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世界主要地域・国の人口

世界の人口： 約６８億２９３６万人

日本 ： １億２７１６万人

中国 ： １３億５３３１万人

インド ： １１億９８００万人

米国 ： ３億１４６５万人

ＥＵ ： ４億９９７０万人

東南アジア： ５億８１５３万人



順位 国名 人口

１ インドネシア ２億２９９６万人

２ フィリピン ９１９８万人

３ ベトナム ８８０７万人

４ タイ ６７７６万人

５ ミャンマー ５００２万人

６ マレーシア ２７４７万人

７ カンボジア １４８１万人

８ ラオス ６３２万人

９ シンガポール ４７４万人

１０ ブルネイ ４０万人

合計 ５億８１５３万人

東ティモール １１３万人

東南アジア諸国の人口（2009）



順位 国名 一人当たりＧＤＰ

１ シンガポール ３７，５９７ドル

２ ブルネイ ３１，２２８ドル

３ マレーシア ６，９７０ドル

４ タイ ４，０７３ドル

５ インドネシア ２，１９１ドル

６ フィリピン １，９０２ドル

７ ベトナム ８３５ドル（２００７）

８ カンボジア ７１０ドル

９ ラオス ６７８ドル（２００７）

１０ ミャンマー ２１９ドル（２００６）

東南アジア諸国の
一人当たりＧＤＰ比較（2008）



シンガポール



マレーシア



シンガポールとマレーシア
の比較表（外務省資料より）

シンガポール マレーシア

面積 ７０７㎢ ３３３，３８０㎢

人口 約４９９万人（２００９）
（永住者は３７３万人）

２，７７３万人
（２００８年統計局）

民族 中国系７５％、マレー系１４％、
インド系９％

マレー系６６％、中国系２６％
インド系８％

政治体制 立憲共和制 立憲君主制

歴史上の共通
点

英国の植民地だった 英国の植民地だった

ＧＤＰ
一人当たり
（２００８）

１，６５０億ドル（名目）
３７，５９７ドル

１，９４９億ドル（実質）
６，９７０ドル

在留邦人数 ２３，２９７人（０９．１０） ９，３３０人（０８．１０）

在日人口 ２，６０４人（０８．１２） ８，２９１人（０８．１２）



マレー半島をめぐる
イギリスとオランダを中心とする
植民地争奪の確執の経緯

年代 事項

１５１１ ポルトガルがマラッカ王国を征服

１６００ イギリス、東インド会社設立（インドの植民地経営中心）

１６０２ オランダ、連合東インド会社設立（ＶＯＣ）

オランダ商館（バンダ、マカッサル、スカダナ、グリシ、パタニ、
アチェ、ジョホール、バンタム、ティドゥール、平戸、長崎）

１６１９ オランダ、バタヴィア（ジャカルタ）征服

１６４１ オランダ（連合東インド会社）がマラッカを奪う

１６８２ イギリス、ベンクーレンに商館

１７８６ イギリス、ペナンに商館

１７９５ イギリス、マラッカをオランダから奪う



１８１１ イギリス、バタヴィアをオランダから奪う

１８１５ ウィーン会議成立→ナポレオン戦争以前への復帰

バタヴィア・マラッカ→オランダ

以来、イギリスは新たな海港の検討を開始する

１８１９ トーマス・スタンフォード・ラッフルズ、シンガポール上陸

１８２４ 英蘭条約（イギリス＝マレー半島、オランダ＝インドネシア）





シンガポールの歴史の要点
年代 事項

古くから、ここに「シンガ・プーラ」
という漁村があった

１８１９ S.ラッフルズがジョホール市から買収
（計画的な都市建設を進める）

１８６７ 英国の植民地となる
東南アジア有数の国際都市に成長

１９４２
～４５

日本軍により占領され、
「昭南島」と命名

１９６３ マレーシア連邦の１州として独立

１９６５ シンガポール共和国として独立
（「タタ」＝夫から妻への離婚宣言）



独立を強要されたシンガポール

＊シンガポールを除くマレーシアでは、

マレー人などプミプトラ（土地の子）が

過半数。これに対して、シンガポールは

華人系が 過半数。

＊プミプトラ優先政策を推進するマレーシ
ア政府にとって、シンガポール州は排除
すべき州であった。

＊ラーマン首相はリー・クアン・ユーに

絶縁状をつきつけた。



新生シンガポールの出発

＊リー・クアン・ユーが率いる人民行動党
（ＰＡＰ）が、推進役をなる。

＊緊急課題

①国際的に独立承認獲得→国連加盟。

②防衛（小国の防衛をイスラエルに学ぶ）

③経済＝後背地なき生存

国民生活の安定と成長

工業化への道を模索

観光事業を開始→マーライオン



マーライオン

シンガポールの象徴

頭がライオン、身体が魚

マーメイドにちなんでこの

名がついたとのこと。

シンガポールの由来

１４世紀、スマトラの王子

がこの地に上陸した際、

ライオンに似た動物を見てこの

島をサンスクリット語で

シンガ（ライオン）・

プーラ（都）と呼んだことが、

シンガポールの起源と言われて

いる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Merlion,_Dec_05.JPG


工業化への道
＊援助に頼らない政策を堅持。

＊政治家・公務員の汚職を厳禁。

＊国の借金ゼロを堅持。

＊英軍撤退の後の英軍基地の活用。

＊新たな経済政策の立案

①イスラエルのように「地域を飛越す」

②第三世界の中に、第一世界（先進国）

のオアシスを作る。

③ＥＤＢが投資誘致・開発の中心。

・ワンストップ サービスを実現

・船舶解体修理、金属加工、化学、電気製品



海外企業誘致の努力

＊工業団地などのインフラを整備

＊投資誘致制度の整備。

＊良好な労使関係を守る努力。

＊政府首脳自身で欧米へ売り込み

＊米国電子産業の新出（１９６８～）

ＴＩ（テキサス・インスツルメンツ）

ＮＳ（ナショナル・セミコンダクター）

ＨＰ（ヒューレット・パッカード）

ＧＥ（ゼネラル・エレクトリック）



正式国名 シンガポール共和国
（Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

首都 規程はない

人口 ４８４万人（うち、永住者 ３６４万人）

面積 ７０７㎢ （数年前より 約８㎢ 大きくなった）
東京２３区とほぼ同じ大きさ

1人当たりGDP 37,597ドル（2008）

ＧＤＰ成長率 7.7％（2007） 1.2％（2008）

通貨 シンガポール・ドル Ｓ＄１＝約７３円

政治体制 立憲共和制

元首 Ｓ．Ｒ．ナーザン大統領（05.9.1～11.8.31）

内閣首班 リー・シェン・ロン（04.8 就任）

主要言語 英語・中国語・マレー語・タミール語

主要宗教 道教・大乗仏教・イスラーム・ヒンドゥー教

シンガポールの基本情報



シンガポールの国旗は赤と白の横二色に三日月と五つ
の星からなる旗。赤は平等と世界人類の融和、白は純潔
さと美徳、五つの星は中華人民共和国の五星紅旗を倣
い、進歩・正義・平等・平和・民主主義を、三日月はイスラ
ム教の象徴と新興国家の発展を支えるものという。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E6%98%9F%E7%B4%85%E6%97%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%95%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%95%99


シンガポール国歌

Come, fellow 
Singaporeans
Let us progress 
towards happiness 
together
May our noble 
aspiration bring
Singapore success

Come, let us unite
In a new spirit
Let our voices soar 
as one
Onward Singapore
Onward Singapore

シンガポール国民は、発
展と繁栄のために団結
しよう。

我々の喜びは高い理想
を持ち、シンガポール
を成功に導くことだ。

我々はみな一致団結し
て、あすへの新しい活
力を生み出そうではな
いか。

そして、みんなで叫ぼ
うではないか。「シン
ガポール前進あれ！」
「シンガポール前進あ
れ！」



シンガポールの国花
バンダ

(Vanda) 



祝祭日（２００９年）
１月 １日 新年(New Year's Day)

１月26~27 日 中国正月（Chinese New Year）

４月１０日 聖金曜日(Good Friday)

５月 １日 メーデー(Labour Day)

５月９日 釈迦誕生日(Vesak Day

８月９日 独立記念日(National Day)

９月２０日 断食明け大祭（Hari Raya Puasa)

９月２１日 断食明け大祭（Hari Raya Puasa)

１１月１５日 インド正月(Deepavali)

１１月２７日 聖地巡礼祭(Hari Raya Haji)

１２月２５日 クリスマス) (Chrismas Day）



自然

＊主島シンガポール島

699ｋ㎡ 琵琶湖670k㎡とほぼ同じ。

淡路島よりやや大きい程度)のほか５４

の島からなる。

＊高温多湿の熱帯雨林性気候。

＊雨量

年間2300mm

貯水能力がなく、都市用水が不足してお
り、マレーシアから買っている。



政治・外交

大統領を元首とする共和国。実権は首相にある。

建国以来、人民行動党（ＰＡＰ）が国会多数派。

議会：１院制＝84名（人民行動党：82名）

歴代の首相

リー・クアン・ユー（1965.8～1990.11）

ゴー・チョク・トン（1990.11～2004.8）

リー・シェン・ロン（2004.8～現在）

外交：アセアンの主要メンバーの1国。

中国の市場開放政策を支援。



リー・クアン・ユー

ゴー・チョク・トン リー・シェン・ロン



経済
＊東南アジアの中で群を抜く高所得の国

＊借金ゼロ：①歳出＜歳入

②歳出はＧＤＰの20％（Ｇ７は33％）

＊建国当初より外国企業の誘致を推進

＊軽工業→重化学工業への巧みな移行

＊国際金融センター

＊国際物流の拠点

＊周辺諸国に対する対外投資を開始

＊世界の研究センターを目指す

＊観光立国



社会・文化：
＊中国系主流の多民族国家

華人76% マレー系14% インド系8%その他2%

＊中央厚生年金基金（ＣＰＦ）

・国民の大多数にマイホームを提供。

・Ｍｅｄｉｓａｖｅ、Ｍｅｄｉｓｈｉｅｌｄ、

Ｍｅｄｉｆｕｎｄ

＊「シンガポール人」創出の努力＝例：華人系・マレー
系・インド系を同じマンションに住ませる

＊徹底したエリート教育で世界的に有名

＊街をクリーンにする（ゴミを捨てると罰金）

＊美しい都市国家を計画的に建設してきた

（問題点は清潔すぎて住みにくいとの声あり）

＊マスコミ管理


