任か」と

質問され、責任追及の矛先をツイッターに向けた。

「来ないことを祈っていた日」 

おすすめ記事5選｜NIKKEI FT the World　試し読み 

クレディ・スイスのアクセル・レーマン会長は記者会見

で破綻の原因がツイッターにあると主張した=ロイター

「後で振り返ればはっきりする。原因を一つ挙げるなら

ば――2021年以降、いつも見出しで取り上げられてきた

のは事実だ」と答えた。「昨年秋、我々はソーシャルメディ

アの嵐に見舞われた。この影響が大きかった。ホール

セール（法人）セクターよりリテール（個人）セクターに打

撃だった。行き過ぎれば、手に負えなくなる」と吐露した。  

ケレハーUBS会長はもっと単刀直入だった。

「今日は歴史的な日だ。我々としては来ないことを祈って

いた日だ」。同氏はこう語った。「今回の買収は UBSの株

主にとって魅力的だ。だが、これは、はっきりさせておき

たい。クレディ・スイスに関しては、緊急救済であると」

 

記者会見で「クレディ・スイスに関しては、緊急救済」と

断言したUBSのケレハー会長=ロイター



今や矛盾に満ちた銀行システム　マーティン・ウルフ

このようにして危機が発生するたびに救済が繰り返されてきた結果、銀行業界は理論上は民

間部門であるにもかかわらず、事実上、国の庇護（ひご）下にある存在になってしまった。政府

はその引き換えとして、銀行の株主や経営陣がこのセーフティーネットをみだりに当てにしな

いよう様々な措置を講じてきた。

その結果、市場経済を動かすのに不可欠だが市場経済のルールに従って運営されない銀行

システムが出来上がった。これは矛盾以外の何物でもない。

必要なものを買うためにはお金がいる。このことは家計にも、取引先や従業員に支払いをする

必要がある企業にも当てはまる。銀行の破綻が大打撃となるのはこのためだ。

銀行は破綻するものだ。そして実際に破綻する

と、損失を被る危険に直面した人々は政府に救

済を懇願する。破綻で生じるコストが大きけれ

ば、救済を求める人々の願いは聞き入れられ

ることになる。
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鉄壁だったはずの規制に穴が露呈

だが、そもそも銀行は安全であるようには設計されていない。預金債務は完全に安全で流動

性が高いものと想定されている一方で、資産は残存期間があったり、信用リスク、金利リスク、

流動性リスクにさらされたりしている。要するに銀行は「困難な時に頼れる友」ではない。経営

状態が悪化し、預金を引き出そうと大勢が押し寄せたら、銀行は破綻する。

政府の様々な機関は長い年月をかけて、市中銀行が預金者の期待する安全性を確保できな

い事態に対処してきた。 19世紀には中央銀行が「最後の貸し手」となった。ただし緊急融資に

は懲罰的な金利を課していた。

20世紀初めには、一定額以下の預金は政府が保証するようになった。そして 2007〜09年の

世界金融危機の際には、各国政府は公的資金を事実上無制限に投入して銀行を救済した。

これで銀行システム全体は国家の一部となった。つまり、完全に政府の庇護下におかれたの

だ。引き換えとして銀行の自己資本比率は引き上げられ、流動性比率規制が厳格化され、ス

トレステスト（健全性審査）も導入された。

これですべてがうまくいくはずだった。だが、そうはならなかった。

イラスト　James Ferguson/Financial Times  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2022年末時点で SVBは保険対象の国内預

金約200億ドル（約2兆6000億円）に対し

て、保険対象外の預金を 1516億ドル抱える

一方、金利の上昇によって保有債券の含

み損が膨大な額に達していた。こうなると取

り付け騒ぎが起きる可能性は高まる。ネズ

ミは沈みかけた船を必ず見捨てるものだ。

一方、逃げ損なった者たちは助けを求めて

泣き叫ぶ。今回、大きな悲鳴を上げたのが

シリコンバレーのリバタリアン（自由至上主

義者）たちだったことはなかなか滑稽だ。

米テック企業への融資で知られた米シリコンバレー銀行（ SVB）が10日に破綻したことは、米

国の鉄壁の規制に穴があったことを見せつけた。これは決して偶然ではない。金融ロビイスト

たちが求めた結果だ。

彼らは、煩わしい規制を撤廃せよと要求し続け、そうすれば奇跡の成長を実現してみせると豪

語してきた。 SVBのケースで目を引くのは、預金保険対象外の預金が際立って多いこと（編集

注、顧客構成が法人に偏っているため）と、その運用を安全とされる長期債に大きく依存して

いたことだ。  

SVBで際立つ預金保険対象外の預金規模
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出所 :Michael Cembalest/JPMorgan Asset Management/Financial Times

金利の上昇により SBVが2022年末に抱えていた含み損は莫大に

2022年10〜12月期時点の各銀行の普通株式等 Tier1比率（青丸）と

「調整後債権含み損比率」（赤丸）

ただ、自分の財産が経済の健全性にとっていかに大切か申し立てるとき資本主義ほど好都合

なものはないが、安全と信じていた財産を失う恐れに直面したときに資本主義を貫ける人はま

ずいない。こうして預金保険対象外の預金についても、 SVBであれどこであれ確実に保護され

てきた。

しかし、このことによって民間企業としての銀行が守るべき金融節度が一段と失われてい

る。

とはいえSVBの規模は全米 16位にすぎない。 SVBがシステム上重要な銀行の大半に適用

される規制の網から逃れてきたのは、まさにこのためだ。順調な間は都合よくシステム上重

要でないとされ、破綻するとシステム上重要になったわけだ。

米連邦準備理事会（ FRB）は今回、流動性を確保する必要があると判断した銀行には、担

保として差し出される債券の額面価格での融資も提供している。緊急融資を必要とする銀

行にとっては、「ヘアカット」、担保の額面からの割引率がマイナスになるありがたい仕組み

だ。ゆえにこの措置は「ヘアグラフト」（植毛）と呼ばれている。

そのうえバイデン米大統領は「我々は必要なことは何でもする」と断言した。確かに今回

は、株主など投資家は救済されず、また損失は銀行業界全体で負担し税金は投入しないと

いう。それでも損失の一部はまたしても国が負担することになる（編集注、 FRBが融資の担

保に取った債券価格はすでに暴落しているだけに、融資先の銀行が破綻した場合にはそ

れが損失となるため）。危機が今後、深刻化したら国の負担が増えるのは確実だろう。

債権の「額面」を担保にした融資までするFRB



当然ながら多くの人は、今回のショックが

何をもたらすのか懸念している。一部のア

ナリストは、 FRBが今月はもう引き締めを

手控えるだろうと予想している。現在は不

確実性が大きいだけに、追加的な引き締

めを先送りしても正当化できるというわけ

だ。しかし、今のインフレ率はなんとしても

低下させなければならない。米消費者物

価指数は、 2月に前年同月比で 6%上昇し

ている。

 

保険対象外の預金はなくならない
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だが、預金は安全だという信頼感が経済にとっても政治にとってもきわめて重要であることは

改めて言うまでもない。

では、おおむね平時であっても国が銀行を全面支援するという今回の新たな実績を今後の金

融政策にどのように反映させていけばいいのか。最もわかりやすい答えは、システム上重要な

銀行に現在適用されている規制をシステム全体に拡張すべきだということだ。

このほか、預金の社会的・経済的重要性を踏まえ、破綻の際には預金債務を他の債務より最

上位に位置付ける、バランスシートに時価を常時反映させる、といったことも必要だ。さらに、資

本要件を状況に応じて調整することも必要だ。銀行の自己資本比率が時価でみて低くなり過ぎ

たら、直ちに積み増しが必要になるということだ。

とはいえ今回、改めて学ぶべき最も基本的な教訓は、比較的小さな危機であっても預金を犠

牲にはできないこと、流動性の供給を迫られる状況ではヘアカット（債務削減）のルールは簡単

に無視されるということだ。

銀行が政府の庇護下におかれる理由の一つは、信用システムの中核を担っているからだが、

それよりも銀行の抱える預金債務が政治的にきわめて重要だという理由の方が大きい。

自己資本は手薄だがボーナスは潤沢に払う営利目的の企業において、流動性に乏しいリスク

資産に、本来安全で流動性が確保されているべき債務が組み合わされているのでは、いつ大

惨事が起きてもおかしくない。特にロビー活動など政治的な影響を受けやすく、かつ有能とは

いえない政府に管理されていル場合はなおさらだ

銀行システムには大改革が必要だ。それについては来週書くつもりだ。

おすすめ記事5選｜NIKKEI FT the World　試し読み 

金利の上昇によって金融業界が抱える含み損失は急拡大している

出所 :FDIC; JPMorgan Asset Management/Financial Times

とはいえ現時点で最大の問題は、経済にこれ

から何が起きるかではない。金融に何が起き

るかだ。今回の件で 1つ言えるのは、金融シス

テムで不安が再燃しているなら、それはむしろ

好ましいということだ。

今のところ米銀の株価は大幅な下落は見せていない

FTSEの米銀インデックスの推移

出所 :Refinitive/Financial Times

小さなショックで不安がかき立てられれば、大きな危機が起こる可能性はいくらかなりとも小さ

くなる。さらに学ぶべき教訓として、銀行は相変わらず取り付けには弱いこと、好むと好まざる

とにかかわらず、銀行破綻の際に保険対象外となる預金は今後もなくならないことが挙げられ

る。



米、忍耐が対中勝利への道　エドワード・ルース
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バイデン米大統領は公式には今も中国との協力を目指すとしているが、 2月、気球が簡単に軌

道から外れるようにその方針から外れた。米政府は中国が 19世紀の技術である気球を飛ばし

て、これが米上空に飛来したことに過剰反応し、ブリンケン国務長官は米中首脳会談への道を

開くべく予定していた北京訪問をキャンセルした。

バイデン氏の過剰反応を招いたのは米ワシントンの集団思考だ。今やワシントンのコンセンサ

スはタカ派の考え方に傾くあまり、中国に働きかけようとすることすら弱腰とみなされる。しかし、

米歴史学者マックス・ブート氏が指摘するように、超党派の動きは必ずしも望ましいとは限らな

い。

ベトナム戦争につながった 1964年のトンキン湾決議や対イラク戦争を認めた 2002年の決議な

ど、米国が過去におかした最大の失策のいくつかは党派を超えた支持の結果だった。

米下院がこの 1月に創設した中国問題を集中的に扱う「中国特別委員会」もそうだ。委員長を務

める野党・共和党のマイク・ギャラガー氏は同委員会では「技術を駆使する中国共産党の全体

主義国家と自由世界を徹底比較する」と意気込んでいる。彼は自分が考えている情報と矛盾す

るような情報には耳を傾けないだろう。

今日の冷戦と第 2次世界大戦後の米ソの冷戦との大きな違いは、中国が革命を輸出しようとは

していない点だ。ソ連はキューバからアンゴラ、朝鮮半島、エチオピアまで世界中に共産主義を

広めようとした。

米ワシントンがタカ派一色の危険性

少し頭の体操をしたい。もし台湾が存在しなかっ

たとしても米国と中国は対立していただろうか。

筆者の直感では「イエス」だ。覇権国と新興勢力

が対立するのは人類の歴史の一部と言ってい

いからだ。

さらに、中国が一党独裁国家ではなく民主主義国家だったとしても、今のような緊張は続

いていただろうか。その答えは難しい。中国の政権が選挙で選ばれていたとしても、米主

導の世界秩序に今ほど敵対的にはならなかったかどうかわからない。一方、米国が台頭

してくる中国を歓迎するというのも考えにくい。

習近平（シー・ジンピン）国家主席は 6日、国政助言機関である全国政治協商会議（政協）で米

国を名指しして中国を「封じ込め」、「包囲」し、「抑圧」していると従来より踏み込んだ批判を展開

した。その言葉は挑発的ではあったが、事実としては間違っていない。

イラスト Ann Kiernan/Financial Times  

米中対立についてはいろいろ議論されてきたが、これらの仮説が示すのは、両国の軍事的対

立ももはや非現実的な話ではなくなっているということだ。

国家は自国の立場を簡単に変えたりしない。中国は自国を世界の中心にあるべき国だと考えて

いるため、西側から屈辱を受けた時代を塗り替えたいと考えている。米国は常に破壊する国を

探している危険な国だ。どちらもそうした考えを持つ国として典型的な行動を取っている。

問題は、米中それぞれが目標を達成するとしている中で世界の安定を維持できるのかだ。米中

のにらみ合いが続く現状が変わるとすれば、それは善意に包まれた話し合いではなく、戦争に

至る可能性が最も高い。

習氏の高まる反米感情 



米外交官として 1940年代から50年代末にかけて米国の外交政策を立案したことで知られる

ジョージ・ケナン氏は 47年、米外交誌フォーリン・アフェアーズに「ソビエト対外行動の源泉」と題

する論文でソ連の封じ込め策を発表した。その政策は、米国が現在、宣言しないままに進めてい

る中国封じ込め策より控えめだ。

ケナン氏の主張は 2つあった。「ソビエト帝国」の拡張阻止と西側の民主主義の強化だ。武力行

使には反対し、忍耐と工夫をもってすればソ連を打ち負かせるとした。そして、実際にそうなっ

た。

これに対し、現在の対中政策は封じ込めにとどまらない。習氏が言う「抑圧」とは、米国による先

端半導体の中国への輸出禁止を指す。高性能半導体は民生用だけでなく軍事用にも使われる

ため、中国が軍事力強化に使うのを阻みたいと米国が考えるのはもっともだ。だが、その副作用

として中国の経済発展も阻害されることになる。

これを回避する簡単な道はない。半導体禁輸措置への対抗措置の一つとして、習氏は産業政策

「中国製造2025」の技術開発を加速させるだろう。同氏は 2030年までに人工知能（ AI）を支配す

るとの目標も明言しており、それは AIについては中国がルールを決めたいと言っているに等し

い。

米ソ冷戦に比べ米中冷戦のプラス面の一つは、米中の経済が相互依存関係にある点だ。しか

し、バイデン氏はこれを解消したいと考えているため、両国の経済の分断は避けられそうにな

い。

ケナン氏のソ連封じ込めが成功した理由
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中国がおそらく最も懸念しているのは、日本が防衛費を倍増するなど軍事姿勢を他国並みに変

化させていることだ。また、米国がフィリピンやインドに一段と接近していることや、英豪との安全

保障枠組み「 AUKUS（オーカス）」に基づきオーストラリアに原子力潜水艦を提供する計画にも

懸念を深めているだろう。

加えて、米国が台湾への武器供給を拡大すれば、中国の被害妄想はますます膨らむことにな

る。問題は、これらがどんな結末をもたらすのかだ。

ここでケナン氏の研究が参考になる。米中の冷戦は終わりそうにない。ソ連は異なる文化や言

葉の国々を集めたふりをした帝国だったが、現在の中国の国境は歴史的に続いているだけに崩

壊しそうにない。したがって米国は中国が存在し続けることを前提にした戦略が必要だ。

中国が長く存続するのを前提にした戦略が必要

おすすめ記事5選｜NIKKEI FT the World　試し読み 

ワシントンで簡単な世論調査をして、「米中は冷戦状態にあるか」「米国はどうすれば勝てるか」

と尋ねたら、最初の質問には「イエス」と即答されるだろうが、次の質問には長い沈黙が流れるだ

ろう。中国がどこかで折れてくるだろうなどと期待するのは戦略ではない。

だが別の見方もある。米国はまだ多くのカードを持っている。同盟国も多く、今の世界の制度は

米国がつくった。優れた技術を持ち、人口構成も若い。

一方、中国の成長は鈍化し、高齢化も加速している。したがって米国にとってはケナン氏の時代

にも増して、強気に出ずとも忍耐をもって対処していくことが勝利につながると言える。自信に満

ちた大国は対話を続けていくことをやめてはならないということだ。

成長鈍化と高齢化で長期的には米国有利

習氏が「包囲」されと言うのは、米国が中国の近隣諸国と連携を深化させていることを指してい

る。ただ、これもほとんどは習氏がまいた種の結果だ。



NIKKEI FT the Worldのコンテンツ

深さ

独自の視点でニュースを深掘り

FT独自のニュースはもちろん、注目のテーマを掘り下げる

特集記事や焦点の人物に迫る記事も配信します。

明瞭さ

金融情勢や技術動向も分かりやすく

専門的な国際金融の動向やテック業界の技術革新も日本

語で理解を深められるようにします。

広さ

世界全体の「いま」を的確に把握

欧米だけでなく、中国や新興国などのニュースをカバーする

とともに、世界から日本がどのように見られているかも紹介

します。
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詳細はこちら

読者割料金 1,480円

通常料金 2,480円

◯個人契約プラン

選べるプラン

◯法人契約プラン

ボリュームディスカウントや特別パッケージなど、

法人契約ならではのプランをご提供。

おすすめ記事5選｜NIKKEI FT the World 

https://www.nikkei.com/promotion/service/prime/ft/

