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世紀の最初の10年が過ぎて初めて開催
された年次総会は、ミクロ的な楽観論と
マクロ的な悲観論が漂っていました。私
たちのコミュニティ・メンバーは、彼ら
自身とそのネットワークにとってチャン
スに満ちた世界を目にしています。同時
に、世界人口の急増に端を発する水や食
糧、エネルギーの重要性、世界同時危機
後の金融環境の複雑さ、そしてポスト・
グローバル化、ポスト・プライバシー、
ポスト・デジタル化の世界における新し
い現実といった世界的課題に直面した際
には、打ちのめされ、疲れ果てたような
感がありました。

それでもなお、会合では楽観論が大勢を占
めていました。ダボスの精神は常にユニー
クな交流の場を生み出していますが、今年
は「サミットのなかのサミット」としての
位置付けが強調されました。年次総会はG20
各国のリーダーが非公式な会談を通じて率
直な議論を交わす舞台となっており、2011
年はフランスが議長国に選ばれています。
欧州の単一通貨支持を強調する欧州のリー
ダー（ページ10「ユーロのリーダーシッ
プ」参照）が多数出席したことで市場の不
安は和らぎ、ユーロを取り巻く政治環境の
安定性を確信させるものとなりました。

チュニジアやエジプトの社会不安の背景
は、新しい現実の本質を痛烈に示していま
した。中東全域での出来事は、今日の世界
が複雑かつ急進的で相互につながっている
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ことを如実に示しました。世界の若者は新
たなテクノロジーやコミュニケーション手
段を用いて、21世紀のリーダーシップとい
う課題に立ち向かっています。新たな参加
者が出現し、今までにない方法で世界中の
出来事に影響を与えています。

新しい現実のこうした側面に対しては、何
よりもまず共通のアプローチが必要となり
ます。基本的価値観や共通基準が私たちの
未来を切り開く前向きな力へと変わるので
す。また、「世界規模の連帯感」という新
たな感覚も必要です。広く世界で行われる
出来事やダボスでのディスカッションが本
会合のテーマとサブテーマの重要性を強調
する一助となり、それらの1つ1つがこのレ
ポート内で詳細に考察されています。

重要なのは、これらのテーマに基づくディ
スカッション、そしてそこから導き出され
た洞察や結論が、世界経済フォーラムの持
つ、非常に幅広いステークホルダーが集う
場としての他に類を見ない特質を強調して
いることです。この複雑かつ目まぐるしい
時代には、世界規模の課題に相互が深くか
かわり合い、積極的、協調的に取り組み、
自主的かつ公平、国際的に活動できる、そ
して世界情勢の改善にコミットできる組織
が必要となります。世界経済フォーラムは
まさに世界の人々の信頼のもとに活動し、
個々のステークホルダーの私益にとらわれ
ることなく、世界規模の長期的公益を常に
希求しています。

クラウス・シュワブ
世界経済フォーラム会長

こうした精神のもと、本フォーラムはリ
スク・レスポンス・ネットワークを発足
させました。これはグローバルリスクへ
の準備と対応を目的として連携する、新
しい現実に対処するために作られた新し
いタイプの組織です。

リスク・レスポンス・ネットワークは、私
たちが行うあらゆることと同様、コミュニ
ティ、相互作用、洞察、影響力という4つの
中心戦略に基づいて活動していきます。こ
れらによってフォーラムには厳格かつ独自
の枠組みが生まれ、年間を通じて私たちが
行う活動が年次総会での華々しい成果の披
露につながってゆくのです。

2011年に向けてのダボスの影響は積極的な
楽観論で始まります。世界情勢の改善とい
う本フォーラムのミッションに貢献するた
めの小さな機会を得るため、新たな思考、
新たなつながり、新たなアイデアやネット
ワークを提起していきます。



景気回復への転換点
世界経済フォーラム年次総会2011の共同議長たちは、世界
は今やターニングポイントにあり、持続可能な未来の創造
にはあらゆるセクターのリーダーの対話が不可欠だという
意見で一致しました。

「新しい現実はグローバル化を促進するものです」とインベ
スターAB会長のジェイコブ・ウォーレンバーグ（スウェーデ
ン）は語りました。新たに出現する課題に対応するには、「さ
まざまなステークホルダー間のさらなる協調と対話を進める必
要があり、それを行うのがダボスにほかなりません」と続けて
います。

「私たちは崖から落ちることなく、世界は成長に向かってい
ます」とネスレ最高経営責任者のポール・ブルケ（スイス）
は語りました。

「経済が復興の途上にあることは明らかです」と中国遠洋運
輸集団（COSCO）グループ総裁兼最高経営責任者の魏家福
（中国）は同意しています。

近代化するロシア
ロシアのドミートリー・メドヴェージェフ大統領は開会挨拶
の中で、ロシアが法の支配を確立するために直面している困
難について言及しました。大統領は海外の投資家に向け、ロ
シアの意思決定者は平凡な過ちと無縁でいられないが、特に
汚職の撲滅と司法制度の近代化において「大きな変化」が起
きていると語りました。「ロシアの投資環境改善のために、
現実的な試みが行われています。いまだ目覚ましい成果は出
ていませんが、最後までやり続ける覚悟です。私たちは学習
している最中であり、建設的な意見を伺う用意はあります
が、説教を必要とはしていません」（メドヴェージェフ）
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ハイライトと成果

ダウンサイド・リスク
ニューヨーク大学のノリエル・ルービニ経済学教授、WPP最
高経営責任者のサー・マーティン・ソレル、国際通貨基金特別
顧問の朱民（シュミン）など、タイム誌主催のディベートに参
加したパネリストによれば、先進諸国における「ニュー・ノー
マル」の見通しは暗いといいます。ディベートでは、最先進諸
国の成長は部分的に大きな不況に見舞われてトレンドを下回
り、重要な問題に対する国際協力や米国の財政赤字に取り組む
能力の欠如、つまり「目の上のこぶ」が見通しの妨げとなる、
と予想されました。

債務と失業
マッキンゼー・アンド・カンパニーのマネージング・ディレク
ターを務めるドミニック・バートンやJPモルガン・チェース
最高経営責任者のジェームズ・ダイモンなどダボスのパネリス
トは、世界経済は多くの課題に直面しており、特に政府債務負
担の問題が大きい、と結論付けました。発展途上国における人
口増加と急速な都市化は、天然資源の枯渇につながる恐れがあ
ります。欧米では、失業や賃金の下落が社会の不安定化につな
がり、若年層の失業という不安も増加しています。ダイモン
は、銀行に対する批判は見当違いであり、「メディアと同様、
銀行にも功罪両面あるのです」と語りました。



G20議長としてのフランス
フランスのニコラ・サルコジ大統領は、世界経済フォーラム年
次総会2011の参加者に向けて、G20に関する自身のビジョンを
まとめて次のように語りました。「21世紀に入って11年経ちま
すが、私たちは今なお20世紀のルールで活動しています。今と
いう時代では、互いの話に耳を傾け、集団的かつ共通の利益を
認識し、未来を築くための新たな思考方法を見つけ出すことが
これまで以上に重要となっているのです」（サルコジ大統領）

危機に瀕していた過去18カ月の間、G20が下した決定にはほと
んど選択の余地はありませんでした。意思決定はますます困難
になっており、今こそ冷静でいる必要があります。G20は建設
的でなければならず、その検討すべき課題は政府債務、金融面
および財政面の不均衡、そして成長に及ぼすインフレの影響と
商品価格の高騰という3大リスクに集約されるでしょう。

ユーロは生き残る力があるかと世界経済フォーラム創設者兼会
長のクラウス・シュワブに問われたサルコジ大統領は、加盟17
カ国にとってユーロは恒久的平和の崇高なる象徴である、と語
りました。ユーロ防衛のための深化と統合を進め、決して後退
しない必要があります。

終わりなき警戒
ドイツのアンゲラ・メルケル連邦首相は参加者に対し、さらな
る金融危機のリスクに関する危機感の欠如を警告し、さらなる
破綻阻止のために必要な国際メカニズムはすべて機能している
わけではない、と語りました。「さらなる危機発生を阻止でき
ると言い切れるのでしょうか。世界規模の持続的成長を確保す
るために必要なメカニズムは機能しているのでしょうか。私た
ちはその土台は築きましたが、そのレベルにはいまだ至ってい
ません」と首相は続けています。

欧州についてのキャメロンのビジョン
欧州が直面する問題の多くは政府が単独あるいは共同で行った
決定に起因するものである、と英国のデビッド・キャメロン首
相は参加者に語っています。そして欧州の将来に関して、次の
ように述べました。「欧州はオープンで貿易が盛んな地域で
す。私たちは誇るべき発明を数々残しています。進んだ民主主
義的価値観を持っています。しかし、欧州は自ら生きる道を見
つけなければならないことを認識しなければなりません。世の
中は欧州抜きでも回っていきます。これまでとは違った行いの
ために、自らの繁栄のために、選択をしようではありません
か」（キャメロン）

キャメロン首相は、欧州に関する新たな方向性のビジョンを概
説し、リスクを伴う投資文化、欧州全体にわたる特許構想、よ
り厳格なストレステスト、政府債務の削減、過重な規制の排除
が成長の秘策であると説明しました。同氏は「今こそ、真の単
一市場を目指す時なのです」と述べ、自由で開かれた市場改革
を目指す欧州各国のリーダーの取り組みを挙げました。

持続可能な未来
インドネシアのスシロ・バンバン・ユドヨノ大統領は、21
世紀における「持続可能かつ安定した」成長に向けた自身
のビジョンを語りました。2011年の東南アジア諸国連合
（ASEAN）議長国の大統領として、同氏は総会演説で「世界
は大きな転換期にある」と参加者に語り、新興経済諸国の台
頭、平和と安全保障の責務、新たな低炭素経済の必要性を強調
する気候変動という3つの新しい現実の概要を説明しました。
そして各国のリーダーに、「ドグマティズム（教条主義）を根
絶した21世紀のグローバリズム」を促進するよう求めました。

世界経済フォーラム年次総会2011 | 5



絆の構築
日本の菅直人首相は参加者に対し、再び結びつき、新たな関係
を構築することが重要だと述べ、「精神的にも経済的にも（中
略）他の人々に心を開くことが重要なのです」と説明しまし
た。これは国際的にはもちろん、国内的にもあてはまる、とい
います。同氏はさらに、今回ダボスを訪れた理由は社会的一体
性と人間の安全保障のコンセプトを議論するためであると語
り、新たな絆を構築して世界に門戸を開くことはそれを推進す
るための要諦となる、としました。「今日の世界は、国家安全
保障と経済の両面で構造的転換ともいえる大きな課題に直面し
ています。私たちが生きている時代や地域に適合した新たな絆
を築く必要があると考えます」（菅）

G2による協働
世界の経済大国は新しい現実の課題に向き合うために協調する
必要がある、と米国のティモシー・ガイトナー財務長官は総会
で語りました。戦後経済政策を転換するための努力が必要なの
です。米国と中国の極めて重要な関係について、同氏は、両国
の利益はさまざまな形で密接に結びついていると語りました。

中国の世界貿易機関（WTO）加入10周年記念の場で、中国商
務部部長の陳徳銘は自由貿易に対する自身のコミットメントを
再確認し、世界貿易における中国の役割の重要性を参加者に対
して指摘しました。

21世紀の衛生問題
「全世界で亡くなる人の10人に6人が慢性疾患によるもので
す」とバン・キムン国連事務総長は語りました。慢性疾患はも
はや富裕者の問題ではなく、死亡者の80％以上が発展途上国
の人間となっています。しかし、対策に費やされているのは開
発援助のわずか3％に過ぎません。「優先順位を上げるには、
非感染性疾患を開発アジェンダの上位に据える必要がありま
す」（バン・キムン）

メルク会長のリチャード・クラークやゼネラル・ミルズ会長兼
最高経営責任者のケンダル・J・パウエルといった食品および
製薬産業の経営者は、政府や非政府組織とのより緊密な協力を
明言しました。

今後の展開が期待されているのが遠隔医療やモバイル医療と
いった分野で、発展途上国における携帯電話の高い普及率は疾
患の予防と健康増進に利用できます。「すでに糖尿病の治療や
心不整脈の発見に活用されています。これは夢物語ではないの
です」とクアルコム会長兼最高経営責任者のポール・E・ジェ
イコブスは語りました。

ビル･アンド･メリンダ･ゲイツ財団は、ポリオ根絶キャンペー
ンのために1億ドルを追加投入しました。さらに英国のデビッ
ド・キャメロン首相はポリオ根絶のための自国の寄付額を現在
の倍にすると明言し、6000万ドルの拠出を約束しました。同
氏は、「この資金で4500万人以上の児童にポリオ予防のワク
チン接種が行われるでしょう」と述べ、世界各国のリーダーに
協力を促すとともに、追加の資金拠出の条件として、コミット
メントとの統一性の維持と病気に苦しむ国々でのワクチン接種
の慣例化を挙げました。
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社会契約
世界同時危機後の世界における新しい現実を踏まえ、政府と実
業界は各々のステークホルダーとの社会契約の見直しに着手す
る必要があります。「新たな契約は、支配する側とされる側と
いう構図から脱却していなければなりません」とタイのアピ
シット・ウェチャチワ首相は語りました。同氏は「今や私たち
は、互いにパートナーなのです」と述べ、国は民間セクターに
干渉すべきではなく、企業が雇用を創出し株主利益を生み出せ
るような状況を作り出すことに注力すべきだとしました。

責任あるビジネス
実業界の人々は短期的利益にとらわれない考え方を再び学ぶ必
要がある、とペプシコ会長兼最高経営責任者のインドラ・ヌー
イは総会で語りました。事業における成功には持続可能性など
の長期的目標が考慮されず、株主利益の最大化という狭量なも
のになっています。企業は今も、持続可能性への対応は対立の
解決を目的としたもの、あるいはトレードオフの関係にあるも
のという固定された考え方をしています。ヌーイは「短期的な
利益と長期的な持続可能性は互いに矛盾するものではありませ
ん」と強く主張しました。

国民和解に向けて
ミャンマーの国民民主連盟（NLD）書記長のアウン・サン・
スー・チーはダボスに集合した世界各国のリーダーに対し、自
国で録音したスピーチで、「国民和解や真の民主化、ミャン
マーにおける人材育成や経済成長を促進させるために、皆様が
持つ特別な機会やスキルを最大限に活用してください。そうす
れば、私たちはより安全かつ幸福な世界のために独自の貢献が
できるようになるでしょう」と呼びかけました。

ハイチへの期待
被災後の復旧途上にあるハイチを助ける最善の方法は、被災前
以上の状態に戻すことです。世界経済フォーラム年次総会2011
のハイチに関するアイデアラボ・セッションでは、生活に不可
欠な無菌水のニーズの充足、最貧層のハイチ人（特に女性）の
保護を目的とした中小企業の支援と小額保険の提供、将来的な
建築基準や品質改善徹底のための持続可能な建築やスキル・ト
レーニングの提供、金融サービスを引き寄せるためのツールと
してのモバイル・バンキングの採用、ソーシャル・ビジネスを
通じたハイチ経済の活性化という5つの要点に焦点が置かれま
した。さらにフォーラムでは、「ハイチにおける民間セクター
開発：投資機会、雇用創出、成長」というレポートが新たに発
表されました。
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新たなエネルギー
「新たな再生可能エネルギー源の開発はすばらしいビジネス
チャンスであり、持続的な経済成長達成の鍵となるものです」
とメキシコのフェリペ・カルデロン大統領はパネリストの面々
に向けて述べました。同パネルには、バン・キムン国連事務総
長、インドネシアのスシロ・バンバン・ユドヨノ大統領、ビ
ル･アンド･メリンダ･ゲイツ財団共同議長のビル・ゲイツが参
加していました。

インドの包括的成長
年間約9％の成長を見せるインドは、開かれた民主主義社会と
いう枠の中で急成長を続ける経済のモデルとなっています。そ
してインドにおける最大の課題が、包括的な成長の継続です。

ハイレベルの合意が必要なものの、実業界や政府、NGOは貢献
のための実利的な方法も模索しています。これにはISO基準で
あろうと電気自動車用の共通プラグであろうと、プロセスと実
践のための共通基準が必要となります。

リスクへの対応
複雑で相互関連するグローバルリスクに絡むステークホルダー
をまとめるため、世界経済フォーラムはリスク・レスポンス・
ネットワーク（RRN）を発足させました。世界は抜本的な変化
を見せており、この新しい現実の世界ではさらなる洞察力と集
団行動が求められます。このネットワークは、全世界の最も深
く関連する意思決定者に対して最も説得力のある洞察と最適な
ツールやサービスを提供する、グローバル・コミュニティのリ
スク管理改善に向けた予備的かつ分析的、そして実践的な枠組
みとして機能します。

このネットワークは財政ガバナンスからサイバー・セキュリ
ティ、そして資源不足への対応まで、相互に関係する多くのリ
スクに取り組みます。世界経済フォーラムは、こうした新た
な展望に対する集団的な対応の促進という他にはない役割とし
て、複雑かつ相互に関連し合うリスクに対するより良い理解、
管理、対応を進めるための土台を発足させました。

農業のビジョン
世界経済フォーラムは企業や政府、農家と協力し、食糧生産の
大幅増や環境資源保護、経済成長促進のためのイニシアティブ
である「農業の新ビジョン」を発足させました。グローバル企
業17社や国際機関、農業界のリーダーに加え、タンザニアとベ
トナム、米国の各政府も参加し、市場ベースの解決策を通じた
持続可能な農業成長の促進を図っています。タンザニアのジャ
カヤ・キクウェテ大統領は、このイニシアティブからの援助で
開発された同国の南部農業成長地帯において、官民投資の計画
を発表しました。「この地帯の開発により、地域の生産高は3
倍に増加し、年間12億ドルの経済効果を生み出すとともに、
200万人を貧困から救い出すことができるでしょう。わが国の
政府は、当地域における持続的成長実現のためにこの機会を活
用することを明言しています」（キクウェテ）
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ユーロの
リーダーシップ

「もう一度はっきりと繰り返します。ユーロは私たちの通貨で
す。単なる通貨をはるかに超える存在で、今日の欧州を体現
するものです。ユーロが機能しなくなれば、欧州も機能しなく
なるでしょう。私たちはユーロを守り抜いてゆきます」

アンゲラ・メルケル
ドイツ連邦首相

欧州のリーダーたちは一貫性があり、強力で明確なメッ

セージを携えて、ダボスの年次総会にやって来ました。

ユーロは債券や株式のように譲渡可能なものではなく、有

事に頼りにならないプロジェクトでもなく、人々の生活に

浸透している、と。ユーロ危機の原因は過剰債務や欧州内

の経済的格差、ユーロ圏の構造的問題であったとリーダー

たちは語ります。そしてその解決策は、通貨に対するコ

ミットメントだけで逃げることなくこれらの問題に取り組

むことにある、としました。フランスのニコラ・サルコジ

大統領やドイツのアンゲラ・メルケル連邦首相、ギリシャ

のヨルゴス・A・パパンドレウ首相、英国のデビッド・

キャメロン首相はいずれも、健全かつ一貫して支持されて

いる欧州通貨に対する自国の取り組みについて熱心に語

り、欧州各国の財務大臣と欧州中央銀行総裁のジャン＝ク

ロード・トリシェがこれを支持しました。

「メルケル首相と私は決して、ここはよく聞いてくださ
い、決してユーロを見捨てることはありません。ユーロ
を手放すことはありません。ユーロ（Euro）はヨーロッパ
（Europe）と綴ります。ユーロは欧州なのです」

ニコラ・サルコジ
フランス大統領
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「ユーロはこれまで希求されていたものをもたらしました。つまり、物価の安定です」

ジャン＝クロード・トリシェ
欧州中央銀行総裁

「欧州の、そしてユーロ圏の足を引っ張るのは止めましょう。私たちは同じ方向に進み、団
結しています。意義深い改革を行っています。そして、私たちは決意しています（中略）や
りかけの仕事に取り組むことを」

クリスティーヌ・ラガルド
フランス経済・財政・産業大臣

「ギリシャはすべて規則どおりに行っています。レシピのとおりに進めています。それでは
なぜ市場は反応しないのでしょうか」

ヨルゴス・A・パパンドレウ
ギリシャ首相

「ユーロ自体が何らかの重大な形で、その根本から崩壊してしまうのでしょうか。ユーロ
導入後の2009-2010年にかけてわが国が享受した多大な恩恵を思えば、そうした可能性
は皆無と考えます」

ヤツェク・ロストフスキ
ポーランド財務相

「英国はユーロ圏の成功に多大なる戦略的および国民的利益があります。そして、私たち
は当初の計画にあった数々の基本的洞察に立ち戻る必要があります。国内の構造改革と
いう困難な宿題を片付けられなければ、成長はできません。よって立つべき基本的なルー
ルが守られなければ、健全な（中略）通貨同盟は構築できません」

ニック・クレッグ
英国副首相
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新しい現実のための共有規範
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楽天的。楽観的。肯定的。これらは世界を取り
巻く複雑で問題の多い経済的、社会的、政治
的展望にもかかわらず、世界経済フォーラム
年次総会2011のためにダボスに集合した参加
者のムードを説明した言葉でした。

世界経済は再び成長軌道に乗り、リーダー
たちは新しい現実の形を認識し始めていま
すが、自分たちが見出しているものにすっ
かり不安を抱いているわけではありません
でした。

しばしば驚くべきほどの経済的楽観論は、主
に生き延びた者の自信とでも呼ぶべきものか
ら導かれるものでした。共同議長の1人は、
「私たちは崖から落ちることなく、世界は成
長に向かっています」と語りました。

新興経済諸国、特に中国とインドは力強い成
長を見せており、一部の先進諸国（特に米国
とドイツ）も急速ではないものの景気が回復
してきています。そして多くの企業では、予
想よりもだいぶ早く世界同時危機前の収益レ
ベルに戻ってきています。欧州で発生した1
年にわたる債務危機、そして米国の景気回復
の「質」に関する各種報道のあとでも、最悪
の事態は過ぎたというのが共通認識でした。

しかし、楽観的な経済論議の反対側では、
チュニジアやエジプトで暴力的騒乱が起き
ていました。これらの抗議活動は、緊密な
ネットワークでつながった世界によって地域
全体に広がってゆきました。波及する社会不
安は、包括的な成長の重要性、公民権はく奪
の政治的影響、グローバル・ガバナンスの枠
組みの破綻、そして企業や国家、世界規模の
ガバナンスに対するハイパー・コネクティビ
ティやソーシャルネットワーク、情報過多の
多面的効果など、新しい現実に関する数々の
隠されたテーマを浮き彫りにしました。

年次総会の最初のセッションから、国家内お
よび国家間の見通しと展望における明確な不
平等を背景に世界経済の見通しが論議され、
包括的な成長への新たな道のりの開拓が不可
欠とされました。中東の政治的混乱によっ
て、国際社会の失業問題、特にグローバル化
の敗者の立場にある若年層と長期的失業者へ
の取り組みの緊急性が浮き彫りになりまし
た。世界的不況によって白日のもとにさらさ
れた不平等という問題への取り組みは、世界
各地の政府や実業界、市民団体にとって世界
同時危機後の最も重要な課題といえます。

これらの問題とその影響は、情報やソーシャ
ルネットワーク、ハイパー・コネクティビ
ティという新たな世界によって悪化していま
す。情報の氾濫は透明性と連携を推進してい
るだけでなく、企業と個人のプライバシー、
社会の激変、透明性、不正行為、セキュリ
ティを中心とする一連の新たな問題を引き起

こしています。公民権をはく奪された人々は
自己主張の道を見つけ、伝統的、経済的、社
会的、そして組織的な基準は、同じ志を持つ
コミュニティや活動家のグローバルな協働が
引き起こす急激な混乱によって揺さぶられて
います。

政府や組織、個人がここまで攻撃にさらされ
ることはありませんでした。ソーシャルウェ
ブとで完全な形でリアルタイムに利用可能な
情報によって、企業や政府の活動結果に光が
当てられているのです。その解決策となるの
が、年次総会のテーマが示すように、組織や
秩序、領域を超えた行動という共通基準の展
開と普及です。

新しい現実には新たなタイプのリーダーが必
要である、と参加者の見解は一致していま
す。その人物は、毅然として聡明で、進むべ
き方向性を理解しているといった伝統的な
リーダーシップの素質を備えている必要があ
るだけでなく、思いやりと理解力を持ち、共
感的かつオープンで誠実でなければなりませ
ん。そしてその新たなリーダーシップは、以
下のようなトレンドで特徴付けられる、課題
が増え続ける世界でこそ発揮されなければな
りません。経済力および政治力は、西側から
東側へシフトします。急増する世界人口は
2050年までに約91億人に達すると予想され、
人間の生活に必要な水、食糧、エネルギーの
連鎖を圧迫します。先進諸国は高齢化に向か
います。非常に自信に満ち、十分な教育を受
けているものの幻滅している若年層は、デジ
タル世界主導の新たな行動を起こします。そ
して最後に、厳しさを増し、世界規模で影響
を及ぼす危機の原因となる、複雑で相互関連
するリスクが集中します。

この新しい現実におけるリーダーや組織に
は、グローバルな見通しと解決策の発見と実
行における実践的なアプローチという2つの
側面が必要となります。21世紀の問題に対
する実現可能な解決策は必ずしも世界規模で
描かれた遠大な構想である必要はなく、村や
町、都市、地域で実行される、異なる状況に
もスケールアップや適合が可能な実践的な革
新となるだろうという認識が広まりつつあり
ます。ダボスに集まった参加者は、こうした
本質的な解決策の発見と展開に非常に多くの
時間を費やし、グローバル・ガバナンスの枠
組みの妥当性や構想についてはあまり議論を
しませんでした。

唯一確かなことは、危機は広がり続けると
いうことです。新しい現実の背景に対抗す
るようリーダーたちが共通基準の策定に力を
合わせるなか、世界経済フォーラムは最善
のアイデアや洞察を政策と活動に反映させる
ための、より弾力的な世界の構築を目的とし
た新たなネットワークを発足させました。
それがリスク・レスポンス・ネットワーク

（RRN）です。グローバル・アジェンダ・
カウンシルや世界競争力レポート、グローバ
ル・リスクレポートのような既存の見識グ
ループやネットワークを基にしたRRNは、
全世界の最も深く関連する意思決定者に対し
て最も説得力のある洞察と最適なツールや
サービスを提供するプラットフォームであ
り、対話や洞察の世界と行動の世界との間に
存在する本フォーラムの独自の立場に基づく
活動を目的としています。

新しい現実とは、リスクに満ちた新たな世界
です。グローバル化や変化する人口統計、急
激な発達を見せる技術進歩、高まる結合性、
経済的不安、関係者の多様性の増大、変わり
ゆく権力構造が結びついて、この世界におけ
る営みを企業や団体、国家にとってこれまで
になく複雑かつ挑戦的なものにしています。
しかし、リーダーたちは複雑化する未来に携
わろうとする覚悟と意志を持っており、この
覚悟が会合を主導した楽観論のエネルギーと
なったのです。

「国家内あるいは国家間の不公平のみを考慮
するのではなく、人類全体のことを考慮する
必要があります」

ミシュリン・カルミ＝レ、スイス連邦大統領兼
外務大臣
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新しい現実への対応
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今日の人々は、情報や会話が飛び交うネット
ワーク化した世界に生きています。先進諸国
では固定回線の、そして発展途上国ではモバ
イル・ネットワークの進歩に主導され、コンテ
ンツ制作や幅広いコミュニティ構築、協働が
世界的に大きな広がりを見せています。

秘密性はもはや所与のものではありませ
ん。透明性は説明責任と責務を保証する
役割を果たし、社会的な力を持ったデジ
タル・コミュニティでも必要とされま
す。ウィキリークスの存在する世界で
は、組織はどういった情報を公表すべき
かを検討するのではなく、保護するべき
少量のデータは何かを検討すべきです。

実に破壊力に満ちたテクノロジーとして、
ソーシャルメディアは思いもよらない方法
で革新と変化を実現させています。ソー
シャルウェブは理解と革新につながる協働
を推進しますが、チュニジアの「ジャスミ
ン革命」で実証されたような戦略的で社会
的な混乱も引き起こします。

誕生以来ほぼ一貫して、ソーシャル・プ
ラットフォームは直接的なソーシャル
グッドに使用されており、何年もの間災
害救助の動員や分析に使用されてきまし
た。今や、これらによって促進される協
調的消費は、「水平的民主主義」という
ビジョンを推進して不正行為のような問
題に対する市民の直接的行動を可能にす
るだけでなく、先進諸国および発展途上
国のカーシェアリング計画やマイクロカ
ンパニーをつないでいます。ネットワー
クは市民や顧客に力を与えています。こ
の高まる力には、リーダーシップや経営
の問題が伴います。

ハイパー・コネクティビティは、テクノロ
ジーの融合によって大量発生するリアルタ
イムで生の情報、若者の注意持続時間の減
少による認識能力の変化、個人および企業
のプライバシーに関する多くの問題といっ
た他の課題も生み出しています。

年次総会の多くのセッションで、参加者は
ウィキリークス騒動の影響力について論議
しました。情報の流通とアクセスの容易さ

によって、組織や政府における透明性の確
保は必然ではなくても必要となっていま
す。そして、透明性はセキュリティやデー
タマイニング、これまでは思いもよらない
規模でのデジタル世界の不正行為やサイ
バー犯罪という問題を提起しています。

破壊的な人口動向
今や、経済協力開発機構（OECD）非加盟
諸国の人口の50％以上は25歳以下となって
います。デジタル・テクノロジーは彼らに
新たな世界をもたらす一方、文化や社会、
家族を取り巻く基準に変化をもたらしてい
ます。ソーシャルネットワーキングはヒエ
ラルキーを陳腐化させ、協働を促進しま
す。そのため、若者は透明性と公平性を求
め、伝統的な義務を拒絶しています。

「ネット世代」の特徴としては、自信に満
ち、科学技術に精通し、チーム志向で成功
に駆られるが、社会的行動様式に対する感
受性が低いことが挙げられます。つまり、
管理する側からすれば潜在的な不安を感じ
させる存在なのです。こうした若年層は問
題となり得ますが、新たな機会に対応して
革新を生み出す若者の能力は組織の利益と
なります。こうした社会的な力を持った若

• 新しい現実は、移ろいやすさと目まぐるしい変化を特徴とする多数の権力者から
構成された、過剰で複雑なネットワーク社会から生まれています。

• 新世紀世代の変動する社会的行動と相まって、高齢化や人口急増などの破壊的な
人口動向はガバナンスにさらなる圧力を加えています。

• 生活必需品や天然資源の欠乏に対する社会と企業の意識の高まりを原因として、
持続可能性の必要が高まっています。

• 企業に対しては、新たな社会的および環境的な（政府からの）要求や（社会から
の）期待が存在します。

「自身の自由を追求するだけでは不十分で
す。他者の自由も尊重しなければなりませ
ん。これは民主国家間の関係にもあてはまる
原則です」

ドミートリー・メドヴェージェフ、ロシア大統領

成熟した民主主義においては、有権者の投票率は低下
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年層が持つ力を正当に活用するためには、
クリエイティブな職場環境の構築、フレッ
クスタイムの導入、安定的な成長を伴う
キャリアパスでの処遇、企業活動の優先順
位を再評価しながらのビジョンや価値の売
り込みなど、企業側の具体的な対応が必要
となります。

これまでと同様、今も世の中には不公平が
存在します。年齢を問わず無数の人々がミ
クロあるいはマクロレベルで結びついてい
る一方で、世界の人口の70％がいまだデジ
タル世界の恩恵を享受していません。先進
諸国のインターネット・アクセスはPC経由
が主流ですが、発展途上国ではモバイル・
テクノロジーがその役割を担っています。

人口高齢化
そうした若者の増加に対して浮上している
のが、世界人口の高齢化に関する影響です。
主な問題は人口高齢化そのものではなく、そ
れに適合できず、高齢者の総体的価値を認識
できないリスクにあるといえます。

適合とは、自宅と職場のテクノロジー、よ
り均一な給与体系、退職（中国や日本など
の脱工業化社会では忌み嫌われるもの）と
いう概念の再考、医療の進歩、健康的な生
活プログラムを通じて、高齢者をサポート
し、適応させ、自信を持たせることです。
加齢に対する社会の見方を変えれば、高齢
者のスキルや知識が社会全体の利益のため
に十二分に活用される「人口学的な錬金
術」の機会が広まるでしょう。

リーダーシップの新モデル
こうした変化に直面する今日のリーダーに
は、2つの基本的課題があります。それが豊
かな見識に裏打ちされた経営の実践と、ビ
ジネスの人間性という概念に直結する対応
の創造と管理です。この2つは、今日下した
正しい意思決定が明日には失敗となる可能
性があり、熟考された意思決定からリアル
タイムの経営へのシフトをもたらすつなが
りある世界においては、旧来のリーダーに
とっても課題といえます。

現在のリーダーは、変化する世界では会社
組織やガバナンスの変化が必要となること

を認識しなければなりません。「ビジネス
の人間性」を体系化しなければならず、そ
して、共通価値を認識し、ビジネスの発展
を社会のそれと整合させる「思いやりのあ
る資本主義」が必要となります。リーダー
は社会的価値観を一般に認められた基準へ
と変換し、組織における具体的な解決策へ
と昇華させなければなりません。陣頭指揮
を執りつつ、価値を実証、体現する必要が
あるのです。

こうしたトップダウンの課題に加え、リー
ダーには、ソーシャルメディアやクラウド
ソーシングが引き起こす、協調と協議という
ボトムアップのプレッシャーが併存します。

グローバル・オピニオン：対処すべき資本主義の弱点

「世界の人口は増加し、高齢化が進んでいま
す。私たちは年齢を重ね、体は衰えてゆきま
すが、必ずしもより豊かになるわけではあり
ません。そのため、それらの問題への対処法
を考慮することが必要なのです」

ミチェル・バチェレ、ジェンダー平等と女性の
エンパワーメントのための国連機関 
（UN Women）事務次長、ニューヨーク
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あらゆる文化の企業において、人間性には
確固たる価値を与える必要があります。そ
してリーダーには、ネットワーク化した世
界によって促進される協働への情熱に加え
て、目配りの利くリーダーシップ、心から
共感する能力、楽観論、無私の精神など、
より温かみのあるマネジメントスキルが求
められます。

不可欠な持続可能性
世界の資源管理に関する共通基準の策定
は、遅々として進んでいません。パン・キ
ムン国連事務総長は参加者に対し、持続
的成長や資源保護、生活水準向上のために
は、検討方法や政策の革新が急務であると
語りました。個々の人間がやがて日々の生
活に彩りを求め始めれば、世界がそれを支
えることは不可能です。

多くの消費者は、資源保護は法の整備を
待っている余裕はないと考えており、革新
を進めるよう企業に圧力を掛けています。
法律や協定ではなく、個々の消費者からの
圧力が力強い現実となっているのです。
それに応じて一部の企業は、NGOとの連
携や持続可能性の証明に関する水準の引き
上げを進めており、その多くは持続可能性
をより総体的にサプライチェーンへと統合
させています。しかし、企業がどれだけ持

続可能性を達成しようとも、今日の企業
リーダーは持続可能な企業となるための
具体的かつ透明な解決策を提供する必要
があります。

今日の過剰で複雑なネットワーク社会にお
いては、企業が責任ある行動を取るだけで
は不十分です。責任ある行動を取っている

と外部から認識され、自身の成果を測定し
報告する必要があるのです。

増加を続けるブロードバンド・アクセス
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経済見通しと包括的な成長のための政策決定
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世界経済フォーラム年次総会2011の世界経
済に関するディスカッションで前年と明らか
に異なっていたのが、世界同時危機後の景
気回復の強さに関する参加者からのこれま
で以上の楽観論でした。ダイナミックなアジ
ア諸国、特に中国、インドやその他の新興経
済諸国が急上昇している一方、一部の先進
諸国、特に米国とドイツも堅調ではないもの
の回復を見せています。さらに多くの企業に
とって、この景気回復は予想よりも強いもの
となっており、世界同時危機前の収益レベル
に回復しています。

参加者たちは非常に強い自信を持っていま
した。欧州で発生した1年にわたる債務危
機、そして米国の景気回復の質に関する各
種報道のあとでも、「最悪の事態は過ぎ
た」というのが共通認識でした。

しかし、決して非合理的な熱狂や勝利を祝
う大騒ぎがあったわけではありません。参
加者は世界経済に対する現状のリスクとよ
り長期的なリスクを十分に理解していまし
た。それらのリスクには、米国における多
額の赤字や約10％に及ぶ失業率、一部の欧
州国におけるさらに大きな債務負担など、
一部の先進諸国が今も抱える弱点が挙げら
れます。債務増加がもたらす影響への不安

はあったものの、一方では、赤字財政支出
の削減を拙速に進めることは景気回復を妨
げて不景気や低成長を招き、ここ数十年の
日本と同様になりかねない、という懸念も
聞かれました。

先進諸国と新興経済諸国が直面している課
題は大きく異なります。富裕国、特に米国
と欧州は深刻な失業問題と山積みの債務に
直面しています。一方の新興経済諸国では
インフレが深刻な問題として立ちはだか
り、食の安全保障という課題も抱えていま
す。2050年までに世界人口は91億人に達
し、農産物の需要は倍加すると予想されて
います。その間に、農業食品システムは、
資源不足や気候変動のためにさらなる制約
と変動に見舞われるでしょう。

新たなる懸念
一方で、新興経済諸国への大規模な資本流
入は資産バブルやインフレを引き起こす可
能性があるとの懸念もありました。また、
金融危機の主要因の1つであった長引く世界
経済の不均衡に関する活発な討論もありま
した。中国ほかアジアの高貯蓄国は、欧米
の消費大国、特に米国の増え続ける債務を
引き受け続けています。中国は通貨高を管

理する必要があるとする一般協定があった
ものの、世界最大の債務国である米国と世
界最大の債権国である中国が自国経済のバ
ランス化のためにいかに協力するか、そし
てどれほど早くそれを達成できるかという
コンセンサスは得られませんでした。この
ことは、保護貿易主義や貿易摩擦につなが
る「通貨戦争」への警告を促しました。

世界経済のより長期的な見通しとさらなる
世界的な金融危機勃発の危険の程度は、米
国と中国がいかに自国経済を再建させるか
に大きく左右されることは明らかです。米
国は高水準にある政府債務の対GNP比と
赤字財政支出への依存の削減、失業率の低
下、人事資源のキャパシティ強化のための
教育への投資を通じて、脱工業化後の確か
な未来を作り出さなければなりません。一
方の中国は、輸出主導経済から内需主導経
済への転換を進めるとともに、長期的な高
成長実現のために教育に投資する必要があ
ります。

• 増え続ける債務や高止まりする失業率などの重大なダウンサイド・リスクが存在す
るものの、今年の世界経済の見通しは概して良好といえます。

• さまざまな速度で進行する世界経済は、世界的な経済不均衡や気候変動といった課
題へ取り組むための多国間の協働をより困難なものにしています。

• 不均衡是正への取り組みは、発展途上国と先進諸国両方のすべてのステークホル
ダーにとって最も重要な課題です。

• 共通価値の創造のために政府や企業、市民が手を取り合う際には、新たな社会契約
が必要となります。市民はもはや権利を与えられた第三者ではないのです。

「世界には2007-2008年以前の『オールド・
ノーマル』に戻ってしまう潜在的リスクがあ
ります。新興経済諸国は輸出を続け、先進諸
国は輸入を続け、不均衡は改善されないまま
です。これは新興経済諸国にとって最大のリ
スクです。なぜなら、これらの国々は輸出依
存モデルから内需モデルへと転換している
からです」

朱民、国際通貨基金特別顧問、ワシントンDC；
世界経済フォーラムファンデーション・ 
ボードメンバー

2つの速度で進む世界成長
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米国と中国は各々の経済バランス化のため
に論理的に連携しなければなりませんが、
中国の成長率は約10％、米国の失業率はそ
れとほぼ同レベルにあり、協力は政治的に
困難な状況にあります。さらに、来年行わ
れる米国の大統領選挙と中国の政権交代が
選択肢を狭めています。さまざまな速度で
進行する世界経済では、世界的に景気が回
復し始めた後のG20が示すように、協働は
さらに困難になっています。しかし、膠着
状態や政治の行き詰まりは許されません。
グローバル・ガバナンスの再設計を討議す
る時間は終わったのです。今求められてい
るのは、必ずしも世界規模でなくとも実践
的な解決策を通じた行動なのです。

包括的な成長
最初のセッションから、包括的な成長の必
要性を背景において世界経済の見通しが
議論されました。年次総会の裏で勃発した
チュニジアやエジプトの政治的混乱は、国
際社会の失業問題、特にグローバル化の敗
者の立場にある若年層と長期的失業者への
取り組みの緊急性を浮き彫りにしました。

世界的不況で白日のもとにさらされた不平
等という問題に取り組むことは、発展途
上国と先進諸国両方の政府や企業、市民団
体にとって世界同時危機後の最も重要な課
題です。機会の平等と公平を確保できなれ
ば、社会的および政治的不安につながりま
す。何ら悪いことをすることなく教育を受
けてきたにもかかわらず、職を見つけるこ
とができない大学の卒業生たちのことを考
えてみてください。学校教育への参加を拒
まれる、あるいは職場で男性と同等の機会
を与えられない女性のことを考えてみてく
ださい。

また、今後40年間で世界人口が約22億人増

加するという、人口爆発の「クラスター爆
弾」を考えてみてください。年間の人口増
加率が2％以上ある60カ国の大半は、低所
得国ないし中所得国です。地球上の限られ
た資源を持続的かつ責任を持って管理する
ために国家が協働しなければ、生活水準に
対する期待の高まりに応えることはできま
せん。

包括的な成長を確かなものにするには、
気候変動や不正行為、ジェンダー・
ギャップへの対応、教育とヘルスケアの
利用といった、さまざまな活動領域にお
ける進展が必要となります。不平等の解
消がままならずに資本主義と民主主義が
非難を浴びる時、必要となるのは、共通
価値創造のために政府や企業、社会全体
が手を取り合い、互いに支え合う有益な
関係に基づいた、新たな社会契約の存在
です。

世界規模の失業：構造的問題

「カンクンは国際社会にとって大きな1歩と
なります。しかし残念ながら、地球にとっては
非常に小さな1歩なのです」

クリスティアナ・フィゲレス、国連気候変動枠
組条約（UNFCCC）事務局長、ボン
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政府は機会の創出に重点的に取り組まなけ
ればなりません。国家は経済繁栄のための
条件を促進し、社会で最も不利な境遇にあ
る人々と向き合うだけでなく、教育や能力
開発、衛生、その他の必要不可欠なサービ
スに投資が行われるよう徹底する必要があ
ります。例えば北欧諸国は、公的セクター
が提供する社会福祉事業によって従業員の
採用や解雇が容易になり、労働市場の柔軟
性が向上しています。結局、成長とは、す
べての人々に均等な機会を提供する社会を
通じて社会的流動性を生み出し、社会のた
めに冨を生み出せる者がそれを実現できる
よう保証することで可能になるのです。

新興経済諸国：成長の牽引役
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G20アジェンダの支持
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金融危機後の数カ月間、G20は急務であった
構造改革に取り掛かる熱狂に満ちていまし
た。ひとたび世界的な金融危機が回避されれ
ば、為替レートの不均衡の是正と構造改革へ
の多くの処置に着手する必要がある、という
全体認識がありました。

そうした崇高な意図にもかかわらず、これ
は実現しませんでした。債券市場の急落に
よって、焦点は、緊縮財政プログラムと、
景気刺激策プログラムによって生じた巨額
の赤字への配慮に移ってしまったのです。
そして重点のシフトは、矛盾する目的の原
因となりました。G20を構成する19カ国と
欧州連合の財務大臣と中央銀行総裁は、
経済成長の促進と甚大な貿易不均衡への対
応、そして一部の国で深刻なレベルと化し
ている失業問題への取り組みの継続を求め
ました。しかし同時に、際限のない赤字と
それに伴う緊縮財政への傾倒に対して増大
する恐怖が、景気刺激策が支援すると目さ
れた景気回復を遅らせたのです。
 
こうした相反する目的の結果は、G20で演
じられたように、機能停止に等しい決断の
引き延ばしでした。

その次は
ダボスでの世界経済フォーラム年次総会
2011を通じて、G20の役割は危機の真った
だ中で世界的不況を回避することであると
確認されました。しかしまた、グループの
将来に対する明快なビジョンの欠如と、不
況を回避する能力に対する疑念の声も聞か
れました。

今年の年次総会で挑発的に使われた新たな
流行語の1つが、「G-0（ゼロ）」でした。
これは、グローバル・ガバナンスの無秩序
が事実上リーダーシップの存在しない新た
な世界を作り出していることを示唆したも
のでした。

そうした状況を放置し続ける危険は、協調
の効果的な手段がなければ、世界は有害な
保護貿易主義の増加という新たな事態を容
易に迎えてしまうという点にあります。そ
うしたシナリオが極限まで進めば、世界的
な景気後退となることは明らかです。さら
に悪化すれば、G20がこれまでの努力で何
とか回避してきた恐慌状態に陥ってしまい
ます。少なくとも、緊縮財政重視という新
たな姿勢は成長を遅らせ、構造改革の徹底
をより困難にすることは確かです。

• G20は、危機の真っただ中で世界的不況を回避するために有益な存在です。
• 一部のアナリストからは、リーダーシップが存在しないグローバル・ガバナン
スの無秩序な世界を意味する、「G-0（ゼロ）」という言葉が聞かれました。そ
うした世界は、有害な保護貿易主義の増加につながる可能性があります。

• さらなる透明性を伴った規制や税制度、関税の統一性は、均等な機会に不可欠
です。

• G20は、市場規制と景気拡大に適した起業の柔軟性とを組み合わせた国際協定
をまとめることができます。G20が唯一の選択肢なのです。

「危機が日々の見出しを飾るものでなくなっ
たと感じている今、私たちは、そしてG20メン
バーも、努力が足りないのかもしれない、緊
張感が足りないのかもしれないという実に現
実的なリスクにさらされています。それこそ
がまさに危険である、と私は考えます。私た
ちはこの事態に立ち向かう必要があります」

アンゲラ・メルケル、ドイツ連邦首相

債務を積み上げるOECD諸国
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より皮肉な提言としては、最も現実的な権
力の再編は事実上G2、つまり米国と中国が
新たな超大国ライバルとして世界を分け合
う、というものがありました。しかし、G2
はG-0（ゼロ）のアプローチと同じくらい
問題を抱えています。
中国と米国だけで新たな地政学的均衡が決
することはまずありません。フランス、英
国、ロシアは恐るべき核保有国です。イン
ド、パキスタン、イスラエル、そしていず
れはイランも、核保有国として台頭してき
ています。欧州は内部で分裂しているよう
に見えたとしても、ユーロ圏は今や、教育
レベルも高く比較的裕福な3億3100万人の
消費者を抱える市場なのです。

欧州連合の総面積と経済力は、基準を定め
る上で、世界の他国に対して侮り難い影響
力をもたらしています。結論を言えば、少
なくとも経済的観点からは、グローバルな
政治の新たな方向性は超大国の競争ではな
く、多極型の地政学的アライアンスの1つと
なる可能性があります。

唯一の選択肢
新興経済諸国への経済力の継続的移転は新
しい現実を生み出し、OECD諸国の枠を超
えた効果的な経済協調の拡大が必要である
との認識のもと、1999年にG20は発足しま
した。そして過去10年間は、これを裏付け
てきました。しかし、複雑な世界規模の問
題に取り組むためにはG20は完全とはいえ
ません。

G20に対する不満の多くは、このグループ
は一種の世界政府として機能し、世界をよ
り良いものにする普遍的な政策を定めるも
のという見当違いの期待から生じていま
す。こういう事態は、近い将来には実現し

そうにありません。その代わり、G20の主
な価値は、各国が抱えるさまざまな問題の
影響を経済大国に理解させる世界的なディ
スカッション・グループとして機能するこ
とにあります。

実際は不完全ながら、今年の年次総会では
「G20は唯一の選択肢である」という強い
思いも聞かれました。G20の重要性を取り
上げた今年のディスカッションの1つでは、
あるパネリストがいら立ちながらこう問い
かけました。「私たちに他に何が残されて
いるのですか。G8の時代に戻りたいと本当
に思っている人がいるのでしょうか」

今日のグローバル化した市場では、中小企
業でさえ世界市場への輸出にますます依存
しています。世界経済が前に進むために
は、効果的な事業戦略策定の前提条件とな

る均等な機会の創造に必要な規制や税制
度、関税の統一性とさらなる透明性が不可
欠です。世界には、これを効果的に実現さ
せることのできる組織が必要なのです。

一部のパネリストからは、危機を切り抜け
た企業の大半が以前よりもスリムで健全に
なっている、という話が聞かれました。多
くの企業は現金を大量に積み上げています
が、将来的な規制の不透明さのために、自
身の事業拡大や雇用創出への投資には二の
足を踏んでいます。透明性の欠如が景気
拡大と新規雇用の創出の妨げとなってい
るのです。米国の大手投資銀行のトップ
が述べたように、バーゼル3があるとして
も、今や国際的な規制の枠組みは複雑にな
り過ぎ、完全に理解できる人は皆無です。
ダボスの多数のパネルで強く提起された懸
念としては、過剰な規制はシャドウ・マー
ケット、つまりヘッジファンドやよりコン
トロールが困難となる可能性があるハイリ
スクの他の事業へと資本を逃避させてしま
う、という不安がありました。市場規制と
起業の柔軟性を絶妙に組み合わせた国際協
定が必要とされています。そのためには効
果的な調整が必要であり、この点について
もまた、G20は中心的役割を担う組織とい
えます。

投資シェアを伸ばす新興経済諸国
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ソブリンの投資で抜きんでる中国と中東

「私たちの最優先事項は、巨額の政府債務と
いう亡霊の退治でなければなりません。赤字
に取り組みつつ成長を推し進める選択肢も
ある、という主張は間違っています。2番手を
売り込むために1番手を後回しにすることは
できません」

デビッド・キャメロン、英国首相
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リスク・レスポンス・ネットワークの構築
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2011年のグローバルリスクの展望はこれま
で同様盛況で、目のくらむような多数のリス
クと機会がありました。

いくつかの新しいリスクが現実として表面
化しています。

第一に、現在のグローバルリスクはこの世
界と同様、緊密に相関しており、衝撃はこ
れまでよりもはるかに早く世界に広がると
いう認識が高まっています。この「リスク
のグローバル化」は、年次総会のディス
カッションで赤い糸のようにつながってい
ました。リスクは工場で作られる製品と違
い、「メイド・イン・ジャパン」や「メイ
ド・イン・USA」といった表示はできませ
ん。リスクは「メイド・イン・ザ・ワール
ド」なのです。

第二に、金融危機とそれに続く景気後退で明
らかにされた、加速するグローバル化の代償
は、さらなる衝撃に対処する能力をほとんど
持たない不安定かつ脆弱な世界でした。

第三に、突発的な衝撃は多大な影響を与え
得るものですが、今日の世界が直面してい
る最大の課題は、環境や水、食糧、エネル
ギーの連鎖、世界的な健康問題、社会的不
公平、資源不足、核兵器拡散についての時
間のかかる破綻、あるいは「忍び寄る」リ
スクといったものです。これらリスクの多
くが持つ長期性と遅行性という性質は、甚
だしく過小評価されることが多いことを意
味しています。続く人口増加、エネルギー
需要の増大、そして高まる気候変動の影響
を受け、水、食糧、エネルギーの連鎖は世
界における極めて重要な懸念となってきて
います。

最後に、テクノロジーは変化するリスク展
望の柱となります。無数の携帯デバイスを
通じた今日のハイパー・コネクティビティ
は、わずか5年前には想像もできないもの
でした。スタクスネット・ウィルスからト

ロイの木馬、ウィキリークス、政治不安
におけるソーシャルメディアの役割まで、
一連の衝撃的な出来事はインターネットが
もはや「仮想」世界ではないことを示して
います。現実世界の一部として強く絡み合
い、力を広げ、最悪のシナリオと最良のシ
ナリオを増幅させています。

こうした冷静な評価のなか、参加者はいわ

ゆる「ホワイト・スワン」を忘れないよう
促されました。つまり、ドイツの再統一や
1990年の南アフリカにおけるアパルトヘイ
ト（人種隔離）の廃止、グリーン革命、テ
クノロジー革命の功績といった予期しない
よい驚きのことです。そうしたポジティブ
な衝撃は、新しい現実の重要な特色となる
でしょう。

グローバル・ガバナンスのギャップ
新しい現実を決定づける特徴の1つに、世
界規模の相互依存性があります。いかなる
ステークホルダーも単独で重要な課題に取
り組むことは不可能です。同時に、G20の
ディスカッションやグローバル・ガバナン
スで明らかにされたとおり、リスクに共同
で対応する中央集権的な監視役や団体、国
家機関は存在しません。概して、調整は場
当たり的かつ断片的になります。
多極化した世界への移行は事態を複雑にし
ています。力は新興経済諸国（欧米から離

• 新たなリスク展望は緊密に相関した一連の衝撃であるという特徴があります。そ
の影響力はローカル・レベルでは異なるものの、まさに世界規模といえます。リ
スクからの回復力が低下している一方で、世界はますます不安定かつ脆弱になっ
ています。

• 多極化した世界の台頭は、既存の協力メカニズムの問題点を深刻化させるととも
に、中央集権的な機関を欠いた状態の中、リスクに共同対応する能力を弱めてい
ます。

• 世界経済フォーラムは年次総会2011において、リスク・レスポンス・ネットワー
ク（RRN）を発足させました。

• RRNは、新たなリスク展望に対するより良い理解、管理、対応をするための予備
的、分析的、そして実践的なネットワークとして機能します。

エネルギー需要増の大半は新興経済諸国に起因
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れた国々）だけでなく、広く拡散した利益
を有する世界規模の非政府組織や多国籍企
業にもシフトしています。そして、相反す
るインセンティブや異なる基準と価値など
のグローバルリスクへの対応改善を決定的
にする条件は、同時に協調的対応の実現を
非常に困難かつ面倒なものにしているとい
うパラドックスがあります。

こうした問題の複雑性は、国際機関や国家
政府の対処能力を超えています。その結
果、国連の気候変動交渉の失速、世界規
模のマクロ経済的不均衡に対する管理能力
の欠如、未完のドーハ開発ラウンド、核兵
器拡散根絶に向けた枠組みに対する課題な
ど、一連のグローバル・ガバナンスの破綻
が起きています。

世界的金融危機、そして社会的緊張や社
会不安という状況を鑑みて、現在のシス
テムの微調整をはるかに超えた新たな取
り組みのモデルや基準が必要だという満
場一致の合意がなされました。グローバ
ル・ガバナンスにおける既存の機関や構
造は異なる世界を念頭に設計されてお
り、新しい現実には適していません。

21世紀のリスク対応の構築
20世紀のシステムでは、21世紀のリスクを
管理できません。そこで必要となるのが、
政府や産業、市民団体、学界を一堂に集
め、相互関連的なグローバルリスクに共同
で対応するための新たなメカニズムです。
この切迫した必要性に対応するために、世
界経済フォーラムは2011年の年次総会でリ

「長い間、そのモデルは自然災害の原因でし
た。世界規模での心中といえます。前世紀の
大半において、経済成長は豊富な天然資源に
支えられてきました。私たちは成長のために
掘り続けてきました。繁栄のために燃やし続
けてきました。先のことを考えずに、消費の
正当性を信じていたのです」

バン・キムン、国連事務総長、ニューヨーク

「私たちは、概念的な枠組みを構築したわけ
ではありませんでした。共通の基準があるこ
とを証明するよう確たる行動を取ってはき
ませんでした。その証拠が、本来ならばすべ
ての国にとって共通の目的となるべき時の、
ドーハ・ラウンドでの合意未達と気候変動に
関する協定の未達です」

アピシット・ウェチャチワ、タイ首相

人口圧迫が引き起こす水ストレス
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スク・レスポンス・ネットワーク（RRN）
を発足させました。RRNは以下のものを結
びつけます。

• 全世界の最も関連性のある意思決定者
– 一流企業や政府、国際的な規制主体の
リスク管理者が参加する、新規かつ独
自のコミュニティを形成します。

• 最も説得力のある洞察
– グローバル・アジェンダ・カウンシ
ル、そして世界の一流大学と民間セ
クターのコンテンツ・プロバイダー
によるネットワークを含む、世界経済
フォーラムにしかない知識獲得と洞察
から導かれます。

• 最適なツールやサービス
– 独自かつ特別設計のリスク分析および
リスク管理プロセスを開発し、意思決
定者による重要なリスクの詳細と状況
の把握を可能にするだけでなく、危機
の際には先取的な対応を支援します。

その機能は、早期警戒と対応を行うシステ
ムとして、リスク軽減に固有の「知識と行
動」のギャップを埋める一助となります。
さらにRRNは、革新と成長の機会の認識、
理解をサポートし、「過去の修復ではな
く、未来の修正」を目指しています。

将来を見据えたガバナンスは、政府や企
業、市民団体を問わず、厳しい選択を行っ
て将来の課題に対処しようとする意欲を支
援しなければなりません。特にRRNは、国
際社会が国家や団体、組織という人為的な
分類の先を見据え、一連の共通基準や価値
に向かうための支援を行う必要があります。

これら共通するリスクに適切に対応してゆ
くことで、来る世紀が人類の最高の時代と
なるか、あるいは最後の時代となるか決ま
ることでしょう。

増え続ける天災と人災
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