
グローバル・インベスター 2.09
エキスパートのノウハウをクレディ・スイス投資家の皆様へ

グローバル・メガトレンド

ラジェンドラ・K・パチャウリ二酸化炭素放出量の削減が迫られているなか、環

境技術分野では新たなグローバル市場が生まれるであろう。ジョウイン・ジン

「Made in China」（中国製）から「Created in China」（中国で開発）へのイメー

ジ転換をどうやって図るか。レイ・カーツワイル情報に基づく技術が飛躍的な

進歩を遂げるなか、コンピュータ（Non-biological intelligence）は人間（Human 
intelligence）の知性に到達し、それを超えることが出来るはず。リチャード・ワト

ソン人間には、現在を見つめることで未来を形作ることの出来るパワーがある。

未来を見据える



ここからグローバル・インベスターを聴くことが出来ます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor



哲学者ヘラクレイトスは2,500年前に「変化こそが唯一不変

のもの」であるという考えに至りました。社会的な変動や日々

の生活の中での珍しい物といった「ホワイトノイズ」の中か

らトレンドが生まれ、次第に認識され、私たちの生活の一部と

して受け入れられるようになります。こうしたトレンドは模倣

によって固まり、新たな発見によって変化します。大きなトレ

ンドというのは、人々が普通に生活していることで生まれるも

のかもしれまんせが、この場合は多数の人々が関わってきます。

12月に京都議定書の再協議が予定されているなか、気候変動と

いうのは変化の良い例です。

こうした大規模な構造的変化は大勢の人々の様々な考えを1
つにするもので、そうして1つにまとまったものを「メガトレン

ド」と呼んでいます。技術革新を用いて持続可能性を追求し資

源枯渇への対応に力を注いでいるという現状はほんの一例に過

ぎません。メガトレンドは世界を変え、危機シナリオに関心を

向けさせると同時に、莫大な機会を作り出すものでもあります。

我々は過去4年間にわたりグローバル・インベスター（折込ペー

ジを参照）でこうしたトレンドの多くを考察してきました。そ

して今、それらを1つの枠組みにまとめました。

メガトレンドが世界的な経済成長や貿易、資本の流れ、企業、

政策当局や規制当局の姿勢に及ぼす影響は、今後数十年間で非

常に鮮明となるでしょう。こうしたなか、単に結果を上手く言

い当てるだけでは、高い投資実績を達成することはできません。

そこに到達するまでの道のりを理解し、慎重に舵取りを行ない、

障害を避けながら進むことも要求されます。私が最も重要であ

ると考えているのは、時勢に適した、常に変化する状況にも対

応できる最善の手段でお客様を目的地にまでご案内することで

す。投資環境が変化するなかでもトレンドを決して見逃さない

ことが、我々の狙いです。

こうした目的を達成するため、弊社はトレンドのバリュエー

ション、タイミング、変化を常にモニターし評価しています。

投資商品を発展させ管理する上では、透明度、流動性、プライ

シング、リスク・リワードの面で最良の商品を選ぶ必要があり

ます。また、お客様に接するフロント業務は、お客様のご要望

に適った商品を用意し、お客様の資産の運用状況や重要と思わ

れる成長商品の概要を常にお客様にお知らせするアフターサー

ビスを提供できるものでなければなりません。クレディ・スイ

スは、そうした技術的に困難で多面的なサービスを十分に提供

できる組織です。

弊社は現在、世界の多極化や人口動勢、持続可能性という緊

急課題、人間の創造力といった要素から生じた変化に焦点を当

てています。今回のグローバル・インベスターはそれらのメガ

トレンドが今後どのように発展するのか、投資機会はどこにあ

るのか、そして以前は確実と考えられたことでもはや通用しな

いのは何であるかを探っています。ヴァルター・ベンヤミンは、

「歴史の天使は進歩という嵐によって否応なく未来へと吹き飛ば

される」と記しました。本稿の読者は、未来を垣間見る興奮の

みならず、各分野のエキスパートが将来に、そしてその先に何

を見ているのかを知ることで、ある程度嵐に備えることも出来

るのではないでしょうか。 ■

グローバル・インベスターは2006年、2007年、2008年、2009年にファイナンシャ
ル・サービス・コミュニケーションズ部門でベスト・オブ・コーポレート・パブリッ
シング（BCP）賞を受賞しています。
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フィリップ・バレッタ
グローバル投資デリバリー長
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未来についての憶測からどうやって真剣

な予測を立てるのですか？

リチャード・ワトソン：これは科学

ではなくアートなのです。ただ同時に、

データが存在する現在のトレンドを分析

することで、かなり的確で確固とした仮

説を立てることが出来ます。そして物事

がどうなるかについて憶測し、最後に、

特定の予測が現実となりそうかどうか、

幾つかある方法でチェックするのです。

トレンド研究の限界は何ですか？

リチャード・ワトソン：トレンドに関

して私が残念に思っていることは、皆が

それに倣うことです。本当に面白い企業

は、アップルはその典型ですが、トレン

ドを全くフォローしません。彼らはトレ

ンドを認識してはいるのですが、盲目的

にそれに従うことはしません。そうした

企業は自分達が良いと思うモノを開発し、

それを売り、その市場を見つけるのです。

これは非常に重要な点だと思います。

お書きになった「フューチャー・ファイ

ル」という本は今後50年間のトレンドを

テーマにしていました。でも今秋にはそ

のアップデート版である「フューチャー・

ファイル2」を出版され、もう書店で販売

されています。未来学者の予測の半減期と

いうのはどのようなものですか？

リチャード・ワトソン：最初の本を書

き始めたのは2006年で、2007年に執筆を

終えました。なので、今後50年間のこと

を書いた本のアップデート版を手がける

のはちょっと早いでしょうか。ただ、そ

れ以降多くのことが起きました。最初の

本には全く手を入れておらず、今回は単

に新たに序章を追加し、各章の結論で何

が正しくて何が間違っていたかを指摘し

ただけです。

それはなぜですか？

リチャード・ワトソン：未来学者であ

ることのリスクの1つは、自分自身、そし

て自分の予測にとらわれ過ぎることだか

らです。以前、6ヵ月間かけてシナリオ立

案の仕事をしたことがあり、その時に作

成したレポートは皆に喜ばれるものだっ

たのですが、最終的にコーポレート・アイ

デンティティのガイドラインに沿って保

管されてしまい、再び目にすることはあ

りませんでした。世界は常に変化している

ため、たった今起ったこと、あるいは起り

そうなことを踏まえ修正が必要かどうか

を見るため、トレンドやシナリオ、戦略

を常に見直さなければならないのです。

株式市場でも将来の株価を予測する努力

が行なわれています。トレンド研究は投

資家の手助けとなりますか？

リチャード・ワトソン：どちらとも言

えません。私はあえて個別の企業に自分

の資金を投じようとは思いません。これ

ジゼル・ワイス：トレンド研究者が現代の

預言者のように言われていますが、彼らは

実際に将来がどうなるかを把握しているの

でしょうか、それとも単に優秀なセールス

に過ぎないのでしょうか？

リチャード・ワトソン：彼らの多くは

とても優秀なセールスだろうと思います。

私自身は、フューチャリストとかトレン

ド研究者というより未来学者と呼ばれる

ほうがしっくりきます。トレンド研究者

が短期的な将来を考える傾向にある一方、

私は10年、15年、20年、あるいは30年
先についての研究を多く行なっています。

両者の違いは大きいですが、勿論互いに

深く関係しています。現在のトレンドか

ら将来を外挿することもよくあります。

ただ、未来研究は社会システムを用いた

アプローチを採ります。これは予測を立

てること自体を目的とした学問ではなく、

考える手段なのです。

「トレンド」という言葉は何を意味してい

るのですか？

リチャード・ワトソン：これは見た目

よりずっと難しい質問で、先ず流行とト

レンドを区別することがとても重要です。

流行というのは人々の動向や行動のパ

ターンで、一時的な現象であるほか、少

数の人間にしか関わらないものです。こ

れに対し、トレンドというのは、やはり

動向や行動のパターンなのですが、もっ

と硬直的で耐性のあるものです。6ヵ月や

1年といった期間ではなく、トレンドは何

十年も続く場合があります。またトレン

「我々は、自分達
が望む未来を創る
ことが出来る」
ベストセラー作家リチャード・ワトソンが予測の新
しい形を提示。私たちは、現在を見つめ、リスクと
機会がどこにあるかについて有意義な議論を交わす
ことで、明日を形作ることの出来る力を備えている
のです。

ドはもっと大規模なものです。例えば、グ

ローバライゼーションは明らかにトレン

ドですが、その反動であるローカライゼー

ションとなると判別が難しい。最初は流

行のように見えましたが、長引くように

も思われます。時期尚早の段階で流行にト

レンドというレッテルを貼ろうとする動

きは強いように思います。ツイッターが

その格好の例となるかもしれませんね。

先ほど、トレンド研究では現在既に明

らかになっている事象のみを分析すると

おっしゃいましたが、どのようにして現

在から未来を導き出すのでしょうか？

リチャード・ワトソン：想像力と好奇

心です。常に疑問を持ち続けなければな

りません。物事はどのように関わり合う

のか？これからどうなるのか？ある意味、

非常に思弁的で、私がしていることの

多くは極めてばかばかしいものです。た

だ、それをもっと真剣に捉えたのがシナ

リオ立案で、こうした考え方に未来学が

上手くフィットするのです。「未来は何々

だ」と言う未来学者を信じてはいけませ

ん。未来というのはまだ起っていないこ

とですから、定義上不確かなものなので

す。そしてこの理論に基づくと、幾通り

もの未来が存在することになります。シ

ナリオ立案というのは、幾通りもの未来

があるという事実を踏まえた手法である

ので、素晴らしい方法論と言えます。こ

れにはまた、現時点で行なっていること

をもっと深く考察することを促すという

優れた利点もあります。

ジゼル・ワイス（Giselle Weiss）、 ジャーナリスト
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は、予測不可能な将来を予測することが

実際に出来るのかという疑問に立ち戻る

質問です。ただ、未来の大まかな枠組み

を見極めることは出来ます。この例えと

して私が好きなのは、ベンチに座って海

を見ている状況です。波が形になるのは

遠くからでも見えます。大きな波は大体

一挙に押し寄せ、浜辺に打ち上げられる

と反対方向に飛んでいく場合があること

は観測できますから。それでも、恐らく、

未来が今以上にもっと近いものになると

は言えると思います。また消費者は、電

話が財布の代わりに使われるなど、携帯

機器をもっと取り入れる傾向にあります。

こうした情報はある一定の方向を指し示

しています。例えば、電話帳の出版社に

今多額の投資はしないであろうといった

ようなことです。人口動勢もまた、トレ

ンドを考える上では重要な分野です。第

3次世界大戦や本格的なパンデミックが

起きない限り将来の老齢人口は把握でき、

以前よりも寿命が延び健康な老人の数も

増えるだろうことが分かっています。こ

れらで一定の道筋は見えてきます。医薬

品業界は最も明らかな例ですが、それだ

けではない。そして、こうしたことは、

ほとんどの人が分かっていることです。

「Extinction timeline 2000～2050年」では、

フューチャリストの終わりを予想してい

らっしゃいましたが、将来はトレンド研

究者が必要なくなるとお考えになるのは

なぜですか？

リチャード・ワトソン：それらのマッ

プは大体にして私が気の向くまま、楽し

みながら、ちょっとした議題を提供する

ために書くものです。ただ、そこにある

程度のロジックも混ざっているのは事

実です。全てのモノにはサイクルがあり、

最終的には廃れてしまうというのが、私

の観点です。現在は、先行き不透明感や

不安感からフューチャリストに対する関

心が非常に高くなっています。皮肉なこ

とに、これを見越したフューチャリスト

はいませんでした。私の考えでは、50年
後か何十年後か、世界情勢は落ち着いた

ものとなり、未来は今よりもっと予測可

能となっているのです。加えて、テクノ

ロジーのおかげで驚異的な数のデータも

手に出来るようになっているでしょう。

このため、フューチャリストは消えてゆく

のです。

お書きになるマップに描かれる将来は

全般に明るいですが、これが本当にご自

身の全ての知識に基づいて考える未来の

図なのでしょうか？

リチャード・ワトソン：私は楽観的

だと批判されています。というのは、気

候変動やピーク・オイル、その他全ての

問題を私がそれほど深刻に懸念していな

リチャード・ワトソンはフューチャリスト作

家であるほか、コンサルタント、講演活動

も行い、長期的な戦略におけるトレンドの影

響を各種機関に助言する。グローバル・トレ

ンドについて四半期ごとに報告するウェブサ

イト『What's Next』を運営しているほか、ベ

ストセラーとなった『フューチャーファイル』

の著者であり、世界の主要なビジネス誌でも

執筆している。数々のグローバル企業に対

しシナリオ立案やリサーチ、イノベーション

プロジェクトも手掛ける。専門分野はリテー

ルバンキング、新聞、エアライン、スーパー

マーケットなど。
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ここからグローバル・インベスターを聴くこ
とが出来ます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor

いからです。逆境からは革新が生まれま

すし、正直に言って、我々人類はこれら

の問題を解決するだろうと思っています。

ただ、先ほどの繰り返しになりますが、

それには未来を予想しようと努力したり、

トレンドに倣ったりする以上のことが要

求されます。望ましいと思われる未来像

について深く考え、皆がそれに合意し、

それを創り出してゆくことが必要なので

す。ある程度は、私たちにそれが出来る

のです。考えるということはパワフルな

道具なのです。 ■



新しい、次世代のテクノロジーが自動車の燃料と
なり、電力を供給し、人間生活のその他多くの分
野に関わることになる。これは先進国、開発途上
国に拘らず、急速に拡大する市場でのシェア獲得
を目指す企業にとっては大きなビジネスチャンス
だ。しかし、化石燃料からグリーン・テクノロ

ジーへの移行は困難な道のりとなろう。気候変動
に関する政府間パネル議長ラジェンドラ・K・パ

チャウリ氏が語る。 > Page 31

「世界人口が膨張するなか、グリー
ンエネルギーを利用する以外に需
給のバランスを取ることは、上辺
だけでも不可能」
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1947年に発明されたポラロイドカメラはアナログ時

代を代表する製品である。当時はしかし、インスタン

ト写真はテクノロジー大躍進の象徴であった。今日でも

ポラロイド写真の人気は高いが、製造元は2008年にインス

タントフィルムの生産中止を決定した。 これを受け、インポッシブルとい

う会社は近い将来に再び伝統的インスタントフィルムの市場を復活させる

べく活動している。それまで待てないというのであれば、無料ソフト『ポ

ラロイド』をダウンロードし、マウスをクリックすれば、ポラロイドのあ

の白枠をデジタル写真に追加することが出来る。

ラジェンドラ K パチャウリ



グローバル・メガトレンド

08
明日のメガトレンドを探して
過去の主要なトレンドを分析することで未来のメガトレン
ドがどう展開するかを見通すことが出来る。株式、オルタ
ナティブリサーチ部門グローバルヘッドのLars Klabreierが語
る。

10
「中国製」からの転換
中国は主に輸出の価格競争を武器に世界をリードする製造
センターの地位を確立した。今日の課題は中国の開発能力
を高めること、とZhouying Jinが指摘する。

繊維産業への中国の挑戦：バリューチェーンを構築  > Page 12

新興国ブランドの台頭 > Page 16

17
高齢化社会に向けた課題
人口統計上見られる高齢化社会へのシフトは、まったく新
しい消費者層に対するビジネスチャンスの到来を示してい
る。ジュネーブ国際開発研究大学院Ilona Kickbusch、世界人
口高齢化フォーラムPrisca Boxler

21
将来の食糧難を回避
生産拡大を狙い遺伝子組み換え作物に大規模な投資を行な
わなければ、破壊的な結末が招かれ得る。国際食料政策研
究所のJoahim von Braun所長が警鐘を鳴らす。

新旧技術を併せた植物育種 > Page 22

24
サイエンス、それともサイエンス・フィクション？
ロボットは既に我々の日常生活の一部となっているが、そ
れに人間に匹敵する複雑さを与えるのは大きな挑戦であ
る。チューリッヒ大学Rolf Pfeifer

28
「我々の限界を超える」
科学者、そして発明家のRay Kurzweil：急激に増大している
コンピューター・パワーにより我々の生活、そして人間と
人口知能を融合することで我々の存在そのものが変化する
であろう。

31
緑の未来への道
二酸化炭素排出量の削減や、持続可能な天然資源の利用
のためには、新たなグリーン・テクノロジーを導入する
必要がある。気候変動に関する政府間パネルのRajendra K. 
Pachauri議長

ディスクレーマー > Page 37
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当レポートは、2009年10月にグローバル向けに発行さ
れたレポートを、2013年5月に日本語に翻訳したもので
す。



*イノベーションが人口の80％に浸透するまでにかかった年数（米国）
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明日のグローバル・メガト
レンドを探して
グローバル・メガトレンドは新しいものでは全くなく、過去数千年にわたり世界を形作ってき
た。そのほとんどは、大躍進や地政学的均衡のシフトといった大規模な変化が生じたことによ
り起ったものである。メガトレンドは何十年、もしくは何百年もかけて世界を変え、最終的に
は生活の質の向上、富の増大をもたらした。過去の事象を分析することで未来のメガトレンド
がどのように発展し得るかを見通すことが出来る。

ラルス・カルブレーラー、CFA、クレディ・スイスグローバル・エクイティ及びオルタナティブ・リサーチ長
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急速に浸透

技術革新が大衆に取り入れられ

るペースは過去数十年間で加速

した。
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Lars Kalbreier, CFA, はクレディ・スイスのマネージング・

ディレクター、及び、株式、オルタナティブリサーチ部

門のグローバルヘッドを務めている。クレディ・スイス

以前は、ロンドンのJPモルガンにおいてインベストメン

ト・バンキング、インベストメント・マネジメント部門

で実績を積んだ。

メガトレンドと識別できる最古のも

のの1つは、生存のため人間がセデンタ

リー・ライフスタイルを取り入れたこと

だ。これは遊牧民に村を作らせ、個人を

市民へと変え、『最も強いものが生き残

る』という認識を取り除き、文明の原点

となった。そして今度はこれが別のメガト

レンドを引き起こした。アジア、メソポタ

ミア、その後遅れてヨーロッパで偉大な

帝国が発達し、貨幣、成文化された法律、

中央集権政府が生まれた。メガトレンド

はその後も続き、ヨーロッパの拡大、北

米植民地の独立、アメリカ合衆国の台頭

が実現した。燃料源としての石炭の使用

は工業化、輸送面でのメガトレンドを引

き起こし、ヨーロッパではその後1世紀間

にわたり大変革が続いた。大衆向けコン

ピュータの発明を受けたメガトレンドで

は、1970年代後半以降労働者の生産性が

過去に例がないほど急激に上昇した。

こうした過去のメガトレンドが国民

全体に広がるまでには時間がかかったが、

時を経るごとに変化のサイクルは短く

なっている。19世紀に蒸気エネルギーが

ヨーロッパの産業、輸送の体系を作り変

えるのに50年以上の歳月が費やされたが、

1990年代にインターネットが個々人のラ

イフスタイルを変えるまで10年もかから

なかった。 

21世紀のメガトレンドは？

現在そして未来のメガトレンドは次の

3つの部門にはっきりと分けられるが、こ

れらは互いに関連し合っている。(1) 急速

に変化している人口構成、(2) 多極化世界

の台頭、そして(3) 持続可能性の必要性で

ある。

人口面での課題

新興国の急速な成長と主に先進国にお

ける高齢化は、現在のメガトレンド・サ

イクルの原点となっている。世界人口は

約68億人に達しており、技術、衛生、医

療面の進歩を背景に過去40年間でほぼ倍

増と、過去最高のペースで増加している。

国連は2050年までに世界人口がさらに

50％拡大すると予想している。

多極化世界への移行

同時に、先進国から開発途上国へと速

いペースで富が分散するなか、世界はます

ます多極化している。グローバリゼーショ

ンの加速を受け、新興国が世界経済に寄与

する度合いは高まり、その結果として、そ

れら諸国の国民は次第に富を蓄え、大体が

地方ではなく『新興国都市』の中心部に居

住するようになる。こうした流れは逆に、

政治的、経済的な側面で新興国の重要性を

世界的に高めるものとなる。主要8ヵ国首

脳会議（G8）以上に、主要な新興国を含

む主要20ヵ国・地域首脳会議（G20）の重

要性が高まっているのも偶然ではない。

持続可能性の必要性

これら2つの柱（人口構成、多極化世

界）は限りある既存資源の莫大な負担と

なっており、地球上の気候にも破滅的な

影響を及ぼしかねない。このため、人類

の将来を考える上で持続可能性がますま

す重要視されるようになっている

人口増加と富の拡大により資源需要は

急速に増加している。例えば、1950年か

ら2000年の間に原油需要は7倍、アルミニ

ウム需要は15倍に増大した。今後数年間

は新興国が急激な成長を遂げるなか、こ

うした傾向はさらに一段と加速すると見

られている。需要が膨らむ一方、資源が

枯渇しているという状況は多くの分野で

不均衡を生み出しており、その分野も増

加している。例えば、最近の国連の調査

によると、現在の消費ペースでは2025
年までに世界人口の3分の2が水不足に直

面する見込みである。需給バランスを確

保する上で焦点となるのは、持続的なエ

ネルギーの創出、そして既存資源のより

有効的な利用である。これは新たな産業

（クリーンテック、ナノテクノロジーな

ど）の発展を促す機会となるであろう。 

持続可能性のカギはイノベーション

人類は歴史を通じ、無比の適応能力

を生かして困難な状況を乗り越えており、

イノベーションを通じ窮状を打開してき

た。『エキスパート』はイノベーション

の力を過小評価する傾向にあり、これま

でも、メガトレンドは発展しないと彼ら

が予想しながらも、結局は予測が間違っ

ていたことが後に判明したケースは数え

切れない。

自動車産業でこの良い例がある。

1999年にゼネラルモーターズは、電気自

動車が収益を生み出すことは決してない

と判断し、初めて量産された電気自動車

である『EV1』の生産中止を決定した。そ

の10年後、無名の自動車メーカーであっ

たテスラモーターズが電気自動車『ロー

ドスター』の生産を開始し、バッテリー

技術の分野において大きな革新を遂げた

ことが勝因となり初めての利益を計上し

た。一方で、ゼネラルモーターズは破産

を申請した。

この例は、イノベーションが決定的

に重要な要素であり、メガトレンドを形

作る際にそれが重大な役割を果たすこと

を鮮明にしている。今後に関し、現在

のメガトレンドを新たな境地へと導く上

で、遺伝子学、ロボット工学、ナノテクノ

ロジー（GRN）などの分野におけるイノ

ベーションが重要となる公算が大きい。3
つの柱（人口構成、多極化世界、持続可

能性）に関連したメガトレンドが世界に

多大な影響を及ぼすと弊社は予想してお

り、それらから膨大な投資機会が生まれ

るであろうと見ている。クレディ・スイ

スはこうしたメガトレンドの動きを注視

して行く。 ■

メガトレンドの柱

多極化世界

グローバル・メガトレンド

人口構成 持続可能性

å 都市化
å	 インフラストラクチャー
å	 発達したブランド
å	 移動性
å	 安全性
å	 移住

å 健康的な生活
å	 栄養に関するトレンド
å	 ヘルスケア
å	 医療機器
å	 医薬品
å レジャー

å 教育

å 農業

å 新興市場
å	 ブラジル
å	 中国
å	 インド
å	 ロシア
å	 その他

å フロンティア市場
å	 アフリカ
å	 その他

å 新たに台頭する生産者
å	 新たに台頭するブランド
å	 伝統的エネルギー
å	 隠れた資源
å	 新たに台頭する銀行ビジ

ネス
å 採鉱

å 新たに台頭する消費者
å	  発達したブランド

å ロジスティクス

å イノベーション
å	 遺伝学
å	 ロボット工学
å	 ナノテクノロジー
å	 バイオテクノロジー
å	 デジタル・ワールド

å 環境
å	 代替エネルギー
å	 水
å	 空気
å	 資源効率
å	 材木

å コミュニティー
å	 マイクロファイナンス
å	 社会的責任
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「中国製」という言葉は、世界の産業チェーンにおける基本

段階に位置する中国の立場を明確にしている。それでも、過去

30年間、中国製品は数々の世界的な記録を達成し、世界経済の

成長に大きく貢献してきた。「中国製」が世界に広まったのは、

低コスト、低価格に基づいた市場競争力という要因だけでなく、

外国企業のブランドを製造する際にほとんどの中国製造業者

がその要求を満たしたことも影響している。中国製造業は国際

パートナーの信頼を獲得し、彼らのブランドの成長に力を貸し

てきた。

中国のハイテク製品輸出が外国貿易の輸出総量に占める割合

は29％に達しているが、製品輸出の90％超は未だ加工貿易、ま

たはOEM（Original Equipment Manufacturer）によるものである。

「中国製」が世界的な競争に一段と食い込むなか、こうした状況

は、コア技術の欠如や中国独自のブランドの少なさ、貿易の技

術的障害、一部劣悪な製品の製造といった様々な問題を招いて

いる。そしてこれらの要因を前に、「中国製」は重大な岐路に

立たされている。

単に研究開発費を一定期間引き上げただけでノベール賞受

賞者を育てることの出来る国はない。製造業企業が研究開発に

もっと多くの資金を投じ、付加価値の高い、独自ブランドの製

品を創り出す努力をする必要があることに疑いの余地は無い。

しかし、「中国製」から「中国で開発」への大躍進を遂げるた

めには、国中のイノベーション能力を引き上げることが要求さ

「中国製」からの転換
中国は僅か30年の間に世界をリードする製造センターの地位を確立した。輸出の価格競争が主
な勝因となるなか、中国製品は消費者の信頼を獲得した。しかし今、そこから一段階上のレベ
ルへ進むことが課題となっている。「中国で開発」が中国製品と同義となるよう、企業はイノ
ベーション能力を伸ばし、創造力を高めることを求められている。

Zhouying Jin、北京の中国社会科学院、テクノロジーイノベーション戦略研究所所長

れる。そしてそれは、イノベーションの環境やメカニズムを改

革し、革新的な才能を育む長期的で着実なコミットメントを必

要とするものである。一足飛びなど不可能だ。必然的に行き着

く結論は、「中国製」の技術的側面を改善するか、或いは、自

主的知的財産権を有する製品の幅を広げることのみである。

「中国で開発」の達成に向けた全国民の創造性向上計画は、

長期的視野に立った、組織的な解決策を取り入れたものでなけ

ればならない。

1_創造性の向上は長期的戦略

第11次5ヵ年計画では、自主的な技術革新の能力向上が国家戦

略レベルにまで引き上げられた。しかし、正しい戦略選択がな

されても、それを国家、企業の実践にまで持って行くには、系

統だった戦略的計画、管理がそれに伴わなければならない。

2_市場についての知識と経験が重要

「中国製」の意味を正しく理解することが不可欠である。過

去30年間は絶え間のない学習期間であった。計画経済から市場

経済への移行段階にある中国企業には、>　自主的知的財産権

を有する製品のみならず、ビジネスの知識や世界市場での経験

も欠如している。内需牽引型経済の発展に向け、中国企業に最

も求められているのは国内のマーケティングに取り組み、流通

経路を確保し運営する能力の強化である。中国が必要として

page 13に続く

>
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中国伝統の低コストを基盤とした競争力を武器に、同国製造業者は過去30年間で世界的な市場シェアを大幅に拡大した。しかし、「中国製」は今分岐点にき
ている。ハイテク製品の輸出は伸びているものの、中国製品輸出の90％は加工貿易、またはOEM（Original Equipment Manufacturers ）によるものである。今後
の課題は、付加価値をつけるため、こうした疑いの余地の無い強さを土台として発展することである。

OEMが依然として中国輸出の大半を占める
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であるため、繊維、アパレル製造業部門が

確かな資源基盤を備えていることである。

2つ目は中国の人件費の安さであり、これ

によりアパレル製品の買い手は中国に生産

拠点を移したり業務を委託したりしてい

る。最後は、香港と中国の企業がこうした

優位性を生かしたこと、そして製品の持続

的改善のため繊維、アパレル産業に積極的

な投資を行なったことである。

旧型機械の近代化

こうした成果をあげることができたの

は、安い人件費と燃料費、有利な条件

での資金調達、良好なインフラストラク

チャー、統合されたバリューチェーン、利

用可能な状態にある原材料（綿、絹、化学

繊維）といった相対的な優位性を生かすた

め中国が旧型の繊維機器の近代化を図った

ためである。新型機械への投資規模の巨大

さは、世界各国の製造メーカーが中国に向

け機械を輸送したことを見れば明らかであ

る。

15ページのチャートは、製織に使用さ

れるスピンドルの過去10年間の輸送の増

加を示している。2002年から2007年まで

の5年間で輸送は260％増加しており、金

中国は僅か30年の間に世界をリードする製造センターの地位を
確立した。輸出の価格競争が主な勝因となるなか、中国製品は
消費者の信頼を獲得した。しかし今、そこから一段階上のレベ
ルへ進むことが課題となっている。「中国で開発」が中国製品
と同義となるよう、企業はイノベーション能力を伸ばし、創造
力を高めることを求められている。

中国の繊維産業への挑戦: 
バリューチェーンを川下
に向けて展開

衣服や服飾品、布を買い求める人なら

誰でも、世界の繊維、アパレル産業が過去

20年間で抜本的な変革を遂げたことに気

付いているのではないだろうか。製品は以

前よりかなり安くなり、そうした製品を生

産して輸出する国は常に流動的、繊維製

品のラベルに中国の名前を見ることが多く

なってきている。こうした流れを引き起こ

したのは2つの大きな変化である。世界貿

易機関（WTO）の枠組み（1994～2008年）

に繊維部門が組み入れられたことと、中国

が段階的な経済開放政策を推し進め、つい

にWTOに加盟したことである。

この2つの変化により世界経済の統合

は一段と強化され、世界貿易は拡大した。

1990年から2007年の間に世界貿易はほぼ

300％、1兆ドルを超える伸びを示したほ

か、世界の繊維貿易も同期間で128％増大

し2,380億ドルに達し、衣類貿易は3,450億
ドルへと219％拡大した。

中国は30年足らずで世界の繊維、衣類

生産、貿易で圧倒的な地位を確立したので

ある。米国、EUの繊維、アパレル輸入の

大部分は現在中国からの製品で占められて

いる。中国の成功を支えた主因は3つある。

1つ目は中国が世界最大の綿花生産国の1つ

融危機の影響を受けた昨年もその3分の1
の減少を示したに過ぎない。新型機器の約

95％がアジアに向け輸送されており、そ

のほぼ半分が中国向けである。

その他の繊維機器部門においても、中

国が世界の投資量に占める割合は他を圧

倒している。織物業では、昨年の新型力織

機輸送の3分の2が中国向けであった。イン

ド、バングラディシュ、ベトナム、インド

ネシア、ブラジルといった諸国も織物業で

大きく伸びているが、中国がいかに同部門

に注力しているかを示す数字として、同国

が昨年追加した織機の数がインドの10倍、

スピンドルは1.5倍であったことが挙げら

れる。

エネルギー効率性に焦点を置く

旧型機械を取り替え、近代化するプロセ

スにおいて中国はさらにこの重要な輸出産

業を拡大し、その際に、スピニングによる

繊維生産から製織、そして衣類、ホームテ

キスタイル、産業用繊維の生産完了まで全

てのバリューチェーンを通じ、エネルギー

効率性や環境配慮技術に焦点を置いた。中

国で生産される織物の質は今や世界のどの

国で生産されたものにも匹敵する。そし

て、環境に優しい技術を好む消費者の傾向

に対する配慮もなされているのである。

中国繊維産業の次の課題は、国内外で

求められるブランドの育成と産業用繊維の

開発である。ブランド育成には『ソフトテ

クノロジー』のスキルや市場のノウハウ、

マーケティング戦略への投資が要求される。

産業繊維（主に従来のアパレル、ホームテ

キスタイル以外の部門）の発展のためには、

研究・開発にもっと力を入れる必要があ

る。

繊維産業は中国の景気刺激策で対象と

される主要産業のひとつであり、バリュー

チェーンを川下に向け展開するための具体

的支援が提供されている。政府は研究・開

発面で国内の機械製造に的を絞り、産業全

体で最終製品価値の上昇を目指すため、企

業の再編、統合を推進している。輸出信用

保険制度の実施や中小企業向けの融資も計

画に盛り込まれているが、これまでのとこ

ろ、そうした資金の利用は限定的である。

これは、信用危機を受け国際貿易が復活し

たことで中国企業が既存の融資元を維持で

きたということかもしれない。それでも、

政府は規模の大きめの企業に対しては社債

発行や合併、吸収のための資金調達を積極

的に勧めている。企業の統合によりブラン

ド育成に向けた企業の資源は倍増し、最終

的に消費者は中国独自のブランドを世界中

で目にするようになるであろう。 ■

Christian Schindler、国際繊維製品製造者連合会（ITMF）会長

Helen Chen、エスケル・グループ北京駐在員事務所、中国代表

Christian Schindler は2004年にチューリッヒを拠点とする国際繊維製品製造者連合会（ITMF）に加わり、2007年1月に

会長に就任した。ケルン大学経済政策研究所で博士号を取得。Helen Chen はエスケル・グループ北京駐在員事務所所

長。エスケル・グループは多様な繊維、アパレル製品の製造メーカー大手で、香港を拠点にアジア全体に生産施設を

持ち、世界の主要市場に支店を構える。エスケルはTommy Hilfiger、Hugo Boss、Nikeといったブランド、及びマーク

ス＆スペンサーを始めとする小売向けの製品を製造している。
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いるのはハイテク製品を製造することだけでなく、小売業

を中心とする労働集約型産業の発達である。

3_創造性を支え守るのは「ソフト」
な環境

創造力を刺激し、発揮させ、守るのにふさわしい『ソフト

テクノロジー』環境を構築する必要がある。『ソフトな環境』

は組織、文化、市場、国際的そして国内の環境、その他無形

のインフラストラクチャーに関わるものである。組織、政策、

法律、規制は互いに関係し合って技術革新（知的所有権を含

む）を育み、守らなければならない。

アンチパイラシー・キャンペーンがほとんど有効に機能し

ないことから明らかなように、組織だけでは現状を打開するこ

とは出来ない。創造の文化を育成すると同時に、知識を評価す

る文化、技術革新、他のそして自身の知的所有権を尊重する風

潮を形作ることが求められる。一方で、努力なしの安直な儲け

や、模倣、複写、盗作といったイノベーションを妨げる動きは

厳しく排除することも必要である。その他避けたいのは、一貫

性のない研究や、学会でビジネスが尊重されないこと、研究者

が僅かな成果で公的なキャリアを追求しようとすることである。

4_付加価値はソフトテクノロジー産
業から生まれる

21世紀のトレンドは全般に作業の『ソフト化』に向かうもの

であり、これは高い付加価値の付く部門が変容したこと、ハー

ドからソフトへと世界的に技術が変化したこと、ビジネスモデ

ルが移り変わったことがその背景にある。ソフト技術産業（特

許、ブランディング、マーケティングなど）からはますます多

くの付加価値が生まれている。雇用面で見ると、中国は向こう

20～30年で農村部の労働力人口3～4億人を経済に組み入れなけ

ればならず、その全てを労働集約型の製造業で吸収することは

出来ない。サービス業を含むソフトテクノロジー産業にはより

多くの可能性があるが、政府が奨励している主要10大産業を見

ると、中国は未だハード技術に力と資金を注ぎ、それに政策の

焦点を当てている。これら産業は現在のGDPに占める割合を基

に選択されたものであり、台頭するサービス産業は考慮されて

いない。

5_ソフト･テクノロジーのカギは実
施能力

I技術革新能力を全般的に高めることは重要である。これにより

中国は「中国で開発」へと進むことが出来るが、どの程度の時

間がそれに要されるかは、最適な戦略選択が実現されるか否か

にかかっている。我々の調査によると、先進国と開発国の違い

はソフトテクノロジー環境への適応力とその分野の技術革新に

ある。ソフト技術は革新的な道具であり、ハード技術の手段と

なるものであるが、中国は長年にわたって科学と技術面でのイ

ノベーションに力を入れすぎ、ソフト技術のイノベーションを

軽視してきた。ソフト技術のイノベーションに関してはIBMが

良い例である。IBMは生産、マーケティングからサービスまでの

製造プロセスの全段階と、研究開発、サプライチェーン、購買、

販売、ファイナンス、情報、ネットワーク、コラボレーション

の流れまでの全てのオペレーション・プロセスを互いに連動さ

せることにより、会社全体で50％超の付加価値を生み出した。

continued from page 10
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ジョウイン・ジンは北京の中国社会科学院テク

ノロジーイノベーション戦略研究所の所長。こ

れ以前は、国家経済委員会のためのトレーニ

ング・コンサルティング部の事務次長、部長を

歴任。数々の企業に対しコンサルティングを

行なうほか、ナレッジマネジメント、テクノロ

ジーイノベーション、ストラテジー研究に関す

る本を執筆している。



戦略的な目標は「中国で開発」を「中国製」に匹敵するシンボルとすることである。しかしこれには中国全土を通じイノベーション能力を高めることが要
求される。中国では技術革新、そしてそれを生む能力を育むようなビジネス環境、産業メカニズム、訓練体系の改革が必要となるであろう。これは一足飛
びできる課題ではなく、時間をかけ努力を重ねて創造経済の基盤を構築しなければならない。

技術革新が創造性を解き放つ
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6_「中国で開発」を世界のシンボ
ルに 

中国のイメージを「中国製」からさらに進んで「中国で開

発」へと刷新し、それが高品質、実用性、安全、価値を備えた

もののシンボルとなるよう努力することが求められる。そして

もっと重要なのは、世界的な信用を獲得するため、新たな企業

文化、価値としての経済、社会、環境責任についてのプログラ

ムを実施し、環境ビジネスモデルを取り入れるよう企業に働き

かけることである。中国政府は企業行動に関する『科学的発展

観』を実施すべきであろう。

7_組織的な改善策は産業レベルに反
映

製造業部門を例に取ると、産業政策（ソフト環境）、サービ

スイノベーションの能力（ソフト技術）、ビジネスモデルの革

新、世界規模のオペレーションに力を注ぎ、国際基準、企業責

任、企業文化の収束を促すことが必要である。さらに、「中国

製」モデルにおける基本的な産業であり、「中国で開発」の基

盤となる機械機器製造業を最優先しなければならない。「日本

製」の成功は、産業用ロボット技術における成功と切り離して

考えることは出来ない。

8_最後に
 
最後に、「中国製」から「中国で開発」への転換は一日で成し

遂げることの出来るものではない。中国はその基盤の構築に時

間と努力を注ぐと同時に、数々の方面での技術革新を実現する

ことを求められている。 ■

繊維機器輸送はほとんど 
がアジア向け

2000年から2008年の期間における短

繊維スピンドル輸送を輸送先別に分析

すると、2002年から2007年に輸送量

は260％増加し、金融危機の影響を受

けた昨年もその3分の1の減少を示す

に留まったことが分かる。新型機器の

約95％がアジア諸国に向け輸送され

ている。

>

2000年 2001年 2002年

2003年 2004年 2005年

2006年 2007年 2008年

6 m

 � 世界 � ア � 中国 � イン � パキス  
 � 欧州 � トルコ � アメリカ � アフリカ

6 m

6 m

出
所
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争を中心に展開しますが、これは次第に

古い世界の概念、奇妙なことに市場シェ

ア略奪という欧米の概念となってきてい

ます。よりスマートなブランドや企業は、

競争ではなく協力という方向へとビジネ

スの姿勢を変えてきているように見えま

す。例えば、フォルクスワーゲンは中国

での基盤構築に成功しており、上海汽車と

提携して事業を展開しています。金融セ

クターでも、HSBCのイスラム金融事業の

アマナなど企業がこれを非常に上手く実

施している例があります。これはHSBCの
強みと専門知識を利用しながら本格的と

の印象を与える、他者のサービスとの違

いを生むものです。

ブランドに対する消費者の認識につい

て、エマージング市場と伝統的な先進国で

はっきり異なる点はありますか？

メラニー・マクシェーン：エマージン

グ市場はよくステータスシンボルへの憧

れが強いという風に特徴付けられますが、

ブランドについての認識はもっとずっと

曖昧です。エマージング市場には自信と

楽観が溢れており、冷笑的な雰囲気は先

進国よりずっと薄いです。消費者は売り

つけられているとは感じないのです。起

業家精神と恐れのなさが本当に魅力的な

ブランドを生み出す力になっていると思

います。 
エマージング市場のブランドが先進国で成

功する必要条件は何ですか？

メ ラ ニ ー ・ マ ク シ ェ ー ン ： T h e 
fundamental thing from a brand perspeブラン

ドの基盤をなすのは、それがどこから生

まれたかというアイデンティティを維持

することです。地理的な側面は重要です

が、基礎となるのは企業としてのアイデ

ンティティ、もしくは目的に対する意識

です。それらは誰にもコピーできないも

のだからです。専門的な知識を備えた企

業は沢山ありますが、素晴らしい企業と

いうのは、何故その事業を展開している

のかという理由を理解しており、それを

基盤に元々のビジネスのプラットフォー

ムを越えて拡大する企業なのです。 ■

ンドであるユニクロを参加に持つファー

ストリテイリングは、そうした企業の

良い例です。彼らは世界一のアパレルリ

テール・グループとなるため、現在はマ

ルチブランド戦略を取り入れています。

アジアが他の地域に進出する前の実験地と

なっているということですか？

メラニー・マクシェーン：というより、

私が非常に面白いと思うのは、強力な新

興国市場が互いに影響し合うようになっ

ていることです。メキシコの大手ベーカ

リーのグルポ・ビンボは、他の地域では

なく中国への進出事業が今後も伸び続け

ると予想しています。その他、ブラジル

の航空機メーカーエンブラエルは、従来

のビジネス・カテゴリーにとらわれるこ

となく同業界においてユニークなアプロー

チを取っています。そしてインドの市場

の活性化に向け、興味深い事業展開を行

なっています。

欧米企業は先ずアジアをターゲットにし、

その後他の市場に合わせてそれぞれのブラ

ンドを調整しているのですか？

メラニー・マクシェーン：一部の企業

はそのように、成長が望める地域に進出

しようとすると考えられます。ただ、賢

い企業が、消費者選好のデータを大量に

集めることはせず、その企業そして彼ら

のブランドが何を象徴しているのかを分

析し、そこを出発点にイノベーションに

着手するというアプローチを取っている

のは確かです。メルセデス・ベンツは、

こうしたブランドを起点としたイノベー

ションにより巧みなサービスを開発する

ことに成功した良い例です。

欧米ブランドの戦略はこうしたエマージン

グ市場に適応しているのでしょうか？

メラニー・マクシェーン：全ては競

富と専門知識はもはや先進国のブランドだけに与えられるもの
ではない。自社ブランドについての自信を高める新興国企業は
自分達ならではのやり方でブランド育成を目指している、ウル
フ・オリンズ社のブランド・ストラテジスト、メラニー・マク
シェーンが語る。

「既存の秩序は成熟しきっ
た状態にあり、破壊される
段階に達している」

ジェームス・ギャビン：新興国のブランド

台頭の背景にある主な要因は何ですか？

メラニー・マクシェーン： 現在観測

されているのは、富と専門知識を備えた

新興国企業が増えているということです。

先進国のブランドはそうしたエマージン

グ市場を熟知していないということはあ

りますが、新興国企業の成功の理由はそ

うした障害だけではありません。イノベー

ションを有効に実現するという問題もあ

ります。熟知していない市場で、それが

急速に拡大している市場となれば、イノ

ベーションはもっと困難となります。こ

れは既存のバランスの再調整とは異な

るもので、新興国企業が自分達のやりた

いようにやりたいことをする、という自

信を強めていることが元となっています。

言うなれば、既存の秩序は成熟しきった

状態にあり、破壊される段階に到達して

いると考えられ、『グローバル化を進め

る』ことに新たな意味が加わったのです。

そうした新興国企業の多くにとってのグ

ローバル化は、単に米国や欧州の市場に

挑むことではないのです。

企業は競ってアジアのナンバーワンにな

ろうとしていますが、それはなぜでしょう

か？

メラニー・マクシェーン：アジアは実

験の場として素晴らしい場です。ビジネ

ス、或いはブランドがあの多様化した市

場で成功できるのであれば、世界の他の

地域でもそれを実現できる適応性がある

ことが証明されるのです。もう1つ観測さ

れているのは、アジアでナンバーワンの

地位を獲得し、積極的な世界展開を目指

している企業は、ブランディングを非常

に洗練された形で行なっているというこ

とです。日本のカジュアルウェアのブラ

Melanie McShane は 世界的なブランドコンサルタント会

社ウルフ・オリンズのストラテジスト。組織がブラン

ディングを利用することで異なる視点を取り入れ成長

できるよう助言する。主要顧客はアジア開発銀行、ユ

ニリーバ、プライスウォーターハウスクーパース、ブー

ズ・アンド・カンパニー、ロイヤル・メール、アムネス

ティ・インターナショナルなど。ブランドに関する講演

を行ない、新聞・雑誌に定期的に寄稿している。

ジェームス・ギャビン（James Gavin）、ビジネス・ジャーナリスト
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の割合は2025年までに4分の3となる。先進国で最も急速に人口

が増加しているのは80歳以上の層で、ほぼ全ての社会で女性が

男性より長く生きていることから、この層では2対1の割合で女

性が多数となっている。高齢化問題の興味深い点は、データや

傾向がはっきりしているにも関わらず、社会の主要な参加者の

ほとんどが未だそれに反応していないことである。これは政治

家や企業、そして個々人にとって等しく言えることである。ス

イスの世界人口高齢化フォーラムは、高齢化問題への対応には

公的部門のみならず全ての関係者の協力が必要とされると考え

ている。

これは国家に限った問題ではない。地域的（例えばEU）、そ

して世界レベルの政策の戦略や文書は、人口構造の変化から生

じる問題の全ての側面を実質的ににカバーするものではない。

デモグラフィック
チャレンジ
ヘルスケアの質が向上し、親や祖父母の世代以上の繁栄を享受するなか、人間の寿命は延びて
いる。人口高齢化は、もっと人生を楽しみたいと望む高齢者の消費者向けの、全く新たなビジ
ネス機会を生んでいる。しかし、こうした人口高齢化から生じる課題に取り組む準備は整って
いるのか？

Ilona Kickbusch、ジュネーブ国際開発研究所

Prisca Boxler、ザンクト・ガレン世界人口高齢化フォーラム

公衆衛生が向上し豊かさが高まったことにより、人間の寿

命は延びている。その結果生じる人口構造の変化は今後数十年

間で鮮明となり、世界的な経済、社会発展にとっては問題とビ

ジネス機会を同時に生むものとなる。人口高齢化は21世紀社会

の全ての側面に影響を及ぼすが、それに対処するため社会をど

う改革すべきかは未だ十分に検討されていないように思われる。

国連が掲げる将来に向けた主な優先事項は、居住地域に関わら

ず人間が安全な環境で尊厳を維持しながら年を取ることを可能

にし、全ての権利を備えた市民として社会に参加し続けること

を確かなものとすることである。

60歳以上の高齢者の数は2000年の6億人程度から2025年には

12億人、そして2050年には20億人に増加すると予想されている。

そして今日、全高齢者の約3分の2が先進国で暮らしている。こ

「年を取るのも他の全てと同じ。上手くやりたいと
思うなら、若いうちから何か始めなくては。」
  フレッド・アステア

>
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世界中で似通ったトレンドが見られる：どこでも高齢化は進んでいるがそのペースは異なる。アジアでは、14歳以下の人口の割合は1975年の全体の40％
から2025年には22.5％にまで減少する。一方アフリカでは、トレンドが他の地域ほどはっきりとしておらず、50年間で予想される64歳以上の人口増加幅
は僅か1％である。

1975～2025年における人口の変化
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政策アジェンダで問題意識が欠けているのは、高齢化は個

人のレベルでは価値があると考えられ、誰もが長く健康に生

きたいと思う一方、政策的にはそれが欠如モデルに

転じ、高額な保健医療や経済の非効率性、世代間の

摩擦といった問題に繋がるものだからである。勿論、

複雑化した社会保障システムと社会基盤を持つ現代社

会において、強い不透明感を伴うトレンドの影響に対

処するのは困難という事実も、問題意識欠如の原因と

なっている。例えば、『健康な老齢化』というトレン

ドが持続した場合、寿命が延びるだけでなく健康寿命も

大幅に延びるのか？そうすると、企業と雇用者は就労

年数の点で歩み寄れるのか？人間社会の環境が大幅に変

化したにも関わらず、労働組合の多くが依然として早期

退職を主な社会権と見なしているなか、社会は退職年齢

の引き上げを快く受け入れるのか？政治的な課題は多く、

一方で、ほとんどの政治家は生活の質が低下したとの印象

を有権者に与えるような政策を掲げることを恐れている。

ベビーブーマーの見解

善意の感じられる政策提案でさえ、『高齢者』ほど差

別化された社会層はないことを忘れがちである。多くの政

策決定者（心理的に、自分自身より年上の層は常にその他

に含まれるため、それぞれの年齢は関係ない）にとって高

齢化は依然として受動性、病気、依存、知的能力と創造性の

低下というイメージを伴うものである。しかし、高齢化の定

義は現在、既に社会に多大な影響を及ぼした層により変化し

ていることを念頭に置く必要がある。それは先進国における

『ベビーブーマー』と呼ばれる個人で、1946年から1964年の

間に生まれ2030年までに60歳以上の人口のほとんどを占める

層である。 
このベビーブーマーは既存の考え方や生き方を変えてきた。

彼らは政治、社会、経済的側面での行動や主張を通じてトレン

ドやバリューを再定義し、慣習や基準、近代社会のあり方に疑

問を投げかけた。1960年代の『戦争反対』や『フリー・ラブ』

といった伝説的な運動や、女性の社会進出などがその例である。

ファミリー・ライフのような社会観念に新しい定義を加えたよ

うに、彼らは今高齢化を再定義するプロセスにある。

ベビーブーマーは健康で教育水準が高く、著しい経済的安定

を備えた中で老齢化する最初の世代である。最初であるからこ

そ彼らは様々な試みに「自分達のやり方」で挑戦することがで

き、その際に新たな境地を開拓している。ローリング・ストー

ンズが40年後もツアー活動を行なっていること、多くのロック

コンサートに60歳を優に超えたファンが詰めかけていることを

1960年代に誰が想像したであろうか？第1次ベビーブーマーが

定年を迎える時期にエレキギターの売上が日本でピークに達す

ると誰が想像したであろうか？インターネットなど誰も考えも

しなかったが、インターネット・デートを最も利用しているの

が50歳以上の層であると誰が想像したであろうか？ベビーブー

マー層が全体の人口に占める割合は大きいため、退職の観念や、

さらに言えば『年を取る』というイメージが彼らによって塗り

替えられようとしている。彼らはマラソンし、バンジージャン

プをし、夜は出かけてボランティア活動もする。つまり、彼ら

は社会で目に付く存在で活動的なのである。 

この世代は消費に基づいたライフスタイルの中で不自由なく成長

しており、高い購買力を備えていることから、そうしたライフス

タイルを維持することが出来る。このため、前の世代が苦労して

稼いだ金を年取ってから使うことに抵抗を示したのに対し、現

代の退職者は活動的で、旅行に出かけたり家をリフォームした >

写
真
：
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マ
ン

プリスカ・ボクスレはスイス・ザンクトガレ

ンに本拠を置く非営利団体、世界人口高齢化

フォーラムのプログラムディレクター兼マネー

ジング・ディレクター。組織の活動を調整す

る。
イローナ・キックブッシュはジュネーブの国

際開発研究所グローバル･ヘルス・プログラム

部の部長を務める。健康プロモーション戦略

に関し、各種組織や政府系エージェント、民

間セクターに助言する。
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高齢化は世界中で進行し
ているが、そのペースは
地域で異なる 
先進国では大規模な人口構造の変化が

起きている。2050年までに日本では60
歳以上の人口が15～59歳の人口にほぼ

並ぶ。欧米諸国も同様の高齢化が進行

しているが、日本ほど激しいものでは

ない。インドを始めとする開発途上国

も広範に及ぶ問題に対処せざるを得な

くなる。これは真に世界的な問題であ

る。

出所: 国連世界の人口推計2006年版概要

ここからグローバル・インベスターを聴くことが出来ます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor

り、高級車を買ったりしている。このため、ポルシェの購入者の

平均年齢が58歳というのも意外ではない。60歳以上といっても、

過ぎし日の祖父母からイメージされる外見や行動は彼らにもは

やマッチしない。多くのサービスや産業は単にこの新たに現れた

消費者層に合わせたサービスや製品を提供するのではなく、『年

齢』にセクシーという定義を加え、『年取った』という言葉を婉

曲に表す方法を考え出し、高齢者の消費者が『ヤングオールド』

という概念を受け入れやすい環境を作り出している。こうした考

え方の変化は『ウーピーズ(経済的に余裕のある高齢者)』（well-
off old people）や『ベスト・エイジャーズ』という言葉に見て取

れる。

高齢者は冒険家

それでも、今日そして明日の退職者は1968年世代だけでは

ない。彼らは数十年間の消費体験を経た選択眼のある消費者で、

欲しいものがはっきりしており、その質や払う用意のある価格

を分かっているだけでなく、これが最も重要な点であるが、選

択的となる余裕がある。彼らはまた、創造的で革新的でもある

ため、トレンドセッターとなることができ、新しいことに挑戦

する意欲があるのは若年層のみではないことをマーケティング

企業は認識する必要がある。テクノロジーの変化を厭わず、自

分達の生活を容易にし誰にも頼らないでいるため、様々な種類

の新たなガジェットを積極的に試し取り入れる高齢者は増えて

いる。これは健康に関してもそうで、自宅で過ごし地域に溶け

込んだ状態を維持するため、出来るだけ長く自分自信の面倒を

見ることを望んでいるのは、慢性の病気を1つか2つ抱えている

ことの多い高齢者層である。

この通り、現在我々は社会における重大な変化に直面してい

る。若年層と高齢層、裕福層と貧困層、健康者と不健康者の社

会的な融合、協力を新たな手段で実現する方法を検討し始め

る必要がある。この3つを同時に手掛けた社会は未だないため、

現在の健康・社会保障システムの抜本的な改革が今後必要とさ

れるであろう。その際に、これは『彼ら』つまり高齢者のため

の改革ではなく、『我々』、社会全体のためであることを念頭

に置かなければならない。国連事務総長特別顧問のニティン・

デサイ氏は2000年世界高齢化状況の序文でこれを強く訴えかけ

ていた。「我々は皆、地方、又は都市部に居住しているか、公

的、又は私的部門に属しているか、家族があるかないか、そし

て老いか若きかに関係なく、等しく高齢化の波に飲まれている。

長寿人口が記録的高水準に達しているなか、全ての年齢層が共

存できる社会への移行を目指すのであれば、人類の枠組みの変

化に合わせて社会を調整することが不可欠である。全ての年齢

層をヒューマン・コミュニティーという大きな枠に組み入れ、

そこで繁栄がもたらされるような社会への実現に向け話し合い

を続け、パートナーシップを育むことが求められる。 ■
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世界食料政策は困難な選択を強いられている。世界、特に貧

民層の人々はもっと沢山のより良い食料、つまりもっと健康的

な基本食料品を必要としており、新しいバイオテクノロジーを

用いればこの問題を解決できる可能性が生まれる。しかし、政

治的、社会的な懸念、特に先進国でのそうした懸念が障壁とな

るなか、革新技術への投資は低いままとなっている。

世界は2007年以降深刻な食糧危機に見舞われている。食料

品価格の高騰により農業の持続可能性と食料保障は、特に開発

途上国で大きく抑制されている。多くの国で食料品価格は引続

き高く不安定な状態にあり、世界的な景気後退が追い討ちをか

けるなか、危機を乗り越える創造的で持続的な解決策が求めら

れている。結果として、食料保障を確かなものとするため、遺

伝子組み換え作物に対する関心が再び高まっている。事実、農

業の生産性を上げ食品の栄養価を高めると同時に、環境の悪化

を防ぐ上でバイオテクノロジーが果たせる役割は非常に大きい。

しかし、バイオテクノロジーに対する風当たりは強い。遺伝子

組み換え作物をもっと大幅に取り入れることが食料危機を解決

する万能薬という訳ではないが、適切な市場と貿易政策、社会

的セーフティーネット、直接的栄養アクションが伴えば、それ

は包括的食品保障政策の一環として行なわれ得るものである。

食糧危機の打撃

2007～08年の食品価格の高騰を受け貧困世帯は食物の量と

質を低下させ、健康的生活に不可欠な財とサービスへの支出を

減らした1。2008～09年には世界的な金融危機と景気後退のな

か所得が減少し、職を失い、仕送りが減り、融資が縮小すると

いった形で最も脆弱な層の負担が増大した。国連食料農業機関

将来の食糧難 を回避
バイオテクノロジー分野での技術革新により、農作物と水の生産性を上げることが可能となって
いる。しかし、高所得国の一部は消費者の選好と安全性への不安から技術の導入に消極的であ
り、その利用が遅れている。これは貧しい国が払わざるを得ない高い代償となる可能性がある。

Joachim von Braun、国際食料政策研究所（IFPRI ）所長

はこの結果、開発途上国で飢えに苦しむ人々の数は2003～05年
の8億4,800万人から2009年には10.2億人へと増加すると推計し

ている2。農業政策の対応が遅れていることから、食料品価格は

高く不安定なままとなっており、食糧不足は持続する。2008年
には開発途上国における穀草類の生産は1％未満であった。エチ

オピア、ケニア、ウガンダでは2009年6月にトウモロコシ価格

が2年前の水準の2倍に達し、ブルキナファソ、ニジェールでは

米の価格が50％上昇した。

土地と水の面での制約と気候変動による天然資源への影響か

ら、食糧生産の伸びと持続可能性は抑制されている。世界全体

で、森林に覆われていない、或いは侵食、砂漠化が見られない

可耕地が可耕地全体に占める割合は僅か12％足らずである3。開

発途上国では水不足も食糧生産の妨げとなっている。開発され

た水源の多くはほぼ完全稼動の状態にあり、農業を支えるため

2030年までに少なくとも3分の1の供給増が必要とされる4。食

料危機のなか土地と水を巡る競争が激化し、世界市場の機能に

ついての不信感も加わったことにり、多くの開発途上国では海

外勢による土地取得が相次いで起こった5。

食料危機では増加する世界人口を賄うという問題が浮き彫

りとなった。現在飢えに苦しむ人々と2050年までに予想される

25億人の追加人口、そして所得拡大による需要増に対応するた

め、食糧生産は倍増されなければならない。農産物生産の持続

可能な伸びを実現するためには持続可能な穀物、家畜生産の伸

びが不可欠である。しかし、多くの地域で収穫高と全要素生産

性の伸びは低すぎる水準に留まっている。以前は技術面での躍

進を大規模に取り入れることで高い効果を期待することができ、

人口の伸びが農業生産の伸びを上回るというマルサスの予言

page 23に続く

>
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北米

51,888 Hg/Ha 

59,396 Hg/Ha

17,074 Hg/Ha 
23,530 Hg/Ha

19,943 Hg/Ha

43,058 Hg/Ha 

43,100 Hg/Ha

28,857 Hg/Ha

94,225 Hg/Ha 

80,919 Hg/Ha

25,917 Hg/Ha

は、植物ゲノムにおいて作物栽培上重要な

遺伝子を特定する際には分子マーカーや

マッピング法が広く用いられてきた。現在

は分子マーカーが穀草類、油脂・タンパク

含有作物、イモ類、そして果物、野菜を含

む作物の育種、選抜処置のために広く利用

されている。ゲノム配列や遺伝子発現分析

の分野における最近の技術革新を受け、ゲ

ノム構造、機能解析は現在急速な進歩を

遂げている。こうした技術により、収量

のような未だ解明されていない量的形質

の作用、例えば、いわゆる量的形質座位

（QTL）の機能が間もなく明らかにされる

見通しである。そして、このような基本知

識を得ることで、ゲノム情報に基づく選抜

に新しい、効率の良い手法を取り入れるこ

とが可能となり、それは農作物の複雑な形

質の選抜手法として一部の伝統的な表現

型選抜に取って代わるものとなるであろ

う。

総じて、世界人口が増大するなか、そ

の需要に見合うよう、GMに基づく手法を

用いたものを含め、バイオテクノロジーを

利用した育種を通じて作物の品種改良努力

は今後もずっと絶え間なく続けられるであ

ろう。  ■

人類は往古より、接ぎ木や雑種の作出といった技術により新しい種類の植
物を開発してきた。現代版のこれらの手法は、遺伝子組み換え（GM）を
代替する、或いはそれを補完するものとして大きな可能性を秘めている。

新旧技術を一体化した
植物育種

従来の植物育種では、非生物的・生物

的ストレスに対する作物の耐性を高めるこ

とで収量増を実現できる可能性が示され

た。小麦などの主要穀草類の生産力は20
世紀に約10倍の伸びを達成し、同時に、

家畜や消費者の要求に見合うよう食品、飼

料の栄養価も大幅に高められた.
現代では多くの手法と技術により植物

育種が行なわれている。量的遺伝学に基

づく伝統的な手法に加え、バイオテクノ

ロジー（GM、NON-GMのいずれも含む）

も今日植物育種に活用されている。例え

ば、それを用いて作物の遺伝的多様性を広

げたり作出したりできるほか、ホモ接合体

の開発を促進し、雑種のような新しい品種

を効率的に開発できる。

GM技術を用いないバイオテクノロジー

の可能性は未だ完全に開拓されたというに

は程遠い状態にある。細胞融合や胚救済と

いった技術は、作物の遺伝的多様性の拡大

に向けた種間もしくは属間の新たな雑種の

作出や、全く異なる性質を持つ生殖質の活

用といった分野で引き続き大きな可能性を

示している。これらの技術は、病原体やス

トレスに対する強い耐性を備え、養分利用

効率も高く（窒素やリンを用いて）、優れ

た品質を持つ新しい品種の開発に利用する

ことが出来る。さらに、雄性不稔や修復

特性を用いた適切なハイブリッドシステ

ムを構築することで、非常に強健なハイブ

リッド種の育成を通じ生産性をさらに一段

と高める大きな可能性が生まれる。

加えて、ストレス耐性や作物収量と

いった量的形質に関するゲノム解析や遺伝

解析が進歩すれば、改良品種の育種プロセ

スやその生産は大幅に改善される。以前

Wolfgang Friedt はドイツ・ギーセン大学農学・栄養学・

環境学部副部長（研究）。その他、クヴェドリンブルク

の連邦植物工学研究センター、ユリアス・クーン研究所

の科学委員会で議長を務める。植物研究分野の最新動向

について広範囲にわたり書物を出版している。

Wolfgang Friedt、ギーセン大学副学部長

■ トウモロコシ ■ 米/稲 ■ 小麦 
Hg/Ha = ヘクトグラム/ヘクタール

欧州 

アフリカ 

2007年の作物生産を見ると、北米を始めとするバイオ

テクノロジーを利用した育種が最も盛んに行なわれてい

る地域が収量の最も高い地域であった。しかし、欧州で

観測されるように、機械の使用状況（例えばトラクター

の台数）や灌漑、農場の平均規模といった他の要因も生

産性に影響を及ぼしている。 

成長の可能性 

出
所

: 食
料
農
業
機
関
、

 ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス

アジア 

33,787 Hg/Ha
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の実現を食い止めることが出来た。バイオテクノロジーは単一

の技術ではなく、一連の技術を指す。これにより農業生産を押

し上げ食品の栄養価を高め、穀物の収穫高を引き上げることが

出来るのみならず、病気やペスト、干ばつや厳しい気候条件に

対する人間の抵抗力を高めることも可能である。栄養価を高め

た穀物、つまり微量栄養素の豊富な新しい種類の主要作物によ

り貧民層は通常の基本食料品から必要な量のビタミンA、亜鉛、

鉄分を摂取することが出来る。遺伝子組み換え作物はさらに、

最低限の量の殺虫剤や除草剤しか必要とせず、機械を使わない

耕うん作業が可能な品種群の開発を通じ環境に配慮できる面も

備えている。

世界保健機関によると、既存の遺伝子組み換え作物が「人間

の健康に害を及ぼす可能性はほとんど無い」。それでも遺伝子

組み換え作物への抵抗は強い。EUが遺伝子組み換え作物の輸入

を禁止したことは、その導入と生産水準に関し先進国の政策当

局が直面しているジレンマを浮き彫りにしている。2008年には

遺伝子組み換え作物の栽培に携わった農民は15の開発途上国で

約1,230万人に上ったが6、彼らは開発途上国の全農民のほんの

僅かな一部でしかない。

指摘される遺伝子組み換え作物のリスクは、それを導入し

ないリスクと対比して検討されなければならない。政策シミュ

レーションでは、インド、バングラディシュ、インドネシア、

フィリピンといった開発途上国で遺伝子組み換え作物が採用さ

れた場合、貿易障害によりこれらの国に生じ得る貿易赤字を大

幅に上回る利益が創出される可能性は高い7。遺伝子組み換え作

物を拒絶すれば負の外部性がもたらされ、貧民層にマイナスの

効果が及ぶ。

世界的な科学・技術イニシアチブが求められる

世界的な食糧危機、景気後退から生じるリスクに対応し、将

来の問題に備えるため、世界規模の科学・技術イニシアチブが

求められる。農業生産を高めることをアジェンダの支柱に据え、

バイオセーフティーもその一貫として取り入れる。そして貧民

層と食料不安の解決に完全に焦点を当てたものでなければなら

ない。科学・技術イニシアチブ案は研究開発に対する投資の拡

大を狙った戦略を盛り込み、ハイインパクト・テクノロジーの

可能性を探るものであることが求められる。その他、小自作農

も確実に技術を導入できるようにするため、僻地教育、インフ

ラストラクチャー、農業普及サービスといった技術活用を可能

とする基盤の構築向けた投資を拡大する必要がある。

このイニシアチブを支援するため、バイオテクノロジーを

採用することで生じ得るリスクを管理する適切なバイオセーフ

ティー政策、規制も求められる。既存の規制システムは、科学

的な評価の違いや社会経済的リスクの捉え方の違いにより各国

で大きく異なっている。多くの開発途上国では新しいバイオセー

フティー法規や政策、規制が遵守されているが、それ以上のも

のが必要とされる。規制によるコストを削減し、遺伝子組み換

え作物の国際的な取引を実現するには、国境を越えた知識の交

流、地域、世界レベルでの政策の調和が急務の課題となる。そ

してこうした政策では、食品表示や宣伝の強化を通じ消費者に

もっと情報を与える措置が講じられなければならない。開発途

上国での遺伝子組み換え作物の採用がさらに遅れれば、貧民層

の食料不安は世界的に高まる。先進国はそれぞれの科学、技術

面での能力を活用し、こうした遅れを確実に取り戻さなければ

ならない。 ■

1 von Braun、Joachim著　『Food and financial crises: Implications for agriculture and the poor』、食料政策

レポート20、国際食料政策研究所、2008年ワシントンDC。
2 国連食糧農業機関（FAO）『More people than ever are victims of hunger』、2009年6月19日プレスリ

リースFAO 『State of food insecurity in the world 20 08』、2008年ローマ。

3 Thompson、Robert著　『Malthus Has Been Wrong for Two Centuries, but Will He Be in the 21st ? 
Agricultural Research Holds the Key』2009年。 www.ciber.uiuc.edu/aspx/jacs/ Presentations/Thompson_
rev.pdf　から入手可能。

4 グローバル・エコノミック・シンポジウム（GES）　『The crisis of water management.』、GES2008
年総会ハンドアウト、2008年ドイツ・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン

5 von Braun、Joachim、Ruth Suseela Meizen-Dick共著 『Land grabbing by foreign investors in developing 
countries: Risks and opportunities』 国際食料政策研究所ポリシー・ブリーフ13、国際食料政策研究

所、2009年ワシントンDC。
6 Clive、James著　『Global status of commercialized biotech/GM crops: 20 0 8』、 ISAAAブリーフ39、

2008年、国際アグリバイオ事業団（ISAAA）、2008年ニューヨーク州イサカ。

7 Gruere、Guillaime著　『Should Asian countries adopt GM crops despite trade regulations ? A policy 
simulation in India, Bangladesh, Indonesia, and the Philippines』、 バイオセーフティシステム（PBS）
ブリーフ13、国際食料政策研究所、2009年ワシントンDC。

page 21からの続き

ヨアヒム・フォン・ブラウンは2002年に国

際食料政策研究所（IFPRI）所長に就任して

以来、研究所の活動を総括し、飢餓と栄養

失調をなくす持続的解決策を模索している。

彼の指導のもと、IFPRIは研究面での問題に

対応しパートナーの要求に応えるため、ア

フリカ、アジア、ラテンアメリカへと拠点を

拡大した。食品の安全性、健康、栄養、農

業改変と広い範囲のテーマに関し執筆して

いる。
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ロルフ・ファイファー：「工場の中ではなく人間と一緒に生活するロボットを作ろうとするならば、人間の一連の行動を備えたロボットにする必要がある。
工場の壁を越えた広い世界に出て始めて、そこに到達するのがいかに困難であるかがはっきりする。」
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1495

レオナルド・ダ・ヴィンチ
が擬人化されたロボット、
Anthrobotをデザイン。ロボッ
トは騎士として描かれ、その
当時のイタリア、ドイツ風の
鎧を着ていた。歩き、立ち、
座り、頭を左右に動かし、腕
を上げることが出来るようデ
ザインされていた。

1772

スイスの発明家、ピエール・
ジャケ・ドローが『ライ
ター』と呼ばれるロボットの
子供を製作した。ライターは
最大40文字の文章を書くこ
とが出来る。

1801

ジョゼフ・ジャカールが、穴
を開けた厚紙で操作するプロ
グラム可能な織機を発明し
た。これにより複雑なパター
ンの織り込み作業が大幅に単
純化され、現在ではそのパ
ターンは『ジャカード織』と
呼ばれている。

Robotics 
and artificial 
intelligence 

timeline
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サイエンス、それとも
サイエンスフィクション?
ロボットや自動機は既に我々の生活の一部となっており、医療から輸送、製造の分野に至るま
で大きなメリットをもたらしている。しかし、人間の複雑さを踏まえると、それに匹敵するロ
ボットを作るのは至難の技であるとチューリッヒ大学情報科学部のロルフ・ファイファー教授
は語る。

Rolf P feifer、チューリッヒ大学情報科学部教授

義肢の発展へと繋がる。研究者はまた、微小領域でのロボット

開発も進めている。いつの日か、極小の『微生物』ロボットが

人間の血管に挿入され、寸分もたがわない正確な箇所に薬品を

投入し、詰まった動脈を拡張し、がん細胞を探知、除去するよ

うになるはずである。

こうした発展を前に、今後どうなるのかを疑問に思う人もいるで

あろう。一部の自称テクノロジー預言者が疑似科学を用いて自ら

の説の正しいことを『証明』しようとするなかで、ロボットが突

如として人間以上の知能を備えたらどうなるのか？機械が優越性

を認識し感じるようになり、人間の上に立とう、或いは人間を排

除しようとしたらどうなるのか？ロボット開発が制御不能になり、

機械が自らを複製するようになったらどうなるのか？といった具

合にである。 

今日ロボットが置かれている状況は限定的

人間の積極的な関与なくして24時間機能している自動サービス

は、当然ながら全く新しいものではない。それらは、例えば空

調や電話交換、インターネットサービス、工場でエンジン溶接

やビールをビンに注入するロボットといった形で長い間利用さ

れている。さらに、多くの認知タスクのパフォーマンスについ

ても、機械はもうずっと前から人間をはるかに勝っている。今

日のチェスの世界チャンピオンがコンピュータであるという事

実に、ほとんどの人は平然としている。また、パリメトロ14号
>

1818 

超自然の物語を書くと
いうバイロン卿の提案
を受けメアリー・シェ
リーが『フランケン
シュタイン』を執筆。

1832

チャールズ・バベッ
ジが世界最初のコン
ピュータとされる
『解析機関』の原理
を開発。 

ロボットに関する話は毎日のようにメディアに取上げられる。

ロボットの『ウェイター』や掃除機、対麻痺患者を再び歩ける

ようにするパワードスーツ、頭に思うだけでコントロールでき

る義手、脳波に反応する車椅子、高精度低侵襲の手術用の『助

手』（マイクロマニピュレータ）などである。

幾つかは疑わしい話と思われるかもしれないが、このような

技術が人々の生活や環境、社会に全般的に極めて大きな効用を

もたらし得ることにはほとんどの人が合意するであろう。人間

にとって危険、或いは嫌な仕事にはロボットを配置出来る。環

境条件や人間の健康状態のモニターや、建物や設備、工場や施

設の保全といった仕事にも永続的にそして柔軟に利用できる。

さらに、清掃や管理業務、不健康者や障がい者、急速に増える

高齢者の日常生活を助ける任務にも配置出来る。EUの試算によ

ると、全世界のロボットの台数は2007年の750万台から2011年
には1,800万台超に膨らむ。

こうしたロボットの一部はプロトタイプであるが、既に日常

的に使用されているものもある。そして、プログラムなしで人

間のように模倣したり実演したり、言われたことから学ぶこと

の出来るロボット、或いは、掃除、洗濯、料理といった家事だ

けでなく、特に日本で研究が盛んな、不安や心配事を話したり、

経験を分かち合ったり出来る実際のパートナーのような家庭ロ

ボットといった次世代マシンの開発に向け、エンジニアや科学

者は日々研究に忙殺されている。人間の神経系に直接繋がる高

度なロボットも探究されており、これは新しい形での車椅子や
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レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたプロトタイプのオートマトンから今日のスーパーコンピュータへと、人類は既にロボットや人口知能の開発分野におい
て著しい進歩を遂げた。2011年までに世界中で使用されるロボットの数は1,800万台を超える。しかし、『われはロボット』の時代は直ぐそこまで迫って
いるのか？

素晴らしい新世界

GLOBAL INVESTOR 2.09    焦点—26

1921

ロンドンでの芝居を通
じロボットという言葉
が英語に加わる。チェ
コの戯曲家、カレル・
チャペックが創作した
言葉で、強制労働者を
意味する『Robota』が
語源となっている。

1924

トーマス・J・ワト
ソンはハーマン・ホ
レリスが1 8 9 6年に
創設したタビュレー
ティングマシン社
の社名をInternational 
Bus iness Machines 
(IBM)に変更し、新た
な社長に就任した。

1942

アイザック・アシモフ
が『ロボット工学三原
則』を概説した短編
『堂々巡り』を出版す
る。

1948

ノーバート・ウィーナー
が後の世に大きな影響を
及ぼす通信理論に関する
本、『サイバネティック
ス』を発表する。サイバ
ネティックスという言葉
は『動物と機械における
制御と通信の科学』とい
う意味を含んでいる。

1961

世 界 最 初 の 産 業
用 ロ ボ ッ ト が 米
ニュージャージー
州のゼネラルモー
ターズ社自動車工
場でスポット溶接
に使用される。

1890

ジャカールの織機、バ
ベッジの解析機関を応
用し、ハーマン・ホレ
リスがパンチカードを
使用した電気機械式の
情報集計マシンの特許
を出願。1890年の米国
税調査のコンテストで
優勝する。
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エレベーターを選ぶ。

ロボット工学は急速な進歩を遂げているが、日本版のコンパ

ニオンロボット（一部にとっては夢の製品でその他にとっては

悪夢）が実現するのは当分先の話である。人間や動物に対する

のと同様の権利の保護をロボットにも与えることを韓国政府

が提案したというような話は、今のところはまだサイエンス・

フィクション、或いはコメディーの域を出ないのである。 ■

線が乗務員のいない自動運転を行なっているという事実も問題

なく受け入れられている。それは何故か？それは、ロボットが

置かれている『生態的地位』が極めて単純で非常に狭い範囲の

行動しか許さないものだからである。例えばパリメトロの場合、

自動操作は実質的にアクセルとブレーキに限られている。工場

の組み立て作業にしても、ロボットの動きは、全てを計画し、

事前に計算し最大化するための非常に限定されたものに過ぎな

い。当然ながら、異なる作業を行なえるようロボットをプログ

ラムすることは出来るが、ロボットはそうした作業を単調に、

全く同じようにこなす。ただそれが、高速で効率的であるとい

うだけだ。

実世界へは困難

工場の中ではなく人間と一緒に生活するロボットを作ろうと

するならば、人間の一連の行動を備えたロボットにする必要が

あり、工場の壁を越えた広い世界に出て始めてそこに到達する

のがいかに困難であるかがはっきりする。同様に、人間の知能

は単にコンピュータプログラムとして描出できないものであり、

目や耳、手、腕、足、神経、筋肉などを備えた精巧な体も必要

とされることが明らかとなる。全ての物事は持続的に変化し予

想外の展開が生じるため、ロボットは新しい状況に直ぐに順応

できなければならず、先を見越した計画はほとんど立てること

が出来ない。

ロボットが人間の日常生活に入り込むという概念は古いもの

ながら、その実現が間近と見られるようになった背景にあるの

はここ数十年の技術的な進歩である。研究者が自然、生物学、

進化の面でのアプローチを取り入れ始めたことも、少なくとも

その一因であろう。エンジニアと、コンピュータ・サイエンス、

神経科学、心理学、運動機能学の専門家がチームとなって共同

で知能ロボットの開発を進めている。実世界におけるそうした

ロボットを製作するためには、1つの技術のみではもはや不十分

である。今要求されるのは、調和の中で共通の目的を持って機

能する多くの技術の集まりである。生物の進化が全世界で最も

複雑なシステムを持つされる人間へと辿りつくまでに何百万年

もの時間がかかった。ロボットとなると、全ての運動システム

は言うまでもなく、視覚、聴覚、触覚、内的認識をつかさどる

技術が必要となる。視覚1つをとってみても既に極めて困難な

挑戦である。例えば、距離や角度、明るさの違いにより同じ物

体がどれほど違って見えるだろうか。現在のことろ、人間のほ

んの基本的な能力を持つ感覚的知覚システムも未だ未来の話で

ある。触覚は人間、動物が持つ不可欠な感覚である。圧力や温

度を極めて敏感に感じ取る手や指の皮膚の機能により、人間は

何を触っているかを正確に感じ取ることが出来る。加えて、皮

膚は柔軟に動き、非常に丈夫でもある。筋腱付着のシステムも

また、運動パフォーマンスやエネルギー効率の面で驚異的に優

れた資質と言える。この点では、ロボットの製作に使用される

材料の特性が焦点となる。この通り、現在は問題が如何なるも

のであるかをやっと徐々に理解し始めている段階である。した

がって、本当に人間に似たロボットが未だ登場していないのも

不思議ではない。

ロボットの助けが本当に必要なのか ?

ロボット技術は莫大な可能性を秘めているが、それに対する

見解は分かれており、例えば、将来ロボットに面倒を見てもら

いたいかとの点でも意見はまとまっていない。機械の助けを借

りるのはそんなに嫌なものであろうか？スポーツをしていて私

が膝に怪我をしたとする。 誰かに上まで運んでもらうか、それ

ともエレベーターに乗るかの選択を迫られれば、私は間違いなく

1968

アーサー・C・クラークの
小説をベースにした映画
『2001年宇宙の旅』が製
作され、話して、聴いて、
考える人工知能HALにより
コンピュータというアイデ
アが普及した。

1976

宇宙探索用ロボットの
バイキング1号、2号で
ロボットアームが使用
される。

1986

N a vLa b  1  の登場によ
り、コンピュータ、レー
ザースキャナー、認識の
ためのカラーカメラを登
用した高性能のアウトド
ア・ナビゲーションの新
境地が開かれる。

1997

N A S Aのパスファイン

ダーが火星に着陸し、ソ

ジャーナと命名された

ローバーロボットが火星

の表面のイメージをとら

えた。

Rolf Pfeifer はチューリッヒ大学情報科学部教授、同大学人工知能研究所の所長である。

研究分野はバイオロボティクス、人工的進化、教育のテクノロジー。現在、上海交通

大学の客員教授を務め、今秋のタームから『ShanghAI Lectures』を開講する。これは

国際共同遠隔授業の実験的なもので、異文化コラボレーションを目指す。講義にはビ

デオ会議、3Dバーチャル・コラボレーションが含まれ、世界中約40の大学が参加する。

チューリッヒ工科大学で物理、数学の修士号、コンピュータ・サイエンスの博士号を

取得。



レイ・カーツワイル: 「2030年までには1,000ドルで買えるコンピュータが人間の脳の1,000倍の能力に匹敵するものとなるでしょう。コンピュータが現在の
ように個別の物体として構成されているのではないことを忘れないでください。私たちの環境や体、脳とコンピュータの網が深く融合するようになってい
るのです。」

2000

ホ ン ダ と ソ ニ ー が
ヒ ュ ー マ ノ イ ド ロ
ボット、ソニーがロ
ボット犬アイボを発
表。

2009

病院での使用に向
け た 介 護 支 援 ロ
ボッR I B A（R o b o t 
for Interactive Body 
Assistanceリーバ）
が日本で開発。最高
60kgの患者を運ぶこ
とが出来る。 

2009

ポケットサイズの視
覚障害者用リーディ
ングマシン、聴覚障
害者用の『マシンリ
スニング』（音声テ
キスト変換）、対麻
痺患者用のロボット
装具が登場し、障が
い者の障がいが必ず
しも表に現れないも
のであるという認識
を広めるのに役立っ
ている。

2019

ほとんどの道路が自
動運転システムに対
応可能となる。人々
はロボットの人格と
の関係に慣れ始め、
コンパニオンや教
師、介護者、恋人と
して利用する。それ
ぞれの名声を持つ
バーチャル・アー
ティストが、芸術の
全分野に出現する。

未来へ
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2049

ナノ材料から作られた
食品が使用されるた
め、限られた資源や悪
天候などといったもの
に生産が左右されな
い。
無数のナノボットを取
り入れることでヒトの
視覚、聴覚、感覚とモ
ノが『実際に』現実に
投射される。

2039

機械が自らの意識
性を主張する。こ
の主張は概ね認め
られる。

カーツワイル博士は人間と人工知能の融

合を見通していらっしゃいますが、それ

をどのように捉えていらっしゃるのです

か？

レイ・カーツワイル： 25年以内には

非生物学的知性（コンピューター）が領

域の点でも機微の点でも人間の知性に追

いつくと思います。その後は、情報知識

を瞬時に共有できるという機械の特性だ

けでなく、情報に基づく技術の絶え間な

い発展に鑑みると、人間知性をはるかに

超越した飛躍も期待できます。知的ナノ

ボットは人間の体、脳、そして周辺環境

に深く取り入れられることで、汚染や貧

困が克服され、寿命が大幅に延び、映画

『マトリックス』のように全ての五体、五

感がバーチャルリアリティと一体化し、

映画『マルコヴィッチの穴』の『体験の

送受信（Experience beaming）』や、人間

知性を大幅に引き上げることまで可能と

なります。結果的に、技術を生み出すも

のと、それによって生み出された技術的

な進化プロセスそのものが密接に結合し

ます。最終的には、技術の進化が速すぎ

て、人間知性を高めない限りそれに追い

つけなくなるのです。

博士の論理の主柱を成しているのは、

我々が人間の脳の知性を機械に取り込む

ことが出来るという点だと思えるのです

が、どうやってそれをやり遂げるのです

「我々の限界を超える」
人間の知性をはるかに上回るコンピュータ、映画『マトリックス』のバーチャルリアリティ、
極小ロボットが血管内を移動し病原微生物を退治、などは遠い未来の出来事のように思えるか
もしれない。しかし、科学者で発明家でもあるレイ・カーツワイルは、急激に増大しているコ
ンピュータパワーにより我々の生活、そして我々の存在そのものが変化するなか、それらが遠
い未来の話ではないだけでなく、間もなく実現するものであると主張する。

か？

レイ・カーツワイル：それを考える

上で、ハードウェアとソフトウェアの能

力に分けて考えます。拙著の『ポスト・

ヒューマン誕生－コンピューターが人類

の知性を超える時（The Singularity is Near 
- When Humans Transcend Biology）』の中

で、人間の脳の全領域の機能に相当する

のは、毎秒10クァドリリオン（1016）の

演算性能（cps）であると述べました。こ

の値よりも100倍低いという試算もありま

す。スーパーコンピューターは既に100
兆（1014）cpsに達しており、2010年末

までには1016cps程度が達成されると思い

ます。1クァドリリオンcpsのスーパーコ

ンピューターは既に数台設計段階に入っ

ており、日本には2010年末頃を目処に10
クァドリリオンcpsを目標とした計画が2
つあります。2020年までには、10クァド

リリオンcpsの演算能力が1,000ドル程度

で手に入るようになるでしょう。ハード

ウェア能力がこのようなレベルに達する

かについては、これについて触れた拙著

の『スピリチュアルマシーンの時代』が

出版された1999年には議論されましたが、

今となっては専門家の間で主流の見解と

なっています。現在は争点がアルゴリズ

ムに移っています。 
人間の知能のアルゴリズムはどのように

再現できるのですか？

2029

コンタクトレンズの
ような永久的、また
は取り外し可能な眼
の挿入物が人間と世
界的なコンピュータ
ネットワークの間の
インターフェースに
使用される。  自動
エージェントが自己
学習し、人間が介入
せずに膨大な量の知
識が機械により創り
出される。生産、農
業、交通の現場に
人間の労働者はい
ない。ほとんどの人
間に生活必需品が行
き渡る。法律に基づ
くコンピュータの権
利、『人間が人間た
る』所以についての
議論が盛んに行なわ
れる。

ここからグローバル・インベスターを聴くこと
が出来ます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor
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2099

人間とコンピュータの
間に明らかな差がなく
なる。意識を持つ実態
のほとんどは永続的に
存在する肉体を持たな
い。ソフトウェアを
ベースにした人間が、
依然として神経細胞を
ベースにしたコンピュ
テーションを使用して
いる人間の数をはるか
に上回る。炭素ベース
のニューロン（脳）を
使用している人間知性
の中でも、神経移植技
術を利用したものが普
通になる。寿命という
言葉はもはや知的生命
体に関わるものでなく
なる。

レイ・カーツワイル：人間の知能の

原理を理解するためには、人間の脳のリ

バースエンジニアリングが必要となりま

す。この点では、ほとんどの人が思って

いる以上の進歩が観測されています。脳

スキャンの空間的、時間的解像度も急激

に高まっており、情報関連の他のあらゆ

る技術同様に、およそ1年で2倍のペース

での進歩を遂げています。つい最近、ス

キャン機器を用いて個々のニューロン間

の接続や発火が起こる様子をリアルタイ

ムで観測できるようになりました。小脳

を含む2ダースの脳の領域についての数学

的モデルとシミュレーションは既に存在

しており、これは脳のニューロンの半分

以上をカバーするものです。IBMは現在、

数千万の接続を含む1万個の皮質ニュー

ロンのシミュレーションを構築していま

す。最初のバージョンは電気的な活動を

シミュレートしたものとなり、将来的に

は関連する化学的活動もシミュレートさ

れる予定です。2020年半ばまでには、脳

の全領域についての有効なモデルを手に

していると結論付けても控えめなくらい

でしょう。

それでは、どの時点で人間の脳をスー

パーコンピューターにコピーしたと言え

るのですか？

レイ・カーツワイル：こういう風に

しましょう。その時点では、我々は人間

の脳のメソッドを完全に理解しているで

しょう。これによるメリットの1つは、私

たちが自分自身を深く理解することです

が、カギとなるのは、人工知能を生み出

す際に適用できるツールキットがそれに

より拡大するということです。そうなれ

ば、我々は現在人間が優れている分野、

例えばパターンの認識能力といった分野

において、人間知能に匹敵するような知

性を持つ非生物的システムを創造するこ

とが出来ます。そのような超知性的コン

ピューターは、電子の速度で知識とスキ

ルを共有するなど、人間に出来ないこと

が出来ます。

2030年までには1,000ドルで買えるコ

ンピューターが人間の脳の1,000倍の能

力に匹敵するものとなるでしょう。コン

ピューターが現在のように個別の物体と

して構成されているのではないことを忘

れないでください。私たちの環境や体、

脳とコンピューターの網が深く融合する

ようになっているのです。

もっと多くの人がこうした劇的な変化を

見通していないのは何故ですか？

レイ・カーツワイル：主な原因は、多

くの専門家が指数的な考え方が出来ない

点です。未来にどのようなことが技術的

に実現可能となっているかという長期的

予測は、ほとんどの場合、未来の発展を

極めて過少に見積もってしまっています。

これは、そうした予測が『歴史的な指数

的』見方ではなく、『直覚的な線形』と

私が呼んでいる見方に基づいたものだか

らです。私のモデルによると、パラダイ

ム変化が起きるスピードは10年ごとに倍

になっています。電子工学はその多くの

例の一つに過ぎません。もう1つ例を挙げ

ると、HIVのシーケンス解析には14年かか

りましたが、SARSの解析にはたった31日
しかかかりませんでした。

こうした情報技術の加速は生物学にも当て

はまるのでしょうか？

レイ・カーツワイル：勿論です。能力

が加速して拡大しているのは携帯電話や

デジタルカメラといったコンピューター

デバイスのみではありません。究極的に

は、重要なものは全て本質的に情報技術

で構成されるようになるのです。2020年
代にはナノテクノロジーに基づく製造技

術が導入されることにより、手頃な価格

のテーブルトップのデバイスを用い、安

価な原材料から、分子レベルでの物質・

エネルギーを再配置するという情報プロ

セスを使って、どんなものでもオンデマ

ンドで製造できるようになるのです。

こうした展開を確信できるのは何故です

か？特定のプロジェクトの技術プロセス

は本質的に予測不可能なのではないです

か？

レイ・カーツワイル：特定のプロジェ

クトを予測するのは、確かに現実的では

ありません。しかし、技術革新における

全般的に複雑で無秩序な進化プロセスを

予測するのは可能です。

こうした展開による影響は何でしょうか？

レイ・カーツワイル：1つは、寿命が大

幅に延びることです。ナノテクノロジーに

より、生物学的な限界を超えることが出来

るようになるのです。ナノテクノロジーの

『キラーアプリケーション』は『ナノボッ

ト』です。これは血球サイズのロボットで、

血液の中を移動しながら病原体を破壊し、

デブリを排除し、DNAエラーを修正し、加

齢プロセスを反転するのです。歴史は、最

も知能の高い文明、つまり最も発達した技

術を持っている文明が生き残ることを証明

しています。

しかし、こうした変化を経ても人間は引

続き人間でしょうか？

レイ・カーツワイル：それは、『人

間』をどのように定義するかによります。

一部の専門家は『人間』を我々の持つ限

界で定義しています。私は、人間は限界

を超えることを探求し、それに成功する

種であると定義したいですね。 ■

Ray Kurzweil は『ウォールストリート・ジャーナル』紙

が『眠らない天才』と評する人物。先駆的発明家で、発

明家にとって世界最大の賞の1つであるMIT-レメルソン

賞を受賞した。1999年にはテクノロジー分野では米国

最高の栄誉であるナショナル・メダル・オブ・テクノロ

ジーを授与され、2002年には米特許局が創設した発明家

の殿堂に名を連ねた。5冊の本を出版し、そのうち4冊は

米国で全国ベストセラーとなった。
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二酸化炭素排出量の制限された世界では現在、化石燃料に基

づく技術の進化、或いはそれを緑の技術に取り替える面で国、

そして企業が互いにしのぎを削る新たな局面が始まろうとして

いる。しかし、緑の未来への移行は短時間に実現できるもので

も簡単なものでもない。最近の予測は全て、これには気候変動

に関する政府間パネル（IPCC)が第四次評価報告書（AR4）で示

したシナリオや、国際エネルギー機関（IEA）によるものも含ま

れるが、化石燃料が2030年まで主要なエネルギー源であり続け

る見通しを示している。実際、未発見、並びに既知の炭化水素

鉱床を巡る競争は向こう数年間で熾烈化する可能性が高く、中

国、そして程度は劣るがインドが、長年実績を積んできた石油

会社と積極的に競い合うようになると見込まれている。ただ、

こうした競争が北極といった地域にまで広がりながら続く一方

で、緑の技術の開発とマーケティングもそれに遅れを取ること

なく世界中で進行すると考えられる。

グリーン・テクノロジーの世界的な展開に貢献するであろう要因

は2つある。1つ目は現在の多極化世界であり、新たな技術を開

拓し利用するのが米国、欧州、日本といった先進国だけではない

ということである。中国やインド、ブラジルといった、科学分野

における巨大な能力を備えた国が主要な経済主体として台頭して

いることで、世界の未来は違ったものとなるはずである。そうし

緑の未来への道
二酸化炭素排出量の削減や、持続可能な天然資源の利用のためには、自動車の燃料となり電
力を供給し、人間生活のその他多くの分野にも関わる新たな緑の技術（グリーン・テクノロ
ジー）を導入する必要がある。これは、先進国、開発途上国に関わらず、急速に拡大する市場
でのシェア獲得を目指す企業にとっては大きなビジネスチャンスである。しかし、化石燃料か
ら緑の技術への移行は困難な道のりとなろう。

Rajendra K . Pachauri、エネルギー資源研究所（TERI）所長、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議長

た新たな国が緑の技術の利用に向けたトレンドを決定する要因と

なる公算が大きく、それが世界各国のイニシアチブに影響を及ぼ

すと思われる。最初のトレンドは、環境に優しい技術、特に二酸

化炭素排出量の低い技術を選好する風潮が高まっていることだ。

IPCCの研究成果が問題意識を喚起する材料となり、過去2年間で

前例のないほど気候変動問題への関心が強まっている。この結果、

一部の国の世論や政府が緑の技術の開発、利用の必要性を強く認

識しているだけでなく、企業や産業もそれが自分達の将来にとっ

てどれほど重要であるかを理解するようになった。この通り、消

費者の姿勢が政府の政策決定、そして企業を動かしているのであ

る。

コペンハーゲン合意が 刺激剤に 

国際レベルで設定される優先事項を各国政府が国内の法規制

でどのように取り扱うか、また、2009年末にコペンハーゲンで

行なわれた気候変動会議の後に成立した、温室効果ガス（GHG）
排出規制に関する国際的な合意は、今後起こり得る変化のほと

んどに影響を及ぼすであろう。コペンハーゲン会議では何が達

成できるかについて強い懸念が示されたものの、結果が如何な

るものとなろうと、会議を受け成立した国際的な合意が低炭素

化や他の緑の技術の導入に向けた一段の刺激剤となるであろう
>



中国、ブラジル、フィリピンといった国は、急速に拡大する自国経済のエネルギー源として再生可能エネルギーの利用を高めており、今や欧米諸国に大き
く迫っている。こうした状況は、それら諸国の企業が緑の技術の分野でパイオニア的存在となる可能性を育む基盤となっている。

2008年末時点のグリーン・エネルギー利用上位5ヵ国
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* 太陽熱温水・太陽熱の数字は20 07年について

再生可能エネル
ギー発電能力

GLOBAL INVESTOR 2.09    焦点—32

小水力 風力 バイオマス発電 地熱 太陽光発電
(系統連携型)
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ことに疑いの余地は無い。米国が再び気候変動問題への取

り組みを示したことは新たな流れを生み、これにより今後

成立する合意が強化されるであろうことに疑問の余地は無

い。足元の世界的な景気後退の中で世界経済の多極化は進

行した。先進国の一部が多大な影響を受けた一方、中国経

済は比較的無傷で拡大しているほか、インド経済も、中国

ほどではないにしても伸びを示した。多極化世界の一面と

して、中国、インド、そして韓国といった国でグリーン成

長に向けた戦略の導入努力が最も盛んに行なわれているこ

とがある。特に韓国は経済的に厳しい局面にありながらも、

グリーン経済を目指した構造改革のコミットメントを遵守し

ている。韓国政府はこの計画の一貫として、従来の活動を見

直し、緑の技術に重点を置きながら新たな成長分野を模索

するという経済の大変革を通じ、向こう5年間で1,800万の新

たな雇用の創出を目標に掲げている。例えば、韓国政府は風

力、太陽高熱発電の開発に自国の造船技術を利用する計画を

示している。同国はまた、2020年までに世界のグリーン・テ

クノロジー市場の大きなシェアを獲得することを目指してい

る。

左の表に見られる通り、中国は既に再生可能エネルギー生

産の分野で大きく先陣を切っている。またインドでも、気候

変動に関する国家行動計画に掲げられた8つの国家優先事業

の1つである太陽エネルギーについて、開発計画が実質的に

決定されている。太陽エネルギー開発の一環として、インド

は2020年までに太陽光エネルギーの発電容量を2万メガワッ

トまで引き上げる計画である。これは太陽光発電、太陽熱発

電を合わせた容量で、現在同国の発電のほとんどを担ってい

る化石燃料に取って代わるものとなる。

対応措置の迅速な実施が求められる

緑の将来へと向かうペースがどの程度となるかは、コペン

ハーゲン会議での合意の有効性に左右されるが、イタリアのラ

クイラで7月に開かれた主要8ヵ国（G8）首脳会議の結果から判

断すると、世界の主要国首脳はそのプロセスを早める点で一致

している。これら首脳陣は今回初めて、気候変動への対応努力

の一貫として、地球上の平均気温を産業革命以前に比べ2度高い

水準に抑えるという野心的な目標を設定した。この目標を達成

するためには、IPCCのAR4の評価に基づくと、世界のGHG排出

量のピークを2015年を越えない時期へと前倒しし、その後急速に

低下させることが不可欠となる。

G8首脳が2度目標を遵守する意向であるならば、GHG排出

量のピーク期を早めることの重要性がないがしろにされること

はないはずだ。コペンハーゲン合意の規定が如何なるものであ

ろうと、2度の上限を確実に超えないための措置を実施するよう

G8諸国に求める圧力は著しく高まるであろう。そして、新たな

緑の技術の時代を早急に実現しない限り、目標を達成するのは

不可能なのである。

世界の人口構造も大きく変化する見通しであり、経済成長や

発展が将来的にそれに多大な影響を受けるのは明らかである。

さらに、先進国では人口の増加が概ねゼロ、或いは一部では減

少している一方で、開発途上国では急激な人口増加が観測され

ている。今世紀半ばまでに世界人口は90億人弱に達し、人口増

加のほとんどが開発途上国で起こると予想されている。欧米諸

国の発展過程を開発途上国が辿れば、途上国の天然資源、そし

て、炭化水素といった世界の天然資源は持続不可能な状態に追

い込まれる。炭化水素の埋蔵量は、既にピークに達していない

のであれば、今後10～20年程度でそうなると考えられている。

このため、炭化水素や他の逼迫状態にある天然資源の価格は大
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ラジェンドラ・K・パチャウリはインドのエネ

ルギー資源研究所（TERI）所長、気候変動に

関する政府間パネル（IPCC）議長を務めてい

るほか、イェール大学気候及びエネルギー研

究センターの所長でもある。気候変動に関わる

複数の国際フォーラムで積極的な活動を行なっ

ている。2007年にはアル・ゴアと共にIPCCが

ノーベル平和賞を受賞。生産工学、経済学博士

で21冊の本を執筆したほか、多数の論文を発表

している。
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実際のCO2 排出量（2006年、単位トン）*:
米国  16億（一人当たり5.18トン）
中国  17億（一人当たり1.27トン）
インド 4億（一人当たり0.37トン）
世界  82億（一人当たり1.25トン）

中国、インドの一人当たりCO2排出量が米国と並ぶ
規模に拡大した場合、両国の年間排出量は次のよう
に増大する:
中国 +308%（6.8 億トン）
インド +1300%（and 5.8 億トン）

世界の一人当たりCO2排出量が米国と同規模であっ
た場合、世界のCO2排出量は次のように膨らむ:  
世界 +316%、 82億トンから341億トンへと拡大

* 化石燃料の燃焼、セメント製造、ガスフレアから生じる化石燃料由来の排出量の総量

中国 インド 米国 

出所: 二酸化炭素情報分析センター（CDIAC)
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幅に上昇するであろう。

つまり、世界人口が膨張するなか、緑の技術の開発、利用以

外に需給のバランスを取ることは見せかけでも不可能である。

また、留意すべきは、一部の国では緑の技術への姿勢が若者に

よって決まるということである。彼らはより柔軟で、資源効率

の良い、環境上適切な技術を導入することの必要性に非常に敏

感であると思われる。例えばインドの場合、現在の人口11億人

の4分の1が15歳未満、半分超が25歳未満、3分の2が35歳未満で

ある。

2013年までにインドの労働人口は9千万人増加すると見込ま

れている。緑の技術を導入することで、こうした大勢の若者は、

インドの天然資源を保護し維持する僅かな可能性を残せるよう

な形で生活できるだけでなく、雇用の場も与えられる。という

のも、再生可能エネルギーが生み出す可能性のある雇用は、従

来の発電によるものをはるかに上回るからである。石炭を利用

した発電所の場合、1メガワットの発電能力につき7名の人員が

必要とされるのに対し、太陽エネルギーによる発電では設備容

量1メガワット当たり23の雇用が創出されると試算されている。

以上から、全般に、世界的に強まる公算の大きい人口面からの

圧力は、政府や企業を緑の技術の迅速な開発へと向かわせる要

因になると考えられる。

スローガンを現実に

今日観測されているもう1つの大きなトレンドは、持続可能

性の原則に対する関心が高まっていることである。『持続可能

な開発』や『持続可能性』といった言葉は、それを実際に適用

することなしに、言ってみればルーズな形で使われるケースが

ほとんどだ。企業が事業を展開する上で持続可能性というコン

セプトを取り上げ、それについてのレポートまで作成するのは

良くあることである。しかし、こうしたスローガンを実行に移

さざるを得なくなるのも時間の問題だ。政府や企業、社会が持

続可能性というコンセプトの適用を支持するのであれば、必然

的に、天然資源の有効利用やその持続可能性を大きく左右する

技術である緑の技術を導入する方向に動かざるを得ない。ライ

フスタイルを変えることでもまた、各家庭の照明や環境に優し

い自動車、食品生産を選択することなどを通じて、緑の技術の

発展を促すことが出来る。

　世界的な低炭素化を求めるのであれば、経済成長をけん引

し、経済の成功を左右する新たなビジネス機会がグリーン・テク

ノロジーにより生まれる新境地へと向かうことが不可欠であり、

それを避けることは出来ない。その結果、拡大する緑の技術の

市場でシェア獲得を狙う国家、企業はこの分野に注力し、競争

は熾烈化するであろう。自動車の出現により馬車が時代遅れと

なったように、化石燃料で動く内燃機関も絶滅するかもしれな

い。発展は新しい局面を迎えようとしており、その中心にはグ

リーン・テクノロジーとグリーン・エネルギーが位置している

のである。 ■

世界 
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ここからグローバル・インベスターを聴くこ
とが出来ます。
www.credit-suisse.com/globalinvestor



GLOBAL INVESTOR 2.09    サービス—36

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、CreditSuisse 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 の分析法に関するさらに詳しい情

報は、ご請求によりご入手いただけます。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、ご請求によりご入手いただけます。

CFROI(r)、CFROE、HOLT、HOLTfolio、HOLTSelect、HS60、HS40、 ValueSearch、
AggreGator、Signal Flag および"Powered byHOLT" はCredit Suisse およびその関連会社の商

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

ン顧問サービスです。

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最新のアド

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

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

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

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

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

ている推奨または見解に、直接的にも間接的にも何ら関連しておらず、また今後も関係

しないことを認めます。

重要なディスクロージャー

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

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

発行することをCredit Suisse の方針としています。偏りがなく独立的、明確かつ公正

で、誤解を招く恐れのない調査レポートのみを発行することをCredit Suisse の方針とし

ています。

全従業員が準拠しなければならないCredit Suisseの行動規範はからアクセスできます。

https://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html

詳細については、Credit Suisseプライベート・バンキング本部、ブローがる・リサーチ

部門の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

香港：当レポート中に開示されているアナリストおよび/ またはアソシエートによる持

分以外に、Credit Suisse Hong Kong Branch は開示されるべき持分を保有していません。

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

報開示に関しては、+44 44 333 12 11 へお電話ください。

その他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/research/disclaimer

分析へのガイド

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。
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グローバル･ディスクレーマー／重要情報

当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/structure.html

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。(Copied from the latest version hereafter) 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下さい。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ない限り、当レポートはスイス連邦金融市場監督機構によって認

可され、その規制下にあるスイスの銀行であるクレディ･スイス AGによって発行され

ています。オーストラリア：当レポートはクレディ・スイス、シドニー支店（CSSB）
（ABN 17 061 700 712 AFSL 226896）によりオーストラリア内において2001年会社法

s761Gの規定による「ホールセール」顧客に限定して配布されます。CSSBはここに記

載する一切の金融商品の成績については保証せず、これを請け負うことはありません。

バハマ：当レポートはスイスの銀行であるクレディ・スイスにより作成され、バハマ

証券委員会により証券ブローカー‐ディーラーとして登録された当該スイス銀行の支

店であるクレディ・スイス、ナッソー支店のために配布されます。バーレーン：当レ

ポートはバーレーン中央銀行（CBB）により投資会社カテゴリー2として認可され、そ

の規制下にあるクレディ・スイス、バーレーン支店により配布されます。ドバイ：こ

こに示す情報はドバイ金融サービス機構（DFSA）により正式に許可され、その規制下

にあるクレディ・スイス ドバイ支店により配布されます。関連金融商品及びサービス

は、100万米ドル超の流動資産を有し、且つ、ホールセールの法管轄における金融市

場への参加に当たり充分な金融の経験と理解を有し、顧客になるための規制基準を満

たすホールセールの顧客に限り利用可能です。フランス：当レポートは銀行等貸付機

関・投資会社委員会（CECEI）により投資サービスプロバイダーとして認可されたクレ

ディ・スイス（フランス）により配布されます。クレディ・スイス（フランス）は銀

行委員会、金融市場庁の監督下にあり、規制を受けています。ドイツ：ドイツ連邦金

融サービス監督庁(BaFin)により認可され、その規制下にあるクレディ・スイス（ドイ

ツ）AGがその関連会社のひとつにより作成されたリサーチを顧客に向け配布します。

ジブラルタル：当レポートはクレディ・スイス（ジブラルタル）リミテッドにより配

布されます。クレディ・スイス（ジブラルタル）リミテッドはクレディ・スイスが全

額保有する独立法人組織で、ジブラルタル金融サービス委員会の規制下にあります。

ガーンジー：当レポートはクレディ・スイス（ガーンジー）社により配布されます。ク

レディ・スイス（ガーンジー）リミテッドはクレディ・スイスが全額保有する独立法人

組織で、ガーンジー金融サービス委員会の規制下にあります。年次報告書は要求があ

り次第、提供します。香港：当レポートはクレディ・スイス 香港支店により香港にて

配布されます。同香港支店は香港金融庁の規制下にある認可組織で、証券先物法の規

制下にある登録組織です（香港法571章）。インド：当レポートはインド証券取引委

員会法（SEBI）の規制下にあるクレディ・スイス証券（インド）プライベート・リミ

テッド（「クレディ・スイス インド」）により配布されます。イタリア：当レポート

はイタリアの法律の下で設立・登録され、イタリア銀行及びイタリア証券取引委員会

（CONSOB）の監督、規制下にある銀行、クレディ・スイス（イタリア）S.P.A.により

配布されます。ルクセンブルグ：当レポートは金融セクター監督委員会（CSSF）によ

り認可され、その規制下にあるルクセンブルグの銀行であるクレディ・スイス（ルクセ

ンブルグ）S.A.により配布されます。メキシコ：ここに含まれる情報はメキシコ証券

法に規定する証券の公募ではありません。当レポートはメキシコではいかなるメディ

アにおいても宣伝するものではありません。当レポートはメキシコにおいて、または

メキシコ国民に対して、銀行業務または投資の助言サービスの仲介、提供を宣伝するも

のではありません。カタール：当情報はカタール金融センター規制機構（QFCRA）に

よりQFC No.00005において認可され、その規制下にあるクレディ・スイス金融サービ

ス（カタール）L.L.C.により配布されています。関連金融商品または関連サービスは

（QFCRAの規定による）企業顧客または市場の取引先企業に限定して提供されます。こ

れには100万米ドル超の流動資産を有し、且つ、かかる商品・サービスへの参加に当た

り充分な金融の知識と経験、理解を有し、本人の希望により企業顧客として分類された

ほ個人も含まれます。ロシア：当レポートに含まれるリサーチは特定の証券または関

連金融商品の宣伝もしくは販売促進ではありません。当リサーチはロシア連邦の評価

活動に関する連邦法の意味において評価に該当するものではありません。また、当リ

サーチ・レポートはクレディ・スイスの評価モデル及び手法を用いて作成されます。シ

ンガポール：シンガポール金融機構の規制下にあるクレディ・スイス シンガポールに

より配布。スペイン：当レポートはスペイン銀行により、登録No. 1460において認可

されたクレディ・スイス スペイン支店により配布されます。英国：当レポートはクレ

ディ・スイス（英国）リミテッド及びクレディ・スイス証券（欧州）リミテッドにより

発行されます。クレディ・スイス証券（欧州）リミテッド及びクレディ・スイス（英

国）リミテッドはいずれも金融サービス機構により認可されて、その規制下にあり、

クレディ・スイス内にあって、これと関連を有しながらも独立した法人組織です。金

融サービス機構より提供される個人顧客に対する保護措置は英国外の者には適用され

ません。また、投資の発行体がその義務を満たさない場合は、金融サービス補償制度

は適用されません。

米国：当レポートもまたそのいかなるコピーも、米国においてまたは米国のいかなる者に

対しても、送付、持ち込み、配布はできません。

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

ポートの国内への配布を担当しており、国外への配布、転送は致しません。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。特

に当レポートおよびそのいかなる複写も、米国へ送ったり、米国内であるいは米国居

住者 (US PERSON)へ配布したりしてはなりません。

国内の法律または規制によりリサーチ・レポートの一定地域への配布が制限されるこ

とがあります。

Credit Suisse の書面による許可なく、当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 © 2012 Credit Suisse Group AG および/ あるいは関連会社不許複製
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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
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
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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。
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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
本レポートに表記されている各アナリストは、それぞれが分析する企業、
または証券について、本レポートに示されている見解がすべての当該企業
および証券に対するそれぞれの個人的見解を正確に反映しています。それ
ぞれの報酬が本レポートに示されている推奨または見解に、直接的にも間
接的にも何ら関連しておらず、また今後も関連しないことを認めます。

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

重要なディスクロージャー
調査レポートに記述されている見解もしくは意見に重大な影響を与える可
能性がある対象企業、セクター、市場の動向については、適切と思われる
場合に調査レポートを発行することをCredit Suisseの方針としています。
また、偏りがなく独立的、明確かつ公正で、誤解を招く恐れのない調査レ
ポートのみを発行することをCredit Suisseの方針としています。

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

詳細については、次のリンクにある金融調査の独立性についての情報をご
参照ください。 
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 

本調査レポートの作成を担当したアナリストは、Credit Suisseの総収益をは
じめとする様々な要因に基づく報酬を受け取っています。この総収益には 
Credit Suisseの投資銀行業務によって得た収益が含まれています。

以下の法域に対する追加のディスクロージャー

英国：Credit Suisse (UK) LimitedおよびCredit Suisse Securities (Europe) Limited
の顧客に対する債券情報開示に関しては、+41 44 333 33 99.へお電話くだ
さい。
その他の発行体に関するディスクロージャーを含む詳細については、Credit 
Suisse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
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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
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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, 
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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
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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 
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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
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