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エスニシティとインフォーマル化
企業間関係における媒介

山 田 信 行

１．問題の所在

近年の社会学における主要な議論の一つに、「グローバリゼーション

（globalization）」に関するものがあげられる。「グローバリゼーション」と

いう変動過程を一般的に把握するならば、それは（「国民」）社会や地域の“境

界”を超えて社会関係がとり結ばれる傾向が一般化していくこととして概念

化されよう。様々な領域で進展しているこの長期的趨勢のなかでも、経済的

な領域におけるそれが最も進展していることは疑いえない。いうまでもなく、

経済におけるグローバリゼーションを象徴するものは、労働者の移動となら

んで多国籍企業の活動にほかならない。

概念的な問題に加えて、グローバリゼーションの起源についても様々な議

論が蓄積されてきている。経済の水準に照準して、この問題に対する解答の

一つを提示するならば、1980年代後半以降における日本企業の本格的多国籍

化にその起源を求めることができよう（山田,2004）。1970年代を通じた日本

の良好な経済的パフォーマンスによって引き起こされた競争に起因する貿易

摩擦と円高とによって、製品輸出を基本とする従来の海外戦略が限界に直面

した日本企業は、1985年のプラザ合意を契機として本格的な多国籍化を進展

させてきた。

すでに、アメリカ合州国に次ぐGNPを達成していながら、海外生産比率に

示されるように、日本における企業の多国籍化の程度は他の社会のそれと比

べても著しく低かった 。巨大な経済力を担う企業の本格的多国籍化は、さら

なる競争を惹起し、それへの対処として各社会の企業は最適な生産拠点を確

保するために、多国籍化を量的に拡大するだけではなく質的に深化させたの

である。まさに、経済のグローバリゼーションは競争を原因として生起し、

その結果として競争をもたらしたのであり、その実質的な牽引者は日本企業

であったといえよう。

このように、経済のグローバリゼーションは多国籍企業による生産拠点の

再編成・再確保をもたらすことになろう。すなわち、競争の激化を受けて、

多国籍企業はコスト削減への志向を強化するとともに、各地域・社会の“特

性”を勘案したうえで、それに最もふさわしい生産活動を当該地域・社会で

実践することになる。こうした傾向は、世界システムの周辺（periphery）に

位置する社会（＝周辺社会）においても貫徹することはいうまでもない。

さらに、多国籍企業の戦略の変化に伴って、一部の周辺社会においては、

1980年代前半までの時期を特徴づけてきた労働集約的なアセンブリーにとっ

て代わる、資本集約的な高付加価値製品の生産が（再）配置されるとともに、

徹底したコスト削減のために部品・資材の現地調達（local procurement）が

追求され、その結果として各地域・社会におけるローカル資本（local capital）

あるいは自生的資本（indigenous capital）との関係形成が摸索されることが

想定される。

以上のような理論的想定が妥当するならば、世界システムの実質をなす国

際分業は、周辺への労働集約的な工程の配置転換（relocation）によって特徴

づけられる「新国際分業（new international division of labor,NIDL）」か

ら周辺における高付加価値生産の移転を特徴（の一つ）とする「ポスト新国

際分業（post-NIDL）」へと変容し、その背景としての周辺社会におけるロー

カルな過程においては、自生的資本の成長に伴う（一定程度の）「自律的発展」

とそのことを一環とする「半周辺化（semiperipheralization）」とが進展する

ことになろう。

本稿では、周辺社会のなかでも、1970年代以降著しく工業化を進展させて

きたマレーシアを事例として、「半周辺化」の一環としての多国籍企業と自生

的資本との関係形成のあり方について考察する。その際、自生的企業の発生

メカニズムとして「インフォーマル化（informalization）」という現象に注目

し、この現象に内在する社会関係がエスニシティ関係によって補完されるこ

とによって、企業間関係の形成が促進されることを明らかにするとともに、

マルティエスニックな（multiethnic）マレーシア社会におけるその意味を検

討してみたい。まず、周辺社会において、自生的企業が形成されるメカニズ

ムを「インフォーマル化」として定式化する試みを確認することから、この

作業を開始することにしよう。



２．自生的企業の成長とインフォーマル化

（１）周辺社会と「インフォーマル・セクター」

発展途上の社会から構成される周辺社会においては、工業化の進展とそれ

に伴う雇用の増加が長年にわたって政策課題とされてきた。それというのも、

多くの場合植民地化された経験をもち、一般的に産業が原料・一次産品生産

に特化していた周辺社会においては、安定した成長と貧困解消のためには工

業化を通じた雇用の増加が焦眉の課題だったからである。しかしながら、結

果的に多くの社会においては工業化が必ずしも急速には進まず、製造業の成

長を通じた充分な雇用は確保されなかった 。

したがって、周辺社会において資本主義的関係が浸透するにつれて、農村

から都市に排出された労働者に対して充分な（正規の）雇用は提供されず、

彼（女）らは結果的に“非正規の（informal）”職に就労してきた。いわゆる

「インフォーマル・セクター（informal sector）」における就労がそれであ

る 。このような「インフォーマル・セクター」は、様々な産業および職から

構成されることがわかってきている（e.g.,Portes& Walton,1981）。例えば、

サービス業（第３次産業）に分類される、街頭における露天商・物売り、さ

らには観光客相手のガイドなどにとどまらず、第1次産業に分類される養豚や

機械修理なども含めた製造業（第２次産業）に属する活動も、「インフォーマ

ル・セクター」と総称される活動には含まれている。

従来、このような多様な活動を含む「インフォーマル･セクター」に関して

は、その政策的評価だけではなく 、どのようにこれを概念的に把握するかを

めぐって議論が行われてきた。さらに、概念的把握のあり方をめぐる議論は

「インフォーマル・セクター」の消長とその原因についての議論を伴ってい

た 。要するに、「フォーマル･セクター」と比較して、「インフォーマル･セク

ター」の特徴を単に列挙・記述するだけではなく 、「インフォーマル･セクタ

ー」の形成過程、およびそれが資本主義のシステムに対してもつ効果と意味

とに関する一貫した理論が求められていたのである。

このような状況を受けて、われわれはかつて、「インフォーマル･セクター」

に含まれるものにとどまらず、（製造業の）小規模企業を対象として、そこに

おいてとり結ばれる社会関係に注目して「経済のインフォーマル化」の理論

を提起したことがある。いま必要な限りで、この理論を振り返ってみよう。

この理論によれば、

インフォーマル化とは、資本主義社会における経営体の一部について、

それ自体に、あるいはそこにおいてとり結ばれる労資関係および労使関

係 に前資本主義性を生産あるいは再生産することであり、インフォーマ

ル企業とは、その結果（あるいはインフォーマル化を目的として）生成

する企業である（山田,1996：111）。

いま周辺社会に議論を限定するならば、すでに言及したように、農村から

排出された労働者は、いったんは生産手段から切り離されたにもかかわらず、

正規の雇用からも排除されるならば「生き残り戦略（survival strategy）」

（Mingione,1985）の一環として、再び生産手段をなんらかの手段を通じて

獲得し、生産を行う可能性がある。さらには、そのような“経営体”におけ

る社会関係は、しばしば家族あるいは親族関係から構成される小規模な組織

であることを背景として、資本主義社会における労使関係とは異なる人格的

な（personalistic）関係としてとり結ばれるとともに、生産活動が定常的では

ない（sporadic）ために、雇主による“労働者”の統制もルール化されないア

ドホックなものになることが想定される。

加えて、この“経営体”における社会関係は、親－子関係あるいはパトロ

ン－クライアント関係として表象され、関係の当事者によって温情主義イデ

オロギーに基づいて把握されることになる。このように、周辺社会において

成立する自主的企業の端初は多くの場合、インフォーマル企業である。イン

フォーマル企業（あるいは「インフォーマル・セクター」）は、拡大再生産を

通じて成長し、企業規模を拡大していく可能性がある一方で、そこにおいて

とり結ばれている社会関係は、利害関心を異にする当事者によってとり結ば

れ、非人格的でルール化された官僚制的統制と物質主義・業績主義的なイデ

オロギーによって特徴づけられる資本主義的な労使関係とは異なり、その一

部は人格的統制関係と温情主義イデオロギーとを特徴とする前資本主義的な

社会関係によって代替されている。

こういったからといって、インフォーマル企業が伝統的で解体されていく

存在であると主張しているわけではない。述べたような社会関係によって成

立しているインフォーマル企業は、まさに現代資本主義が要請するフレクシ

ブルな労働力の利用を体現しているのであり、指摘されてきたように下請関

係（subcontracting）をとり結ぶことによって、（そもそも労働者の対抗に起
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因した）厳しいコスト競争に直面する多国籍企業に寄与しているのである

（Castells & Portes,1989;Portes& Sassen-Koob,1987)。

それでは、周辺社会において多国籍企業による下請あるいはソーシング

（sourcing）が行われる際に、どのような部品あるいは工程が外注されるので

あろうか。「経済のインフォーマル化」の理論においては、外注される部品あ

るいは工程としては、当該企業にとって相対的に重要でない周辺的で「二次

的な（secondary）」ものが想定されていた。当該企業にとってあくまで中核

的で「一次的な（primary）」部品あるいは工程は、当該企業において担保さ

れ続けるというわけだ。

以上、われわれは「経済のインフォーマル化」の理論を簡単に振り返って

きた。この理論においては、まず周辺社会に照準したローカルあるいはナシ

ョナルな資本主義発展が背景として設定され、生産様式の節合（articulation）

を通じた前資本主義的生産様式の解体と資本主義的生産様式の拡大過程にお

いて、インフォーマル企業が生成するメカニズム（「自律的インフォーマル

化」）と、生成したインフォーマル企業が世界システムにおいて労働力のフレ

クシブルな利用が追求されるなかで、主として中核社会から進出した多国籍

企業と下請関係がとり結ばれる可能性とについて、一
・
般
・
的
・
な
・
説明が提示され

ていた。

このようなインフォーマル企業は、多国籍企業との下請関係を通じて「フ

ォーマルな」企業に成長する可能性がある。しかし、インフォーマル企業が

「フォーマルな」企業に成長し、当該周辺社会における一定程度自律的な発

展に関与するためには、いくつかの要因が整備される必要があろう。以下で

は、これらの要因を確認し、「経済のインフォーマル化」の理論を修正あるい

は補完する試みを展開してみよう。

（２）インフォーマル企業の成長

下請などの企業間関係を通じてインフォーマル企業が成長するとともに、

それらの企業が当該周辺社会の自律的な発展に関与するためには、なにより

もそうした企業が増加し、一定の規模をもった集積（cluster）が形成されな

ければならないであろう。それでは、産業集積が形成されるためには、どの

ような要因が整備される必要があろうか。想定される要因としては、以下の

ものがあげられよう。すなわち、垂直的な関係を促進する要因と水平的な関

係を促進するそれである。

①垂直的な関係

垂直的な関係とは、いうまでもなく多国籍企業との下請などの企業間関係

を意味している。一般に、周辺社会においては、主として世界システムの中

核から進出した多国籍企業によって資本主義発展が主導されることになる。

その結果、当該社会にとって基幹的な産業は多国籍企業に占められ、しばし

ば相対的に小規模な自生的企業は多国籍企業と競争することは困難であるた

め、そうした産業において主導的な役割を担えない可能性が大きくなろう。

このように推論を進めるならば、インフォーマル企業が成長して当該社会

における自律的発展に関与するためには、多国籍企業との関係を通じて技術

移転などを経験し、企業としての「力量」を高める必要があろう。しかし、

そのような関係形成には多くの困難が伴うことも想定される。例えば、イン

フォーマル企業は、指摘したような“労使関係”に依拠したフレクシビリテ

ィを実現できるため、サプライヤーの評価基準として重要なQCDのなかでC

の水準は多国籍企業が期待する水準に到達できるものの、QとDとのそれはみ

たすことができない可能性が大きい。すなわち、品質（Quality,Q）、コスト

（Cost,C）、および納期（Delivery,D）の水準のなかで、コスト以外のそれ

は達成できないということだ。

こうした事態が起こるということは、インフォーマル企業が品質を作りこ

む生産技術のみならず、製品出荷に至るまでの工程を管理する能力をもたな

いことを意味している。翻っていえば、こうした事態は、インフォーマル企

業が多国籍企業による技術移転を必要としながら、その必要性ゆえにかえっ

て技術移転の機会を獲得できない逆説として現れていることになる 。この

逆説的事態を解消するためには、両者間に関係形成を促進する媒介が必要と

されよう。

②水平的な関係

垂直的な関係がさしあたり、多国籍企業に対するサプライヤーとしてとり

結ばれる関係であるとすれば、水平的な関係はインフォーマル企業相互の（協

力）関係である。インフォーマル企業の一般的な形成プロセスを念頭におく

ならば、こうした企業が大都市の内部および╱あるいは周辺において地域的

なまとまりを作ることは容易に想定される 。しかし、インフォーマル企業が

成長するためには、当該周辺社会の資本主義発展を主導する多国籍企業との

関係が形成されるだけではなく、それらが単なるまとまりにとどまらないネ

ットワークを形成し、例えば一つの産業分野において協力（cooperation）関
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係を形作ることが求められよう。

しかし、インフォーマル企業がサプライヤーとして多国籍企業との関係に

大きく依存しており、多国籍企業との取引が当該インフォーマル企業の存続

にとって重要なものであるならば、空間的に近接しているからといって、必

ずしもインフォーマル企業相互の協力関係形成が促進されるとは限らない。

むしろ、多国籍企業からの受注を獲得するために競争関係が強化されるかも

しれない。もっとも、あらかじめ空間的にまとまっているインフォーマル企

業に対して、特定の産業分野に属する多国籍企業が下請関係をとり結ぶ傾向

が発生するならば、関係を結んでいるインフォーマル企業も同一の産業分野

に特化する可能性がある 。

そのような特化が起こるのであれば、例えば受注量が生産能力を超えた場

合にオーバーフローを他の企業に委託したり、過剰な競争を回避するために

細かな部門ごとに各企業が棲み分けを行ったりすることを通じて、協力関係

が形成される「土台」が形作られる可能性はある。こうした協力関係は、情

報や技術の共有、さらには労働力の移動などを通じて、関係をとり結んでい

るインフォーマル企業相互の成長に寄与することになるかもしれない 。し

かし、周辺社会におけるインフォーマル企業にとって、なによりも多国籍企

業との関係が決定的に重要である。したがって、多国籍企業との垂直的関係

に規定される競争関係にとどまらず、それに加えて、インフォーマル企業が

相互に、このような「土台」に依拠した協力関係の形成を促進するためには、

なんらかの媒介が必要になるように思われる 。

以上、われわれは、多国籍企業によって資本主義発展が主導される周辺社

会において自生したインフォーマル企業が成長する可能性について、一
・
般
・
的
・

に
・
確認してきた。インフォーマル企業の成長にとって重要な垂直的関係と水

平的関係（あるいは協力関係）は双方ともに、それが形成されるに際しては、

一定の制約を伴っているのであった。こうした制約を突破するためには、関

係形成を媒介する要因が必要となる。post-NIDLのもとで「半周辺化」が進展

するためには、インフォーマル企業に端を発する自生的企業の成長が求めら

れる。それでは、こうした制約を突破する媒介はどこに見出せるであろうか。

３．「ポスト新国際分業」とインフォーマル化

（１）多国籍企業の戦略変化

グローバリゼーションの進展に伴って成立する可能性があるpost-NIDLの

もとでは、すでに確認してきた関係形成における制約は存在するものの、ほ

かならぬ多国籍企業の側でそのような制約を積極的に克服しようとする志向

性が生まれる可能性がある。冒頭で指摘したように、コスト競争が激化する

なかで進出した社会あるいは地域に存在する自生的企業から資材・部品を現

地調達しようとする志向性は強化されつつある。

1980年代の前半までを特徴づけていたNIDLにおいては、周辺における「輸

出志向型工業化（export-oriented industrialization）」戦略のもとで「輸出加

工区（Export Processing Zone,EPZ）」や「自由貿易区（Free Trade Zone,

FTZ）」が設置され、そこに進出した多国籍企業は輸入関税が免除されるとい

うインセンティヴのもとで、生産にあたって使用する資材・部品は一般に当

該企業の本国あるいはその他の先進社会から調達することが想定されていた。

一般に「フォーディズム」の危機 として把握される状況を克服するため

に、「従順」で低廉な労働力を求めて1960年代の後半から始まった多国籍企業

による周辺への「生産の配置転換（relocation of production）」は、上記の

ような周辺社会における工業化戦略とパラレルに進行した。NIDLはこのよ

うにして形成された国際分業であり、その際多国籍企業のホストとなる周辺

社会においては、進出してくる多国籍企業に工業化のイニシャティブが委ね

られるとともに、そもそも多国籍企業をサポートする自生的企業が未発達あ

るいは「力量」不足であったために、言及したように企業間関係がとり結ば

れない状況が生まれたのである。

NIDLからpost-NIDLへの転換が進むのであれば、周辺社会における企業

間関係のあり方は大きく変貌する可能性がある。多国籍企業の戦略が自生的

企業との関係形成を志向する方向に変化しつつあるとき、この傾向を強化す

る媒介が存在するのであれば、一層関係形成は進むことになる。以下では、

マレーシアを事例として、具体的な社会のレベルにおいて、この媒介要因を

特定する作業を試みよう。

（２）関係を媒介するもの－マレーシアの事例

①経緯と差異

まず、事例となるマレーシアの工業化過程について簡単に確認しておこう。

マレーシアにおいて、本格的に工業化が開始されたのは1970年代である。1971

年に制定された「自由貿易区法（Free Trade Zone Act）」に基づいて、1972

年にペナン（Penang）島にマレーシアにおいては初めてのFTZ が設置さ
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れ、NIDLに組み込まれるかたちで「輸出志向型工業化」が開始された。その

後の30年以上にわたる工業化過程を経て、マレーシアにおいては一定程度の

工業集積が形成されてきている。その結果、産業構成および雇用構成につい

ても、製造業比率が着実に上昇した 。製造業についても、労働集約的な産業

だけではなく、1980年代に入ってからは重工業の育成 もあらためて開始さ

れている。

現在、マレーシアにおける産業は、FTZが設置された４地域を中心に集積

している。ジョホール・バル（Johor Bahru）（とその周辺）、マラッカ

（Malacca）、クラン・ヴァレー（Klang Valley) 、およびペナン州（とそ

の周辺）の各地域がそれである。産業集積の指標として、単純に製造業事業

所数だけを比較するならば、やはり首都クアラ・ルンプールを擁するスラン

ゴール州（クラン・ヴァレーはここに位置する）やシンガポールに隣接する

ジョホール州が優越していることはいうまでもない（表１）。しかし、マレー

シアにおける基幹産業である半導体などの電子産業（electronics industry）

についていえば、その集積はペ

ナン州が他の地域を優越してい

る。例えば、半導体産業に属す

る多国籍企業の進出地域につい

てみると、ペナン地域（と隣接

するケダ地域）に最も多くの企

業が集まっていることがわかる

（表２）。

さらに、これらの集積地域に関する調査研究によれば、多国籍企業が下請

企業として関係をとり結んでいる自生的企業の量と質についても、ペナン地

域が優越していることが明らかになっている（Rasiah, 2002a;2002b;

mimeo) 。例えば、ペナン地域においては、半導体産業に属する多国籍企業

が利用する生産設備の生産と修理などを、下請関係をとり結んだ自生的企業

が担うようになっているし、そうした企業と下請関係をとり結んでいる自生

的企業が階層（tier）をなして形成されている。そのうえ、自生的企業のなか

には、多国籍企業からのOEM（Original Equipment Manufacturing) を通

じて成長を遂げる例が報告されている（Rasiah,1999) 。

かつて、マレーシアにおいては基幹産業である半導体産業についても、1980

年代までは多国籍企業による下請関係およびそれに基づく産業集積は充分に

発達していないと主張されていた（Henderson,1989:64,71）。しかし、1980

年代後半以降のグローバリゼーションとpost-NIDLへの転換のもとで、マレ

ーシアにおける自生的企業のあり方も多国籍企業との関係を通じて大きく変

貌を遂げつつあることがわかる。

他方で、こうした傾向がマレーシアにおける主要な産業集積のなかでも、

さしあたりペナン地域（とその周辺）に限定されていることに留意する必要

がある。このことは、インフォーマル企業の成長と企業間関係の形成におけ

る媒介要因に地域間の差異があることを示唆している。こうした差異に注目

しながら、関係形成の媒介要因を特定する作業を進めよう。

②媒介としての国家

企業間関係の形成を媒介するものとして、まずあげられるものは国家の政

策的サポートである 。post-NIDLのもとで、国家の政策的サポートによる自

生的企業の育成は、周辺社会が「半周辺化」するための要件にほかならない。

マレーシアにおいても、1980年代の後半以降現地調達の拡大が義務づけられ

ていることに示されるように、企業間関係などを通じた自生的企業の育成が

積極的に進められている。ここでは、ヴェンダー開発プログラム（Vendor
 

Development Program,VDP）と開発公社（Development Corporation）の

活動をとりあげよう。

VDPは1988年に開始されたプロジェクトで、プロトン社などの合弁企業や

多国籍企業を「アンカー企業（anchor enterprise）」として位置づけ、自生的

企業をそのサプライヤーとして外注先に設定することを通じて育成しようと

する計画である。開発公社は、州レベルにおける政策の一環として、企業間

表１ 産業集積地の製造業事業所数（州別）

州 事業所数

ジョホール 3517
マラッカ 959
ペナン 1612
スランゴール 3328
（クアラ・ルンプール） 1607

出所：マレーシア日本人商工会議所(2000：
38)から作成

表２ 産業集積地と半導体関連の多国籍企業

産業集積 多国籍企業(合弁も含む）

ペナン（とケダ）

Hitachi（Penang)、Hitachi（Kedah),Advanced Micro Devices,Ase
 

Electronics, Fairchild Semiconductor, Hewlett Packard, Inter
 

grade Device Technology,Intel Technology,Liner Semiconductor,
Rectron,Shingtek,Thomson Electronic Parts

-

クラン・ヴァレー
SHE-M, SHE-SA, MEMC, Fujitsu, NEC, ROHM-SA, To

 
shiba,Chippac,Texas Instrument,Motorola Semiconductor

-

マラッカ
Toyo Dempa,National Semiconductor,Simens Components(Inte

 
grated Circuit),Simens Components (Advanced Technology)

-

ジョホール STMICROELECTRONICS

出所：マレーシア日本人商工会議所（2002：234-235）から作成
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の情報交換や労働者の技能育成を主導する組織として主要な州に設置されて

いる。もっとも、こうした政策は言及してきた集積地域の多くに当てはまる

媒介要因であり、先に指摘した差異を説明する要因とはならない。それでは、

地域間の差異を説明するとともに、関係形成の媒介となる要因はどこに求め

られるのであろうか。

③媒介としてのエスニシティ

ここでわれわれは、マレーシアにおけるコンティンジェントな要因として、

この社会がマルティエスニックな社会であったことを思い起こす必要がある。

いうまでもなく、マレーシアは16世紀以降における世界システムへの包摂過

程において、ポルトガル人やオランダ人などのヨーロッパ人および華人

（Chinese）の流入を経験するとともに、18世紀に始まるイギリスによる植民

地化過程において、とりわけ20世紀の初頭以降プランテーション労働に従事

するインド人の流入を経験してきた。周知のように、このような過程を経て、

職業(したがって階級)に対応して編成されたエスニシティが形成されてきた。

1957年の政治的独立以降も、基本的には上記のようなエスニシティ関係が

存続したため、ほとんどが農民であった土着のマレー人（＝ブミプトラ

Bumiptra）と資本家の割合が高かった華人との経済的格差が拡大し、このこ

とを一因として両者の関係は1969年に「人種暴動（racial riot）」に発展して

いる。1970年代以降に本格化する工業化は、貧困の除去とこうした格差を是

正するために推進された「新経済政策（New Economic Policy, NEP）」

（1971～1990）のもとで遂行されており、この政策のもとでマレー人に対す

る各種のアファーマティヴ・アクションが実施された。なかでも、各エスニ

シティの人口比率に職業構成を合致させようとする試みが展開され、マレー

人資本家の育成が図られてきた（1990年までに、総資本の30%をマレー人が

所有することが目標とされた）。

このように、従来マレーシアにおける自生的企業は、その多くが華人によ

って経営されていた。このことは、NEPの展開によって実質的にマレー人が

優遇されることによって、結果的に華人企業が不利益をこうむる可能性を意

味している。例えば、1975年にはNEPの一環として、「産業調整法（Industrial
 

Coordination Act）」が制定され、取締役会に必ずマレー人を含めることが義

務化され、形式的にせよ華人企業の“自由な”経営を制約してきた。さらに、

先に言及したVDPの実施においてもマレー人による企業が「アンカー企業」

に指定されている場合には、華人企業をサプライヤーとして利用しない傾向

がみられることが指摘されている 。

しかし、NEPが終了し、その後の「国民発展政策（National Development
 

Policy）」においても結
・
局
・
の
・
と
・
こ
・
ろ
・
は
・
マレー人を優遇することが継続していな

がら、依然として自生的企業の多くは華人によって経営されている。したが

って、1970年代以降の本格的工業化において、不利益を被りながらも主要な

産業集積を形成している自生的企業の多くは華人企業にほかならない。すで

に確認したように、ナショナルな政策においては各地域の差異は説明できな

いのであった。それゆえ、自生的企業の多くが華人企業であるということを

考慮するならば、主要な産業集積における華人（企業）のあり方の差異が、

企業の成長と企業間関係の形成における差異を説明することが想定される。

それでは、４つの主要な産業集積における華人のあり方について、どのよ

うな差異がみられるであろうか。そもそも、マレーシアにおける華人は、錫

鉱山開発や商業活動を営む移民が定住して形成されてきた経緯があるために、

従来から都市にその多くが居住していた。この点は、４つの地域がいずれも

都市であることと符合している。しかし、州ごとの人口に華人が占める比率を

比較してみると、ペナン州のそれが

かなり高いことがわかる（表３）。こ

のような量的差異が、関係形成にお

ける質的差異の根拠になっているこ

とが推察されるのである。ペナン地

域における華人の実態を検討するこ

とで、この点を明らかにしてみよう。

そもそも、海峡植民地（Strait Settlements）のひとつとして植民地化され

た18世紀の後半から、経済的な拠点としてペナン島を位置づけるイギリスに

よって、華人の定住がすすめられたといわれている。ペナン地域における華

人の多くは、福建省出身者（Hokkien）によって構成されていた。福建省と

いう同郷の出身であること、および同一氏族（clan）であることを背景に、華

人はさまざまな「協会（association）」を組織し、日常生活および職業におけ

る相互扶助のネットワークを形成する（Hallgren,1984）。このネットワーク

が、企業内外の社会関係の形成に影響を与えることになるのである。すなわ

ち、祖先、言語（方言）、および文化的背景を共有することに基づく「道徳的

共同体（moral community）」が形成され、それを背景に自生的企業の水平的

関係が促進されるわけだ。

表３ 州別の華人人口の推移（％）

1970 1980 1990 2000

ジョホール 39.5 38.4 36.1 35.4
マラッカ 39.7 38.0 33.7 29.1
ペナン 56.3 54.6 50.1 46.5
スランゴール 38.9 37.4 32.4 30.7

出所：Suryadinata（2002：51）から作成
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当しない。しかし、1972年にペナン島にFTZが設置され「輸出志向型工業化」

が開始された時点では、ペナン州の失業率が極めて高く 、州知事が自ら合州

国の半導体メーカーに出向いて誘致を行ったことに象徴されるように

（Asian Strategy& Leadership Institute,1995:51）、「自律的インフォーマ

ル化」が進展する背景が存在したことは想像に難くない。正規の雇用から排

除された労働者の「生き残り戦略」として生成した華人企業は、インフォー

マル企業であったといえよう。

ラジャ（1999）が指摘するように、現在ではかなりの規模に成長した華人

企業も、その生成期においては極めて小規模の「裏庭の工場（backyard fac-

tory）」にすぎなかった。このような小規模企業における社会関係は、資本主

義的な労使関係とは異なる「インフォーマル性」をもつことが想定されるの

であった。すなわち、そうした企業においては人格的な統制関係と温情主義

のイデオロギーとを基調とする社会関係がとり結ばれる。さらには、こうし

た一般的な傾向は、いまだ資本主義社会の形成途上にあり 、それ以前の社会

関係が存続しているマレーシアの社会状況と、華人から構成される「道徳共

同体」における社会関係 とによって裏書されることになろう。

「道徳共同体」における社会関係は、富や力をもつ者がそうでない者を庇

護するとともに、そうでない者から服従を要求することによって成立する関

係である（Hallgren,1986:51-53）。さらに、この社会関係は、富や力をもた

ない者はそうでない者に対して庇護を要求する権利を可能にする関係である。

言い換えれば、それはパトロン－クライアント関係として成立している。こ

うした関係は、雇用という“庇護”の対価として企業内における労働力のフ

レクシブルな利用を可能にするし、翻って小規模な企業の経営者（＝富や力

をもたない者）から多くの賃金を要求することを排除する効果をもつことに

なる。こうした企業内の関係は、華人ネットワークを媒介にして垂直的およ

び水平的な企業関係においても貫徹し 、ペナン地域における産業集積を実

質的に駆動しているのである。

４．結語

本稿において、われわれはグローバリゼーションの進展に伴って成立しつ

つあるpost-NIDLとそのローカルな過程である「半周辺化」の一環としての自

生的企業の成長要因を検討してきた。まず、かつてわれわれが試みた「経済

のインフォーマル化」の理論を補完するかたちで、多国籍企業によって資本

さらに、華人人口が多いことを背景に、ペナン州においてはその知事も華

人から選出されている。このように、ペナン州においては華人が「政権」を

獲得しているのである 。このことは、マレー人を優遇するNEPによってナシ

ョナルなレベルにおいては活動が制約されていた華人企業に対して、州レベ

ルにおいてはそ
・
れ
・
だ
・
け
・
一
・
層
・
、それらを保護・育成する政策が展開されること

を意味する。そのほかの産業集積地域においても設立されている開発公社に

比べて、ペナン開発公社（Penang Development Corporation）が、多国籍

企業との共同でペナン技能開発センター（Penang Skill Development Cen-

ter）を設置して技能労働者を育成し、そのことを通じて垂直的な企業間関係

の形成に積極的に寄与していることはその一例といえよう。

加えて、インテル（Intel）など有力な半導体メーカーのペナン州における

現地法人の社長（managing director）に華人が任命されていることは、相互

扶助のネットワークを通じて垂直的企業間関係が形成されやすくなるととも

に、そうした関係を前提として当該企業に雇用されていた華人従業員の独立

起業を容易にする効果をもつであろう 。つまり、華人従業員が独立して起業

する際に、華人ネットワークを媒介にして新たに設立される企業がサプライ

ヤーなどとして外注先に指定される傾向が大きくなろう。このとき、新たに

形成される垂直的な企業間関係は、新しい経営者が以前にとり結んでいた企

業内の労使関係が企業外へと外延化（externalize）したものにほかならな

い。

このように、華人の人口比率が他の集積地域と比較しても高く、州レベル

の政権を獲得していることを背景にしてナショナルな政治状況とは異なって、

華人が保護される傾向があるとともに、ペナン地域においては華人によるエ

スニックなネットワークが濃密に形成され、それを媒介要因として企業間関

係の形成が他地域に優越して進展しているのである 。ところで、このような

ネットワークの結節点となる華人企業は、少なくともそのスタートにおいて

は極めて小規模な企業にほかならない。このことは、華人企業における“労

使関係”がインフォーマル企業におけるそれと相当であること、すなわち「イ

ンフォーマル性（informality）」をもつことを示唆している。

④インフォーマル企業としての華人企業

そもそも、マレーシアにおける華人の多くは都市に居住していたわけだか

ら、農村から排出され、正規の雇用から排除された労働者の大量存在を前提

とする「経済のインフォーマル化」の理論的想定は華人企業には必ずしも妥
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生計を維持するための活動であるとすれば、それは都市に限定されたものでは

なく、農村にも存在しうることはいうまでもない。

５ 当初においては、「インフォーマル･セクター」は近代化の停滞状況を象徴する

ものとしていち早く一掃されるべき対象であったのに対して、一般に周辺社会

においてその活動があまりにも広範であるために、現在では雇用確保のために

存続すべき対象として考えようとする提言も行われている（Hart, 1973;

Moser, 1978）。本稿の論点にも関連した中小企業（small and medium-sized
 

enterprise,SME）の育成策も、こうしたスタンスの政策と通底している。

６ このことには、1970年代以降顕著になった、世界システムの中核（core）に該

当する先進社会においても、周辺社会におけるものと同様の活動が増加してき

ていることも含まれる（Portes & Sassen-Koob,1987）。すなわち、これらの

社会においては、資本主義の発展に伴って減少していた「インフォーマルな」

活動が復活してきていることが確認されている。このような世界システムの中

核と周辺とにわたる現象を理論的に一貫して説明することが、求められている

のである。

７ ハート（1973）によれば、「フォーマル・セクター」は資本集約的で技術レベル

が高く、その結果生産性も高く、雇用される労働者の賃金は相対的に高く、労

働条件も相対的に恵まれており、国家による規制および保護を受けているのに

対して、「インフォーマル・セクター」は労働集約的で技術レベルが低く、その

結果生産性も低く、雇用される労働者の賃金は相対的に低く、労働条件も劣悪

で、国家による規制および保護を受けていないという。

８ 「労資関係（capital-labor relations）」と「労使関係（industrial relations）」

とは、議論の抽象度に応じて使い分けられる概念であり、「労使関係」の方がよ

り具体的な概念である（山田,1996：第１章）。

９ 「経済のインフォーマル化」の理論においては、当該「国民社会」の資本主義

発展のあり方（「類型」）によっては、このような傾向が「循環的に」現れるこ

とが提示されていた。近年の議論のなかにも、世界システム総体に照準して同

様の主張を試みているものがある（Tabak & Crichlow(eds.),2000）。

10 念のため断っておけば、「フォーマル」というタームはさきに列挙した形式的特

性を意味するだけで、必ずしも当該企業における社会関係が指摘したような意

味での資本主義的なものであることを意味しない。前資本主義的な関係による

代替は、当該周辺社会の状況によっては「長期的に」存続する可能性がある。

11 この点に関連して、マレーシアを事例とした議論としては、日本企業との技術

主義発展が主導される周辺社会において、垂直的および水平的な企業間関係

が形成される可能性について一般的な考察を試みることを通じて、そのよう

な可能性がけっして大きくないことを確認した。企業間関係の形成には、何

らかの（コンティンジェントな）媒介要因が必要だというわけだ。次に、具

体的な社会の事例としてマレーシアをとりあげ、そうした要因を特定する作

業を行った。

その結果、国家の政策とエスニシティ関係とが媒介要因として相互補完的

に作動しており、なかでもマレーシアの主要な産業集積のひとつであるペナ

ン地域においては、華人ネットワークが重要な役割を果たしていることが明

らかになった。さらに、そのような媒介要因が、インフォーマル企業として

の、華人が経営する自生的企業の内外の関係を裏書していることも確認した。

従来、マレーシアにおいてはNEPの負の効果として、エスニシティとして

の華人企業の活動への制約が指摘されてきた（Jesudason, 1989）。このこと

は、エスニシティ関係が資本主義発展に対してネガティヴな効果を与える可

能性があることを意味していた。しかし、ペナン地域における産業集積の例

にみられるように、マイノリティである華人がマジョリティとして集住する

地域においては、ナショナルなレベルにおいてはマイノリティであるがゆえ

にかえって、州レベルにおいてはエスニシティ関係がポジティヴな効果を生

むことにも留意すべきであろう。

註

１ 1985年まで、日本における海外生産比率は3.0%にとどまっていた。ちなみに、

2002年においては16.9％にまで上昇している。

２ 「半周辺化」とは、周辺社会（の一部）が世界システムにおける階層的位置を

上昇し、半周辺に参入することである。その際、周辺社会において資本主義発

展を主導する多国籍企業、国家、自生的資本の３者の関係が、この変動過程の

帰趨を決定することが想定される（山田,2002）。

３ このことの一因としては、多くの社会において植民地からの独立後に採用され

た工業化のタイプが「輸入代替工業化（import substitution industrialization）」

であり、結果的に資本集約的生産システムに基づく産業が企図されたことがあ

げられる。このように、製造業が提供する雇用を大きく上回って、農村から労

働力が排出される現象は「過剰都市化（overurbanization）」と呼ばれる。

４ 念のため断っておけば、こうした「インフォーマル・セクター」がなによりも
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Zone,FIZ）」」に名称変更されている。現在は、総計1７のFIZが設置されてい

る。州別の内訳数としては、ジョホール州＝１、マラッカ州＝２、スランゴー

ル州＝３、ペラ州＝２、ペナン州＝７、パハン州＝１、およびサラワク州＝１

となっている（マレーシア日本人商工会議所,2002：76）。FIZは近年ではその敷

地が不足し、多国籍企業の誘致が困難になってきている。そのことを一因とし

て、地区ではなく工場単位でFIZとほぼ同様の関税特権を付与する「保税工場

（Licensed Manufacturing Warehouse,LMW）」が認定されるようになって

いる。LMWの認定は、各地にFIZと並んで存在する「工業団地（Industrial
 

Estate）」に進出した多国籍企業にはほぼ例外なく付与されていると思われる。

18 GDPに占める製造業の割合は、1980年が約19.6％、1990年が約24.6%、2000年

が約32.6%と着実に上昇してきているし、製造業の雇用人口率は、1980年が約

15.7％、1990年が約19.9％、2000年が約27.5％と同様に上昇している（マレー

シア日本人商工会議所,2000：3-4,19-20）。

19 このような試みの一環として、いわゆる「国民車（national car）」の生産計画

があげられる。日本企業との合弁によるプロトン（Proton）社およびプロデュ

ア（Perodua）社が設立され、保護関税のもとで（「第2次輸入代替工業化」）自

動車生産を行っている。

20 クラン・ヴァレーとは、クアラ・ルンプール、およびシャー・ラム（Shah
 

Alam）、バンギ（Bangi）、ニライ（Nilai）などのその郊外を中心とする工業集

積地域で、クラン川が作り出した渓谷地帯に位置するため、この名称で呼ばれ

ている。

21 ペナン地域の優越性は、その他の発展途上社会から“成功例”として評価され

るまでになっている（Lubeck & Eischen,1998）。

22 OEMは、発注する側が開発・設計を通じてスペックを設定し、発注する側のブ

ランドで製品の生産・加工を外注先に委託するシステムである。マレーシアの

自生的企業に対してOEMが実施されるということは、受注した当該企業が多

国籍企業によって設定されるQCDの水準に到達していることを意味している。

23 ラジャ（2002b）によれば、ペナン地域における下請企業は、下請のあり方に関

連した５つの段階を経て成長してきているという。現在、多国籍企業と直接の

下請関係をとり結んでいる企業（first tier）は、その第３段階から第４段階に

位置しているという。第３段階とは、サプライヤーが外国製の輸入機械設備

を、自己の生産目的のために適用・分解模倣（reverse engineer）するととも

に、高度に精密な外国製の部品および機械設備を、マレーシア内外の多国籍企

レベルの差異に照準して企業間関係（＝「リンケージ（linkage）」）形成の可能

性について検討した穴沢（2003）がある。

12 それというのも、インフォーマル化は「過剰都市化」と軌を一にして生起する

し、「過剰都市化」は住宅の供給不足に帰結し、いわゆる「スラム街」といわれ

る不法居住区を生み出すからである。要するに、インフォーマル企業はこうし

た居住区と近接して誕生するのである。

13 このとき、ベスト（1999）の理論に依拠していえば、当該多国籍企業は「開発

企業（developmental enterprise）」の役割を担うことになろう。ベストは「産

業集積（industrial cluster）」の動学モデルを提起し、それを４つの要因による

システムとして把握している。この際、４つの要因とは、特化した企業からな

る「クラスター」、技術のスピンオフをもたらす「開発企業」、産業の多様化に

関連した「技術の多様化（technological speciation）」、および開かれたシステ

ムを構成する「水平的統合と再統合（horizontal integration and reintegra-

tion）」である。

14 この論点は、いうまでもなく「産業地域（industrial district）」あるいは「産地」

が生成する要件に関するものである。世界システムにおける位置に関わらず、

「産業地域」の存在と生成に関しては多くの議論が蓄積されてきた（e.g.,Pyke

& Sengenberger,1992;Rabellotti, 1997）。小規模な企業の集積からなる「産

業地域」が注目を集めた背景には、そのような集積を背景とする生産システム

が、いわゆる「フォーディズム（Fordism）」にとって代わる「ポスト・フォー

ディズム（post-Fordism）」の候補のひとつとして位置づけられたことがあげら

れる。ピオリとセイベル（1984）による「フレクシブルな専門化（flexible special-

ization）」論も、この一環に位置づけられる。

15 一般に「産業地域」は、小規模な企業によるネットワークとして存立してい

る。多国籍企業に代表されるような大企業が存在する場合には、上記のような

ネットワークに対して官僚制的な統制によって特徴づけられる下請関係が優

越し、「産業地域」の生成は困難であることが指摘されてきた（e.g.,Saxenian,

1996）。この点に関連して、下請関係が優越する場合に中小企業間のネットワー

ク形成の可能性について検討したものとして、山田（2001）を参照。

16 「フォーディズム」の危機とは、世界システムの中核において、労使関係が労

働者優位なかたちに編成され、そのことを一因として、生産性（上昇）の停滞

と生産性を上回る賃金上昇という事態が現れてきたことを指している。

17 「自由貿易区（Free Trade Zone）」は、1992年に「自由工業区（Free Industrial
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業に販売するために適用・分解模倣する段階であり、第4段階とは、サプライヤ

ーがオリジナルな生産設備を用いて製造する能力を発達させ、マレーシア内外

の多国籍企業に精密部品および機械設備を供給する段階である。ちなみに、第

1段階は、サプライヤーが多国籍企業から提供された輸入機械、設計、および図

面を用いて、単純な研磨、機械加工、溶接、および圧延作業を行って部品を提

供する段階であり、1970年代の機械用具企業を特徴づけるものだった。第２段

階は、サプライヤーが多国籍企業から提供された輸入機械、設計、および図面

を利用して、半オートメーション化された機械と精密器具を組み立てられるレ

ベルに上昇する段階である。最後の第5段階は、サプライヤーがオリジナルな設

計を行う段階として位置づけられている。

24 UNCTAD（2000）においても、多国籍企業とSMEとの「リンケージ（linkage）」

形成に関して、政府の役割の重要性が強調されている。

25 プロトン社の例では、サプライヤーの53%がSMEであり、その80%がマレー人

による企業であるという報告がある（Leutert & Sudhoff,1999：268）。

26 ペナン州においては、1969年からゲラカン（Gerakan）が議会の多数派を占め

ている。周知のように、マレーシアにおいては政党組織もエスニシティごとに

編成されている。ゲラカンはもともと、与党であるマレー華人協会（Malay
 

Chinese Association,MCA）に対抗する華人の「野党」として出発したが、現

在ではナショナルレベルにおいては「国民戦線（National Front）」という連合

政権に参加している。このことは、州レベルにおける政治とナショナルレベル

におけるそれとが、必ずしも対立していないことを意味している。

27 指摘されてきたように、マレーシアにおいてはエスニシティと職業とが対応し

ており、従来企業における管理職層は華人によって担われる傾向が大きかっ

た。スピン･オフ（spin off）によって独立起業する従業員のほとんどは、この

階層に属している。

28 もちろんこういったからといって、ペナン地域における企業間関係の形成が

“望ましい”レベルにまで到達しているというわけではない。この地域におい

ても相変わらず、技能労働者不足など関係形成にあたって制約となる要因の克

服が政策目標とされている（Asian Strategy& Leadership Institute,1995）。

29 このことの背景には、政治的独立後に首都になったクアラ・ルンプールに商業

的な中心が移り、商業的中心であったペナンの地位が相対的に低下したことが

指摘されている。

30 念のため断っておけば、これはあくまでマレーシアという「国民社会」につい

て言及したものである。

31 こうした関係が、華人固有の“文化”だけに由来すると断定することには慎重

であるべきであろう。それというのも、海外で活動する華人が長期にわたって

担保している社会関係は、中国社会が明らかに前資本主義社会であった時代か

ら存続してきたものであり、華人が海外活動を行うに際してアイデンティティ

を確保するために、かえって強化されて継承されてきた関係であると思われる

からである。そもそも、華人にとっての父祖の地である中国社会は、いまだに

資本主義への移行を完了していない。

32 華人にとって、雇用経験はその期間を通じて人的な（personal）関係を拡大

し、やがて独立起業するときに役立てるためにあるという（Hallgren, 1986:

89）。このことは、なんらかの企業に従業員として雇用されている期間に、自ら

の職務遂行を通じて（将来の）取引先との関係を構築していくことを意味して

いる。したがって、企業内の社会関係（＝雇用）と企業間の取引関係（＝垂直

的および水平的関係）とは密接に連関しているし、拡大された人的関係は人格

的な（personalistic）関係にほかならない。
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