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家族の人情であった。研究のために「戻って来

たい」と思ったのではなく、「この人たちにまた

会いたい、友人になりたい」と思ったのである。

エステバ氏が、&�� /���������� /�
����	��の

著者の �人だということに気づいたのは、日本

に帰国してからだった。その半年後、私はオア

ハカを再訪し、そこからエステバを含む 
��

リーダーのオーラルヒストリーの収集や現地で

の活動概要の調査を開始したのである。エステ

バの遍歴と思想は第１章で取り上げた。会社員

～ゲリラ活動～官僚、大学教員～
��リーダー

というエステバの遍歴と彼の思考回路は、会社

員～官僚～大学教員という私の遍歴とモノの見

方に驚くほど似ていた。

表紙に込めた意味

出版後１か月という本稿の執筆時点で、本書

の反響云々を語ることは時期尚早である。ただ、

知人からの反響という点で、表紙に用いた挿画

が好評であることには気を良くしている。

絵は、サポテコ人の母系社会として知られる

フチタン市にある公民館や図書館が一体となっ

た公共施設の中庭に面した壁に地元の子供が画

いた壁画「地球の未来は貴方の選択次第」の一

部分である。実際の壁画は左右に破壊と共生が

描き分けてあり、左側には近代文明が環境を汚

染・破壊していく有様が、右側には緑に覆われ

た地球（当然、メキシコが中心になっている）

や野生動物の絵が描かれていた。表紙の挿画は

左側の破壊に関する部分である。

具体論と抽象論が交錯する本書の表紙には、

写実的な写真やイラストは用いたくなかった。

かといって、抽象的すぎる記号や図形のような

ものにもしたくなかった。その点この壁画は、

子供らしい素朴さや可愛らしさがある一方、イ

リイチやエステバの近代文明や産業社会批判に

共通するような部分がみられ、本書の内容や私

の意図を暗示するなかなかの選択だと内心自負

している。

言い訳と期待

本書の内容について、ラテンアメリカ地域研

究者からは、素人ゆえの基礎情報の欠落など多

くの批判が寄せられることは覚悟している。と

りわけ文化人類学者からは、コムニダ内部に関

する記述や分析の欠落を指摘されるかもしれな

い。しかし、通読した読者にはご理解いただけ

ると思うが、本書は目線をやや上方に設定し、

メタ～抽象レベルでの社会変革およびそのため

の対話・コミュニケーションを意識しているの

である。

今日、市民社会論、ネットワーク論、公共空

間論が様々な分野で関心を集めている。グロー

バル化とローカリズムの相克をいかに捉え、向

き合うかは、人類的な命題である。本書が、こ

の普遍的な問題意識を基底に、グローバル化時

代における内発的発展論を再定義し、ローカル

な活動主体のネットワーク化による公共空間形

成の動態的把握を試みた社会理論の精緻化へ向

けたささやかな知的貢献となれば幸いである。

これから寄せられるであろう地域研究者からの

批判に謙虚に耳を傾けたい。特に本文では言及

していないが、個人的には、本書で取り扱った

内容について、今後、マルチチュード論との関

連での議論の深化を密かに期待しているところ

である。 □■

『ウォルマートの新興市場戦略～中南米で存在

感を増すグローバル・リテイラー』（芙蓉書房

出版、����年）� 東京経済大学経営学部・丸

谷雄一郎
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筆者は本書以外にも共著も含め ��冊以上執

筆してきたが、これまでに執筆した拙著は、私を

含めた著者や編者あるいは出版に関わる編集者

が、原稿執筆以前に企画書を作成し、その企画書

に沿って個人やグループで研究がなされ、出版

されるという経緯で出版されてきた。しかし、

本書は上記の経緯を経ることなく、以下で示す

４つの小さな幸運が重なることで出版された。

第 �の幸運は本書の執筆のきっかけとなった、

私と共著者大澤氏との研究会での出会いである。

私は当時名古屋市近郊の三好町にある愛知大学

経営学部で教鞭をとりながら、メキシコにおけ

るウォルマートの市場参入戦略に関する研究を

行っており、その研究の中でウォルマートの中

米進出に関する情報を得ていた。そんな折、中

米地域における企業経営を研究対象としていた

大澤氏と出会ったのである。ラテンアメリカの

企業を研究対象とする研究者は多くない上、中

米とメキシコは地理的に見ても関係が深く、当

然相互に影響を及ぼしあう地域であったため、

話をするうちに意気投合し、「何か一緒に研究

をしたいね」ということになったわけである。

第 � の幸運は、大澤氏がウォルマートの中

米進出とほぼ同時期にグアテマラに外務省の

専門調査員として赴任することになったことで

ある。この赴任は本書の第４章において反映さ

れたウォルマートの合弁企業の役員や現地の流

通事情に詳しい専門家へのインタビューにつな

がった。ウォルマートの関係者への接触は非常

に困難である。筆者もウォルマートの本国であ

る米国やメキシコにおいて、同社へのアプロー

チは多様な手段を用いて行っているが、ガード

は非常に固く、店長や従業員レベルなどへのイ

ンタビューは行うことはできても、現役の役員

レベルへのインタビューはこれまでのところ行

うことができていない。今回のインタビューの

実現は、共著者の現地におけるネットワーク構

築の努力と粘り強い交渉を前提に可能となった

ものであるが、ウォルマートの情報管理を含め

た管理体制が十分に整わないこの時期に共著者

が接触を行うことができたことも大きくインタ

ビューの成否を左右したと考えられる。

第３の幸運はインターネット環境の整備であ

る。本書のベースとなる共同研究や学会での共

同報告はインターネット環境に依存して行われ

た。研究の方法は、筆者がおおよそのフレーム

ワークを提示し、必要と考えられる資料を日本

からメールや一部郵便によって送付し、共著者

がそのフレームワークをアレンジし、現地での

資料収集やインタビューを行い、その結果をメー

ルでやり取りすることを繰り返して行った。研

究成果は ����年 ��月 ��日神戸大学で行われ

た「ラテンアメリカ政経学会」全国大会で報告し

た。共著者は仕事の都合により神戸大学に来る

ことはできなかったが、携帯メールを通じて送

付された共著者のメッセージを聴衆に示し、そ

の後の懇親会におけるやりとりの内容も早急に

共著者に伝えることができた。その後の原稿執

筆も実際に会うことはほとんどなく行われてお

り、中米と日本のこれまでの通信事情を考えれ

ば、本研究はインターネット環境の整備といっ

た状況によって可能になったものといえる。

第４の幸運は戦略研究学会からの機会提供で

ある。本研究は学会後も頂いた多様なコメント

を踏まえつつ継続されていた。しかし、筆者の

大学移籍と大澤氏の帰国がほぼ同時期に決まり、

研究は継続が危ぶまれていた。そんな折、恩師

であり本書の監修者となられた三浦俊彦先生よ

り、戦略研究学会という新しい学会で、ストラ

テジー選書という新たな研究書シリーズが企画

されており、原稿を募集しているというお話を

頂いたのである。この募集の情報がこの時期に
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伝わっていなければ、おそらく共同研究の成果

は中途半端なまとめに終わり、公表されたとし

ても大学紀要など一部専門家を対象とする出版

物になされるにとどまっていたと考えられる。

４つの小さな幸運が積み重なることによって

出版された本書の内容は以下の通りである。

第 �章「グローバル・リテイラーが注目する

新興市場」では、グローバル・リテイラーの新

興市場への進出の経緯と現状について示した上

で、グローバル・リテイラーが注目する新興市

場の変遷と現状について示し、グローバル・リ

テイラーが新興市場に注目する要因についても

示した。

第 �章「ウォルマートのグローバル市場参入

戦略」では、今回の題材であるウォルマートの

経営戦略の概要と経営戦略におけるグローバル

市場参入戦略の位置付けを示した上で、ウォル

マートのグローバル市場参入戦略を示した。そ

して、最後に苦戦する先進諸国市場の代表例で

ある日本におけるウォルマートの市場参入戦略

について示した上で、今後の展望について若干

示した。

第 	章と第 章では、第 �章で示したグロー

バル市場のうち、ウォルマートが今後主に店舗

展開していくと想定される２つのタイプの新興

市場における具体的な戦略について述べていく

によって、ウォルマートの新興市場参入戦略に

ついて示した。

第 	章「メキシコ市場における現地適応化戦

略」では、経済開放政策により可能となったウォ

ルマートのメキシコ市場参入の経緯を示した後

に、ボデーガと呼ばれる現地の買収企業が本来

有していた低所得階層向け倉庫型ディスカウン

ト業態を、改良して全国展開するという現地適

応化戦略について示していくことによって、新

興市場参入後のしばらくした時点で主要標的と

なっていくと想定される低所得階層向けの適応

化戦略について示した。

第 章「中米地峡市場参入戦略」では、ウォ

ルマートが日本進出以降初めて本格的に進出を

果たし成功しつつある中米地峡市場への参入戦

略について、市場が狭く経済規模が小規模な地

域においては無視できない発展要因である家族

送金という切り口を含めて検討した。そして、

この検討を通じて西欧に対する東欧、中国に対

する東南アジアといった経済規模が大きい近隣

諸国と連携を深めることで成長を可能としつつ

ある新興市場への参入戦略を示した。

最後に、今後の研究予定と若干のお願いを示

す。本書出版後時間を経ていないが既に、多くの

貴重なアドバイスや多くの励ましのリアクショ

ンを頂いている。本書の出版ができたのもイン

ターネット環境の整備によるところが大きいが、

リアルタイムのリアクションの多くも、メール、

ブログおよびホームページを通じたものである。

筆者は『変貌するメキシコ小売産業～経済開放

政策とウォルマートの進出～』（白桃書房、���	

年）において、本書の検討対象企業であるウォ

ルマートの初期の国際市場参入戦略について検

討し、その後の新興市場の成長を踏まえた上で、

本書の基本的なフレームワークとなった、新興

市場における世界的標準化と現地適応化の同時

達成に関して、拙著『グローバル・マーケティ

ング』（創成社、����年）』『グローバル・マー

ケティング（第 �版）』（創成社、����年）で

その概略を示してきた。本書は上記のフレーム

ワークに沿った研究の第 �弾となったが、今回

は幸運が重なったための出版であったため、紙

数や期限の制約がかなりあり、ウォルマートが

店舗展開する市場のうち、２つの市場に検討対

象を絞った。

　今後は多く頂いたリアクションを踏まえて、
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ウォルマートの新興市場参入について、メキシ

コと中米諸国についてさらに深掘りすると同時

に、さらに対象範囲を拡大して研究していきた

いと考えている。

特に、今回取り扱った中南米 �市場の他に、

ウォルマートが現時点で進出済みである、.);'�

の一角で近年注目を集める概念である.�*（ベー

ス・オブ・ザ・ピラミッド）市場の規模が相対的

に大きいブラジルと ,;#�8の一角であるアル

ゼンチン、卸売での進出が既になされているイ

ンド、今後進出が有力視されているロシアにつ

いては、調査に向けた取り組みを開始している。

これらの諸国の事情に詳しい方や、今後この地

域の企業研究を行っていこうと考えている方で、

本書などを通じてこの分野の研究に関心をもた

れた方は連絡を頂ければと考えている（�1���(

アドレス：��"�=�[$E�����D�）。今回紹介した小

さな幸運のような出会いを期待しております。
□■

『ブラジルの都市問題―貧困と格差を越えて』（住

田育法監修、萩原八郎・田所清克・山崎圭一編、

春風社、����年）�京都外国語大学・住田育法

日本で桜の咲く時期、ブラジルでは復活祭を

迎える。今から 	�数年前、リオデジャネイロ

（以下、リオと略す）に筆者が留学していると

き、復活祭の休暇を利用して下宿の隣人の故郷

オーロプレットを訪問したことがある。夜行バ

スを降りて夜明けの古都に立つと、歴史の匂い

が漂う石畳の街路は、祭りの花びらで美しく飾

られていた。リオとは違う素朴な風景の印象は

強烈であった。やがて ��年後に、学生では叶

わぬちょっと贅沢なブラジル各地の観光旅行を

して驚いたのは、サンルイスやオリンダ、ベレ

ン、サルヴァドールなどの町並みも、オーロプ

レットによく似ているということだった。さら

に数年後にポルトガルを訪れ、それらの歴史都

市の景観は、リスボンやコインブラではなく、

大西洋に浮かぶアソーレス諸島にあると知った

とき、目から鱗が落ちる思いであった。要する

に、新世界ブラジルには大航海時代以降、本国

の特定の地域の単一の建築技術が伝わり、きわ

めて類似した植民地都市が各地に複数、誕生し

たのである。

ではなぜ、リオの景観はオーロプレットと異

なっているのか。それは、��世紀初頭にフラン

スの町並みを模した近代化が進められたからで

ある。つまり、徹底した古い町並みの破壊とモ

ダンな景観の創造がなされたのである。同時に

この過程で、富者と貧者の住み分けが進み、や

がて、本書の表紙に利用している、巨大なスラ

ムの誕生となった。

さて、本書執筆にいたる、研究会の経緯につ

いて振りかえっておこう。���	年 �月に日本

ラテンアメリカ学会第 �回定期大会で、筆者




