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マレーシア



マレーシア史概観
年代

７世紀－１４世紀 スマトラのシュリーヴィジャヤ王国と
マジャパヒト王国の支配下にあった。

１４００
～１５１１

マラッカ王国
パラメシュバラ（スマトラ島パレンバン出身）が建
国。東西交通の要衝として繁栄。イスラム教が定着。

１５１１～ 1511年ポルトガルに占領され、ジョホールに逃れ、
ジョホール王国となる。

１６４１
～１８２４

マラッカの支配者：
オランダ（1641~1795 ）
英国（1795～1818）
オランダ（1818~1824）

１８世紀 マレー半島各地にスルタンによる王国が成立する
ジョホール、パハン、ペラク、ケランタン、トレン
ガヌ、ケダ、セランゴールなど



１８２４ 英蘭条約（1824）で、ペナン、マラッカ、
シンガポールが英国の直轄植民地となる。

１８９６ マレー半島全体が英国領マラヤとして
イギリスの植民地になった

英国によるスズ鉱山、ゴム園の経営。
中国人労働者→スズ鉱山
インド人労働者→ゴム園
マレー人は稲作に従事。

１９４２～４５ 第二次世界大戦（アジア太平洋戦争）開始後、
日本軍が英領マラヤ連邦を攻略、
1945年8月まで日本軍の統治下にあった。

１９５７．８．３１ 第二次大戦後、マレー半島の１１州が
「マラヤ連邦」として独立した

１９６３ マレーシアとして独立
（マレー半島１１州とシンガポール・サラワク・
サバの４州）〔1965.8.9シンガポール分離独立〕



正式国名 マレーシア（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）

首都 クアラルンプール（Ｋｕａｌａ Ｌｕｍｐｕｒ）

人口 ２，７４７万人（２００９年）

面積 ３３３，３８０㎢

国民所徔 約７０００ドル／一人

ＧＤＰ成長率 約６％（過去2年）

通貨（Ｒｉｎｇｇｉｔ） １リンギ＝約３０円（２０１０．４．９現在）

政治体制 立憲君主制

元首 ミザン・ザイナル・アビディン第１３代国王
（スルタン会議で互選、2006年12月就任、任期5年）

内閣首班 ナジブ・ラザク（２００９年４月～）

主要言語 マレー語・中国語・タミール語・英語

宗教 イスラーム（国教）・仏教・ヒンドゥー教・キリスト教

多民族国家 マレー系（６６％） 華人系（２６％）
インド系（８％）

マレーシアの基本情報



マレーシアの発展を
支えてきた諸要因

＊政治の安定

＊３民族の平和的共存

＊天然資源に恵まれる

＊「ブミプトラ政策」の効果

＊製造業の誘致発展に成功

＊貿易収支は黒字基調を維持



マレーシアの政治の概要
＊立憲君主国

国王：５年ごとに９人のスルタンの互選で選出。

２院議会制（上院６８名、下院１８０名）

＊歴代の首相：

初代－アブドル・ラーマン （1957~1970）

２代－ラザク （1970~1976）

３代－フセイン・オン （1976~1981）

４代－マハティール・モハマド（1981～2003.9）

５代―アブドゥラ・バダウィ （2003.10～2009.3）

６代ーナジブ・ラザク （2009.4～ ）



アブドル・ラーマンー 初代首相
（1903~1990）

＊マラヤ連邦首相（１９５７～１９６３）

＊マレーシア初代首相（１９６３～１９７０）

１９６５、シンガポールを分離。

１９６９・５・１３の人種対立を契機

にマハティールと対立→首相を辞任。

＊出生・信条・思想など

・スルタンの家庭に出生。英国留学後、母国で弁護
士、公務員→政治家の道を辿る。

・敬虔なイスラム教徒

・ＵＭＮＯ（統一マレー国民組織）第２代総裁

・ブミプトラ政策を導入。



１９６９年５月１３日事件
・マレーシア独立（１９６３）→シンガポール分離

（１９６３）の結果、マレー人と華人の対立が深刻化

・ラーマン政府は、マレー人優遇政策を導入しながらも、

マレーシアに住むマレー人、華人、インド人の３民族の
融和を主張。ラーマンはマラヤ連邦以来の３民族協同の

マラヤ連合党（ＵＭＮＯ、ＭＣＡ、ＭＩＡ）を維持。

・マレー人優遇政策に反対する華人系、インド系の政党

も活躍。（マレー語の公用化に反対）

・１９６９年５月１０日の連邦下院議員選挙でマラヤ連合
党が後退（過半数は維持）

・華人系野党が勝利宣言→デモ→人種対立で死者（華人系

１４３人、マレー系２５人、インド系１３人）



アブドゥル・ラザク 第２代首相
（１９２２～１９７６）

＊マレーシア発展の父

＊２代首相（１９７０～１９７６）

１９６９年５月１３日事件で、ラー
マンが辞任し、首相に就任。

＊ＵＭＮＯ・ＭＩＣ・ＭＣＡを一緒に
して、国民戦線（ＮＦ）を結成、以
後ＮＦの長期政権の基礎を築く。

＊ブミプトラ政策を推進。



フセイン・オン 第３代首相
（１９２２～１９９０）

＊アブドゥル・ラザク首相の急
死の後、第３代首相に就任

（１９７６～１９８１）

＊ＵＭＮＯ初代総裁ダト・オン
・ビン・ジャファールの長男

＊ブミプトラ政策推進



マハティール・ビン・モハマド
第４代首相（１９２５生まれ～）
（１）略歴

＊父はインド系ムスリムで

教育者（英語学校校長）

母はマレー人

＊シンガポールで医学を学び

生まれ故郷のアロースターで

医師をなる

＊３２歳のとき政治に転向

ＵＭＮＯに参加。国会議員（１９６４）

＊１９６９年５月１３日事件で、ラーマン首相
を批判しＵＭＮＯを除名された



＊除名後「マレージレンマ」を執筆、

マレー人の問題点と克服方法を論じた。

＊１９７２年、ラザク首相によりＵＭＮＯ復帰。

＊１９８１年６月、フセイン・オンの後継として

ＵＭＮＯ総裁に就任。

＊同年７月第４代首相に就任。

＊首相在任期間

１９８１～２００３

＊外交では、欧米を批判、ＥＡＥＣを主張。

＊首相退任後、ムスリム（イスラーム

を信仰する人）としてイスラーム世界の

平和を提唱している



（２）マハティール首相の基本方針

＊迅速・清潔・効率的な行政

＊各閣僚に毎年の成果を報告させる

＊政府高官の資産公開制度を拡充

（日本では１９９２年に導入）

＊政府のオフイスに名札とタイムレコー
ダーを導入

(”A man of principle” と呼ばれた）



（３）主な政策

＊ブミプトラ優遇政策推進

＊ルック・イースト（LOOK EAST）政策

日本や韓国を見習え

＊外国資本優遇政策（工業化推進）

＊外交では、米国主導の国際社会の現状

を批判してきた。

＊イラク戦争に反対した。



（４）マハティールの遺産

＊WAWASAN2020（ビジョン2020）

２０２０年までに、独自の経済・文化・社会秩

を備えた先進国になる。

＊マレー系(66%)・中国系(26%)・インド系(8%)の
融和による「マレーシア国民」への夢。

＊「家庭崩壊やモラル頽廃に悩む欧米諸国を手本
とせず」マレーシア独自の価値観に基づく先進
社会構築。

＊新首都建設：プトラジャヤ

＊世界の情報基地にする Multimedia Super 
Corridor（情報スーパー回廊）プロジェクトを
推進。



＊１９３９年生まれ

＊ペナン州出身

＊マラヤ大学卒

＊卒業後ｕｍｎｏに入党

＊首相在任期間

（２００３．１０～２００９．３）

＊マハティールの政策を基本に

政治を運営した。

アブドゥラ・バダウィ ナジブ・ラザク
第５代首相 第６代首相

＊パハン州出身
＊ノッティンガム大卒
＊第２代首相アブドゥル・
ラザクの長男

＊政策
「1 Malaysia」を提唱。
具体策はこれから。



経済発展の経緯と特徴

＊１９９５年ごろ、世界銀行がマレーシア
（シンガポール、韓国、台湾）を高度成
長国として「アジアの奇跡」と呼ぶ。

＊マレーシアの高度成長の二つのエンジン

①輸出：1次産品→工業製品へとスムーズ

に移行している。

②投資：外国企業の誘致（1970~）

投資率34％（1990）

（日本・韓国などと同率）



＊ブミプトラ政策による財政資金投入

・マレー人を経済的に優遇支援

（1）近代的商工業企業の所有を支援

（2）近代的商工業企業への就業を支援

（3）外国人所有企業のマレー化

（4）公営企業を多数設立→マレー人経営

（5）農業補助金の拡充

・ブミプトラ政策→財政支出の増大

→マレー人の政府依存体質助長



（１）産業別概況

①農林業：

＊油ヤシ（パームオイルの原料）

世界の生産量の約半分を産する

＊天然ゴムは世界の４分の１の生産量

＊木材も重要産品

法律に準拠した丸太の輸出は認めて

いるが、違法伐採問題あり

②鉱 業：

＊スズの生産は中国に次いで世界第２位



＊石油の産出は世界の１％程度だが、
重要な輸出品目となっている

③製造業：

＊工業団地を整備して外国企業を誘致。

繊維・雑貨などの軽工業→

自動車（国民車プロトン中心）

電機・電子工業・化学工業など

重化学工業へ転換。

＊日本企業が多数進出している

電子産業中心で、パナソニック、ソニー

などが大規模な工場を運営している



シンガポール・マレーシア
にみる小国の生きかた

＊有能な指導者の出現と国民の支持

＊指導者たちの自制がよい方向に機能

＊国の持つ強みを生かす

＊自然資源・自然環境の巧みな利用

＊人的資源の巧みな活用

＊民族間の融和を実現（社会の団結）

＊外国企業の誘致に成功

＊イギリスのよいところを採用

＊国際紛争に巻き込まれないように努力



マレーシア・タイ・フィリッピン
の経済指標の比較
（１９７０年代にほぼ同じ経済規模だった）

経済指標 マレーシア タイ フィリピン 備考

経済成長率（％） ４．６ ２．５ ４．６ ２００８年

一人当たりＧＤＰ
（ドル）

６，９７６ ４，０８１ １，９０２

一人当たり輸出額
（ドル）

５，５４６ ２，７６６ ５５４

一人当たり輸入額
（ドル）

４，３５９ ２，７６３ ６４１

各国の特徴 製造業・農林
業・鉱業のバ
ランスがよい

農業人口：
４０％

農業人口：
３６％

食料品の輸入
が比較で多い

自動車産業が
順調に発展

海外出稼ぎ
労働者



ガーナとマレーシア
の比較表（外務省資料より）

ガーナ マレーシア

面積 ２３８，５３７㎢ ３３３，３８０㎢

人口 約２，３９０万人
（２００８）

２，７７３万人
（２００８年統計局）

民族 アカン族、ガ族、エベ族、
ダゴンバ族、マンプルシ族

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

１３８億ドル（名目）
５９０ドル
（２００７）

１，９４９億ドル（実質）
６，９７０ドル
（２００８）

在留邦人数 ３３０人（０７．１０） ９，３３０人（０８．１０）

在日人口 １，８８４人（０７．１２） ８，２９１人（０８．１２）


