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Global化化化化とはとはとはとは？？？？

・人，モノ，カネ，情報が，短時間の間に
地球規模 で流動
・多くの人々が その流動に自由に接
したり参加でき，
・意識や希望しない人も，その影響に
日々さらされる状況

globe＝球体… 転じて「地球」

※他の類似語
・international… 国と国の”際” ， 国家間
・continental… 大陸規模，「国」を前提と
しない広がりを含意

⇒ global： 地球的… ”環球的”

・global（ization） が使用される
ようになったのは1990年代

・人 … 先進国→途上国：観光，ビジネス
逆：研修生，留学生，国際結婚，難民

・モノ … 国際貿易，投資の自由化
・カネ … 国際決済システム，投資信託
⇒投機資金
・情報 … 口伝,手紙→ 無線通信，e-mail

… 技術革新（船，飛行機，通信機，internet）

・そして，生活様式，価値観までが … 

・world … すべての国・地域， 世界地図でみる
… “広い世界” ， ”世界の広がり”

⇒global… 地球儀で眺める… “有限な地球”

・ local, traditional を消去してしまう
globalシステム
・激しいglobal競争と格差形成 …
「新自由主義」的価値観
⇒既存の，そして新たな「地球的課
題」の助長？

・ 旧ソ連の解体による東西冷戦の崩壊
⇒「世界共通」の課題認識
・途上国（NIEs諸国）の経済発展による
経済交流の急拡大
・（日本にとっては）超円高による企業の
海外進出の加速化
・WTO（1995）以後の自由貿易体制の
拡大・促進
・Windows95後の Internet の普及

・「領域性」の希薄化⇒国家国家国家国家
（近代国民国家）の優位性の
揺らぎ揺らぎ揺らぎ揺らぎ

何何何何がががが問題問題問題問題？？？？

社会に与える影響は社会に与える影響は社会に与える影響は社会に与える影響は？？？？

… それは良いことでは？ ＝
cosmopolitanismは人類の理想の姿？

⇒しかし cosmopolitanや internationalで
はなく “global”が使用される時， 「問題性」
が含意されることが非常に多い。

1990年代 … どんな時代？

★「地球地球地球地球環境」問題のclose up

… 「地球規模」の取り組み必要

… ”有限な地球”観の流布

⇒ global issue

※Fuller（1963）： ”Spaceship Earth”

… しかしこれらは今日の
「自由自由自由自由」で「継続的」な移

動とは異質異質異質異質。

重商主義重商主義重商主義重商主義下のglobal化

・重商主義の世界交易も，
自由競争を求める産業資
本の台頭と，自由主義経
済学の登場，そして植民地
経営コストの増大によって
終焉した。

・その代表的担い手である民間会社
「東インド会社」は，global企業の先例

・大航海時代の16〜18世紀，貿易差額主義に
基づいた大陸間の交易体制が，英・蘭などの
欧州列強諸国おいて構築された。⇒右下図

・国王の勅許を得て，交易だけ
でなく，軍隊を所持して治安に
当たるなど，植民地経営そのも
のものも担当した。

同時代の主力
「ガレオン船」

・市民革命を経た17〜19世紀の欧州に，
「nation」主権の近代国家 ”nation state”
（（（（日本語定訳は「国民国家」））））が次々成立。
・nation stateが欧州に登場した地政学的
要因は，この地域が大文明と大陸の縁辺
部にあって，複雑な地形の狭い領域に，多
くの「民族」が境を接して，抗争を繰り返し
てきた長い歴史がある。
・さらにこの時期，資本主義経済資本主義経済資本主義経済資本主義経済と工業力工業力工業力工業力
の拡充が各国の国力国力国力国力に影響するようにな
り，資源資源資源資源と市場市場市場市場の争奪競争が発生する。

・他方，この時代の世界的な交流は，現代のglobal化と近い点もある。

・それは，近代的な「国家国家国家国家」がまだ汎世界的には成立しておらず，西欧など以外
（江戸時代の日本も）は，「国」を超える活動への統制が弱い地域が広かったこと。

Nation Stateと「「「「国際国際国際国際」」」」化化化化

※”nation” … 自分たちは同じ「国民」だと信じる人々
の集まり。多くは，言語言語言語言語や「民族」文化を共有するが，
異質な「民族」が，理念理念理念理念で結集した”nation”もある。

・・・・この時代，” international”には，重
苦しいイメージがつきまとった。

・これらは「国際国際国際国際」問題となって，
「国際関係論」，「国際政治学」，
「国際経済学」といった，「国際」
の名を冠する学問が生まれる素
地となった。
・しかし，こうした「国際」間の調整
は不完全に終わり，多数の「国国国国」を
巻き込む「世界戦争世界戦争世界戦争世界戦争」に帰結した。
・・・・この時代の最後には，日本日本日本日本も，ア
ジア・西太平洋において大戦争
に参画した。
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・第二次大戦後，アメリカアメリカアメリカアメリカ主導下の「平和」で「自由」な社会経済体制の中で，
「international」のイメージは一気に改善改善改善改善する。

・ドル基軸体制下の自由貿易自由貿易自由貿易自由貿易体制 … GATT, IMF⇒企業活動が国際化国際化国際化国際化

・戦乱で疲弊した欧州欧州欧州欧州に代わって，アメリカが圧倒的な経済大国に

・自由と機会平等を掲げたアメリカアメリカアメリカアメリカには，有能な人材有能な人材有能な人材有能な人材が結集して，工業製品と
文化コンテンツ文化コンテンツ文化コンテンツ文化コンテンツが世界を席巻。
・封建的遺制のない実利主義，個人主義，自由競争から生まれた，20世紀を
リードする革新的経営システム経営システム経営システム経営システムが世界に流布。

1945〜1970年代前半

・日本日本日本日本は，戦後復興を経た1955年以降，驚異的な高度高度高度高度経済経済経済経済成長成長成長成長を成し遂げる。

・資源資源資源資源を世界から輸入し，工業製品を輸出する「加工貿易加工貿易加工貿易加工貿易」の産業構造を確立
して「経済大国」に。戦後の自由貿易体制下で最も恩恵恩恵恩恵恩恵を受けた国に。

・圧倒的な政治経済大国になったアメリカアメリカアメリカアメリカと，その後を急追した日本日本日本日本が，20世紀
中頃における経済活動の国際化を牽引。

・ 航空輸送の発達で，人,モノの
迅速,大量,長距離移動も便利に。
1969に登場したBoeing 747 →

・そのふさわしい担い手として，
「international」な人材人材人材人材が求め
られた

・この時期，global展開した最大のものは，アメリカアメリカアメリカアメリカの大企業大企業大企業大企業
とその製品，経営システム経営システム経営システム経営システム，そして「文化コンテンツ文化コンテンツ文化コンテンツ文化コンテンツ」の数々。

「アメリカ化アメリカ化アメリカ化アメリカ化」の時代

ハリウッド映画ハリウッド映画ハリウッド映画ハリウッド映画
大衆音楽大衆音楽大衆音楽大衆音楽

若者文化若者文化若者文化若者文化

マイホームマイホームマイホームマイホーム アニメアニメアニメアニメ
経営システム経営システム経営システム経営システム

・流通システム … 
chain store, super 
store, discount store, 
fast food, CVS etc.

・ハリウッド映画に写され

たアメリカ製品と生活スタ

イルは，世界の憧れに。

※20世紀初頭から，電気製品（Edison），大量生産システム（Ford），
飛行機（Boeing），化学繊維（Dupont）など，技術革新をリードした。

1））））為替・通貨体制の変動為替・通貨体制の変動為替・通貨体制の変動為替・通貨体制の変動
・・・・1971，，，，ドル・ショックドル・ショックドル・ショックドル・ショック … ドルの切り下げ，ドルの切り下げ，ドルの切り下げ，ドルの切り下げ，

1973年までに主要国が年までに主要国が年までに主要国が年までに主要国が変動相場制変動相場制変動相場制変動相場制へへへへ

1970年代の日本日本日本日本ととととアジアアジアアジアアジア

3））））諸国の諸国の諸国の諸国の外資外資外資外資導入政策導入政策導入政策導入政策
・・・・台湾台湾台湾台湾, Singapore, 韓国韓国韓国韓国がががが,70年前後から年前後から年前後から年前後から
輸出型工業輸出型工業輸出型工業輸出型工業の誘致政策への誘致政策への誘致政策への誘致政策へ

・・・・手法手法手法手法 … 輸出加工区，自由貿易区輸出加工区，自由貿易区輸出加工区，自由貿易区輸出加工区，自由貿易区（（（（FTZ））））
を指定し，を指定し，を指定し，を指定し，外国投資の保護制度外国投資の保護制度外国投資の保護制度外国投資の保護制度を整備を整備を整備を整備

・・・・円高円高円高円高下の下の下の下の日本企業日本企業日本企業日本企業の進出の受け皿にの進出の受け皿にの進出の受け皿にの進出の受け皿に

⇒⇒⇒⇒金融センターの金融センターの金融センターの金融センターの香港香港香港香港とともに「とともに「とともに「とともに「アジアアジアアジアアジア
NIEs」を形成」を形成」を形成」を形成

2））））オイルショックオイルショックオイルショックオイルショック
・・・・中東戦争を契機と中東戦争を契機と中東戦争を契機と中東戦争を契機とする産油する産油する産油する産油国の石油国の石油国の石油国の石油
値上げ。値上げ。値上げ。値上げ。73年末〜年末〜年末〜年末〜74年年年年1月までに月までに月までに月までに4倍倍倍倍。。。。
・・・・1970年代後半の日本年代後半の日本年代後半の日本年代後半の日本 … 円高円高円高円高⇒⇒⇒⇒コストコストコストコスト

削減削減削減削減のため現地生産現地生産現地生産現地生産へへへへ
⇒⇒⇒⇒企業が北米，アジアへ大挙進出企業が北米，アジアへ大挙進出企業が北米，アジアへ大挙進出企業が北米，アジアへ大挙進出

経済危機下の日本企業のアジア進出

・1985「プラザ合意プラザ合意プラザ合意プラザ合意」後の超円高により，日本企業はNIEs諸国よりも
物価の安いASEAN諸国（マレーシア，タイ，インドネシア）へ

1980年代年代年代年代

・さらに1990年代，改革開放政策
の持続により劇的な経済成長の
緒についた中国へ。
・特に，労働集約的な軽工業

・自動車自動車自動車自動車企業は，最大輸出先
アメリカでの現地生産へ
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国・地域で異なる
global化の意味

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GNI_PPP_Per_Capita.png

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4560.html

面積比例させた国別GDP分布図（World Development Report 2009）

・戦後，経済成長から取り
残され続けた地域がある。
アフリカアフリカアフリカアフリカの大半，中南米と
アジアの一部がそれ。

・なぜ「低開発」から脱出で
きないのか。

・植民地期から
続く負の遺産，
そして資本主義
経済システムに
根差した構造
的問題が。

… それが
容易に解決
しない南北
問題

②⇒ 1950・60年代に独立独立独立独立を果たす。
・基本的に，旧支配国の支援 ＋ 植民地
時代からの貿易振興。

南北南北南北南北問題問題問題問題

GNI per Capita ＜ 905US $

・第二次大戦後の国際課題：
①戦災国の復興，②旧植民地の
扱い，③共産圏諸国への対処

・ところが，先進諸国は1960年代に
は経済力を回復する一方，旧植民
地諸国の状況は変わらず。

今も低開発低開発低開発低開発の LeastDeveloped Countries

①⇒アメリカが軸となり復興支援。
・自由貿易の推進で経済回復へ。
・回復した先進諸国は1961年に
OECDを結成。1964，日本加盟。

・アフリカアフリカアフリカアフリカでは，部族対立が続発して
政情不安に。人為的国境が一因。

新編地理資料2009

・経済的自立を促す援助援助援助援助を続けて
「take off」（離陸）を待つ。… 先進国
もそれを経験したからできるはず（発展
段階説） … しかし一向にそうならず。

・どうすれば発展できるか？ …「開発経済学」

・自由貿易の推進（新自由主義）
… しかし先進国との格差は開くばか
り で， 独立しても植民地時代と変わ
らない状況に… 「新植民地主義」

・政府開発援助（ODA）問題 … 先進国から途上国
への莫大なODAには，高額の先端設備が導入され
ても遊休化したり，自国企業の参入を条件とする「ヒ
モ付き」が多かったり，現地ニーズとの不適合，開発
による人権侵害や環境問題，自助努力の停滞，有償
援助の債務累積など，その効果効果効果効果が問われてきた。

ODA額の推移

billion $

・UNCTADの設立 … 国連に新加
入した低開発・発展途上諸国の
支持で，77ケ国が結集し，1964年
に結成。 先進国OECD主導の開
発政策に対抗。

・初代事務局長 Raul Prebischの
理論 … 自由貿易が低開発国を
貧困化させる。その主因は一次産一次産一次産一次産
品品品品の交易条件悪化交易条件悪化交易条件悪化交易条件悪化。

・なぜ発展できないのか？

… 工業は，技術革新を続けて付
加価値を高めるが，一次産品には
そうした革新性はあまりない。先
進国の工業製品と，低開発国の
一次産品の交易を続けると，一次
産品の価格は相対的に低下

⇒低開発国が一次産品の輸出
＝「モノカルチャー経済モノカルチャー経済モノカルチャー経済モノカルチャー経済」に頼る
限り，貧困化し続ける。

・これは，低開発が構造化される原因は，先進国の
資本主義の支配体制にあり，低開発国はその従属
を断ち切らないと解消しないという「従属理論従属理論従属理論従属理論」へ。

「現代地図帳」

二宮書店2014
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ミンダナオ島ミンダナオ島ミンダナオ島ミンダナオ島ののののバナナ農園バナナ農園バナナ農園バナナ農園

鶴見良行『バナナと日本人バナナと日本人バナナと日本人バナナと日本人』岩波新書，1982

・世界商品のいち早い市場独占をめざし，
国ごとの政治経済体制の違いを乗り越え，
また政治力を特権的に活用し，世界的な資
源・市場管理のためのシステムを自ら構築。

多国籍多国籍多国籍多国籍企業企業企業企業 の経営システム

★その1つの姿姿姿姿が … 

・現業・製造部門 … 低廉な原材料, 労働力
… 現地国の制度や習慣にあわせ

・地域本部 … 現業部門の管理，市場調査，地
域文化にあわせたCM戦略，製品開発 etc.

・価値移転会社 … 法人税が安い，為替管理
が緩い

・統括本部 … 政府対応，金融管理，地域本部
の管理，製品・企業イメージの管理 etc.

⇒これこそが，「国際化」を超えた経済
活動の「Globalization」の原型

★その具体例が⇒

・1963年に日本がバナナ
輸入自由化する情報を得
たアグリビジネスが，日本
市場への大量輸出のため
に，中米中米中米中米で行っていたシス
テムをフィリピンに導入。

・フィリピンは，アメリカ領
以前のスペイン領時代に
大土地所有制が定着。ア
メリカ領後も，その土地を
取得して定着した人が多
かった。

・ミンダナオ島ミンダナオ島ミンダナオ島ミンダナオ島は，フィリピ
ンの辺境辺境辺境辺境で，未開地や遊
休地をアグリビジネスが
目ざとく見つけて取得。

・流刑地もあり，その受刑
者をも労働力に活用。

・自由化当初は，台湾台湾台湾台湾バ
ナナとエクアドルエクアドルエクアドルエクアドル産が多
かったが，70年代からは，
ミンダナオ産ミンダナオ産ミンダナオ産ミンダナオ産が独占

バナナ取引の構造バナナ取引の構造バナナ取引の構造バナナ取引の構造
（鶴見,1982）

村井吉敬『エビと日本人エビと日本人エビと日本人エビと日本人』岩波新書，1988

タイ南部の大規模なエビ池 Googleでみると⇒

エビの価格形成
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資源資源資源資源の偏在と「南南南南南南南南格差」

・1970年10月，第4次中東戦争が勃発すると，
湾岸6ケ国が原油価格を70％値上げ。1974年
からは2倍以上に引き上げ。OAPECも石油を
減産し，イスラエル支持国へ禁輸を決定。

⇒世界同時不況，日本は「狂乱物価」

…「資源ナショナリズム資源ナショナリズム資源ナショナリズム資源ナショナリズム」の台頭

・1979，OPECが石油を段階的に値上げ
・同年，イランが革命で油生産を中止。

⇒日本とは遠く，文化的にも「疎遠」だった中東中東中東中東
の情勢が，瞬時に日本人の生活を左右すると
いう点で，Global化を実感させる出来事に。

・石油価格の高騰は，エネルギーなど有用資源の
偏在による経済格差を「南」の諸国にもたらした。
・一方では，収益配分をめぐる内戦も。

帝国書院『標準高等地図帳』2008

・伊豫谷登士翁, 2002『グローバリゼーションとは何か』平凡社新書
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