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半周辺化と「ニュー・リッチ」 

－周辺社会における階級構成の動態と展望－ 

 

 

山 田 信 行  
 

 
１．問題の所在 

 

1980年代後半以降における世界システムに

は、それ以前の時期とは異なる一定程度趨勢的

変化が確認できるように思われる。すなわち、

｢新国際分業（new international division of 
labor, NIDL)」から「ポスト新国際分業(post-
NIDL)」への変化がそれである。とりわけア

ジア地域においては、日本企業などにみられる

ように、多国籍企業は激化する競争に対処する

ために生産の配置転換（relocation）を一層促

進するとともに、各地域・社会の特性に対応し

て進出拠点を設定し、それらに適合的な生産工

程・システムを配置する傾向を強めてきた。こ

うした多国籍企業の戦略変化とともに、そうし

た企業のホストとなる各地域・社会における国

家の「自律的発展」を志向する政策対応、およ

びそのもとでの現地の自生的資本の成長戦略が

あいまって、世界システムの実体をなす分業シ

ステムは変貌を遂げつつあるように思われる

（山田，1998:Ⅸ章;1999)。 

その一端を示すならば、NIEsと呼ばれる半

周辺においてはいうに及ばず、周辺社会におい

ても、そこにおける生産のあり方はもはやかつ

てNIDLが想定したようなアセンブリー労働に

依存するものではなくなりつつあることを指摘

できよう。多国籍企業が周辺社会に設置する生

産のあり方が、オートメーションの導入などに

みられるように資本集約的傾向を強めること

は、雇用される労働者の性格や階級の構成、ひ

いてはそれらに規定された社会運動にも変化を

与えることが想定される。他方で、激しいコス

ト競争に直面する多国籍企業による資材の現地

調達は、進出企業と現地企業との関係を形成・

強化することを通じて、国家の保護政策にも支

えられるならば自生的資本の成長に帰結する

し、そのことはまた当該社会の階級構成を変化

させることになろう。 

こうした地域や社会の「内部」過程に媒介さ

れるかたちで、多国籍企業という形式の資本の

運動によってもたらされた世界システムの動態

は、生産のあり方の変化（＝資本集約度の上

昇）から窺えるように、周辺社会（の一部）を

半周辺へと上昇させ、システムそれ自体のハイ

アラキカルな階層秩序を流動化させる可能性が

ある。この流動化現象は、地域・社会内および

／あるいは間の相対的な格差（の増大）に起因

する「紛争(conflict)」に帰結するかもしれな

い１)。しかし、そうした「紛争」も上記の ｢内

部」過程に媒介されていることは銘記されなけ

ればならないであろう。それというのも、「紛

争」の原因となる内外に対する国家の政策は、

当該社会の内的な社会関係に規定されているか

らである。 

この点に関連して、post-NIDLへの移行にお

いて、半周辺や周辺における社会(の一部)にお

けるとりわけ顕著な傾向としては、｢ニュー・

リッチ（the new rich)｣とよばれる人々の形成
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を指摘できよう。これらの人々には、新たに台

頭してきた自生的ブルジョワジー、新中間階

級、さらには富裕化した労働者などの多様な階

級・階層が含まれている。これらの人々が形成

されることによって、当該社会の「内部」過程

にどのような変化が生じるのであろうか。 

本稿では、post-NIDLへの趨勢的変化のもと

での、アジア地域における「ニュー・リッチ」

の形成の意味と影響とを検討する。なかでも、

｢ニュー・リッチ」が階級をはじめとする社会

関係にどのような影響を与え、ひいては社会運

動にどのような帰結をもたらすのかを分析・展

望することを課題としたい。以下の議論におい

て、主たる事例となる社会はまさに半周辺へと

上昇(＝｢半周辺化（semiperipherization)｣）
しようとしているマレーシアにほかならない。 

 

２．post－NIDLと周辺社会の社会変動 

 

すでに言及したように、 NIDLから post-
NIDLへの趨勢的変化は周辺社会(の一部)を半

周辺へと上昇させる可能性がある。こうした世

界システムにおけるある社会の位置変化は、な

によりもその社会の「内部」過程によって媒介

されるのであった。本稿の課題に取り組むにあ

たってまず、なによりもpost-NIDLへの趨勢的

変化に伴う社会変動を周辺社会の「内部」に照

準することによって一般的に
．．．．

確認しておこう。

｢半周辺化｣ともいうべき社会変動は、生産およ

び消費のあり方の変化、およびそれと関連した

階級構成ならびに階級関係の変化に注目するこ

とによって把握されよう。 

 

（１）生産の変化 

まず、生産のあり方の変化について確認しよ

う。周辺社会における生産のあり方が変化する

に際しては、NIDLにおいて順調に工業化が進

展することがその背景として想定されよう。工

業化の進展は労働力需給を逼迫させ、その結果

少なくとも平均的にみれば
．．．．．．．．．．．．

賃金を上昇させる。

賃金が上昇すれば、NIDLにおいて想定されて

いた労働集約的なアセンブリー労働によるシス

テムはもはや存続しえないことはいうまでもな

い。こうして、低賃金労働力と単純なアセンブ

リー労働に基づく低廉な商品を輸出すること

(＝輸出志向型工業化）によって、国際分業シ

ステムにおける「ニッチ(niche)」を確保する

ことは、周辺社会(の一部)においては困難にな

ろう。 

チェイス－ダン(1990)に依拠するならば、あ

る地域あるいはある社会が周辺ではなく半周辺

ゾーンに帰属する要件は、なによりもまず資本

集約的生産の集積度に求められる２)。賃金の上

昇に対処するために、例えばオートメーション

に代表されるME（microelectronics）化、あ

る い は そ の よ う な 意 味 で の ｢ 情 報 化

(informationization)｣が進展するならば、労

働集約的な工程は減少し、周辺社会における生

産システムは、フレクシブルであるとともにま

さに資本集約的なものに変化して、高い技術力

に裏づけられた高付加価値製品の生産に向かう

ことが想定される３)。このような生産のあり方

の変化は、なによりも半周辺化の指標とみなせ

よう。 

 

（２）消費の変化 

ところで、賃金の上昇が変化させるものは生

産のあり方だけではない。それが、消費のあり

方をも変化させることはいうまでもない。特に

制約がないならば、賃金の上昇とともに消費は

量的に拡大するし、質的にもその対象は単なる

必需品にとどまることなく多様化するであろ

う。かつてレギュラシオン学派のリピエッツ

(1985＝1987)は、周辺において進展する工業化

を分析して、生産においては労働者の形成とそ

の身体的規律化が進んでいるものの、低賃金と

いう制約のために消費は停滞する傾向があるこ

とを指摘し、周辺社会の「蓄積体制」を「本源
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的テイラー化（primitive Taylorization)｣、あ

るいは生産と消費とが相互に拡大するかたちで

は連関していないという意味で「周辺フォード

主義(peripheral Fordism)」として特徴づけて

いた。 

｢周辺
．．

フォード主義｣とは、換言すれば充分な

規模の(国内)市場が成立していないことを概念

化したものである。しかし、post-NIDLへの趨

勢のもとで周辺社会(の一部)においてはこの想

定は妥当しなくなることが想定される。さら

に、(国内)市場が充分な規模で成立するなら

ば、翻って工業化の形式も輸出志向型から(国)

内向け生産も含めたより多様なものへと変化す

る可能性があろう４)。このように、生産と消費

とは両者の (正の) 連関を強めることにもなる

わけだ５)。 

ところで、消費の量的拡大は質的多様化と結

びついているのであった。賃金上昇の結果、労

働者をはじめとする人々の可処分所得が増大

し、生活必需品を購入してもなお余裕が生まれ

るようになるならば、こうした多様化は一層進

展することになる。このとき、｢ゆたかさ」の

シンボルとしてアメリカ合州国に代表される先

進社会の消費スタイルが意識されるならば、そ

れを模倣するような消費志向が強まることにな

ろう。すなわち、メディアを通じたそうしたス

タイルの大量宣伝・伝播、あるいはそのような

意味での「情報化」によって、商品のシンボル

や 記 号 が 消 費 の 対 象 と な る 「 消 費 主 義

(consumerism)」の性向が強化されるのであ

る。 

 

（３）階級構成の変化 

もっとも、生産と消費のあり方を変化させる

労働者の賃金は、単に労働市場の需給状況に応

じて上昇するわけではない。工業化が進展する

過程で労働者は量的に増大し、社会勢力として

のその潜在的な力量も増大するであろう。それ

に加えて、資本主義に特徴的な物質主義や業績

主義のイデオロギーに媒介されて、労働者によ

る社会運動（労働運動）が展開されるならば、

賃金上昇は一層促進することになる。 

さらに、想定される生産システムの変化は、

NIDLにおける不熟練・半熟練低賃金労働者６)

とは異なる労働者を要請する。すなわち、コン

ピュータが導入されたフレクシブルな生産シス

テムに適応できる技能をもった“熟練”労働者

が求められるのである。加えて、多国籍企業が

激しい競争に直面していることは、生産性を向

上させる必要をつねに発生させるために、そう

した労働者から「創意」を調達してシステムの

改善を模索することも追求されよう。要する

に、周辺社会においてもpost-NIDLへの趨勢の

もとでは、かつてNIDLにおいて想定されてい

た｢専制（despotism)」とは異なり、労働者の

｢関与（ involovement)」によって特徴づけら

れる労使関係がとり結ばれることになろう。

翻っていえば、こうした労使関係に求められる

変化が、労働者の攻勢と賃金上昇とを裏書する

のである。 

もとより、熟練労働者の形成は一様に進むわ

けではなく、職務、企業および産業によってそ

の程度は異なることになろう。こうして、労働

者階級内に技能とそれに対応した賃金格差が生

じる可能性が生じる。このような階級内の差異

は、階級関係とそれを基礎とする社会運動に影

響を与える可能性がある。例えば、そうした差

異は同一の階級集群（grouping）に帰属する

人々であっても利害関心を異にする傾向を生み

出し、その結果「一枚岩」的な運動形成を困難

にするかもしれない。この傾向は、ジェンダー

やエスニシティなどの他の社会関係に媒介され

るならば一層強化されよう。 

ところで、生産システムが上記のように変化

し、それに連関するかたちで資本集約的な産業

の比重が高まることは、労働者階級の内的構成

だけではなく、マクロな社会階級総体の構成を

も変化させる。すなわち、直接部門の労働者
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(の割合)は相対的に減少する一方で、間接・事

務部門のそれ(の割合)は増大することになろ

う。それに加えて、間接・事務部門に従事する

人々（の割合）が増えることは、管理職および

専門職などのいわゆる新中間階級に帰属する

人々も増加することになる。それ自体として、

多様な利害関心と内的な差異に特徴づけられた

この階級の形成も、社会運動のあり方や消費の

あり方の変化にも影響を与えよう。最後に、す

でに言及したようにpost-NIDLへの趨勢のもの

で、当該社会における自生的資本家が成長して

くることも確認される必要があろう。 

以上、われわれはpost-NIDLへの趨勢的変化

のもとで周辺社会(の一部)において想定される

社会変動を一般的に把握してきた。以下では、

こうした変動の具体的なあらわれ
．．．．．．．．

をマレーシア

という事例を通じて検討してみよう。その際、

議論の焦点は「ニュー・リッチ」とよばれる

人々と想定される社会変動との関連である。 

 

３．マレーシアにおける｢ニュー・リッ

チ｣ 

 

 当然のことながらそれぞれの社会において差

異は伴うものの、1970年代以降、とりわけ80年

代以降の工業化を通じて、アジア地域において

は「ニュー・リッチ」とよばれる一群の人々が

形成されてきた。この現象は、アジア地域にお

ける一定程度順調な経済成長の一つの証左であ

るとともに、すでに半周辺に位置づけられてい

るNIEs社会において、この現象が顕著である

こ と は 、 ま さ に 「 半 周 辺 性 (semiperi-
pherality)」を具現するものといえよう。すで

に自明なことではあるけれども、｢ニュー
．．．

・

リッチ」は、ラテンアメリカ地域などに多くみ

られる、植民地社会から継承されてきた大土地

所有者に代表される「伝統的な富裕層」とは区

別される人々であり、工業化の帰結の一つとし

て形成された「新たな富裕層」にほかならな

い。 

 

（１）「ニュー・リッチ」概念の多様性 

 それでは、「ニュー・リッチ」とはどのよう

な人々を意味しているのであろうか。もとも

と、半ばジャーナリズムに由来するタームであ

るだけに、「ニュー・リッチ」の概念的内包は

多様性に彩られている。すなわち、新興の自生

的ブルジョワジー、新中間階級、労働者階級

(の一部)などがこの概念のもとに含まれている

(Robison & Goodman,1996;古谷野編,2000)。

要するに、1970年代以降の工業化によって、た

とえわずかでも経済的に恩恵を受けるように

なった人々の総称が「ニュー・リッチ」である

というわけだ。 

さらに、「ニュー・リッチ」に含まれる新中

間階級についてもその内包は多様である。そも

そも、1970年代以降の階級論の主要なテーマ

は、新中間階級を他の階級と明示的に区別する

かたちで概念化することであった。その際に求

められたものは、この階級を種差的に特定する

ための指標であった。いうまでもなく、その指

標は階級を規定する“場”である生産におい

て、当該の集群がとり結んでいる社会関係のあ

り方に求められた。すなわち、資本主義的な生

産において、ある集群が他の集群を統制

(control)したり、ある集群が占有する知識の

量が相対的に大きく、そのことに関連してその

集群に相対的に大きな自由裁量が与えられてい

たりすることが、当該の集群が新中間階級であ

ることの指標とされていたのである。 

その後、必ずしも資本主義的な生産には関与

していない集群にも適用可能な統一的指標を提

示する試みも行われてきた。例えば、ライト

(1985)によって独自の「資産(asset)」と「搾

取(exploitation)」概念７ )とに基づいた階級概

念も提起されてきている。こうした試みに依拠

するならば、例えば国家の行政機構に従事する

集群をも階級分析に含められるようになった。
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アジア地域において、「ニュー・リッチ」の一

環として新中間階級が言及される場合も、これ

までの階級論が想定してきた管理職、専門職、

技術職、および行政職（一定程度管理的な職

務）などに従事する人々の集まりを指すことが

多い８)。以下では、新中間階級をそのようなも

のとして把握し９ )、新中間階級と自生的ブル

ジョワジーとに代表される「ニュー・リッチ」

形成のマレーシアにおける特質を検討しよう。 

 

（２）「ニュー・リッチ」形成の特質 

マレーシアにおいても、「ニュー・リッチ」

がNIDLのもとでの工業化過程において形成さ

れたことは他の社会と同様である。しかし、階

級という関係がエスニシティという関係に強く

媒介されているマレーシアにおいては、

｢ニュー・リッチ」の形成のされ方にもそのこ

とが反映されている。この社会においては、

1970年代以降を特徴づけた輸出志向型工業化

は、あくまで外国資本(家)(＝多国籍企業)が主

導するかたちで進展した。しかし、よく知られ

ているように、それとともにマレー人のブル

ジョワジーと新中間階級とを創出する試みが追

求されてきた。1971年から1990年まで実施され

た 「 新 経 済 政 策 (New Economic Policy, 
NEP)」が、それである。 

この政策は一言でいえば、貧困の普遍的な廃

絶、および華人(Chinese)とマレー人との経済

的格差を是正することを目的としたマレー人に

対するアファーマティヴ・アクションを目指し

た政策として特徴づけることができる。そもそ

も、政治的独立以降のマレーシアにおいては、

華人が資本家や労働者などの資本主義セクター

に従事してきたのに対して、マレー人はその多

くが農民として非(前)資本主義的セクターにと

どまり続けたことから、両者の経済的な格差が

拡大してしまった。 

こうした事態を背景とする、1969年5月の国

政選挙後の「人種暴動(racial riot)」を直接的

な契機として、NEPはエスニシティの人口比

率に見合う地位と職務の分配を意図して展開さ

れた。具体的には、終了時点までにマレー人に

よる資本所有率を30％に引き上げることを目標

とするなど、華人の経済活動を制約して10)マ

レー人の資本家11)および新中間階級を創出する

ことが目的として設定されていた。そのため

に、大学入学定員をマレー人に優先的に割り当

てたり、理数系科目を免除して大学入学試験を

マレー人が合格しやすいように定めたり、高等

教育をマレー語で行うことを決定するなど、企

業経営者、管理職、および国家の官吏になるた

めに必要な「資格」をマレー人が取得しやすい

教 育 制 度 を も 整 備 し た の で あ る (Crouch, 
1996:158-164)。 

このように、マレーシアでは国家の政策に

よって、(マレー人の)ブルジョワジーと新中間

階級が創出されてきた12)。1980年代になってか

ら、当時の先進社会で台頭してきた新自由主義

の政策的イデオロギーに影響されて、「プライ

ヴァタイゼーション(privatization)」が開始

され国営企業および公共事業が多様な形式を

とって少なからず民間に委託されるようになっ

てからも、この傾向は継続した。例えば、国営

企業などが安くマレー人ブルジョワジーに売却

されることなどを通じて、結果的にはマレー人

による資本所有率を高めることになったのであ

る（Jomo(ed.),1995）13)。 

もっとも、1990年にNEPが終了して、新た

に 「 国 民 開 発 政 策 (National Development 
Policy, NDP)」(1991年～2000年）が遂行され

るようになると14)、「プライヴァタイゼーショ

ン」のあり方にも変化がみられるようになって

きている。つまり、あからさまなマレー人優遇

策を排して、競争原理に則った「新しいマレー

人(New Malay)」の形成が追求されるととも

に、華人資本家も有力政治家との個人的な紐帯

を媒介として企業や事業の委託を受けるように

なっている15)。いずれにせよ、マレーシアにお
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ける「ニュー・リッチ」の形成は国家によるそ

の推進と、主としてマレー人と華人とのエスニ

シティ関係による媒介によって特徴づけられて

いるのである。 

 

（３）「ニュー・リッチ」形成の影響 

それでは、｢ニュー・リッチ｣形成はどのよう

な社会的影響を与えているのであろうか。最後

に、この点を具体的に確認しよう。まず、経済

的な領域においてはやはり「消費主義」の台頭

を指摘できよう。マレーシアにおいても、マ

レー人新中間階級などを中心にその社会的な地

位を顕示する消費スタイルが流行しているとい

う。例えば、コンドミニアムの購入、外車やバ

イクの購入、豪華な結婚式、および子弟への巨

額の教育投資などがそれであり、そうした消費

スタイルを支えるものとしてクレジット・カー

ドが普及してきているという(Talib, 2000)16)。

こうした顕示的消費は、他の階級との格差を際

立たせることも確認する必要があろう。 

政治的な領域においては、新中間階級を中心

とする「ニュー・リッチ」の利害関心が政治を

流動化させる傾向が指摘されてきている。先に

指摘したように、1990年代以降のNDPのもと

でマレー人優遇策が事実上打ち切られると、マ

レー人新中間階級の不満が高まり (Khoo, 
1992)、政権を担う｢国民前線(National Front, 
Barisan Nasional, BN)｣17）の中心である「統

一マレー人国民組織 (United Malays National 
Organization, UMNO)」の内部分裂18)とも相

まって、伝統的なイスラム教の教義を党是とす

る野党の「汎マレーシアイスラム党 (Pan-
Malaysian Islamic Party, PAS)」への支持が

拡大してきた（Crouch, 1992;1996: 69)。 

このことは、イデオロギー的な領域における

影響と軌を一にしている。すなわち、マレー人

優遇策によって形成されたマレー人新中間階級

は、｢消費主義｣への傾向を強める一方で、マ

レー人としての(華人とは異なる)アイデンティ

ティを担保する精神的支柱として、イスラム教

を選択する方向に再帰してきているのである

(Kessler,1992;Kahn,1992;1996)。新中間階級

を中心とするマレー人がこのようなイデオロ

ギー的志向をもつことは、翻って資本主義発展

あるいは近代化を志向する国家の政策にも影響

を与えることになろう。それというのも、イス

ラム教が唱導する伝統的な価値は、近代化にお

いて体現されるそれとは異なることが想定され

るからである19)。 

以上、われわれはマレーシアにおける

｢ニュー・リッチ」に関して、その概念的内

包、形成の特質、およびその影響について検討

してきた。以下では、こうした人々が形成され

ることによって階級関係がどのように変化し、

そのことを通じて社会運動にどのような影響が

あり、ひいては世界システム総体にどのような

影響が発生するのかについて、半周辺の特質と

関連させながら検討していこう。 

 

４．世界システムにおける半周辺と｢紛

争｣ 

 

 すでに確認したように、「ニュー・リッチ」

の形成は「半周辺性」のあらわれであり、それ

は周辺社会が一定程度「半周辺化」してきてい

る証左とみなすことができる。したがって、

｢ニュー・リッチ」形成が当該社会の「内部」

過程を媒介にして世界システム総体に影響を与

えるとすれば、そうした影響は半周辺という位

置がもつ特性と密接な関連をもつことが想定さ

れよう。そこで、半周辺という位置は世界シス

テムにおいてどのような機能を担い、どのよう

な特性をもつのかをあらかじめ確認しておこ

う。 

 

（１）半周辺の機能と特性 

 そもそも、ウォーラスティン(1979)が世界シ

ステムを三層からなるハイアラキカルな分業シ
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ステムとして規定したときに、不等価交換を具

現する分業システムにあって、半周辺には中核

と周辺との直接的な「対立(opposition)」を緩

衝し、システムの崩壊を回避する機能が付与さ

れていた。翻っていえば、このことは、半周辺

には不等価交換というシステムそれ自体の機制

によって生み出される「対立」とその帰結とし

ての「紛争」が集約される可能性があることを

意味している。 

 それでは、NIDLからpost-NIDLへの趨勢的

変化のもとにある現代の世界システムにおい

て、半周辺にはどのような特性が確認できるで

あろうか20)。すでに言及したように、現代の世

界システムにおける半周辺の具体的な
．．．．

指標は資

本集約的産業の(中間的な)集積度に求められる

のであった。このことは、半周辺に多様な産業

が集積することを示すとともに、中核において

は労働集約的産業の集積度が相対的に低いこと

を考慮するならば、むしろ半周辺には中核以上

に製造業が集積していることを示唆していると

いえよう。さらに、このことは少なくとも量的
．．．．．．．

にみれば
．．．．

、半周辺には“産業”労働者が相対的
．．．

に高い割合で
．．．．．．

存在していることをも暗示するの

である。 

 このような半周辺における産業特性と産業労

働者の相対的多さとは、このゾーンにおける労

働運動を活発にする可能性があるし 21) 、

｢ニュー・リッチ」の一部をなす新中間階級が

増加することは、このゾーンにおいても中核と

同様に｢新しい社会運動 (new social move-
ment)」が台頭する可能性も否定できない。こ

のように、半周辺ゾーンにおいてはそこに位置

する社会の「内部」過程によって、「紛争」が

集約される可能性が裏書されている。いうまで

もなく、こうした社会運動の力量は、やはり

「ニュー・リッチ」の一部をなす自生的ブル

ジョワジーなどの他の階級との関係や国家との

関係などによって変化することが想定される。 

 

（２） ｢内部｣ 過程としての ｢対立｣ と ｢同盟｣ 

 このとき、資本主義のシステムにおける基軸

的な利害関心の対立をやはり資本と賃労働との

関係に求めるとするならば、上記の「内部」過

程においても労働運動が第一に注目される必要

があろう。そのうえで、新中間階級が労働運動

にどのようにかかわるかによって「紛争」のあ

り方と程度とが規定されよう。従来、社会勢力

としての新中間階級は、その両義性によって特

徴づけられてきた。つまり、当該の時代や社会

におけるコンティンジェントな状況によって、

新中間階級が他の諸階級との同盟・対立関係を

変化させる傾向が確認されてきたわけだ。 

 例えば、アジアにおけるNIEs社会を例に

とってみても、韓国においては新中間階級が労

働者階級と「同盟 (alliance)」する傾向が指摘

されたのに対して、シンガポールにおいてはそ

れがブルジョワジーと「同盟」する傾向が指摘

されている。さらに、こうした階級関係に当該

社会における国家の性格が関与することによっ

て、「同盟」と「対立」という両義性のあらわ

れに影響を与える可能性があろう。 

 例えば、韓国においては1987年以降の労働運

動の隆盛（と1990年代における沈静化）には新

中間階級22)との「同盟」が寄与している。こう

した「同盟」関係の背景には、韓国における

｢権威主義国家（authoritarian state)」に対す

る新中間階級の反発があったとされる。労働者

階級だけではなく、新中間階級もが政治的に

｢排除」されていたことは、｢民主化」の実現と

いう利害関心の共通性という一点において「同

盟」が形成される背景となった。 

もっとも、新中間階級がゆたかな生活を希求

しているうえに（ゴルフその他のレジャーの流

行）、労働運動の隆盛の帰結として労働者の平

均賃金が上昇し、新中間階級への相対的所得分

配が減少する可能性が発生すると上記の「同

盟」関係は解消される傾向にあるといわれてい

る（Cotton & Kim, 1996)。しかし他方では、
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低い福祉水準や女性の地位の低さなど劣悪な

｢生活の質｣を改善しようとする認識が高まり、

新中間階級を主要なメンバーとしたNGO組織

が結成されてきた。そのなかで、環境保護を志

向する「新しい社会運動」も芽生えてきている

（Dalton & Cotton, 1996)23）。 

 それに対して、シンガポールにおいては、

1980年代以降においても基本的には「権威主義

国家」あるいはそれに基づく「国家コーポラ

ティズム（state corporatism)｣24)による労働者

階級の「統合(cooptation)」が継続している。

例えば、賃金決定に関しても、国家・経営・労

働からなる全国的三者協議会(｢全国賃金会議

(National Wage Council)｣)によって決定さ

れ、基本的には一般の組合員が交渉に関与する

ことは少ない。このように、シンガポールにお

いて労働運動は一般に弱体である。それでは、

新中間階級はこうした状況にどのようなスタン

スを取っているのであろうか。労働運動の状況

だけではなく、新中間階級のスタンスにはシン

ガポールが「都市国家」であるというコンティ

ンジェントな要因が大きく関与している。 

 ｢都市国家」シンガポールにおいては、国家

それ自体が新中間階級の雇主となることが多い

ことから、この階級に対する国家の影響が大き

く、国家に対抗する運動を主導する傾向を小さ

くしている。そのうえ、｢都市国家」であるこ

とは韓国の場合と異なって自生的ブルジャワ

ジーの形成が乏しく、その結果外国資本

(家)(多国籍企業)への経済的依存が大きくなる

(例えば、多国籍企業が開発拠点などを設置す

ることは専門職の雇用を増やし、新中間階級そ

れ自体の増大にも帰結する)。 

多国籍企業にとって「魅力的な」投資対象で

あるためには、社会運動とその帰結としての

｢紛争｣によるカントリー・リスクは回避されな

ければならない(Rodan, 1996a;1996b)。この

ことが、労働者階級に対する国家による権威主

義的対応と新中間階級の運動が不活発であるこ

との根拠となっている。シンガポールにおいて

は、依然としてNIDLにおける労使関係および

国家の政策が継続しているのである。 

 以上、等しくアジアNIEsとよばれながらも、

韓国とシンガポールという、新中間階級のスタ

ンスに関しては対照的な二つの事例について瞥

見してきた。それでは、マレーシアにおける動

向はどうであろうか。今後の展望をも含めて検

討しよう。 

 

（３）マレーシアにおける動向 

 まず、マレーシアにおける労働運動の状況に

ついて確認しよう。post-NIDLへの趨勢におい

て想定されたように、マレーシアにおいても

1980年代後半から熟練労働者の形成が進み

(Salih & Young,1989）、少なくとも潜在的に
．．．．．．．．．

は
．
労働者の交渉力は増大してきている。それに

もかかわらず、少なくともマクロレベル（産業
．．．．．．．．．．．．．．

およびナショナルレベル）においては
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、シンガ

ポールにおける場合と同様に、基本的には

NIDLにおける労使関係が継続している。 

例えば、労働組合の全国組織である「マレー

シア労働組合会議（Malaysian Trade Union 
Congress, MTUC) ｣ 25) は 、 労 使 関 係 法

(Industrial Relations Act)によって労働組合

としては登録されておらず、その活動が大きく

制約されている。1980年代以降増加した企業別

組合の連合体である「マレーシア労働組織

(Malaysian Labour Organization, MLO)」

は、MTUCから脱退した組合を組織して10万

人の組合員を集めた。しかし、MLOは基本的

には政府が提唱する企業別組合（ in-house 
union）結成を進めるとともに26)、その規約に

おいて政治的関与を否定している。組織率も、

1990年代を通じて10％台半ばにとどまってい

る。 

 こうした労働運動の状況において、少なくと

も1990年代前半までの順調な経済成長を背景と

して、労働者は少なからず賃金の上昇を体験し
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たうえに、資本主義発展の帰結としての物質主

義的意識を強めるにいたったのに対して27)、マ

レー人新中間階級は「ニュー・リッチ」と称さ

れ「消費主義」に拘泥しながらも、それにとど

まらないアイデンティティ形成を志向してお

り、両者の利害関心には差異が存在していると

いえよう（先に言及したように、消費の程度に

おいても両者には格差があるために、こうした

差異はさらに拡大しよう)。要するに、労働者

階級と新中間階級との「同盟」形成には困難が

伴うというわけだ。 

 さらに、労働者階級においても、エスニシ

ティ関係とジェンダー関係とに媒介されること

によって内的な差異が存在する。NIDLにおい

ては、基幹的な労働集約的産業（あるいは工

程）における中核的労働者は半熟練・不熟練の

若年マレー人女性であった。その一方では、華

人男性は熟練を要する管理的職務に配分される

傾向があり、従来から労働者の内的差異は指摘

されていた。早くも1980年代末には、post-
NIDLへの趨勢のもとでの産業の資本集約化に

伴って、従来労働集約的工程を担ってきた若年

マレー人女性が労働者全体に占める割合は減少

し、労働力のジェンダー構成は女性を中軸とす

るものから変化し、しだいに男性が増加してき

ていることが指摘されるようになった（Salih 
& Young,1989)。 

 しかし、他方では代替された女性労働者は事

務労働者に転換され、多くの場合男性に管理さ

れることによって、従来のジェンダー関係が再

生産されるとともに、労働力不足を背景として

インドネシアやフィリピンから移民労働者が吸

引されるようになり、新たなエスニシティ関係

の形成が指摘されてきている（e.g.,吉村,1998:

第５章)。こうした状況においては、労働者相

互においてエスニックな対立を回避するコミュ

ニケーションが工夫されない限り(Boulanger, 
1992)、新たに労働者階級の内的差異（あるい

は格差）を背景にして、統一的な運動が困難に

なる可能性がある。 

 それに加えて、マレーシア国家の性格につい

ても確認される必要があろう。すでに、労働運

動への対応について言及したように、政治的独

立以降ほぼ一貫して選挙による国民の政治参加

が継続されてきたものの、マレーシア国家の権

威主義的性格はよく知られている (Crouch, 
1992;1996;Bowie, 1991)。例えば、「国内治安

法（Internal Security Act)」に基づいて、国
．

家が国内の治安を脅かすと判断した場合には
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、

当該の団体・勢力を逮捕・拘禁することも行わ

れてきた。 

 こうした性格に加えて、1970年代以降の資本

主義的工業化を政策的に推進しえた
．．．．．

という意味

で、「強い国家（strong state）」としての性

格をもマレーシア国家があわせもつことも銘記

される必要があろう 28)。マレーシアにおいて

は、あくまで資本主義発展を主導した担い手は

多国籍企業ではあるものの、すでに言及したよ

うに新中間階級についてはいうに及ばず、労働

者階級についても、諸階級の現状の多くの部分

が国家の政策に負っていることは否定できない

29)。したがって、労働運動もその桎梏となる制

度の改変を目指して国家に対抗運動を行使する

ことはあまり積極的ではないかもしれない。こ

のように、マレーシア国家は「紛争」の源泉で

あるとともに、「紛争」を「統合」する役割を

も担っている30)。 

 以上、われわれはマレーシアにおける労働者

階級、新中間階級および国家の性格を概観して

きた。その結果、労働運動の活発さと｢ニュー・

リッチ｣としての新中間階級の運動への関与の

程度という点からみるかぎり、マレーシアの事

例は韓国の場合よりもシンガポールのそれに近

い状況であることが明らかになった31)。それで

は、post-NIDLのもとで半周辺化が進展したと

しても、マレーシアにおいては理論的に想定さ

れるような「紛争」の集約は起こりえないので

あろうか。あえて今後を展望するならば、やは
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りNEPからNDPへの政策の変化が社会勢力とし

ての新中間階級の動向に影響を与える可能性に

注目すべきであろう。 

 マレー人優遇策としてのNEPからの政策的転

換は、「ニュー・リッチ」としてのマレー人新

中間階級のアイデンティティを揺るがすことに

なるかもしれない。アイデンティティ保持を志

向するマレー人新中間階級の利害関心は、国家

への反抗につながるかもしれない。「プライ

ヴァタイゼーション」などに関連したたび重な

る汚職などによって、「国民前線」の中核をな

すUMNOへの支持がマレー人からも相対的に

低下している一方で、イスラム教解釈の差異が

生み出すイデオロギー的対立およびその帰結と

しての政治対立を権威主義的に解決することは

さらに反発を拡大する可能性もあろう。 

加えて、少なくともミクロレベル（企業以下

レベル）における労使関係が、労働者の「関

与」によって特徴づけられるとするならば32)、

このレベルが労働運動の反抗の拠点になるかも

しれない。いずれにせよ、「半周辺化」が進展

するとともに、マレーシアにおける「内部」過

程においては「紛争」の潜在性
．．．

が整ってきてい

るように思われる。 

 

５．結びにかえて 

 

 本稿では、世界システムの現在がNIDLから

post-NIDLへの趨勢的変化のもとにあり、その

もとで周辺社会（の一部）において「半周辺

化」ともいうべき過程が進展し、そのような過

程の帰結として生じる「半周辺性」の一環とし

て「ニュー・リッチ」とよばれる人々が形成さ

れることを、マレーシアを主たる事例として検

討してきた。そのうえで、「ニュー・リッチ」

は極めて多様な人々から構成されるとともに、

その重要な部分である新中間階級は社会勢力と

して両義性をもつことを指摘した。 

 資本主義発展における基軸的な対抗関係であ

る、資本と賃労働との関係とのかかわりに関し

ても、新中間階級は当該社会におけるコンティ

ンジェントな要因によって、そのスタンスを変

化させることを確認した。その際に、国家の性

格が重要な影響を与えることも明らかになっ

た。世界システムにおいては、半周辺ゾーンに

システムの存立機制に由来する「対立」と「紛

争」とが集約されることが想定される。そのよ

うな「紛争」が生起する際の「内部」過程とし

て、労働者階級の攻勢とそれへの新中間階級の

「同盟」という階級関係の動態化が少なくとも
．．．．．

潜在的には
．．．．．

想定されるのである。 

 

註 

１）歴史的にみれば、20世紀前半におけるいわ

ゆる帝国主義戦争は、こうした世界システ

ムの階層秩序の流動化をその原因の一つと

するものとみなすことができるかもしれな

い。例えば、当時の日本は周辺から半周辺

へと上昇した社会であったとみることがで

きる（山田,1998:Ⅶ章)。日本は、資本主

義発展に起因する国内の社会問題を対外的

な領土拡大と権益確保によって解消しよう

としたわけだ。いうまでもなく、現代の

｢紛争」は国家による軍事的な活動を伴う

とはかぎらない。 

２）正確にいうならば、半周辺における資本集

約的産業の集積度は中核と周辺とにおける

それの中間ということになる。 

３）確認するならば、周辺社会におけるこうし

た変化は、なによりもまずNIDLにおいて

工業化を主導してきた多国籍企業が容認す

ることによって成立するのであり、そこに

は多国籍企業の戦略の変化が伏在している

のである。この点に関連して、カステル

(1989）は技術力が国際競争を規定する大

きな要因になることを強調している。 

４）このことは、多国籍企業の戦略を変化させ

る一因ともなろう。 
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５）このことをもって、周辺社会（の一部）に

｢フォード主義」が成立すると主張するこ

とは必ずしも妥当ではない。それというの

も、世界的に「ポスト・フォード主義

(post-Fordism)」が追求されている現在

では、生産のあり方がかつての「フォード

主義」におけるものとは異なることが想定

されるからである。 

６）付け加えておくならば、こうした労働者は

一般的には若年女性であった。 

７） ラ イ ト の い う 「 資 産 」 と は ｢ 所 有

(ownership) ｣ 、 ｢ 組 織 に お け る 地 位

(organization) 」 お よ び 「 資 格

(credential)」であり、こうした「資産」

の不均等な分配がゼロサム的に行われてい

る場合に、それがより多く分配されている

集群がより少なく分配されている集群を

｢搾取」しているものとして定義される。 

８）もっとも、post-NIDLへの変化において形

成が想定されている（中小の）自生的資本

家も新中間階級に含められる場合もある。

言及したように、本稿では資本家はその規

模を問わず資本家階級あるいはブルジョワ

ジーとして把握することにしたい。 

９）1990年代初めの試算では、マレーシアにお

ける新中間階級は雇用人口の10％ほどを占

めている。 

10 ） 具 体 的 に は 、 1975 年 の 産 業 調 整 法

(industrial coordination act)によってマ

レー人を経営者に加えることが定められた

(e.g., Okposin et al.,1996)。 

11）NEPによって設立された様々な国営企業

は、マレー人の資本家を創出することを一

つの目的としていた。そうした企業の経営

者としてマレー人の官吏などが任命され、

結果としてマレー人の資本所有率が高めら

れたのである。 

12）もっとも、国家によって形成された階級は

新中間階級だけではない。他ならぬ労働者

階級も1970年代以降の輸出志向型工業化を

通じて、国家の政策によって創出されたと

もいえよう。このように、後発資本主義社

会においては、労働者階級と新中間階級と

はそれほどタイムラグを伴うことなく形成

される傾向がある。クー（1990）は、韓国

を事例としてこの過程を分析している。 

13）｢プライヴァタイゼーション」は、1991年

に作成された「プライヴァタイゼーショ

ン ・ マ ス タ ー プ ラ ン （ Privatization 
Masterplan)」によって本格的に実施され

るようになった。その形式には、公共セク

ターへの民間企業の参入（テレビ放送な

ど）、自治体などからのサービスの民間企

業への下請、民間企業による公共財産の所

有、および民間企業への公共財産のリース

などが含まれる（ Jomo(ed.),1995:44)。

｢プライヴァタイゼーション」は、公共セ

クターの経営状態の悪化（その結果として

の国家財政の悪化）や経営効率の悪さを改

善するために実施されている。しかし、

｢プライヴァタイゼーション」が行われた

からといって、そこで雇用されている労働

者にとっては必ずしも労働環境の改善には

結びつかないし、そもそも経営状態・効率

が相対的に良好な公共企業ばかりが民間に

委託される傾向があり、かえって国家財政

を悪化させているという批判がある。 

14）ここで、マレーシアにおける国家政策の時

系列について確認しておこう。マレーシア

においては、1966年以降５年ごとに「マ

レーシア計画（Malaysia Plan)」が継起

的に策定されており、2000年現在で「第７

次マレーシア計画」が実行されている。こ

うした個々の「５ヵ年計画」を包括する長

期計画として、1971年から1990年までを対

象にした「第１次長期概要計画（First 
Outline Perspective Plan, OPP1)」およ

び1991年から2000年までを対象にする｢第
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２ 次 長 期 概 要 計 画 （ Second Outline 
Perspective Plan, OPP2)｣が策定されて

いる。NEPはOPP１の一環であり、NDP
はOPP２の一環である。さらに、OPP2は
後述する｢ヴィジョン2020(Vision 2020)｣
の一部である（Okposin et al., 1999:48-
51)。 

15）｢プライヴァタイゼーション｣におけるこう

した傾向は、政治家の汚職(corruption)の
温床となることから「利権(rent)政治」と

して批判されている。華人資本家も、｢産

業調整法｣によって規定されたマレー人経

営者の受け入れ義務をいわば逆手に取るか

たちで、マレー人有力資本家とのコネ作り

として利用している (Gomez, 1999:147-
148)。 

16）もとより、1997年にタイで発生した通貨危

機が1998年にマレーシアに波及すると、こ

うした消費スタイルが後退したことはいう

までもない。しかし、マレーシアにおいて

は、赤字解消をめざした緊縮財政とインフ

レ防止のために高金利政策とを推奨する

IMFの勧告にあえて逆らって、短期的・投

機的な資本取引を抑制したうえで、むしろ

需要を喚起して景気の回復を志向し、危機

から脱却することに成功している。こうし

た危機から回復することによって、基本的

な趨勢に変化がない以上、ふたたび言及し

た消費スタイルが拡大することことが考え

られよう。 

17）ここで簡単に、マレーシアにおける政党の

構図について確認しておこう。1957年の独

立以降、マレーシアでは主要なエスニシ

テ ィ ご と に 組 織 さ れ た 政 党 の ｢ 同 盟

(Alliance)｣政権が一貫して国政レベルの

政権を担当してきた。すなわち、UMNO、

｢マレーシア華人協会(Malaysian Chinese 
Association, MCA)｣、および「マレーシ

ア イ ン ド 人 会 議 （ Malaysian Indian 

Congress, MIC)」からなる同盟がそれで

ある。1972年に、当初華人による対立政党

であった「マレーシア人民運動(ゲラカン) 

(Malaysian People’s Movement, 
Gerakan Rakyat Malaysia)」がこの同盟

に加わり、同盟は「国民前線（BN)」と

称するようになった。「国民前線」に対立

する政党もエスニシティごとに組織されて

おり、(一度BNに加わったことがある）

マレー系の「汎マレーシアイスラム党」、

華 人 系 の ｢ 民 主 行 動 党 （ Democratic 
Action Party, DAP)」などが主要な対立

政党である。BN が UMNO の圧倒的優位

のもとでエスニシティ間の妥協によってブ

ルジョワジーや官僚などのエリートの利害

関心を代表しているのに対して、対立政党

はそれぞれマレー人農民と華人労働者の利

害関心を直接的に代表しており、広範な同

盟を形成することは困難である。マレーシ

アの政治システムについては、クローチ

(1996）参照。 

18）直接的には、マハティール首相と首相候補

者のラザレイとの個人的確執を契機とした

対立であり、その結果ラザレイによって

｢46年精神党(The Spirit of 46, Semangat 
46)」が結成されている（1946年はUMNO
が結党された年である)。1990年の総選挙

では、｢46年精神党」はPASおよびDAPと

同盟を構築し、BNに対抗した。選挙の結

果、UMNOの議席および得票率はともに

減少したが、BNの絶対的優位には変化が

なかった。 

19）この点に関連して、マハティール政権がマ

レーシアの各州に存続しているスルタンの

権限をさらに制約しようとしていることは

興味深い（鳥居, 1998）。こうした政策

は、マレー人新中間階級のイデオロギー的

志向と拮抗することになる。さらに、近年

におけるマハティールによる副首相アンワ
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ルの逮捕事件も、アンワルが青年層のイス

ラム回帰志向の主柱であったことから、イ

スラム教へのスタンスを媒介にした対立と

みることもできるかもしれない。 

20）世界システムにおける各位置の特性は、い

うまでもなく時代によって異なっている。

そもそも、16世紀に西ヨーロッパを中核と

して誕生した世界システムにおいては、誕

生当初における半周辺の特性は「分益小作

制(share cropping)」という形式の「労働

統制(labor control)」に求められていた。 

21）この点は、従来NIDLからの偏差を指摘さ

れてきたラテンアメリカ地域にも該当しえ

よう。ラテンアメリカ地域は、いわゆる輸

入代替工業化が長期にわたって継続してき

たことによって特徴づけられる。このタイ

プの工業化においては、相対的に希少な熟

練労働者を確保するために、輸出指向型工

業化における場合よりも労使関係は労働者

に対して相対的に寛容であることが指摘さ

れている（Kuruvilla, 1996)。このこと

は、労働者の交渉力が大きいことを意味す

る。 

22）こうした労働運動の隆盛には、学生による

支援が大きな影響を与えていることはよく

知られている。いうまでもなく、経済活動

人口に含まれない学生は階級範疇からは除

外される。しかし、韓国社会において大学

を卒業することが他の多くの社会と同様に

新中間階級に帰属する「資格」を獲得する

ことを意味するならば、学生を新中間階級

の一環として扱うことも許容されよう。 

23）中核においては、｢新しい社会運動」は一

般に「脱物質主義(postmaterialism)｣意

識を背景として生起する運動として把握さ

れてきた。この点に関して、運動の担い手

として位置づけられている新中間階級（の

多く）が一方で物質主義意識に拘泥してい

ることから、半周辺・周辺においては中核

における場合とは運動と社会意識との関連

が異なっている。このような継起的意識の

共時的存在は、半周辺・周辺における後発

的 な 資 本 主 義 発 展 が ｢ 圧 縮 さ れ た

(compressed)」(Chang, 1999）過程をた

どることの証左といえるかもしれない。さ

らに、その結果として半周辺における「新

しい社会運動」の意識的背景は脆弱となる

可能性もありえよう。 

24）コーポラティズム概念については、山田

(1998:Ⅳ章)。ちなみに、｢国家コーポラ

ティズム｣の対立概念は、｢社会コーポラ

ティズム（societal corporatism)」あるい

は 「 自 由 コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム (liberal 

corporatism)」である。 

25）個別的な差異はあるものの、政党の場合と

は異なって、マレーシアにおける労働組合

はエスニシティごとに組織されてはいな

い。植民地時代などにおける組合活動の初

期には、労働者の多くを占めていた華人や

インド人が組合員の多くを占めていた。し

かし、1970年代以降マレー人の労働者化が

進展すると、マレー人が労働組合員の多数

派になっている（Jomo & Todd,1994)。 

26）企業別組合の結成は、1980年代にマハ

ティール首相が提唱していた「ルック・

イースト（Look East）」政策の一環であ

る。この政策はアジアにおいて資本主義発

展に成功した日本や韓国の制度を模倣しよ

うとするもので、労使関係に関しては企業

別組合の制度が模倣の対象となった。 

27）だからといって、労働者が伝統的意識をす

べて払拭してしまったわけではない。資本

主義のシステムと伝統的家族との狭間で労

働者としての「主体形成」を行う女性労働

者を分析した最近の成果として、リーとル

ンド（1996）を参照。 

28）念のため断っておけば、「強い国家」であ

る こ と は 必 ず し も 国 家 の 自 律 性
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(autonomy ）が大きいことを意味しな

い。なぜならば、NEPに代表される「強い

国家」としての政策介入は、まさに広範な

マレー人の利害関心を体現するものだから

である。この点で、ボウィー（1991）の主

張には誤解がある。彼は、1970年代以降の

マレーシア国家による政策介入の拡大を、

エスニシティ間の対立を背景とした社会的

コンセンサスの崩壊を原因とする国家の自

律性の拡大として把握している。しかし、

社会的コンセンサスが崩壊している場合に

は、かえって多様な社会勢力によってそれ

ぞれの利害関心のインプットが試みられる

可能性があり、その結果社会勢力に対して

国家が自律的にふるまえる可能性は小さく

なるかもしれないのである。マレーシア国

家の自律性については、テレンツィニ

(2001）も参照。 

29）とりわけ、優遇策を甘受してきたマレー人

には、「甘え」があるという指摘もある

(林田,2001:184-197)。 

30）ジェスダーソン（1996）は、マレーシア国

家のこうした性格を指して「融合国家

(syncretic state)」とよんでいる。さら

に、マハティール首相によって提唱されて

いる、2020年までに先進国になることを目

標とした「ヴィジョン2020」構想はマレー

シアとしての統合されたナショナリズムを

喚起する可能性もある。 

31）もっとも、1980年代に代表が反対政党に加

入するなど、MTUCが政治的志向を強め

る と 、 国 家 は 「 全 国 労 働 諮 問 会 議

(National Labour Advisory Council)」な

どの団体からMTUCを除外している。こ

の対応は労働組合の「排除」を意図したも

ので、「統合」を意図した、シンガポール

における｢国家コーポラティズム」とは異

なっている。 

32）1980年代末にすでに、NIDLにおいて基幹

産業であったエレクトロニクス産業におい

て、賃金の上昇と厚生の改善が進んでいる

ことが報告されている（Onn,1989)。労働

者の「関与」が拡大することによって、こ

うした事態がより進展する可能性は否定で

きない。 
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