
グローバルインベスター2.11
クレディスイス投資家のためのエキスパートノウハウ

Inheritance 相続
過去と未来を繋ぐもの

エキスパートラウンドテーブル苦しみと栄光と- ファミリービジネスの次世代引渡しにお

ける最優先事項, ケネス ‧ シーヴデヴィッド ‧ スタサヴァジ歴史には何がしかの驚きが

ある。こと相続税に関しては。ジェンス ‧ ベカート相続とは社会的不平等を拡大させるの

ではなく、むしろ世代を通してそれを伝播するものだ。キショア ‧ ラオ アブ ‧ シンベル

神殿の保存運動はどのように世界遺産保存の国際的メカニズムにつながったか。
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グローバルインベスターは2011年BCP（最優秀企業出版）の
ゴールドメダルを獲得BCPは欧州の最も栄誉ある企業出版コン
テスト
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非公開企業、公開企業を問わず事業の継承は企業の中核に置かれる

問題です。資産やアイデアや制度を受け渡す側にとって、事業の継承

は失敗を乗り越えて得た成果の絶頂期に生じる事象であり、受け継ぐ

側にとっては、決別の苦しみと新たなる機会・自由が表裏一体となる出

来事となります。政府にとっては、財産の移転は昔から去り行く者を対

象に、それ以前には不可能であった課税の機会が生じることになりま

す。また、社会的にいえば、相続のシステムはその時々に支配的な社会

的、道徳的、宗教的規範を反映しており、相続を受ける受益者は性別

や婚姻その他の区分、あるいは個人の選択の自由によって決められて

います。当然ながら、相続にまつわる理性や気まぐれを題材として、世

界的に優れた文学作品も生まれました。「グローバルインベスター」の

本号は資産の相続にとどまらず、物事の考え方やシステムの相続につ

いても検証を加えます。斯界の著名人からのご寄稿も含め、このテーマ

に広範囲に取り組みました。ビジネス相続の現実的な課題や世代間の

相続の難しさに直面した一族や個人との面談の傍ら、学術的分析も加

えました。

Giles Keating プライベートバンキング、アセットマネジメント 調査部長

本号特集コーディネート責任者

Grégoire Biollaz クレディスイスプライベートバ

ンキング2008年入行。メディカルテクノロジー、

バイオテクノロジー業界担当アナリスト。化学

業界、スイス株ストラテジーも担当。ETHチュー

リッヒバイオテクノロジー博士課程終了。イミュ

ネックス(現アムジェン) シアトル勤務経験。

Olivier P. Müller クレディスイスプライベートバ

ンキングシニアアナリスト、株式調査部部長。担

当分野は欧州ならびに85の消費関連会社。 ベ
ルン大学にて金融ならびに会計を専攻、修士取

得。CFA 、CAIA、FRM資格保有。
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相続

06
大いなる期待

自らの手で財産を築き上げられる時代となり、結果として、相続の

持つ意味は後退しました。とはいうものの、未だその重要性には

変わりありません。ドナルド・コックス氏が、人々が財産を残す主な

理由について検討します。

12
継承が始まるとき

クレディスイスが外部の専門家を迎え、財産の継承に伴う機会や

重圧、それがもたらす喜びや苦しみについて討論会を行いました。

参加者はハンス・ボームガートナー氏、ピーター・ビュリ氏、ライン

ハルトならびにサイモン・コルデ父子ならびにウルス・シュラッター

氏。

20
バランスを取るのが微妙

アジアの家族ビジネスでは世代を超えたつながりが大変重視され

ます。財産の継承にはその開示が重要な意味を持つのですが、こ

うしたアジアの伝統的価値観は時として財産の開示の妨げになり

ます。ジェームス・チェン氏が自身の事業継承経験を振り返ります。

22
死、戦争そして税金 
相続財産に対する高い限界税率はごく最近の現象です。でも何故

でしょうか。ケネス・シーヴ、デビット・スタサヴァージュ両氏が200
年の歴史を振り返り、意外な結論を提示します。

26
ますます個人の選択に

誰が誰に何を遺すか － 時代を経てますます個人の意思によって

決まるようになっています。ですが、イエンツ・ベケット氏によれば、

そのパターンは欧米においてさえもまちまちです。現実を見つめ、

相続の長短所をチェックします。 

34
よりよい後世のために

ウィリアム・シェークスピアはこう書いています。「善事はしばしば

人骨とともに地中に埋もれる」。幸いにも現実は常にそうとは限り

ません。グレッグ・スミス氏がアリストテレスからマーティン・ルー

サー・キング・ジュニアまで、金銭では計ることのできない偉業に

ついて説明します。

39
地球を受継ぐ 
1950年代のエジプトのアブ・シンベル神殿の保存運動がその後

の世界遺産の国際的保護活動のきっかけとなりました。キショア・

ラオ氏が優れた文化遺産、自然資源をいかに次世代に引き継ぐか

について語ります。

www.credit-suisse.com/globalinvestorのポドキャスト

当レポートは、2011年11月にグローバル向けに発行された英語版

レポートを、2013年2月に日本語に翻訳したものです。
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「あの人の財産はどのくらい？」

チャールス・ディケンスやジェーン・オースティンなどの作家による小説ほど１９世紀の相続の重要性を如実に物語るものはないでしょう。二人の結婚がどうなって行
くは、その二人が何をなすかではなく、どれだけの財産を相続することになるかによって評価されました。２０世紀にはニューマネーの台頭でこの優先順位が覆りまし
た。
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下記ウェブリンクからグローバルインベスターズ・ナレッジプラットフォームで音声
でお聞きいただくことができます 。www.credit-suisse.com/globalinvestor

大いなる期待
人が財産を遺すにはさまざまな理由があります。利他主義の考え方から、あるいは子供たちに対するそ
の奉仕の見返りとして、またよくあることですが、理由など全くない、など。相続は、一昔前なら暮らしを立
てるためのきわめて立派な手段とされましたが、20世紀になると、自分で作り上げた富との比較では影が
薄くなりました。しかし、今や、経済の低迷を受け、遺産の位置づけは一昔前にあと戻りする兆しにありま
す。

ドナルド・コックス　ボストンカレッジエコノミスト

相続の重要性は一世紀前に比べれば低下していはいるものの、未

だその存在は大きく、再び昔のように重要視されるようになるかもしれ

ません。人が財産を遺す理由はさまざまです。その背景として、利他主

義に基づく純粋な考え方から、あるいは子供たちを巧みに操るため

の手段まで、いくつかの動機や考えが浮かびます。財産相続の歴史は、

農業が始まった1万年前、すなわち近代的進化の夜明けの時点に遡りま

す。以来、相続を巡っては、不平等の普遍化、蓄財の奨励、一族支配の

促進、兄弟間の対立 － などの現象が繰り広げられてきたのです。

相続や遺産贈与についてのエコノミストたちによる研究はアダム・ス

ミスの時代に遡ります。１９８０年代前半、ボストン大学のローレンス・

コトリコフと、当時ハーバード大学に籍を置いていたローレンス・サマー

ズが論文を発表し、その中で、米国の富の大部分は引退に備えた貯蓄

ではなく、資産を築くための貯蓄に由来すると述べたのがきっかけで、

遺産への関心が高まりました。貯蓄と富を深く理解するには、蓄財する

本人に限らず、その家族全体を分析する必要があります。後（のち）の

研究で、遺産は当初考えられたほどには富の増大には貢献していない

という事実が明らかになりましたが、それでもなお、エコノミストたちは

他の有力なデータを求め、そして相続の経済学をよりよく理解するた

め、研究を進めてきました。最初で最大の課題、それは遺産贈与の根

本的な動機をいかに把握するか － でしょう。

一部は利他主義、一部は償い、時にはその両方

シカゴ大学のゲーリー・ベッカー（1992年ノーベル経済学賞受賞）

は、その家族経済学に関する先駆的な研究の中で、家族内の所得移

転の背景には、有力な動機として親の側の利他主義がある、と指摘し

ました。その考え方には納得できる点が多々ありました。これに先立

ち、進化生物学者は世界各地の動物がその子供に親としての気遣いを

示す状況を指摘しており、そこにはベッカーと同様の考え方が伺えます。

人間は例外といえるでしょうか？

相続の基本的パターンは現実に利他主義に沿っているようです。

財産を残す親たちは傾向的に相続する子供たちより裕福であり 、マ
ネーは多い方から少ない方へと流れるわけで、利他主義と等しくなり

ます。そのうえ、巨万の遺産は別にすれば、財産の贈与は家庭内に留ま

る傾向があり、これはベッカーや進化論者の唱える「身内びいき」の考

え方と一致します。

しかし、利他的な考え方に基づく財産分与がすべてに当てはまる >



遺産を残すことはどれほど大切か？

健康と退職後の生活に関して米国で実施されたある大掛かりな調査によれば、全体の世帯の約４分の３は子供にお金を残すのが大切だと答えています。また、70か
ら74歳までの回答者は平均的に現在保有する資産の60％強を自分で使い、残りは遺産として残す考えでいることが分かりました。
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とは限りません。子供が若く、困窮の状況にある場合は、利他主義発

想により、親は自らの死を待つことなく、早目の資産譲渡を迫られる傾

向があります。ただ、親の生前中に実際に巨額の資産の移転が行われ

る場合でも、それは必ずしも利他主義に沿ったものといえないケース

もあります。子供が経済的に挫折した場合、資産を譲る側の親たちは、

利他的な動機から想定されるほどには、いい顔を見せることはないよう

です。

もうひとつの動機は、財産の贈与を「交換」の一部 － 年を取った

両親からの、面倒を見て気にかけてくれたことへのお返し － として捉

えることもできます。これはスタンフォード大学のB.ダグラス・ブレンハ

イム、ハーバード大学のサマーズならびにアンドレ・シーファーにより

1985年に提示されました。親が裕福な場合、子供たちの親への訪問

回数は多くなる傾向にあります。子供が複数いる家族の場合この関係

が成り立つのも事実です。おそらく１人っ子の場合は兄弟たちからの

競争がなく、訪問回数を加減することは難しくなるでしょう。財産分与

の動機は１つとは限りません。カリフォルニア大学ロスアンゼルス校

のキャサリン・マクギャリー、オハイオ州立大学のオードリー・ライトは

「特定の子供に他よりも多く財産分与するとすれば、その理由は何か」

と問いかけ、これに対し、「利他主義から」と答える親も、「交換だから」

と答える親もありました。その両方を動機とするケースもあるでしょう。

予期せぬ医療費のような、まさかの時の蓄えとして富を蓄積する親もあ

るでしょう。しかし、それが不要となった場合に、子供たちに残すことに

なります。

マクギャリーとライトは親が特定の子供を「ひいき」にするケースに

焦点を当てています。ところが、遺憾ながら、大多数の場合、財産は子

供たちに公平に分与されているという事実に直面しました。公平分与

のパターンは、子供たちの中で親に最も尽くした者が他より多くの財産

を受け取る資格がある、とする交換の動機とはしっくりいきません。金

銭的に不利な状況にある子供がそれを償うよう多く与えられるという

利他主義とも食い違います。ブレンハイムとブリティッシュ・コロンビア

大学のセルゲイ・セヴェリノフは、財産贈与は親が子供たちを公平に

扱っているのだという気持ちを伝える手段として使われていると仮定し

ています。しかし、それにしてもこうした気持ちの伝達をなぜ人生の最

後の段階まで延ばすのか、理由ははっきりしません。

兄弟間の相続を巡る争いに付き合うと危険なことになりかねませ

ん。ファイナンシャルプラナーによれば、親が去りしあとの家族内紛

争の例を挙げれば枚挙にいとまがありません。争いの根は深いもので

す。母親は２人の子供を均等に愛しているのに、子供はお互いに相手よ

りも自分の方が好きなのです。こうした背景にある兄弟間の争いは扱い

難いものです。

予期せぬ相続財産

再び財産贈与の動機に戻りますが、実のところ遺産は、被相続人

が使い切ることなく死亡して遺す「予期せぬ」財産なのに、私たちの方

がこれをいささか考え過ぎているのかも知れません。おそらく親は長

い人生にわたる消費を賄うべく資産を保持するのですが、年金保険を

買う気にならなかったのか、あるいは買えなかったか、そのどちらかで

しょう。その場合は、子供よりも自分たちの生活費だけを考え、その蓄え

が尽きる前に死亡したら、残りを贈与することになるのです。この意味

では「予期せぬ贈与」になります。予期せぬ贈与では遺言を遺すケース

は少なく、ほとんどは遺言がないまま、子供たちの間で均等相続される

のです。

意図された財産贈与に対比して、こうした「予期せぬ贈与」がどの程

度になるのかは議論のあるところでしょう。以前、米国のシンクタンク、

ランド研究所のマイケル・ハードが行なった研究では、意図的贈与を

裏付ける根拠はほとんど見つかっていません。最近の調査では、データ

も向上しており、意図的贈与がかなりの水準であることが判明していま

す。さらに、１９９２年に発表された、ミシガン大学の「健康と退職生

ドナルド・コックス(Donald Cox) ボストンカレッジ、
経済学教授。世代間移転に特に関心を寄せる。前
歴はワシントン大学助教授、スタンフォード大学フー
バー研究所エコノミスト。ニューヨーク連邦準備銀
行にエコノミストとして２年在籍。1980年ブラウン
大学大学院博士課程修了。

>



ベビーブーマーの相続見通し

各種の推計によれば、米国ベビーブーマー世帯の33%（2007年時点で4,370万世帯）が一生涯、相続を期待していない。44%は１０万米ドル未満、22%は10万ドル以
上100万ドル未満の相続を期待している。
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活に関する研究」による長期にわたる調査では、米国の高齢者の４分

の３が子供にお金を遺すことが重要である、と回答しています。

相続の経済学：算術

これは一体何を意味するのでしょう。贈与財産は塩やベーキング

ソーダと同じで、あらゆる目的に使われます。資産贈与の動機は別にし

て、相続が経済の面でどのような意味を持つのでしょうか。この点に関し

ては、パリ・スクール・オブ・エコノミックスのトマス・ピケティ、カリフォ

ルニア大学バークレー校のJ・ブラッドフォード・ドロンが用いた、ごく

簡単な法則があります。

相続は高度成長経済下よりも低成長経済下で大きな意味を持ちま

す。たとえば、技術的に進展の乏しい農業経済のもとでは、唯一の財産

は家族で運営する農場であり、これが次の世代に受け継がれる唯一の

相続資産なのです。しかし、成長の目覚ましい経済では子供たちは傾

向として親よりも富裕になり、相続財産は自分で作り出した資産との比

較では影が薄くなるのです。ニューマネーはますます潤沢になり、オー

ルドマネーよりも目を引く存在になるのです。

成長経済を特徴づけるのは能力主義社会であり、そこでは人の地

位はその人自身の働きによって決まります。一方、旧来の経済を特徴づ

けるのは不労所得社会で、そこでは各人の地位はその出自、婚姻のいず

れかまたはその両方によって決まります。こうした新旧経済下の比較を

見事に解説したのがドロンです。すなわち、ジェーン・オースチンの時

代の女性はいかにして求婚者を品定めしただろうか － との問題を提

起し、「求婚者の職業は何か」ではなく、「求婚者は将来何を相続する

のか」との質問でふるいにかけたであろう、というワケです。 

バック・トゥ・ザ・フューチャー？

時代は逆戻りするかもしれません。ピケティはフランスにおける相

続の歴史を300年にわたって綿密に研究し、先ごろ、その成果を発表

しました。その中では、１９世紀には文句なしに重要事項であった相続

が２０世紀後半の経済成長の中で影を薄めたことが確認されています。

しかしながら、彼は相続の地位復活を想定しており、２０５０年までに

は相続が１９世紀の地位を回復するだろうと予想しています。ここでも、

相続はごく単純に経済成長との関連性の中で捉えられています。すな

わち、この先数十年間、経済の低成長が予想されているのです。

どうしてこのような転換が生じるのでしょう。ドロンによれば、相続

はかつて財産取得のきわめて立派な手段とされました。長男がすべて

の財産を相続し、自らはまたその子孫のためにその財産の保存を要求

されました。自身が一族永続のための手段であったのです。しかし、後

に２０世紀の大恐慌後の米国の高相続税に見るように、財産の相続が 
－ あたかも不当なものとして － 不適切なものと見なされるようになり

ました。現在、一部の国には相続税率を引き下げる動きがありますが、

かりに相続税の税率をひとつの指標と考えると、こうした動きは相続に

対する考え方が肯定的なものへと移行する前兆なのかもしれません。

国民感情についての予測はあやふやなものにならざるを得ません

が、相続の問題の行く手を予測するのは容易です。ピケティの計算は

相続の地位上昇をはっきりと示しています。国富に対する相続の貢献

度順位が上位に返り咲くなら、再び実力主義の社会から不労所得モー

ドへの回帰が始まります。人類誕生以後、人は１０万年以上にわたり遊

牧狩猟生活をし、物資的な富は自分で背負えるものに限られていまし

た。農業の登場で家族農場を子孫が受け継ぐ時代となり、それが覆り

ました。こうした時代が数千年にわたり衰えることなく続いたあと、２０

世紀中頃になって自力で財産を築き上げるヌーボリッシュ（にわか成

金）が一国の富の分配で上位を占めるようになりました。しかし、低成

長経済下、あの「将来何を相続するのか」が問われた時代への回帰が 
－ 少なくとも一部に － 伺えます。 ■

「ニューマネーは潤沢になり、
オールドマネーより目を引くよう
になった。成長シナリオは能力
主義社会の特徴です。」
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継承が
始まるとき
身を引きビジネスを譲ることは、相手が身内で
あろうが外部チームであろうが、トラウマにもな
りかねません。でもこのトラウマは回避可能です。
中小企業後継計画を題材にしたクレディ・スイス
のラウンドテーブルの参加者は、洞察力、相互
尊重、優れたコミュニケーション能力が事業継
承の成功に不可欠であるとしています。

ラウンドテーブル
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Reinhard Cordes 
「金銭的に投資をしていない
会社外部の者がはっきりとし
た方向を定義できることは常

によいことです。」

Hans Baumgartner 
「起業家同様、私たちは究極的には
会社が確実に存続するよう望みま
す。」

Urs Schlatter
「40歳ぐらいの頃から自分でビ
ジネスを始めたいと思うようにな
り、外部からの後継者を探してい
る人を積極的に当たりました。」
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ダニエル・ヒュバー（Daniel Huber)クレディ・スイス出版部部長

ダニエル・ヒュバー(Daniel Huber): コルデさん、早い時期からお父上

の後継者に指名されましたが、これはチャンスですか、重荷ですか。

幸せと感じられておられますか、それとも苦痛ですか。

サイモン・コルデ(Simon Cordes): よい機会と捉えています。幸せ

なことです。まだ経営学修士課程の最中ですし、30代になったら父

の会社に入るとしても、その前に他所できちんと経験を積んでおかな

いと。ここ数年間、父と２人でいっしょにやっていくにはどうしたらい

いかを話す機会が増えました。ビジョンとか、新たなアイデア、新たに

目指す市場、将来の展望とか、僕自身がどう会社としっくりやっていく

か － など。

父親として、ご子息の後継をいつも念頭におかれていましたか。それ

ともできるだけオープンのままにされていましたか。

ラインハルト・コルデ(Reinhard Cordes): 「家業を継いでくれ」と

はっきり口に出したことはないですね。サイモンには自分の能力を発

揮する機会を与えたかったし。もちろん家でビジネスの話題はよく出

ました。私は起業家ですし、息子は勉強もそれなりしていてそれなり

の立場もあります。それでお互い、徐々に共通の考えを持つようになっ

たのです。

ご家族に他の選択はありましたか。

Reinhard Cordes: うちには２人の息子がおりまして、どちらも個性

が強いのですが、もう１人の息子は写真とメディアの勉強をしており、

会社に入りたいという希望は全くかったですね。

ビュリさん、お父上からの引き継ぎはどのようなものでしたか 。

ピーター・ビュリ(Peter Burri): 父から一通の手紙を受け取りました。

そこに、「兄さんは別の勉強がしたいそうだ。お前の番だね」と。これ

だけですよ。嬉しかったですし、今でもそんな機会を与えてもらった

のは幸運だったと思います。ただ、次の世代への引き継ぎは特別な

ケースですね。長い間、兄の２人の息子が継いでくれるものだと思っ

ていました。それにふさわしい仕事についたのですが、結局２人とも

違う道を選びました。そのあと私の子供２人も興味を持ってくれるよ

うになりました。

誰が道筋をつけたのですか。

Peter Burri: 誰でもないです。代わりの案を長く考えていたところ、

解決策、すなわち後継を買って出てくれる人物が見つかったのです。

結局、家族から２人の後継者にもうひとりがパートナーとなり、３人の

チームができました。

シュラターさん、ご自分で始められるまでの20年間、機を伺っておら

れたのですか。

ウルス・シュラター(Urs Schlatter): いや、そういうわけではありま

せん。シュルザー社には20年勤め、いつも何かしら新しいことを学ん

でいました。ただ、40歳になった頃、自分でビジネスがしたいと思い

始め、外からの後継者を考えているところがないかと積極的に探した

のです。そのおかげで、コーデさんがおしゃったように、またとない機

会を得ることができました。

銀行はどの程度まで後継者探しのお手伝いができますか。

ハンス・バウムガートナー(Hans Baumgar tner): 後継者として自分

の娘なり息子が最適任者と言えないケースがますます増えています。

起業家の直面するグローバルな課題はかつてないほど複雑さを増し、

そのため慎重にならざるを得ません。よりよい見通しが欲しいし、自

分の子供や管理職に対する評価を望んでいます。銀行にとってもち

ろん適任者が会社を受け継ぐことは最重要点です。適材適所で、業

績が正しい方向にあるならキャッシュフローがあるわけで、当行では

キャッシュフローファイナンシングも行なっています。

Urs Schlatter: 後継者が適材適所との判断はどのようにするので

すか。御行独自の評価方法があるのですか。 
Hans Baumgartner: 当然のことながら評価にあたり、面接の機会

を設け、職歴を見ます。リスクも洗い出します。起業家の方と同様、結

局は会社の存続を確かなものにすることが重要です。 
Peter Burri: 後継そのものにとどまらず、家族の問題でもあります。

女性は、「分与の話ならば、私にだって権利はあるはずです」と、献

身的人生を送ったあとでこういいますね。こういった家族的な繋がり

は往々にして外からは見えにくいものなのです。 
恩恵を受けられなかった家族に対して、何か苦痛の最低補償費のよ

うなものはあるのですか。 
Reinhard Cordes: 私が入社した時の会社所有者は父と叔父でし

た。入社してまず、お金がどこから造られ、どこに消えていくかの構

造的な分析をしてみました。そこで判明したのは、ある部門が売り上

げの７割、利益の全部を産み出し，一方他の部門からは売り上げの３

割、損失のすべてを出しているということでした。帳簿をしめれば、

全体としてそれなりの利益が上がっていたのです。その利益を２家族

に分配していました。父にはこんな方法ではやっていけない、これは

ダメだ、と告げました。５年以内に資産分けをすすめ、1970年代の終

わりになって、結局会社は２社に分社されました。銀行にはこの過程

にずっと携わってもらいました。必要だと思ったからで、その方がよ
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かったと思います。そして、大変重要な点ですが、家族関係はほとん

ど崩壊しかけていたのですが、結局この分社化によってずいぶん修

復されました。

Hans Baumgartner: 家族経営の場合には複数家族が関与する

ケースが多いですね。家族がお互いによい関係にあることが大切で、

一緒にうまく働くことができるのです。重役会や取締役会の他に、家

族会議のようなものが必要です。 後継者問題となると、多くの会社

にとっては一番安上がりになることなどは２の次で、会社の価値とか、

ビジョンとか目標の方に重点が置かれます。多くの人は、会社が存続

可能な代価で継承されることを第一に考え、大きく譲歩するのです。 
農業なら後継者による継続が守られるような政府の詳細規定がある

のですが、ビジネスにはそのようなものはありませんね

Reinhard Cordes: 銀行はもちろんそのようなガイドラインを示して

くれましたしね。

一緒にお仕事ができてお父上はご満足だったでしょう?
Peter Burri: 父は非常に喜んでいましたね。私は若くして会社に

入りました。父が病気になり、手伝わざるを得なかったのです。父が

回復したあと20年間一緒に働きました。長い間、継承について話し

合ったことはなかったです。すべてうまくいってましたから。私に子供

ができ、観点が変わりました。そこで父に受け渡しのことを切り出しま

した。弟のポールと会社を買収しましたが、長い道のりでした。 
受け渡しの際、任せる、という課題についてはいかがでしたか?

Reinhard Cordes: うちの場合は問題なかったですね。10年近く一

緒にやってきた中で、父はどうして欲しいということは言いませんでし

たし、私からも父に何を期待しているかとは聞いたことはなかったで

す。そこで、 父に好きな仕事と嫌いな仕事を教えてもらい、父の好き

なことは皆父がして、そうでないことは私が引き受けることにしたので

す。こんなやり方でした。そのあと10年一緒に仕事を続けたのですが、

父が心臓発作に見舞われ、そのあと父は以前にしていたことすべて

をすることができなくなりました。こうした事情で、任せるという意味

での問題はありませんでした。

Hans Baumgartner: 任せるというのが実は難しいことですね。特

に人生を仕事に打ち込んできた者にとっては。仕事そのものが人生

で、多くに取って身を引くのはたとえ次の世代の番だとわかっていて

も難しいものです。残念ながら中途半端になってしまうのがしばしば

で、そうしたらどうなるか。突然、力もビジョンも失せ、会社を台無しに

してしまうのです。

Reinhard Cordes: それは目の当たりにしましたね。祖父から父へ、

の時は大変でした。父は自分が苦しんだ分、同じことは繰り返さない

と誓ったようです。

Peter Burri: それは私自身も全くそうでした。いろいろ経験にはな

りましたがね。

Reinhard Cordes: それで父は学びましたね。

Peter Burri: :私もです。 
シュラターさん、外部者としてはどうですか。前任者と同じようにする

ことが期待されますか?
Urs Schlatter: まさに今、その渦中ですね。問題が持ち上がるの

が常で、先代も難しいと思っているのでしょう。でも、こんなことは当

たり前で、また人間だからのことでしょうし、私の番になってもきっと

そうでしょう。最近妻にこういいました。「結婚生活のようなものでね、

続けるには努力しなくちゃ。１０年後に離婚することを考えて結婚す

1  ラインハルト・コルデ
(Reinhard Cordes 父)
ファミリービジネスFrerichs 
Glas GmbHのCEO兼取締役。
1974年入社。会社は数回の
投資を経、現在はガラスの
加工、表面処理に焦点を当
てる。

2 ウルス・シュラター
(Urs Schlatter)
コーティング 専 門 会 社
DEMA iCoat AGオーナー。
2011年３月、パートナー会
社DEMA Metall- spritzwerk 
AG取締役に任命され、現在
のオーナーが退職したあと
の会社引継準備をすすめて
いる。

3 ハンス・バウムガートナー
(Hans Baumgartner)
j1987年クレディスイス入行。
スイス中小企業法人顧客
ヘッド。約10万いる国内顧
客の責任者。クレディ・スイ
ス、グローバル・エグゼキュ
ティブ・カウンシルのメン
バー。

4 ピーター・ビュリ
(Peter Burri) 
一族 経 営 会 社 B U R R I 
p u b l i c  e l e m e n t s  A G前
経 営 者。現 在は スイス
の  シンクタンクSt i f t u n g 
f ü r  u n t e r n e h m e r i s c h e 
Entwicklungの会長を務め起
業家の育成とその直面する
課題に取り組む。

5 サイモン・コルデ
(Simon Cordes 息子)
現在、米国クレアモント大
学Peter F. Drucker School 
of Management にてMBA留
学中。数年内に父の会社に
入社予定。

6 ダニエル・ヒュバー(Daniel 
Huber)
クレディ・スイス出版部門部
ヘッド。クレディ・スイスの
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チームが担当。クレディ・ス
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るなんてことはないだろう」ってね。 
Hans Baumgartner: 2人で経営している場合、去り行く者と引継ぐ

者、２者のうち決定をするのはどちらでしょう。 
Urs Schlatter: 率直に言って、前者でしょうね。私には最初から

はっきりしていました。まだ退いていなければそちらに決定権があり

ます。 
Hans Baumgartner: ただ、ある時期にはそれをやめなくてはなら

ないです。今のところそのコツをつかもうとしています。もちろん、首

を突っ込んでちょっと口出しをし、違うやりかたがあるだろうと、時折

提案していますがね。長く、そして力量が試される過程です。

Hans Baumgartner: 多くの会社で、前任者が完全に引退しないで

あれやこれや見聞きし、認めるとか認めないとかということがあるけ

れど、これでは新しいチームを崩壊させかねません。ボスは１人だけ

で、 はっきりした決まりを定義し、前進させていかなければならない。

Peter Burri: 息子の場合でさえ、重要だと思ったことを変えようと

すると、父親が個人や自分の仕事への攻撃だと受け止める例は多い

です。会社の弱点と捉えるのです。そのような状況から複雑な争いが

起こるものです。後継者は「このままにしておくべきか、変えるべきか」

を自問しなくてはならない。 
Hans Baumgartner: そのような慎重さが、当事者としてすべてうま

く計らおうとすると、結局は緊張を生むハメになると思います。

Peter Burri: 社員は、誰が舵取りをしているかはいつも知っていま

す。誰が力を握っているのか。誰が仕切っているのか、業績の鍵を握

るのは誰か。また、感謝も大切です。前任者や従業員にはその業績に

対し、パーティを開いたりなど、感謝の意を表すべきでしょう。そうす

れば社員は新しい社長に、もっと意欲的についてきてくれるでしょう。

Reinhard Cordes: ちょっと先ほどの話を撤回します。父との引き

継ぎがスムースだったと申しましたが、最初の１、２ヶ月を除いてのこ

とです。社員から父と私の派閥のような動きが出て、これがなければ

摩擦などなかったでしょう 。初めは何が起きているかには気づかず、

それに巻き込まれてしまいました。そして、父が「息子とやってくれ。

私はこれ以上関与しない。」と言い、私と社員との間に熾烈な対立が

起きました。その中には管理職もいました。やるべきことを果たさず、

地位に甘んじていたかったからです。私がそれを許さないということ

がわかると、策動が始まりました。しかし、２ヶ月後にはそれも終わり

事態は収まりました。

「私の一族は崩壊寸前でした。
でも結局分社化のあとは、関係
は修復されました。」

Reinhard Cordes
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Peter Burri 
「父からは一通の手紙をもらった
だけです。『兄さんは別の道に進

むそうだ。お前の番だね。』」

Daniel Huber
「チャンスでしょうか、重荷で

しょうか。喜びでしょうか、苦痛
でしょうか。」

Simon Cordes
「今後の見通しや新しい考え、
参入したい市場、観測につい

て話し合います。」
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Urs Schlatter: どのように収拾を付けられたのですか。「このよう

にしてくれ」とでも? 
Reinhard Cordes: そのとおりです。これ以上は我慢できないこと

がある、と告げたのです。例えば遅刻とか、実際に出金形跡のない費

用の数々、社用車の使用などなど。細かいことの積み重ねです。たい

したことではないことが多かったのですが、ただ、基本的なこともいく

つかありました。１年ほど追いつめられていましたね。張り詰めていま

した。

それをうまくいかせるにはお父様の100％後ろ盾が必要でしょう。

Reinhard Cordes: 100%ですね。

Hans Baumgartner: 大切なのは社員と最初からはっきりコミュニ

ケーションを取っていくことだと思います。「 引退することにしました。

彼が私の後継者です。彼にすべて任せるし、サポートもします。この

日を境に皆さんとはお別れです。これとあれは当面私が面倒を見ます

が、その他すべては彼を通してして下さい」と告げる。 
Urs Schlatter: 顧客やサプライヤーに告知するのも大切ですね。

電話がかかってきて、時折オーナーと話がしたいということがありま

す。手紙を出して私が引き継いだことは知らせてありますが、まだ以

前のようにオーナーと話がしたいという要望が多くあります。新経営

者は会社の顔となるべきですが、時間がかかります。

コミュニケーションを計るということと、コミュニケーションから得た

ものを生かすというのは別ものですね。

Simon Cordes: コミュニケーションが父親から社員だけに行われ

ることのないようにすることが大切です。息子も当初から関わるべき

で、父親だけに物事の管理を任せないことです。こうしておけば社員

の誰もが、後継者が変化を起こしたがっており、それが父親に内緒で

はない、ということに気づきます。 
Hans Baumgartner: そうですね。従業員も不安です。新しい人物

がやってきて、次に何が起きるのか。何を企てているのか。不確実性

から不安まで、憶測は尽きません。まさにおっしゃるとおりで、コミュ

ニケーションを図るのが重要で、正直にオープンに意図を明らかにす

ることが大切です。 
Simon Cordes: 父は常に「お前は、たとえ最初は相手がお前の存

在に意味を見いださず、単なる社長の息子だと思っていたとしても、自

分の存在価値を示さなくてはならない。そうすることにより、相手と

向き合うことを恐れてはいない、ということを示すのだ」と言っていま

「新経営者は会社の顔となるべ
きですが、時間がかかります。」

Urs Schlatter

「さまざまな感情が交錯します。
正直にオープンに意図を明らか
にすることが大切です。」

Hans Baumgartner

した。 
Reinhard Cordes: 実際の触れあいも大切です。私は作業員、主任

とも誰とでも握手をします。その場をさっと通り抜ける時はそうします。

社内をゆっくり回るときには各人に挨拶し、仕事について話し、フィー

ドバックをもらいます。社員もそれを期待しています。個人的な会話も

します。個人的繋がりを保つことを息子に示し、社員のことを理解して

もらおうと思っています。

Urs Schlatter: 後継者として、常に前任者と 比較されるのに耐え

ねばなりません。毎日それに晒されています。慣れるまで時間がかか

ります。 
自信を持つことも大切でしょう。皆それぞれ違う訳で、前任者のコピー

ではないのだから。

Reinhard Cordes: 一族出身だろうが外部者だろうが、前任者とう

まくやっているかどうかを社員は感じ取ります。信頼と調和があれば

引き継ぎはうまくいきます。言葉を変えるなら、摩擦がなければ、もし

くはあったとしても、まく管理され、あからさまに争われなければ、社

員が後継者を受け入れる可能性は高くなります。

引き継ぎを成功させるにはどの時期に計画を始めるべきですか?
Hans Baumgartner: 早ければ早い方がいいですね。50歳か遅

くとも55歳には違う選択を考えていなくてはいけません。また、 法
務、税務事項、会社の形態、組織の他資産の権利委譲など、考慮して

おかねばならないことが多 あ々ります。管財人や税務コンサルタント、

銀行などに相談し、布石をつけておくことをおすすめします。そうして

おかないと突然手遅れになったりすることがあるのです。

Reinhard Cordes: 息子と私の間には比較的大きな年齢差があり

ます。そのため別の取締役を採用しました。息子への引き継ぎまで彼

が私と共に会社をリードし、当初はコーチとして留まってもらうことに

なってます。 私に何か起きた場合、病気とか、緊急管理でしか埋め

られないような突然の空白がないようにしています。契約で彼にはサ

イモンとは最低２年間一緒に働いてもらうようにしてあります。また、１

人で働くより、２人の取締役体制の方がよいこともわかりました。自分

は30年間独りでやってきましたが、息子には最初から２人の取締役

体制をすすめています。１人への集中は大変です。特に会社が拡大す

る時や緊急事項が出た時などは。

Urs Schlatter: 仕事の明確な分担も必須ですね。例えば継承計画

では、誰が何に対し責任を取るかを誰にでも分かるよう定義せねばな

りません。
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Hans Baumgartner: なかなかそのようにはいかないことがありま

す。1人が戦略企画担当で、もう１人は生産と業務担当という場合、戦

略担当者は財務にも責任があるでしょうし、どこかで戦略が業務に及

ぶこともあります。

Reinhard Cordes: それなら別々に取り扱うべきでしょう。

Hans Baumgartner: １人が戦略を決定するなら、そのことは伝達

され、業務の観点で理解されるべきです。ある時点で顔を突き合わ

せ話し合うべきでしょう。

Reinhard Cordes: そうですね。戦略は１人のものではなく、経営

者も含め皆が関わるものですね。

Peter Burri: 私の後継者たちはお互いの代理人です。このやり方

に間違いがないことは、時とともに証明されています。しかし、一般に

継承過程では、多くのことを考慮に入れておかねばなりません。重

要事項は夕方とか、皆が疲れているときには話し合わないことです。

議論になることもしばしですし、多くの家族でそのような例を見てき

ました。話し合いは仲裁者を介すること。私の場合は、弁護士に子供

たちとの間に入ってもらいました。私の話に基づき、それぞれが配偶

者とともに、いっしょにまたは別々に弁護士と話し合い、考えをまとめ

るのです。これは大変有益でした。「子供たち」は往々にして直接本

当のことを話せないので。それがわかったことは大切でした。 会話

を持つこと自体はたやすいものですが、重要なことや微妙な事柄は

仲裁者を通す方がよいのです。仲裁者は話し合いの内容を具体的な

名前を出すことなく、会社を引き渡す者に告げるのです。

Reinhard Cordes: 家族の計画が最終的になるまで１年を要しまし

た。２人の息子とワークショップを行ない、私が感知すらしていなかっ

た考えがあるのだということに気づきました。これらは仲裁者の助言

のもとに話し合われ、まとめられました。そして、皆が受け入れる計画

にたどりついたのです。きっぱりと決まっていること、それは家族から

会社を継ぐのは１人だけということです。 独身ならば家族から何人

でもかまわないでしょうが、配偶者が加わった途端、問題が始まりま

す。そこに子供が加わればさらに複雑になります。そしてそののち、そ

れぞれ成長する段階で、会社から距離があればあるほど、期待や要

求、望みは非現実的になります。この理由で身内からの後継者は１人

だけという決まりにし、これは変更不能です。

Hans Baumgartner: ワークショップでは会社の方針、例えば方向

性、質や現状、展望などについてもお話しされましたか。

Reinhard Cordes: 重要なのは私1人だけではなく、皆一緒になって

価値を定義したという点です。皆で意気投合しました。 
大学や経営学修士過程では多くのことを教えてくれますが、リーダー

シップとなると別ですね。新しい役割りについての不安はありません

か。

Simon Cordes: それはもちろん不安です。でも会社全体、そして父

のしていることを尊敬しています。友人と一緒の時、独りの時などい

ろいろなことを考えます。はたして自分にリーダーとしての力量がある

か。自分を見つめるためには、しっかりとした基盤を持ち、あらゆるこ

とに関与することが大切です。役割に合わせた成長が必要で、そのた

め沢山の経験を積み、多くの付き合いを持つことが大切です。成功

するリーダーの要件として、他人の目から見てオープンな人物であるこ

と。これは必須です。

この話題に対し、他の参加者から、最後の質問です。ご経験から、継

承計画での最も重要な側面は何でしょうか?
Reinhard Cordes: :２つ重要な点があると思います。まず、正式な

組織的問題がうまく構造化されていること。１人でできない場合には

専門家の助けを得ること。次に、継承成功を望むこと。この過程が一

体何であり、それから何を欲しているのか、自分が意図的に始めたこ

とであり、それを遂行する、ということを自分自身、そして他の人にも

伝えること。コミットメントすることがとても大切です。 
Peter Burri: 会社を受け渡す者にはビジョンがなくてはいけませ

ん。自分自身に何がしたいかを問いかけ、将来どうするか決断せねば

なりません。引退における金銭上の調整も早めに行なっておくべきで

しょう。 
Urs Schlatter: 私に取っては継承が家族内か外部からかにかかわ

らず、基本的には相互尊重です。もちろん、その責任に怖気は感じる

でしょう。でも、怖気を甘受し、怖気から学ばねばならないのです。

Hans Baumgartner: 私は継承者の職業的、個人的資質が重要と

思います。会社に携わる、そしてビジョンを作成し組織と共に成長す

る。時間はかかりますが。 ■

「役割に合わせた成長が必要で、
そのため沢山の経験を積み、多
くの付き合いを持つことが大切
です。」

Simon Cordes

「会社を受け渡す者にはビジョ
ンが必要です。自分自身に何がし
たいかを問いかけなければなり
ません。」

Peter Burri
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“「若い世代が自己主張す
るのは難しいことがある」 

ジェームス・チェン(James Chen) Wahum Group Holdings会長。家族経営のほうろう製品、建築資材、段
ボール包装材メーカー。シングルファミリーオフィスLegacy Advisors Ltd. CEO、Adlens Ltd.ならびに非政
府組織Adaptive Eyewear共同設立者。

Richard Hall: アジアの家族では世代間の結束

が大変重視されますね。会社に変革をもたら

そうとした時、どのような困難に直面しました

か?
James Chen: 世代間の結束というよりは、

家父長に対する忠誠と服従の姿勢を見せるこ

とです。若い世代が自己主張するのは、こうし

たゆるぎなき伝統的価値を前に大変難しいこ

とがあります。できたとしても、家族に有利に

なると思われるやり方を提言するのがせいぜ

いということもあります。 
中国の文化的背景と米国での教育。これはご

自身の戦略的思考にどのような影響を及ぼし

ていますか?
James Chen: 西洋の教育システムでは、よ

り直接的なアプローチが奨励されます。私の

経験では、西洋の一族ビジネスは若いメン

バーに意見を求めることにより、世代間の結

束を育みます。アジアの家族ではこういうこと

はほとんどありません。自分の考えを通そうと

するのと同時に礼を尽くさなくてはならない

ので、微妙なバランスが必要とされます。何か

を監督する立場に置かれながら、素早く判断

を下さねばならない時は特に大変です。家長

は時間の制約に気づいていないかもしれない

し、直近の状況について情報を持ち合わせて

いないかもしれません。

次世代にビジネスを受け渡す際の重要なポイ

ントは何ですか。

James Chen: 経営者になる家族とオー

ナーになる家族をはっきりと区別することで

す。しかし鍵となるのはいずれにもビジネスに

深く関わらせ、奨励することです。自己防衛と

自己主張に不慣れな年配の家族メンバーに

取っては難しい課題かも知れません。理論的

には、指名された後継者がいれば、采配を渡

し、その他の者はすべてそれに従うことです。

しかしこのたぐいの「統治」の問題はビジネ

ススクールのケーススタディとは違い、一筋縄

ではいきませんがね。

一族外のメンバーを雇用し、一族に溶け込ま

せたご経験はいかがでしょう。

James Chen: 会社は専門の経営者が仕

切っています。しかし、所有権はほぼ家族で

固めています。家族以外のメンバーを業務に

溶け込ませるのは常に容易ではありません。

大概、専門的経営者は「権威ある者には本

当のことを言わない」よう訓練されていて、礼

節を重んじます。これは西洋的な問題解決ア

プローチに慣れている者に取ってはフラスト

レーションともなりかねません。その一方、結

束の固い一族会社で働くことのメリットもあり、

家長の注意を引くことさえできれば、命令の

体系は短く、素早く決断をすることができます。

しかし、過去の皇帝たちが帝国が大きくなれ

ばなるほどその発展の経過を追うのが難しく

なったように、マネジャーたちは、会社が成長

して家父長が手一杯になるに従い、その注意

家族ビジネス内での継承を巡る協議は、きわめて恵まれた状況下で能力が試さ
れる課題である。アジアでは、忠誠、服従そして年長者に対する敬意という伝統
的価値と、（よい）継承のための必須情報の率直な交換は、家族間で慎重な調整
を要する問題だ。

リチャード・ホール(Richard Hall)フリーランスライター
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を勝ち得るために戦わねばならぬようになり

ます。そのため、この類いの家族所有の会社

の構造は、自分にとって有利、不利両方向に

働きます。 
ファミリーオフィス、レガシー・アドバイザーを

立ち上げられましたが、厳しい問題があった

でしょうか。またご自分のビジネスにとってど

んな利点がありましたか? 
James Chen: それはもう、当初は非常に

大変でしたね。1990年代の半ば、２年間かけ

そのコンセプトのメリットについて父を説得し

ようとしました。しかし、結局は失敗しました。

当事、 ファミリーオフィスのモデルは香港に

はあまり知られていませんでした。父は頭で

は利点を理解してはいましたが、心情的に受

け入れることは難しかったのです。結局、父

への説得は切り上げ、父による資金の一部拠

出と、家族すべてのメンバーの四半期ごとの

ミーティング出席を条件に、自分でファミリー

オフィスを設立すると持ちかけました。これら

ミーティングは実践的な話し合いの他、指数

化、オプションやフューチャー、エフィシェン

ト・フロンティアーなど、なじみのない概念に

ついて家族を「教育」する機会としても利用し

ました。

2年も経つ頃には、皆、金融市場がどのよ

うに動いているかについてより強く意識する

ようになりました。アジア経済危機の間もア

ウトパフォームすることができましたし、ある

日、ミーティングの後に父は私に小切手を切り、

ファミリーオフィスの設立費用を返して寄こし

たのです。これが父の、私の努力を認めたとい

う表示行為でした。このように、時として説得

のみでは不十分なことがあります。創造的な

行動が必要になります。このケースでは、押

し進めるという私の決定により、このプロジェ

クトは父にそれほど脅威にならずに済みまし

た。父は「イエス」とも「ノー」とも言わなくて

よかったからです。

ご家族の財団法人、またご自身の中国やアフ

リカの子供の識字率サポート活動についてお

話し願えますか?
James Chen: 財団法人を設立したものの、

どの目標をサポートするかの合意に達するの

に苦労していました。ある日、父の建てた学校

を訪ね、スタッフの方に図書室に案内しても

らうようお願いしました。扉は閉められており、

室内は半分は空っぽでした。子供たちがほと

んど利用していないことは一目瞭然でした。

棚にはつまらない不適切な本ばかりが並べら

れていました。そこで、１０校ほどの図書室の

在庫入れ替えプログラムの支援を始めたので

す。一度などは新しい本1,500册を買い入れ、

ドアの外には長い行列ができました。テーマ

が本当に面白かったからです。驚くべき経験で

した。

そして、「見返り」は具体的かつ直接的に現れ

たのですか?

James Chen: そうですね。子供に直接前

向きな影響が出るのは明らかですし、嬉しい

ものです。今の、テクノロジー主体の時代、読

書は不可欠な対位法ですね。世界中の研究

から判明していることですが、子供に読み聞

かせること、読書を一生の習慣として奨励す

ることは、親が子供の将来の学業能力に対し

てできる最も大切な貢献です。もちろん、親子

の絆を深める機会でもあります。これには本

当に共感が持てますし、自分たちの子供たち

にも説き勧めて、実践して行こうと思っていま

す。

ご成長になる段階で、お父上から貴重な助言

をいただいたそうですね。家業を継ぐ若い起

業家の皆さんにどんなアドバイスをなさいま

すか。 
James Chen: まず、長期的観点で考え、行

動するということです。一族所有の会社で働く

ことのメリットは、それが許されることです。そ

して究極的には、数世代に及ぶ会社の場合、

このマインドセットは適切であるばかりでな

く、重要な競争優位にもなります。次に、いつ

も誠実さを持って行動すること。これはファ

ミリーブランドを定義し、社員やサプライヤー、

顧客の信頼を支えます。「まあ、お金を稼ぐ

のはマットレスのためだね。夜ぐっすり眠りた

いから」。こんなことを言う人もいますが、私

は賛成しません。手抜きをしないこと、プレッ

シャーにさらされている時には特に。胸に手

を当てて、自分だけによいことではなく、子供

たちやまたその子供たちにとってためになる

ことは何か － 考えてみることです。 ■

アジアの家内事業一族経営ファミリービジネス
第二次世界大戦後、ファミリービジネスは、アジアにおいて経済の重要な牽引約としてその発展を支えてきま

した。過去20年にわたり、民間の富の重要な源泉となり、グローバル市場において活躍する企業も増えています。
しかし、今日に至るまで、家族所有会社に関する公のデーターは十分ではありません。クレディスイスの「アジア
ファミリービジネスリポート2011」は、数ヵ国を対象にした、アジアのファミリービジネスの全体像をカバーする、
初めての試みです。リサーチではファミリービジネスは、南アジアでは上場会社の被雇用者の57％、北アジアで
は上場会社の被雇用者の32％を抱える経済の基幹であることが示されています。また、これら会社の合計時価
総額がアジアのGDPに締める割合は、現在34％に上ります。

ファミリービジネスは伝統的セクター、特にファイナンスや製造業、消費分野で多く見られます。リポートでは
初期の研究では、組織の形態として一族のコントロールが固定コストの高い長期投資型の業種に最も適しており、
先端テクノロジー集約分野にはあまり見られない、と指摘されています。実際、クレディスイスのリサーチで、アジ
アではエネルギー、テレコムサービスやユーティリティ分野においては、家族ビジネスは限定的であることが分
かっています。例外的に、テクノロジー主導型経済の韓国、台湾ならびにインドでは、テクノロジー関係の一族企
業への集中が見られます。

アジアのファミリービジネスは、オーナーによるビジネスや従業員に対する長期的コミットメント、優れた労
使関係と困難な時期も乗り越えてきた実績など、西洋の場合と同じ数々の利点を持ち合わせています。

October 2011

Research Institute
Emerging Market

Thought leadership from Credit Suisse Research  
and the world’s foremost experts

Asian Family 
 Businesses Report 2011

そしてある日、ミー
ティングの後に父は
私に小切手を切り、
ファミリーオフィスの
設立費用を返して寄
こしたのです。
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FINAL PICTURES ARE COMING SOON

死、戦争そして税金
長い相続税の歴史のなかで、高い累進課税が課せられるようになったのはかなり最近の現象です。20世
紀の課税圧力の背景を探ると、戦争がその原因であると結論づけられます。特に大戦下での経験は、相
続税に対する考え方のもとになる公平性についての社会信念に影響を及ぼしています。

ケネス・シーヴ(Kenneth Scheve)、イェール大学、政治学者、ならびにデイビッド・スタサバージュ(David Stasavage)、ニューヨーク大学、政治学者

相続ケーキを少しずつ食べ続ける　–　過去の話

多くの国で、相続税の歴史は所得税のそれより100年か、それ以上前まで遡ることができます。それにもかかわらず、20世紀に入って10数年が経過するまで、相続税
の税率は驚くほど控え目でした。1900年代の半ばに向かって着 と々上昇し、それからのちは逆の傾向をたどりました。
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相続税はエコノミストにとっても、世間一般にとっても論争の対象

になります1。多くは、将来の機会の不均衡を減らすと同時に歳入を増

やす、としてその有用性を強調します。一方で、相続税には潜在的に厳

しい効率性コストが伴うかたわら、親が子供のために貯蓄する能力に

不当に介入している、とする見方もあります。この論争は、政府が何を

すべきかを問いかけるものですが、今回のリサーチでは、このテーマに

正面からぶつかることは避けて、別の角度から取り組みをします。歴史

を考察し、政府が実際に何をしたか、何故そうしたか、そしてそれが将

来に対し何を意味するかを問いかけます。ここでは、19世紀から2世紀

にわたる相続税率に関する情報を含んだ、他に例を見ないデータベー

スをまとめあげました2。これをもとに、長期間にわたって相続税に多

大な影響を及ぼしてきた圧力と要因を特定することができました。

今回の研究ではまず、相続税の歴史が長いこと、多くの場合、所得

税より100年かそれ以上前に始まったことが分かります。イギリスでは、

相続税は1694年の遺産相続税の制定以来、形を変えて存在していま

したし、フランスではフランス革命の直後に定着しました。昔から存在

した相続税で高い累進課税が課せられるようになったのは、20世紀も

10数年を経た頃からの、かなり最近の現象です。1914年の初頭、フラ

ンスの累進課税の最大税率は直系の子孫に対しわずか6.5％でしたが、

こうした低い税率は今回のリサーチ対象国の間では決して例外ではあり

ませんでした。

次に何が起きたのでしょうか。いくつかの国では、特に２つの世界

大戦への参戦国では多額の財産に対し、かつては考えられたこともな

い高率の税金が課せられるようになりました。第一次世界大戦直後の

英国では、累進課税の最大税率が４０％に引き上げられ、第二次世界

大戦の終わりまでには７５％に達しました。戦争による大きな動員のな

かった国々ではパターンは異なります。オランダでは累進課税の最大

税率は２０世紀を通じ低いまま保たれました。

国による程度の違いこそあれ、20世紀の前半に相続税が着実に引

き上げられた一方で、後半はそれとは逆の現象が生じました。どの国で

も最大税率は大幅に下げられました。表面的ですが、データからは相

続税が国の歳入上、それほど考慮されないような時代に入りつつあっ

たことが読みとれます。

相続税に圧力をかけるもの： － 民主主義と戦争

まとめたデータを実際に用い、多額の財産に対する課税で、それぞ

れの国、それぞれの時代に多種多様な選択を生まれた背景について、

体系的に考察します。これにより、将来の展望が一段と可能になるで

しょう。

第一の結論は、多額の財産に高い税を課さなければならないよう

な、民主主義の必然性などなかった － という事実です。機会の均等

を規範に謳い上げる民主主義には高い税率を通じてその効果が期待

できると唱える者もあります。またその一方で、大いなる財産を持たざ

る者の数が持てる者のそれを大きく上回り、民主主義では投票によっ

て富める者に重税を課すという結果が生じ得る、とする意見もあります。

政府が現実に高資産に高課税する方向に動く何１０年も前から、選挙

を通じる民主主義が確立されていました。このことは最近の民主仕儀

国の動きにも当てはまり、多くの民主主義国において相続税が廃止さ

れている理由にもなります。私たちの調査では、良くも悪くも、民主主

義においてさえ、あるひとつの均衡点への回帰が起きつつある、という

ことが分かりました。そこには長期的に持続する可能性もあるのです。

今回の研究から得る第二の結論は、20世紀において大戦が圧倒的

に重要な要因となり、政府によって高い相続税課税が推進された

David Stasavage ニューヨーク大学政治学科教
授。その前はロンドン・スクール・オブ・エコノミッ
クスにて教鞭をとる。著書に「国家と影響力：規模、
力とヨーロッパの政治の発展(States of Credit : 
Size, Power and the Development of European 
Politics)」（2011年、プリンストン大学出版）があ
る。 

>

1 議論を分かり易くするため、本稿においてはあらゆる形態の贈与財産に対する課税を「相続税」と呼ぶ。 
2 本記事は過去に発表された記事、「民主主義、戦争ならびに富：２００年の相続税からのレッスン」を踏

まえている。研究の対象国はオーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フ

ランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ。スェーデン、

スイス、英国ならびに米国である。
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戦時には多くが公平に： - 現代人の寓話

相続税に関する意見を形作るのに大切な役割を果たすのは社会的信念です。２つの大戦のあいだ、大規模な徴兵は多くの者の心に、高資産に対して高税率を課すこ
との正当性を植え付けました。しかし、それとは対照的ですが、軍事力の高まった新時代にあっては、同じような公平性の観点から重度の課税を求める声が高まる可
能性はあまり高くないでしょう。
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ということです。政府が多額の財産への重課税に動き、そして後（のち）

にこの政策から逆戻りした事実は、大戦を引き合いに出せば用意に説

明できます。すでに、この現象については英国の例で触れましたが、今

回行なった統計的分析は、この現象が実は英国に限らずより一般的な

ものであったことを示しています。戦争と税金に関するこうした結論は

かなり明白なものに思えます。財政的難局に追いつめられた政府は資

金を必要とし、手に入るところからこれを調達した － このような見方

ができます。しかし、政府は第一次大戦の始まった1914年以前も、何

世紀にもわたり多額の資金を必要とする戦争を起こしています。財政

難に見舞われたことも度々あったでしょう。1914年に初めて多額の財

産に重税を課す手段に打って出た、とは言い難いのです。

公平さの要因

今回のリサーチで学んだ教訓は戦争そのものに関係するものでは

ありません。公平さに対する社会通念こそ、相続税に対する世論形成

を左右するものであることが、戦時下の経験から浮かび上がりました。

２つの大戦の間、かつてないほど多数の国民が徴兵されましたが、高

年齢のため徴兵を免れた者もありました。高年齢層は押しなべてより

大きな富の所有者であり、上位の資産家には重課税をして、平等に犠

牲の埋め合わせをさせるべきだ － という主張が起こりました。戦争の

恩恵に直接預かり、利益を増やした会社を保有する者もあり、それも

また公平さの観点から、上位資産への重課税推進論の根拠になりまし

た。過去数１０年にみられる相続税率の引き下げは、この戦時効果の

単なる漸進的衰退を反映するのもかもしれません。人々の記憶から戦

時の意味合いが遠ざかるにつれ、どのレベルの税が公平かについての

認識は必然的に変化したのです。

これは、将来に向かって何を意味するのでしょう。今日、軍事技術

は変わり、国家の精密誘導兵器への依存度が一段と高まったのに伴い、

軍隊そのものの規模は過去よりも小さくなっています。そのため、特に

中産階級からの徴兵は減っています。こうした新たな軍事力の時代で

は、たとえ国家が参戦したとしても、過去に起きたような、公平さからく

る重税への要求が広範に頭をもたげるとは思えません。例えば、米国

のイラク、アフガニスタン紛争に徴用された者なら公平性を要求しても

然りでしょうが、政治的影響力を持つには人数的に少な過ぎるし、政

治的発言力をさほど持ち合わせない社会グループの出身者が大勢か

もしれません。この新たな現実を、嘆かわしく思うか、あるいは喜ばしく

受け止めるか － のどちらかでしょう。テクノロジー主導の軍事力の向

上がこのような方向へと駆り立てている、と言うだけでは、もちろん公

平性の要求が新たな角度から台頭する可能性を排除できません。国

民の皆で背負わねばならない財政負担を生み出すような、経済危機や

その他のイベントもあるでしょう。ウォーレン・バフェット氏の最近の発

言は、公平性への要求が富裕者自身の側から出された典型例です。そ

のような議論の重要な点は、他の社会グループが強いられた犠牲を償

うために富める者に対する増税が必要なのか否か － ということです。

相続税課税に対しては賛成、反対の説得力のある政治論争が交わされ

ており、その論点はここににあるといえます。 ■

ケネス・シーヴ(Kenneth Scheve) イェール大
学政治学、国際情勢教授。Internat ional and 
Comparative Political Economy Georg Walter 
Leitner Program 共同ディレクター。デイビッド・スタ
サヴァッジ(David Stasavage)とともに大戦、公平性
ならびに累進課税について執筆中。
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ますます
個人の選択に
今や過去に比べると、何を誰に遺すかは個人の選択によるところが
ずっと大きくなりました。しかしながら、遺産の贈与は、今日でも誇り高
き社会現象であることに変わりはありません。時代をたどって西洋社
会での相続のパターンを考察する時、個人の財産権、社会的不平等、
民主主義や家族の結束などの問題が浮き彫りになります。

ジェンス・ベケルト 社会学者 Ma x Planck Institute for the Study of Societies

相続や遺贈は、ほとんど人類の誕生ととも

に生じました。以来、個人より長らえる財産所

有権というものが発生し、「死因贈与」で資産

が家族の他のメンバーに移転されるようにな

りました。しかしながら、初期の伝統的社会で

の資産の贈与は、今日の相続とは同じ認識で

捉えることはできません。昔、富は基本的に個

人ではなく、共同体や部族に属する資産で構

成されていました。家族の一員が亡くなると、

その人の事実上の持ち分は単純に共同体の他

のメンバーに受け渡されました。死者とともに

葬られるか壊されるかしない限り、 個人のも

のと見なされる所有物は共同体などに遺贈さ

れたのです。

どの社会でも相続は財産権、宗教観の発

展と密接に結びついています。歴史上、ほとん

どのケースでは死に行く者の選択は大幅に制

限されていました。意思や遺言の自由はローマ

法典に記されていますが、欧州の歴史全般を

通し、実際の相続は地方や地域の習慣法によ

るところが多く、そこにはほとんど、あるいは全

く自由はなく、これは近代の夜明けまで変わ

ることがありませんでした。ルネサンスと啓蒙

主義は個人の役割りを鼓舞しましたが、相続

法は被相続人にほとんど決定の自由を与えず、

時として相続者による処分の基本権まで否定

し、問題となりました。例えば、ヨーロッパの貴

族に、そして植民地時代の米国にまでも重要

な意味を持っていた、いわゆる限嗣相続では、

相続人による相続財産の売却は許されず、後

の代に引継ぐものと規定されていました。財

産は血統を通じ、ほとんどのケースでは長男

を通じ永遠に引継がれたのです。この類いの

法律は人格と個人の自由の萌芽ばかりではな

く、経済の進化とも相容れないものでした。限

嗣財産は、差し押さえや没収はできず、そのた

め融資の担保として供することもできませんで

した。資産はがんじがらめにされており、不動

産市場が発展することはありませんでした。

遺贈、相続の自由

19世紀ならびに20世紀初頭のヨーロッパ

社会、そして米国において、相続人と遺言者の

自由は拡大しました。それは相続法の大きな

飛躍を意味します。相続法は両地域で同時に

前進がみられたにもかかわらず、今日なお大

きな違いが残っています。米国のようなコモン

ローの国においては遺言の自由の原則が支配

的で、例えば、子供を相続から外すことが可

能です。ヨーロッパ大陸の民法では、強制的

配分の原則が今も適用され、遺言者の選択を

大きく制限します。これは、家族や共同体に

対する個人の責任、個人の社会的位置に関

する争いに関する答えになりますが、結局のと

ころ、こうした争いは解決不能なものなのです。

この難題に対し、個々の社会がそれぞれの解

決策を見出すのですが、根底にある緊張感は

根強く続いています。

一方で、財産の遺贈では、異なる国の間に

共通して見られる傾向もあります。その一つが、

兄弟姉妹の相続における平等性です。さまざ

まな慣習法では、子供のうちの１人に特権を

与えており、ほとんどが（ただし全部ではあり

ませんが）長男を優遇しています。ヨーロッパ

社会や米国で過去２世紀にわたり、遺言者に

よるすべての子供の平等な取り扱いに関して、

はっきりと認識できるひとつの動きがありまし

た。今日、女子には男子と平等な相続権があり

ます。しかし、ユダヤやイスラム社会では男子

の特権的地位は法で保証されています。イスラ

ム法によれば、男子は女子の２倍を相続し、ヘ

ブライ法では事実上女子に相続権は与えられ

ていません。ヨーロッパやヨーロッパの影響を

受けた法域では、寡婦の地位を強めるという

傾向が一般的です。女性の寿命が延びている

こと、またその結婚時年齢が一般に低いこと

から、このことは事実上妻の地位の向上を意

味します。伝統的社会において、財産は血筋

を通し相続される家族の財産と見なされてい

ました。結果として、婚姻相手である配偶者の

財産権は限られていました。今日、寡婦は強

制的シェアや婚姻法により、従来より多額の

相続ができるようになりました。最大の焦点

はパートナーシップに基づくものです。しかし

イエンツ・ベケルト（Jens Beckert）ケルンにあるMa x 
Planck Institute for the Study of Societies 社会学教授、

ディレクター。ベルリン、ニューヨークならびにプリンストン

にて経営学、社会学を学ぶ。経済社会学、特に遺贈による

資産の移転研究に焦点を当てる。

相続と社会
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ながら、これで争いがなくなると言う訳ではあ

りません。特に、継ぎはぎ家族、後に残された

配偶者が遺言者の子供の親でない場合など、

相続をめぐり争いが起きることがしばしばで

す。婚姻によらない子供、養子にも遺言者の

他の子供たちと同じ立場を与えるという、相

続における第三の動きがありますが、このよう

な取り計らいは２０世紀の半ばにおいてさえ、

考えもつかないものだったのです。

不平等な遺産

近代社会の発展に伴い、喫緊の問題化し

た相続上の重要問題は、個人の自由と家族の

平等に関する問題だけではありませんでした。

相続の持つ大切な社会的側面はまた、相続と

能力の問題にも関係しています。近代社会で

は個人の所得や財産がその人の働きによって

異なることがありますが、こうした不平等な分

配は当然視されています。より多くを成し遂げ

た者はより多くを得るべきです。相続はこの原

則とは一致しません。なぜなら、後継者は、富

の積み上げにおける支援の潜在力は別として、

富の形成を何ら手伝うことなく財産を受け取

るからです。もし財産が平等に分与されるので

あれば問題はありません。しかし、富は不平

等に分配され、遺産もまた不平等に分配され

ます。正確ではありませんが、工業国家では人

口の１％以下が1,400万ドル以上の富を相続す

ると見られています。人口の約半分は全く何も

相続しないか、または物質価値のない形見だ

けを相続します。両極端の間では数千から数

十万ドルと額に幅のある相続が行われ、状況

によっては、生活状況を変えることなくローン

を返済できたり、自営業を始めたり、家族を支

えることになったりするケースもあります。後

継者の年齢の観点からいって、不平等な相

続の分配もあります。平均寿命が伸び、一般

に子供たちは50歳から60歳になるまで相続を

受け取ることはありません。しかし、不平等な

分配にも関わらず、相続は社会的不平等を増

やすことはなく、ただ世代にわたって不平等を

伝播するのみです。

さらに視界を広げれば

富の贈与、特に相続税に関する社会的、

政治的対立は、能力主義社会の文脈の中で

の社会的不平等および相続の正当化の問題

に行き着きます。特に20世紀前半においては、

相続は国家の重要な潜在的収入源、公平な

税制の重要要素と見られていました。それに

も関わらず、相続税の税収が税収全体に占め

る割合が2％程度を超える国はありません。

今日、事実上すべての国で相続税課税に

強い抵抗があることは、実力主義を掲げる現

代社会にとっても、富の贈与の占める位置が

重要であることを物語っています。相続税は、

例えば、オーストラリアやスウェーデンなど、多

くの国で廃止されました。通常、相続は個人の

財産権の一部として守られます。財産権とは、

持ち主が亡くなった後、誰が富を引き受けるべ

きかを決定する能力です。この一連の議論は、

何かを後に遺すという考えが、いかに強力に

人々のアイデンティティを評価するかを示しま

す。興味深いことに、今日、相続税を毛嫌いす

る気運は、何らかの贈与、相続を受けられる人

たちばかりでなく、そうでない人たちの間にも

多く見られます。贈与や相続の可能性をただ

単に認識するだけでも、それは世代間におけ

る想像上の架け橋となり、アイデンティティの

重要な要素、生命力の源泉となるのです。

相続は社会の階層構造、経済、そして家族

に対し重要な役割を果たします。社会に対す

る相続の影響は特定の条件次第でプラス、マイ

ナスどちらにもなります。経済的には、富の贈

与は人の個人的努力や世代を超えた経済プロ

セスの継続を支える動機になり得ます。例え

ば、ファミリービジネスは会社の設立者の死

後も相続を介して、留保されます。しかし、相

続人の間における巨額の相続への期待もまた、

動機を相反的なものにする可能性があります。

この現象はブッデンブルックス効果（世代にわ

たる商家の没落を取り上げたトーマス・マンの

有名な小説からの引用）として知られています。

実際、家族で続けるよりは売却した方がうまく

いく会社もあります。富裕の遺言者の感情の

振れによっては、財産のほんの一部のみが家

族に遺され、大部分が財団に移転される場合

もあります。富の贈与は友愛主義活動の最大

の財源となっており、よく知られた例としては、

アンドリュー・カーネギーやロックフェラー一

族により設立された財団があります。

相続は家族の結束を促進する源泉にもな

ります。贈与の形での早期相続は子供たちを

緊急の事態から救出したり、何かを始める支

援にもなります。親や祖父母たちが相続や贈

与の期待の見返りとして配慮やサポートを得

ることもあります。相続された会社や、曾祖父

から譲り受けた懐中時計さえ、人生の重大な

決定に影響を与えるような一連の繋がりを生

み出します。相続人にとって相続は経済的自

由を提供し、それが恩恵となることがあります。

しかし、分配をめぐり家族間の闘争が巻き起

きたり、遺言者の期待が相続人の人生経路に

望まざる条件を課すものあったりする場合は、

重荷にもなりかねません。 ■

「富も不平等に配分
されるため、相続もま
た不平等に分割され
ます。」

参考文献：

イエンス・べケルト「相続財産」（Princeton: Princeton 
University Press, 2008）
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「歴史全体を通して
いつも真理と愛が

勝利を
おさめてきた」

マハトマ・ガンディー 
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よりよい後世のために
人が遺すものすべてを物質的意味で計ることができるかと言えば、必ずしもそうではありません。今日の
私たちの生き方に影響を及ぼす遺産もあるのです。マハトマ・ガンディー、マザー・テレサ、マーティン・ルー
サー・キング・ジュニア、フローレンス・ナイチンゲールをはじめ、そこまでは名が知れ渡っていはいないも
のの、ジャン・アンリ・デュナンやビル・ウィルソンなどの人物は、善意の威光を遺し、世の中に対するその
重要性ははかり知れません。

グレッグ・A・スミス(Greg A . Smith)、フリーランスライター

今からさかのぼること152年、ひとりのスイスの若いビジネスマンが

北イタリアでの悲惨な戦争の結末を目の当たりにしました。何千と言う

傷ついた兵士や死に行く兵士たち、想像を絶する苦しみを背負い、ソ

ルフェリーノの血で染まった戦場のあらゆるところに取り残され、助け

もむなしく叫び続けるのでした。ジャン・アンリ・デュナンは、後にその

戦慄の光景を「人命の尊さへの道徳感」から書き残していますが、彼

は民間人たちに呼びかけ、人道的責任の履行を訴えました。これが戦

争の遂行に永久に影響を与える呼びかけとなったのです。その無私の

決断 － 傍観者に終わることなく、毅然たる姿勢を明確にした決断 － 
は、この地球上で最も栄えある象徴、赤十字社に生かされています。

いつの時代も、偉大な人々が偉業を後世に伝えています。富める

者は記念碑、美術館を建て、また医学の進歩に財を投じました。科学

者は病気を癒し、作曲家は人の心を動かしました。しかし、デュナンは

富や才能と言うより、人としての生き方にかかわる遺産を残した１人で

す。そうした人の遺産は、善意に基づく影響力 － という遺産です。こう

して、人間の取り扱い、文明の原則の定義を変えた人たちがいます。そ

こには、マハトマ・ガンディー、マザー・テレサ、マーティン・ルーサー・キ

ング、フローレンス・ナイチンゲールなどよく知られた名前が挙げられま

す。彼らのイメージは平和、善意、そして社会的正義と同義語です。ま

た、デュナン同様、ビル・ウィルソンは、自身の名よりも、彼が共同創

設者となったアルコール中毒者更生会(AA)の偉業がよく知られていま

す。デュナンの遺産は私たちの身近にあります。惨事の中での人命救助・

救済、給血クリニックや戦地から負傷者を大急ぎで担架で担ぎだす者

たちの勇気のなかに、彼の遺産が歴然と生きているのです。戦争が避

けられないものとしても、その中核をなす精神は、デュナンの中立性と

いう理想です。ソルフェリーノののち、デュナンは苦痛や恐怖ばかりで

なく、敵味方を問わず手を差し伸べる民間人の人道的活動を漏らさず

書き記すとともに、「戦傷者たちの手当のために、熱意ある献身的かつ

有資格のボランティアによる救済団体を平和時に作ることはできない

か」と問いかけました。この問いかけに対する答えは条件付きでイエス

と出ました。その理想を追求するため、ジュネーブで委員会が結成され、

1863年2月17日に最初の会合が開かれました。この日が今日では赤十

字の国際委員会設立の日と考えられています。その18ヵ月後の1864年
8月22日、スイス国会の呼びかけによる外交会議が開かれ、第一回ジュ

ネーブ戦争犠牲者保護条約が調印されたのです。

デュナンが医療の中立性に向けて種を蒔いていたまさにその時、同

じく戦場にあった同年代の英国人が近代の公衆衛生につながるひと

つの道筋を切り開いていました。フローレンス・ナイチンゲールは >

この記事はグローバルインベスターのKnowledge Platformでお聴きいただけます:
www.credit-suisse.com/globalinvestor
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「私には夢
がある」

マーティン・ルーサー・キング、ジュニア 
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「私には夢
がある」

マーティン・ルーサー・キング、ジュニア 

ランプの貴婦人、救いの天使として、私たちの意識の中に生き続けま

す。デュナンをはじめ、世界中がナイチンゲールから感化を受けました。

デュナンはその回想録のなかで、ナイチンゲールの「崇高な自己犠牲の

精神」および「苦しむ人々への情熱的献身」について書き記しています。

ナイチンゲールもまた裕福な家庭の出身でした。当時、上流家庭の

女性に期待されたのは恵まれた結婚と育児でしたが、彼女はそのいず

れにも該当していません。家庭も社会も寄せ付けず、神の思し召しと考

えてその一生を看護という謙虚な仕事に捧げました。彼女の理想する

ところには揺るぎはなく、患者に十分な食糧を与え、暖かくそして何より

も清潔にすることで、19世紀の医療では不可能だった看護上の多くの

問題を解決できると信じていました。男性社会にあって、女性としての

乗り越え難い困難もありました。それでも1854年、34歳の時にナイチン

ゲールはボランティアの看護婦や修道女を引き連れ、ボスフォラスのス

クタリ野戦病院へ向かいました。そこにはクリミア戦争で傷ついた兵士

たちが送りこまれており、まるで地獄のような光景が広がっていました。

不衛生、害虫そして兵士たちのうめき、血だらけの包帯、腐った食べ物、

汚水 － 劣悪な医療施設との闘いに、ナイチンゲールは、当時の人が眉

をひそめるような手立てを採用しました。衛生の向上に向け常に悪戦

苦闘しながら、窓を開け、新鮮な空気を取り入れ、患者の体を洗い、食

物を与えたのです。

ナイチンゲールは近代看護の創始者と考えられていますが、実はそ

の功績はもっと広い範囲に及びます。保健の改革に途を開いた重要な

人物であり、疾病管理や病院疫学の先駆者でもあります。そしてあらゆ

る所で、介護に携わる人たちに感化を与え続けているのです。また、優

れた統計学者としても知られています。自ら開発したパイチャートを用

い、クリミア戦争では多くの兵士が戦場での負傷よりも、熱、コレラ、赤

痢や壊血病など予防可能な疾病によって命を落としたことを証明しま

した。

それから１世紀ほどのち、カルカッタの街の喧噪の中、白に青の縁

取りの施されたサリーに身を包んだ小柄な人物が、病める人たち、極貧

の人たちと向き合っていました。その名はアグネス・ゴンシャ・ボヤジュ

で、のちに世界中にマザーテレサとして知られる女性でした。彼女は、

1950年に設立したカトリック教団での慈善活動を開始したところでし

た。彼女自身の言葉を借りれば「飢えた人、裸の人、家のない人、体

の不自由な人、病気の人、必要とされることのないすべての人」のため

の信徒の集まりは、彼女の存命中に123ヵ国で600以上に増えました。

1997年にこの世を去るまで、マザーテレサはまさに世紀の慈善家の第

一人者でした。彼女の資金集めの方法や苦しみに対する考え方には議

論もありましたが、このマケドニア生まれの修道女には1979年ノーベ

ル平和賞が授与されました。

不正義、人種差別、人間的弱さへの闘いを先導

マザーテレサがカルカッタの貧しき者たちの間で新しい生活を始め

た頃、世界の最も偉大な平和主義者がニューデリーから1,500キロのと

ころで、暴力により最期を遂げるところでした。インドの偉大なる魂とさ

れるモハンダス・カラムチャンド・ガンディー、マハトマは1948年１月、祈

りの集会に向かう途中、暗殺者の凶弾に倒れました。真なる力・非暴力

抵抗の力（「サッティヤーグラハ」）の教えを授け、世界中の市民権、自

由への動きに影響を与えた虚弱なヒンズー教徒は、自らの国を独立に

導いた後、78歳にわたる生涯を閉じました。ガンディーは５度の暗殺

未遂、数度にわたる投獄を生き延び、イギリス支配下の過酷な塩税に

対し、380キロにわたる伝説の行進で抗議しました。

ガンディーは弁護士業には気乗りがせず、象徴的な活動家へと変

身しましたが、その変身は南アフリカ時代に始まりました。インド人に

対する偏見や不正義の横行を目の当たりにしたのがきっかけです。ガン

ディーは1915年に祖国インドに戻るまでの20年間、受け身による抵抗

の哲学を掲げ闘ってきました。彼の人生の後半33年間は多くの人々に

とって非暴力抵抗の青写真となりました。ガンディーは行進し、断食し

グレッグA. スミス(Greg A. Smith) トロントにベー
スをおく受賞歴に輝くジャーナリスト。カナダ最大の
新聞で調査に携わる編集者として、長年にわたり消
費者への欺瞞から政治汚職、社会的不正義まで厳
密に調査しカバー。世界各地に足を運び、考古学、
社会問題、地球規模の問題にも大きな関心を寄せ
る。

>
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ました。群衆の中をゆったりと歩き、西洋スタイルを拒否し、自分で紡

いだショールをかけ、サンダルをはき、貧しい者の着る腰巻きを身にま

といました。最も身分の低い者、不可触民を擁護し、身分の高い者に自

ら考えるところ説きました。女性の権利確立を呼びかけ、宗教や民族

の対立の緩和に尽力しました。真実と愛の大切さを奉じる一方、一貫し

て質素の意味について説き勧めました。 圧政を終わらせるために断食

する痩身で頭の禿げ上がった眼鏡をかけた姿、そして勝利者としてのイ

メージは、圧倒的影響力を持つ象徴として後世まで伝えられています。

ガンディーの遺産は、マーティン・ルーター・キング・ジュニアの自由

の行進、ネルソン・マンデラの反アパルトヘイト闘争に受け継がれ、そ

して現在のインドにおける反汚職運動に活かされています。ガンディー

の精神はアラブの春の湧出を引き起こしました。キング牧師の運動で

は1956年アラバマ州モントゴメリーでのバスボイコットが引き金となっ

たとされますが、その際、レポーターにこう語っています、「キリストは

我々に目標を授け、マハトマ・ガンディーは戦略を与えた」と。時のカリ

スマ的バプティスト牧師はその独自のサティヤグラハを展開し、その平

等と市民権に対する考え方に米国全土が沸き上がりました。「私には

夢がある」 － キング牧師は２０万人の支持者に向け、１９６３年ワシ

ントンの行進でこう呼びかけ、その夢は今でも不正義に対するスローガ

ンとなっています。ガンディーと同じく、キングも平等と人権のための

闘いに永遠に結びつけられており、米国では１月の彼の誕生日が国民

の日に制定されています。キング、ガンディーそしてマザー・テレサは世

界の注目の集まる中でその理想をあくなく追求し、人類の可能性の導

き手になりました。このほか、前述のアルコール中毒者更生会(AA)のビ

ル・ウィルソンのように、目立ちはしないものの大いなる遺産を遺した

人たちもいます。１９３５年にオハイオ州アクロンで自助グループが結

成され、のちにこれが重大な影響力を持つことになるのですが、その

拠り所は無名性で、自分自身の弱さがその成功のもととなっている点が

特筆されます。ウィリアム・グリフィス・ウィルソン － ビルWの呼び名の

方が馴染みがあるでしょう － はアルコール依存から必死に抜け出そ

うとしていました。彼は宗教、病院、薬のすべてを試したあと、ある日突

然ひらめきを感じたのです。他のアルコール依存症の人を助けることで、

自分自身を助けることができるのだ － と確信したのです。彼はボブ医

師こと、共同設立者のロバート・スミス医師と手を携えてこれを実践し、

アルコホーリクス・アノニマス(アルコール中毒者更生会AA)を誕生させ

ました。ウィルソンは残りの人生を、精力的にそして謙虚に、アルコール

依存者の更生補助に尽くしました。今日、150以上の国々で10万以上に

ものぼるAAグループが存在します。この組織の影響はさらに広範囲に

及び、アラノンのようなアルコール更生者グループ、ギャンブラーズ・アノ

ニマスや買い物依存症から性依存症まであらゆるものを対称にする12
段階のセラビーのような分派にまでも及んでいます。

道徳的、知的道しるべを残す

もちろん、その人生が人類に深遠な影響を及ぼした人々はこの他に

もいます。2,500年前、孔子は道徳に関する道筋を定め、これが中国や

極東アジアの発展を形造りました。孔子の行動規範は、人間性、誠実

性、孝行や自己向上の原則に基づくもので、その統治の規則は今日で

も大きな影響力を有します。文化大革命の時には、家父長主義の封建

的思想家として糾弾されましたが、孔子は今や中国のリーダーたちに

よって、文明の最も偉大な開発者の一人として引き合いに出されていま

す。西洋では、アリストテレスの自然、社会学における業績が現代の思

想のほぼすべての領域に影響を及ぼしました。古代ギリシャの哲学者

は演繹的理由付けの祖で、知恵や学問の化身になっています。アリスト

テレスの他にも知的世界で功績を残した思想家、発明家、作家や政治

家も数多くいます。彼らも人々にひらめきを与えました。しかし、キング

やデュナンのようにその遺産が心の奥底から出たもので、断固として不

正を拒み、無心に助けの手を差し伸べた人道家たちの放つ輝きに及ぶ

ものはありません。世界に希望を与え、その導くところには限りがありま

せん。 ■

「デュナンの遺産の中核
をなすのは、戦争は避け
られないとしても、その中
で中立性を保とうという理
想です。」
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地球を受け継ぐ
現在の、そして未来の世代のために地球の遺産を守ることは、単に文化的な面や
自然としての価値の面で優れた場所を特定するだけでは済まされません。キショ
ア・ラオ氏が未来に向けた世界遺産の確立と保全に必要とされる、地域的および
国際的な協力のあり方について考察します。

ジゼル・ワイス(Giselle Weiss) フリーランスライター

ジゼル・ワイス(Giselle Weiss): ユネスコ世界

遺産センターの基本的な使命は1972年に採

択された世界遺産条約の履行ですね。同条

約成立の背景についてお聞かせ願えますか?
キショア・ラオ(Kishore Rao:): 第二次世界

大戦後に台頭した国際的保護運動が拡大した

ものです。1950年代の後半、エジプトのアスワ

ン・ハイ・ダムの建設計画ではアブ・シンバル

神殿の水浸し問題が起き、こうした運動を促

進するきっかけとなりました。国際的な抗議

の声を受けて、ユネスコは神殿を解体し、より

高い場所へ移築する運動を先導しました。そ

ののち、国際記念物遺跡会議(ICOMOS)ととも

に文化遺産の保護のための協定草案を作成

しました。1965年ホワイトハウスで開かれた会

議で優れた自然地域保護のための世界遺産

財団設立を呼びかけ、1968年には国際自然

保護連合(IUCN)が同様の提案を作成しました。

これらのイニシアティブは、1972年にストック

ホルムで開かれた国連人間環境会議で提示さ

れました。単一の文書で合意を得た上、同年

11月、ユネスコ総会にて条約が採択されまし

た。 
各国の同意を得るのは難しかったのでしょう

か。

Kishore Rao: 実際、条約には遺産保護の

国際協力システム構想面でかなり明確なビ

ジョンがありました。最も大きな課題は文化

遺産と自然遺産の両方を一つの傘の下に置く

ことでした。もう一つの課題としては、遺産を

国境を越え、世代にわたり所有される共通の

歴史的遺産として捉えられるかどうか － とい

う点でした。

遺跡を「短縮した」形で世界遺産リストに登

録するにはどういった手順を踏めばよいので

すか?
Kishore Rao: まず、当該国がすべての利害

関係先と協議した上で、文化遺産や自然遺産

の「仮リスト」を作成します。国境に跨る遺跡

の二重登録回避や、逆に国境を跨ぐ自然遺産

の顕在化のため、当該の特定地域に関わる他

国との間に協議も必要です。

そのあとは?
Kishore Rao: 当該国は、提案する遺産が

いかに優れた普遍的価値を持つかを示す仮

推薦リストを作成します。書類はユネスコの

世界遺産センターに提出され、そこから文化

遺産か自然遺産かによって、ICOMOS または

IUCNに回付されます。これら機関は案件を調

査し、現場を訪れて評価し、利害関係者と相

談のうえ推薦の準備をします。そして、世界遺

産の年次集会に提示され、決定が下されるか、

あるいは、提案の補強を求めて提案国に差し

戻されることになります。

1994年に委員会は世界遺産の「不均衡の是

正および代表性、信頼性の確保のためのグ

ローバル・ストラテジー一覧表」に着手しまし

たね。それは何故ですか?キショア・ラオ(Kishore Rao) 出身国のインドならびに米国で自然遺産保護を学ぶ。1999年ハノイに移り、ア
ジアの保護区プログラム国際保全団体を設立。2011年ユネスコの世界遺産センター所長に任命される。

この記事はグローバルインベスターのKnowledge Platformでお聴きいただけます:
www.credit-suisse.com/globalinvestor

写
真

: D
an

ic
a 

B
ije

lja
c 
ユ
ネ
ス
コ



州立恐竜公園
カナダ

アルバータ州の荒れ地に位置する

州立恐竜公園には約7,500万年

前にさかのぼる35種ほどの恐竜

の化石が残されている。地層から

300にのぼる恐竜の骨が掘り出さ

れ、そのなかにはティラノサウルス

科やパキケファロサウルス科のも

のも含まれる。鹿やさまざまな鳥

類自然動物の生息地としても知ら

れる。

登録年 1979
タイプ 自然遺産

中核地帯 7,493 ヘクタール

パドヴァ植物園
イタリア

「植物園はかけがえのない場所だ」

イヴリン・ウォーの小説「ブライヅ

ヘッドふたたび」の冒頭でセバス

チャン・フライト卿はこうため息を

つく。世界初の植物園がパドヴァ

にできたのは1545年のことで、当

初の配置がそのまま残されている。

同植物園は現代科学の領域、医

学や生態学の発展に貢献し、ヨー

ロッパの他地域の希少植物の源

泉となった。

登録年 1997
タイプ Cultural
中核地帯 11 ヘクタール

ウマウアカ渓谷
アルゼンチン

ウマウアカ渓谷は、リオグランデ川

が削り出した長い峡谷。峡谷は重

要な文化の通り道、インカ道に沿っ

てあり、その自然の戦略的位置取り

から、開拓、先史時代の狩猟民族

時代から現在に至るまで人々の定

住、農業、貿易の礎（いしずえ）と

なった。この渓谷は今日でも大西

洋と太平洋を結ぶ上で重要な役割

を果たしている。

登録年 2003
タイプ Cultural
中核地帯 172,116 ヘクタール

ユネスコ世界遺産
ボイジャーのゴールデンレコードに搭載された画像の中には、オーストラリアのグ
レートバリアリーフ、中国の万里の長城、インド・アグラのタージマハールなど、人類
にとって共通の、傑出した重要性を持つユネスコの世界遺産一覧に含まれる場所
の写真が含まれています。 この地図は2011年における936カ所の文化遺産、自然
遺産うちのいくつかのサイトを示しています。
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スマトラ熱帯雨林
インドネシア

スマトラの熱帯雨林の特徴は、そ

の著しく風光明媚な地形、たぐい

まれな生物生息地、生物学的多様

性にある。３つの国立公園からな

り、何千種類もの植物や動物の生

息地となっている。なかんずく密

猟や違法伐採によりもたらされる

脅威を克服するべく、2011年には

「危機にさらされている世界遺産一

覧」に登録された。

 
登録年 2004
タイプ 自然遺産

中核地帯 2,595,124 ヘクタール

プトラナ台地
ロシア共和国

プトラナ台地は中央シベリアの北

部に位置する。世界遺産一覧に登

録された部分は、北極圏内100キロ

メートルの広大な地域で、未開のタ

イガ地帯、森林ツンドラ地帯、北極

の寒帯砂漠を含む。トナカイの移

動ルートでもあり、土地の利用は

厳しく保護されているためヘリコプ

ターもしくは船でしかアクセスでき

ない。 
登録年 2010
タイプ 自然遺産

中核地帯 1,887,251 ヘクタール

世界遺産についての情報はインターネットサイト whc.unesco.org から。

北シリア古代の村
シリア

住居、多神教の寺院、地下貯水池、

浴場など、北シリアの８つの公園

内にある40ほどの集落に遺跡が

残る。１世紀から７世紀に遡る集

落だが、８世紀から10世紀に放

棄された。保存状態の良い遺跡は、

住人が優れた農業技術を有して

いたことを物語る。

登録年 2011
タイプ Cultural
中核地帯 12,290 ヘクタール
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宇宙的 遺産
1977年、NASA は無人の探索機、ボイジャーI号 、II号を打ち上げました。最終的には太

陽系から外に出て他の銀河系への旅を続けることになっています。それぞれの宇宙船に

はボイジャーのゴールデンレコード、地球外の生命体や未来の人類へのメッセージとして、

地球的遺産の音声や画像を収録した蓄音ディスクを搭載しています。例えば、音声は55
言語での挨拶や、音楽の断片、カミナリの音、心臓の鼓動や笑い声が収録され、画像には

太陽系のパラメーターの描写、DNAの構造、落ち葉、家や車が納められています。ディスク

は４万年を経ずして読まれることはありません。 我々の地球に向けてセットされた指示で

す。 goldenrecord.org 

ボイジャーのゴールデンレコード
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Kishore Rao: その目的は、さまざまなタイ

プの遺産と同時に、世界のすべての文化や地

域が世界遺産一覧表に適切に反映される状

態を確保することにあります。

そのようなストラテジーを確固とした形で維

持するにはどうするのですか?
Kishore Rao: 定期的に評価を行い、新た

に出現する課題や機会にストラテジーを適

合させます。例を挙げれば、気候変動が重大

な問題化した時には、それがさまざまなタイプ

の遺産に及ぼす影響や、対象となった遺産の

保護に関する研究を始動しました。

世界遺産の持つ経済的意味合いは明らかに

重要ですね。

Kishore Rao: 地域の人々に恩恵がもたらさ

れることが大切です。現実に条約採択後40年
の２０１２年のテーマは、「世界遺産と持続可

能な発展」です。例えば、観光産業の発展な

どを通じ、世界遺産が暮らしや経済に果たす

役割を浮き彫りにする数多くのイベントが催さ

れます。加えて、自然遺産は気候の改善はもと

より、持続可能な農業、水や土壌の保全支援

などのエコシステムサービスにも貢献していま

す。

「危機にさらされている世界遺産一覧」という

ものがありますね?
Kishore Rao: 「危機にさらされている世界

遺産一覧」は、もとの世界遺産一覧を基盤とし、

普遍価値が特定あるいは緊急の危険にさらさ

れている場所を取り上げています。

まるでブラックリストのようですね。

Kishore Rao: いいえ、そうではなく、保全

強化のために国家や国際的注目を集める支

援メカニズムです。例えば昨年、米国からエ

バーグレーズ国立公園を危機遺産リストに載

せてほしいとの要請がありました。コンゴ民主

共和国には紛争の結果、何年も危機リストに

入れられている5つの自然世界遺産がありま

す。

保護対象の地位から外される遺産もあるので

すか。?
Kishore Rao: それはちょっと意味合いが

違います。特定の遺産について、その普遍価

値が修復不可能な脅威にさらされた場合、世

界遺産委員会はあらゆる手を尽くし解決策を

探ります。それでも成果が得られない場合に

は、止むを得ずリストから抹消します。ところ

が、条約ができてこのかた40年になりますが、

これまでにそのような事例が起きたのは全

936ヵ所中で2度だけです。2007年にオマー

ンのアラビアオニックス保護区が石油開発に

よりその90％を喪失したケース、ドイツ・ドレ

スデン市が投票によりエルベ峡谷の佳景を損

なう橋の建設を決めたケースがそれです。

一覧から抹消する際の基準は何ですか。

Kishore Rao: 基準はただひとつ。卓越した

普遍価値が修復不可能な状況までに失われた、

と判断された場合には一覧に載せて置く意味

はありません。

遺産の保護と経済の発展の間で、どのようにし

て適切なバランスを取るのですか?
Kishore Rao: 使えるツール － 遺産と環

境の影響評価 － を用いるよう関係者に奨励

しています。そしてその結果を送付してもらい、

諮問組織と共同で検証します。遺産の保護よ

りも経済的な発展を求める声の方が大きい場

合がよくあります。例えば、1990年代のロシア

ことですが、世界最古、最深、最大の淡水湖で

あるバイカル湖の湖岸に石油パイプラインを

建設するという計画がありました。その後、パ

イプライン事故が湖の破滅につながるとの懸

念が指摘され、建設地は200キロメーター北

側に変更されました。

世界遺産をどのように次世代に渡しますか?
Kishore Rao: 「子供のための世界遺産」プ

ログラムのような特定のイニシアティブがあり

ます。また世界遺産委員会の年次会合開催に

先立って開く世界遺産ユースイベントには、世

界の様々な地域から若者が参加します。彼ら

は自分たちの地域の世界遺産サイトを独自に

評価し、その結果を提示します。しかし、問題

は引き継ぎだけではありません。今の世代の

人にとっての保全の問題もあります。世界遺産

の保全は多くの脅威にさらされており、そのす

べてが影響してきます。これらの課題に取り組

むためには、財政面、技術面の支援ばかりで

なく公的支援および地域社会の支援が必要で

す。 ■

「地域の人々に
恩恵がもたらさ
れることが大切
です。」



重要な開示情報につきましては最終ページのディスクロージャーアペンディクスをご参照願います。
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なっている、またはビジネスを行なう意向があり
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
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リスクの開示
投資家のお客様は、本レポートを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://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

クレディ・スイスは本レポートで取り上げた証券や金融商品が特定
の投資家向けであることを保証するための措置は何ら行っていない
可能性があります。クレディ・スイスは本レポートを受け取ったと
いうだけの理由でその受取人を顧客として取り扱うことはありませ
ん。本レポートに含まれる、あるいは、言及されている投資やサー
ビスがお客様に適切なものであるとは限りません。これらの投資や
投資サービスに疑問がある場合は個別に投資アドバイザーに相談し
てください。本レポートは投資、法律、会計または税のアドバイス
を含んでおらず、いかなる投資や戦略もお客様の個別の状況に妥当
あるいは適切であるという表現はしておりません。また、特定個人
による推奨も含みません。

本レポートで言及された証券または金融商品の価格、価値および収
益は、上下いずれの方向にも変動する可能性があります。証券や金
融商品の価値は、当該証券または金融商品の価格および収益に、好
影響もしくは悪影響を及ぼし得る金利・為替相場の変動、経済指
標、発行体または参考指標の対象となった発行体の財務状況等の
変化の影響を受けます。ご購入される証券や金融商品については、
これらの変動により元本が毀損するもの、元本を上回る損失が生
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。

グローバルインベスター 2.11 免責事項—43



ディスクロージャーアペンディクス
アナリストサーティフィケーション
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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グローバル・リサーチ・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

Equity rating allocation as of  DATE

Overall Investment banking interests only

BUY

HOLD

SELL

RESTRICTED

相対的株式パフォーマンス
株式レベルでは、選択は個別銘柄対セクター、市場ポジション、成長見込
み、バランスシート構成および評価の相対的魅力を考慮して行われます。
セクターおよび国の推奨は「オーバーウエイト」、「ニュートラル」、
「アンダーウエイト」で、地域およびグローバルのそれぞれのベンチマー
ク指標に対する相対的パフォーマンスに従って割り当てられています。 

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。

BUY: 絶対的株価において 10% またはそれ以上の上昇

HOLD: 絶対的株価において -10% から +10% の間の変化

SELL: 絶対的株価において 10% またはそれ以上の下落

RESTRICTED: 特定の状況において、社内外の規制当局が特定の種類のコミ

ュニケーション（例えば投資推奨）を Credit Suisse が投資銀

行取引に関与する過程で排除する。

TERMINATED: リサーチカバレッジは終了した。

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。

BUY: 債券発行がその特定のベンチマーク をアウトパフォームすると
いう予想

HOLD: 債券発行が特定のベンチマークに沿ってパフォームするという
予想

SELL: 債券発行がその特定のベンチマークをアンダーパフォームする
という予想

RESTRICTED: 特定の状況において ､ 社内外の規制当局が特定の種類のコミュ
ニケーション（例えば投資推奨）を Credit Suisse が投資銀行取
引に関与する過程で排除する。

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。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。

テクニカル・リサーチについて
本レポートに言及されている推奨表の場合の「終値」とは直近の取引所で
取引された終値 のことです。「MT」は中期トレンド（3-6ヶ月間の見通
し）の評価を表しています。「ST」は短期トレンド（3-6週間の見通し）を
表します。プラスの見通し（価格上昇の見込み）には「+」、どちらとも言
えない（大きな価格変動が見込まれない）場合は「0」、マイナスの見通し
（価格下落の見込み）には「-」の評価となります。「Rel perf」のコラムに
おけるアウトパフォームはベンチマークに対する個別銘柄の予想されるパ
フォーマンスを表します。「Comment」のコラムにはアナリストからの
新のアドバイスが含まれます。「Recom」のコラムには当該株の買い推奨
（寄付きでの購入）が出された日付の一覧が載っています。「P&L」には
買い推奨で購入した場合のその後に発生した損益が示されます。 
テクニカル分析に関する簡潔な紹介は「テクニカル分析解説」をご参照く
ださい。 
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/technical_tutorial_en.pdf 
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グローバル･ディスクレーマー／重要情報
本翻訳レポートは、お客様に便宜を図る目的で提供されています。当社
は、翻訳の正確性について一切保証および黙示致しません。当社として正
式なレポートは、あくまで本レポートの英文原文であり、英文原文と本レ
ポートの翻訳との間に生じた相違は、何ら法的拘束力および法律上の効力
がありません。

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
･バンキング部門のグローバル・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 (Guernsey) Limitedより配布されます。
Credit Suisse (Guernsey) 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 新の監査済み決算書のコピーが入手可能です。

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により配布されます。
（SEBI登録番号：INB230970637、 INF230970637、INB010970631、 
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。
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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 (Guernsey) Limited, Jersey Branchにより配布されます。ジャージー
にあるCredit Suisse (Guernsey) Limited, Jersey Branchのビジネスの住所は、
TradeWind 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 
(Luxembourg) S.A.により配布されます。

メキシコ：
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 (Mex i can 
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 Valuation 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（ inst i tut ional 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）

イギリス：
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、英国金融サービス機構（Financial 
Services Authority ）により認可され規制されています。個人顧客に対し
Financial Services 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 © 2013 Credit Suisse Group AG および/あるいは関連会社

不許複製

13C022A

グローバルインベスター 2.11 免責事項—46



w
w

w.
cr

ed
it-

su
is

se
.c

om
/g

lo
ba

lin
ve

st
or

GIE 2514204

mshimiz7
Rectangle


