
ルクセンブルク - ヨーロッパの玄関口 
ルクセンブルクでのビジネスと暮らしのために 



3

はじめに

目次

ルクセンブルクには世界中か
ら約５０万人の人が集まり 
暮らしています。フランス、ド
イツ、ベルギーと国境が接す
るルクセンブルク大公国は
EU創設時のメンバーである
と同時に、主な国際機関にも
加盟しています。近年高度な
技術を持つ労働者の流入に
より、欧州の中心に位置する
ルクセンブルクは寛容で国際
的な研究拠点へと変わりまし
た。

わずか100年前まであまり知られることのない土
地であったルクセンブルク大公国は数々の改革
を経て、今日世界的に金融中心の外資企業が進
んで本社を置く国と認識され、5億人の消費者を
抱える欧州市場への ユニークな玄関口と生まれ
変わりました。これは歴史的に農業国で あったル
クセンブルクが、銀行やサービス、情報通信技術

（ICT）産業国へ転換したことを示 しています。

金融サービスにおいては、経済の成長と共に多く
の新たな課題が浮上しています。国としては、戦
略的に、先進的な思考の下、市場の変化に対応
する新しい規制、政府レベルの改善、企業優先の
政策を取り入れました。ルクセンブルク政府は常
に更なる優位性を確保する努力をしており、行政
環境を保障し、欧州の中心に位置するという地理 
的な優位性を念頭に、近年10年間、大陸間のプラ
ットフォームとしての役割を果たすため、民間・公
共、共に努力を続けています。
  
ルクセンブルクは主要な国際的金融センターで
あるだけでなく、「スマートな国」と考えていただ
くべきでしょう。つまり、近代的で、ネット接続環
境が整ったICTの重要ビジネスの本拠地です。近
年10年間、ルクセンブルクのデジタルエコノミ
ーは過去に経験したことのない発展を遂げまし
た。2014年に「デジタルルクセンブルク」を旗揚
げして以来、公国政府の目標はICTセクターで活
躍する企業の長期的発展に最高の環境を創造

することでした。同時に同政府はルクセンブルク
ICTセクターにかかわる様々な人々が協力して研
究、開発、イノベーションプロジェクトにかかわる
ことで新しいビジネス機会を生み出すことを目
標としたICTクラスターを作り上げました。

本冊子では小国ながら生活とビジネス運営に適
しているルクセンブルクを、実例と資料を基に現
状、ビジネスセンターとしてのメリット、 立地条
件、高い生活水準について等、ルクセンブルク全
体にフォーカ スしています。

ルクセンブルクはビジネスの機会に恵まれ、住民
のニーズに応える数々の社会活動のほか、家族
で暮らす生活環境の整った土地です。

ご質問がございましたら直接私、または担当チ
ームメンバーまでお 問い合わせいただけますよ
う宜しくお願い致します。

Georges Kioes
パートナー
商業・インダストリー部門　リーダー
テクノロジー・メディア ・ テレコミュニケーション
部門　リーダー
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ルクセンブルクに関する事実と数値

ルクセンブルク大公国は多様化した経済と専門 
性を兼ね備えた国です。国家財政の健全性は国 
内の様々な経済人に支えられています。従来よ 
りルクセンブルクは金融セクターからの収入が 
多くを占めていますが、2008年から2009年にか 
けての経済危機以降もその強固な基盤と信用を 
失うことはありませんでした。欧州はもとよりグ 
ローバルなレベルでも優位な経済性を維持して 
います。

ルクセンブルクの経済は安定した展望の下にあ
ると して、2017年3月、ルクセンブルクはAAAに
格付されま した 。

ルクセンブルクの財務健全性はその公的債務
(2015年GDP比21.4％)（GDP比-0.8%）の低 さか
らも証明できます。その上、失業率は欧州では最
低のレベルです。

2015年、ルクセンブルクのGDPは521億ユーロ、 
一人当たりGDPは91,600ユーロです。

現在、GDPは農業、金融、その他のサービスで成 
り立っています。サービス業界はルクセンブルク 
の経済の主要な柱となっています。

GDPの23.1%が商業活動及びサービスで構成さ 
れており、27.7%が金融サービス、16%が不動産
と関連サービス産業、10.8%が鉄鋼産業および
製造業で構成されています。

2015年、ルクセンブルクの主要輸出相手国は 
ドイツ （27.8%）、フランス (14.3％) 、ベルギー

（13%）、オランダ (5.4％) 、イタリア（3.9%）と 
なっています。

ルクセンブルクはアンリ大公を元首、総理大臣が
行政府の首長とする、立憲君主制議会民主主義
国です。政府、議会ともに任期は5年、ルクセンブ
ルクの代表議員（Communal Representation）は
6年の任期です。

ルクセンブルクは次に挙げる3点の理由により過 
去80年間にわたり政治的に安定した歴史を維持 
してきました。まず、第二次世界大戦以降機能し 
てきた連立モデルが住民に政治的信頼を与えて 
きたこと。第二に、政府、組合、民間セクター間で 
密接な関係を保っていること。最後に、政府と民
間経済リーダーは、相互に助言 しあう長期的関
係を構築してきたこと、です。

財務の健全性 国内総生産
（GDP）

政治的な安定

人口統計データ
人口密度： 207.7 人／km2

識字率： 99%
人間開発指数(国連開発計画2012年報告): 

0.875;  26位

地理データ
土地： 2,586 km2

通貨： ユーロ

人口	(2016年	1月1日現在):

576,249人
537,039

政治：議会制民主主義の立憲君主制大公国

一人当たりの国内総生産（GDP）が	
非常に高い先進国

ルクセンブルク語、ドイツ語、フランス語が公用語
として認められているトライリンガル国であり、
一般的に英語も通じる

多国間協力機関（ヨーロッパ連合、国連、
北大西洋条約機構、経済協力開発機構、
ベネルクス等）の創始メンバー

ルクセンブルクの首都及び最大の都市である
ルクセンブルクシティは、欧州委員会、欧州議会、
欧州投資銀行、欧州監査裁判所などの所在地

資料：Statec

資料：Statec

ルクセンブルクは世界のイノベーション国別
ランキング12位であり、グローバル・イノベーシ	
ョン・インデックス（GII）は57.1に達している

ルクセンブルクは欧州で最も失業率の低い国の
一つです。
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ルクセンブルクの家庭

ルクセンブルクは法による統治が行き届き、優秀
な警察と警備の整った安全で静かな欧州の一国
であり、2016年には個人の安全性が最も高い国
にランクされています。警察は地道に活動 をおこ
なっており有事には直ちに対応可能な準 
備ができています。ルクセンブルクの犯罪率は 
非常に低く、善良な市民を襲う深刻な危険のお 
それはほぼ皆無です。ルクセンブルクは3地域と 
106の自治体で構成される平和で民主的な国家 
です。ルクセンブルクでは、過去数十年、一度も 
暴動や大型デモが発生していません。

ルクセンブルクはその多文化性で知られていま 
す。2016年1月時点で約170ヶ国からの外国人が
人口の43%を占 めており、この世界各国から集
まった人々は、 この小さな国で肩を寄せ合って
生活しており、 言語、文化の多様性に貢献してい
ます。主なコミ ュニティはポルトガル人、イタリア
人、フランス 人、ドイツ人、ベルギー人で、多面的
に構成され ています。さまざまな国籍の人々で
構成されたルクセンブルクは、異なる人種と宗教
が隣り合わせに調和しており、欧州でも非常に外
部に開かれた風土を保っています。 

治安 多文化環境

ルクセンブルクの公立教育制度は言語学習に重
点を置いています。小学校でドイツ語とフランス 
語を始め、高校では英語を学習し、ルクセンブル 
クの高校を卒業する全ての生徒は少なくとも4ヶ 
国語を話します。ルクセンブルク語は第一言語の 
母国語として、ほとんどの場合口語としてのみ使 
用されています。

ルクセンブルクには私立校及びインターナショナ 
ルスクールも存在します。英語で授業が行われる 
インターナショナル・スクール・オブ・ルクセンブ 
ルク（元アメリカンスクール）、フランス語の Ecole 
Française de Luxembourg、ほぼ全ての欧州言
語で授業が行われるSt George’s International 
School Luxembourgなどがあります。

高校までの高度な教育制度に加え、ルクセンブ 
ルクには約100ヶ国からの生徒と25ヶ国からの 
国際的教授を擁する評価の高い大学制度があ 
ります。

質の高い教育制度

2003年創立のルクセンブルク大学は若い大学
ですが、国際的かつ多言語な国の特性が反映さ 
れた大学です。大学は3学部、2センターで構成さ 
れ、ボローニャ国際協定（Bologna Accord）に基 
づき12の学士号、39の修士号、博士号を取得で 
きます。大学と金融業界、非金融業界の中心的人 
物の強固なパートナーシップの結果、多くの顕著 
な講師陣は民間セクターからのプロフェッショナ 
ルで構成されており、それが研究及び講義への 
更なる恩恵となっています。

ルクセンブルク大学の研究優先事項にはコン 
ピューターサイエンス、法律、財務および教育
科学です。さらに、大学はCenter for Security, 
Reliability and Trust(SnT)、Luxembourg 
Center for Systems Biomedicine(LCSB)、およ
びLuxembourg Centre for Contemporary and 
Digital History(C2DH)の3つの学際的な研究リサ
ーチセンターを主催しています。2015年6月、ルク
センブルク政府は現代史学際センター（IHTP） を
大学に創設する許可を出しました。近代デジタル

歴史ルクセンブルクセンターは2016年10月1日
に設立されています。国立大学とともに、ルクセ
ンブルクには他の国際高等教育機関も所在して
おり、たとえば Sacred Heard University、Miami 
Universityはルクセンブルクにキャンパスを持
ち、ビジネス、美術、人文科学、言語、社会研究の
分野でそれぞれのプログラムを提供しています。 
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ルクセンブルクでは、政策と社会保障制度が一
体 として、不測の事態から各個人を十分に保護
する という特別な目的を持っています。

ルクセンブルクでは、労働者がその職業に応じ
て 社会保障基金の一員になる義務があります。 
Commun de la Sécurité Sociale（CCSS） はシス
テム全体の監視機関 としての責務を負っていま
す。ルクセンブルクの社会保障スキームの対象範
囲は、病気、妊娠、労災、職業病、老年、傷病、家族
手当、失業保険、扶養手当、早期定年及び保証最
低賃金等となっています。

社会保障制度は被保険者、雇用主、公的機関に 
より積み立てられており、負担金は社会保障セン
ターへ支払われます。

•	 	ルクセンブルク疾病基金	-	疾病給付		
ルクセンブルクの疾病基金から、被保険労働
者の日次所得の100%に相当する疾病給付金
が支払われます 

•	 	国民年金基金	-	年金給付	
ルクセンブルクでは経済活動に従事する人は
退職年金を受給します。現在の法定退職年齢
は65歳です

注目すべき
社会保障

社会保障制度は被保険者、
雇用主、公的機関により負
担されています。

ルクセンブルクに居住し養育される子供は、 
いわゆる子供手当を受けることができます。

子供手当は、18歳未満あるいはフルタイムで教
育を受ける25歳以下が対象になります。18歳未
満の子供に障害がある場合、あるいは18歳未満
で障害者になった場合には、子供手当に制限は
ありません。

子供手当

ルクセンブルクの雇用及び資本利得に関する個
人所得税は、欧州の中でも競争力のある水準を
維持しています。

現物支給（社用車、年金制度、利子補給など）は税
額控除となる従業員報酬として利用可能です。

エクイティインセンティブは優秀な人材への報
償として有効なツールであり、一定の条件を充足
すれば税務上優遇を受ける役員報酬として利用
できます。

ルクセンブルク経済の魅力を高めるため、外国
人労働者への税制支援が導入されました。かか
る税制支援は、外国人労働者と雇用主が大幅な
節税を確保できるよう、技術力のある外国人労働
者をひきつけるために考案されました。

制度の条件を充足する場合、外国人労働者雇用
の枠組みで通常雇用主が負担する費用（配置費
用、教育費、家賃／光熱費、帰国休暇、物価差額
等）につき、従業員側の全額・一部課税控除を受
けることが可能です。

取締役あるいは類似の監督管理者として報酬を
受け取る非居住納税者は、所得が一定の基準を
超過しない限り、最終的に比較的低い税率とな
ります。

税務環境
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ルクセンブルクでは国際水準の文化を堪能でき
ます。ルクセンブルクには国立歴史美術館、ルク
センブルク市歴史博物館、国立自然博物館、市立
美術館、現代美術館等があり、音響映像施設に関
しては、一流の劇場、コンサートホール、映画館
等が国際芸術家を常に迎えています。

一年を通じて、文化愛好家はルクセンブルクの
一流の会場で行われる幅広い文化活動を堪能
できます。たとえば、ルクセンブルク・フィルハー
モニー・ホール、Neumünster Abbey、国立劇
場を始め、映画館やCentre for Applied Music 
(Rockhal)があります。

最近では、ルクセンブルクの映画産業がルクセン
ブルク文化の重要な一部を担っています。2016
年には、ルクセンブルク映画基金により、映画製
作のみならずワークショップや映画のプロモー
ションへの助成金を含む3,570万ユーロが国の
映画産業の58のプロジェクトへ投資されました。

年齢に関係なく、また幅広い文化的な好みに対
応できるよう、国・都市共同で国際水準を保つ努
力をしています。

ルクセンブルク は全ての世代と様々な嗜好に適
応した多くの文化活動を提供しています。国及び
地方の機関は国際的水準を満たす努力をしてい
ます。欧州には多くの緑化都市がありますが、
近さという点においてルクセンブルクの豊かな
田舎に勝る都市は多くはありません。市街中心部
は公園や森に囲まれ、半径30キロ以内の範囲で
様々な景色を見ることができます。緑豊かな環境
であらゆるスポーツを楽しむことができます。

多くの森と川はマウンテンバイク、ハイキング、
登山、ゴルフに最適です。これらの野外スポーツ
は初心者から上級者まで楽しむことができます。
チームスポーツ全般では、ルクセンブルクには
多くの従来型スポーツクラブやリーグなどがあ
ります。

ルクセンブルクは年齢や性別を問わずあらゆる
スポーツやエンターテイメントを提供します。
600キロを超える自転車道や多くのハイキング道
も備えています。設備の整ったゴルフコース、
プール、テニスコート、アイススケートリンクな
どその他の多くの運動施設のインフラも整っ
ています。勇気のある方はスカイダイビングや 
熱気球などのスポーツも楽しめます。

静かなひとときには、高級ウェルネス施設やスパ
が国内には多くあります。Mondorf-les-Bainsの
浴場、ウェルネス施設など、国内で楽しむことが
できます。

文化的な生活 スポーツ・
レジャー

ルクセンブルクの生活

ルクセンブルクの中心部は国の重要資産です。
自動車、鉄道、飛行機などにより、2時間以内で欧
州のかなりの数の主要都市への移動が可能で
す。ルクセンブルクの空港は市街中心部から
10分の距離にあり、鉄道の駅は国内のあらゆる
ポイントからバスによるアクセスが可能で、市街
中心部から5分しかかかりません。

ルクセンブルク は様々なレベルで非常に高い
生活水準を誇っています。国際ランキングにお
いてルクセンブルクは常に上位に位置していま
す。たとえば、「世界で一番住みやすい都市」の
ランキングではルクセンブルクが3位に選ばれ、

「Mercerのクオリティオブライフ」ではルクセン
ブルクが安全面において1位に選ばれています。
経済開発協力機構の「よりよい生活指標」では
ルクセンブルクは世界で一番住みやすい場所の
上位にランクインしています。

充実した公共インフラなどのため、ルクセンブル 
クは欧州の平均より高い水準です。公共インフラ
には、機能的で環境に配慮した都市部のバスシ
ステムや臨時自転車道などの公共インフラに恵
まれ、多くの場合車を持たずして生活できます。 
ルクセンブルクの路面電車も2017年末には営業
を開始します。

国家としての誘致力を高めるため、ルクセンブル
ク大公国は2015年9月以来、2050年までに同国
を世界初のスマートグリーンな第3次産業革命
国家に変容させることを目指した大規模な共同
イニシアチブに従事しました。Jeremy Rifkinの理
論をヒントにしたこのプロジェクトは、新しい情
報通信技術、新しいエネルギー源、新しい輸送様
式という3つの技術を統合した新しい長期的経済
モデルを定義するものです。

中心部楽しめる
生活環境

ルクセンブルクの未来はこの市民によって形作
られます。政府はすでにルクセンブルクに住む
市民とここで設立された企業のために第三の産
業革命を目指すため法的枠組みの設定に着手
しています。

ルクセンブルクはエキサイティングな時を迎え
ており、世界中の企業がそれに参画しようと惹き
つけられています。
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ビジネスチャンス

金融サービス産業に関しては、プライベートバン
キングと資金管理が重要な柱となっています。
ルクセンブルクの資金管理セクターは長年にわ
たって非常に業績が良く、現在世界第2位の規模
を誇ります。ルクセンブルクのプライベートバン
キング産業はユーロゾーンでは最大です。

金融サービスセクターは生命保険会社、再保険
会社を含む好況な保険産業にも支えられていま
す。地元の金融セクターも民間および企業による
社会奉仕事業の重要な基盤となっています。

ルクセンブルクは重要で活気ある金融セクターと
して有名ですが、非金融産業の国内での発展に
も国家政策として力を入れています。物流、自動
車部品、メディア、情報通信技術及びイー・コマー
ス企業、ライフサイエンス、環境技術、製造業、輸
送、航空産業などの非金融産業が現在国家の重
要経済セクターを構成しています。近年、かかる
産業は国の発展に欠かすことのできない重要な
産業として考えられており、政府の優先事項とな
っています。

産業

ルクセンブルクの最新鋭の接続インフラと データセ
ンターは過去数年に亘る多額の公共民 間投資の結
果です。多くの有名プロバイダが国内外の高速イン
ターネット接続を提供しており、 地元での接続料金
と最先端のインフラは欧州で も非常に競争力があ
るものになっています。 

ルクセンブルクでは、ほとんどのデータセンター が
一流のインフラ、ティアII、III、もしくはIVのサー ビス
レベルを提供しております。欧州の認定ティ アIVデ
ータセンターの40%がルクセンブルクに 所在してい
ます。従って、欧州委員会や多くの大手金融機関が
ルクセンブルクにデータセンターを設置しており、
イー・コマース、オンラインゲームなどの技術、メデ
ィア、情報通信産業がルクセンブルクで繁栄してい
ます。 

国際的に知られている公共および民間部門の包括
的なルクセンブルクのサイバーセキュリティエコ
システムは大規模に開発されています。10以上の
CERTs (Computer Emergency Response Teams)を
備えているサイバーセキュリティはルクセンブルク
が重要なITインフラランドスケープを強化し、特に大
規模な金融セクターに対処するITセキュリティリスク
の移転や法的要件の支援に際しての重要な機能で
すが、それだけでなくデジタルルクセンブルクの発
展にも寄与しています。

インターネット
接続、情報技術
インフラとサイバ
ーセキュリティ

多言語・多文化な労働環境が有利なことは
明確です。

様々な国籍の従業員を雇用することでクライ
アントの文化への適応が容易となり、クライ
アントの言語でサービスを提供することが可
能です。

様々な文化関連オポチュニティの提供は、
他国にはない集約された場所での優位性を
発揮します。

多言語・多文化
な労働環境

ルクセンブルクの 
最新インターネット接続イン
フラと多くのデータセンター
は、近年の著しい民間公共
投資の賜物です

ソース：LFB

フィンテック

Fintech(金融とITの融合)は、金融サービスに対 
し最新技術を用いてビジネスモデルに破壊的 
な革新を持たらす企業からなる新たな産業で
す。Fintech産業は近年、急速な進化、成長を遂げ 
ました。より早く簡単に金融サービスへのアクセ 
スを可能とすることで日々の顧客経験を向上さ 
せる一方、金融サービス産業のプロセスの最適 
化と規制の遵守に貢献しています。

今日、ルクセンブルクの多くのプレイヤーが 
Fintechに強い関心を示しております。注目に値
することは、現在Fintech産業には、スタートアッ
プ企業に誘発されてルクセンブルクの金融セク
ターの名だたる企業が参入し、革新的ソリュー
ションの開発を行っているということです。彼ら
は、画期的なソリューションを提供しようとする
ので、ビッグデータ、ダウンロード販売、デジタル
セキュリティ、ブロックチェーン等の分野は、関
連企業だけでなく政府の戦略的意思決定が拠
って立つFintechエコシステムの構成要素となっ
ています。

政府は作業部会を通じ、ルクセンブルクの 
Fintechの開発に全面的に取り組んでいます。
これは主要優先事項となっており、情報通信
技術業 界を通じたルクセンブルクのポジショ
ンを強固、 強化することを狙いとするDigital 
Lëtzebuerg 戦 略に組み込まれています。

ルクセンブルクのスタートアップエコシステム
はダイナミックかつ国際的で力強く発展してい
ます。

過去数年にわたり、ルクセンブルク大公国は、
そのインフラ、ヨーロッパの中心であるという
地理さらに国際性と税制面により革新的なソリ
ューション、製品およびサービスを開発を望む
複数の企業により選ばれてきました。

新たに設立されたLuxembourg House of 
Financial Technology はイノベーションを育成
しスタートアップ企業を支援するために公共と
民間セクターが共同で開始したイニシアティブ
の一例です。

国としてはインキュベーター、アクセラレータ、
スタートアッププログラムおよび共同作業スペ
ースなどの、スタートアップ企業の成長や発展
を支援するさまざまなリソースからメリットを
得ます。

スタートアップ企業の支援を優先課題であるた
め、政府は開発やイノベーションを支援する法
的な枠組みを改善しました。特に、Young 
Innovative Enterprise 助成金です。
 

スタートアップ
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ルクセンブルクの低い公共債務と財政赤字は、
企業はもとより個人にも有利な租税環境を維持
しています。 

投資家にとって、安定した政局と予測可能な
税務環境は、持続可能な租税対策のための重要
な要素です。

地元の投資を促進するために、有形資産への
一定の投資に対して加速償却や税額控除が
受けられます。

居住者扱いの法人は、同一企業グループ内に
おいて、一定の条件の下で課税対象収益と損失
をその性質に関係なく法人所得税目的でプール
することができます。損失は期間の制限なく繰越
が可能です。2017年に発生した損失は、17年間 
にわたり繰り越すことができます。

研究開発活動促進のため、政府の特別インセン
ティブが革新的な企業に付与され、いったん
知的財産が構築されると、ルクセンブルクはその
収益にかかる租税に関して競争力のある規則等
も提供します。

クロスボーダー環境で活動する企業にとって、
二重課税条約にかかる幅広いネットワークは
効率的な資金の回転に役立ちます。

更に、ルクセンブルクの付加価値税（VAT）は
現在欧州において最低率です。

2016年12月に承認されたルクセンブルクの税制
改革は、持続可能性、公平性、選択性、競争性を
特徴としており、2017年1月1日から実質的に施行
されています。

措置の一つは、法人所得税率を2017年に21％
から19％に、2018年には18％に引き下げること
です。

2017年時点の限界税率（200,000ユーロ以上の
所得については最大45.78％）も増加しています
が、他の有益な租税措置により、大多数の個人の
実効税率は低下し、税負担が軽減されています。

これらの措置は、ルクセンブルクが個人の購買力
を強化しつつ、国際ビジネスにとっても魅力的な
場所であることを示しています。

租税

•	 専門家機密法

•	 厳格な個人情報保護規制

ルクセンブルク は常に国民、投資家、企業のプラ
イバシーを遵守してきました。この姿勢がルクセ
ンブルクの意識の根底にあり、クライアントへ最
良のサービスを提供できるよう、グローバル市場
において競争力を持っています。

これに関連して、政府は知的財産の全く新しい枠
組みを設立しました。知的財産権に有利な課税
を確保するために、政府は欧州指令および通商
関連知的財産権に関する協定などの国際条約を
履行する安全な知的財産環境を構築しました。

•	 ビジネス重視の法規制環境

前述の通り、新規制の枠組み導入に関し、ルクセ
ンブルク政府は迅速かつ柔軟に対応しています。
企業にとって有利かつ競争力のある環境を確保
するために常に一歩先を歩む努力をしています。
政府の適切な対応や革新と多様化を推進する姿
勢は、物流クラスターにもその一例を見ることが 
できます。 

政府は企業の管理負担の削減を目指します。

規制

ルクセンブルクは多くの専門的分野で品質の高い 
研究を行う公立研究機関を有しています。ルクセン
ブルクの公立研究センターの研究者数は、2007年
から2016年の間に3倍以上に増加しています。

ルクセンブルク科学技術研究所（LIST）は、環境、IT、 
材料の3つの調査領域に対する学際的研究を行っ 
ています。 

ルクセンブルク国立衛生研究所（LIH）は、バイオ研 
究のオーダーメイド医療など医療に関連する臨床
応用に関する知識の伝達を目的としています。 

LCSB（ルクセンブルク システム バイオメディシン
センター）は、システム生物学と医学研究を密接に
組み合わせることで、生物医学の研究を加速させ
ています。

ルクセンブルク社会経済研究所（LISER）は、社会・ 
経済政策の分野の研究に焦点を置いた活動を行っ 
ています。 

最近の組織としましてはマックス・プランク国際・
欧州規制手続法研究所がルクセンブルクに設立さ
れました。 

大学および公立研
究センター 

物流クラスターは、革新と多様
化に向けた政府の適切な対応
と意欲の一例に過ぎません。
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•	 最小限かつ実用的な官僚制度
•	 	ビジネス志向の政府が革新的技術や	
企業をサポート

政治

• 最新型インターネット接続インフラ
•  データセンター、業務継続及び 

情報通信技術サービス
• リサーチセンター

インフラ

• 欧州の中心的位置
• 主要都市へ2時間以内のアクセス
• 5.1億人市場圏
• 欧州物流拠点

位置

• 専門家機密法
• 厳格な個人情報保護規制
• ビジネス志向の法律規制環境
• 簡略な事務手続

規制
• 多様な多言語文化
•	 充実した文化的施設娯楽	
•			多文化環境

文化

•  投資とサービスに有利な 
課税モデル

• 競争力のある個人 、法人税
• 予想可能な租税環境
• 地元投資へのインセンティブ
• 知的財産規制

租税

• 国際的教育システム
• 大学
• 高技術労働力
• 多言語多文化
• 研究改革プログラム

教養•	 中立で安全
•	 	法的枠組みが社会及び環境の維持を	
サポート
•	 	環境保護と持続可能な発展への	
地元イニシアチブ

環境

•  ルクセンブルクに多くの欧州機関が 
所在（欧州投資銀行、欧州委員会、 
欧州連合裁判所、欧州監査裁判所等）

欧州期間

ルクセンブルク一覧
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クラスターが全体として目指すのは、効率的かつ
革新的なネットワークで急速に変化するグロー
バル市場に共同で対応すること、また、クラスタ
ーイニシアチブの目標は関連する産業の強化に
あり、ルクセンブルク経済の重要な柱となって金
融危機等に対応できる体制を構築することです。

2013年10月初頭、現経済大臣のEtienne Schneider
により新たに自動車産業クラスターが導入され
ました。本クラスターはルクセンブルクで4,000人
を雇用しています。自動車セクターは新たなオポ
チュニティを提供し、国家の経済的地位の防御に
役立つと大臣は示唆しています。クラスターイニ
シアチブにより2020年までに更に3,000人の雇
用創出が試算されています。

2014年にはビジネスおよび観光向けクラスター
であるMICE（会議、インセンティブ、カンファレン
ス、展示会）クラスターが立ち上げられ、2016年
にはウッドクラスター（2017年に始動）および
クリエイティブクラスターが立ち上げられまし
た。

目標

クラスターイニシアチブは、以下の組織を含
むルクセンブルクの国立改革研究所である
Luxinnovationのような主要メンバーによって
運営されています。

•  経済省

• 高等教育研究省

• ルクセンブルク商工連合

• ルクセンブルク商工会議所

• ルクセンブルク専門家理事会

各クラスターの運営員はクラスターのメンバー
も努めます。各クラスターは、主に民間セクター
の関連産業から参画する専門的ノウハウを持っ
た様々な主要プレーヤーで構成されています。

関係者

クラスターとは、民間、公共セクターで組成され
る様々な専門家の集団です。クラスターは、異な
る産業の企業や公共研究機関が創造的な環境
を整えるためのネットワークの入り口として機能
します。

全てのクラスターには、経験豊富なクラスターマ 
ネジャーが配置され、クラスター戦略と関連する 
実行計画の履行を担当し、クラスター委員会と連
絡を取り合ってクラスター活動を取り決めます。

定義

ルクセンブルクの高い経済性と政治的安定は
経済成長多様化の発展に役立っています。
精密かつ継続的な研究と最新の技術インフラ、
革新性は優れた業績の維持の要となっています。

金融危機その他の外的混乱に備え、経済を多様
化し主要資産の強化を図る必要があります。
そのため、ルクセンブルク政府は10年以上前か
らクラスターイニシアチブを立ち上げ、今日に至
ってはクラスターは780名のメンバーを擁し、
物流クラスターにおいては13,000以上の雇用を
創出しました。

クラスターの
歴史と始まり

さまざまな産業にとって主導的な立場にあるル
クセンブルクでは、国家の経済多様性と持続可
能な経済強化を目的として、政府のイニシアチブ
で2002年に様々なクラスターが創出されました。

クラスターイニシアチブは民間と公共セクター
のネットワークの場として機能しています。

目的

ルクセンブルクのクラスター

ルクセンブルク経済の多様
化を目指し、政府は公共・民
間プレーヤーで構成される
様々なクラスターを設立しま
した。

ルクセンブルクの高い経済性と政治的安定は
経済成長多様化の発展に役立っています。
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バイオヘルスクラスター 新進クラスターとし
て、個人別薬品開発の土台となる分子診断学
に関する科学国家戦略に基づいて活動を行
い、バイオメディカルの研究、開発、改革、ビジ
ネスにかかる良好な環境としてルクセンブル
クの評価向上に貢献。

宇宙クラスター 高度な専門性を兼ね備えた
企業と公共調査機関の架け橋となり、関連技
術の開発や調査開発改革プロジェクトに携わ
る。ルクセンブルク宇宙クラスターは、宇宙通
信、グローバル航法衛星システム、位置情報
利用、地球観測、海洋保安その他宇宙関連技
術等の分野に重点を置く。

 

自動車クラスター	は比較的新しいラスターで
あり、 メンバーはindustrie luxembourgeoise 
des équipements de l’automobileをはじめ
とす るルクセンブルクの自動車サービス業界
で主に構成される。通常、メンバーは部品、製
品モジュール、システム、資材、備品等の自動
車業界メーカーなどの企業。

海洋クラスター	共同創立者であるデロイトル
クセンブルクを含む16のメンバー機関で構 
成される。国内外の海洋セクターと関連サー 
ビスの開発、知名度向上、効率化を目指し、ル 
クセンブルク政府と経済界によりルクセンブ 
ルク海洋クラスターが創設された。強固なシ 
ナジーと戦略アライアンスを創出し、情報意 
見交換を活性化させ、ビジネスの促進と通信 
戦略の実行を目的とする。

	物流クラスター	欧州物流の中心的役割を担
うことを目的とする:

• 別産業とのシナジー、コラボレーションの
強化のため情報交換プラットフォームを 
策定　

• 物流セクターにおける新商品とサービス
の開発を進めるための研究、開発、 
改良イニシアチブのサポート

• ルクセンブルクの規制、管理、法的枠組み
の改善策について政府をサポート

• 教育及び継続的産業トレーニングの促進

資材クラスター	新しい持続可能なビジネスチ
ャンスを創生すべく、共同調査開発及び改革
プロジェクトを履行し、ルクセンブルクで資材
技術を持つ様々な人材をサポートする。
資材クラスターのネットワークは資材技術セ
クターで活躍する約60の企業、公共調査機関
を網羅。

情報通信技術クラスター	 新規及び既存のビ
ジネスチャンスの活性化のため、情報通信技 
術産業において重要な役割を担う人々を招 
集。共同調査、開発、改革プロジェクトの遂行 
により、持続可能なビジネスの確保に努める。 

他業界からの吸収を最大化し、公共・民間セ 
クター間のコラボレーションとネットワークを 
推奨。現在ルクセンブルクは最新型のインタ 
ーネット接続環境が整備されており、多くのデ 
ータセンターの設立と一流プロバイダによる 
高速接続によるネットワークが充実。

欧州の情報通信技術の要として優れたインタ
ーネッ接続を確保するため、ルクセンブルク
を拠点とする企業は、全ての主な欧州中心地

（パリ、フランクフルト、ブリュッセル、ロンド
ン）に冗長リンクによる光ファイバーケーブル
の深地下敷設が義務付けられている。 エコイノベーションクラスターは、ルクセンブルクのエネルギー、環境、持続可能な開発の分野を強

化することを主な目的としています。このクラスターは、循環経済、モビリティ、持続可能な都市、ス
マートテクノロジーの3つのトピックに着目しています。ルクセンブルク政府は、これらのトピックが
将来の経済発展にとって重要であると考えています。

クリエイティブ産業クラスター（2017年以来稼動）は、クリエイティブ産業分野における民間企業と公共の企業の集合体です。クリエイティブ産業の専門
家を対象とするこのクラスターは、建築、芸術および工芸、映画、デザイン、ゲーム、マーケティングおよびコミュニケーション、ファッション、ニューメディ
アといった分野の活動をカバーするセクターの経済発展を支援するプラットフォームとなります。

MICEクラスター	 ルクセンブルクMICEクラス
ターは最も新しいクラスターであり、当クラ
スターは、観光・ビジネスセクターの中心的
存在をコーディネートすることにより、リソ
ースを効率よく活用していくことを目的とし
て、2014年に設立された。さらに、当クラスタ
ーの設立により、ルクセンブルクを会議やビ
ジネス出張のロケーションとして強化してい
る。ルクセンブルクのビジネス観光セクター
は、会合、報奨旅行、会議、その他イベントが
含まれる。当クラスターは、ルクセンブルク政
府観光局の監督下により運営されている。

 

ウッドクラスターは2017年に始動します。循
環経済の典型的なモデルである「ウッド」セク
ターは、ルクセンブルクの多様な経済活動の
源であり、大きな発展の可能性を秘めていま
す。この取り組みは、経済的・環境的な付加価
値を創造するため、森林および木材セクター
の全ステークホルダーを企業クラスターに結
集させ、木材の新しい用途を活かしたイノベ
ーションを通じてセクターを強化することを
目指します。

NEW

NEW
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デロイトのパートナーは、ルクセンブルクのプロフェッショナルで
構成される主要な協会や審議会のほとんどにおいてメンバーとして 
活躍しており、政府機関とも密接に活動しています。

世界におけるデロイト
デロイト ルクセンブルクは、150カ国に拠点を置く、国際監査、税務、 
コンサルティングファームのグローバルネットワークであるデロイト 
トウシュトーマツ（Deloitte.com）メンバーの一員です。

現在、デロイトは150カ国の事務所と244000人の従業員、7千人の 
パートナーで構成されています。デロイトは事業の拡大に伴い、 
グローバル大企業のおよそ4分の1、相当数のルクセンブルク大企 
業、公共機関その他の主要企業にサービスを提供しています。デロ
イトはプロフェッショナルサービスの世界的なリーダーとして 活躍し
ています。

企業の社会的責任

デロイトにとって、持続可能という言葉は環境面に限られたことでは
ありません。それは、エコシステムを不必要に枯渇することなく、人的
資本や資材の賢い利用を確保することを意味します。企業の社会的
責任委員会が提案する企業戦略のもと、デロイトは、環境社会活動に
おいて継続的に改善するよう努力し、私たちが生活する社会におい
て責任あるリーダーとして行動します。

デロイトのリーダーシップはデロイトにとって不可欠な価値観のもと
成り立っています。その価値観とは、従業員、我々の地球、我々の社会
のあり方を常に気にかけて行動するということです。企業の社会的責
任はデロイトで働く各個人の共通の責任として考えています我々の
企業の社会的責任は、その高い水準が以下の通り
認められています。

ルクセンブルクにおけるデロイト
強力なパートナーシップ

ルクセンブルククラスターを通じて、公共・民間セクター
のプレーヤーは協力して特定の目標を達成します。
かかる開発過程において、製造、サービス分野にかかわらず、
企業にとって常にあらゆるレベルのサポートが必要です。
これらの分野でクライアントが抱える課題や問題について、
デロイトは監査、税務およびコンサルティングの幅広い範囲で
サービスとソリューションを提供します。
ルクセンブルクにおけるデロイト
90名以上のパートナーと1,900名以上の従業員で構成されるデロイ
トルクセンブルクは、一流のプロフェッショナルサービスファームとし
て、65年にわたり監査、税務、コンサルティングの分野で付加価値の
高いサービスを国内外のクライアントに提供してきました。

デロイトは金融・非金融に限らず、様々なセクターにおいて専門性を
持っています。ルクセンブルクの優先的セクターに効率よく対応でき
るよう、デロイトは10の産業分野に分類されており、それぞれ監査、
税務、コンサルティングの優秀な専門家がサービスを提供していま
す。

このような基盤のもと、デロイトは新設及び常設クラスターのニーズ
に対応する用意を備えています。クライアントのニーズに対応するた
め、デロイトは各セクターの専門知識と経験を備えたプロフェッショ
ナルで構成される、目的別のチームを組成しており、スタッフの多く
は商業、工業、公共セクターにおいて銀行、ファンド、保険等の金融サ
ービス業界の上級職を経験しております。

デロイトは、長年にわたり、監査の厳格な対クライアント独立規則を
遵守すると同時に、クライアントが必要とするあらゆる助言とサポー
トを提供できるようサービスの分類を超えて幅広い能力を集結する 
統合ビジネスモデルを開発してきました。

約54の国籍を擁する多文化労働環境で、デロイトは、世界中のクライ 
アントとの会話を促進し、クライアントのニーズを理解するよう努力 
しています。デロイトルクセンブルクは国外でもクライアントへのサ
ービスを提供していますが、ニューヨーク、香港、ロンドンの代表事 
務所の開設により、クライアントとデロイトのより密接な関係が実現 
しています。現在、デロイトルクセンブルクのクライアントの多くは国 
外あるいは別の大陸に拠点を置いています。このように、デロイトは 
成長し続けるルクセンブルクの国際風土に貢献しています。 
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移転計画や国際開発プロジェクトにあたり、デロイトはあらゆる段
階にあわせたサポートを提供します。専門知識、解決志向の
アプローチ、サービスとインダストリー分野を超えた構想で、
デロイト ルクセンブルクは、御社のルクセンブルク進出第一歩
からサポート致します。

デロイトがご提供できるサービス

ルクセンブルク市場での65年の経験をもとに、デロ
イトはルクセンブルクの政治、規制、ビジネスチャン
ス、開発展望等にわたる地元環境への対応 をサポ
ートします。また、デロイト自身のビジネス展開にお
いて培った地元市場と公的機関におけるネットワー
クがあります。

クライアントのビジネスの計画段階から実践段階に
至るスムーズな移行ができるよう、適切な戦略サポ
ートを行います。

また、長年の国際的経験から、デロイトはクライアン
トの移転元市場を理解しています。世界各国24.4万
人にのぼるネットワークを活用し、多文化的背景を
持つスタッフと現地スタッフの国際的経験をもとに、
クライアントの基盤市場との相違や、これに関して
生じる課題を予測することが可能です。

デロイトの新興企業向けサービス
新しいビジネスの立ち上げ、事業の移転、ヨーロッ
パへの展開などをご希望でしょうか。デロイト ルク
センブルクはこのほど、ルクセンブルクで事業を立
ち上げ、成功を目指す新興企業向けに、最先端の機
能を提供するBoostサービスを導入いたしました。

デロイトデジタルサービス
デジタルストラテジー
CEOの75％はデジタルストラテジーを講じていませ
ん。当社は、クライアントのデジタルビジネス全体に
おける大胆なビジョンの定義をお手伝いいたしま
す。これは当社のその他すべてのサービスにつなが
るゲートウェイです。

デジタルクリエイティビティ
ビジネスリーダーの89％は、主に顧客の経験に基
づいた競争を想定しています。
革新と創造性は、当社がご提供するソリューション
の一部です。お客様のデジタルエクスペリエンスに
焦点を当て、あらゆる創造的なアイディアを現実に
いたします。

デジタルエンジニアリング
消費者の70％はテクノロジー大手と見なされる企
業との交流を希望します。
当社は分析、破壊的技術（ブロックチェーン、人工知
能、ロボットプロセスオートメーション、バーチャル
リアリティなど）、新興企業との協力により、組織、人
および技術的ソリューションを通じた変革を可能に
します。

デジタルソリューション
社内ソリューションの使用からクラウドベースのエ
コシステムへ移行する企業はますます増えていま
す。当社は最先端のソリューションをご提供する統
合型デジタルサービスを通じ、変容し続けるテクノ
ロジーの複雑さに対処しつつ、保守および導入コス
トを削減するお手伝いをいたします。

規制、テクノロジーと環境変化に
常時対応

デロイトはビジネスの課題に対する明確
な考察をもとに革新的解決法を模索し、
その業務は確かな実績と組織枠を超え
て機能する専門的ノウハウに裏付けられ
ています

クライアントの全ニーズをカバー

プロジェクト開始から解決策や新組織の
履行まで、デロイトチームはその窓口とな
り全ての課題をサポートします 

デロイトのノウハウ
デロイトのスキルと方法論は、国際監査、 
移動オペレーション、プロポーザル依頼、 
システム選定と実施、国際合併等のあらゆる 
大型プロジェクトの実行をサポートします 

クライアント知識

イノベーション

プロジェクト管理

業界の知識

スキルと
プロセス方法

デロイトを選
ぶ5つの理由

クライアントのニーズ
に対する理解

デロイトはクライアントとその
チームとの協力体制をもとに
アプローチします

1
クライアントの業界に対する理解

デロイトは業界経験の豊富な 
多面的専門家チームで組成されています

2

3

4

5

デロイトを選ぶ5つの理由
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企業のライフサイクルに併せたビジネスの成長

1. 計画 2. 実行 3. 運営 4. 管理

財務
資金調達
タームシート交渉サポート及び 
財務パートナーの特定
選択肢の定量化とモデル化

財務戦略の特定
財務会計方針の特定
仮決算財務諸表

CFO	サービス
M&A戦略
利益性評価

評価
予実分析
会計監査
原価会計

戦略
事業計画
市場分析、予測
パートナーシップの構築と評価
助成金取得に関する評価

戦略計画
効率的主力市場モデルの特定と
中心顧客アプローチ策の決定

商業戦略
年間販売・マーケティング戦略 
および目標革新の収益化
競争力のあるポジショニン

査定
売上高および市場ポジショニングの評価
KPI（重要業績評価指標）評価
戦略的目的の検討

運営
運営計画
具体性分析
行程実行
商業条件交渉のサポート

経営体制の確立
実践活動の協力
業務戦略とプロセス

業務管理
IT及びセキュリティ
ガバナンスと変更経営

最適化
調整、生産費削減、マージン増加、国際化

人事
将来的な役割
変化に対応する将来的役割を担う
組織の編成

採用
最適なスキルと能力を持つ人材を
社内外から採用

開発
トレーニング及び開発カリキュラムの構築、 
トレーニングの促進

業績
従業員の業績に見合う報酬体系の確保

税務
タックスプラニング
ルクセンブルク税制の影響波及解析と 
ビジネスへの影響の分析
特別租税制度の分析

モデル評価分析
税務分析及びモデル導入のためのオファーの
プレゼンテーション

継続的税務コンプライアンスと助言
Performance of Advisory and Tax compliance
as per model to be implemented

調整
部門を越えた査定が税務構成に影響を与える
と判断された場合の税務モデル変更の可能性

マーケティン	
グ＆コミュニ	
ケーション

市場動向
収益性あるカスタマーリレーション構築 
に関する機会の調査

製品発売
製品ポートフォリオ及び価格戦略
マーケティング予算と目的の特定

マーケティング
ブランド価値の向上と市場ポジショニング

反応評価
マーケティング評価
ROI 分析
顧客意見

サービス
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