
12050年世界をかたち作る6つのメガトレンド_抜粋版_J_2012.pptx2050年世界をかたち作る6つのメガトレンド_抜粋版_J_2012.pptx

2050年

2020年12月

世界をかたち作る

6つのメガトレンド
（抜粋版）



2

> Roland Berger Trend Compendium 2050 は、Roland Bergerのシンクタンクである Roland Berger 
Institute (RBI) がまとめた、グローバル・トレンドの調査報告書である。本稿では、現在から2050年
までの間に世界を形成する最も重要なメガトレンドを解説している

>当社のトレンド見解は、専門家の情報と評価に基づいている。推定値は、通常のケース、すな
わち世界経済の安定した発展を反映している

>現代のビジネス環境の不確実性を戦略立案に取り入れるためには、「Roland Berger・2050年トレ
ンド大要」のメガトレンドと、「Roland Bergerのシナリオ・プランニングのアプローチ」を組み合わせ
ることをお勧めする

地球規模の出来事として、新型コロナウイルスがパンデミックを引き起こして
いるのに、メガトレンドと向き合う価値はあるのか？
向き合うべきである！新型コロナによるパンデミックは、非常に短い時間の中で広範囲に影響を及ぼ
し、私たち自身にも深く影響を与えている。しかし、この出来事が、メガトレンドを脇役に変えることなどない。
それが、メガトレンドの本質であり、気候変動・社会の高齢化・テクノロジーの進化などといった本質的な要素は、
その方向性や重要性を失うことはない。このような課題に対処し、得られる機会を最大限に活用するためには、
これらのメガトレンドを認識し、理解することが、持続可能な解決策を講じるために最も重要なことである

2

安定した長期開発に焦点を当てた報告書「Roland Berger2050年トレンド概
要」 (Roland Berger Trend Compendium 2050) は…
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… 2050年までの世界の将来的な発展を形作る6つのメガトレンドに関して
言及

3
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> 高齢者支援率が低く、高齢
者に対する国家支出の負担
が重い場合、国家財政とし
て深刻な状況となる可能性
がある

> 但し、この指標は下記事項
による影響は反映されない

– 65歳以上の支援が不要な
人々や働いている人々

– 逆に、若いが働いていな
い人々

すべての地域で高齢化が進み、現役世代はより多くの高齢者を支えなけ
ればならなくなっていく。また、大陸間の差は依然として大きい

アフリカ

アジア
欧州北米

ラテンアメリカ
とカリブ

38.6 43.0 42.5 47.1

32.0 39.9

31.0
40.8 19.7 24.8

オセアニア

33.4 37.2

地域別の年齢中央値[年]と老年潜在支援率
2020年 vs. 2050年 [20～64歳の人／65歳以上の人]

3.5 2.4 3.1

6.6 3.1

13.0 9.2

4.4 3.1

1.9

6.8 3.2

2020 2050中央値の年齢 2020 2050老後の潜在的な支持率

出所：国連経済社会局人口部

1 人と社会
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気候変動問題を放置した場合、サハラ以南のアフリカ・南アジア・ラテン
アメリカでの気候変動起因の内部移民者数は2050年に1億4,300万人へ

サブサハラアフリカ

8,600万
南アジア

4,000万
ラテンアメリカ

1,700万
世界銀行:「気候変動を私たちに解りやすく、
身近なものに感じさせてくれるのは、気候移民
である」

> 2050年までの地球規模の気候・環境移民の
予測値は数多くあるが、2,500万人から10億
人までと広範囲に分布している

> 気候変動による移民の大多数は国内避難
民となる可能性が高い。増え続けている気
候変動問題（海面上昇、不作、水問題など）
から逃れるため、多くの人々は自国内での
移動を余儀なくされることになる

> 悲観的なシナリオ（高い温室効果ガス排出
量と不平等な開発経路と言った要因の組み
合わせ）として、世界銀行は、サハラ以南の
アフリカ、南アジア、ラテンアメリカで1億
4,300万人の内部移民を見込んでいる

> 世界銀行の推計によると、温室効果ガスを
削減し、開発計画に気候変動移民問題を
組み込むことができれば、気候変動が起因
で移動を余儀なくされる人々の数を80%削
減することが可能とのこと

2050年の特定地域における気候変動による内部移民（悲観的なシナリオ）

出所：世界銀行、IOM

1 人と社会
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細胞・遺伝子治療は、生体機能の回復や難病の治療を可能にする最も
有望なイノベーションの一つ

細胞治療や遺伝子治療は、現在、多くの製薬会社によって熱心な研究と投資が行われている。
その目的は、希少疾患の治療法を提供し、癌や心不全などのより広範な疾患に対する新たな治療法を可能にするためにある。
具体的には、遺伝子操作された細胞の使用や、患者の細胞内における欠陥や欠落した遺伝子の置き換え等の治療法がある。

26.0

1.91.0

17.7

0.4

13.2

2019

3.4
1.1

2020

2.5

2021

5.0

5.6

2022

8.8

8.9

2023

12.8

2024

1.3

2.9

6.0

10.6

2019～2024年細胞・遺伝子1)治療の売上高
[EURO bn ] 

遺伝子治療

細胞療法

細胞・遺伝子治療の機会

難病の治療が可能に

精密医療と個別カスタマイズの能力

ほとんどが一回限りの治療で済み、長期的な効果を発揮

将来的には、細胞のさらなる強化による新規治療メカニ
ズムの可能性。例えば局所ペイロード（サイトカイン等）
の分泌を介した方法

出所：Roland Berger、EvaluatePharma

1) 先進治療薬と医薬品（ATMP）の組み合わせを含む

2 ヘルスケア
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426

2020年 2050年

146

+193%

認知症のように高齢化と関連する疾患の増加傾向は、コストのかかる介
護の必要性が高まっていることを示唆している

> 世界の高齢者人口は増え続けている

> 世界的には、80歳以上の高齢者の数は2020年
から2050年までに3倍近い4億2600万人になると
予測されている

> 多くの高齢者は元気になるが、そうでない高齢
者も多く、特定の、より集中的なケアを必要とす
る高齢者の割合は増加している

> このような高齢者の介護が必要な病気の重要な
例として、認知症がある。初期の臨床症状として
は、会話や名前、出来事を思い出すことが困難
になるほか、無気力や抑うつなどが挙げられる。
後には、コミュニケーション障害、見当識障害や
混乱、行動の変化、最終的には会話、嚥下、歩
行が困難になるなどの症状が現れる

> 認知症は、患者の身体的・心理的・社会的・経済
的な影響を与えるだけでなく、ケア・システムを担
う医師・介護者・家族・社会全体にも影響を与え
てしまう

> 現在、世界では約5,000万人が認知症と共存して
いる。この数は2050年までに3倍の1億5,200万人
になると予想されている

> 2030年には、認知症が約3,000万人増加すること
により、コストが現在の1兆ドルから2兆ドルへと
倍増することになる

出所：国連経済社会局人口部、WHO、Alzheimer's Association 、Bertelsmann Foundation 、Roland Berger

80歳以上の人口
[百万人]

世界の認知症患者数
[百万人]

認知症の世界的コスト
[USD tr]

2018年 2030年 2050年

1兆 2兆
2018年 2030年

50
82

152

ヘルスケア2
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温室効果ガスだけでなく、自然環境や我々の健康を脅かしている汚染
は多数存在。夫々に対して情報に基づいた努力を講じていく必要がある

例

発生源

公害の削減と緩和のアプローチ
> 有害な汚染物質を禁止

> あらゆる種類の汚染に対して、より厳しい汚染限界値を設定

> 事業に排出物のない/排出量の少ないエネルギー生産と工業プロセスを
実装

> 循環型アプローチとより長持ちする持続可能な製品への切り替え

> より良い土地利用、廃棄物、光の管理方法を人々に伝え、改善を図る

土壌汚染

液体、固体または汚泥廃棄
物（オープンダンプや埋立
地など）。肥料として使用さ
れる下水汚泥に含まれてい
るマイクロプラスチック。殺
虫剤、除草剤、重金属など

産業、家庭、鉱山、農業

世界的に見ても、廃棄物
の33%は公然と捨てられて

おり、約40%が
埋め立てられている

騒音公害

交通騒音、飛行経路、重工
業、鉱業、建設現場など

自動車、航空、産業プラント、
鉱業、建設機械

世界で4億6,600万人が
難聴に苦しんでいる。
その原因の1位は、

年齢ではなく、ほとんどが
業務上の騒音

微粉塵、二酸化硫黄、一酸
化炭素、窒素酸化物、オゾ
ン、化学蒸気、花粉、放射
性大気汚染物質など

エネルギー生産・輸送・暖
房などのための燃料燃焼、
自動車からの非排出ガス、
自然災害、化学災害、原子
力災害

10人中9人が WHOの大気
汚染ガイドラインを超える
空気を吸っている

-大気汚染による死亡者は、
世界で8人に1人の割合

水質汚濁

廃棄物（特にプラスチック）
と下水、細菌、油、化学薬
品、農薬・除草剤、肥料、タ
イヤ擦り傷、金属、医薬品
など

工業・家庭の汚水、鉱山、
車両（船舶／油水、ゴミな
ど）、農業流出、流出

大洋ゴミベルトには広さ
1.6m km2に1.8兆個のプラ
スチック片が含まれている

タイトル光害

街路・場所・建物・工場の過
剰照明など

公共・民間インフラ

世界人口の83%が
光に汚染された空の下で

暮らしている

出所：LiveScience、WHO、WWF、Ocean Cleanup 、世界銀行、ナショナルジオグラフィック、International Journal of Science and Research、Roland Berger

大気汚染

3 環境資源
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2050年に向けて水と食料の需要が大幅に増加すると予想されている。
効率化とさらなる手段により対策は可能 (1/2)

水需要の主な
牽引要素

> 人口増加

> GDP成長率

> さらなる繁栄

> 都市化

> セクター別の変化

世界の水需要2015年1) 対 2050年 [km3] 

55%

20%

13% 12%

1%

2015 

4,135km3

37%

25%
22%

14%

1%

2050 

5,467 km3

灌漑 製造業電気 国内 家畜

持続可能な水資源管理の
ための主な手段

> 水の利用効率を高める

> 貯水への革新的な投資

> 水の配分の仕組みを再考する

> 水災害の軽減

> 排水処理の改善・流出量の
削減

> 開発途上国における水の供給
と衛生の促進

> 水のガバナンスを向上させ、
一貫性を持たせる

+32%

1) 2000年～2050年は2015年の値に基づく 2) BRIICS.ブラジル、ロシア、インド、インドネシア、中国、南アフリカ 3) RoW＝世界の残りの地域

出所：OECD、世界資源研究所、Roland Berger

3 環境資源
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2050年に向けて水と食料の需要が大幅に増加すると予想されている。
効率化とさらなる手段により対策は可能 (2/2)

食品
需要の主な牽引役

> 人口増加

> 食生活の変化を引
き起こす経済成長

食品
ギャップを埋める主な手段

> 生産性の向上

> 需要の管理

> 農業の強化と自然生態系の
保護の紐づけ

> 反芻動物の肉消費量の抑制

> 森林再生・泥炭地再生

> 生産関連の気候緩和対策の
導入

> 技術革新の加速

（2010年と比較して、）2050年の高い食糧の需要を満たす
ためにすべきこととは：
持続可能な食料の未来を実現するために2050年までに

埋めなければならない3つのギャップが存在

食の格差
...56%のカロリーを
生産している

56%以上

温室効果ガスの
緩和ギャップ

2℃（パリ協定の目標）を達
成するためには、農業と土
地利用の変化より、2050年

の年間11GtCO2eの温
室効果ガス排出量1)を
年間4GtCO2eに抑える必要
がある

2050

2050

15

4

11 GtCO2e/y

土地の格差

... インドの2倍の広さに匹敵

する593メートル・ヘク
タールの農地を開拓

2x
インド

2010

2010

12

1) 現在の生産性向上率では、農業と土地利用の変化による排出量は、2050年には年間15GtCO2eに増加する

出所：OECD、世界資源研究所、Roland Berger

世界の食料需要2015年1) 対 2050年 [km3] 

3 環境資源
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水、食糧、エネルギー資源はさておき、私たちの経済にとって重要な原
材料は数多く存在

中国
> アンチモン (74%)
> バーリテ (38%)
> ビスマス (80%)
> 原料炭 (55%)
> 蛍石 (65%)
> ガリウム (80%)
> ゲルマニウム (80%)
> インジウム (48%)
> マグネシウム (89%)
> 天然黒鉛 (69%)
> リン酸塩岩 (48%)
> リン (74%)
> スカンジウム (66%)
> 金属ケイ素 (66%)
> チタン (45%)
> タングステン (69%)
> バナジウム (39%)
> ライトREEs2) (86%)
> ヘビーREEs (86%)

アメリカ
>ベリリウム (88%)

ブラジル
>ニオブ (92%)

南ア
>イリジウム (92%)
>プラチナ (71%)
>ロジウム (80%)
>ルテニウム (93%)

コンゴ民主共和国
>コバルト (59%)
>タンタル (33%)

トルコ
>ホウ酸塩 (42%)

ロシア
>パラジウム (40%)

チリ
>リチウム (44%)

スペイン
>ストロンチウム(31%)

フランス
>ハフニウム (49%)

タイ
>天然ゴム (33%)

重要原材料(CRM)の分析内容：世界供給で最大シェアを占める国 20201)

厳選されたCRMとエンドユースの事例

ベリリウム：電子・通信機器、ゲルマニウム：赤外線光学、ハフニウム：超合金、ニオブ：磁石、ロジウム：自動
車触媒、リン酸塩岩：鉱物肥料、タンタル：コンデンサ、タングステン：工具

CRMに関するEUの分析

> 2011年以降、EUは世界の原材料供
給に関する報告書を発行

> 2020年（第4次）アセスメントでは、80
種類以上の原材料を対象としてお
り、これらがEUにとって重要か否か
を検討

> EUは、経済的重要性と供給リスク
が高い場合には、原材料を「重要」
と定義

> 現在、EUは30の原材料または原材
料グループを重要なものとして特定

2050年を見据えて

電気自動車やデジタル技術、風力発
電機などに使用される永久磁石の原
材料である希土類の需要は、2050年
までに10倍に増加する可能性がある。
2050年までに、EUは電子モビリティに
不可欠なリチウムを約60倍、電気自
動車のバッテリーに使用されるコバル
トを約15倍必要とする

出所：欧州委員会、Roland Berger

1)比率は、欧州委員会調査「EUのための重要な原材料に関する報告書」（2020年）を参考にしている 2）REEs.レアアース元素

3 環境資源
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経済力は新興国へとさらにシフトしている
- RCEPでアジア太平洋諸国は世界経済大国圏への道を開く

21,433

14,330

5,083

3,868

2,835

2,828

2,717

2,003

1,839

1,736

90,805

64,232

34,339

9,928

9,869

9,721

8,738

6,853

5,872

5,800

出所：Oxford Economics、 UN; Carnegie Endowment、 Roland Berger

GDP 2019年 GDP 2050年

2019年と2050年の名目GDPベースの上位10カ国 [億米ドル]

> 2020年11月、ASEAN10カ国に中国、日本、韓国、ニュー
ジーランド、オーストラリアなどアジア太平洋地域の5カ
国を加えた「地域的な包括的経済連携協定(RCEP)」が
発表された

>この協定は、約22億人の関係国との世界貿易の約
30%を占めており、EUを抜いて世界最大の自由貿易地
域となっている

> RCEPは自由貿易圏の中でも競争力があることは明ら
かであるが、その加盟国や他の貿易圏にとっても新た
な機会となる。この協定は、二国間協定や国レベルの
協定の数を減らしたり、置き換えたりすることができる
ため、他の自由貿易圏がアジア太平洋諸国との貿易
を容易にする可能性がある

地理的に、アジアは世界の経済力の
中心に位置していることを再確認している

2050年には、世界の経済プレイヤー上位5社の
うち3社が新興国からの進出となる

4 経済とビジネス
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AIの能力の進化は、無限に近いと予想されており、あらゆる仕事をこな
せるようになっていく

2050

明確な正解のない
質問に答える

2020

ワンショット学習
未知の物体の画像を1枚だ
け見て、現実世界のシーン
で一般的な人間と同じように、
物体を認識できるようになる

囲碁で世界一
（人間と同じトレーニング）

トップ40のポップ
・ソングを作曲

街中を走る
（5キロレース）
二足走行で最速の人間
のランナーを打ち負かす

テレフォン・バンキング
のオペレーター

ニューヨークタイムズの
ベストセラー小説を執筆

2024 2025 2026 2027 2028 2034 2049

AIの専門家によると、50%の確率で、2060年までに、無人の機械が人間の労働者よりも優れた、より安価にあら
ゆる仕事をこなすことができるようになると予想。2140年頃にはすべての職業が完全に自動化される1)

AIが人間のパフォーマンスを50%の確率で達成するタイムライン1)

高校の小論文を
書く
盗作検出器にひっかからな
い前提

1) 機械学習研究者の国際調査に基づく

出所： Journal of Artificial Intelligence Research、 Roland Berger

5 技術とイノベーション
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未来の（リベラルな）民主主義が脅かされており、独裁的（選挙）な傾向
は過去10年で急増

ヨーテボリ大学の民主主義の多様性（V-DEM）データセットは、200カ国
以上の470以上の指標をカバー

V-DEMによると、選挙制民主主義は、結社の自由や表現の自由など、
多くの制度的特徴が自由で公正な選挙を保証するシステム

出所：ヨーテボリ大学/V-DEM研究所

独裁化は世界的に加速する：民主主義的特徴の衰退

> 2001年以来初めて、独裁国家が世界の過半数を
占めた（世界人口の54%を占める92カ国）。
一方、選挙制民主主義国と自由民主主義国は、
世界人口の46%を占める87カ国で構成

> 国際的には、ハンガリーが例として挙げられてお
り、現在ではEU史上初の権威主義体制の加盟国
に分類。
独裁化は、軍事的・政治的に大きな影響力を持つ
主要な人口を抱えるブラジル、インド、トルコに影
響を与えている

> 民主主義の特筆すべき特徴である表現の自由は、
過去10年間で最も多くの国で減少。
現在31カ国が、表現の自由とメディアの自由に対
する攻撃による影響を受けている。
10年前の「アラブの春」で初めて見られたように、
親民主主義の市民抗議を目的としたソーシャル・
メディア・ツールの大量採用もまた、国内外の反
民主主義勢力による悪用（フェイク・ニュースや陰
謀論の流布など）を引き起こしている

閉鎖的な自公政権

選挙民の独裁国家

選挙民主主義国家

自由民主主義
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グローバル・ガバナンスの未来は、流動的な状態にあるように見える。
国際的な権力は地政学的な同盟と競争によって形成されていく

主体のネットワーク
>権力は、世界的にも国内的にも、さまざまな国家と非国家の主体
同士で共有されている

>すべての主体が協力して、効果的なハイブリッド型のガバナンス
の下で地球規模の課題に取り組み、紛争のリスクを軽減する

>企業とメガシティのリーダーが主役

>非国家の主体は、重要かつ本質的なサービスを提供する

>民間のサービスは、多くの人にとって手頃な価格ではない状態

>アクセスや機会の不平等により、社会的結束力が低下する

多国間主義
>国家とは、世界の不安定さを軽減するために多国間機関を利用
して協力し、世界秩序に最も影響力を持つ主体である

>現在の規範や国際制度は、新たな国の利益や世界的な課題に
対応すべく、効果的なプロセスを経て改革される可能性が高い

>強力で効果的な国家機関は、政治的、社会的、環境的な問題に
対処する能力を持っている

>政府は許容できるレベルの支援と福祉を提供することができる

フラグメンテーション
>グローバル・ガバナンスを機能させることは、ほぼ不可能な状態。
国家、企業、巨大都市、その他の非国家主体が、不安定な環境
の中で力を競い合う

>協調性は希薄で頼りにならず、自分勝手なだけ

>国家はサービスを提供することができず、非国家主体によって搾
取されている

>規制や保護がないため、不平等や無法地帯が台頭する

>国家と国民の間の社会契約が侵食され、高いレベルの不確実性
と不安を引き起こしている

多極性
>大国とは、例えるならば、親密な国家や同類の国家が集まるブ
ロック内の主役である

>ブロック内では、大国が主導し、国同士は協力し合う。また、ブ
ロック同士が互いに権力と影響力を競い合う

>激しい競争は、不安定さ、資源の不平等、多国間機関の非効率
化をもたらす

>新興国は立場を強化するために脆弱性を標的にする

> 「ルールブック」への挑戦は紛争と危機を引き起こし、民主主義
的な特性は圧力を受けている

強力な国家

パワーの拡散

協
力
関
係

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン

グローバル・ガバナンスの4つの未来

出所：英国政府/国防省、Roland Berger

6 政治とガバナンス
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