地域・地域間研究機構 第 2 回 国際シンポジウム

早稲田大学

The 2nd International Symposium of Organization for Regional
and Inter-regional Studies (ORIS) , Waseda University

グローバリゼーションの進展と
Progress of Globalization and the Creation of New World Rules

新しい世界ルール づくり
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プログラム

新しい課題に対する解決の可能性を論じる。

Program

総合司会：鈴木 恵美 (早稲田大学)

13:00-13:05 開会の辞：弦間 正彦 (早稲田大学 地域・地域間研究機構長)

Overall host：Emi SUZUKI (Waseda University)

13:00-13:05 Opening Remarks：Masahiko GEMMA

(Director of ORIS, Waseda University)

13:05-13:45 基調講演

「切り離せないつながり: グローバリゼーションの
行き詰まりとグローバル・ガバナンスの限界」

13:05-13:45 Keynote Address：Richard HIGGOTT (Free University of Brussels (VUB))

“The Inseparable Connection:
The Stalling of Globalisation and the Limits of Global Governance”

リチャード・ヒゴット (ブリュッセル自由大学(VUB))
13:50-15:20 セッション1「ポスト貿易自由化」時代の貿易ルールづくり

司

13:50-15:20 SessionⅠ

“Rule-making for International Trade in the Post Trade-liberalization Era”

会：弦間 正彦

Moderator：Masahiko GEMMA

報告者：寺田 貴 (同志社大学)

Presenter：Takashi TERADA (Doshisha University)

林 正徳 (早稲田大学招聘研究員)

Masanori HAYASHI (Adjunct Researcher, Waseda University)

内藤 恵久 (農林水産省農林水産政策研究所)

Yoshihisa NAITO
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)

討論者：横田 一彦 (早稲田大学)

Discussant：Kazuhiko YOKOTA (Waseda University)

15:20-15:45 休憩
15:45-17:15 セッション2「グローバリゼーションとEUにおける危機」
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会：中村 英俊 (早稲田大学)

15:20-15:45 Break
15:45-17:15 SessionⅡ “Globalization and the crises in the EU”

Moderator：Hidetoshi NAKAMURA (Waseda University)

報告者：ジュリアン・ジャンデボー
(ブリュッセル自由大学(ULB))

Presenter：Julien JEANDESBOZ (Free University of Brussels (ULB))
Stephen Day (Oita University)
Discussant：Kumiko HABA (Aoyama Gakuin University)

スティーブン・デイ (大分大学)
討論者：羽場 久美子 (青山学院大学)

17:15-17:20 Closing Remarks：Takashi YOSHINO (Waseda University)

17:15-17:20 閉会の辞：吉野 孝 (早稲田大学)

2016.11. 24 [ 木 ] 17:20

13:00-

【対 象】学生・教職員・一般

早稲田大学小野記念講堂
Ono Auditorium, Waseda University

入場無料・事前予約不要

【言 語】英語・日本語（同時通訳あり）

Language : English・Japanese (with Simultaneous interpretation)

【主 催】早稲田大学 地域・地域間研究機構

Organizer : Organization for Regional and Inter-regional Studies
(ORIS), Waseda University

【お問い合せ】Contact
早稲田大学 地域・地域間研究機構事務所 ORIS Office
E-mail：oris-jimu@list.waseda.jp
Tel：03-3202-2537

・都電荒川線「早稲田駅」より徒歩 5 分
・東京メトロ東西線「早稲田駅」より徒歩 5 分

第２回 国際シンポジウム
「グローバリゼーションの進展と新しい世界ルールづくり」
趣

旨

1980 年代より世界はグローバリゼーションの波に飲み込まれた。①国際分業の進展により、モノの生産は効率
化・低コスト化する、②共通の知識や技術が世界中に流通し、成果が共有され利用者の選択の自由が広がる、③
ヒトの交流の活発化により異文化への理解が深まる、④世界各国の緊密化により、戦争は抑止される、⑤一国で
は手に負えない環境保全や貧困軽減などの課題への取り組みが可能になる、などの理想を実現するため、社会
経済活動のグローバル化が進められた。通商と国際貿易を主にモノについて促進するための WTO の設立や、ヨー
ロッパに限定されるものの EC/EU 域内単一市場の完成などはその主要な事例である。しかしグローバリゼーショ
ンの進展に伴い、ヒトの移動やモノの国際貿易をとってもルールづくりや合意の形成が困難な事例も見受けら
れるようになった。さらに資本、労働力、知的財産の国際間の移動など、モノの国際貿易という従来の国際的
な通商の枠組みを超える多国間の対応が必要になってきている。
本シンポジウムでは、「グローバリゼーションのいわば第１期が過ぎ、第２期に対応した新しい世界ルールづく
りが必要となっている」とする基調報告をもとに、２つのセッションで、合意形成・ルールづくりの実態とそ
の難しさ、新しい課題、解決可能性などを具体的に論じる。

The 2nd International Symposium
“Progress of Globalization and the Creation of New World Rules”
PURPOSE
Since the 1980s, the wave of globalization has significantly changed the world. Advocates of social
and economic globalization tend to make the following assumptions. ① The international division of
labor accelerates the trend of cost reduction, and increases production efficiency. ② People will benefit from better access to knowledge and technologies if they are shared on a global scale. ③
Increases in the international mobility of people improve their intercultural understanding. ④ International interdependence reduces the possibility of wars. ⑤ International cooperation enables states to
tackle global challenges such as environmental issues and poverty more effectively. Typical endeavors that pursuit these assumptions are the formation of the WTO and the European single market.
However, as globalization progresses to the next phase, new challenges arise in consensus building
and rulemaking at the multilateral level in areas such as international trade and the international
movement of people. In parallel, there is also an increasing demand for multilateral frameworks for
non-traditional trade issues such as the international movement of capital and labor, and intellectual
property rights.
In this light, the aim of this symposium is to discuss the practical issues of the consensus building and
rulemaking work. Based on the keynote speech, which raises the fact that the first phase of globalization is over and it is now necessary to tailor new world rules for the second phase, the symposium will
address issues such as the difficulties, new challenges, and possible solutions in two sessions.

