
1 ． 課題

生態系の保全や自然環境の保護を求める社会運動は、社会学においてもとり

わけ20世紀の後半から注目されるようになった。1980年代に隆盛をみた、いわ

ゆる「新しい社会運動（New Social Movements, NSMs）」論においては、従来

の労働運動に代表される物質的・量的な欲求充足を希求する運動とは異なり、

質的な欲求充足を志向する社会運動の 1つとして、環境保護運動（environmental 

movement）も位置づけられた。先進社会において成立した「ゆたかさ（affl uence）」

を 1つの背景として、人々の意識が「脱物資主義（postmaterialism）」にシフト

し（e. g., Inglehart, 1989=1993）、物質的な欲求に裏書きされた労働運動にとっ

て代わり、NSMsが台頭してきたというわけだ。

しかし、こうした議論をグローバルな視野からとらえなおしてみると、いさ

さか異なった理解が求められるように思われる。いうまでもなく、言及したよ

うな社会変動は、グローバルな社会においては、必ずしもあまねく確認される

わけではなかろう。例えば、世界を 3つのゾーンから成る階層的なシステムと

して把握しようとする世界システム論（e. g., Wallerstein, 2004=2006; 山田, 

2012）においては、先進社会は中核（core）ゾーンに位置づけられる。ゾーン

が異なるということは、社会のあり方が異なっていることを意味する。したがっ

て、中核以外のゾーン、すなわち半周辺（semiperiphery）や周辺（periphery）ゾー
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ンにおいては、必ずしも「脱物質主義」に基づいて環境保護運動が営まれてい

るとはかぎらない。そもそも、環境保護を追求する運動は、中核ゾーンに偏在

する傾向があるとしても、このゾーンだけで確認されるわけではない。

本稿は、世界システムの各ゾーンの特性を考慮に入れて、環境保護運動がも

つ多様性をとらえようとする試みの一環である。その際、本稿では、マレーシ

アにおいて展開されている反ライナス運動（anti-Lynas movement）を事例とし

てとり上げ、「反システム運動（anti-systemic movement）」（e. g., Arrighi, 

Hopkins & Wallerstein, 1989）の 1つとして位置付けられる環境保護運動の多様

なあり方を明らかにしたい。そのうえで、事例としてとり上げる反ライナス運

動を構成する多様な問題群を確認することを目標としたい。反ライナス運動は、

オーストラリア企業ライナスによる、レア・アース（イットリウム yttrium）

の精錬工場の稼働に反対する運動にほかならない。

マレーシアは、東南アジアに位置する小国にはすぎないものの、研究対象と

して極めて興味深い社会である。マレーシアにおいては、そのユニークな歴史

的背景に由来する多民族社会が形成されるとともに、工業化の進展に伴って、

様々な社会問題の発生と社会的欲求の噴出、さらにはそれらを背景とする社会

運動が活性化している。本稿の課題を検討するにあたって、まずマレーシア社

会の “位置” を確認することにしよう。

2 ． 半周辺とマレーシア

（ 1）工業化略史1

多くの発展途上社会と同様に、マレーシアもかつて植民地化された経験をも

つ社会である。1957年にイギリスから政治的独立を達成したものの、その後、

1960年代を通じて、必ずしも工業化（いわゆる輸入代替工業化）は充全には進

展せず、経済的および社会的な停滞傾向がみられたといえよう。こうした停滞

傾向は、社会的貧困とそれと軌を一にする社会的格差の拡大に帰結した。しか

も、イギリスによる植民地支配を通じて形成された、3つの主要なエスニシティ

のなかでも、実質的に政治的な支配権を行使するマレー人が経済的に優越する

華人（Chinese）に比べて、かなりの貧困状況に置かれていたことから、両者
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の対立が深刻化し、1969年に人種暴動（racial riot）が起こった。

非常事態宣言によって、人種暴動後から 2年間にわたって停止された議会が

再開されると、60年代までとは異なる積極的な国家による経済政策が提示され

た。すなわち、 1つは、「新経済政策（New Economic Policy, NEP）」であり、

もう 1つは輸出志向型工業化の追求が、それである。前者は、貧困の廃絶、お

よび個々のエスニシティと特定の職業の結びつきを改変し、エスニックな構成

に見合うように国民への職業配分を目指す政策であり、後者は、国内に自由貿

易区（Free Trade Zone, FTZ）を設置して、様々な特典を与えることを通じて多

国籍企業を誘致し、外国資本による工業化を目指す政策であった 2。前者が、

マレー人に対するアファーマティブ・アクション（優遇策）であったことはよ

く知られている 3。

とりわけ、輸出志向型工業化は、農村から調達された若年女性による低賃金

不熟練労働に基づいて、多国籍企業がその本国などの海外から無関税で持ち込

んだ部品・資材に対して加工・組立作業を施し、完成した製品を海外にすべか

らく輸出するタイプの工業化であった。こうした工業化によって、賃金とGDP

はゆるやかに上昇し、GDPに占める製造業の比率も著しく上昇した。この結果、

1980年代には、マレーシアは1960年代までの農業社会から完全に脱却したとい

えよう。

こうした輸出志向型工業化に加えて、1980年代以降には重工業化が進められ、

自動車産業などが積極的に育成された。いわゆる国民車（national car）を生産

するために、日本の自動車企業との合弁として、 2つの企業が創設された 4。

さらに、1990年代以降には、日本企業の本格的な多国籍化を 1つの背景とする

グローバル化のもとで、賃金の上昇と産業の集積を背景にして、資本集約化と

高付加価値化が追求されてきたといえよう（山田, 2006）。

（ 2）国際分業の変化と半周辺化

マレーシアにおいて確認される工業化の進展は、アジア地域においては一定

程度普遍的に確認されてきた。従来、古典的な国際分業においては、発展途上

にある社会は鉱物資源や商品作物ばかりを世界に提供することを担ってきたの
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に対して、輸出志向型工業化の進展とともに、こうした社会も工業製品を提供

するようになった。こうした変化は、「新国際分業（new international division of 

labor, NIDL）」の成立としてとらえられてきた（Fröbel, Heinrichs, & Kreye, 

1980）。世界システムの実体が国際分業にほかならないとすれば、新国際分業

の成立は、世界システムそれ自体にとっても大きな変化ではあった。しかし、

発展途上社会、つまり世界システムにおける周辺ゾーンにおいて工業化が進展

しても、生産され輸出される製品は、低賃金労働に基づく「低賃金財」にほか

ならなかった。その意味では、工業化が進展しても、こうした社会が周辺に位

置していることにはなんら変化がなかったのである 5。

しかし、マレーシアのような周辺社会においても、そのいくつかにおいては

輸出志向型工業化の 1つの帰結として、1990年代までには賃金が上昇し始める

とともに、当初の想定から乖離してFTZsに進出した多国籍企業が現地企業と

取引関係を結ぶようになり、製造業をサポートするサプライヤー企業が集積す

るようになってきた。この際、多国籍企業による戦略的選択肢の 1つとしては、

賃金上昇に対応してさらなる低賃金地域に生産拠点を（再）移転することもあ

りえよう。しかし、一定の産業集積から獲得される便益を考慮するならば、賃

金上昇に見合う高付加価値製品の生産拠点として、生産する財を変更する可能

性もありえよう。

翻っていえば、グローバル化が進展する現在の世界システムにおいては、マ

レーシアはもはや「低賃金財」を生産する周辺ゾーンにとどまり続ける社会で

はなく、厳しい競争を背景とした、多国籍企業による拠点の再編に媒介されて、

半周辺ゾーンへと上昇しつつある社会であるといえよう。さらに、国際分業の

あり方が提供される財によって規定されるならば、グローバル化のもとでは、

国際分業それ自体がさらなる転換を遂げつつあることを示唆しているといえよ

う。すなわち、周辺ゾーンに位置づけられていた社会からも、新国際分業にお

いて想定されていた単純な組立加工に基づく低廉な財ではなく、高付加価値財

が提供されるような事態は、新たな国際分業の成立、つまり「ポスト新国際分

業（post-NIDL）」といえるような分業への転換を意味しよう。

18

Komazawa Journal of Sociology No.48, 2016



（ 3）半周辺の特性と社会運動

それでは、マレーシアが新たに占めつつある、あるいはすでに占めていると

思われる 6半周辺という位置にはどのような特性があろうか。世界システム論

においては、半周辺ゾーンは中核と周辺との 2つのゾーンの中間に位置づけら

れ、双方のゾーンの特徴を合わせ持つとされている。つまり、中核ゾーンの特

性を「中核性（coreness）」、周辺ゾーンの特性を「周辺性（peripherality）」と

してそれぞれ把握するとすれば、半周辺ゾーンの特性である「半周辺性

（semiperipherality）」とは、「中核性」と「周辺性」とを合わせ持つことになろ

う 7。

それでは、環境保護運動に体現される「中核性」と「周辺性」とは、どのよ

うな特性として把握できるであろうか。そもそも、NSMsにおいて想定されて

いたように、エコロジーや環境保護に関わる社会運動は、先進社会、すなわち

中核ゾーンに特徴的な運動として把握される傾向があった。1970年代初めから

継続してきた資本主義的工業化の帰結として、マレーシアにおいては賃金が上

昇し、 1人当たりGDPについても、世界の中位を占めるようになった。こうし

て、早くも1990年代には「ニュー・リッチ（New Rich）」8とよばれる「富裕層」

が誕生してきたことも指摘された（Robinson & Goodman eds., 1996）。こうした

物質的なゆたかさを背景にして、想定されてきた「脱物質主義」が醸成され、

社会運動の意識的背景となることもありえよう。いうまでもなく、こうした傾

向が確認されるならば、それはまさに「中核性」を体現するものといえよう。

しかし、環境保護運動は、物質的なゆたかさを背景として生起するばかりと

は限らない。例えば、かつて1960年代までに日本においても隆盛をみた公害反

対運動は、必ずしも物質的ゆたかさが充全に達成されたことを背景としていた

とはいえないであろう。高度経済成長期の半ばでは、物質的ゆたかさの達成は

未だに社会的目標であって完成されていたとはいえない。そうであるとすれば、

当時の公害反対運動が「脱物質主義」を背景に組織されていたとはいいがたい。

むしろ、この運動は、被害の当事者である住民が自らの生活・生命を脅かされ

ることに抗うものとして活性化したといえよう。

周辺ゾーンに位置する社会においては、まさに産業における「周辺性」の現
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れとして、外国資本によって鉱物資源の採掘がおこなわれるとともに 9、しば

しば権威主義的な政府による開発が行われてきた。こうした産業や開発のあり

方は、しばしば住民たちの生活圏を侵害し、生存それ自体を脅かす傾向があっ

た10。つまり、環境保護運動は、まさに当事者にとっては生存を賭けた異議申

し立てであり、生活基盤を守るという意味では、むしろ極めて物質主義的な利

害関心に根差した運動といってもよいであろう。

以上、われわれはマレーシアが半周辺に位置しつつある社会であること、さ

らにはそこにおける環境保護運動が半周辺としての特性をもつこと、すなわち、

「中核性」と「周辺性」とを合わせもつ可能性があることを確認してきた。以

下では、反ライナス運動に照準を合わせて、この論点を具体的に確認していこ

う11。

3 ． 反ライナス運動の展開

言及したように、反ライナス運動は、オーストラリア企業のライナスがマレー

シアのパハン（Pahang）州ゲベング（Gebeng）（州都クアンタン近郊）におい

て操業するレア・アース（イットリウムなどの17種類の金属）精錬工場に対し

て、その操業停止を求める社会運動である。パソコンやスマートホンなどの部

品に不可欠となっているレア・アースそれ自体は、放射性物質ではないものの、

これを精錬する過程で発生する放射性物質トリウム（thorium）12などの廃棄物

の管理が不適切な場合には、周辺の環境に影響を与え、住民に健康被害を引き

起こす可能性がある。2011年以降、ライナス工場の本格稼働が日程に上るにつ

れて、この運動は本格化した。しかし、これ以前に、運動を活性化させること

につながる前史があった。

（ 1）前史13

マレーシアにおいては、放射性物質による健康被害が発生した事例が過去に

もあったのである。原因となったのは、三菱化成（現在の三菱化学）が35%を

出資して設立したエイジアン・レア・アース（Asian Rare Earth, ARE）という

合弁会社によるレア・アースの精錬事業にほかならない。この企業は、その前
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身であるマレーシア・レア・アースの後を受けて、1979年にペラ（Perak）州

イポー（Ipoh）近郊のブキメラ（Bukit Merah）村に設立された。この企業は、

1982年にテレビ・ブラウン管の発光体などに利用されるイットリウムというレ

ア・アースをモザナイト（monazite）という鉱物から精錬する作業を開始した

ものの、その過程で副産物として放射性物質トリウムを産出することになった。

しかし、工場はトリウムを貯蔵する施設を設置しなかったうえに、なんら警告

を行うこともなく、それを工場周辺の池や地表に野積みにしていたのだった。

トリウムは放射性物質であり、アルファ線を放射することによって、それを

浴びた人体に白血球などの異常を引き起こす可能性がある14。容易に予想され

るように、こうした杜撰な処置の結果、ブキメラ村の住民には健康被害が確認

され始めた。例えば、マレーシアにおける平均値に比べて、出産異常は 3倍、

白血病や癌の発生は40倍以上にそれぞれ達した。こうした状況を受けて、住民

たちは抗議活動を展開し、1985年には工場の操業停止を求める訴訟をイポー高

等裁判所に起こした。

高等裁判所は操業停止を認め、ひとたび工場は停止されたものの、工場がト

リウムの仮備蓄場を設置したために、マレーシア原子力許可委員会によって再

び操業が許可された。ところが、この施設は極めて不完全なものであったため

に、住民は再び抗議行動を行った。裁判の結果、1992年にはイポーの高裁にお

いては住民側が勝訴したものの、1993年には最高裁においては操業が合法的な

ものであると認められてしまった。

もっとも、三菱化成は一連の事態を受けて1994年に撤退を表明し、事業それ

自体も終結した。しかし、裁判所において合法性が認められたために、住民に

対する補償などは不充分にしか行われず、工場の跡地についても三菱化成が管

理を負担しているものの、徹底したかたちでは行われていない。そもそも、三

菱化成は工場の操業と住民の健康被害との因果関係を認めないまま今日に至っ

ている。ここには、外国資本による企業活動が深刻な環境破壊を引き起こす可

能性が明示されているといえよう。
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（ 2）経緯15

1 ）発端

オーストラリア企業ライナスは、1996年にレア・アースの採掘権を獲得した

という（それ以前は、金の採掘を事業としていた）。当初、中国において活動

を行っていたものの、中国政府が自国のレア・アース産業を保護するようになっ

たため、マレーシアに拠点を移した。そもそも、オーストラリアにおいては、

環境規制が厳しく、レア・アースの精錬はできなかった16。つまり、ライナス

は規制が緩やかな拠点として、マレーシアを選択したのである。ライナスがマ

レーシアに拠点を設置することを決定したのは、2006年である。当初の工場設

立候補地は、トレンガヌ（Terengganu）州だったものの、反対運動によってパ

ハン州に変更になったという。工場が建設されることが決定したのは、2008年

11月であった。しかし、この決定にあたって、周辺の住民はその承認を求めら

れることはなかった。

工場の建設開始以降、その問題性はいち早く把握されてきたものの、当初は

華人たちが購読するメディアでしか問題はとりあげられてこなかった。すなわ

ち、例えばマレー語や英語を利用するメディアなどにおいては、ライナス問題

は全く扱われていなかったのである。この背景には、華人の環境意識が高いこ

とに加えて、前史において言及したブキメラ村において被害を受けた人々の多

くが、華人であった事実が影響を与えている可能性がある。

2 ）展開

2011年という年は、いうまでもなく日本の東北地方沿岸で大規模な地震が発

生した年である。さらに、それに起因する巨大な津波によって死傷者が多数出

るとともに、津波によって冷却システムを破壊された、東京電力福島第一発電

所の原子炉がメルトダウンを引き起こし、今日に至るまで放射線被害が継続し

ている。こうした東日本大震災の発生は、マレーシアにおけるライナス問題に

も影響を与えている。すなわち、原発事故による放射線の深刻な問題が、ライ

ナスの評価に影響を与えてきたわけだ。

直接的には、2011年にニューヨーク・タイムズ（New York Times）社の記者
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がクアンタンを訪問し、工事の杜撰さを訴える内部告発を行った、工場建設に

従事する技師を扱った記事を執筆した。これによって、この問題はクアンタン

というローカルなレベルやマレーシアというナショナルなレベルを超えて、グ

ローバルな問題として認識されるようになったといえよう。言葉を換えていえ

ば、問題をとらえるフレームがグローバルに拡大するとともに、新たなフレー

ムにおいては、環境、生命、あるいは健康を保全することが基本的な価値とし

て共有されるにいたったといえよう。この年に、パブリック・フォーラムが組

織され、多くのアドホックなNGOsが結成され、それが運動に参加するように

なった。

反ライナス運動の展開において、いうまでもなく2011年から2012年にかけて、

運動は最も活発だったといえよう。この背景には、2013年にマレーシアの総選

挙（general election）が予定されており、この問題が政治的な論点としてとり

上げられたことも影響している。運動の規模は、マレーシア全体で10万人が参

加しているともいわれた17。この 2年間において、資金集め（fundraising）の

ためのディナーの開催、オーストラリアへの代表派遣とライナス本社への操業

停止の要求（ライナスの株を購入し、株主総会に参加）、オーストラリアの学

生活動家との交流、さらにライナスの鉱山があるオーストラリア西部でレア・

アースを積みだす港湾労働者に危険性を訴えるといった活動が集中的に行われ

た。

加えて、オーストラリアから代表が帰国した後も、すべての州においてライ

ナス工場の危険性を訴える活動を行った。こうした反対運動を受けて、マレー

シア政府は国際原子力機関（International Atomic Energy Agency, IAEA）にライ

ナス工場の安全性に関する調査を依頼せざるをえなくなった。その結果、工場

の操業は2012年まで遅れることになった。

これを受けて、2012年にはライナスの操業許可に反対する運動が展開された。

ライナスによる精錬工場が操業を続けるには、操業、原料輸入、および廃棄物

処理の 3つの免許が必要である。2012年には、ライナスが原料輸入に関するラ

イセンスを申請した際には、その発行に反対する活動が行われた。具体的には、

申請書に関してパブリック・レビューとそれに対するフィード・バックを要求
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し、実際に申請書が開示された。これに対して、専門家を動員して申請書を読

んでもらい、1000を超えるコメントを得ることができたという。

このコメントに基づいて、問題を指摘し、ライセンス認可を認めないように

求めたものの、IAEAから安全性を認める調査結果が提出されたために、結局

認可されてしまった。こうした状況を受けて、14日間をかけたクアンタンから

クアラルンプールまでの抗議行進が行われ、大規模な反対集会18も開催された。

2012年 4月には、認可の差し止めを求める訴訟を新たに起こしたものの、これ

も却下されてしまった。こうした状況を受けて、2013年にはシドニーにあった

ライナスの本社において、反ライナス運動の活動家が座り込みを行っている。

さらに、ライナス工場前においても集会が開かれた。工場の操業に反対する

100万人を超える署名も集められた。

3 ）現状

ライナスの工場は、2012年 9月に時限的な操業許可を獲得している19。この

期限は、2014年 9月までの 2年間であった。ライナスとしては、2014年 9月の

時点で恒久的な操業許可を獲得したかったものの、反対運動の影響もあってか、

それは認められなかった。結局、10か月間で廃棄物の恒久的貯蔵施設を建設す

ることを条件にして、操業延長が認められている。しかし、ライナス工場は、

リサイクル施設を建設することを主張し、廃棄物の恒久貯蔵施設の建設を拒否

した。これに対して、運動団体は質問状を提出して、以下の 3点について回答

を求めた。すなわち、リサイクルの方法、廃棄物を非放射性物質にする方法（つ

まり、放射線量を 1時間当たり64ベクレルに下げる方法）、およびそうした方

法にかかるコストの捻出方法の 3つがそれである。現在、その回答を待ってい

る段階である。

さらに、2014年 6月には反ライナス運動に関与するNGOによって、工場周

辺で操業に反対する大規模なデモが敢行され、参加者15名が逮捕されるにい

たった。加えて、この間の変化として、ライナス工場の経営状態が著しく悪化

していることが明らかになっている。当初、ライナスがマレーシアへの進出を

計画していた時期には、レア・アースの価格が極めて高かったものの20、反対
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運動によって操業開始が遅れたことによって、計画よりも価格が低下してきて

いる。そもそも、ライナス工場の取引先は 2つしかなく、いずれも日本の企業

あるいは機関である。

すなわち、 1つは双日（Sojitz）株式会社であり、もう 1つは石油天然ガス・

金属鉱物資源機構（Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, JOGMEC）で

ある。双方とも、ライナスに対して融資も行っているものの、工場の稼働が遅

れたことによってライナスの債務がかさんでおり、債務の返済期限延長に同意

している。運動側は、日本を訪問してこれら 2つの企業および機関に対して、

ライナスとの取引を中止する要請を行っている。運動団体が最も恐れているの

は、ライナスが経営破綻し撤退した後に、廃棄物だけが安全なかたちで保管・

処理されることもなく放置されることである。現在、運動団体はライナス撤退

後の事態をも射程に入れて、運動をさらに継続しようとしている。

（ 3）組織

以上のような経緯をたどって行われてきた反ライナス運動は、どのように担

われているのであろうか。一般に、社会運動は、それ自体人々の組織化を伴い、

組織によって担われる傾向がある。反ライナス運動を担う組織は、NGOsであ

る。2011年に運動が実質的に開始された際には、多数のNGOsが運動に参集し

て「ライナスをとめろ!連合（Stop Lynas! Coalition, SLC）」が作られている。し

かし、これはあくまで連携団体であり、運動を担う組織はそこに参集する個々

のNGOsである。インタビューによれば、 9つほどのNGOsがSLCに結集してい

たものの、現在残っているものとしては 5つである。SLCのほかにも、有力な

NGOsが運動に関与している。以下、主なNGOsについて、簡単に概観しよう。

1 ）Save Malaysia, Stop Lynas! （SMSL）

  「マレーシアを救え、ライナスをとめろ!（SMSL）」は、運動の経緯を概観

する際に言及したパブリック・フォーラムを主催した人物によって創始され

た21。この団体は、実は “企業” として登録されており、いわゆるNGOsあるい

はNPOsとは異なる。しかし、これは運動団体の「知恵」であり、政府から厳
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しく監視されないためである。運動を実際に担う団体は、Perthubuhan Solidariti 

Hijau Kuantan （PSHK, Green Solidarity Organization Kuantan）というNGOである。

このNGOの正式メンバーは15人ほどであり、運動を担う人々はほとんどがボ

ランティアである。

正式メンバーには、役職も振り当てられており、議長（chairperson）、副議

長（vice-chairperson）、会計（treasurer）、および事務局長（secretary）が決まっ

ている。さらに、個別の課題に対応して、委員会が存在する。例えば交通

（transportation）（これはクアラルンプールなどに陳情に訪れる際のバスの手配

などを行う）、資金調達（fundraising）、調査（fi eldwork）、およびメディア対策

（writing articles）などの委員会がある。正式メンバーおよびボランティアには、

多数の専門家（法律家および医師など）が参加しているし、企業経営者なども

活動に加わっている22。資金調達は行っているものの、基本的には自己資金に

よって運動に参加しているという。つまり、SMSLの参加者は相対的に富裕な

資本家階級および新中間階級に属していることがうかがえる。

SMSLの運動スタイルは、基本的に専門的見地からのライナス工場への疑問

点の提示と、それを根拠とした操業停止あるいは操業認可停止を訴える訴訟活

動である。つまり、運動のレパートリー（repertoire）として、SMSLは裁判闘

争を選択している。さらには、民衆に対する環境問題に関する啓蒙活動を重視

し、様々なパンフレットなどを作成し、配布に努めている。

2 ）Himpunan Hijau（HH）

すでに言及したように、Himpunan Hijauは、マレー語で「緑の会議（green 

assembly）」23を意味する。主要なメンバーは、 5人ほどであり、それ以外はボ

ランティアあるいはシンパサイザーとして集会やデモンストレーションに参加

しているようである。HHの議長、事務局長、および会計担当の 3人は、もと

もとSMSLに参加していたものの、やがてSMSLから分離した。分離した理由は、

彼（彼女）らの政治参加志向の強さに求められよう。すなわち、HHは政党と

連携し、政治参加を通じてライナスの操業を停止させようとしているわけだ。

HHは政党と連携するだけではなく、ライナスへの直接行動を行っている点
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でも特徴的である。言及したように、2014年 6月にはライナス工場への直接抗

議行動を敢行し、議長をはじめとして15名に及ぶ逮捕者を出している。会員制

の組織をとっていないにも関わらず、HHが多数の動員を可能にしている背景

には、問題への共感者が多いだけではなく、民主行動党（Democratic Action 

Party, DAP）24などの野党勢力と連携していることが指摘されている。つまり、

政治参加をレパートリーとすることによって、政党による動員を確保している

のである。HHの議長は、もともとDAPの党員であったといわれており、2014

年にはDAPから連邦議会の補欠選挙に立候補している（結果は落選している）。

HHは、必ずしもライナスの操業に反対するためのアド・ホックな組織では

ない。それは、広範な環境問題を扱おうとしている。例えば、やはりパハン州

のラウブ（Raub）という村において、周辺にある金の精錬施設から廃棄物が

同様に野ざらしにされていたことから、周辺住民に皮膚疾患が増加した際にも、

HHは集会を開いて抗議している。そのような意味では、HHはより普遍的な環

境問題への意識を背景とする組織といえよう。さらに、その主要メンバーはす

べて華人にほかならない。

3 ）BADAR

BADARは、言及したSLCを構成する主要なNGOsの 1つである。インタビュー

によれば、SLCを構成するNGOはすべてマレー人の組織である。そのなかでも、

BADARは最大のNGOであり、もともとPAS内部に組織された委員会であっ

た25。メンバーは、500人にも及び、そのすべてがPASの党員にほかならない。

そもそも、BADARとは、マレー語のイニシャルであり、英語ではAnti-Rare 

Earth Refi nery Action Body（反レア・アース精錬活動団体）を意味する。もと

もと、PASの委員会に過ぎなかったとはいっても、BADARにおいては、あく

まで 1つの組織として議長、会計担当、および事務局長が割り当てられている。

さらに、BADARにおいては、 3つの委員会が組織されている。すなわち、宣

伝（publicity）、動員（mobilization）、およびメディア対策（media）の 3つの

委員会がそれである。

述べたように、BADARはPASから派生している。いうまでもなく、PASはイ
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スラム教に基づく国家（Islamic state）の樹立を目指す政党である。聞き取りに

よれば、イスラム教は自然環境の保全を重視する宗教であり、環境保護運動に

は親和的な政党であるという26。BADARの活動は、基本的にSMSLなどと歩調

を合わせており、ライナスを監視するための作業グループを組織したうえで、

裁判闘争に勝利することによって、ライナスを操業停止に追い込もうとしてい

る。

しかし、多くのNGOと同様に、BADARはその活動にあたって、困難も抱え

ているという。具体的には、資金不足、政府の妨害27、および民衆の無理解が

それである。資金不足については、会員の寄付や啓蒙書の販売によって賄って

いるという。民衆への宣伝活動については、いくらかの効果もあるらしく、

PASの党員以外もBADARのメンバーになる人が現れてきたという。反ライナ

ス運動に対して、とりわけマレー人への理解が得られない背景には、BN政府

による農村地域への補助金支給を通じた利益分配とメディアによる制約が指摘

されている。よく知られているように、マレーシアにおいては、テレビおよび

新聞などの主要メディアがすべて政府関連の会社によって運営されている。し

たがって、政府に不都合な事案については、主要メディアにおいてはほとんど

言及されることがない。そのため、ライナス工場の操業に伴う問題が認識され

ないのだという。

以上、運動を担う 3つの組織について概観してきた。これらのNGOsは、構

成員や運動のスタイルを異にしているものの、ライナス工場の操業を停止させ

るという目標を共有し、そのことを担保にして連帯している。このことは、個々

のNGOsの対立を媒介にして、運動が分裂するという可能性が存在することも

意味しよう。しかし、聞き取りによれば、NGOsが 1つの組織に統一され、運

動のスタイルも 1つになってしまうと、政府にとっても対応がしやすくなる可

能性があることから、現状の組織間連携が望ましいのだという。

（ 4）主体

それでは、以上のような組織に参集する人々はどのような特性をもつのであ

ろうか。反ライナス運動を担う主体については、マレーシア社会の特性をふま
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えるならば、エスニシティと階級という 2つのカテゴリーについて検討される

必要があろう。まずエスニシティについては、すでに明らかなように、

BADARのようなマレー人によるNGOsも組織されているものの、基本的には

華人を主体として運動が担われているといえよう。さらに、すでに言及したよ

うに、そうした華人においても、多くの専門職を含む新中間階級がボランタリー

に組織を作り、主として運動を担っているといえよう。

この背景には、華人新中間階級が、「脱物質主義」意識に示される「中核性」

を担う可能性があることに加えて、従来から政府の政策に対して批判的である

ことも関連していよう。華人たちは、インターネットの独立系メディアにアク

セスし、政府系メディアがとりあげない問題についても情報を入手し、批判意

識をもっている。政府批判という点に関連していえば、反ライナス運動の発生・

展開が2013年の総選挙と時期が相前後しており、華人たちの政府に批判的な意

識を運動に動員できたことも、運動の活性化に大きく寄与したといえよう。

これに対して、マレー人を組織するBADARは、あくまでPASから派生した

組織であり、必ずしも自発的な結社とはいえない。しかも、聞き取り調査によ

れば、BADARに参加している人々は新中間階級というよりは、工場労働者が

多いという（ライナスで働いている労働者28も含まれているという）。クアン

タンにおいては、マレー半島東部の開発政策の一環として、都市郊外に工場地

帯がつくられてきており29、マレー人労働者はここで働いている。これは、マ

レー人の居住地がライナスの工場に近いということも意味する。しかし、

BADARなどのNGOsに関わる人々を除けば、マレー人たちはこの問題に対し

表 1．反ライナス運動の構図
主体 華人（都市における新中間階級）が中心
機会構造 ブキメラにおける前史、国政における総選挙、および福島原発事故
組織 NGOsによる緩やかな連携（Stop Lynas! Coalition）
イシューの扱い 限定的（specifi c/ad hoc）vs無限定的（diffusive）
レパートリー 裁判闘争 vs 直接行動および政治参加
対象 ライナス、日本企業、および日本政府系機関
フレーム ローカルからナショナルおよびトランスナショナルなレベルへの拡大
問題群 「脱物質主義」、エスニシティ、「周辺性」
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て高い関心をもっていないというわけだ。図式的にいえば、最も被害を受ける

可能性が高い地元住民であるマレー人に代わって、都市に居住する華人が運動

を担っているということになろう。

以上、われわれは反ライナス運動について、その前史、経緯、組織、および

主体について明らかにしてきた。社会運動の分析枠組を援用して（Tarrow, 

1998=2006）、反ライナス運動をめぐる論点を整理するならば、表 1を得るこ

とができよう。この作業を通じて明らかになった、反ライナス運動の「中核性」

と「周辺性」、さらには新たな問題群について最後に確認しておこう。

4 ． 結びに代えて

本稿は、マレーシアにおいて展開されている反ライナス運動を事例として、

環境保護運動における地域特性を明らかにしようとしてきた。マレーシアは、

1970年代から本格的に開始された工業化の蓄積をふまえ、グローバル化による

多国籍企業の戦略変化を媒介にして、世界システムの周辺ゾーンから半周辺

ゾーンへと上昇をとげつつある社会である。世界システムにおける半周辺ゾー

ンは、「中核性」と「周辺性」とを合わせもつゾーンにほかならない。さらに、

環境保護運動は、NSMs論においては、「脱物質主義」意識を背景とする運動

としてとらえられ、世界システムの作動原理に抗う30反システム運動の 1つと

して、とりわけ中核ゾーンに偏在するものとして把握されることが多かった。

本稿においては、マレーシアにおいて展開される反ライナス運動が、半周辺

ゾーンにおいて生起していることから、そこには地域特性の 1つとして「中核

性」と「周辺性」とが顕在化していることを明らかにしようと試みてきた。ま

ず、「中核性」としては、確かにこの運動が多数の専門家を含む新中間階級の

運動として担われている点があげられよう。SMSLの活動において確認できる

ように、反ライナス運動には多数の医師や法律家が参加し、専門的な知識を資

源として動員することによって、運動を支えていたのであった。

次いで、「周辺性」としては、この運動の発端がライナスという多国籍企業

の工場建設に始まるという点に集約されよう。確かに、ライナスの活動はマレー

シアにおいて採掘産業を営み、資源を収奪しようとしているわけではない。し
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かし、その操業は直接的に周辺住民の健康被害を引き起こす可能性があり、こ

の問題に対抗する運動はなによりも生存権あるいは生活権を保全するために展

開される可能性があろう。いわゆる多国籍企業による「公害輸出」というモ

ティーフをもつ反ライナス運動の発端は、あくまで外国資本に資本主義発展を

依存する点において、半周化するマレーシアにおける「周辺性」を顕在化させ

ているといえよう。

しかし、反ライナス運動の問題群は、以上の指摘にとどまらない。以下では、

「中核性」と「周辺性」に関連した問題群を確認して、今後の別稿において扱

われるべき問題を明示しておこう。まず、「中核性」の現れに関連して、エス

ニシティによる媒介の意味と用いられる運動レパートリーの功罪について検討

される必要があろう。つまり、指摘したように、反ライナス運動が新中間階級

によって担われているとはいっても、それは華人というエスニシティ関係に媒

介されていたのであった。ここには、新中間階級におけるマレー人と華人との

差異が検討対象として留意されよう。

さらに、ひとしく華人を主体とする反ライナス運動も、それぞれのNGOsに

よって用いられるレパートリーには差異があることも留意に値しよう。SMSL

にみられるように、裁判闘争をレパートリーにする場合もあれば、HHにみら

れるように、議会参加と直接行動をレパートリーとする場合もある。こうした

レパートリーを選好する際の差異とその功罪については、国家と市民社会との

関係といった一般的な問題に加えて、マレーシアにおける政治のあり方の種差

性を考慮に入れて検討される必要があろう。

加えて、「周辺性」を発現させる根拠となっている多国籍企業による「公害

輸出」についても、ライナスの顧客である日本企業・機関、およびライナスの

操業を認可したマレーシア政府のそれぞれの利害関心を考慮に入れたうえで、

あらためて検討される必要があろう。外国資本、とりわけ多国籍企業に工業化

を委ねながら資本主義発展を進めてきたマレーシア社会においては、いまや半

周辺ゾーンに上昇しようとするときにいたっても、その「周辺性」は多国籍企

業とそれを誘致しようとする国家の政策によって体現されているのである。

とかく利便性が指摘される携帯電話やスマートホンに必ず使用されるレア・
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アースの生産は、われわれの日常生活と不可分である。しかし、マレーシアに

おけるライナスの事例は、安全性を確保したかたちで、その生産を行うことが

難しいことを示唆している。換言すれば、われわれの快適な生活は、マレーシ

アの人々の健康を危険にさらしながら維持されているということになるかもし

れない。反ライナス運動がトランスナショナルなレベルで展開されるにあたっ

ては、日本企業および政府の戦略の分析に加えて、まさにNSMs論が指摘した

ように、その背景にあるわれわれにとってのアイデンティティの問い直しも求

められている。

以上のように、反ライナス運動が構成する問題群は極めて興味深い。これら

についての理論的・経験的な検討がさらに追求される必要があろう。

注

1   工業化の過程については、多くの文献において繰り返し言及されているため、ここ

でも簡単な概観にとどめたい。工業化とそれに対する評価については、さしあたり山

田（2006）を参照。

2  2つの政策は、ともに1971年に開始された。NEPは、1990年に終了しているものの、

よく知られているように、その後も基本的には同じ政策が継続してきた。輸出志向型

工業化については、1971年に自由貿易区法（Free Trade Zone Act）が制定され、それ

に基づいて1972年にはペナンにFTZが初めて設置された。

3  1960年代までは、マレー人の大多数は農民であった。NEPのもとでは、こうしたマレー

人からなによりも資本家・経営者を育成することが追求されたのである。

4  具体的には、三菱自動車およびダイハツ工業という 2社と、HICOM（Heavy Industry 

of Malaysia）という国営企業との合弁として、それぞれプロトン（PROTON）および

プロデュア（PERODUA）という 2社が設立された。さらに、こうした企業の創設そ

れ自体が、マレー人の資本家を育成することにつながっていた。1980年代以降、国営

企業や公共事業が民間に委託されるプライバタイゼーション（privatization）が実行さ

れ、委託先としてマレー人が多くを占めたのである（Gomez, 1995）。

5  世界システムにおける位置は、システムの実体である国際分業において担う役割、換

言すれば当該社会が提供できる財の性格によって決定される。一般的な言い方をすれ
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ば、システムの「長期的持続（longue dureé）」の 1つとして、具体的な財は変遷しても、

中核ゾーンからは「高賃金財」が、周辺ゾーンからは「低賃金財」がそれぞれ一貫し

て提供されてきた。それぞれのゾーンにおいて労働者の生産性が変わらなければ、こ

うした「高賃金財」と「低賃金財」との交換は、不等価交換を生起させることになる。

念のため断っておけば、賃金の高低はあくまで相対的なものである。その意味では、

3つのゾーンも連続した存在である。

6  この点に関連して、山田（2006）においては、マレーシアが半周辺化することを展望

するだけではなく、その制約についても指摘しておいた。

7  この点に関連して、山田（2006）においては、「半周辺性」と「周辺性」とを対置す

るかたちで議論を行っていた。指摘したように、「半周辺性」それ自体が「中核性」

と「周辺性」という 2つの特性を合わせ持つことを意味する。この点を明確にするた

めに、本稿においては、当該の周辺社会がもともともっていた「周辺性」に加えて、

新たに「中核性」が発現する過程を半周辺化として把握することにしたい。

8  「ニュー・リッチ」に含まれる人々は、新興の現地資本家・経営者、新中間階級、あ

るいは賃金上昇の恩恵を受けた労働者などである。

9  世界システムの周辺ゾーンは、多くの場合、中核ゾーンに位置する社会から植民地支

配を受けた経験がある。植民地においては、支配国の利害関心にそって産業が編成さ

れる傾向がある。古典的な国際分業において、中核ゾーンが工業製品を提供してきた

とするならば、周辺ゾーンはそのための資源を提供することが求められたし、資源確

保と工業製品の市場を確保するために、しばしば植民地化されたのである。多くの周

辺社会においては、植民地からの独立後も、外国資本の支配を受け続けるとともに、

採掘産業は重要な産業であり続けたといえよう。ちなみに、マレーシアにおいては、

19世紀から錫鉱山の開発が華人資本およびイギリス資本によって行われてきた。錫鉱

山は、すぐ後で言及するAREの問題が発生した、他ならぬイポーにあった。

10 例えば、発電や飲料水を確保することを目的として、大規模なダムが建設されること

がある。現在、マレーシアにおいても、こうしたダム建設がサラワク（Sarawak）州

において進められている。この結果、河川に依存して生活してきた現地民が生活の糧

を奪われるとともに、生活を基礎づける伝統ある文化も失われることが危惧されてい

る。
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11 マレーシアにおいては、様々な環境保護運動が展開されている。例えば、主要なもの

としては、ライナスが操業する同じくパハン州においては、金鉱山の開発に伴う環境

破壊・健康被害に対する抗議運動、サラワク州においては、言及したダム建設反対運

動、さらにはジョホール（Johor）州においては、石油化学プラントの建設反対運動

がそれぞれ行われている。これらの運動のなかで、運動の規模とその多様な問題群に

注目して、ここでは反ライナス運動を検討することにしたい。

12 トリウムは、その半減期が14億年もある物質であり、大量に集積された場合にはかな

りの放射線量を発することになる。

13 この部分の記述は、ペナン消費者連合（Consumers Association of Penang）のウェブサ

イトに負っている。

14 したがって、日本においては、その保管や投棄については厳しい法規制が課せられて

おり、国内における当該事業の遂行が事実上困難になっている。マレーシアにおいて

は、日本における法規制が実施されていなかったわけだ。

15 この部分の記述は、2013年 8月から実施している活動家への聞き取り調査に依拠して

いる。これまでに、毎年 8月と 3月の 2回にわたってマレーシアを訪問し、言及する

SMSLの新旧 2人の議長および活動に参加しているメンバー、およびBADARの新旧 2

人の議長に繰り返し聞き取りを行っている。2014年度からは、日本学術振興会から科

学研究費を取得して、4年間のプロジェクトとして研究を継続している。したがって、

本稿における知見は暫定的なものである。

16 そもそも、現在レア・アースの生産を行っているのは中国など一部の国だけである。

中国におけるレア・アース生産においても、内モンゴル地区の包頭市の事例にみられ

るように、放射性廃棄物による住民への健康被害が起こっていることが報道されてい

る（http://www.npo-iasia.org/archive/2014/05/rare-earth-elements.html 2015年 8月20日アク

セス）。翻っていえば、レア・アース生産は環境規制が弱い国で営まれる産業という

ことだ。アメリカ合州国においては、その国内に豊富なレア・アース資源を保有しな

がら、環境汚染を考慮して生産量を減らしてきている。この状況は、中国による生産

の独占度と市場価格の変動によって変化することになろう。つまり、中国が貴重なレ

ア・アース生産の90％を占める状況は他国にとってリスクとなるし、レア・アースが

高価格で取引されれば、その生産を企図する企業が現れる可能性があるというわけだ。
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17 活動家への聞き取りによる（2014年 3月）。2012年 7月には、マレーシアの20都市に

おいて、 3万人以上が参加する決起集会が行われ、ライナス工場の操業に反対を表明

する投票が行われた。

18 この集会は、マレー語で「緑の会議（green assembly）」を意味するHimpunan Hijauと

いう名前で開催された。参加者は、15000人といわれる。実は、これは運動に参加す

るNGOの名称でもある。同盟の集会は、2013年にも 2回開かれている。2013年は、総

選挙の年に該当し、選挙改革を希求するBERSIH運動とリンクするかたちで集会が開

かれている。

19 これについても、IAEAは廃物処理施設を整備することを提言していたにもかかわら

ず、未整備のまま時限ライセンスが発行されてしまった。

20 そもそも、当初の試算では、この工場だけで世界のレア・アース生産の20％をまかな

い、中国に対抗することが企図されていた。

21 この女性は、現在パハン州の州議会議員となり、SMSLの活動からは距離をおいている。

22 ちなみに、SMSLの現在の議長は定年退職した中学校教師であり、退職後の豊富な時

間を運動に費やして強力なリーダーシップを発揮している。彼は、ライナス工場の危

険性を訴えるために、オーストラリアをはじめとして様々な国々を訪問し、メディア

においてSMSLの理念を主張している。反ライナス運動の活発な展開は、この人物の

リーダーシップに負うところが大きいといえよう。

23 すでに言及したように、いささか紛らわしいことに、SLCによる反ライナスの大規模

な抗議集会もHimpunan Hijauと呼ばれている。

24 DAPは、華人が多数を占める有力野党の 1つである。DAPは、汎マレーシア・イスラ

ム党（Parti Islam SeMalaysia, PAS）および人民正義党（Parti Keadilan Rakyat, PKR）と

ともに、2015年 7月まで人民同盟（Pakatan Rakyat, Peoples’ alliance, PR）を形成してい

た。華人が多数を占めるとはいっても、DAPは現在マルティ・エスニックな政党を標

榜しており、インド人などの党員も多い。さらに、ペナン州では州議会の政権与党と

なっている。ちなみに、マレーシアにおいては、1970年代から統一マレー民族組織

（United Malays National Organization, UMNO）を中心とする与党連合（国民前線（Barisan 

Nasional, National Front, BN）が一貫して政権を担当している。

25 パハン州議会の議席数は42である。そのなかで、2013年の総選挙において、PASは 3
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議席、DAPは 7議席、さらにPKRは 2議席を獲得している。

26 付け加えていえば、PASはイスラム教の教義を忠実に世俗世界に実現しようとする傾

向があり、それは先に言及したPRの分裂の原因となった。現在、PASはマレー人人口

が多い農村地域、具体的にはマレー半島東部にあるクランタン（Kelantan）州で政権

を掌握している。

27 具体的には、集会を開こうとしてもスタジアムなどの会場を貸してくれないことがあ

るという。

28 ライナス工場の雇用は、わずかに350人にとどまっているうえに、経営状態の悪化に

よって解雇が始まっている。つまり、従来多国籍企業に期待されてきた雇用の創出と

いう役割は、ライナスについてはほとんど期待できないということだ。

29 1970年代から開始された工業化において、FTZsの多くが設置されたのは、マレー半島

の西海岸であった。ペナン、クアラルンプール（Kuala Lumpur）、マラッカ（Malacca）、

およびジョホール・バル（Johor Bharu）という主要な 4つの集積地はすべて西海岸に

位置する。西海岸には、シンガポールから続く高速道路がいち早く整備された。それ

に対して、東海岸は伝統的に農村地帯であり、工業化は遅れてきた。2000年代にはいっ

て本格化された地域開発（「回廊開発」）政策においては、「東部回廊」は重工業の集

積地として位置づけられてきた。

30 この点に関する詳細な検討については、山田（2014 : Ⅸ章）を参照。
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