
【主   催】早稲田大学  地域・地域間研究機構

【対   象】学生・教職員・一般

Language : English・Japanese (with simultaneous interpretation)
【言   語】英語・日本語（同時通訳あり）

入場無料・事前予約不要

【お問い合せ】
早稲田大学地域・地域間研究機構事務所
E-mail：oris-jimu@list.waseda.jp
Tel：03-5286-1458

Contact
ORIS Office Organizer : Organization for Regional and Inter-regional Studies

(ORIS), Waseda University

早稲田大学大隈講堂小講堂
November 23 (FRI.) 2018 　13:00－17:30
Okuma Small Auditorium, Waseda University

2018年11月23日（金）13:00-17:30
会　場

Chairperson：Prof. Hidetoshi NAKAMURA（Waseda University）
Speakers：
     ①The Global Environment and the Global Order
          ‒ Prof. Takahiro YAMADA
           （Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University）
     ②Rethinking the Global Health Governance 
          in Achieving the SDGs 
          ‒ Prof. Yasushi KATSUMA（Waseda University）
     ③The Global Economic Order and Authoritarian Regimes 
          ‒ Dr. Akira MATSUNAGA
           （Director, Center for Contemporary Islamic Studies in Japan）

Roundtable Discussion

Chairperson - Satoko UECHI（Waseda University)

Opening Address 13:00-13:10

15:05-16:35

16:40-17:30

13:10-14:50 Session 1　“Non-European Perspectives of Global Order”
Chairperson： Prof. Takashi YOSHINO（Waseda University）
Speakers：
     ①China’s “Belt and Road Initiative” and the Global Order  
          ‒ Prof. Rumi AOYAMA（Waseda University）
     ②Latin American States and the Global Order 
          ‒ Prof. Enrique PERUZZOTTI 
           （Universidad de Torcuarto di Tella, Argentina）
     ③African States and the Global Order
          ‒ Prof. Sadaharu KATAOKA（Waseda University）

Session 2　
 “Inter-regional and Cultural Perspectives of Global Order”

Program

14:50-15:05 Break

報告者：

セッション2「地域を超えた思想や文化の視点からの見直し」

①環境とグローバル秩序
　山田 高敬（名古屋大学大学院環境学研究科）
②SDGs達成へ向けた
    グローバルヘルス・ガバナンスとその見直し
　勝間 靖（早稲田大学）
③グローバル経済秩序と権威主義体制
　松長 昭（現代イスラム研究センター 理事）

総合司会：上地 聡子（早稲田大学）

開会の辞

司　会：吉野  孝（早稲田大学）

司　会：中村 英俊（早稲田大学）

13:00-13:10

15:05-16:35

全体討論16:40-17:30

13:10-14:50 セッション1「西欧以外の地域視点からの見直し」

報告者：

プログラム

①中国の「一帯一路」政策とグローバル秩序
　青山 瑠妙（早稲田大学）
②ラテンアメリカ諸国とグローバル秩序
　 Enrique PERUZZOTTI
 　（Universidad de Torcuarto di Tella, Argentina）
③アフリカ諸国とグローバル秩序
　片岡 貞治（早稲田大学）

14:50-15:05 休憩

The 4th International Symposium of Organization for Regional and Inter-regional Studies (ORIS) , Waseda University
早稲田大学 地域・地域間研究機構  第4回 国際シンポジウム

Beyond Anti-globalism : An Inter-regional ComparisonBeyond Anti-globalism : An Inter-regional ComparisonBeyond Anti-globalism : An Inter-regional Comparison

新グローバル秩序を考える
新たな視点
新グローバル秩序を考える
新たな視点
新グローバル秩序を考える
新たな視点

大隈講堂

Neither fee nor registration required



　近年、「反」グローバリズムの嵐が吹き荒れ、それは西欧諸国からその他の地域にも広がりつつある。1990年代には西欧諸国で、雇用
の喪失の原因を外国人労働者の流入に求める極右政党が台頭し、一部の国では議席を伸ばした。最近では、多くのEU諸国では難民
受け入れに対する抗議運動が起こる中で、イギリスでは2016年6月にEUからの離脱の是非を問う国民投票で離脱派が勝利を収めた。
また、アメリカでは、2016年11月の大統領選挙で、移民・難民の制限と「アメリカ第１」を公約に掲げる共和党ドナルド・トランプ候補が
勝利した。これらの運動や選挙結果に共通するのは、ネオリベラル政策――自由化、規制緩和――が引き起こした問題――産業の空洞化、
雇用の喪失、不平等の拡大――を真剣に解決しようとしない政府に対する国民の不満であった。しかし、グローバリズムへの批判は、西欧
諸国における経済政策とその効果に限られず、西欧以外の地域の視点からも地域を越えた思想や文化の視点からもなされている。
　本シンポジウムは、グローバル秩序を経済の視点からだけでなく、地域、思想・文化の視点から見直し、新グローバル秩序の理論化の
方向を模索することを目的とする。
　セッション１では、西欧以外の地域視点からのグローバル秩序の見直しを考える。もともとグローバリズムという発想は西欧諸国の
知識層の間で考案されたものであり、西欧社会の理念、制度、慣行、文化などを前提としていた。しかし、グローバリゼーションの波が
西欧諸国の国境を超えて、非西欧諸国にまで広がると、異なるグルーバル秩序の理念に衝突するのは当然である。このセッションでは、
グルーバル秩序概念が地域ごとに異なるものであることを明らかにする。
　セッション２では、地域を超えた思想や文化の視点からのグローバル秩序の見直しを考える。これまでのグローバリズムは西欧諸国
中心であり、同じ歴史、制度、宗教などを共有する国の間でのヒト・モノ・カネの移動であり、経済成長または開発を重視する点では、
大きな意見の相違はなかった。しかし、グローバリゼーションの波が西欧諸国という地域を超えて、非西欧諸国にまで広がると、
グローバル秩序に新しい要素を加えることも必要になる。たとえば、経済以外の要素を取り込むことが必要なら、持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals: SDGs）の達成を目指すうえで、地球環境との関係からグローバル秩序を見直す必要があり、
また感染症対策を含めたグローバルヘルスのガバナンスを見直す必要もあろう。さらに、権威主義体制の下でのグローバル秩序もあり
うる。したがって、このセッションでは、グルーバル秩序にどのような要素を加えるべきかを明らかにする。

第 4回  国際シンポジウム
「新グローバル秩序を考える新たな視点」

The 4th  International Symposium
New Perspectives on Global Order 

  In recent years the winds of anti-globalism have swept through the world, spreading through Western Europe and other regions. In 
the 1990s, far-right political parties emerged and gained seats in the legislatures of some Western European nations by feeding 
upon discontent over the loss of jobs due to an influx of foreign workers. More recently, as protest movements broke in many EU 
nations against the acceptance of refugees, Britain held a national referendum on June 23, 2016 that decided their nation would 
leave the European Union. In November of the same year, Republican candidate Donald Trump won the presidential election in the 
United States, running under an "America First" platform of restricting the number of immigrants and refugees. Neoliberal govern-
ment policies of liberalization and deregulation hollowed-out industries, caused the loss of jobs, and increased inequality - and 
these election results and protest movements all drew upon the dissatisfaction of people towards the failure of their countries' gov-
ernments to address such problems. However, criticism of globalism is not limited to the issues of economic policy in Western coun-
tries. There are also insights from other parts of the world: ideological and cultural perspectives that go beyond regional borders.
  This symposium explores not only economic views of global order, but also ideological and cultural perspectives, with the aim of 
considering theoretical approaches to a new global order.

【Session 1】
  This session will consider non-European perspectives of global order.   As the concept of globalism was originally something con-
ceived by Western intellectuals, it has presupposed the ideals, systems, customs, and culture found in Western societies. However, 
the spread of globalization beyond the West and into other regions has naturally resulted in a collision with different conceptions of 
global order. This session will explore differing regional views of global order.

【Session 2】
  This session will consider inter-regional ideological and cultural perspectives of global order. Until now, there has been a Western 
focus to globalism, in which there is movement of people, goods, and money among countries with shared history, institutions, and 
religion. Under such conditions, there were not major differences in opinion over issues of economic growth and development. The 
spread of globalization to non-Western regions has, however, made it necessary to add new elements to the global order.  For 
example, if it is important to adopt non-economic elements in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), one must 
re-examine the order's impact on the global environment.  It is also necessary to rethink the global health governance in achieving 
the SDGs.  Furthermore, it is conceivable that the global order can exist under authoritarian regimes.  The aim of this session will be 
to consider new elements that should be included in the global order.

趣　旨
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