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1. 問題の所在

　1980年代の後半以降、世界システムは新たな
動態を示してきているように思われる。周知のよ
うに、1985年のプラザ合意以降の円高傾向は、日
本企業に本格的な国際化をもたらした。より一般
的に把握するならば、こうした事態は世界システ
ムの中核における競争がそこを拠点とする企業に
新たな戦略を選択させたものと了解しえよう。続
けて日本企業を例にとるならば、円高と貿易摩擦
とを背景にした多国籍企業としての本格的な展開
は、アメリカ合州国などの先進諸国における現地
生産に拍車をかけるとともに、激しいコスト競争
に対処するために、東南アジアを中心とする発展
途上諸国における現地生産をも一層拡大すること
になった。
　さらに、こうした東南アジアでの現地生産のあ
り方は、1980年代前半までのそれとは明らかに
変化してきている。すなわち、進出先の社会の発
展状況に応じて、生産する製品の種別や生産シス
テムのタイプを選択的に配置する戦略が顕著に
なってきているのである1。言葉をかえていえば、
このことは発展途上国が位置する世界システムの
周辺に、従来の分業システムにおけるものとは異
なる役割が付与されてきていることを示すものと
いえよう。とりわけ、低賃金労働力を利用する単
なるアセンブリーを超えた、より資本集約的な生
産システムの配置や現地企業との取引関係の形成
はこうした変化を裏書きしているように思われ
る。
　もとより、多国籍企業による新たな戦略の選択
が直接的な契機ではあるものの、こうした世界シ
ステムの昨今の動態は、システムの個々のユニッ
トにおける内的要因に媒介されて現れることにな

ろう。なかでも、新たな生産システムに適応でき
る労働者の育成や多国籍企業との取引関係に堪え
られる自生的企業（indigenous enterprise）の
育成に関わる国家の政策と、なによりもそうした
自生的企業それ自体の力量が重要な要因となるこ
とが想定される。このように推論を進めるなら
ば、多国籍企業の新たな戦略が契機となった世界
システムの昨今の動態は、いわゆる「新国際分業
（new international division of labor, NIDL）」
（Fr�bel et al.,1980）にとって代わる、いわば
「ポスト新国際分業（post-NIDL）」へと世界シス
テムがその内実を変容させる過程として把握する
ことができよう2。
　本稿は、周辺社会に照準してこの変容の可能性
を分析しようとする試みの一環である。とりわけ
本稿では、日本企業の動向に注目しながら3、周辺
社会のひとつであるマレーシアを事例として4、
言及したような労働者の技能形成のあり方とそれ
に関連した（主として企業以下のレベルにおけ
る）労使関係の変容を検討することが直接の課題
となる。この作業はまず、上記のような国際分業
の変容を 2 つの分業を比較することによって、
post-NIDLの種差性（specificity）を明示するこ
とから開始される。

2. 新国際分業から「ポスト新国際分業」へ

　われわれはすでに別のところで、周辺に視座を
設定して、NIDLに先立つ、いわば「（旧）国際分
業」をも含めた3つの国際分業を類型化したこと
がある（山田,1998:183）5。ここでは、周辺社会
内部における変化をさらに敷衍しつつ、NIDLと
post-NIDLとを対照するかたちで両者の種差性を
簡潔に提示してみよう。
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　①世界システムの内実をなす国際分業は、主と
してシステムの中核を出自とする資本のイニシャ
ティヴによって形成されてきた。この際、とりわ
け第二次世界大戦後においては、多国籍企業とい
う組織形式をもつ中核資本の戦略がシステムの分
業を第一義的に規定してきたといえよう。NIDL
においては、まさにこうした多国籍企業が周辺社
会における工業化のイニシャティヴを担っていた
のに対して、post-NIDLにおいては、少なくとも
多国籍企業だけではなく、それとの多様な取引関
係を通じて自生的企業が工業化に関与する程度が
大きくなる可能性がある6。
　②工業化7のタイプに関しては、NIDLにおいて
は、多国籍企業によるイニシャティヴとその誘致
のためのインセンティヴの提示、低賃金労働力を
利用した労働集約的なアセンブリー、輸出入のた
めの関税免除などによって特徴づけられる輸
出志向型工業化（e x p o r t - o r i e n t e d
industrialization）であったのに対して、post-
NIDLにおいては、NIDLにおける工業化のタイプ
に加えて、より資本集約的な重工業や情報化の趨
勢に対応する工業など多様な工業化が特徴とな
る。
　③産業のタイプに関しては、NIDLにおいては、
軽工業を主軸とする労働集約的な工業（あるいは
工程）が中心であったのに対して、post-NIDLに
おいては、重工業をも含めた多様な工業が形成さ
れる可能性がある。
　④国家の政策に関しては、NIDLにおいては、主
として多国籍企業を誘致するための一連のインセ
ンティヴ提示8にほぼ限定されていたのに対し
て9、post-NIDLにおいては、政策対象は多国籍企
業にとどまらず、部品や資材の現地調達の増大を
通じた自生的企業の育成と技術移転がより積極的
に模索される10。
　⑤多国籍企業と周辺における自生的企業との関
係に関しては、NIDLにおいては、関税免除を一つ
の背景として多国籍企業の側に（外注などの）関
係形成のインセンティヴが存在しなかったうえ
に、なによりも自生的企業の技術的力量が乏しい
ことから、ほとんど一切の関係が形成されていな
かったのに対して、post-NIDLにおいては、販売・
下請・合弁などを通じた取引関係が形成されつつ
ある。

　⑥労働者の技能形成に関しては、NIDLにおい
ては、（②および③にも関連して）多国籍企業の
戦略がなによりも低賃金労働力を確保することで
あり、産業のタイプも基本的には不熟練・半熟練
労働者に依拠することに問題はなかったから、必
ずしも熟練労働者の育成が追求されなかったのに
対して、post-NIDLにおいては、（②および③の過
程の背景として）多国籍企業の戦略が半周辺・周
辺における地域的差異に対応して選択的に拠点を
配置することにシフトしてきていることから、少
なくとも周辺の一部においては熟練労働者の形成
が本格的に模索されている。
　⑦生産システムと労使関係に関しては、NIDL
においては、労働集約的な工程における労働者の
「従順さ（docility）」と低賃金とが分業における
ニッチ（n i c h e ）を形成していたことから
（e.g.,Deyo,1989）、企業以下のレベルにおける雇
主による「専制（despotism）」と産業以上のレベ
ルにおける国家による「排除（exclusion）」とに
よって特徴づけられたのに対して、post-NIDLに
おいては、しばしばコンピューターを用いた生産
システムが導入されて、より付加価値が高い製品
を生産することによって分業におけるニッチが追
求されることから、（「専制」が継続されながら
も）企業以下のレベルにおける労働者による「関
与（involvement）」を通じた創発性の調達と産業
以上のレベルにおける国家による「統合」が模索
されている。
　⑧階級・階層の構成に関しては、NIDLにおいて
は、工業化を通じて雇用が大量に創出されたこと
をうけて労働者階級の形成が本格的に進展したの
に対して、post-NIDLにおいては、工業化の一定
程度の高度化をうけて労働者階級に内的な差異
（格差）が発生するとともに、労働者階級とは区
別される多様な「中間層」11が形成されてきてい
る。
　⑨（⑧に関連して）社会的格差に関しては、
NIDLにおいては、工業化を通じてGDPが拡大する
過程においても、低賃金労働者の集積によって貧
困が継続したのに対して、post-NIDLにおいて
は、貧困の問題が完全には解決されない一方
で、GDP拡大の帰結として「ニュー・リッチ（New
Rich）」12と呼ばれる富裕層が形成されつつあり、
新たな格差の拡大と対立の契機（？）が生じてき



－113－

ている。
　⑩世界システムの総体に関しては、NIDLから
post-NIDLへと移行するにつれて、（②および③の
過程を背景として）周辺の一部が半周辺へと上昇
し、（半周辺から周辺へと下降する地域がなけれ
ば）半周辺ゾーン13が拡大することによって、（⑨
の過程をひとつの根拠として）世界システムにお
ける紛争地域が拡大する可能性がある。さらに、
周辺において資本主義的工業化が一層進展するこ
とによって14、資本主義的社会関係の専一化傾向
が強まることになる。

　以上、われわれはpost-NIDLの種差性をNIDLと
比較対照するかたちで特定してきた。以下では、
マレーシアを事例として、本稿における直接的な
課題である上記の⑥と⑦との過程を具体的に検討
することにしよう。

３．マレーシアへの直接投資の動向

　上記の課題を検討するにあたって、まずマレー
シアへの直接投資の動向を確認しておこう。それ
というのも、NIDLからpost-NIDLへの移行はなに
よりも多国籍企業の戦略の変化によって引き起こ

される以上、その量的および質的動向を把握する
ことが求められるからである。全体的な傾向とし
ては、1997年にタイで発生した通貨危機の影響
を受けて1996年以前に比べると投資額は伸び悩
んではいるものの、電気および電子の分野を主軸
としてゆらぎを伴いながらも投資は継続している
（図3－１）（ジェトロ,2001:191-196）。
　マレーシアへの投資国についても、1990年代
を通じて個々の国ごとの量的多寡はめまぐるしく
変動している（図３－２）。通貨危機以降、マレー
シアに対して最も多くの投資を行っている国はア
メリカ合州国であり、電子と電気の分野に多くの
投資を行っている。1999年のデータをみると、合
州国は51億5890万リンギ15の投資を行っており、
そのうち27億4100万リンギが電気・電子分野に
投資されている（この分野の投資認可額の46.1
％を占めている）。日本は1989年にはマレーシア
への最大の投資国になったものの、その後台湾に
首位を譲り、1990年代後半においては日本国内
の景気停滞の影響もあって、投資額は年ごとに大
きく変化している（例えば、1995年においては再
び投資額が第1位に返り咲いたものの、1999年に
はアメリカ合州国に大きな差をつけられて（投資
額は10億610万リンギ）第2位にとどまっている）16。
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　念のため断っておけば、だからといって日本企
業の多国籍企業としての展開は終息したわけでは
なく、1990年代を通じて継続している。例えば、
多国籍化の指標となる海外生産比率に関しても、
1980年代の後半からほぼ一貫して緩やかに上昇
してきている（図３－３）。さらに、投資先に関
しても1980年代後半から1990年にかけては北ア
メリカやヨーロッパへの投資が拡大したのに対し
て、1990年代後半からは再びアジアへの投資が
拡大してきているのである（表３－１）。マレー
シアへの投資の継続は、こうした傾向の一環だと
いえよう。
　それでは、どのような分野に投資が集まってい
るのであろうか（表３－２）。1999年についてみ
ると、やはり投資額の第1位は電気・電子の分野
で59億4640万リンギに達している。第2位は石
油・石油化学の分野で、投資額は31億4780万リ
ンギである17。よく知られているように、マレー
シアにおいては1970年代から半導体などのエレク

トロニクス分野への投資が大きな比重を占めてい
るが、この傾向は現在でも継続しているといえよ
う。
　日本からの直接投資を産業分野ごとにみても、
やはり同様の傾向が窺える。すなわち、1998年に
ついてみると投資額の第1位は電気・電子の分野
で8億1680万リンギに達しており、1999年につい
ても額は減少しているものの、やはりこの分野へ
の投資額は第1位で4億9670万リンギに及んでい
る（ジェトロ,2001:196）。それでは、以上のよう
な投資傾向のもとで、マレーシアにおいては労働
者の技能形成はどのようなかたちで進められてい
るのであろうか。

４ .労働者の技能形成と労使関係の変化

　ここでは、世界銀行、国連開発計画、およびマ
レーシア政府（経済計画部 Economic Planning
Unit）の３者によって1995年に実施された調査
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のレポートに依拠して（The World Bank,1997）、
上記の課題を果たしていこう。このレポートは、
「マレーシアにおける産業訓練と生産性に関する
研究（Malaysia Industrial Training and Pro-
ductivity Study, MITP）」というテーマのもと
に実施された。
　この研究は、半島部だけではなく東の島嶼部を
も含めたマレーシア全土から、所有形式、産業、規
模などの点で多様な企業（合計2200社）を対象
として、労働者の技能訓練の有無と形式、新たな
生産技術の導入状況、品質管理活動の有無と実
態、およびそれらと生産性との連関について質問
紙調査を試みた結果であり、労働者の技能訓練に
関する大規模調査としては初めての試みである
18。以下では、本稿の課題に照らして、（１）新技
術の導入傾向、（２）労働者の技能訓練の実態、
（３）労使関係の変化、のそれぞれについて確認
していこう。
（１） 新技術の導入傾向
　post-NIDLにおいては、NIDLにおける労働集約
的で単純なアセンブリーをこえて、コンピュータ
システムなどを導入したフレクシブルな生産シス

テムが模索されることが想定されていた。マレー
シアにおいても、こうした傾向が顕著に確認され
る。1992年以降に新技術を導入した企業を規模
と所有形式ごとにみると、全企業の44.2％が何
らかの新技術を導入していることが窺える（表４
－１）。企業の規模についてみると、予想される
ように規模が大きい企業ほど「新技術（new
technology）」の導入に積極的であることがわか
る19。次いで、所有形式についてみると、自国
（domestic）企業よりも外国企業とのジョイント
ヴェンチャー（joint-venture）の方が、さらに
はジョイントヴェンチャーよりも「100％外国資
本（100%foreign）」企業の方が導入傾向は高く
なっている。
　こうした傾向の原因は、おそらくは企業規模に
由来する技術革新のための資金力の差異だけでは
なく、それぞれの企業が志向する生産システムの
差異にも依存しているように思われる。事実、導
入された新技術の具体的な項目をみるならば、そ
のことが窺えよう。例えば、CADやCAMなどの導
入 を 意 味 す る 「 コ ン ピ ュ ー タ ー 化
（computerization）」と「ライン・オートメーショ



－117－

ン（line automation）」については、全般的に導
入傾向はそれほど際立ってはいないものの、それ
でもジョンイントヴェンチャーや「100％外国資
本」の方が自生的企業よりも「ライン・オートメー
ション」の導入企業数が多くなっている。
　それに対して、「新しい機械（new machine）」を
導入した企業の割合は全般的に高くなっている。
なかでも、自国企業の方が、外国資本が出資して
いる企業よりもその導入率が高くなっている。さ
らに、企業規模についても、「新しい機械」は規
模が小さいほど導入率が高くなっている。これら
のことは、自国企業における生産のあり方が必ず
しもオートメーションなどの統合的なシステムを
なしていないことを示唆するといえよう。要する
に、技術革新のあり方が多国籍企業においては体
系的かつ戦略的であるのに対して、自国企業にお
いては個別的かつ完結的であるこということにな
ろうか。
　このことに関連して、R&D、ISO9000シリーズの
取得20、統計的手法を用いた品質管理の採用など
に関しても、外国資本が出資している企業の方が
自生的企業よりも実施率が高くなっており、多国

籍企業における生産システムがより体系的である
ことが窺えよう（表４－２および表４－３）。とり
わけ興味深いことは、R&Dを実施している企業の
割合はジョイントヴェンチャーの「大企業」が最
も多く、次いで「100％外国資本」のなかの「大
企業」であり、最も少ないのは自国企業における
「零細企業」だということである。このことは、マ
レーシアを「開発拠点」として位置づける多国籍
企業が、現在のところそれほど多くはないことを
示しているといえよう。
　最後に、post－NIDLへの移行という観点から
「ライン・オートメーション」の意味を確認してお
くならば、オートメーションという生産システム
がなによりも省力化という効果をもたらすことを
考慮に入れるならば、こうした生産のあり方の変
化は産業の資本集約化を意味することになり、
NIDLにおいて想定されていた産業の労働集約的性
格がまさにNIDLの担い手であった多国籍企業にお
いても少なからず失われてきていることを示すと
いえよう。
（２） 労働者の技能訓練の実態
　既存の生産システムに新たな技術が導入される

新技術導入 新技術非導入
企業規模 増加 同じ 減少 増加 同じ 減少
全般 50.7 37.6 1.4 21.6 56.6 3.6
零細 33.3 48.5 9.1 7.7 64.6 2.9
小 35.1 48.3 1.7 17 57.8 4.1
中 50.7 38.7 0.7 31.4 55 3.7
大 67.4 25.6 1 48.5 40.8 2.3
出所：The World Bank（1997:77）

表４－４　新技術の導入と訓練の変化（1992年以降）
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に際しては、そのような技術やそれに依拠した新
たなシステムに適応させるために、関連する労働
者に対して技能訓練が実施される必要があろう。
新たな生産システムが導入されてきているマレー
シアにおいても、この関連は確認されるであろう
か。
　表４－４から窺えるように、新技術を導入した
企業の方が、1992年以降に訓練を増加したもの
の割合は企業規模に関わりなく多くなっている。
そのことの反面として、新技術を導入していない
企業の方が、1992年以降も訓練の量を変えてい
ないものの割合は企業規模に関わりなく多くなっ
ている。したがって、この調査からも新技術の導
入、さらには新たな生産システムの導入と労働者
への訓練の量とは相関していることが窺える21。
　それでは、どのようなかたちで訓練が行われて
いるのであろうか。表４－５は、企業規模と実施
されている訓練の形式とをクロスしたものであ
る。この表からまず分かることは、訓練の実施率
と企業規模との大きな相関である。すなわち、企
業規模が大きいほど訓練の実施率は高くなってい
る（企業規模が小さいほど、訓練を実施していな
い企業の割合が高くなっている）。
　次に、訓練の形式に関しては、全般的に
「フォーマルな訓練」よりも「インフォーマルな
訓練」を実施する企業の割合が大きくなってい
る。この傾向は、企業規模が小さいほど高くなっ
ている。ここで、「インフォーマルな訓練」とは
企業内におけるOJT（On the Job Training）を
指している。このことは、行われている技能の多
くが、新規雇用者に企業の設備や作業手順につい
て周知させるといった、かなり基本的な技能の伝
達であるということを示唆している。しかし、新
たな生産システムに要求されるハイレベルの問題
解決能力には、むしろ確かな理論に基づいた
「フォーマルな訓練」が必要となろう22。

　表４－５から明らかなように、「フォーマルな
訓練」は20.7％の企業で実施されている。このな
かで、自社内でそのような訓練を実施している企
業は12.6％、外部で訓練を実施している企業は
13.0%だという。この際、“外部”とは「工芸専門
学校（po l y t e c h n i c）」、「職業／技術学校
（vocational/technical school）」、「高等技能訓
練大学（adv a n c e d  s k i l l s  t r a i n i n g
institutes）」、「技能開発センター（skills de-
velopment centers）」およびその他の政府機関
と、「製品の買い手／資材の提供者（buyer/mate-
rial suppliers）」、「民間の訓練大学（private
training institutes）」などの民間レベルの訓練
手段、さらには「海外での訓練（ov e r s e a
training）」を指している（The World Bank,1997:
12）。
　これらのなかで、よく利用されている訓練の手
段としては、政府機関では「技能開発センター」、
民間レベルでは「製品の買い手／資材の提供者」
および「民間の訓練大学」などで、企業規模に関
わりなく20～30％ほどの企業によって利用され
ている（The World Bank,1997:13）23。これらの
数値をみるかぎり、とりわけ“外部”の訓練手段
を用いて労働者の訓練を実施している企業はそれ
ほど多くはない。先に指摘したように、新技術の
導入に伴って「フォーマルな訓練」の必要性が高
まるとするならば、それに応じて「外部機関」の
重要性も高まるはずであり、それに依拠した技能
訓練を促進する方途が追求される必要もあろう。
　このとき、まず求められるものは国家による政
策的促進策であろう。そもそも、確認したように
多くの訓練機関が政府系のそれであることは、国
家それ自体が労働者の技能訓練を推進しているこ
とを裏書きしている。それでは、マレーシアでは
国家によってどのような技能訓練の促進策が展開
されているのであろうか。マレーシアにおいて

表４－５　製造業における訓練率（規模別）
総数 零細 小 中 大

企業数 2200 247 959 535 454
訓練なし（％） 31.8 33.6 14.8 5.2 3.7
インフォーマルな訓練のみ（％） 47.6 56.3 58.7 43.6 25.6
フォーマルな訓練実施（％） 20.7 10.1 26.5 51.2 70.7
フォーマルな訓練とインフォーマルな訓練（％） 17 6.9 24.5 48.4 66.5
出所：The World Bank（1997：11）
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は、1980年代の後半から、より本格的に労働者
の技能形成を意図した政策が展開されるように
なっている24。具体的には、1986年に制定された
投資促進法（investment promotion act）、次
いで1992 年の人的資源開発法（human re-
source development act）の制定がそれであ
る。
　投資促進法は、直接的には1980年代前半のリ
セッションによる投資の滞りを解消するために制
定された。そのなかで、とりわけ多国籍企業によ
る投資を促進するために25、これらの企業の戦略
に応えられる技能をもった労働者を育成すること
が目標とされている。これを受けて、1987年から
「訓練促進控除倍額（Double Deduction Incen-
tive for Training, DDIT）」計画が実行されて
いる。DDITは、新しい製品および生産過程に関連
した技能の習得や、生産性および品質の改善に向
けて、企業に訓練を奨励するための計画であり、
雇主たちに認定された訓練にかかった出費額の２
倍を税金から控除しようというものである26。こ
こで認定された訓練とは、「技能開発センター」
などのあらかじめ認定された訓練施設での訓練
か、あるいは企業自らがマレーシア工業開発庁
（Malaysia Industrial Development Authority）
に申請し認定を受けた独自の訓練計画を指してい
る（The World Bank,1997:48-49）。
　次に、人的資源開発法を受けて設けられたもの
は、1994年に作られた人的資源開発基金（Human
Resource Development Fund, HRDF）である。こ
の基金は政府の交付金に基づいており、この基金
に合わせて人的資源開発協議会（Human Resource
Development Council, HRDC）が設立されている。
HRDCは、民間企業および政府の責任官庁の代表、
ならびに H R D F 計画を運営する事務局
（Secretariat）から構成される。HRDFは単なる補
助金とは異なり、最低6ヶ月間にわたってHRDCに
拠出してはじめて(拠出額は当該企業におけるひ
と月の賃金総額の１％)、企業は認定された訓練
のための費用を当該年につき拠出金総額まで請求
することができる。マレーシア市民を50人以上
雇用している企業であれば、HRDFに登録して給
付を受ける資格があることになっている。HRDC
は様々な訓練支援計画を実施しているが、1995
年から96年にかけて、「小企業」および「中企業」

を対象にした計画を実施していることが興味深い
（The World Bank,1997:52-53）。
　それでは、以上のような技能訓練促進政策の効
果はどのくらいあがっているのであろうか。ま
ず、DDITについて。この計画には、いくつかの問
題点が指摘されている。列挙するならば、以下の
通りである。すなわち、①利用する企業の割合が
全般的に小さいこと（調査対象企業の8.3％）、②
HRDFとの関連で従業員50人未満の企業を主とし
て対象にしているにもかかわらず、「大企業」の利
用率が高くなっていること（ちなみに、「零細企
業」は2.61%、「大企業」は19.3%の利用率）、③自
国企業よりも外国資本が出資している企業の方
が、利用率が高くなっていること（自国企業は6%
未満、外資が出資している企業は14%の利用率）が
それである（The World Bank,1997:49-50）。
　DDITの利用率が低い原因としては、以下のよう
な原因が指摘されている。すなわち、①DDITに
ついての情報が周知されていないこと、②そもそ
も訓練を必要としていない企業が多いこと（特
に、小規模企業）、③認定を受けるための事務手
続きが煩雑であること（申請しても却下されるこ
とも多いこと）などがそれである。これらの原因
は、いうまでもなくただちに克服されるべき課題
として設定されることになる27。
　HRDFについても、同様の問題点が指摘されてい
る。やはり列挙すれば、以下のようになる。つま
り、①HRDFに参加する資格をもちながら、未登
録の企業が多いこと（約27.7%）、②登録していて
も資金援助を要求しない企業が存在することがそ
れである。①に関して補足するならば、人的資源
開発法においては、有資格企業はHRDCへの登録
が義務となっている（mandatory）にもかかわら
ず、それが実現していないというわけだ。
　この原因としては、「小企業」と伝統的で国内志
向の産業で活動する企業とが登録に応じないこ
と、こうした企業においては訓練の必要が認識さ
れていないこと、さらには停滞あるいは衰退しつ
つある企業の登録が少ないことが指摘されてい
る。こうした問題点の克服策としては、①HRDCに
登録を強制する法的権限（未登録企業にはペナル
ティを課すなど）と人員を付与すること、②登録
を促進するためのキャンペーンを展開すること、
③①に関連して時限つきのアムネスティ・プログ
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ラムを実施することが提案されている。
　加えて、上記の②の問題点の原因としては、「イ
ンフォーマルな訓練」に依存することが多い「小
企業」がHRDFへの助成金申請件数を引き下げてい
ることや、企業側に訓練を実施するための資源が
なかったり、成熟した技術に依存していて訓練の
必要が特になかったり、他の企業から熟練労働者
を雇用する（引き抜く）ことで間に合わせるなど
の事態が想定されている。これらの問題点に対し
ては、「小企業」がグループを形成することによっ
て共同で技能訓練を実施していくことが提言され
ている（The World Bank,1997:53-56）。
　以上、MITPの調査に依拠して、マレーシアにお
ける技能訓練の実施状況、促進政策、およびそれ
らの問題点を概観してきた。要約すれば、以下の
ようにまとめられよう。①新技術の導入と関連し
て、マレーシアにおいても技能訓練の実施率が高
まっている。②しかし、「インフォーマルな訓練」
が多く、「フォーマルな訓練」の実施率は必ずし
も高くない。③技能訓練は、規模が大きいほど、
さらに外国資本が出資している企業ほど、実施率
が高い。④国家は、「フォーマルな訓練」を実施
するための制度を政策的に整備してきている。⑤
しかし、作られた制度の利用率はあまり高くな

い。⑥その原因は、③および②と関連して、規模
が小さいことによって「フォーマルな訓練」を実
施する余裕や必要がない企業が多いこと、依然と
して成熟した技術に依拠している企業も多いこと
などがあげられる。
　さて、それでは多かれ少なかれ労働者に対する
技能訓練の必要性と実施率が高まりつつあること
で、労使関係には何らかの変化が確認されるであ
ろうか。次に、この点を確認しよう。
（３） 労使関係の変化
　post－NIDLにおいては、競争の激化とそれに
伴う生産効率向上の追求によって、労働者から
“創意”を調達するために、周辺における労使関
係も雇主による「専制」から労働者による「関与」
へとシフトすることが想定されている。先進社会
においては、このようなシフトの一環としてQC
サークルなどの「小集団活動」が導入されてき
た。マレーシアでは、こうした傾向は確認される
であろうか。図４－1は、品質管理向上活動の一
環としてマレーシアでもQCサークルが導入され
てきていることを示している。
　一見して明らかなように、企業規模が大きいほ
ど、さらには外国資本が出資している企業である
ほど、QCサークルの実施率は高くなっている。こ
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のことは、とりわけ多国籍企業において労使関係
の変化が発生していることを示すとともに、いわ
ゆるジャパナイゼーションが部分的なかたちにせ
よ進展していることの証左となろう。QCサーク
ルがとりわけ品質管理の点で労働者の参加を促
し、そのことを通じて生産性を高める機能がある
とするならば、NIDLにおいて想定されていた雇
主による「専制」を基調とする労使関係の変化は
否定できない。
　さらに、すでに知られているように、政策的に
も企業以下レベルの労使関係の変化が追求されて
いる。例えば、1980年代に展開された「ルック・
イースト（Look East）」政策のもとで、日本や韓
国に倣って企業別組合（in-house union）が組合
の形式として推奨され、「パイオニア産業
（pioneer industry）」とよばれる基幹的な産業に
おいてさえ組合形成が容認されるようになったこ
とも、労働者に対する「専制」の姿勢が緩和され
てきていることを示しているといえよう。
　加えて、労働者への技能訓練が促進されていく
とともに、訓練を受けた労働者の賃金が上昇する
傾向が確認され、訓練を受けていない労働者との
格差が拡大する傾向が指摘されている指摘されて
いる（The World Bank,1997:110）。賃金のみなら
ず、訓練を行った熟練労働者の転職率を下げるた
めに、様々な補償が施されることも、労働者によ
る「関与」を高める方向に労使関係をシフトさせ
るように思われる。こうした事態は、拡大する労
働者への技能訓練を媒介にして、NIDLを担った
不熟練労働者が新たに分解しつつあることを示唆
するとともに、その「ニュー・リッチ」との関連
が注目されよう。加えて、労働者間の格差の増大
は、労使関係を不安定にする可能性もあろう。

５ . 結び

　本稿では、周辺社会マレーシアに照準して、
NIDLからpost－NIDLへの移行という文脈におい
て想定される事態のなかから、とりわけ労働者の
技能形成と労使関係の変化について検討してき
た。まず、われわれはNIDLと対照するかたちで
post－NIDLの類型を概観した。そのうえで、マ
レーシアへの直接投資の動向をみることを通じ
て、多国籍企業が1990年代の後半にも投資を継

続し続けていることを確認した。
　こうした作業をふまえて、マレーシアにおける
新技術の導入傾向、労働者の技能訓練の状況、お
よび労使関係の変化の方向について検討した。そ
の結果、様々なかたちの新技術の導入が一定程度
確認されるとともに、それに合わせて多様な技能
訓練が実施され、労働者による「関与」が拡大さ
れる方向で労使関係にも変化がみられることが明
らかになった。しかし、訓練の形式が「イン
フォーマルな」ものにとどまるケースが多く、訓
練を支える制度の「稼働率」もあまり高くないな
どの問題点も存在していた。
　こうした事態は、NIDLからpost－NIDLへの移
行が、多国籍企業の戦略、国家の政策、および自
生的企業の力量という３つの要因によって規定さ
れることをあらためて確証するものといえよう。
すなわち、多国籍企業の戦略は移行を引き起こす
方向にシフトしているにもかかわらず、求めら
れる労働者の技能形成が自生的企業の力量におい
ては必ずしも達成しえず、それを支援する国家の
政策も十全に機能していない事態は、まさに
post－NIDLへの移行に対する制約をあらわすも
のといえよう。
　最後に、今後の課題を確認しておこう。本稿で
は、MITPの調査結果に依拠して全般的な状況を
概観した。労働者の技能形成についてのより具体
的な状況を把握するためには、個別企業の事例に
ついての調査研究が行われる必要があろう。マ
レーシアへの直接投資の多くを占めている電気・
電子分野の企業について、調査研究が急がれねば
ならない。

註
1 例えば、ある家電メーカーのオーディオ事業部
においては、1990年代の前半の時点で「垂直5
段階方式」と称するアジア地域への生産拠点の
選択的配置を試みていた（山田 ,1998:185-
187）。これは、当該地域の製品開発能力や賃金
コストを勘案して各製品の生産拠点を決定する
方式で、例えばシンガポールは日本に次ぐ「第
2開発拠点」、賃金が最も低いアモイは「コスト
最強工場」として位置づけられていた。

2 後述するように、ここで提起する「ポスト新国
際分業」という概念は、「記号生産の垂直的統
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合化」をメルクマールとする伊豫谷登志翁
（2000）のものとは異なっている。
3 それというのも、1980年代後半から1990年代
前半にかけて「グローバル・ジャパナイゼー
ション（global Japanization）」の可能性が広
く議論されたことからも窺えるように、中核に
おける資本の競争を喚起したものは、なにより
も日本企業の活動であったからである。高い生
産性を実現した生産システム（｢日本的生産シ
ステム｣）とそれに基づく良好なパフォーマン
スとが、日本企業の本格的な多国籍化の原因と
なる円高（yen appreciation）と貿易摩擦の背
景となったのである。

4 もっとも、「ポスト新国際分業」への変容過程
において、マレーシアは世界システムの周辺か
ら半周辺へと“上昇”することになろう。この
点については、山田（1999）を参照。

5 念のため断っておけば、以下の議論はあくまで
類型論であって、個々の類型は具体的な社会に
おける当該の時代において現れた特徴的な傾向
を抽出して作られている。したがって、NIDL論
がしばしば批判されてきたように、NIDLが成
立していた時期（1960年代後半から1980年代
前半）においても、具体的な周辺社会において
はそれ以前の国際分業によって特徴づけられる
傾向（生産と輸出とに占める原料・一次産品の
相対的高割合など）が一定程度継続していたこ
とはいうまでもない。同様のことは、NIDLと
post-NIDLとの比較対照においても当てはまる
ことになろう。

6 さらにいえば、中小規模の自生的企業が成長
し、それらが一定の地域に集積することを通じ
て「産業地域（industrial district）」あるい
は「クラスター（cluster）」が形成されて発展
を主導する可能性も議論されるようになってい
る。周辺における「産業地域」について、メキ
シコにおける事例をイタリアにおいて形成され
たモデルと比較したものとして、例えばラベ
ロッティ（1997）を参照。本稿で事例としてい
るマレーシアをこうした観点から検討したもの
として、ラジャ（1994;2001）を参照。

7 周辺に定位して第二次世界大戦後の国際分業を
概観するならば、例えばかつて従属理論が分析
の対象としたような輸入代替工業化の試みなど

の失敗した事例も含めて、工業化という営みが
その帰趨に大きな影響を与えていることは否定
しえないであろう。

8 こうしたインセンティヴには、輸出志向型工業
化のために設置された自由貿易区（free trade
zone, FTZ）や輸出加工区（export process-
ing zone）において労働者の権利を制限する政
策が含まれていた。このことは、このタイプの
工業化が1960年代後半から中核において顕著
になったいわゆる「フォード主義（Fordism）」
の危機傾向と軌を一にしていることを示してい
る。要するに、中核における賃金上昇と生産性
（上昇）の停滞という問題への対策として、多
国 籍 企 業 は 周 辺 へ と 生 産 の 配 置 転 換
（relocation）を行い、結果的に周辺社会の工
業化が進展したというわけだ。

9 註４に関連して念のため断っておけば、マレー
シアにおいてはNIDLが展開された時期におい
ても、新経済政策（New Economic Policy, NEP）
というかたちで国家による自生的な資本の育成
策が展開されていた。周知のように、NEPはマ
レー人に対する経済的なアファーマティヴ・ア
クションという性格をもち、1960年代までほ
とんどが小農であったマレー人を人口比率に見
合うかたちで他の職業にも配分しようとする政
策であった（目標は30％）。この結果、公共企
業の創設などを通じてマレー人企業家が創出さ
れることになった。しかし、NEPはそれととも
にマレーシアにおいて自生的企業家の多くを占
めていた華人企業家（Chinese entrepreneur）
の自由な活動を制約する性格ももっており、こ
の点では必ずしも自生的企業の育成策とは断定
できないものであった。

10 この点に関連して、マレーシアにおいては特
定の企業を「アンカー企業（a n c h o r
enterprise）」に設定し、それとの下請関係を
通じて中小の自生的企業を育成する政策が実施
されている。「アンカー企業」としては、「国民
車」生産を担うプロトン社が有名である。こう
した政策については、穴沢（1995;1998）およ
び川辺（1995）を参照。

11 こうした「中間層」には、労働者階級を統制
する「管理職」や技術者といった新中間階級に
加えて、単なる事務労働者、国家の官僚、中小
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規模の企業家、知識人など雑多な階層が含まれ
る。

12 「ニュー・リッチ」というタームは、とりわ
けアジア地域において、先に言及した「中間層」
に加えて、それ以外にも自生的な大企業家など
を指して用いられる。「ニュー・リッチ」の登場
によって、周辺においても消費意識、消費文化
などの消費のあり方に関連した問題群が本格的
に議論の俎上に上りつつある。このことは、周
辺（の一部）においても「フォード主義」的な
消費のあり方が根付きつつあることを示してい
るかもしれない。「ニュー・リッチ」について
は、例えばロビンソンとグッドマン（1996）を
参照。

13 世界システム論においては、半周辺という位
置の概念と機能とをめぐって様々な議論が展開
されてきた。そもそも、世界システムの各位置
は分業における不等価交換によって決定される
以上、システムの各位置を規定する基準は不等
価交換を説明するロジックとも関連している。
ここでは、チェイス-ダン（1990）に依拠して
資本集約的産業の集積の程度によって周辺と半
周辺とを区別することにしたい。すなわち、資
本集約的産業が集積する中核と労働集約的産業
が集積する周辺との中間の位置が半周辺であっ
て、半周辺においては資本集約的産業の集積が
中核と周辺との中間的な程度だというわけだ。
さらに、ウォーラスティンによる機能的説明に
おいては、システムの各位置間の不等価交換に
よって特徴づけられる世界システムそれ自体の
不均等性に由来する、（とりわけ中核と周辺と
の）利害対立から、システムを保護する機能を
担うための位置として半周辺が存在するという
（Wallerstein,1979）。そうであるならば、シス
テムの作動に由来する“矛盾”は、半周辺に位
置する個々のユニットの内的要因に媒介され
て、ユニットの内部に現れることになろう。多
国籍企業の戦略の変化に起因するpost-NIDLへ
の移行とそれに伴う（半周辺へと上昇しつつあ
る）周辺社会内部の変化は、そうした“矛盾”
の顕在化の一つとして把握されよう。半周辺に
ついては、マーティン編（1990）および山田
（1999）も参照。
14 すでに明らかなように、グローバルな視野に

基づく多国籍企業の新戦略に起因するpost-
NIDLへの移行は、周辺に位置する社会に差異
を発生（あるいは拡大）させ、そうした差異を
利用（あるいは固定する）かたちで多国籍企業
は拠点を配置することになる。その過程で、本
論で言及したように半周辺へと上昇する社会が
現れる一方で、例えば低賃金労働力をニッチと
して工業化を進めることが依然として可能な社
会（要するに、相対的に発展していない社会）
においては、NIDLにおいて想定されたタイプ
の工業化が継続することになり、労働者階級の
形成というかたちで資本主義的社会関係が拡大
することになる。換言すれば、NIDLからpost-
NIDLへの移行は、（旧）国際分業からNIDLへの
移行の場合と同様に、前者の傾向を継承しつつ
進展することになる。

15 1998年以降、為替レートは１米ドル＝３.８
リンギに固定されている。

16 もっとも、投資件数では日本はアメリカ合州
国を大きく上回っている。1998年については、
日本からの件数が127件であるのに対して合州
国のそれは46件である。1999年についても、前
者が112件であるのに対して後者は36件であ
る。

17 石油・石油化学分野の投資が多い原因は、国
営企業のペトロナス（PETRONAS）による合弁事
業が積極的に行われているためである。このよ
うな産業分野における企業活動の隆盛は、
post-NIDLにおける重工業化を含んだ多様な工
業化の証左となるものである。

18 この調査は、1994年の12月から1995年の5月
にかけて郵送法で実施されている。調査票は調
査の趣旨説明をつけてマレーシアの経済計画部
から発送され、その後人的資本開発協議会
（Human Resource Development Council）から
調査の重要性を強調する手紙が追加送付されて
いる。対象企業はそれ以前の調査の対象となっ
た4583社で、そのなかから存続が確認された
3373 社に調査票を送付している。そのうち
2318社から有効回収があり、回収率は約68％
であった。このうち、完全な回答が行われてい
た2200社に基づいて調査結果が報告されてい
る。

19 表4－1における企業規模のカテゴリーは従
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業員数に基づいており、「零細（micro）」＝15
人未満、「小（small）」＝16人以上100人未満、
「中（medium）」＝101人以上250人未満、「大
（large）」＝251人以上にそれぞれ該当する。こ
のカテゴリー分類は、以下の表において共通で
ある。

20 ちなみに、ISO9000シリーズの取得は輸出に携
わる企業に多くみられる。いうまでもなく、国
際標準規格を取得することが、輸出される製品
の“信用”を高めることになるからである。
翻っていえば、マレーシア国内を対象にした製
品に求められる製造過程の保証はそれほど高水
準ではないことになる。

21 ちなみに、高い割合で訓練が実施されている
産業としては、「電気機械（e l e c t r i c
machinery）」、「輸送機器（transport
equipment）」、「基礎金属（basic metal）」など
がある（The World Bank,1997:11）。

22 さらに、「フォーマルな訓練」を実施すること
によって、生産性が改善され、そのことによっ
て賃金も上昇することが指摘されている。加え
て、高賃金を含めた補償政策（年功的賃金、退
職金制度など）は従業員の定着率を高めること
も指摘されている（The World Bank,1997:31-
43）。いうまでもなく、一般にジョブ・ホッピ
ング（job hopping）といわれる高い転職志向
は、企業が訓練を行う動機を損なう大きな要因
であり、この点はマレーシアにおいても例外で
はない。

23 自生的企業のサイドからいえば、「製品の買い
手／資材の提供者」には多国籍企業が含まれる
ことになる。したがって、こうしたかたちでの
技能訓練はそれ自体として、企業間関係の形成
を通じて自生的企業が成長していく過程の一環
であり、post－NIDLへの移行の証左といえよ
う。

24 いうまでもなく、様々な訓練施設や大学が設
立されるなど、労働者の技能形成を意図した政
策は1970年代から展開されていた。しかし、
1990年代においても訓練を全く実施していな
い企業が31.8％も存在することからかえって裏
書きされるように（表４－５）、1980年代前半
以前には国家による訓練促進政策がそれほど実
効性をもっていたとは考えにくい。そもそも、

1970年代においては工業化を主導した多国籍
企業に訓練を行う動機は乏しかったと思われ
る。1990年代のMITPの調査報告においても、訓
練を実施しない理由のなかで最も大きな割合を
占める項目（全体の48％）は、「成熟した技術
を用いており、ほとんど訓練が必要ない」とい
うものである（The　World　Bank,1997:48）。
なお、マレーシアにおける技能形成の政策的経
緯については、オクポジンほか（1999:225-
233）を参照。

25 直接的には、NEPの一環としての1975年の産
業調整法（Industrial Coordination Act）に
よって定められた外資の出資比率を制限する条
項が緩和、さらには撤廃されている。

26 すなわち、事業経費として控除される訓練費
に加えて、さらにそれと同額の控除を認めると
いうことである。

27 さらには、この調査報告書ではDDITをHRDFと
統合することも提言されている。
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