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要約 

 本稿では、マレーシア社会党（PSM）が担う運動について、その意味とジレンマについて検

討する。まず、およそ社会主義の思想と運動が発展し定着する条件に乏しい発展途上の社会に

おいて、むしろ社会主義が隆盛をみせた背景について、資本主義の拡大とエスニックな階級関

係の形成、さらにそれに基づく民族解放運動が、マルクス派社会科学の科学的展開に媒介され

ることによって、社会主義の思想と運動に親和的になりえたことを確認する。次に、マレーシ

アにおける社会主義の展開について概観したうえで、PSM の結成と運動とが、エスニシティに

とって代わる階級関係を基軸とする政治の形成と軌を一にしたものであることを確認する。エ

スニック・グループの「契約」をめぐって展開されてきたマレーシア政治に、階級という対立

軸を明示的にもちこんだことが、PSM の貢献であったといえる。しかし、PSM は、半周辺マレ

ーシアが担う「周辺性」と「中核性」という 2 つの特性のそれぞれについて、運動の拡大をめ

ぐるジレンマに直面している。階級関係を媒介にして発生する問題に、PSM がどれほど関与で

きるかによって、その存在意義を拡大していくことが可能であるかどうかも明らかになろう。 
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１．問題の所在 

 1989 年に起こった「ベルリンの壁」の崩壊から始まり、1991 年におけるソビ

エト連邦の解体・終焉に至る事態は、社会主義という思想・運動・体制（regime）

に対して破壊的なインパクトを与えたことはいうまでもない。いわゆる現存社

会主義（real socialism）に対するネガティブな評価は、これに先立ってすでに確

定していたとしても、1990 年代初頭における唐突ともいえる、こうした社会主

義の自壊現象は、資本主義にとって代わるオルタナティブとしての社会主義へ

の最終的な訣別となった感は否めない。とりわけ、先進社会においては、いわ

ゆる社会主義あるいは共産主義を党是として標榜する政党の多くが、これらの

理念を放棄して、異なるオルタナティブを志向するようになったことは、こう

した訣別を象徴するものといえよう。これとともに、先進社会において、階級

関係に媒介された社会運動のあり方にも反省と新たな模索が開始されたことも

いうまでもない。 

 グローバル化という過程が、国民社会が保持してきた固有の社会関係を変容

させ、画一的で（そのような意味で）普遍的な関係を体現する過程であるとす

れば、社会主義の解体は資本主義という社会関係の普遍化を意味するものとも

いえよう。先進社会から発展途上の社会へと視点を移しても、このことがやは

り妥当するように思われる。中国やベトナムに代表されるように、いまなお体

制としては社会主義を標榜しながらも、実質的に資本主義へと移行した社会は、

その象徴であろう。 

 しかし、とりわけ発展途上の社会、すなわち世界システムにおける周辺にお

いては、こうした解体とは必ずしも相容れない事態も確認される。いまなお、

社会主義を標榜する社会勢力が存続し、運動あるいは抗争が継続している地域

も存在することにも留意する必要がある。そもそも、それほど工業化が進展し

ておらず、そのため革命の主体としての労働者も充分に形成されていない周辺

社会において、労働者による階級闘争と社会革命を志向する社会主義の思想と

運動が、なぜ隆盛をみたのであろうか。周知のように、ロシアや中国も含めて、

体制としての社会主義が成立した社会は、いずれも多分に発展途上にある社会

であり、その意味で「周辺性（peripherality）」1を体現する社会であった。 
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 本稿では、周辺社会において社会主義が一定程度隆盛をみた原因を一般的に

確認したうえで、周辺から離脱し、半周辺へと上昇したマレーシアにおける社

会主義運動について検討する。マレーシアにおいても、すでに政治的独立に先

立って、社会主義を標榜する社会勢力は一定程度存在していた。しかし、本稿

において、対象とするものは、マレーシア社会党（Parti Sosialis Malaysia, Socialist 

Party of Malaysia, PSM）にほかならない。PSM は、1998 年に結成された、新し

い政党である。なぜ、体制としての社会主義が自壊した 1990 年代になってか

ら、PSM は結成されたのであろうか。その活動は、どのような意義をもってい

るのであろうか。まず、社会主義が周辺において隆盛をみた背景について、簡

単に考察し、マレーシアにおける社会主義勢力の系譜を概観することから作業

を始めよう。 

 

２．周辺における社会主義―その背景と意味 

 20 世紀以降における社会主義の思想と運動に対して、大きな影響力を維持し

ていたのは、マルクス主義であったことは言うまでもない。しかし、マルクス

が想定したのは、資本主義発展が進展した先進社会、すなわち世界システムに

おける中核ゾーンにおける社会主義の成立であったことは、よく知られている。

つまり、あくまで近代資本主義社会に内在する問題を克服し、それをのり超え

る思想・運動・体制として、社会主義は構想されていたのであった。 

 もっとも、よく知られているように、中核ゾーンに位置する社会においては、

それほど社会主義は隆盛をみることがなかった。資本主義が発展している社会

ほど、社会主義は体制として確立されることはなかったといえよう。それに対

して、体制としての社会主義が誕生したのは、いずれも「周辺性」を体現する

社会であった。20 世紀初頭において、すでに帝国主義 2 の一翼を担っていると

されたロシアについても、西ヨーロッパ諸国と比べれば、はるかに後発的であ

り、「周辺性」を体現する社会であったといえよう3。 

 「周辺性」を体現する社会にあっては、前資本主義的社会関係が広範にとり

結ばれるとともに、工業よりも農業が基軸となることが想定される。そこでは、

資本主義的な社会関係を担う労働者の存在は相対的に少数であり、その結果、
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資本主義を変革する主体としての労働者もわずかしか存在しないことになろう。

したがって、こうした社会においては、中核ゾーンにおいて構想されていた社

会主義の思想と運動は台頭しないように思われる。 

 しかし、世界システムが主として中核ゾーンに由来する資本によって主導さ

れるものであるとすれば、そうした資本によって編成される社会関係には、資

本主義に特徴的な問題がたち現れることになろう。世界システムは、ゾーン間

の商品交換を不等価交換として生起させることによって、中核ゾーンへと社会

的な富を集積させるメカニズムを作動させている。不等価交換それ自体につい

ては、商品交換にあたってなんら強制や不正を伴わないことが想定されている。

あくまで、不等価交換の（1 つの）メカニズムは、生産性が等しいにもかかわ

らず、交換における一方の当事者（商品生産者）の賃金（所得）が他方のそれ

よりも（極めて）低いことによって4、商品が本来体現する価値よりもその価格

が低く設定されることに求められる。 

 こうした不等価交換のメカニズムが、まさに所与の「周辺性」によって媒介

されたものであったとしても、交換を主導する資本は、このメカニズムをより

効率的に作動させることに利害関心を見出すであろう。例えば、当該地域を植

民地化することなどを通じて、現地の民衆に強制労働を担わせることなどは、

そうした利害関心の現れとみなすことができよう 5。こうした労働のあり方は、

しばしばエスニシティの形成に媒介された階級関係を生起させる可能性がある。

当該社会における特定の民衆を排他的に特定の（低賃金）労働に従事させるこ

とが可能であれば、収益は安定的に確保できよう。こうした差別の行使を通じ

て、その対象となる人々がエスニシティとして形成され、そうしたエスニシテ

ィが従属的な階級と交錯するのである。 

 こうして、「周辺性」を担う社会においても、資本が引き起こす資本主義的な

問題状況がたち現れる。マルクス派の社会科学は、資本によって編成される社

会問題を考察の対象としてきた。ここに、周辺においてマルクス派の分析が行

われ、オルタナティブとしての社会主義が提示される背景がある6。植民地主義

あるいは帝国主義が作り出したエスニックな階級関係は、マルクス派による分

析に付されるとき、その生成プロセスとともに解放の方向が明示される。こう
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して、周辺においても、その実情に即したかたちで社会主義に向けた模索が開

始されることになるのである。 

 エスニックな階級関係に基づいて生起する対抗運動は、いうまでもなく民族

解放運動にほかならない。典型的には、植民地主義からの解放として追求され

る民族解放運動は、マルクス派による分析に媒介されて、しばしば社会主義を

志向してきたといえよう。エスニックな階級を生み出す資本主義は、その克服

のためには、社会主義にとって代わられる必要があるというわけだ。換言すれ

ば、「周辺性」を担う社会においては、社会主義の思想は民族解放運動を主導す

るイデオロギーとして機能するのである。 

 もちろん、周辺社会においても、一定程度工業化が進展し、労働者階級が形

成される事態が想定されよう。この際には、社会主義の思想と運動は、より状

況に適合するものとなろう。それというのも、あくまで社会主義を担う主体は

労働者であったからである。このように考察を進めてくると、「周辺性」を担う

だけでなく、労働者階級が形成されるに及んで、社会主義はより妥当なイデオ

ロギーとして提唱される機会が生じよう。そのような意味では、まさに半周辺

ゾーンにおいてこそ、社会主義は影響力をもつ可能性もあろう。 

 以上、われわれは「周辺性」を担う社会、すなわち周辺（および半周辺）に

おける社会において、社会主義が隆盛をみてきた背景と意味について考察して

きた。主として中核ゾーンに由来する資本によって追求される利潤追求の結果、

エスニックな階級関係が編成され、差別的な低賃金労働が営まれる。このこと

が、民族解放運動を生起し、それが社会主義思想によって裏書きされるのであ

った。さらに、中核ゾーンにおける社会を対象としてきた社会主義が周辺およ

び半周辺に適用されていくプロセスは、マルクス派社会科学の科学的営みとい

う意味もあったのである。それでは、マレーシアにおいては、どのように社会

主義の思想と運動が展開してきたのであろうか。次に、このプロセスを概観し

てみよう。 
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３．マレーシアにおける社会主義の展開 

 マレーシアにおいても、植民地主義への対抗の一環として、社会主義（ある

いは共産主義）の思想と運動が営まれてきた。その嚆矢は、マラヤ共産党（Malaya 

Communist Party, MCP）の結成と活動であった。MCP は、1930 年代にコミンテ

ルンの影響を受けて結成された。当初、その活動の中心的主体は、中国革命の

影響を受けた華人たちであったものの、やはりインド独立運動の影響を受けた

インド人の参加者も多かった。 

 MCP の活動は、第 2 次世界大戦中にマレー半島を占領し支配していた日本に

対する抵抗軍を組織することに向けられた。1942 年に組織された反日人民軍

（anti-Japanese People Army）がそれである。さらに、MCP は、汎マラヤ職業連

合（Pan Malayan Federation of Trade）を結成し、それをもとに 1945 年には全マ

ラヤ共同行動会議（All Malayan Council of Joint Action, AMCJA）を結成する。こ

れには、マラヤ・インド人会議（Malaya Indian Congress, MIC）も参加している。

全マラヤ共同行動会議は、マラヤの政治的独立に向けた組織にほかならなかっ

た。 

 マレーシアにおける社会主義のもう 1 つの系譜は、1942 年に結成されたマラ

ヤ・マレー民族党（Malay National Party of Malaya）である。この政党と全マラ

ヤ共同行動会議とが合同することによって、人民の力センター（プトラ）（Pusat 

Tenaga Rakyat, Center of Peoples’ Power, Putera）が組織される7。しかし、1948 年

にインドネシアとの紛争を背景として、国内の治安を保持しようとする植民地

政府によって、MCP をはじめとする左翼的な政党と労働組合はすべて活動を禁

止される（緊急事態宣言）。さらには、5000 人以上の活動家が逮捕され、裁判

もなく投獄されてしまった8。 

 1955 年になって、逮捕者を保釈する話し合いが行われ、MCP はそれまで展

開してきた武装闘争を放棄することを要請された（最終的には、1989 年になっ

て MCP は武装闘争を放棄し、解党した）。さらに、プトラは労働党とマラヤ人

民党（Parti Rakyat Malaya, PRM）とに分裂し、それぞれ活動を継続することに

なった。しかし、2 つの政党は、ともに労働者あるいは労働組合への影響が乏

しかった。1957 年には、社会主義前線（Socialist Front）として、2 つの政党は



駒澤社会学研究 50号 2018年 

67 

再び連携するようになった。 

 しかし、1965 年になってふたたび、国内治安法（Internal Security Act, ISA）

によって数百人の活動家が逮捕され、その結果社会主義前線は分裂した。その

後、1969 年には労働党は登録を解消され、PRM はマレーシア社会主義人民党

（Parti Sosialis Rakyat Malaysia, PSRM）へと名称を変更し、社会主義を党名に掲

げるにいたった。PSRM は、必ずしも労働者や労働組合への影響力を行使しえ

なかった。1990 年になって、世界的な規模における体制としての社会主義の崩

壊を受けて、PSRM は党名と綱領（constitution）から社会主義の文言を削除して

しまった。本稿で検討する PSM が登場するのは、こうした状況を背景にしてい

た。 

 

４．マレーシア社会党の結成とその活動9 

（１）結成 

 PSM は、1998 年に結成された。PSM の母体となったのは、都市の貧困やプ

ランテーション労働者の問題10を扱っていた NGOs であった。1991 年以降、こ

れらの NGOs は同盟を結成するようになった。1994 年のメーデーに際して、こ

れらの NGOs はクアラルンプールの中心部で大規模なデモンストレーションを

挙行し、その成功をふまえて、1995 年には貧しい人々とマージナルな民衆の利

益を代表する政党を結成することが決定した。この年に総選挙が行われたこと

は、その決定を促したという（PSM, 2007）。 

 結果的に、4 つの NGOs が合同することによって、PSM が組織されることに

なった。しかし、それにしても、新たに結成される政党はなぜ社会主義を標榜

する必要があったのであろうか。PSM が社会主義を標榜することを選択した原

因は、すでに確認した PSRM がその名称と綱領とから社会主義への言及を削除

したことに求められる。体制としての社会主義が崩壊した後になっても、社会

主義を党名に採用することに拘ることには、母体となった NGOs 内部において

も強い反対があった。要するに、それはアナクロニズムであり、21 世紀を迎え

ようという新しい時代にはふさわしくないというわけだ。 

 最終的に、社会主義が党名に採用された理由は、PSRM にとって代わり、階
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級という関係を利害対立の基軸とする政治を志向することを表明しようとする

意図があったからにほかならない。党の綱領は、2 年半に及ぶ時間をかけて起

草された。こうして、1998 年になって PSM は登録が試みられたのである。マ

レーシアにおいて、PSM が志向するような、階級に基づく政治は、既存の政治

に対するオルタナティブにほかならない。それというのも、独立以前から主要

なエスニシティによる利害関心のバーゲニングとして、政治が営まれてきたか

らである。 

 周知のように、マレーシアにおける主要な政党は、近年にいたるまでエスニ

シティを基礎にして結成されている。最大政党であり、一貫して政権を担当し

てきた統一マレー人民族組織（United Malays National Organization, UMNO）は、

マレー人の政党であった。これを中心として組織される国民戦線（Barisan 

Nasional, National Front, BN）も、基本的にエスニシティに基づいて組織された

政党連合であり、エスニックな利害調整を行う機能を担ってきた11。 

 しかし、マレーシアも資本主義社会である以上、資本と賃労働との対立的な

関係に由来する様々な社会問題が生起することはいうまでもない。エスニシテ

ィについては、それが特定の職業を排他的に担う場合には、まさにエスニック

な階級問題が顕在化しやすい。しかし、1 つのエスニシティに階級関係が交錯

する場合には、階級関係に起因する社会問題、すなわちまさに資本主義的な問

題は、エスニシティ関係の優越によって隠蔽される可能性がある。PSM は、こ

のような資本主義というシステムに起因する社会問題を政治的課題として位置

づけ、その解決を目指すことを意図しているのである12。 

 

（２）登録 

 マレーシアにおいては、すべての団体は、登録庁（Registrar of Societies）に登

録しなければ活動できないことが法的に定められている。政党として結成され

た PSM は、当然政党として登録されなければ、政党としての活動ができない。

結成後に登録を試みたものの、PSM の申請は拒絶されてしまった。その理由は、

明示されなかった。マレーシアにおいては、政党の登録は極めて難しく、1984

年以降、この時点までに、登録できた政党はわずか 2 つにとどまっていた（PSM, 



駒澤社会学研究 50号 2018年 

69 

2007）。 

 このように、政党に限らず、団体登録が理由もなく却下されることは、憲法

に規定された「結社の自由」を侵害している可能性がある。このことは、マレ

ーシア国家の権威主義的な性格を示すとともに、この社会の「周辺性」をも顕

示しているといえよう。PSM は、この決定に抗議して、1999 年に内務省（Ministry 

of Home）に対して訴訟を起こした。内務省に対する訴訟は、マレーシアの建国

以来、初めてのことであったという（PSM, 2007）。 

 最初の申請が却下されたあとも、1999 年に再度申請を行ったものの、やはり

棄却された。理由が明示されることもなく、このように登録が拒否されること

に対して、議会でも問題になり、民主行動党（Democratic Action Party, DAP）の

議員が内務省の姿勢を問いただした。その結果、内務省が登録を却下した理由

は、国内の安全保障（national security）であったことが明らかにされた。さらに、

内務省に対する訴訟に対して、2003 年に出された高等裁判所（High Court）13の

判決は、やはり登録を認めないというものだった。これを受けて、PSM はただ

ちに（2003 年 7 月）控訴裁判所に控訴した。しかし、控訴裁判所の判決も 2006

年に控訴を棄却するものであった。これを受けて、PSM は連邦裁判所に上告し

た。2007 年になって、連邦裁判所によるヒアリングが行われ、2008 年 8 月にな

って最初の申請から 10 年を経過して、ついに PSM は政党として登録された14。 

 

（３）活動 

 それでは、PSM はその登録の前後において、どのような活動を行ってきたの

であろうか。概観してきたように、結成から 10 年間にわたって登録が認可され

なかったうえに、過去 2 回（2008 年と 2013 年）における総選挙において、連

邦議会において獲得した議席もわずか 1 名であるということから明らかなよう

に、PSM は、政党として政治的影響力を行使してきたというよりも、その母体

となった NGOs と同様に、むしろ市民社会における運動団体としての活動を積

極的に行ってきたといえよう。 

 そもそも、政党としての登録を認めようとしなかったマレーシア国家に対し

て、裁判を通じて近代的な市民の権利（結社の自由）が認められていないこと
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を社会的に周知することを通じて、PSM は資本主義社会の社会問題をとり上げ

ることに先立って、市民社会の確立を進める運動を担っていたともいえよう。

PSM が行ってきたのは、社会主義の拡大に向けた日常的な運動15 に加えて、主

として以下のような運動である。 

 

 ① インド人プランテーション労働者とスクオッターの権利保護 

 ② オラン・アスリの権利保護 

 ③ 最低賃金の設定に向けた運動 

 ④ 移民労働者の権利拡大に向けた運動 

 ⑤ TPPA への反対運動 

 ⑥ GST 設定への反対運動 

 

 このうち、①は、マレーシアにおける工業化の進展とエステート（estate）と

よばれるプランテーションの縮小、およびその土地の住宅などへの再利用（再

開発）に伴って発生した問題への取り組みである。プランテーションで働いて

いたインド人労働者の立ち退きなどをめぐって発生した問題であり、現在でも

継続している。これについてはすでに別稿において検討したので（山田，2017）、

ここではとり上げない。 

 ②は、オラン・アスリ（Orang Asli）とよばれるマレー半島の原住民の権利擁

護の運動である。オラン・アスリは、ヨーロッパからの植民地化やマレー人の

定住に先立って、マレー半島に定住していた人々である（現在、14 万人ほどが

生活している）。彼らは、マレー人スルタンによる領邦国家や植民地政府による

統治機構とはかかわりなく、しばしば熱帯雨林地帯で狩猟・採集を基本とする

自給自足的な生活を営んできた。当然のことながら、彼らの土地は、特にその

所有が登記されたものではなく、慣行として利用されてきたものである。しか

し、とりわけマレーシアの政治的な独立以降、開発が進められるとともに、彼

らの土地は所有者がいないものとして、公的あるいは私的に収得されてしまっ

た。 

 その結果、オラン・アスリはしばしば生活の基盤を失い、他地域（多くの場
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合）は都市への移住とそれに伴う「転職」を余儀なくされた。森林のなかで、

生活してきたオラン・アスリは都市に移住して就職しても、必要な技能を持た

ないため、安定した所得が得られる職に就くことは難しい。さらに、移住にあ

たっても、開発を担う企業からの補償16 が供与されない場合もあった。加えて、

政府がプランテーション事業を実施する場合にも、当初約束された雇用の確保

と配当金の支給は実施されなかった。すなわち、雇用されたのは移民労働者で

あり、配当金の額は 1 世帯につき 1 月あたりわずか RM100 に過ぎなかったの

である（プランテーションの規模は 300 ヘクタールに該当する）。PSM は、こ

うした状況を受けて、NGOs とも連携しながら、オラン・アスリたちによるプ

ランテーションの協同組合的な経営を目指してきた。 

 ③についても、すでに別稿で検討してきた（Yamada, 2014）。マレーシアには、

独立以来明示的な最低賃金制度が存在しなかった。ようやく、2013 年になって、

政府主導で制度がつくられた。PSM は、マレーシア労働組合会議（Malaysian 

Trade Union Congress, MTUC）や NGOs と連携しながら、制度形成と具体的な金

額を要求してきた17。④については、労働運動に関連した最も大きな問題の 1 つ

である。これについても別稿において検討したように（Yamada, 2015）、マレー

シアにおいては、移民過程のすべてにおいて制度的な欠陥があり、移民労働者

の権利が侵害される可能性がある。 

 そうした問題の 1つは、移民労働者は自ら雇主を選ぶことができないうえに 18、

労使関係に関わるトラブルについても雇主に契約を解除されると帰国せざるを

えなくなるため、労働者は雇主に対抗することができないことである。労働問

題が発生した場合にも救済されない現状を変えるために、やはりいくつかの

NGOs と連携して、PSM は「救済の権利（right to redress）」を要求してきた。 

 ⑤と⑥については、日本においても同様の問題を経験してきた。⑤は、環太

平洋パートナーシップ協定の締結に反対する運動である。アメリカを含めた環

太平洋の国々において、貿易を自由化しようとするこの試みにおいては、競争

力が弱い産業の従事者が外国製品との競争に敗れて、その事業継続が困難にな

る可能性がある。PSM も、こうした点から TPPA 締結には反対してきた。⑥は、

消費税の導入への反対運動である。GST は、財・サービス税（Goods and Services 
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Tax）であり、2015 年から導入された（税率は 6%で、極めて広範な財およびサ

ービスに対して課税される）。こうした GST は逆進性があるため、低所得の人々

の負担をいっそう高めることになる。あくまで、一般の民衆に寄り添う PSM は、

当然のことながら GST をネオリベラリズムの一環として位置づけ、これに反対

してきた（PSM, 2006: 27-28）。 

 ④から⑥の運動は、まさしく特定のエスニシティに限定される問題ではなく、

様々なエスニック・グループにあまねく影響を与える問題をとり上げている。

換言すれば、これらは、エスニシティを横断する階級的な問題ともいえよう。

PSM は、こうした階級的な問題に対処する運動団体として、2001 年にいわば専

門的な「別動隊」を組織した。JERIT が、それである（PSM, 2006: 22-26）。 

 JERIT（Jeringan Rakyat Tertindas）は、「抑圧された人民ネットワーク（Oppressed 

Peoples Network）」を意味し、様々な NGOs と連携しながら、主として労働者・

人民に関連した 8 つの問題について検討し、その解決のために運動にしていく

ことが意図されていた。すなわち、プランテーション労働者、農民、工場労働

者、都市住民および住宅、学生および若者、環境・開発、および先住民がそれ

である。それぞれについて、連合（coalition）を組織し、それを統括するかたち

で、「人民会議（People’s Forum）」と「最高政策立案者（Highest Policy Makers）」

が設置されている。さらに、これらを調整する（coordinate）ものとして、事務

局（secretariat）が置かれている。 

 JERIT の運動は、設置されている 8 つの連合によって行われることになる。

これらは、まさに PSM が重点的な活動対象として位置づけてきた問題群とい

えよう。一見して明らかなように、これらの運動は直接的に社会主義の実現に

結びついたものではなく、社会的に不利益を被っている人々をあまねく対象に

して、彼らを支援することを通じて、PSM への支持も拡大していくことが意図

されているように思われる。 

 換言すれば、資本主義のもとで発生する社会的不正義を是正することが、PSM

の活動として把握できよう。資本主義がもたらす不利益に抗うことができない

人々を支援し、必要に応じて制度の是正も要求していくことは、社会主義とい

うよりも民主主義の徹底を目指しているようにもみえる 19。そもそも、結党以
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来、20 年ほどにおよぶ党の歴史においても、その半分の年月が登録を要求する

運動であったことからも、PSM がマレーシア社会の実質的な
．．．．

民主化を志向して

いることは疑いえない。それでは、このような PSM の活動に基づいて検討する

ならば、マレーシアにおいて社会主義を志向する意味はどのようにとらえられ

るのであろうか。最後に、この点を検討しよう。 

 

５．半周辺マレーシアにおける社会主義－2 つのジレンマ 

 マレーシアが半周辺化したからといっても、まさに半周辺の特性を考慮すれ

ば、その「周辺性」が払拭されるわけではない。そのような意味では、述べて

きたように、周辺社会において社会主義の思想と運動が生起する背景は、マレ

ーシアにおいても存在しえよう。そもそも、PSM の結成に至る過程で、プラン

テーション労働者の支援活動がその端緒となっていることも象徴的である。 

それというのも、プランテーション労働者は、植民地主義のもとで、インドか

ら連れてこられたインド人（タミール人）であり、まさに現在も継続するプラ

ンテーション問題は、植民地主義の産物にほかならないからである。そのよう

な意味では、PSM の原点はエスニックな階級関係に媒介された不平等を是正す

る運動であり、それは民族解放運動としての性格をもつものであったといえよ

う 20。その後の活動においても、オラン・アスリへの支援活動にみられるよう

に、特定のエスニシティに対する不正義を是正しようとする傾向が顕著であっ

たとことからも、このことは窺える。 

 しかし、民族解放運動がエスニックな階級関係への異議申し立てであるよう

に、PSM の運動が階級を重視していることはいうまでもない。すでに言及した

ように、マレーシアにおいては、利害関心を規定する関係として階級よりもエ

スニシティが優越してきた。政治に関連して、そうした傾向に変化が確認され

た時期は、まさに 1990 年代であり、PSM の結党と軌を一にしていたといえよ

う。 

 社会主義の思想と運動においては、労働者階級が重要な主体として位置づけ

られていた。それでは、PSM は労働者階級の利害関心を体現し、彼らの支持を

獲得しているのであろうか。JERIT を構成する連合においても、工場労働者の
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それが含まれていたし、これまでの活動においても、労働者の生活に影響を与

える、最低賃金の制定、あるいは TPPA や GST への反対運動も担ってきた。し

かし、PSM は、必ずしも工場労働者からの支持を広範に獲得しているわけでは

ない。 

 ここには、マレーシア社会の「周辺性」が再び影響を与えている。マレーシ

アにおいては、国家によって依然として専制的な労使関係が維持されており、

例えば労働組合と政党とが連携することは制度的に困難である。そのことを一

因として、PSM が強い影響力を行使している組合は、ほとんど存在しない21。

結果的に、PSM が組織しているのは、組合に組織されていないマージナルな労

働者に限定される。この点においても、PSM の運動が制度化された労使関係の

外部で活動し、未組織の労働者（移民労働者や契約労働者など）を支援する

NGOs に類似していることが示唆されよう。要するに、「周辺性」が存在するた

めに、社会主義の主体であるはずの労働者に勢力を拡大できないというわけだ。 

もっとも、工業化が進展した半周辺マレーシアにおいては、製造業が充分に集

積し、そこで働く労働者も増加した。この状況だけをとらえるならば、PSM は

潜在的な支持者を多数保持していることになる。しかし、ここには「中核性」

が桎梏として現れるかもしれない。いわゆる「圧縮された発展（compressed 

development）」が現れる後発社会においては、急速に先発の社会がたどったプロ

セスが進展する。 

 マレーシアにおいても、この点は同様である。産業や階級のあり方について

も、この点は顕在化しつつある。すなわち、2000 年代になると、早くも産業構

成に関して、雇用者数や GDP に占める産出額において、製造業が占める比率は

低下しつつある。それに代わって、増加しているのはサービス産業である。2016

年度の推計においては、産業別の就業人口について、第 3 次産業が 54%を占め

ているのに対して、第 2 次産業は 37.8%を占めているにすぎない（ちなみに、

第 1 次産業はわずか 8.2%に減少している）（http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/ 

international/spw/general/malaysia/index.html 2017 年 11 月 18 日アクセス）。こう

したサービス経済化のもとでは、一般に労働者の組織化は困難になる可能性が

ある22。 
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 さらに、「中核性」の現れとしては、工業化の進展によって、一定程度賃金も

上昇し、市場規模も拡大すると、「ゆたかさ（affluence）」も生まれてくる。これ

と軌を一にして、階級の構成も変化し、労働者階級に代わって新中間階級が増

加することになる。「ゆたかな新中間階級」は、一般的には社会主義に共感する

主体とはならないであろう。その結果、PSM の潜在的な支持者としては、移民

労働者や契約労働者などのマージナルな労働者に限定されることになる。こう

した事態は、まさに中核ゾーンにおいて一般的に進展したものにほかならない。 

 しかし、「中核性」は、PSM にとって必ずしも桎梏として現れるだけではな

いかもしれない。中核ゾーンにおいては、グローバル化の進展に伴って、ネオ

リベラリズムに基づく政策があまねく実行される傾向がある。これに伴って発

生する社会問題が、多様な社会運動を惹起してきたことも周知の事実であろう。

「中核性」をも担う半周辺マレーシアにおいても、ネオリベラリズムの影響が

顕在化しつつある 23。例えば、日本などではすっかり社会的に定着した感があ

る非正規雇用についても、契約労働者（contract worker）として導入が認められ、

その量も増加している。このことを 1 つの背景として、大学卒業生についても、

正規に雇用される割合が低下しつつある24。 

 例えば、2006 年の時点で、7 万 6 千人の大学生が学歴に見合う職に就くこと

ができていなかった。さらに、このうちの 3 万 6 千人は非正規雇用に従事する

ことになっていた（New Strait Times on July 12, 2006）。加えて、世界銀行（2014）

のデータでは、マレーシアにおいては、15 歳から 24 歳までの若者が失業者の

60％を占めているという。このような状況を考えれば、JERIT が学生・若者に

よる連合を加えていることは、充分に意義があることといえよう。 

 このように、半周辺マレーシアにおいて社会主義の思想と運動とを担う PSM

は、半周辺に付随する「周辺性」と「中核性」に規定された運動を展開しつつ

あるといえよう。結党以降、政党としての登録を勝ち取る運動も含めて、PSM

がインド人プランテーション労働者の利害関心を実現する運動、すなわち民族

解放運動を行ってきたことは、「周辺性」に規定されていたといえよう。オラン・

アスリへの支援なども、資本主義発展に伴って発生する生存維持経済

（subsistence economy）の解体という文脈に即していえば、「周辺性」が存在す
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ることに由来する（あるいは、「周辺性」が解体されることに伴って発生する）

運動と位置づけられよう。 

 他方で、工場労働者を主体として位置づける運動は、やはり「周辺性」に規

定された専制的労使関係を維持する制度によって制約されている。そのため、

工場労働者という社会主義にとって最も組織されるべき主体に対して、支持を

拡大することができていない。このように、「周辺性」についていえば、PSM に

とっての運動の基礎を提供する一方で、運動の桎梏ともなっているというジレ

ンマを形成している。 

 それでは、半周辺マレーシアが担う「中核性」は、PSM の運動にどのような

影響を与えようか。まず、工場労働者への支持拡大については、「中核性」が桎

梏となる可能性もある。それは、サービス経済化、および「ゆたかな労働者」

の登場と新中間階級の増加という社会の変容を背景にして想定されるのであっ

た。しかし、グローバル化の進展は、同様に「中核性」の現れとして、非正規

労働者の容認、若者や学生の雇用状況の悪化、さらには低賃金労働者としての

移民労働者の導入など、新たな運動課題と支持拡大の基礎を提供する可能性も

ある。そのような意味では、やはり「中核性」は PSM にとってのジレンマを形

成していよう。このように、半周辺マレーシアにおいては、マレーシアの位置

特性に即して、PSM は 2 つのジレンマに直面しているといえよう（表 1 参照）。 

 

表１．マレーシア社会党のジレンマ 

特性

 

運動への影響 

「周辺性」 「中核性」 

促進 エスニックな階級関係

に基づく不平等の是正 

グローバル化を背景とす

る社会的排除への抵抗 

制約 専制的労使関係による

労働運動への制約 

サービス経済化と「ゆた

かさ」による労働運動の

停滞 
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６．結語 

 本稿では、マレーシア社会党が担う運動について、その意味とジレンマにつ

いて検討してきた。まず、およそ社会主義の思想と運動が発展し定着する条件

に乏しい発展途上の社会において、むしろ社会主義が隆盛をみせた背景につい

て、資本主義の拡大とエスニックな階級関係の形成、さらにそれに基づく民族

解放運動が、マルクス派社会科学の科学的展開に媒介されることによって、社

会主義の思想と運動に親和的になりえたことを確認した。 

 それを受けて、マレーシアにおける社会主義の展開について概観したうえで、

PSM の結成と運動とが、エスニシティにとって代わる階級関係を基軸とする政

治の形成と軌を一にしたものであることを確認した。主要なエスニック・グル

ープの「契約」をめぐって展開されてきた、マレーシアにおける政治に、階級

という対立軸を明示的にもちこんだことが、PSM の大きな貢献であったといえ

よう。 

 しかし、PSM は、半周辺マレーシアが担う「周辺性」と「中核性」という 2

つの特性のそれぞれについて、運動の拡大をめぐるジレンマに直面しているの

であった。あくまでマルティ・エスニックをうたい、階級を問題分析の軸に設

定する PSM も、現状においては、主としてインド人エスニシティによる民族解

放運動によって、その存在意義を確保しているに過ぎない。マレーシアにおい

て階級関係を媒介にして発生する問題に、PSM がどれほど関与できるかによっ

て、その意義を拡大していくことが可能であるかどうかも展望できよう。この

論点は、労働運動における階級対立の実情を検討することから開始される必要

がある。 

 

注 
 1 「周辺性」と後に言及する「中核性」とは、それぞれ周辺と中核という世界システムのゾ

ーンに種差的な特徴をあらわしている。周辺ゾーンの特徴としては、農業などの伝統的な

産業の優越、それを背景とする前資本主義的な社会関係の存在、そのことに由来する低賃

金、権威主義政治、および伝統主義的意識などが指摘できよう。これらが、「周辺性」にほ

かならない。それに対して、中核ゾーンの特徴としては、工業化の進展とその後のサービ

ス経済化、高賃金の実現、「ゆたかな社会」の実現、民主的意思決定の定着、および物質主

義とその後の意識の多様化などを指摘できよう。これらが、「中核性」となろう。半周辺ゾ
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ーンにおいては、この双方の特徴が確認できることが特徴となるのである。 

 2 帝国主義については、様々な把握の仕方が試みられてきた。その 1 つとして、レーニン

（1907）は、帝国主義を「資本主義の最高の段階」として把握している。ロシアが帝国主

義を体現していたとすれば、このことは、すでにロシアも「資本主義の最高の段階」に到

達した社会であったことを意味する。 

 3 帝国主義の概念的把握をめぐっては、より先進の資本主義社会に比べて、後発的な社会の

方が、遊休資本を集約することを通じて独占を形成しやすく、より「典型的な」帝国主義

国として台頭するという議論がある（宇野，1934）。しかし、そこにおいても「典型国」と

して位置づけられているのはドイツであり、独占の形成、銀行資本とのその結合、あるい

は市場確保のための植民地獲得政策など、通常帝国主義のメルクマールとして指摘される

項目のどれをとっても、ロシアが優越しているとはいえない。むしろ、この時期の日本と

同様に、ロシアは、帝政の継続や、貴族などによる前資本主義的な農民支配など、「周辺性」

を特徴づける性格が顕著だったといえよう。ウォーラスティン（1979）も、現存社会主義

であったソビエト連邦を資本主義のシステムである世界システムのなかに位置づけるに

あたって、それを半周辺として把握している。半周辺は、まさに中核ゾーンと周辺ゾーン

との中間に位置し、両者の性格、すなわち「中核性」と「周辺性」とをともにあわせもつ

ゾーンとして概念化される。 

 4 この事象については、いくつかの説明が行われている。すなわち、1 つは、労働者が生産

手段との紐帯を維持しており、そのことを通じて生活に必要な所得を獲得できることによ

って、労働力の再生産費が補填されること（つまり、十全な額の賃金が支払われなくても

よいこと）、もう 1 つは、市場における商品交換（売買）が広範には行われておらず、その

ため購入に必要な資金（賃金）を保持する必要性が低いことが、周辺における低賃金の根

拠として想定されている。 

 5 世界システムの形成期において、ラテンアメリカにおいて行われた「労働管理（labor 

control）」は、大土地所有者による強制労働にほかならなかった。 

 6 こうしたマルクス派の試みは、極めて科学的であり、ラカトシュ（1970）が提示する「科

学的研究プログラム（scientific research program）」に則したものといえよう。それというの

も、中核ゾーン（近代市民社会）とは異なる、周辺という対象を分析するにあたって、「堅

固な中核（hard core）」を維持しながら、新たな問題群を解明する手続きが取られているか

らである。要するに、世界システムが 19 世紀後半以降、字義通り世界大に拡大するととも

に、マルクス派の社会科学もその対象を世界大に拡大させてきたというわけだ。帝国主義

を把握する試みや、日本などの後発国で展開された論争（日本資本主義論争）も、こうし

た対象拡大の一環であったといえよう（Hoston, 1986）。 

 7 人民の力センターは、1947 年には AMCJA と連携して、マラヤ連邦（Federation of Malaya）

としての独立案に対抗した人民憲法（peoples’ constitution）を起草した（Stenson, 1980: 121）。

マラヤ連邦という構想は、当初イギリス政府が提示したマラヤ連合（Malayan Union）とい

う独立案が主要なエスニック・グループに対して等しく市民権を認めるものだったことに

マレー人が反発したために、新たに提示された独立案である。そこでは、マレー人の政治

的特権が容認されていた。いうまでもなく、マラヤ連邦案が独立マレーシアの素案となっ

たし、マレー人の特権を主張するために組織された政党が UMNO であった。 

 8 こうした社会運動への弾圧事件は、その後も繰り返されてきている。1987 年には、「ララ

ン作戦（除草作戦）（Weeding Operation, Operasi Lalang）」という大規模な弾圧が行われ、
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106 名の活動家が裁判に付されることもなく投獄された。この事件を契機として、1989 年

にマレーシア人民の声（Voices of Malaysian People, Suara Rakyat Malaysia, SUARAM）とい

う人権問題を扱う NGO が組織され、現在に至るまで活発に活動している。 

 9 ここでの記述は、2013 年から継続している現地調査の一環として行った PSM への聞き取

りと、PSM が作成したパンフレットなどの入手資料に依拠している。 

10 この問題については、さしあたって山田（2017）を参照。 

11 もっとも、2013 年の総選挙においては、BN の獲得票数が大きく減ったことに伴って、BN

を構成する政党は著しく議席を減らしてしまい、BN は実質的に UMNO を「一強」とする

連合となってしまった。 

12 PSM の結成が、結果的に 1998 年であったことは象徴的である。それというのも、この年

には、アンワル・イブラヒム副首相（当時）の解任と彼に対する（暴力的な）取り調べに

端を発した、BN への批判運動（「改革（reformasi）」）が市民も参加するかたちで盛り上が

り、1999 年の総選挙では、この運動を背景に野党勢力がオルタナティブ戦線（Barisan 

Alternatif, Alternative Front, BA）を組織し、本格的な共闘を行ったからである。この出来事

は、マレーシアにおいて、はじめてエスニシティ横断的な野党連合が組織され、そのよう

な意味で、エスニシティにとって代わる階級的イシューが争点になったとされているから

である（Weiss, 2006）。 

13 マレーシアの裁判は、三審制をとっている。すなわち、下級審から順に、高等裁判所、控

訴裁判所（Appeal Court）、および連邦裁判所（Federal Court）の 3 つが設置されている。連

邦裁判所が、最終審である。 

14 事務局長へのインタビューによれば、登録が認められた背景には、この年に行われた総選

挙において BN が大敗したことがあるという。選挙における敗北をふまえて、政府が権威

主義的な政策を緩和したのではないかというわけだ。 

15 PSM は、ほぼ年 1 回『社会主義的視点（Socialist Perspectives）』というパンフレットを発行

している。それには、とり組んでいる運動、政府の政策、あるいは国際情勢などに関する

紹介・論評が掲載されている。パンフレットは、主として英語で執筆された記事が掲載さ

れているものの、一部はマレー語で執筆されている。 

16 ここで、PSM が支援しているのは、ペラ州とクランタン州との境界地域に位置するスンガ

イ・シプ（Sungai Siput）で生活するオラン・アスリである。PSM は、この地域の選挙区に

注目し、60 のオラン・アスリの村に深く関わりをもち、個別訪問を通じて彼らの支持を獲

得しようとしてきた。彼らは、早くも 1960 年代からダム建設によって立ち退きを要請され

たうえに、伐採業者によって森林の伐採が進み、森林に依存する生活が困難になってきた。

狩猟の対象となっていた鹿やイノシシが減少し、川の水質汚濁によって魚も捕れなくなっ

てしまった。政府は、こうした伐採業者に、その収益をオラン・アスリに対する充分な生

活保障（福祉や教育など）に充当するように要請したものの、これが行われることはなか

った。オラン・アスリの村長は、オラン・アスリの問題を扱う役所から手当てを貰ってお

り、役所の指導で野党と関わることを非難されていた。そのため、組織化を進めることに

は困難が伴ったという（PSM, 2007: 61-63）。 

17 結果的に制定された最低賃金額は、半島部で RM900、東マレーシア（サバ州およびサラワ

ク州）で RM800 であった。この金額は、2015 年には半島部で RM1200、東マレーシアで

RM1000 に引き上げられた。ちなみに、2017 年 11 月における円との交換レートは、RM1

≒27 円である。 



Komazawa Journal of Sociology No.50, 2018 

80 

18 マレーシアにおける現行のリクルートのあり方においては、雇主に労働者を斡旋するエー

ジェントによって、一方的に雇主は決められてしまう。 

19 この点は、PSM の理論家によっても主張されている（Devaraj, 2015）。 

20 この原点は、現在に至るまで PSM の党員構成に反映されている。1 万人とされている党員

の多くは、インド人ではないかと思われる。インタビュー調査にあたって、PSM の本部あ

るいは支部を訪問した際にも、インド人以外の役員を見かけたことがない。もちろん、社

会主義政党として PSM は、階級という関係を基礎に社会問題を分析しようとしているも

のの、結果的にはインド人の政党になっているように思われる。 

21 もっとも、PSM の事務局長へのインタビューによれば、PSM は看護師組合には一定の影響

力を保持しているという。 

22 それというのも、サービス産業はその内実が著しく多様であり、その結果労働条件も多様

となるうえに職場も分散的になるために、同一の産業で雇用されていても労働者に共通の

利害関心が生まれにくいからである。 

23 ネオリベラリズム的政策としては、様々なものがあげられる。基本的には、様々な規制の

緩和と市場原理の拡大が、それに該当しよう。マレーシアにおいては、このなかでも公共

事業や公企業の「民営化（privatization）」については、早くも 1980 年代に開始されている。

「民営化」に伴う「利権（rent）」獲得が、政治的イシューになったと指摘されている（Gomez 

& Jomo, 1997）。 

24 もう 1 つの背景としては、半周辺マレーシアにおいては、大学において専門教育を受けた

卒業生が就労する専門的な職が乏しいことも指摘できる。 
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