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世界の経済格差:1人あたりGNP

GNI per capita 2015

「格差」のルーツ：global化
「格差」のルーツ：
・大航海時代の16〜18世紀，貿易差額主義に
基づく大陸間交易体制が，欧州列強諸国によ
り構築された … 重商主義
・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
・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。
… この時期のglobal化は，
今日の個人・一般企業の
自由な移動とは異質。

https://data.world
bank.org/products
/wdi-maps

・やがて，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。

・最貧国 LDC … 多い
のはどんな地域？

経済格差が生む人の移動

資本主義下
の世界経済
システム
・産業革命 …
西欧の近代工
業化 ⇒ 原料
産地・市場の
植民地化
列強による
植民地拡大

南北格差
★最貧諸国で
移動が多くな
いのはなぜ？

帝国書院『新詳高等地図』（平24）

帝国書院
『最新世界史図説
タペストリー』（13
訂版）

同時代の主力
「ガレオン船」
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・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」がまだ汎世界的には成立しておらず，西欧など以外
国家
（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。

ハリウッド映画

Nation Stateと「国際」
国際」化
・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
資本主義経済と工業力
資本主義経済 工業力
の拡充が各国の国力
国力に影響するようにな
国力
り，資源
資源と市場
資源 市場の争奪競争が発生する。
市場
※”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
言語や「民族」文化を共有するが，
言語
異質な「民族」が，理念
理念で結集した”nation”もある。
理念

1945〜1970年代前半

「アメリカ化
アメリカ化」の時代
アメリカ化

・３極構造

・第二次大戦後，戦乱で疲弊した欧州に代わっ
て，アメリカが圧倒的な政治経済大国に
・アメリカの主導で，西欧と日本の自由主義体
制の整備が推進される。
・ドル基軸体制下の自由貿易体制 … GATT,
IMF ⇒ 企業活動が国際化
・自由と機会平等を掲げたアメリカには，有能な
人材が結集して，工業製品と文化コンテンツが
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
経営システムが世界に流布。
・社会主義革命で誕生したソビエト連邦を
盟主とする東欧諸国が独自の経済圏。

・これらは「国際
国際」問題となって，
国際
「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
国」を
は不完全に終わり，多数の「国
巻き込む「世界戦争
世界戦争」に帰結した。
世界戦争
・この時代の最後には，日本
日本も，ア
日本
ジア・西太平洋において大戦争
に参画した。

・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。

若者文化

大衆音楽

アニメ

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

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

・日本は，戦後復興を経た1955年以降，
驚異的な高度経済成長を成し遂げる。
・資源を世界から輸入し，工業製品を輸
出する「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
体制下で最も恩恵を受けた国に。
・圧倒的な経済大国になったアメリカと，
その後を急追した日本が，20世紀中頃
における経済活動の国際化を牽引。

90年代〜
自由貿易
のうねり

世界の自由
貿易協定

★1974石油危機， 不況・構造調整

（2009）

1980年代〜
・「途上国」に格差 … 産油国，
アジアNIEs， 低開発・最貧国

FTA発効件数の推移
発効件数の推移

・1994，NAFTA協定発効
・1998，ユーロ通貨圏成立

・旧植民地 … 開発途上国，一次産品輸出
※中国は独自の「自力更生」
政策で，世界経済から断絶

マイホーム

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

・ 航空輸送の発達で，人,モノの
迅速大量,長距離移動が便利に。
1969に登場したBoeing 747 →
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人・モノの流れの

ブロック化？

・90年代，EUと東アジア市場が急拡大。世界の貿易は「三極構造」に
⇒ 南北問題を内包しながらの 新たな「東西」ブロック構造？

日本のEPA交渉，経済連携の推進状況（2018年3月）

通商白書（2018）

・2000年代，BRICs諸国，湾岸産油国の市場拡大，中国経済の急膨張

・資源依存，国家統制が強い
ロシア経済の将来は不透明

ロシア

EU
アメリカ

中国
欧 州
経済圏

米州
経済圏

湾岸

東アジア
経済圏

インド

東南アジア

ブラジル

https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2018/2018honbun/i3110000.html

人口，資源，開発
余地をもつBrazil
経済に注目

「経済圏」と貿易流
・2020以降の趨勢 … 米中対立， EU解体？ ， インドの経済成長
資源

製品

大市場

主な
市場

世界貿易額の0.1%
以上を占める
二国間貿易

幸福度マップ（2006）

・GDP ⇒ 幸福度

Adrian White（英国の社会心理学者）による

通商白書（2019）

2000

・中国経済の急拡大
・EU内の経済統合
・環太平洋の経済統合
・アフリカは蚊帳の外

アメリカ23位

・青枠〇：先進国
・赤枠〇：新興・途上国
・赤塗り〇：1兆ドル以上
・青塗り〇：5千億ドル以上
・緑塗り〇：1千億ドル以上
・青線：先進国同士
・赤線：新興・途上国同士
・緑線：先進－新興・途上
国間

・上位：デンマーク，スイス，オーストリア
・アジア … 8位ブータン
ブータン，13マレーシア，
ブータン
82中国，90日本,102韓国

・2国間の線：太い順に
2千億ドル，1千億ドル，
500億ドル以上，未満
・香港との貿易は省略。
・IMF DOTSより作成。

2017

・主観的「幸福さ」を図る指標は容易でない。
・国連では「人間開発指数」を採用している。
・ブータンでは，「あなたは幸福ですか」への回答を重視。

・「least happy」率は，最貧諸国のほか，
どの地域・国が高いといえるだろうか。
・それはなぜ？

