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民族紛争と少数民族の政治参加
現代トルコとマレーシアの事例研究―

―

馬場

貴史

（宮岡研究会 4 年）
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おわりに

はじめに
本論文は国内政治システム、ひいては少数民族の政治参加の有無が国家内での
民族紛争の発生に与える影響を検証することを目的に書かれたものである。執筆
の動機は2001年 9 月11日にアメリカで発生したアルカイダによるテロ（9.11）、
2015年11月13日にパリで発生した IS（Islamic State）によるテロが示すように、ハ
ンチントン（Samuel Huntington）が主張した「文明の衝突（the clash of civilizations）」
は現実のものとなりつつあるのではないかという懸念である。彼は「文明の衝突
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は世界平和の最大の脅威であり、文明に依拠した国際秩序こそが世界戦争を防ぐ
1）
最も確実な安全装置」
と述べるが、現在の状況を鑑みると彼の指摘は正しいの

ではないだろうか。そのため、今後は民族間の争いをどのように防ぐか、なぜ民
族紛争が発生するのかという研究は重要なテーマになってくるであろう。この難
題について多くの学者が研究を重ねてきたが、エリングセン（Tanja Ellingsen）は
2000年に発表した論文の中で国内政治システムと民族紛争の発生可能性は関係性
があると主張した。彼女は民族紛争が発生しやすいシステム順に半民主国家
（semidemocracy）
、独裁体制、民主主義国家であると主張する。本論文ではエリ

ングセンの主張の逸脱事例に当たるトルコ（民主主義ながら民族紛争が発生）、マ
レーシア（半民主国家ながら民族紛争せず）の両国を事例研究の対象とし、エリン
グセンの主張を詳しく検証する。
先に結論を述べると民族紛争の発生可能性は国内政治システムだけでなく、少
数民族の政治参加の有無にも影響を受けると考えられる。エリングセンはデータ
を用いた定量的な研究を行ったが、本論文では定性的な研究を行った。結果、民
主主義国家であっても少数民族の政治参加が制限される場合には民族紛争は発生
しやすく、半民主国家であっても少数民族の政治参加が可能な場合には民族紛争
は発生しにくい。このような結論を導き出すために本論文では以下のデータを用
いた。それぞれの国家がどのような政治システムをとっているか検証するために
Polity Ⅳを用いる。それぞれの国家政策の変更の起きやすさを検証するためには
Polcon3という指標を用いる。少数民族の政治参加の程度については各種専門書
を用いる。国家内の民族構成比を検証するためには外務省のホームページや高崎
通浩氏の『世界の民族地図』を用いることとする。
本論文の構成は以下の通りである。第Ⅰ節では分析枠組みの構築を行い、先行
研究であるエリングセンの論文を批評し、仮説の提示を行う。同時に仮説を検証
するための方法についても言及する。仮説の関連諸理論ではレイナル - ケロル
（Marta Reynal-Querol）の研究、セダーマンとジラーディンとグレディッチ（LarsErick Cederman, Luc Girardin and Skerede Gledetsch） の 研 究、 エ ス テ バ ン と レ イ
（Joan Esteban and Debraj Ray）の研究を紹介する。第Ⅱ節ではトルコを事例研究の

対象として仮説の検証を試みる。トルコの少数民族としてクルド人を研究対象と
し、PKK の変遷や活動内容についても観察を行う。第Ⅲ節ではマレーシアを取
り扱う。マレーシアはマレー系、中国系、インド系等の多くの民族が入り混じっ
ているが大きな紛争は見られず、民族紛争を研究するには重要な事例である。第
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Ⅳ節ではトルコ、マレーシアの両事例を総合的に考察し、本論文の仮説の検証を
行う。

Ⅰ

分析枠組みの構築

本節第 1 項では先行研究であるエリングセンの「カラフルな共同体か魔女の秘
薬か」（2000）2）が提示する民族紛争発生の可能性と国家の民主主義の度合いをグ
ラフ化すると逆 U 字が描かれるという理論（以下、逆 U 字カーブ理論とする） を
要約し、その批評を行う。第 2 項では、第 1 項で批評を行ったエリングセン
（2000） の論文を踏まえ、本論文の仮説を設定する。最後に、第 3 項では本論文

の研究方法について言及を行う。

1

先行研究の批判的考察

エリングセンは近年、民族紛争の国際政治に対する影響力が高まっていること
を踏まえ、民族紛争の発生要因とその力学を理解することが大切であるという認
識から研究を行った3）。彼女の研究以前から民族紛争の発生可能性と国内政治シ
ステムに関係性があるという主張があったが、彼女はその関係性について統計を
用いて定量的に検証を行った。結果、エリングセンは1946年から1992年における
複数民族の存在と国内紛争について、国内紛争と国内政治システムには関係性が
あることを明らかにした。エリングセンは民族紛争発生の可能性を縦軸に、民主
主義の度合いを横軸に取ると逆 U 字の曲線が現れることを証明した（図表 1 参照）。
つまり、民主主義が発達している国（democracy）、専制政治を行う国（autocracy）、
4

4

半民主国家（semidemocracy） では民族紛争発生の可能性が低い 順番に、民主主
義国家、独裁主義国家、半民主国家であると主張する。
次に、以上の要旨に基づき批評を行う。 1 点目の批評としてはエリングセンの
論文では逸脱事例についての説明がなされていないという点である。換言すると、
民主主義体制や独裁主義国家において民族紛争が発生しているケース、半民主国
家において民族紛争が発生していないケースについて説明していない。エリング
センの論文では、彼女は縦軸に民族紛争の発生可能性、横軸に民主主義の度合い
を設定すると逆 U 字カーブが描かれると提示した。エリングセンの論文は統計
的手法を用いており、「民族紛争の発生可能性と国内政治システムの関連性」に
ついて網羅的に研究を行うことができている。一方で、統計的手法の弱みである
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図表 1

エリングセン研究のＵ字カーブ

民族紛争発生可能性
高

低
国内体制
民主主義体制

独裁体制

出所：Tanja Ellingsen, “Colorful Community or Ethnic Withes’ Brew? Multiethnicity and Domestic
Conflict during and after the Cold War,” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 44, No. 2, April
2000, pp. 228-249より筆者作成。

逸脱事例に対する説明不足という問題点をエリングセンの論文も抱えている。そ
のため、本論文ではエリングセンが行った研究の逸脱事例に対して分析を行う。
事例研究としては民主主義国家ながら民族紛争が発生したトルコ、半民主国家な
がら民族紛争が発生していないマレーシアを取り扱う（図表 ２ 参照）。
2 点目の批評としてはデータが古いという点が挙げられる。エリングセンは国
家の民主主義の程度を計測するために Polity Ⅲというデータを用いているが、
2015年現在では最新版である Polity Ⅳを入手することが可能である。そのため新
しいデータを用いることによって、エリングセンの研究と差異が生じる可能性も
考えられる。したがって、本論文では最も新しいデータである Polity Ⅳを用いる
ことにする。
上記 2 点のエリングセンに対する批評に基づき、本論文の問いを設定する。先
行研究であるエリングセンの論文は「民族紛争が発生しやすいのはどのような国
内体制なのか」という観点で書かれている。本論文ではエリングセンの問題意識
を踏襲しつつ、さらに踏み込み彼女の論文では説明がなされていない点について
研究を行う。エリングセンの論文では民主主義体制においては民族紛争が発生し
にくいと論じているが、「最も民族紛争が起きにくいとされる民主主義体制にお
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図表 2

エリングセン研究の逸脱事例

民族紛争発生可能性
高

トルコ

マレーシア

低
国内体制
民主主義体制

独裁体制

出所：Tanja Ellingsen, “Colorful Community or Ethnic Withes’ Brew? Multiethnicity and Domestic
Conflict during and after the Cold War,” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 44, No. 2, April
2000, pp. 228-249と本論文の文中より筆者作成。

いても民族紛争が発生するのはなぜか」、「最も民族紛争が起きやすい半民主国家
で民族紛争が発生しないのはなぜか」という点、つまりはエリングセン研究の逸
脱事例を本論文の問いに設定し研究を行う。上記の問いを次節以降で分析を行う。

2

仮説の提示

前項では「最も民族紛争が起きにくいとされる民主主義体制においても民族紛
争が発生するのはなぜか」、「最も民族紛争が起きやすい半民主国家で民族紛争が
発生しないのはなぜか」という問いを立てた。そのため、本項第 1 節では問いに
関連した諸理論であるレイナル－ケロル、セダーマンとジラーディンとグレ
ディッチ、エステバンとレイによる 3 点の研究を紹介する。
はじめに、レイナル－ケロルの「民族、政治システム、内戦」（2002）4）につい
て紹介を行う。彼女は社会的な衝突や民族的な衝突（social and ethnic conflicts）は
多くの国家に影響を与える現象であると指摘し、革命的な内戦と民族的な内戦を
区別することは極めて重要であると述べて民族的な内戦に焦点を当て研究を行っ
た5）。レイナル－ケロルの問題意識は国内で民族が分かれているケースでも紛争
が発生する国家と発生しない国家があることであり、論文中における彼女の主張
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の 1 つが多極共存型民主主義（consociational democracy）は民族紛争の発生可能性
を 減 少 さ せ る と い う こ と で あ る6）。 論 文 中 で 彼 女 は 多 極 共 存 型 民 主 主 義
（consociational democracy） を連合政権を生み出す比例代表制である（proportional
representation systems that produce coalition politics）としている 。彼女の研究は少
7）

数民族の政治参加が大切であることを明らかにしており、本論文においてエリン
グセン研究の逸脱事例を説明するための重要な示唆を与えると考えられる。
続いて、セダーマンとジラーディンとグレディッチによる「民族主義の三関係
―

内戦における血縁集団の影響力を評価する ―」（2009）8） を紹介する。彼らは、

民族紛争発生のメカニズムを研究している論文は終始国内のみの議論であり、外
部（国外）との関係性も考慮した方が良いという問題意識から研究を行った。分
析を行った結果、中心から追いやられた集団（excluded minority）が大きいケース
には、彼らに対して援助を行うことが可能な外部の血縁集団（kin group）の存在
が民族紛争発生の可能性を高めるとセダーマンらは主張する。したがって、本論
文で民主主義国家においても民族紛争が発生したケース、言い換えればエリング
セン論文の逸脱事例を検証するにあたり、外部の血縁集団の存在も考慮すること
で、より詳細に検証が行えると考える。
最後にエステバンとレイ（2008）の研究である「分極された社会、分割された
社会と争い」（2008）9）について紹介する。彼らは争い（conflict）を政治システム
に対するコストのある挑戦と定義し、分極した社会（polarized societies） と分割
された社会（fractionalized societies）における争いの発生頻度と深刻さについて研
究を行った10）。結果、分極化された社会では争いが発生する可能性は低いものの、
発生した場合には大きな争いとなる11）。一方、分極化された社会では争いが発生
する可能性は高いものの、発生した場合には激しい争いにはなりにくい12）。以上
の特徴をエステバンとレイは主張する。彼らの考えを本論文にも活かし、国家内
の民族構成比を考慮することでエリングセン研究の逸脱事例を説明できるのでは
ないだろうか。
続いて、上記の諸理論に基づき、仮説の設定を行う。前項ではエリングセンの
論文について論旨をまとめ、批評を行ったが彼女の論文の問いは「どういうケー
スで民族紛争の発生可能性が高くなるのか」であった。エリングセンは国内シス
テムに焦点を当てて研究を行い、半民主国家が最も民族紛争が起こりやすいと主
張する。本論文ではエリングセンが主張する逆 U 字カーブ理論に対し、さらに
踏み込み、彼女の理論で説明できない逸脱事例を研究することを目標とした。そ
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こで、本論文の仮説は以下のように設定する。
仮説 1

国内政治システムだけでなく、少数民族の政治参加の程度も民族紛争

仮説 2

国内政治システムだけでなく、外部の血縁集団の存在も民族紛争の発

の発生する可能性に影響を与える
生する可能性に影響を与える
仮説 3

国内政治システムだけでなく、国内の民族構成比も民族紛争の発生す
る可能性に影響を与える

本論文の仮説を以上のように設定し、 1 つずつ検証を行うことでエリングセン
研究の逸脱事例の説明を試みる。次項にて上記の仮説について定義の明確化、作
業定義の操作化を行い、Ⅱ節より現代のトルコとマレーシアを事例研究として仮
説の検証を行う。

3

研究方法

前項で設定した仮説の簡略化を行い、因果関係を整理すると独立変数が「国内
政治システム」、条件変数が「少数民族の政治参加」、「外部の血縁集団」、「国内
の民族構成比」
、従属変数が「民族紛争の発生」となる（図表 3 ）。
続いて、仮説を検証するために必要な鍵概念の定義設定と操作化を行う。 1 つ
目の独立変数である「国内政治システム」については Polity Score13）を参照して
民主主義体制（democracy）、独裁体制（autocracy）、半民主国家（semidemocracy）
のどれに当たるかを判断する。条件変数の 1 つ目である「少数民族の政治参加」
については政策変更の難易度を表す Polcon314）というデータと事例研究の強みで
ある個々の政治システムを調査することで検証する。条件変数の 2 つ目である
「外部の血縁集団」については外部（国外）の血縁集団（kin group）の存在が民族
紛争発生の可能性を高めると主張するセダーマンとジラーディンとグレディッチ
（2009） の論文を参考し、外部の血縁集団の存在を調査する。条件変数の 3 つ目

である「国内の民族構成比」については外務省のデータや高崎通浩氏の『世界の
民族地図』を用いて検証を行う。最後に、従属変数である「民族紛争の発生」に
ついては「民族紛争」を、紛争に関与した集団が主に民族で区別が可能な時に民
族紛争と定義する15）。また、民族同士で連合を組んで戦うケースもあるが、それ
らの紛争も関与する人々が経済的利益よりも民族グループに帰属意識を持つため、
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図表 3

仮説のアローダイアグラム

［条件変数 1 ］

［条件変数 2 ］

［条件変数 3 ］

少数民族の政治参加

外部の血縁集団

国内の民族構成比

［独立変数］

［従属変数］

国内政治システム

国内政治システム

出所：本文より筆者作成。

民族紛争と呼べる16）。本論文では一国家内での民族紛争を対象とし、異なる民族
の国家同士の争いは研究対象ではない。上記の通り鍵概念の定義設定、操作化し
仮説検証を行う。
続いて、研究方法について言及する。本論文の仮説である「国内政治システム
だけでなく、少数民族の政治参加の程度も民族紛争の発生する可能性に影響を与
える」、「国内政治システムだけでなく、外部の血縁集団の存在も民族紛争の発生
する可能性に影響を与える」、「国内政治システムだけでなく、国内の民族構成比
も民族紛争の発生する可能性に影響を与える」を検証する方法として事例研究を
用いる。統計を用いた定量分析ではなく、実際の事例を詳細に検証する定性的な
分析を用いる理由としては、国家ごとに微妙に異なる国内政治システムをつぶさ
に観察するためには、定量分析よりも定性分析の方が適していると考えたためで
ある。本論文ではエリングセン論文の逸脱事例であるケースについて分析を行う
ことによって仮説を検証する。事例研究としてはトルコとマレーシアを扱う。な
ぜならば、エリングセン研究ではトルコは民族紛争が発生しにくい状況であると
されながら民族紛争が発生したケースであり、マレーシアは民族紛争が発生しや
すいとされながら民族紛争が発生しなかったケースであるからである。

Ⅱ

事例研究①：トルコ内におけるクルド人と PKK

本節では前節で提示した仮説をエリングセン研究の逸脱事例に当たるトルコと
いう事例を用いて検証を行う。第 1 項ではトルコの事例で従属変数に当たる部分
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について分析を行い、第 2 項では独立変数に当たる部分について分析を行う。

1

従属変数：トルコにおける PKK の反政府活動

本項では比較的民主主義に近い体制において民族紛争が発生したケースとして
トルコを扱い本論文の仮説の検証を行う。トルコのケースを詳細に分析する前に
2015年現在の状況について留意する必要がある。在京トルコ大使館前でトルコ系
クルド人とそれ以外のトルコ人との間で乱闘が発生し、負傷者が出たニュースが
記憶に新しい17）。続いて、クルド人についての説明を記す。クルド人は今日では
イランやイラク、トルコ、シリア等にまたがって居住しており、国家を持たない
世界最大の民族と呼ばれている18）。以上の状況を踏まえ、トルコ国内でのクルド
人問題、ひいては民族紛争について観察を行う。
本項の研究対象であるトルコ国内において1979年末にクルド労働者党（PKK：
Partiya Karkerên Kurdistan）が結成され、1984年ごろからクルド民族解放を訴え本

格的な武装闘争を始めた19）。一方、トルコ政府は長年にわたってクルド人居住地
域に厳戒令を発し、トルコ正規軍が大規模な掃討作戦を展開した。その間、両者
の闘争によってトルコ軍、PKK 戦闘員、巻き添えの市民を含めて 4 万人以上が
犠牲となり、多くの村落が破壊され、多数の一般クルド人が強制移住させられ
た20）。結果、居住地を追われたクルド人はアンカラ、イスタンブール、イズミー
ル等の都市部周辺に不法スラムをつくって住み着いた21）。
続いて、トルコ政府とクルド人組織間の武力衝突について川上洋一氏の著作
『クルド人

もうひとつの中東問題』を参考にして以下詳細に記す。1979年末に

結成された PKK であったが、彼らは部族長や豪商や資本家等の支配にあえぐク
ルド人労働者層と貧しい農業労働者たちの支持を集め、階級階層と民族運動を結
び付けた。彼らは1984年からゲリラ闘争を本格的にスタートさせ、軍の兵士に対
して待ち伏せ攻撃を行い、地主を殺害する等の行為に及んだ。一方、トルコ軍は
「太陽作戦」と名付けた掃討作戦で応戦し、ヘリコプターを主体とした降下部隊
を投入したが、険しい山岳地帯に阻まれ上手くいかなかった。トルコ政府は軍や
警察だけでなく、「村落警備隊」を組織した。川上洋一氏はそれをクルド弾圧の
ための武装隣組と呼称している。「村落警備隊」は反 PKK のクルド人民族から若
者を募り武装させ、クルド人同士を戦わせたのである。
長らく闘争は続き、1991年には PKK の党首オジャランはクルド民族の分離主
義を否定し、PPK の全政治犯の釈放を条件に休戦を提案したが闘争は続いた。
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1993年にも党首オジャランはトルコ政府が交渉に応じることを期待して「一方的
休戦」を宣言したが、トルコ政府は要求のエスカレートを恐れて応じずその後、
オジャランはトルコ政府との「全面戦争」を宣言した。トルコ国内南東部での騒
乱は欧州に飛び火し多くのゲリラ事件が発生、トルコ政府はこれを PKK の犯行
として強く非難し、
「ゲリラの傘をなくすため」の焦土作戦を展開した。2013年
にはオジャランの働きかけもあり、両者は和平交渉をスタートさせたが、2015年
7 月には PKK と政府の戦闘が再燃し現在に至る22）。

2

独立変数と条件変数：トルコの政治システム、周辺環境、民族構成

前項ではトルコの事例における従属変数に当たる部分について詳細を記した。
本項では独立変数にあたる「国内政治システム」、条件変数に当たる「少数民族
の政治参加」
、
「外部の血縁集団」、「国内の民族構成比」について論じる。
はじめに、独立変数である「国内政治システム」について論じる。トルコがど
のような政治システムをとっているかという点に関して Polity Score23）を指標と
して用いる。Polity Score は－10から10の計21ポイントの幅でその国の政治体制
を評価し、－10が完全な独裁体制国家、10が完全な民主主義体制国家であること
を表す。また、 6 から10の幅に収まる国家を民主主義国家、－ 6 から－10の幅を
独裁体制国家、－ 5 から 5 の幅に当てはまる国家を半民主国家と定義している。
トルコにおいては PKK が結成された1979年の Polity Score は 9 であり、それ以
前の過去 6 年間も 9 を記録している。1980年から1982年には－ 5 を記録するもの
の、1983年から2014年には一貫して 7 以上を記録している。つまり、トルコの事
例はエリングセンの定量的研究の逸脱事例に当たる「民主主義体制でありながら、
民族紛争が発生したケース」ということができる。
続いて、 1 点目の条件変数である「少数民族の政治参加」について検証を行う
ために政策変更の可能性を表す指標である Polcon324）とトルコ国内の政治状況に
ついて観察する。この指標は独立した拒否権を所有する機関の数（the number of
independent branches of government with veto power over policy change）等を考慮し、

その国における政策変更可能性の程度を表す。 0 から 1 の範囲で表され、 1 に近
づくほど政策変更が起きにくく、 0 に近づくほど政策の変更が起きやすい。参考
までに2012年のアメリカと日本はそれぞれ0.4135、0.4844（共に少数第 5 桁を四捨
五入、以下同様に算出）となっている。トルコの Polcon 3 に目を向けると、PKK

が結成された1979年は0.4000であり以前の10年間も同程度である。本格的な武装
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闘争を始めた1984年には0.4000であり、以後2012年までの Polcon3の平均値は
0.4078である。したがって、トルコは日米と比較して政策変更が起こりにくいと
は言い難い。つまり、クルド民族が政策変更を訴える前にそもそも政治参加がで
きていないことが考えられる。
そこでトルコ特有の政治システムについて焦点を当てる。統計的には比較的民
主主義の程度が高いトルコ政治システムであるが、実態はクルド人の政治参加は
難しいものとなっている。例を挙げると、長らくクルド人は少数派としての存在
を許されず民族としての発言が公式に認められなかった25）。1960年代から声を上
げ始め1990年代にはクルド問題で発言する政党が続出するものの政党への解散命
令が相次ぎ、ひいては言論や法律家への抑圧が起きた。一例としては1990年にク
ルド人民労働者党が旗揚げし、クルド語による教育・出版・テレビとラジオ放送・
集会・結社の自由を公式に求めたものの、1993年に憲法と政党法に違反するとの
判断より解散を命じられた。このような政策のため、トルコが望む欧州連合（EU）
加盟は欧州各国からの不満によって進んでいない26）。
続いて、 2 点目の条件変数「外部の血縁集団」について論じる。セダーマンと
ジラーディンとグレディッチ（2009）は外部にサポートを行うことができる同じ
血縁集団（kin group）が存在し、サポートされる集団側の規模が大きい時には争
いが発生する可能性が高まると主張する27）。その点では、トルコ国内のクルド人
はイランやイラク、シリアにも居住しているクルド人からサポートを受けられる
環境にある。また、トルコ内におけるクルド人の割合は全人口の約20％28）であり、
トルコ国内で少数派と呼ばれるが、比較的規模は大きいと言える。実際、シリア
は隣国トルコの政情が悪化するのを好み、クルド人に好意的であった29）。イラク
のクルド民主党は PKK と連絡を取り武装基地の提供を行っており、同様に PKK
はイラン領内にも出撃拠点を持って活動していた30）。このように国家を持たない
ものの、複数国家にまたがって居住するクルド人は外部からの支援者が多数存在
し、比較的戦闘を始めやすい環境にあったということができる。
最後に、 3 点目の条件変数「国内の民族構成比」について検証を行う。前述の
通りトルコ内におけるクルド人の割合は全人口の約20％である。他の国に目を向
けると、中国では漢民族が全人口の約92％を占め、その他が約 8 ％である31）。シ
ンガポールにおいても中華系74％を占め、マレー系が13％、インド系が 9 ％であ
る32）。このことからも、トルコ内におけるクルド人が比較的規模が大きいことが
分かる。また、トルコ国内の民族構成比はトルコ人が70-75％、クルド人が18％、

204

政治学研究55号（201６）

ギリシャ人やアルメニア人やユダヤ人等の多民族が 7 -12％である33）。そのため、
エステバンとレイの研究と照らし合わせるとトルコは分極化された（polarized）
社会というよりも分割された（fractionalized）社会であると分かる。

Ⅲ

事例研究②：多民族で構成される国・マレーシア

第Ⅲ節では第Ⅱ節に引き続き、本論文の仮説検証を行う。 2 点目の事例研究と
してはマレーシアを扱う。なぜなら、マレーシアは民族紛争が発生しやすい半民
主国家とされながら民族紛争が発生しなかったケースであり、エリングセン研究
の逸脱事例に当たるからである。第 1 項では従属変数である部分について記述を
行い、第 2 項では独立変数である部分について記述を行う。その後、Ⅳ節ではト
ルコとマレーシアの 2 つの事例を考慮し、総合的考察を行う。

1

従属変数：1969年以降は安定しているマレーシア

本論文ではマレーシアが比較的安定しているといえる1969年以降に焦点を当て
るが、その前に1969年に発生したマレーシアの歴史上で最大の民族衝突である 5
月13日事件について簡単に記す。マレーシアは多民族国家であるため、どの言語
を公用語にするかという点は大切であるが、1967年にマレー語を単一公用語とす
る方針をラーマン首相が発表し大きな議論となった34）。ラーマン首相の発表に
よって民族亀裂が露わになった中、1969年に総選挙が行われ、中国系の青年らは
勝利デモを行いマレー系を批判し両者の間で衝突が発生。結果、死者196名とい
うマレーシア史上最も深刻な事件が発生した35）。これが 5 月13日事件である。同
事件以降は、小競り合いは見受けられるが大きな民族間の衝突は見られない。こ
の点がトルコと大きく異なる点である。国内紛争を網羅しているデータ集である
COW プロジェクトの最新版36）を確認してみてもトルコの事例は取り上げられて
いるものの、マレーシアでの事例は見当たらない。
続いて、マレーシア国内の政治情勢について観察を行う。なぜなら、民族紛争
が発生していないという結果が得られたものの、指導者や政治家がどのような考
えを持っているかを確認することは重要だからである。同国内では1991年にマハ
ティール・モハマド（Mahathir Mohamad） 首相がバンサ・マレーシア（Bangsa
Malaysia：統合されたマレーシア国民）をつくるという目標を発表した 。このよ
37）

うな点からも指導者自身も多民族社会であるマレーシアがどのような国家建設を
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行っていくかという課題に対して取り組んでいることがうかがえる。一方、マ
レーシア北部大学教授であるイスハック（Mohamed Mustafa Ishak）氏は1970年代
以降国家建設の枠組みをつくることよりも、民族対立を抑えることに目が向けら
れていると主張する38）。このような民族間の対立が表面化しないように指導者や
政治家が注意を払っていることがうかがえる。また、英ファイナンシャル・タイ
ムズ紙にてギデオン・ラチマン（Gideon Rachman）氏もマレーシアは近年、イス
ラム人口の影響力増大に悩みながらも多文化国家の成功例だと言及している39）。
以上のマレーシア国内政治状況の観察から、マレーシアはエリングセン研究の
逸脱事例、つまりは半民主国家という民族紛争が最も発生しやすい状況にありな
がら、民族紛争が発生していないというケースにあたるため本論文が研究するに
値する事例である。

2

独立変数と条件変数
：マレーシアの政治システム、周辺環境、民族構成

トルコの事例研究と同様に本項ではマレーシア事例研究の独立変数にあたる
「国内政治システム」、条件変数にあたる「少数民族の政治参加」
、
「外部の血縁集
団」、
「国内の民族構成比」について検証を行う。
はじめに、独立変数である「国内政治システム」について論じる。マレーシア
の Polity Score はエリングセン論文が述べる逆Ｕ字カーブの頂点にあたる場所で
ある半民主国家に位置し、最も民族紛争が起きやすいケースである。しかしなが
ら、1969年に 5 月13日事件（詳細は後述する）と呼ばれるマレー系と中国系の衝
突以降は大きな衝突がみられない。1970年から2014年までのマレーシアの Polity
Score の平均値が3.869640）であり、半民主国家でありながら、民族紛争が発生し
ていないため研究に値するケースである。また、エリングセン論文の逸脱事例で
あるため、本論文の目標である「エリングセン論文が説明できていない点を説明
する」には重要な事例となる。
続いて、 1 点目の条件変数である「少数民族の政治参加」について検証を行う。
はじめにマレーシアにおいて政策を変更することはどの程度難しいかを検討する。
マレーシアの Polity Score はトルコの Polity Score を大幅に下回る民主主義体制
とは言い難い政治システムが取られているものの、政治的な手段によって国の政
策変更を行うことが比較的容易であると言える。なぜなら、 0 に近いほど政策変
更が容易であるという Polcon 3 の指数によるとマレーシアの1970年から2012年
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までの値は0.295441）であり、トルコの1984年2012年までの平均値0.4078やアメリ
カ0.4135（2012年）、日本0.4844（2012年） と比較しても政策変更が行われやすい
ということが分かるからである。次に、トルコの事例研究と同様に国内システム
について詳しく観察を行う。マレーシアの社会構造は民族別によって分かれた社
会階層にはなっておらず、エリート層を 1 つの民族が占めるのではなく、国家の
実権は複数民族が混在したエリート層が支配するという形になっている42）。この
ように、トルコとは異なり少数民族であっても政治に参加できるシステムとなっ
ているため、不満が高まりにくいと考えられる。そのため、レイナル－ケロルが
考える多極共存型民主主義（consociational democracy）に近い政治体制となってい
ることが分かる。
続いて、 2 点目の条件変数である「外部の血縁集団」について論じる。マレー
シアはマレー系約67％、中国系（華僑）約25％、インド系約 7 ％（マレー系には中
国系とインド系を除く他民族含む） によって構成されている。別のデータではマ
43）

レー系が50％程度、中国系37％、インド系11％となっている44）。世界最大の人口
を抱える中国、世界 2 位の人口を抱えるインドとマレーシア国内の少数派である
インド系と中国系は外部の血縁集団からのサポートを受けることが容易であると
考えられる。しかしながら、マレーシアはトルコと異なり、地理的に同じ血縁集
団からサポートを受けることが難しい。マレーシアの隣国であるタイには中国系
タイ人が多く住んでいるものの、マレーシアとの国境地帯にはマレー系が多い45）。
そのため、マレーシアの少数民族はトルコの少数民族であるクルド人とは異なり、
地理的制約のため外部からの支援を受けることが難しいと言えるであろう。
最後に 3 点目の条件変数である「国内の民族構成比」について検証を行う。上
述の通り、マレーシアはマレー系約67％、中国系（華僑）約25％、インド系約 7 ％
（マレー系には中国系とインド系を除く他民族含む） によって構成されている。別
46）

のデータではマレー系が50％程度、中国系37％、インド系11％となっている47）。
そのため、エステバンとレイの研究と照らし合わせるとマレーシアは分極化され
た（polarized）社会というよりも分割された（fractionalized）社会であると分かる。

Ⅳ

総合的考察：トルコ・マレーシア両国の事例から

最後にトルコとマレーシアの両事例研究を踏まえて総合的な考察を行う。本論
文はエリングセン研究の逸脱事例を説明することを目的とした。エリングセンは
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図表 4

トルコとマレーシアの事例研究まとめ

少数民族の政治参加

外部の血縁集団

国内の民族構成比

トルコ

×

○

分割（fractionalized）

マレーシア

○

△

分割（fractionalized）

出所：本文より筆者作成

国内政治システムによって民族紛争の発生可能性を説明できるとしたが、本論文
では何らかの条件変数を加えることでより正確に民族紛争の発生可能性を説明で
きると考えた。以下、本論文における 3 点の条件変数を順に考察を行う（図表 4
参照）
。

1 点目の条件変数である「少数民族の政治参加」について考察を行う。トルコ
においては政策変更が難しく、クルド人の政治参加が制限されているため少数民
族の政治参加も困難である。一方、マレーシアにおいては政策変更も容易であり、
エリート層には民族が混在しているため少数民族の政治参加が行われている。次
に、 2 点目の条件変数である「外部の血縁集団」について考察を行う。トルコに
おいては近隣国にクルド人が多く居住しているため、トルコ国内のクルド人はサ
ポートを受けやすい環境にあった。一方、マレーシアの少数民族である中国系と
インド系も多くの血縁集団が中国とインドに居住するものの、地理的制限からサ
ポートを受けることはトルコと比較すると比較的困難である。最後に、 3 点目の
条件変数である「国内の民族構成比」について考察を行う。トルコとマレーシア
両 国 に お い て 分 極 化 さ れ た（polarized） 社 会 で は な く、 む し ろ 分 割 さ れ た
（fractionalized）社会と言えよう。

以上の条件変数を考慮した際に、トルコとマレーシアの大きな違いとしては
「少数民族の政治参加」であることが明らかになった。換言すると、国内政治シ
ステムによって民族紛争の発生可能性が説明できるというエリングセンの主張に
加えて「少数民族の政治参加」も考慮することでより正確な分析となる。つまり、
本論文の要点は以下の 2 点となる。 1 点目、半民主国家において民族紛争が発生
するのは少数民族の政治参加が制限されている場合である。 2 点目、指標上は民
主主義体制をとる国家においても少数民族の政治参加が制限される場合には民族
紛争発生の可能性が高まる。
上記の考察から、本論文の問いであったエリングセン研究の逸脱事例を説明す
るという点を果たすことができたと考えられる。トルコとマレーシアはエリング

208

政治学研究55号（201６）

センの研究では逸脱事例に当たるが、エリングセンが重要視する「国内政治シス
テム」に加えて、
「少数民族の政治参加」を詳しく分析することでより正確な結
果を得ることができると考えられる。本論文は量的分析の弱点を定性的分析に
よって補うことができたのではないだろうか。

おわりに
本論文の要点を以下で再整理を行う。本論文ではエリングセンの主張である
「民主主義体制と独裁体制では民族紛争は発生しにくく、半民主国家が最も民族
紛争が発生しやすい」という議論の逸脱事例であるトルコとマレーシアについて
観察を行った。トルコは民主主義体制と言われながら民族紛争が発生し、マレー
シアは半民主国家（semidomocaracy）と言われながら民族紛争は発生していない
ため、両国を事例研究の対象とした。仮説は「国内政治システムだけでなく、少
数民族の政治参加の程度も民族紛争の発生する可能性に影響を与える」
、
「国内政
治システムだけでなく、外部の血縁集団の存在も民族紛争の発生する可能性に影
響を与える」、
「国内政治システムだけでなく、国内の民族構成比も民族紛争の発
生する可能性に影響を与える」、以上の三点を設定した。結果、本論文は「国内
政治システムだけでなく、少数民族の政治参加の程度も民族紛争の発生する可能
性に影響を与える」ことを明らかにした。トルコは民主主義体制であるが少数民
族の政治参加が制限されているため民族紛争が発生し、マレーシアは半民主国家
ながら少数民族の政治参加が可能なため民族紛争が発生していないのである。
本論文の主張の理論的含意としてはケネス・ウォルツを代表論者とするネオリ
アリズム（構造的リアリズム）の限界が指摘できる。彼らは国際政治の現象を国
際構造から説明できるとするが、本論文で明らかになった通り個々の国家におけ
る特性も重要である。そのため、国際政治の現象を説明するためには国内要因も
考慮することが必要であると考える。政策的含意としては既に国家内に複数民族
が居住する国家においても、少数民族の政治参加が制限される場合には少数民族
の政治参加を促していくことが大切である。
今後の研究課題は 2 点挙げられる。 1 点目は、どのような選挙システムが少数
民族の意見を国家政策に反映しやすいかという点である。小選挙区制、比例代表
制等の多数のシステムがあるが、どのシステムが少数民族の政治参加を促すこと
ができるのか今後研究する必要があると考える。 2 点目は、少数民族の声を反映

209

しやすくした政治システムは「民主主義」と呼ぶことができるのかという点であ
る。民主主義には多数決の原則があるが、少数民族は文字通り「少数派」である
ため意見は通りにくい。その事実を政治システムの変更によって彼らの意見が通
りやすくすることは許されるのかという疑問が残る。つまりは、「民主主義」を
どのように定義するのかという研究も同時に行う必要があるだろう。
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