
はじめに 

 
 

 銀色に輝くペトロナス・ツイン・タワーが

勢いよく天に向かって伸びている様子が、マ

レーシアそのものの急速な発展を思わせる。

このツイン・タワーは 1998 年に国営石油会

社・ペトロナス社が日本のハザマ組と韓国の

三星に依頼して建設したものである。その高

さは 452ｍ・88 階建てと世界一の高さ1を誇

っていると同時にマレーシアの経済発展の

象徴的存在である。このツイン・タワーが存

在するマレーシアの首都、クアラ・ルンプー

ル。マレーシア語で「泥川の合流点」を意味

するこの街の中心部ではクラン川とゴンバ

ック川が合流しており、その合流地点にはマ

スジット・ジャメ2が高層ビルに囲まれながら

もムスリム達の祈りの場としてひっそりと 
しかし堂々とその存在感を示している。この         

興味を持ったきっかけは、高校の地理の授業で多民族国家の

例

                                                 

＜ペトロナス・ツイン・タワー＞（2003.9.12 久保）２つの河川の合流地点はクアラ・ルンプール

発祥の地と言われている。 
そもそも私がマレーシアに

としてその存在を知ったことである。日本語さえ話すことが出来ればほぼ不自由しない

日本で生まれて、特に異なる民族の人々と触れ合うこともなく、異なる言葉や宗教などの

異文化を考慮しながら行動することもなかった私にとって、教科書の中で触れたマレーシ

アは不思議な国であり、また、魅力的な国であった。その時に私が感じていたことは、少々

突飛なことであるが、ボスニア・ヘルツェゴビナではどの民族が政権を握るかどうかで紛

争が絶えないのに、マレーシアではそのような事は記述されていない、一体何が違うのだ

ろう、ということである。その頃はブミプトラ政策についても、教科書にある２，３行程

度の知識だったため、特に後でマレーシアについて調べるということはなかった。ただ、

ずっと「マレーシアに行ってみたい」と思っていた。大学に入り、マレーシアの人々とメ

 
1 2003 年 8 月現在。2004 年より台湾の台北にあるビル「Taipei Financial Center」が世界

一となっている。508ｍの高さを誇る。工事は日本の熊谷組が行った。 
2 Masjid Jamek=旧モスク（masjid=モスク jamek=古い、昔からの）。白を基調としたムー

ア調の美しいモスク。 
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ールや手紙を通してマレーシアを間接的に知ることができた。マレーシアには主に 3 つの

民族が存在するために、正月が 3 回あることやお祭がたくさんあること、祝日もそれぞれ

の暦によって存在することなど 1 つ 1 つのことが新鮮であった。文献からは、マハティー

ル元首相が 1981 年からの 22 年間マレーシアを治めていたことやブミプトラ政策の是非に

ついて知ることができた。 
近代的なビルと歴史的な建造物が混在するクアラ・ルンプールでは、色々な肌の人々が

行

ルンプールを訪れる機会を得ること

が

ン4に新しく 2003 年 10 月にオープン

                                                 

き交っている。その様子を実際に目の当りにした 2002 年 9 月 12 日からの約 3 週間。私

はこの 3 週間、自分の今までの生活とのギャップに圧倒されるばかりであった。肌の色も

言葉も文化も異なる人々が同じ空間で自然に生活している。私はその様子が日本では想像

できないものであり、また、実際に目にしたことがなく、とても新鮮であった。実際に現

地で目にした多文化が混在する街並みや、様々な場所で接した数ヶ国語を操る人々は、何

の違和感もなく私たち「日本人」を迎え入れた。違いを気にして身構えてしまっていた自

分に気づくまでに、そう時間はかからなかった。高層ビルに囲まれたモスクとその向かい

の通りに軒を連ねるインド系の露店。中国寺院とヒンドゥー教寺院が１つの道を挟んで存

在するチャイナタウン。ごちゃ混ぜになっているようでなっていない各民族の文化が、そ

れぞれの時間をそれぞれのペースで刻み続けてゆく。そういったことを感じながら過ごし

た３週間は私にとってとても貴重な３週間であった。 
2003 年 9 月 11 日から 18 日の 1 週間。再びクアラ・

出来た。同年 9 月 1 日に開通したばかりの KL モノレール3を始めとして、前年とは変わ

ったことが多々あった。KL モノレールの開通に伴ってか、駅周辺の歩道や信号機がきちん

と整備されていたことにまず驚いた。開通前は機能していなかった歩行者用の信号機が、

きちんと機能していたので今回は安心して横断することができた。以前なら、渡れるとき

に渡っておかないといつ向こう側の歩道へ行けるかわからない状態であったのに。このモ 
ノレールに乗ってクアラ・ルンプールの街を眺めていると、この街で進む開発と衰退の様

子をはっきりと見ることができる。高級ホテルが並ぶ通りやクアラ・ルンプールきっての

繁華街の中を通ったかと思うと、その次に広がる風景は、道路に所狭しと並ぶ露店や一体

何千世帯が住んでいるのだろうと思う集合団地の間を通る。全てのものを眼下にモノレー

ルは悠々と走っていく。この差が無くなったマレーシアはどんなものだろう。完全に発展

を遂げたマレーシアに私は魅力を見いだすことができるのだろうか。そういったことを思

いながら、クアラ・ルンプールの街を眺めていた。 
 クアラ・ルンプールきっての繁華街、ブキ・ビンタ

 
3 KL sentral（KL セントラル）駅から Titiwangsa（ティティワングサ）駅を約 30 分で結

4 ールの開通によって乗り換

ぶモノレール。以前は電車を乗り換えて行かねばならなかった場所へも乗り換えなしで行

けるようになった。大変便利であるが、料金は割高である。 
 Bukit Bintang=星の丘（bukit=丘 bintang=星）。KL モノレ

えなしで行けるようになった。 
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予定の TIMES SQUEAR という大型商業施設がある。この施設は 2002 年９月の時点で基

礎工事が行われていたものであるが、2003 年 9 月 14 日に訪れた時には一部分ではあるが

一般公開されており、若者や家族連れが目をきらきらさせながら展示されたパネルを見 
 

  

＜KL モノレール＞               ＜タイムズ・スクエア＞ 

 2003 年 クエア。 

 

   

ていたのが印象的であった。この施設には多くの店が入るのはもちろん、映画館や屋内遊

しつ

つ

あたって、各民族をどう称するか長く悩んだ。その結果、マレー系マ

レ

                                                 

9 月 1 日に開通したモノレール。       まだオープン前のタイムズ・ス

        （2003.9.12 久保）           建設中の様子や掲載された記事の展示が行われ

                         ていた。（2003.9.14 久保）         

 

園地、さらにはホテルまで入る予定でありその部屋からツイン・タワーが見えることが売

りのようであった。この TIMES SQUEAR に象徴されるような大型商業施設の建設が「大

きいことはいいことだ」というスローガンのもとで、マレーシアでは今進んでいる。 
様々な方法でマレーシアに触れ、多民族国家・マレーシアの多民族が自文化を維持

共存している様子とブミプトラ政策をめぐる各民族のやりとりを知れば知るほどもっと

詳しく知りたいと思うようになり、今回卒業論文のテーマを「マレーシアのブミプトラ政

策」とすることにした。マレーシアがブミプトラ政策を実施するに至った背景とその意図、

また、その経過と今後について。そしてその実態を踏まえながら、マレーシアにおける民

族融和について考察していきたい。ブミプトラとは「土地の子」という意味で主にマレー

系の人々を指す。反対に中国系・インド系の人々は非ブミプトラとされている。ブミプト

ラ政策はマレーシア史上最悪の民族衝突事件を機に実施された政策で、別名をマレー人優

遇政策ともいう。 
卒業論文を書くに

ーシア人については「マレー人」がマレーシア憲法に規定してある5ため、マレー人と称

 
5 "Malay" means a person who professes the religion of Islam, habitually speaks the 
M ay custom.,Constitution of Malaysia, Article number alay language, conforms to Mal
160 
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するとその幅が狭くなるので、「マレー系」とし、中国系マレーシア人は「中国系」とする。

本来なら中国系マレーシア人を「華人」と称しても間違いではないのかもしれないが、マ

レーシアに住む中国系の人々の中には中国語を自在に操る事ができない人も存在するし、

何よりも彼らの多くは“マレーシア人”としてマレーシアで生活しているので「中国系」

と表現することとする。インド系マレーシア人はインド人と表現すると、彼らはマレーシ

ア人であり語弊が生ずるので「インド系」とする。ただし、各文献から抜き出したものに

ついては、その文献の表現をそのまま使用することとする。また、この論文で用いている

マラヤとはイギリス植民地時代のマレー半島のことである。 
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第１章 マレーシアの歴史と民族 

 
第１節 地理－三大民族を中心に－ 

地図

日本からマレーシア航空などの直行便で約7時間。

ア上空から見える蛇行した川とその川を取

り

0
東南アジアに位置するマレーシアは

53 万人7・首都を

ク

る。インド系はヒンドゥー教

徒

中国系 
インド系 
その他 

約 26.0% 
約 7.7% 

1.2% 

 
１6 

マレーシ

巻く真緑の木々から高温多湿の熱帯雨林気候であ

ることが窺える。実際にマレーシアの年平均気温は

26～27℃で一年中蒸し暑い。11 月～2 月は北東から

のモンスーンの影響により比較的雨が多い、いわゆ

る雨季である。一方で 5 月～9 月は南西からのモンス

ーンの影響により、午後にスコールがあることが多

い。6 月から 8 月は比較的雨が少ない乾季である。日

本との時差はマイナス 1 時間である。通貨は RM（リ

円（2004 年 1 月）である。 
その国土をマレー半島の半島マレーシアとボルネオ

島北部の東マレーシアとに有する、国土面積約 33 万 k ㎡・総人口約 2,4

ンギット・マレーシア）で、1RM≒3

アラ・ルンプールとする連邦制国家である。国土は 13 州に分かれており、クアラ・ルン

プールはセランゴール州に属する。このセランゴール州を始めとして、半島マレーシアに

はプルリス州・ケダ州・ペナン州・ペラ州・クランタン州・トレンガヌ州・パハン州・ヌ

グリ・スンビラン州・マラッカ州・ジョホール州があり、東マレーシアにはサバ州とサラ

ワク州がある。各州によってその割合は異なるが、マレーシアの三大民族であるマレー系・

中国系・インド系の人々の割合は以下の表の通りである。 
彼らはそれぞれに信仰している宗教も異なる。民族ごとに見てみると大抵マレー系はイ

スラム教徒であり、中国系は儒教・道教などの中国教徒であ

であることが多い。 
マレー系 65.1% 
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               表１ 各民族の割合8 

                                                  
6 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp 

ジのデータより作成 
7 同上、2002 年統計局 
8 上記外務省ホームペー



 
同様に日常的に話す言語もそ ある。 マレー語を話し、中国系は祖先

の出身地の言葉と彼らの間の共 華語 ン）を話すことが多い。インド

系の人々は主にタミル語を話す る。これ 葉は彼らの母語であり、アイデン

じるが、それはマレーシアが昔イ

リスの植民地であったことと、マレーシア政府が国際化に向けて国民のバイリンガル化

   

が

にはもちろん、観光客を除いて、異教徒

が足を

ども、決して異なる宗教の寺院を悪く言うことは 他民族を批判すること

も

ワラ（Parameswara）という人物で、もともとはスマトラ島東岸

に位 するバレンバンの支配者の一族であったと思われる。パラメスワラはその後追放さ

れ、マレー半島西岸をさまよった末マラッカに到着した。パラメスワラは建国以前に狩り

へ出かけた。途中、木陰で休憩している時に、狩りに連れていた犬が小さなネズミジカに

れぞれで マレー系は

通語である （マンダリ

傾向にあ らの言

ティティでもある。マレーシアでは比較的英語がよく通

ギ

を図っているためである。それぞれの民

族がそれぞれの文化を維持しているマレ

ーシアだが、国語と国教はマレー系の母

語であるマレー語（政府はマレーシア人

の言葉という意味でマレーシア語と表現

する）とマレー系の多くが信仰している

イスラム教とに定められている。このた

め、教育機関ではマレー語を必修とし、

第二言語として英語を教えるしくみをと

っている機関が多いし、金曜日は週に一 
度の礼拝日のため午前中で学校や会社は

終わる。     
らも、各民族がそれぞれの文化を維持し

マレーシアの街並みは非常に賑やかであ

のシンボルである寺院やそれぞれの特徴

がよく表れた町の様子を見ることができる。寺院

＜ジャメ・モスク＞ （2002.9.14 久保）  

このように、国語や国教は 1 つに定められな

ながら生活しているため、食文化も豊かであり、

る。ただ道を歩いているだけで、それぞれの宗教

踏み入れることは無い。彼らはそれぞれに自分たちの寺院を誇りに思っているけれ

無いし、表立って

無いに等しい。それは、後で詳しく述べるが、主に中等教育機関においてそれぞれの文

化や慣習を同じ教室で習うように作られた教育制度の賜物であると同時に、複雑な政治背

景によるものである。 
 

第２節 歴史－ポルトガル、オランダ、イギリスと日本－ 
 
 マレーシアの歴史教科書が、現在の国家の始まりとみなしているのは 1400 年頃に建国さ

れたマラッカ王国である。現在のマレーシアはこのマラッカ王国から始まった。マラッカ

王国の建国者はパラメス

置
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川へ蹴落とされた様子を見ていたパラメスワラは、その様子に驚き、また、この土地は弱

者でも強い者に勝つことが出来る土地だと感銘を受け建国を決意したという。パラメス

トガル艦

隊

攻撃を

掛けた。そのような奇襲攻撃に慣れていなかったマラッカ王国は崩壊、ポルトガルに占

ー半島南端のジョホールに移り、名をジ

ホール王国とかえた。そして 100 年以上に渡って、ポルトガルを攻撃し続けた。 

力

い

ワラが休憩していた木陰を作っていたのはマラッカという木であった。そして、パラメス

ワラは自分の王国をマラッカ王国と名付けた。マラッカ王国を建国した当初、パラメスワ

ラはヒンドゥー教徒であった。しかし 1408 年、マラッカと深い貿易関係にあったベンガル

湾方面から来たイスラム教徒の商人の影響もあってか、パラメスワラはイスラム教に改宗

する。マラッカ王国がイスラム国となったのは 1414 年のことである。このことにはパラメ

スワラ自身の結婚も大きく起因している。こうしてパラメスワラはマレーシア史上初のイ

スラム教国確立の王となり、マレー半島のイスラム化に大きな影響を与えた9。 
マレーシアがマレーシアとしてイギリスから独立したのは 1957 年 8 月 31 日のことであ

る。マレーシアはそれまでに大まかな流れとして 1511年のポルトガルによるマラッカ攻略、

1641 年のオランダによるマラッカ併合、1870 年からのイギリスによる植民地支配、そして

第二次大戦中の日本による占領を受けてきた。それぞれの背景を以下で述べる。 
 
１．1511 年－ポルトガルによるマラッカ攻略－ 
 

1509 年ディオゴ・ロペス・デ・セケイラ(Diogo Lopes de Sequeira)率いるポル

が初めてマラッカに出現した。しかし戦いに破れ、数人のポルトガル人が捕虜となった。

初めて彼らを見たマレー系の人々は彼らを色の白いベンガル人だと思ったという。その後

の 1511 年、アフォンソ・デ・アルブケルケ(Afonso de Albuquerque)率いるポルトガル艦

隊が、トランペットを吹き鳴らし、軍旗を風になびかせながら発砲するという奇襲

仕

領される。しかしマラッカ王国は滅亡せず、マレ

ョ

マラッカを占領したポルトガルは1523年までにマラッカとアラビア海との間で行われて

いた香辛料貿易を支配した。ポルトガルはマラッカを国際貿易の中心地とし、そして支配

することで東洋貿易の独占を目指した。しかしポルトガルはマラッカに寄港した貿易船に

高い関税と通行税を課し、マラッカをキリスト教布教の拠点としたため特にムスリム商人

らはマラッカを敬遠するようになった。というのは、当時多くのムスリムにとってマラッ

カはメッカと同じくらい重要な場所であったからだ。こうしたことと、ジョホール王国や

アチェ王国の成立により国際貿易港としてのマラッカの役割が失われたことにより、マラ

ッカはポルトガル人の航海の中継基地にすぎなくなり、ポルトガルのマラッカにおける勢

は縮小していった10。 

                                                  
9 スタダイス（マラッカ歴史博物館・民族博物館･文学館）の説明書きより。2003 年 9 月

10 ,p.23 
16 日。 
 Hoyt(1993)
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しかしここで特徴的なのは、ポルトガル人の多くが祖国に帰ることなくマラッカに定住

したことである。ポルトガルは小さな国であったため、当時のポルトガル政府がポルトガ

ル人の現地定住を奨励していたことが大きな要因である。マラッカ南部にはポルトガル・

スクエアという小さなポルトガル系マレーシア人の村があるが、そこはとても静かな村で

あった。漁師たちが遠浅の海でぽつん、ぽつんと漁をしている姿が印象的であった。彼ら

の多くはマレーシア人との混血が進んでいるため、彼らの話すポルトガル語は本国のもの

とは大きく変わっている。彼らの家はとても色鮮やかなものが多く、また、玄関先には聖

母

  

ポルトガ

ンダ

で

あっ 1580
以降、オランダはポルトガルとスペインの港への入港を拒否され、北部ヨーロッパにお

る富みを得ることができなくなったという

ことがある。しかし中には、セント･ポール教会のように破壊した後に修復してオランダの

教会や要塞として「再利用」する動きもあった。 
によりマラッカはポルトガルの支配と共にマラッカに存在していた、

の写真が飾ってあった。私はここでまた 1 つマレーシアにひっそりと存在していた豊か

な文化の存在を知った。 

 

＜ポルトガル・スクエア＞           ＜ポルトガル系マレーシア人の家＞ 

 

っそりとしている。左側には遠浅     異なり、鮮やかな色彩が特徴。玄関先には聖母 

  マリアの写真が飾られていることが多い。 

2002.9.19 久保） 

 かつては観光地として賑わっていたが、      マレー系や中国系、インド系の家とはまた

  現在はひ

  の海が広がっている。（2002.9.19 久保）   
                               （

 
２．1641 年－オランダによるマラッカ併合－ 

ルによる支配が下火となった 1640 年から 1641 年の間の 5 ヶ月に渡って、オラ

はマラッカに包囲攻撃を仕掛けた。弱体化していたポルトガルはこれに応戦すること

ができず、この年、マラッカはオランダの手に落ちた。それと同時にポルトガル様式の建

造物はほとんど破壊されてしまった。この背景には、オランダがプロテスタント信仰国

たのに対して、ポルトガルがカトリック信仰国であったという宗教的な要因と、

年

いてそれまでもたらされていた香辛料貿易によ

このオランダの攻撃
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裕

バタビア（現ジャカルタ）において、結

成

 

(2003.9.16 久保) 

                              

福な人々や質のよい奴隷、働き盛りの若者たちなどの人的財産や貿易船が持ち帰ってく

る物質的財産など多くのものを失った。それだけではなく、ポルトガル支配時代には約

20,000 人いたマラッカの人口は、2,150 人までに減ってしまったという。こうしたことか

らもオランダがマラッカに仕掛けた攻撃の規模の大きさを窺うことができる。オランダの

貿易商人たちは 1590 年以来、地中海や南大西洋から東南アジアへとその行動範囲を広げて

いった。オランダは 1630 年代までにセイロン（現スリランカ）沿岸にあったいくつかのポ

ルトガル植民地を奪っていった。その頃には、オランダは貿易を行う上で大きな利益を得

ることが約束されていた海峡であるマラッカ海峡を封鎖するまでの力をつけていた。そし

てついに、1602 年有名な東インド会社を、本部を

した。この東インド会社の結成は、当時のマレーシア海域におけるオランダの貿易をよ

り一層有利なものとした11。 
マラッカの中心部であるオランダ広場には、オランダから運び込まれたレンガに赤土を

塗って仕上げた典型的なオランダ建築であるオランダ教会（1753 年建設）を始めとして、

多数の赤く塗られた建物が並びオランダ支配の名残を思わせる。しかもこのオランダ広場

の風景は、オランダ支配当時の地図や絵画と比較しても大きく変わっていない。広場の中

心でそんなことを考えながらしばし、ゆっくりと流れていくマラッカの時に身を任せてい

た。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

＜オランダ広場＞ 
赤レンガの建物が並ぶオランダ広場に立っているとなんだか不思議な感じがする。

                    

 

 

 
 

11 Hoyt(1993),p.28 
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３．1870 年－イギリスによる植民地支配－ 
 マレーシアにはイギリス植民地支配の

名残が数えきれないほど残っている。例

えば、国民の多くが身に付けている「英

や午後のゆったりとした「ハイ・テ

治体制」、日本で言う１階を「グランド・

フロア」と表現すること、大まかな「教

育体制」、街中で見ることができる「建築

様式」などである。このような名残はマ 
  ＜連邦政府局ビル＞ （2002.9.14 久保）   

とができる。 

か

ま

 植民地支配が始まって 10 年が経った 1880 年代

ランなどの鉱山である。現在これらの都市に占め が他の都市と比べると高

い

が必要であり、その缶詰で

儲

を迎えた。缶詰や

                                                 

語」

ィー12」の習慣、国王を元首におく「政

レーシアの街中を歩けば簡単に触れるこ        

しかしこれら以上に重要な名残であり、忘れて

構成である。イギリス植民地支配は、1870 年代

本軍が撤退した後から 1957 年のマラヤ独立の時

イギリスがいちばん最初にマラッカを発見した

イギリスは分割・統治政策をとり、当時のマラヤ

マラッカなどの天然の良港に恵まれていたマラヤ

国系やインド系の人々が行き来していたし、中に

て植民地支配以前から様々な民族が存在していた

はならないのは現在のマレーシアの民族

ら 1915 年までと第二次世界大戦後に日

で続いた。 
のは、1795 年 8 月 15 日のことであった。

社会に大きな影響を及ぼした。もともと

には、先述したように貿易商人として中

はそのまま定住する者もいたこともあっ

ことも事実である。 
。この年には多くの中国系移民がマラヤ

の錫鉱山に動員された。特に多かったのは、クアラ・ルンプール、イポー、タイピン、ケ

る中国系の割合

ことから、これらの地で当時の中国系移民の定住化が進んだことが窺える。マラヤのそ

れまでの人口構成に大きな影響を与えるほど多くの中国系移民が動員された理由は、当時

の缶詰の発明によるものが大きい。缶詰を生産するためには錫

けるためにはより多くの錫が必要であった。この需要を満たすために、多くの中国系移

民が錫鉱山に動員されたのである。そして動員された土地に自分たちの町を作るようにな

った。一方でインド系は 19 世紀後半に主に南インドから到来した。彼らの主な仕事はゴム

プランテーションでの作業であった。20 世紀に入ると、自動車工業が盛んになりゴムタイ

ヤの需要が増え、ゴムプランテーションとインド系移民の流入は最盛期

自動車などの時代の波に乗って多くの移民がマラヤに到来した。これらの産業の急速な発

展は、彼ら移民により強力に進められた。イギリス植民地政府の行政も際限無くやって来

る移民の数に煩わされていたが、大量の安い労働力を必要とする貿易会社や錫鉱山主、ゴ

 10

 
12 イギリスのアフタヌーン・ティーと同意。 



ム農園主は移民の流入を続けるよう求めた。毎年何千にものぼる移民が到来したが、祖国

に帰国したのはその半数であった。というのもこれら移民の祖国である中国やインドはそ

の当時貧しく、人口は過剰であり、自然災害も多発、飢餓に悩まされ、社会は慢性的な混

乱状態にあったことということも理由の１つに挙げられるであろう。インド系もまた定住

化が進んだ。しかし中国系移民とはその形態が異なっていた。彼らはプランテーションと

いう孤立した地域に住みながら仕事をしていたため、プランテーション内に学校や寺院を

作るようになった。自分たちで土地を開拓していったのではなく、与えられた土地内でコ

ミュニティーを作ったことが中国系移民との大きな差ではないだろうか。 
 このようにして、マラヤにはマレー系に加えて、中国系とインド系という新しい民族が

共に生活するようになった。しかしイギリスはこれら各民族が互いに交わらないような、

交流をもてないような政策を実施した。これが分割・統治政策である。イギリスは「民族

間の社会的相互作用を最小化するような空間的、社会的な隔離政策を取り続けた13」のであ

る。その背景としては次のようなことが挙げられる。民族の母語ごとに小学校が存在して

いるのは現在も取られている政策であるが、当時イギリスは学校自体を民族別に振り分け

ていた。しかしこの教育システムの多様な形態が民族間の社会的結合を行き詰まらせるこ

ととなった上に、宗教の多様性がさらにその状況を悪化させたのである。そのため民族ご

とに地域を区画することによって、分割・統治政策を制度化させていくこととなった。こ

の政策により、マラヤにおける民族間相互の統一や凝集力が欠如していった。つまり、マ

レー系・中国系・インド系の３つの民族がイギリスと向かい合う上での交渉力が強まるき

で、マレー系はどんどん増え続ける移民たちに自分たちの土地が奪われるのではな

かという懐疑心を持ち始めるようになった。自分たちの土地がよそ者に奪われる―この

                                                 

っかけを与えなかったのだ。こうした状態は当然イギリス植民地支配に有利に働き、その

結果この政策は 20 世紀に入っても続いていくこととなった。マハティールもこう述べてい

る。 
 
 Under British rule the Malays lived physically apart from the Chinese and Indians, 
coming into contact with them only for brief periods during the day.14 
 
 民族ごとの地域区画は徹底的であった。マレー系は農村部で農業や漁業に従事し、年々

増え続ける中国系やインド系に食料を提供する役目を負った。中国系は都市部で錫鉱山で

の労働に従事し、マラヤの発展の土台を担っていた。インド系はプランテーションでゴム

の生産に従事し、中国系と同じくマラヤ発展の土台を支えていたのである。農村部、いわ

ゆる田舎で生活していたマレー系と都市部で働いていた中国系、閉鎖された空間であるプ

ランテーションで働いていたインド系が顔を合せる機会は皆無に近かった。そのような状

況の中

い

 
13 ムース（2002），p.21 

 14 Mahathir（1970），ｐ.6
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ような心理はまさしくイギリスの植民地政策がもたらしたものであった。 
 各民族の思いが複雑に交錯するなか、マラヤは 1957 年 8 月 31 日に独立する。この独立

に向けての最高長官はジェラルド・テンプラー（Gerald Templer）卿であった。繰り返す

ンガポールを襲

ごとの役割はイギリス植民地時代に形成されたものであるが、その

まかな振り分けをよりはっきりとしたものに日本軍は作り上げた。日本軍がマレーシア

にマレー系から中国系移民、に対する負の感情を利用

るものであり、マレーシアの民族融和について述べようとしている私にとっては、なん

ctions of the Malays were actively pro-Japanese while the rest were, if not 

                                                 

が、イギリス植民地支配こそが、マレーシアにおける現在の民族構成の基盤を作ったとい

うことである。そしてこの基盤がマレーシアにブミプトラ政策をもたらしたと言っても過

言ではないだろう。 
 
４．1941 年－日本軍による占領－ 
 
 1941 年 12 月 8 日、太平洋戦争の勃発を告げる真珠湾攻撃と時をほぼ同じくして日本軍

はマラヤへの上陸作戦を開始する。日本軍が目指したのはイギリスの東南アジアの拠点で

あったシンガポールであった。そして同日午前 3 時、日本軍の爆撃機がシ

った。日本軍がシンガポールの占領を果たしたのは、1942 年 2 月 15 日。シンガポールを

「昭南島」と名付け、軍政官を設置、全マラヤの行政を統括するなど、特別市として別格

扱いした。 
 この日本軍の占領は、現在のマレーシアにおける民族ごとの役割分担をより明確なもの

とした。大まかな民族

大

国民を振り分けた方法は他民族、特

す

とも耳が痛い方法であった。「マレー半島に上陸した日本軍は中国系を敵性民族として弾圧

し、他方でマレー系とインド系には懐柔策を弄して親日・反英へと向かわせていった。イ

ギリス植民者がすでに敷いていた分断統治を利用して、民族間の亀裂をいっそう深めた15」

のである。マハティールもこう指摘している。 
 
 Certain se
sympathetic, at least not anti-Japanese. The Chinese were naturally discriminated 
against by the Japanese, while the Indians identified themselves with the struggle to 
liberate India. Towards the end of the war these relationships were somewhat changed. 
A large number of Chinese collaborated and gained the favor of the Japanese, while the 
Malays, not being too useful to Japanese, were ignored.16 
 
マラヤには、「日本の国際的な軍事方針で微妙な取り扱いをしなければならない中国人、イ

 

 
15 イドリス（2003），p.9 
16 Mahathir（1970）, p.6
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ンド人、そして大東亜共栄圏構想の意図が試されるべきマレー人がいた17」。そしてその日

軍政下のマラヤにおいて、マレー系は経済的には非力であるものの政治的には利用すべ

「5000 万ドル献金事件」は、日本軍が中国系の人々に 5000 万ドルの“自発的な”献金

た。現在マレーシアに住むお年寄りは

ばそれぞれの民族比と大体同じ確率ですれ違うことになる。

 
     

本

き存在であるとみなされ、比較的良い扱いを受けていた。そのため、彼らの多くは日本軍

政に対して賛成派であり、あるいは賛成とは言わないまでも反対派ではなかった。一方で

中国系は、日本軍からその経済力を徹底的に利用されるという不当な扱いを受けていた。

このことを示す事件として「5000 万ドル献金事件」が挙げられる。この事件は、日本軍が

「政治的に強い敵愾心を持っている中国人を激しく弾圧する一方で、彼らの経済力を利用

する政策をとった18」という悪名高い事件である。 
 

を要求したものである。しかし「イギリスが当時マラヤで発行した紙幣の総額が 2 億 2000
万ドルであった当時、その4分の1前後を献金せよというのは途方もない要求19」であった。

中国系の人々は 5000 万ドルを各州や個人で分担し資金の調達に走ったが、当時の状況から

考えてその巨額な金額を集めることは困難であり、結局は 2800 万ドルを集めることが精一

杯の結果であった。残りの 2200 万ドルは日本の銀行から借金する形をとり、その小切手は

1942 年 6 月 25 日に山下将軍に献呈された。 
 こうしたことと平行して行われたのが、日本精神や日本語の教育である。教育現場・新

聞・ラジオ・映画などを総動員して日本化のための教育が実施された。学校だけではなく、

会社や会館・クラブなどでもそうした活動が行われ

こうした皇民化教育を受けており、簡単な日本語を話すことができたり日本の歌を歌うこ

とができたりする人が多い。 
 1945 年 8 月 15 日に日本軍の降伏が宣言されるが、そのことがマラヤで報じられたのは 8
月 20 日のことである。そこでは降伏という表現ではなく、敵対行動をやめるといった表現

が用いられた。そして 9 月 5 日にイギリス軍が再びマラヤに入り、同月 12 日に日本軍降伏

の儀式がおこなわれた。日本とマラヤとの国交が回復したのは、マラヤ連邦独立年の 1957
年のことである。 
 
第３節 マレーシアの三大民族 
 
 マレーシアの人口構成は先にも述べた通り、特徴的である。各民族集団の絶対的な人口

数の割合が多いので、街を歩け

しかし彼らがマレーシアで果たしている役割は先述のような歴史背景から必ずしも同じで

はない。以下からは、それぞれの民族の特徴や歴史的背景を詳しくみていきたい。 

                                             
17 水島司編（1993），p.264 
18 同上 p.264 
19 同上 p.266 
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１．マレー系マレーシア人 
 
（１） マレー系とオラン・アスリ 

alaysia, accounting for more than half of the total 
opulation today, is the Malays.20 

るプロ

・マレー系のジャクミンやテムアン、中央部に分布するセイノ系のセマイやテミアール、

のバテック、ジャハイ等の諸部族が含まれる22」。中国やチベ

トから南に大移動してきた民族の一部であるオラン・アスリは、約 5 千年前にマレー半

っていた。 
互いにブミプトラというカテゴリーに含まれていながらマレー系とオラン・アスリとの

サカイ」は差別用語として軽蔑的な意味を持つ。なぜ

そのような蔑称で呼ばれているかと言うと、マレー系はジャングルや農村周辺に住んでい

オラン・アスリはその多くが森で生活し

て

                                                 

 
The largest ethnic group in M
p

 
 マレー系はマレーシアの人口構成において約 60％を占めるマジョリティである。彼らの

原型だと言われているのは、マレーシアで最も早くから知られている先住民族、オラン・

アスリ21である。オラン・アスリとは先住民族の総称であり、「半島の南側に分布す

ト

北部に分布するネグリット系

ッ

島に定住し、遊牧的な生活様式を持

間に交流や交際は無く、関係も良好ではない。オラン・アスリは総称として「サカイ」と

呼ばれることがあるが、今日では「

るオラン・アスリを見下す傾向にあるからだ。オラン・アスリは滅多に水浴びをせず清潔

でないと言われ、また、地球上で動くものは何でも、例えそれがムスリムにとって不浄の

生物である豚や犬であっても、食べると言われているためマレー系はオラン・アスリを遠

ざけようとするのだ。 
 先住民族であるオラン・アスリはマレーシアの近代化とともに自分たちの土地を政府に奪

われていった。ブミプトラというカテゴリーに含まれているにもかかわらず、彼らとマレ

ー系の人々の辿った道はあまりにも違っていた。

おり、その所有権も彼らのものであった。しかし政府は巧みに法律や条令を変え、彼ら

の土地を国有地にしてしまった。政府に反抗するもその力はあまりに弱く、その土地には

見たことも無いような高層ビル等の近代的建築物が建っていった。マハティールによれば

―― 
 
Quite obviously if family characteristics are passed from father to son, racial 
characteristics must be passed from generation to generation.23 

 
20 “All Malaysian.info”, The Star Online 

 

mma,p.16 

21 マレー語で原住民あるいは先住民をさす。
22 水島司編（1993），p.143 
23 Mahathir,The Malay Dile
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 国の近代化の波にのまれていくオラン・アスリとは対照的に、マレー系の人々は政府か

ら多くの恩恵を受けている。しかし、もともと“遺伝的に”のんびりとした気質を持つ彼

らは、目の前に出された多くの雇用・教育などの非ブミプトラが望んでも手に入らないよ

うな与えられたチャンスを積極的に利用することもなかった。マレーシアにおいて異民族

間の結婚が、マラッカなどの一部の地域を除いて、進まなかったことが“遺伝的に”マレ

ー系の人々が経済的に弱い現状から抜け出せないことの一因だとマハティールは述べる。

マレー半島には昔から無数に河川が走っており、その河川から広がる肥沃な大地を利用し

マレー系の人々は農業を営んできた。食物はその肥沃な大地の恵みを受けて簡単に育ち、

ける。それに加えてブミプトラ政策により手厚

く

的結びつき

が

もしく

3 世であるので現地人との混血が進んでいる場合が多い。 
ては、他民族との自然同化もしくは強制的な同化の度合いが低

い。このことの大きな原因として宗教の違いが挙げられるだろう。豚を不浄の生き物とし

て

海に面しているという立地条件から魚も容易く手に入った。盛んな貿易により様々な食物

も手に入れることが出来たのである24。 
恵まれた環境の中でのんびりと暮らしてきたマレー系の人々が村から外へ出て行くこと

は珍しかった。他民族との接触が極めて少ない状況では異民族間の結婚など起こることが

無く、マレー系はマレー系同士婚姻関係を結んでいった。他民族の血が混ざることなくマ

レー系の気質だけが濃く次世代へ受け継がれていった。稲作などの年間を通して行う農作

業からは余るほどに自由な時間が生まれた。人々はこの時間を実にのんびりとおしゃべり

しながら過ごした。マレー半島という地理的に恵まれた環境の中では、人々が一生懸命が

むしゃらに働く姿は稀、というよりも見当たらない光景であったのである。マレー系の人々

は自給自足の生活に満足しており、商売には興味や縁がなかったのである。 
そのような“因子”が受け継がれている現代のマレー系の人々は、例に背くことなく他

民族と比べるとのんびりしている印象を受

保護されていることがそののんびりさにより一層拍車をかけているようである。 
 
２．中国系マレーシア人 
 
（１） マレーシアにおける中国系の特徴 
 
 世界の多くの地域で巨大な経済力を持ち、その存在を、強く示している華人。その華人

の約 8 割が東南アジアに集中していると言われている。彼らは、血縁的・地縁

極めて強く、そのネットワークは世界規模であり膨大である。東南アジアに存在してい

る華人に特徴的なのは、シンガポールを除いて、マイノリティの地位にありながらも圧倒

的な経済力を有していることだ。現在各東南アジア地域に存在している華人は、2 世

は

 しかしマレーシアにおい

                                                  
24 Hunger and starvation, a common feature in countries like China, were unknown in 
Malaya. ，Mahathir（1970），p.21 
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て決して口にすることの無いムスリムが多いマレー系と、豚を好んで食べる中国系との間

だ。 
例外的に混血が進んでいる地域がある。それは旧海峡植民地であった、ペナンやマラッ

 

もマレー人と婚姻関係を結

のマレーと中国の混合文化を創り上げて

は

          

 

マラッカのババ社会は現在、名実ともに骨董的社会になりつつある。彼らの混合文化料

には「豚」という越えられない壁があるの

 

カである。というのもこれらの土地は当時中国系移民最大の到着地であったからである25。

マラッカを例に挙げると、マラッカには「ババ・ニョニャ」というコミュニティーがある。

ババ・ニョニャとは「マレー人との混血により、言葉や生活習慣がマレー人化してしまっ

た中国人26」のことであり、男性をババ（Babas）、女性、特に既婚の女性をニョニャ（Nyonya）
と称している。上記の英文からもわかるように、このババ・ニョニャ文化はマラッカで生

まれた。もちろん、中国人だけではなく、インド人やアラブ人

んでいる。こうしたマレー系との混血により生まれたコミュニティーをプラナカン

（Peranakan）と呼ぶ。ババ・ニョニャについて言うと、彼らは仏教やキリスト教を信仰

し、日常では中国語ではなくマレー語を用いている。また、ニョニャの衣装や食事の調理

方法はマレー文化の影響を受けているなど、独自

いる。マラッカの中心部近くにあるモスク、カンポン・クリン・モスクはクアラ・ルンプ

ールやその他多くのイスラム教地域で見られるもののように玉ねぎ型の特徴的なドームで

なく、中国風の造りになっているため意識していなければ中国寺院だと思ってしまうほ

どである。こういったことからも、マラッカでは中国系とマレー系の文化の融合が進んで

いると言えるのではないだろうか。 
 

 

 

 

 

＜カンポン・クリン・モスク＞       

マラッカで最も古いと言われているモスク。 

一見中国寺院のような外見が示すように、マレー

系と中国系の文化が融合しているモスクである。

                   (2003.9.16 久保) 
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理は「ババ・ニョニャ料理」として有名であり、旅行者向けのガイドブックでも紹介され

ているが、その料理同様有名なのが、彼らの家の家具・調度品の豪華さである。あまりの

                                                  
25 The Chinese first arrived in Malaysia in the 15th century,when the Ming Princess 
Hang Li Po and her entourage arrived in Malacca, to establish a thriving community 
which gave rise to the Babas and Nyonyas of today.，“All Malaysian. Info”, The Star 
Online 
26 水島司（1993），p.62 



豪華さに博物館級の家もある。しかし、かつては豪華な生活様式を誇っていたババ社会も

となっては古都・マラッカの一部としてひっそりと続いているにすぎない。彼らが今日

かれている状況は概して厳しく、この論文のテーマであるマレーシアのブミプトラ政策

においても、彼らはマレー人との混血ではあるが、

そうした厳しい現状の中で彼らはどのようにしてその特異な文化や慣習を保っていくのだ

ろうか。 

。

 
   ＜福建会館＞        なる方言集団間での意志疎通はほとんどと 

言ってよいほど不可能である。そのため、 
移  
の

れ

は

々

マ

 
 
 
 

今

置

その優遇措置下には置かれていない。

マラッカで多いのは祖先が福建出身の中

国系である。ちなみに、クアラ・ルンプー

ルでは広東出身の中国系が多い。中国系の

人々は血縁的・地縁的結びつきが強いこと

と、植民地時代に植民地政府や中国政府の

十分な保護・援助を受けることができなか

ったことから、各出身地により「会館」と

いう相互扶助機関を結成するようになった

表１からもわかるように、中国系の人々は

祖先の出身地により方言が異なり、また異

    

福建の他に潮州や広東のものもあるがここまで   

色彩かなものはない。 （2002.9.20 久保）      

基づいて集まるようになり、必然的に方言別

どを目的とした集団・組織は （パン）と呼ば

織等が結成されるようになった。この「会館」

容易に見つけることができるほど、中国系の人

あって当然のものである。私が見た限りでは、

建のものが最も豪華であった。もちろん他の地域へ行けばその状態は変わってくるのだろ

う。 
 

住先では同郷・同族の方言や生活習慣に 

集団が形成された。こうした相互扶助な 
、この を基盤として会館という同郷組

現在でも中国系が多く住む地域を歩けば

の生活にとってなくてはならないもの、

ラッカにおいていちばん出身者が多い福
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表２ 西（半島）マレーシアの華人の方言集団別人口統計27      

  
   

                        

 

 

２）マレーシアにおけ  

イギリスはマレー半島 の豊 シ油の栽培に適した

帯性気候、良質な港に かし やプランテーション

業の発展に必要な労働 壁に その労働力をマレー

の人々で補おうとした は自 足の牧歌的な生活に

足しており、賃金制の 味を持たず 」だと言われてい

錫鉱山やプランテーション農 の厳し る。そうしたこと

あり、イギリスは先述通りその労働力を当時マレー半島と同様に植民地下においていた

国やインドから補うことにしたのである。「華僑と呼ばれるこうした中国系移民は当時清

治の混乱と経済の衰退のなかで、国外にあふれ

た棄民28」であった。 

                                                 

 

る中国系の背景

における錫など 富な天然資源、ゴムやヤ

目をつけた。し 、すぐに天然資源の開発

力の不足という ぶつかった。イギリスは

が、彼らの多く 分達のそれまでの自給自

労働に興 、白人達に「労働者の墓場

業で い労働を好まなかったのであ

他    57,543         1.6
計     3,630,542       100.0

 
 
 
 
 
 

 
 

 
（

 
 

熱

農

系

満

た

も

中

朝が政権を握っていた中国本土における政

で

 マラヤに定住した彼らがマレーシアの街に作っていったものは、それまで存在していた

モスクなどのイスラム色の強いものとは全く異なっていた。赤く塗られ龍などの豪華な装

飾が施された中国寺院は、玉ねぎ型のドームに大理石の床を持つモスクとは似ても似つか

ないものであった。彼らは自分達の文化を強く反映したものをどんどん作っていき、つい

にはチャイナタウンと呼ばれるコミュニティーを形成した。 
 チャイナタウンで特徴的なのは、1 階を商店、2 階以上を住居としたショップハウスとい

 
27 杉村美紀（2000），ｐ.24 

方言別    人口      ％ 
福建(Hokkien) 
広東(Kanton) 
客家(Khek) 
潮州(Teochew) 
海南(Hainan) 
広西(Kwongsai)
福州(Hokchin) 
福清(Hokchia) 

その

1,333,946    36.7 
  692,520        19.1 
  789,686        21.7 
  447,370        12.3 
  140,429         3.9 
   81,815         2.3 
   68,736         1.9 
    6,515         0.2 

  
興化(Henghua)    11,982         0.3 

28 同上 p.24 
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う店舗兼用住宅の家屋形態である。ショッ

プハウスは長屋形式であるので、間口は狭

いが奥行きが深い短冊形になっている。ま

 

 

(2003.9.16 久保) 
 

た、ショップハウスの店舗の前面は日本で

言う亭仔脚の作りになっている場合が多

い。この亭仔脚はマレーシアやシンガポー

ルでは「五脚基（ごかき= five foot way）」
と呼ばれている。五脚基のおかげで人々は

痛いほど照りつける日差しとスコールを

避けて歩くことができる。       

 クアラ・ルンプールのチャイナタウンの H
寺院とがたった一本の道を挟んで建ってい

龍をあしらった赤い中国寺院が同時に目に

シアという国でそれぞれの文化を保ちなが

 現在クアラ・ルンプールのチャイナタウ

にと美化計画が進んでおり、多くの露店が

いる。以前はビニールシートや大きなパラソ

めないほどの店と人でごったがえしていた

のアーケードの設置により失ってしまったら、と考えると少し寂しい気もする。 

    ＜ショップハウス＞（2002.9.14 久保） 

．S．リー通りには、ヒンドゥー教寺院と中国

る。神々が祭られた青いヒンドゥー教寺院と、

入る場所。この場所こそ私が、各民族がマレー

ら共存している様子を強く感じた場所である。 
ンでは、もっと各民族が快適に利用できるよう

並ぶ通りを中心にアーケードの設置が行われて

ルで即席の屋根を作り、夕方になれば前に進

チャイナタウンが、その熱気に溢れた喧騒をこ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜チャイナタウン美化計画＞ 

 アーケードを設置することにより、清潔で皆が利用しやすいチャイナタウンを目指す。しかし工事が進

む中でも以前のようにビニールシート張りの屋台が並んでおり、独特の活気が息づいていた。
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３．インド系マレーシア人 

１）エステートで働くインド系 

在外インド人・印僑の人々は華僑同様世界各国に存在しているけれども、マレーシアは

の数が一国単位で最も多い国家である。イギリスは中国からも労働力を補ったけれども、

国人移民は勤勉で商売の才覚に長けていたので、最良の労働力であったと同時にイギリ

スの地位を脅かす大きな力でもあ 地時代、主に天然ゴムのエステ

、自由な

生活を好むマレー系の人々や商売好きな中国系の人々とは異なって、単純

ィーンワーク）に慣れており、低賃金を容易に受け入れた。加えて、南インドとマレー

適応をさらに容易にし、インド系の人々はイギリスにとって

変都合のよい労働力となったのである。 
ンガーニ制度」によりマラヤへやって来た。「年季契約

」とは 1910 年以前に取られていた制度で、各植民地への労働移民を認めるためにインド

配する役割を担うという制度である。この

                                                 

 
（

 
 

そ

中

った。その一方で、植民

ート29でタッピング労働（採液労働）に携わっていたインド系の人々の多くは、元来、イン

ド農村における身分の低いカーストもしくはアウト・カーストの出身であった為

な農作業（ルー

テ

シアの気候的類似性が彼らの

大

 彼らは主に「年季契約制」と「カ

制

政府が課した規則であり、５年（1876 年からは 3 年）契約であった。契約切れによる再雇

用は自由であるが、給料は契約時のまま据え置きであった。この制度は 1910 年に廃止され

る。その主な理由は債務返済のために拘束され、奴隷制と変わらない過酷な労働条件であ

ったために批判をあびていたことと、この制度で供給されていた労働者のほとんどがサト

ウキビ・プランテーションであったことである。サトウキビ・プランテーションは 20 世紀

にはいると衰退の一途を辿ったため、「年季契約制」によらないシステムで労働力が確保さ

れるようになった。この制度に代わって 1910 年より主流となったのが「カンガーニ制度」

である。カンガーニとは労働者徴募人という意味である。これはインドで募った労働者が、

プランテーション内で仕事を監督し、雇用者から労働者全体の賃金を受け取り、給料を分

制度は 1938 年まで続く。その後は「年季

契約制」同様、この制度への批判や 1929
年の世界大恐慌などが影響し衰退していっ

たのである。 
 
 
 
＜インド系商店＞(2002.9.21 久保) 

 
29 エステートは荘園を意味する英語で、マレーシアでの定義は 100 エーカー以上のプラン

テーション（農園）を指す。 
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主にタミル語を話し、ヒンドゥー教を信仰する彼らもマラヤに定住し、インド人学校や

色鮮やかなヒンドゥー教寺院・ココナッツワインなど彼等独自の文化を取り入れた街並み

を新しく創り上げていった。彼らの文化もまたマレー系・中国系の文化とは異なるもので

あったが完全に交わることは無く、マレーシアにもう一つ新しい文化を確立することとな

ったのである。 

 

第４節 政治体制 

ただく立憲君主制をとっている。連邦政府には上院と下

院

府には、上院

議会で選ばれる議員と国王が任命する議

選 スラム王国であった 9
5 年の間王位に就く。国王は

州のスルタンも一度ずつ国王位について現在に至

ア発祥の王位の称号で

り、マラッカ王国がイスラム教に改宗した時の５代目の王、ムファザル・シャーからス

れ始めた。マレーシアにおけるスルタンは、州の統治者であり、国

になる資格のある人であるというのが正確な解釈である。必ずしもスルタン＝国王では

な

                                                 

 
 マレーシアは、元首に国王をい

があり、下院議員は選挙で、上院議員は州議会で選ばれる議員と国王が任命する議員と

で構成されている。首相は行政府の長として下院で選ばれる。 

るのは、スルタンという私たちには聞きな

家であるマレーシアの連邦政

 
１．国王とスルタン 
 
マレーシアの政治体制の特徴として挙げられ

れない制度だろう。先にも述べたとおり連邦国

と下院があり、下院議員は選挙で、上院議員は州

員で構成され、首相は行政府の長として下院で

つの州30のスルタンで主に構成される統治者会議で互選され、

国の最高権威者として位置付けられている。互

ばれる。国王は、イ

選とはいえ、その実状は輪番制でありどの

っている31。現在の元首はサイド・シラジ

ュディン第１２代国王（2001 年 12 月就任、ペルリス州）である。 
 スルタンという称号は、もともとイスラム教を生み出したアラビ

あ

ルタンの称号が使用さ

王

いということを頭に置いておかなくてはならない。国王はキングと訳されることはある

が、正確にはヤン・ディ・プルトゥアン・アゴン（Yang Di Pertuan Agong）というのが正

式な名称で、マレー語で最高の統治者という意味なのである。マレーシアの国王は、統治

者の長であって、マレーシアのスルタンと称していないのである。マレーシアにおいて特

殊な点は、スルタンの称号をもつ州の統治者が９人もいることである。 
 かつてスルタンの称号は、最も強い王国のみ名乗ることができるものであった。そして

それ以外の王国の長は、ラジャ（Raja）と称していた。実は現在マレーシアではすべての

 21

 
30 プルリス，ケダ，ペナン，ペラ，クランタン，トレンガヌ，パハン，ヌグリ・スンビラ

ン，ジョホールの９州。 
31 水島司編（1993），p.160 



州の統治者がスルタンと名乗っているのではない。例えばネグリ・スンビラン州の統治者

の高い

することは、ブミプトラ政策やそ

ンの地位や特権は多々ある。例えば、マレーシア国内を走る 1 や 2

は、マレー語で偉大な統治者を意味するヤン・ディ・プルトゥア・ブサール（Yang Di Pertuan 
Besar ）であり、ペルリスの統治者もラジャという称号である。では、なぜ現在のように

スルタンと名乗るものが 2 人以上存在しているのか。その理由は以下の通りである。元来

スルタンの地位を得ようとする者は、スルタンの称号をすでに持つ者から授けられる必要

があった。しかし、１７世紀後半になると強い王国が弱い王国を支配する関係が薄れて、

並列的な関係になっていったのである。その過程で、スルタンの称号を持つ者が増えてい

ったのだ。１９世紀になって、植民地政府が土着の王のみをスルタンとする方針としたこ

とも現在の状況につながっている大きな要因である。 
 マレーシアにおける国王の役割は、イギリスの女王や日本の天皇のように象徴性

ものである。大臣の任命、議会の開催、解散、両院を通過した法案の承諾などの立法での

権限、外遊や外国首脳の訪問受け入れなど外交上の役割など、日本の天皇同様イギリスの

影響が顕著である。 
 加えて、スルタンはそれぞれの州におけるイスラムの長として位置付けられている。イ

スラム教に特徴的である年に 1 回の断食については、その開始の日と終了の日を決定した

り、メディアを通じてハリラヤ・プアサ（Hari Raya Puasa32）やハリラヤ・コルバン（Hari 
Raya Korban33）の日を宣言したりすることがその例である。スルタンは最終的な宗教的権

威をも持ち合わせているのである。マレー系の人々の世界観においてスルタンは白い血を

流すと信じられている。この「白い血」は聖性の象徴であり、このことからもスルタンと

宗教との密接な関係を窺うことができる。 
 現在マレーシア憲法下においてスルタンの地位を議論

の他の民族問題について公の場で議論することが「敏感問題」として禁止されていること

と同じように、マレーシア国内ではタブーとされている。そのため、スルタンが実際にど

れ程の特権を持っているのかということはあまり表面化していないのが実状である。しか

し議論するべきスルタ

という 1 桁のナンバーをつけた車は全てスルタン一族の車であるし、しかもその車という

のはいわゆる高級車ばかりであるという。元スルタンであったものには月々1,500 リンギ34

の手当てが支給されているというし、その子どもには月々750 リンギ35が支給されていると

いう。こうした手当て以外にも土地権益などを中心にいろいろな権益があると言われてい

るが、先の通り、これは「敏感問題」に該当するため詳細は不明である。 
 
                                                  
32 Hari Raya Puasa=断食明けのお祭り。オープンハウスといって、自宅を開放して料理を

振る舞う習慣がある。このオープンハウスは首相官邸や王宮でも行われ、誰でも参加する

,000 円（2004 年１月） 
1 月） 

ことができる。 
33 Hari Raya Korban=犠牲際 
34 1,500RM≒75
35 750RM≒22,500 円（2004 年
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２．三大民族の政党 
 
 マレーシアの与党は UMNO（United Malays National Organization：統一マレー国民

組織、1946 年結成）と MCA（Malayan Chinese Association：マレーシア華人協会党、1949
年結成）、MIC（Malayan Indian Congress：マレーシアインド人会議党、1946 年結成）の

3 党である。それぞれの政党は見てわかる通りマレー系、中国系、インド系を代表している。 
マレーシアに選挙制度が導入されたのは、1950 年代のことである。ここで MCA は 1952

年に UMNO と選挙提携を結び、その後、1954 年 MIC も交えて各民族の代表政党との連合

体「連盟」を結成する。この「連盟」はマラヤ連盟党（Alliance Party of Malaya）といい、

通称「ALLIANCE」と呼ばれていた。この「ALLIANCE」は現在の与党連合である国民戦

（Barisan National）の前身である。 
年に行われたクアラ・ルンプール市会議選挙と 1955 年に行われた初

総選挙でこの連盟党が 52 議席中 51 議席を獲得し、圧勝すると、植民地政府は連盟党を

代

 

 

線

植民地時代、1952
の

権限委譲できるものと認知し、独立後の政治・経済体制の枠となる憲法制定の交渉を開始

した。 
 UMNO は現代マレーシア政治の中枢を占めている政党で、第４章でも触れているが第４

代マレーシア首相であったマハティールもこの政党に属していた。マレーシアは現在第５

アブドラ首相が治めている。アブドラもマハティールと同じく UMNO の総裁を務めた人

物である。実はマレーシアの歴代首相は全てマレー系与党である UMNO の総裁を務めた人

物であるのだ。 
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第２章 政治家マハティール 

マレーシアは今までに 5 回、政権交代を経験している。初代のマレーシア政権はトゥン

・アブドゥル・ラーマン(Tunk Abdul Rahman Putra Al-haj)政権（1957－1970）である。

れ以降は第 2 代ラザク(Tun Abdul Razak bin Hussein)政権（1970－1976）、第 3 代フセ

ン・オン(Tun Hussein bin Onn)政権（1976－1981）、第 4 代マハティール(Tun Dato Dr 
ahathir bin Mohammad)政権（1981－2003）そして現在の政権である第 5 代アブドゥラ

政権（2003－現在）である。第 4 代マハ

ティール首相は 1981 年 7 月から 2003 年

10 月までの約 22 年間というマレーシア

史上最長期間、マレーシアを治めていた

人物である。私が生まれたのは 1981 年         

の 10 月。マレーシアで生活をしている私

と同世代の人々は 2003 年の 10 月まで一

度も首相が替わらなかったのかと思うと、

とんどが 2 年以内という短さである。この短期政権

な

は

間 おりまぜ

 マハティ シア最北

部である

 
 

ク

そ

イ

M

何だか不思議な気持ちにもなる。という

のは、日本ではその 22 年間で 13 回首相 
＜マレーシア歴代首相＞         が替わっているからである。 

独立博物館にて （2003.9.13 久保）    「日本の首相在任期間は長くはない。ほ

が、首相と政府の効率性を損ねている。

間がかかる。そして政策をまとめ、実行

相もしくは大統領に 2 年の任期しか与え

いだろう36」という日本にとってなんと

魅力であり、また、疎まれる点でもあっ

、まさに賛否両論であった。マハティー

をマハティール自身の発言も な

 

（中略）首相が自分自身の任務を熟知するには時

し、その効果がでるにはさらに時間がかかる。首

られなかったら、結果的にほとんど何も達成でき

も耳が痛い言葉はマハティールの言葉である。 
物事を臆せず主張する大胆さがマハティールの

た。およそ 22 年間に及ぶマハティール長期政権

ルはカリスマか独裁か。マハティール在任 22 年

がら振り返っていきたい。 
 
第１節 医者として 

ール（Mahathir bin Mohammad）は 1925 年 12 月 20 日、半島マレー
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クダ州のアロースターで 10 人兄妹の末っ子として生まれた。イギリスによる植民

                                                  
36 マハティール（2000），p.34 



地時代の最中に生まれたマハティールは、英語学校の教師であった厳格な父の躾によりマ

レー語と英語の教育を十分に受けたようだ。1941 年より始まった日本軍による占領下では

英語学校が閉鎖されたため日本語学校に通い、「おはよう」とか「さようなら」といった簡

単

ンガポールのエドワード七世医科大学（現シンガポール大）に

学した。当時マレー系の学生が大学へ進むケースは珍しいものであった。具体的には非

、マレー系 1 人の割合であった。ましてマハティールはごく一握りの

生しか受けることの出来ない奨学金を受けながら、勉学に勤しんでいた。マハティール

校に通わせようなどとは考えない』と述べて、教育に不熱心なマレー

があったからでは

な

                                                 

な日本語教育も受けた。勉強熱心で読書が大好きであったマハティールは知識欲が旺盛

な少年であった。 
 1945 年太平洋戦争の終結とともに日本軍の占領が終結すると、マハティールは医者への

道を歩む。翌 1946 年にはシ

入

マレー系 10 人に対し

学

はそうした自分の境遇を「私はマレーシアで最も幸運な学生と考えられていた37。」と述べ

ている。また、マハティールはこの大学入学同年、与党連合 UMNO 結成に参画した。これ

が、マハティールが初めて政治に接触した出来事であった。 
この医科大学時代から既にマハティールはその博識さと思想を臆せず主張する大胆さを

見せていた。たとえば、「1948 年に発表した『マレー人と高等教育』では、『（マレー人は）

英語教育に無関心であり、自分たちの子供の能力を信用してもいない。余裕のある家庭で

さえも子弟を英語学

人を嘆いている38」。また、「1950 年に発表した『国民性についての新思考』と題する 1 文

では、マレー半島に土着する民族――簡単にいえばマレー人――の伝統的な権利を主張し

たり、マレー人の後発性やマレー人の特権保護の必要性を議論したりしている39」。 
大学時代からその首相としての片鱗を見せていたマハティールは卒業後、地元であるケ

ダ州のアロースター総合病院に勤務した。次いでマラヤ独立後の 1957 年には同地で MAHA 
Clinic と名付けた個人診療所を開業した。当時アロースターにあった病院は５ヶ所であった。

マハティールは全ての患者に対して平等に接していたが、その中でも特に貧しい人々に親

切であったという。マハティールが医者になった目的は単に医学に興味

い。イギリス植民地下において、マハティールの周囲には常に虐げられてきたマレー系

の苦しい生活があった。「マレー人の劣悪な福祉環境を改善し、マレー人のコンプレックス

を癒さなければ、マラヤは立ち行かないという思想40」がマハティールの医者としての使命

感に働きかけていたのだ。そうした思想もあってマハティールは医者としての信頼と評判

を得て、次第に周囲から Dr UMNO と呼ばれるようになり、徐々に政治に参入していった。 
 
 

 
37 マハティール（2000），p.26 
38 林田裕章（2001），p.54 
39 同上 p.55 
40 同上 p.55 
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第

そして 2003 年 10 月 31 日、マハティールは首相の座を降りることとなる。 
ハティールは政治活動中、数々の著書を残した。その中で最も有名なものの 1 つが、

e Malay Dilemma である。この 1970 年という年に発行されたこ

がこの著書にとって大いに意味を持つ。この本はマレー系がなぜ他の民族より劣ってい

（1969 年勃発、詳細後述）をきっかけとし、マレ

系と遺伝との関わりやマレー系と経済との関わりなどを通してマレーシアにおける民族

融

続き、本文最

初

e races during the years immediately prior 
to 

２節  政治家として 
 
１．The Malay Dilemma 
 
マハティールは 1964 年の下院議員選挙に UMNO から初当選を果たす。以下、簡単に首

相までの道のりを述べると、1969 年、後述するマレー系と中国系との人種対立をきっかけ

としてマレー系の優遇を主張。当時の首相であったラーマンに退陣を求め UMNO から除名

処分を言い渡される。1972 年、UMNO に復帰。1974 年、下院議員の座を得てラザク政権

で教育相を務める。1978 年、副首相兼通産相を務める。1981 年 6 月、UMNO の総裁とな

り、同年 7 月に首相就任、となる。また、マハティールは首相と財務相を兼任していた。

マ

1970 年に出版された Th
と

るかという内容を「5・13 民族衝突事件」

ー

和について書かれた本である。出版当初、その内容の過激さの故に発禁処分を受けた本

でもある。マレー系であるマハティールが著したこの本の内容は、真実が包み隠さず書か

れていて、その当時のマレーシアにとって最悪とも言える民族衝突事件直後の政府や国民

にとっては刺激が強すぎたのかもしれない。 
The Malay Dilemma はマハティールの“What went wrong?”という疑問から始まる。

マハティールは「この疑問は 1969 年 5 月 13 日以来マレーシアに興味を持った人や同情す

る人が持つに違いない疑問だ41」と述べている。さらにマハティールの疑問は

のページはクエスチョンマークで埋まっている。読み始めからたくさんの事を考えさせ

られる本である。マハティールがよく述べている言葉に「過去から学ぶべきことは学ばね

ばならない」という言葉がある。マハティールはこの「5・13 民族衝突事件」についても同

様に、この事件から今後のマレーシアの民族融和について学ぼうという姿勢を見せている。

「現在のマレーシアにおける他民族間の不融和の原因について知るためには、まず最初に

以前から存在している“融和”というものについて検証することが必要だ42」。と彼は問い

かける―― 
 
What was the true relationship between th
13 May 1969? Did other factors contribute to the outbreak of violence?43 

                                                  
41 Mahathir（1970）， p.4 
42 同上ｐ.4  
43 同上 p.4 
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この疑問の答えとして、マハティールはマレーシア国民の間に本当の民族融和が存在し

なかったからだと述べている。それまでは異民族間の争いは無く、代わりにただ我慢と和

解、ギブアンドテイクの精神があった。しかしそこには肝心の異民族間の融和はなく、あ

ったのは実は彼らの間に潜んでいた不協和音であった。耳障りな不協和音である異民族間

の不融和は、先述したような精神により、抑制されていたがしかし確実に響いていたので

ある。つまり、マレーシア国民は他民族に不満があっても口には出さず、上辺だけのつき

あいをし、民族融和“racial harmony”を演じていたということだ。特にマレー系と中国

系との関係については、一見穏やかなように見えるがしかしこれは当然のことであって、

その理由は中国系が少数派である限り多数派であるマレー系をわざわざ刺激するようなこ

と

他民族への

不

も、面

と

るアブドラ・バダウィがどのような政治を行っていくのか。マレーシアの未来は未だ不透

は、マレーシアの政治形態が間違いなく変わることである。 
アブドラはマハティールの政治路線、マレー系を様々な面において優遇し他民族との経

はしないからだ、中国系は常にマレー系を刺激しないように気を付けているのだ、と述

べている。つまり、言いたいことがあっても我慢し続けた結果、ある民族から

満が積もり、小さなきっかけから大きな事件へと発展したのである。 
こうした民族間の閉鎖的な関係はポルトガルやオランダ、イギリスそして日本による影

響が大きい。ヨーロッパ諸国によりマラヤへ一時的に連れてこられた中国人やインド人は、

後に定住するようになった者は除いて、マレー系の人々と接触する機会がほとんどなかっ

た。このような状態は民族どうしの争いこそ最小限に抑えることができたものの、相手の

顔が見えない状態でありマレー系の人々は非マレー系の人々（中国系やインド系）がマラ

ヤの政治を危うくするのではないかといった、見えない者に対する疑惑や恐怖心を持つよ

うになった。特にイギリス軍政下においては、その政策によりマレー系の人々は中国系・

インド系移民から隔離されたような状態にあった。こうした状態を踏まえると、その当時

目立った民族衝突が無かったからといって、マラヤに民族融和が存在していたと推測する

のは大きな間違いである。当時民族間の衝突がなかったということは、こうした隔離され

た生活によりお互いのことがよく分からないままお互いの存在に不安を抱えていて

向かって話し合う機会が無かったということである。民族衝突の種は既にこの頃に存在

していたのだが、その種はイギリス軍政下により隠されたままだったのである。そしてそ

の種は先にも述べたように日本軍政の力を借りてじわじわとその芽をのばしていったので

ある。 
 

２．マハティール引退 
 

2003 年 10 月 31 日、この時はマレーシアにとって大きな節目となった。22 年間続いた

マハティール長期政権が終わりを迎えたからである。マハティールの 22 年はマレーシアの

経済発展に大きく寄与しているものであった。今後マハティールに代わって政権を担当す

明である。ただ１つ言えること
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済格差を無くすことでマレーシアは発展を遂げるという路線、を継承すると誓約している

が、アブドラにマハティールほどのカリスマ性は無く、統治手法は変わらざるをえないと

言われている44。「マハティール首相はコンセンサスを必要とせず、自分で正しいと思うこ

とをやった。アブドラ氏はマレー社会のコンセンサスをいかに築くかという試練に直面す

る45」という指摘もある。事実、マハティールには強烈な個性があり、人々はその個性を持

って行われた政治を、カリスマとも独裁とも言った。これに対して、アブドラに現在用い

やかな」とか「Pak Lah46」というものであり、マハティールに用

られていた「アジアの虎」などとは相反する。「常に高い見識を持ち、不愉快なことを言

う

られている形容詞は「穏

い

のもためらったことはなかった He always had strong and informed views, and never 
hesitated to say the unpleasant.47というのは、2003 年 10 月 7 日にインドネシアのバリ島

で開かれた ASEAN 首脳会議における、メガワティインドネシア大統領によるマハティー

ルへの言葉である。また、メガワティ大統領は There is no way of counting the things he 
did for ASEAＮ.48と、マハティールが ASEAN で収めた功績を称えている49。 

常に複雑な問題を持ち合わせている多

民族国家マレーシアを治めていく為には、

マハティールのような強烈な個性を持つ

者が必要なのかもしれない。実際にマハ

ティールが首相としてマレーシアを率い

ていた 22 年の間には大きな民族間の暴

動は起こっていない。この成果の影には、

第三者の目で見ると、強引な政策、人種

差別的な政策にも見えるブミプトラ政策

があることは否定できないであろう。 
 ＜マレーシアの新聞例＞（2003.11.13 久保）    マレーシアにおいて多数派であるマレ

ー系を優遇しながら、その他の少数派である中国系やインド系の人々の不平不満を憲法と

いう圧倒的な力を用いてねじ伏せたことで、本来ならば起こるはずの暴動を未然に防いだ

                                                  
44「マハティールの功罪(下)」読売新聞 2003 年 10 月 26 日 
45 同上 シンガポール大学東南アジア研究所 ナラヤナン・ガネサン講師の指摘 

formed views, and never hesitated to say the 
led before the sharpness of his logic and the fire if his 

 

 itself. 

46 Pak Lah、マレー語で“ラーおじさん”という意味 
47 読売新聞 2003 年 10 月 8 日コラム「マハティール前首相の動向」「アジアの声」

http://park5.wakwak.com/~asia/ 
48 「マハティール前首相の動向」 
49 …He always had strong and in
unpleasant. Mighty nations tremb
passion when he spoke for the downtrodden and poverty-stricken millions of the
developing world. There is no way of counting the things he did for ASEAN. Indeed, he 
was one of those who work who worked the hardest to articulate ASEAN vision of
That is why I can say with confidence that Dr. Mahathir may leave office, but he will 
never abandon involvement with ASEAN...，「マハティール前首相の動向」 
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かもしれない。この憲法を作り上げたのはマハテ

あるラザクであるが、この憲法ができるきっかけ

件」以来大規模な民族衝突が多民族国家では稀な

が成果を上げていることも否定できないのである

マハティールの引退については、その政治生命

取り上げられた。ここではマレーシアの大衆紙で

ルの引退について見ていきたい。The Star は RM
スポーツ・世界ニュースなどを網羅した分厚い英

 
（１）The Star から見るマハティールの引退 

ィ

と

あ

1

 

を象徴するようなパレ

ードであった。その日に行われたマハティールの演説を、会場に行くことができなかった

所狭しと集まって画面の中のマハティール

を見ながら聞き入った50。 
ら身を引き、政治的には一切

関わらず１日 5 回神に祈りを捧げる生活を送りたいというイスラム国の首相らしい発言を

し

マハティールは心臓病を患っており、そのこともあってか本来はもっと早い

時期に引退することを望んでいた。しかしこれも多くの人々の要望により先送りされ 2003
年

                                                 

ールではなく第二代マレーシア首相で

なった民族衝突事件「5・13 民族衝突事

ほど起こっていないことから、この政策

。 
が長かったことからも多くのメディアで

る The Star の記事を基に、マハティー

.20（約 30 円）で手に入る政治から芸能・

字新聞である。 

 
マハティールの功績を The Star はのように称えている。 
 
Datuk Seri Mahathir Mohamad retires as Prime Minister of Malaysia today after 

more than 22 years, leaving behind a nation that has become a model of well-being and 
prosperity, civil order and economic development for Asia. （ The Star Online
2003/10/31） 

 
マハティールが引退する年の 2003 年 8 月 31 日の独立記念日には、独立後最も盛大だと

言われているパレードやセレモニーが行政都市であるプトラ・ジャヤで行われた。それぞ

れの民族が混ざり合って行われたパレードは多民族国家マレーシア

人々は PWTC（Putra World Trade Center）に

マハティールは引退を決意した当初、首相引退後は政界か

ていた。しかし、多くの人々の希望や要請により引退後も「お目付け役」として政治に

関わることとなった。政府や与党のすべての役職から退くものの下院議員としてちょくち

ょく顔をだすだろう。しかし 2004 年末までに実施予定の次期総選挙には出馬しない意向を

示している51。

10 月 31 日まで引退が延びたのである。「2002 年 6 月 22 日の与党総会の演説で涙を流し

ながら退任意思を言いかけたものの、かけよった党幹部らに抑えられ演説を終える事がで

 
50 The Star Online ，2003 年 9 月 1 日 
51 「東奥日報」2003 年 10 月 30 日 
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きなかった52」のである。引退の時点で 77 歳であったマハティールはその外見こそ堂々と

していて精悍な印象を受けるが、実際は首相という大役を果たすには体力の限界を感じて

いたのではないだろうか。2002 年の 9 月にマレーシアのテレビで放送されていた議会で発

言

 

いる。22 年間という歳月をかけてもマレー系の

人

60％が地元の大学に入学

できることになっているにもかかわらず、卒業生には 40％しかマレー系の学生が含まれて

いな

学 ー人の文

化観念を変えることに成功せず、去らなければならないこと

て 価値ある民族だが実行力が足らない。良い例からも学び取ろうとはしない55」という

20

ている。母語であるマレー語の学力さえ中国系学生に劣っているという事実。ブミ

                                                 

するマハティールは、風邪を引いていたのか時折咳き込んでおり少し小さくなったよう

な印象を受けたことが忘れられない。 
マハティールの引退を受けて、各メディアにはその功績を称える記事が並んだけれども、

マハティール自身は決して自分の首相としての実績に満足しているわけではない。そのこ

とが良く分かるマハティール自身の発言は以下の通りである。 
 

On that score I am satisfied but the fact remains that there are many other things 
that I could have done when I was the Prime Minister.                   

（The Star Online 2003/11/01）
 
また、マハティールは「マレー人はなぜ努力しないのか」「援助を当然だと思うな」とこ 

こ数年、マレー系の特に学生に対して叱責を繰り返し、演説をする壇上で涙を流すことも

あった53。マハティール自身、自分の首相としての最大の失敗はマレー系の学生の意識を高

めることができなかったことだと述べて

々の学業や商業、仕事に対する意識・意欲は十分に高まる事はなかったということであ

る。 
具体的な数字としては、マレー系の学生は割当システムによって

い54。このような機会を与えられているにも関わらず、みすみす逃しているマレー系の

生に対してマハティールは歯がゆい思いをし続けてきたのだろう。「私は、マレ

を残念に思う。マレー人はと

も

01 年７月１８日に開催されたバックベンチャーズ・クラブの夕食会での発言からもマハ

ティールの悔しさ、また、後悔の念が伝わってくる。マハティールはさらにマレー系学生

と中国系学生との間にある学力の差についても、「マレー語クラスでさえも優秀な成績で卒

業する生徒は稀だ。教育制度が間違っているのなら直す必要があるが、同じ制度のもとで

中国人生徒は優秀な成績を修めている56」とマレー系学生を懸念、叱咤する演説を何度も繰

り返し

 
52「南西だより・暮らしてみたマレーシア」http://www.non-say.net 

朝日新聞 2003 年 10 月 29 日 
1 月 22 日 

53「強権と発展マハティールの 22 年③」
54「日馬プレスオンライン」2001 年
55 同上 2001 年 7 月 21 日 
56 同上 2001 年 1 月 22 日 
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プトラ政策によって他民族の学生より優先して大学に入学できる権利、奨学金を受けるこ

とができる権利、留学することができる権利を与えられているにも関わらずそれに見合う

結果を返さない多くのマレー系学生。「現在、政府は大学の５５％のマレー人学生が十分な

資格レベルに達成していない現状に直面している。マレー人が勉学にエネルギーを注ぐ事

ができないのは、国内の文化によって出た副作用だと言ってよい57」。この「国内の文化」

とはまさにブミプトラ政策によって形成されてしまったマレーシアの現状を指していると

考えられる。このようなマレー系学生の現状とそれを取り巻く問題は、根深い問題だけに

アブドラに引き継がれたものの中でも深刻な問題の１つであろう。 
 しかし、国民から見たマハティール、メディアが見たマハティールの 22 年間はそうした

問題も含めて賞賛に値するものであった。22 年間という長期政権について賛否両論であっ

たことは事実であるが、私が今までに参考にしてきた書籍や新聞、インターネットなどか

らは「マハティール以外にマレーシアを治める人物はいない」といった賛成派のほうが明

らかに多かったように思う。私が親しくしているマレーシア人留学生はマハティールにつ

いて「彼はほんとに素晴らしい人物で、とても頭がいい」とその功績を称えている。「マハ

ティールがマレーシアの首相だから私たちは他の民族とも仲良くやっていけている」とい

う発言もあった。私はこうしたことからも、マハティールの引退をとても残念に思う。そ

してその一方でアブドラの首相としての手腕に注目していきたいと思う。 
マハティール引退後の新聞には、「Mahathir who made Malaysia」という表記が新聞に

目立っていた。 
 
He is like a father who has been cradling the nation the last 22 years, one who helped 
propel the country through its golden years.（ The Star 2003/09/13） 
 
確かに、マハティールはマレーシアの首相であり、父であった。先にも述べたように多

くの国民は、マハティールが今の急速な発展を遂げているマレーシアを作ったと感じ、信

じている。2003 年 10 月 31 日付の The Star は次のような国民の声を掲載している。 
 
Our Prime Minister will be hard to replace. We will miss him dearly. Thank you, Sir for 
w

r Mahathir is a very reliable leader. He says what he dose and he dose what he says. 

Dr Mahathir, thank you for making Malaysia what it is today. I am proud of my country 
cause of what you have d

    

hat you’ve done for us. We salute you. 
 
D
 

be one. 

                                              
57「日馬プレスオンライン」2001 年 4 月 26 日 
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 ＜基調講演＞ （2003.12.10 久保）    

ハティールを称える声が数多く掲載された 2003 年 10 月 31 日の The Star。というのも

こ

合

せて発行されたこの新聞の最後には、マレー語でマハティールへのメッセージが記され

Pemimpin 

Penjaga Maruah Negara 

 
Cendekiawan Antarabangsa 

2003 年 12 月 10 日に日本・アセアン交流年記念の一環として、福岡県にて「アジア・フ

ューチ ダーサミット」が開かれた。このサミットは翌日から東京で開かれる

ASEA として行われたものである。このサミットにおいてマハティール前首

相は「 ジアへの思い」と題して基調講演を行った。私にとって

この機 前首相を実際に自分の目で見る初めての機会であり、

会場の前方からゆっくりと入場するマハティール前首相を見て涙が出るほど感動した。 
 基調講演に先立って、主催社である毎日

新聞社の常務取締役主筆が開会の挨拶をし

た。その中には、政権交代に伴って反乱や

暴動が起こらなかったことを賞賛する言葉

もあった。確かに 22 年間という年月をた

1 人の人物が治めていたのに、その交

に伴って目立った暴動は起きていない。

の新聞はマハティールの引退の記事のためだけに発行されたものであるからだ。いわば

マハティールの引退を報じる号外のようなものである。マハティールはマレーシアにとっ

て大きな存在であり、今後もその功績は伝えられていくだろう。マハティールの引退に

わ

ている。 
 

Pembimbing 

Pelukis Wawasan Malaysia 
Pejuang dan Guru Bangsa

Bagaikan Bapa Rakyat Malaysia 
Terima Kasih… 
Kau Inspirasi Rakyat Jelata 

 
（２）アジア・フューチャー・リーダーサミット 
 
 

ャー・リー

N 会議の前夜祭

21 世紀のリーダーに託すア

会は、もちろんマハティール

った

代

加えてマハティール前首相の引き際は極め

て潔いものであった。引退に伴って盛大な 
「引退パーティー」なるものも開かれなか



った。22 年間首相を務めたという実績を考えると、とてもあっさりとした終わりだったよ

うに思う。 
 「21 世紀のリーダーに託すアジアへの思い」と題して行われたマハティール前首相の基

調講演は約 40 分間にわたった。マハティール前首相は一つ一つの単語をゆっくりと比較的

簡単な英語で誰にでも解りやすく話していたように思う。首相に就任してまず最初に打ち

は愛国心に溢れており、ストライキなどが起こることはなかった。

それ

いものだとも述べた。しかし今の日本は国民が自分の国を愛することを忘れ、

についてはマハティール前首相のあの有名な辛辣な口ぶりを聞くことができた。

な一面も見せていた。

私 時

                                                 

出したルックイースト政策や未だ机上の案である EAEC58についてがその講演の大筋であ

った。 
 ルックイースト政策は日本では東方政策と言ったほうが伝わりやすいだろうか。マハティ

ール前首相はこの政策について、日本はかつて東南アジアの見本であり源泉であったと述

べた。戦後の日本国民

こそゆりかごから墓場までの精神で企業も労働者に接していた。そうした日本企業の

企業方針を取り入れることで、マレーシアも成長しようという取り組みであり、実際にそ

の成果は大き

自信を失っている。もっと自分の国に対して自信を持つべきだ、自信を持って欲しい。東

南アジアの他国はマレーシアのようにルックイースト政策を取らなかったが、日本は常に

我々の手本であったとも述べた。親日派として知られ、過去に 50 回以上の訪日を果たして

いるマハティール前首相の言葉は、ずっしりと重いものであった。 
EAEC

1990 年に提唱したにも関わらず未だ実現されていない現実について、「なぜ東アジアが EU
のような連合体を結成することが許されないのか。私はこれが人種差別でないことを願う。

この問いにはいずれジェームス・ベーカーさんが答えてくれるでしょう」と、ふふんと笑

いながら発言したのだ。EAEC 提唱当時、誰よりも反対したのは他でもないアメリカであ

る。マハティール前首相はこのことのみならず、ASEAN についてアメリカが口を出すこと

も非難している。アメリカ対マハティールの攻防はまだ終わっていないようである。 
基調講演を終えたマハティール前首相は大きな拍手に見送られ退場した。会場の外でマ

ハティール前首相は福岡在住もしくはメディア関係者と思われるマレーシア人に囲まれて

いた。マハティール前首相は彼らにとってスターのような存在であるように見えた。毎日

新聞社による取材の後、彼らを VIP ルームに招き入れるなど気さく

はこの ほど、マレーシア人を羨ましく思ったことはない。 
 
 
 
 
 

 
58 EAEC=East Asian Economic Caucus 東アジア経済会議／東アジア経済協議体。 
1990 年 12 月にマハティール自身が提唱したもの。 
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第３章 ブミプトラ政策 

という言葉を制度化する

とで、マレー系などの先住民族こそがマレーシアの主住人であり、政治的エスニックグ

ープであると改めて強調し、その数の多さで他の民族集団を圧倒しようというねらいが

る。しかし表向きは中国系・インド系との社会経済を解消することが大義名分とされて

り、特に中国系の人々の富を引き下げようというものではないとされている。しかしそ

水面下では良い成績を残しても認められない、どんなに優秀でも認められない非ブミプ

トラの不満がくすぶっている。それでも、中国系・インド系の人々は「第二級市民」とし

ての扱いを受けながら、マレー系の人々の地位について異議を唱えることはない。それは、

レーシアにおいてこの問題がまさしく「敏感問題」であるからだ。 

スラム教を信仰し、

マレー語を媒体とした国民文化の創出を図ることで国民統合を実現しようとい

策60」である。この政策に、中国系の人々は、他の民族集団の言語や文化が排除され失

口構成上はマジョリティでありながらも、その経

的勢力が小さいマレー系の人々の政治権限を確保し、経済の再分配を行う為にマレー語

                                                 

 
 ブミプトラとはマレー語で「土地の子= the sons of soil」という意味で、主にマレー系、

サバ・サラワクの先住民族、そして、オラン・アスリを対象とした言葉である。中国系・

インド系・その他の民族は非ブミプトラと称される。ブミプトラ

こ

ル

あ

お

の

マ

 ブミプトラ政策は別名マレー人優遇政策とも言われている。この政策は別名の通り、マ

レー系を様々な場面において優遇しようという政策である。人口構成においてマジョリテ

ィでありながらもその経済力が貧弱なマレー系と、マイノリティでありながら圧倒的な経

済力を誇る中国系。その差を無くすことを目標にマレーシア政府はマレー系を優遇し続け

ている。 
  
第１節 憲法におけるマレー系の特権 
 
 マレーシアには、ブミプトラ政策以前からマレー系の人々を保護する法律がある。1957
年の独立時に制定された憲法（ムルデカ憲法）の第 160 条59において、「マレー人」を定義

しているのだが、ここで定義されるマレー人とは、マレー語を話し、イ

日常生活においてマレーの慣習に従う者である。そして、マレー語を正統言語及び唯一の

国語かつ公用語で（ただし、独立後 10 年間は英語の公用化も認められていた）、イスラム

教を正統宗教及び国教であると法的に定める事で、マレーシアのマレー化の軸を形成して

いると考えられる。これは「国語としてのマレー語をマレーシア社会における共通の言語

媒体とし、

う政

われる、と根強く反発した。しかし、人

済

 
59 ｐ.3 の脚注参照。 
60 杉村美紀（2000），p.10 
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の正統化は重要な政策課題だったのである。このムルデカ憲法におけるマレー系の権利と

して、「①マレー人保護地における土地の所有②市民サービスにおける特別な位置付け③教

育奨学制度④事業等を行う上での優遇61」が挙げられる。独立憲法におけるマレー系のこれ

らの項目はどのようにして定められたのか。これらマレー系の人々の特権が定められた裏

で主に動いた人々は、意外なことに MCA の人々、特に英語教育を受け西洋的思考と生活様

式を身に付けたいわゆるエリートの中国系である。しかし一方でこの特権に根強く反対し

ているのも一般の中国系である。中国系の間にあるこのジレンマが現在マレーシアの不安

材料の一つになっていると言えるのではないだろうか。 
 上記のような憲法におけるマレー系の特権は、先述した「連盟党」内でのやり取りの中

で決められたことであった。UMNO は自分たちの経済的な弱さをカバーすることができる

政策・優遇措置とマレー語の国語化を要求し、MCA と MIC は出身地主義による市民権の

獲得と政治への参加を要求した。これらの要求は各政党の基本的な要求である。ここで特

に注目すべき点は、MCA の動きである。MCA は民族問題をめぐって、UMNO との間で妥

協点を見出そうと「取引」を行った。この「取引」が現在も続くマレー系の特権を創り上

げたと考えられる。「取引」の概要は以下の通りである。 
「① 経済ナショナリズムを強調せずに自由主義経済体制を維持するとともに、経済関

係閣僚職の割当てなどを含む経済政策立案の実権を華人に与え、他方、相対的に経済

力の低いマレー人に対しては『マレー人の特権』の制度化をもって保護する。」 

具体的には独立後一年間で約 95
万

エリー

系が、 」

で

は特に か

将来中国系の文化が消滅してしまうという危惧から根強く反発しているのが事実である。

この根強い反発運動は、中国系が持つ文化的優越意識から起こっているものと考えられる。

   

「② 政治面においては主たる決定権をマレー人側に与えるとともに、華人に対する市

民権取得条件の緩和を代償として、文化面においてマレー的価値を優先する。」62 
②におけるマレー的価値とは、イスラム教の国教化、マレー語の単一国語・公用語化など

を意味する。つまり、経済面においては中国系が、政治・文化面においてはマレー人がと

いった具合に分野ごとの主導権の分配が行われたのである。 
 この「取引」の結果、市民権取得の原則として出身地主義が採用され、多くの中国系・

インド系の人々が市民権と選挙権・被選挙権を取得した。

人の中国系・インド系の人々が正式にマレーシア人となった。しかし、MCA のいわゆる

トが「取引」において妥協した点に、一般の中国系、中国語を日常生活で話す中国

特にマレー人の特権の縮小・撤廃を求めて政治運動に参加するようになり、「取引

成立した体制がしだいに揺らぐようになった。MCA と一般の中国系の人々とのすれ違い

マレー語の単一国語・公用語化において顕著に見られる。MCA は連盟重視の態度

ら、中国系社会内へ UMNO の言語・教育政策を導入しようとする一方で、一般の中国系は

                                               
61 ムース（2002），ｐ.27 
62 中兼和津次（1994），p.339 
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文化的優越意識とは、「中華文化の優等性を誇りに感じ、マレー語やマレー文化は華語や中

華文化より劣るものと考えている。もし彼らが母語を放棄し、マレー語を唯一の教育媒体

の青年らがクアラ・ルンプール

勝利デモ67を行い挑発的な言動をとったことにマレー系の青年らが刺激され、中国系の国

家、車を焼き討ちにしたことがきっかけとなりこのよう

人種暴動へ発展した。NOC68（国家運営評議会）の公式文書によるとこの事件における

死

として受け入れるよう強制されるのなら、華文教育に強に関心を寄せる者にとって、それ

はマレー文化への屈伏であり、中華文化存亡の危機である63」というものである。こういっ

た意識が本当に中国系の人々の意識下にあるのならば、マレーシアは民族融和が訪れるま

でに非常に長い道のりを歩んでいかねばならないだろう。 
 
第２節 ５・１３民族衝突事件 
 
 ブミプトラ政策を展開することとブミプトラという言葉が制度化されたきっかけは、

マハティールの著書である The Malay Dilemma でも取り上げられている、1969 年 5 月 13
日に勃発した民族衝突事件、通称「５・13 民族衝突事件」である。5・13 民族衝突事件は

マレー系民衆による反中国系暴動で、クアラ・ルンプールで起こった流血事件であり、多

数の死傷者がでた。この事件は「同年 5 月に実施された国政選挙において、与党の議席数

が減少し、華人系野党（DAP64：民主行動党）の議席が大幅に躍進したことに危機感を抱い

たマレー人民衆による65」もので、「マレー人中心主義政策が進められてきたにもかかわら

ず華人の経済的優位が変わらないことに対するマレー人の慢性的不満が遠因か66」と言われ

ている。この事件が起こった前日、DAP を支持する中国系

で

外退去などを叫び、中国系の店や

な

者数は、中国系 143 人、マレー系 25 人、インド系 13 人で、負傷者数は、中国系 125 人、

マレー系 37 人、インド系 17 人である。死傷者に中国系の割合が多いのは、事件の鎮圧に

あたった警察官・軍人がマレー系で占められていたためだと言われている。事件後、政府

は機能停止状態に陥り「非常事態宣言」までが発表された。憲法や国会も実質停止状態に

あり、全ての行政権力がメンバー数 9 人の NOC に委ねられた。この状況は７１年の憲法改

正時まで続いた。多民族国家・マレーシアにそれまで潜んでいた、民族間にあるわだかま

りが露呈した結果となったこの事件は、マレーシア国民に改めて異民族と共存することの

難しさを気づかせただろう。その後政府は暴動の原因に関して議論することは「敏感問題」

                                                  
63 中兼和津次（1994），ｐ.342 揚建成『馬来西亜華人的困境―西馬来西亜華巫政治関係之

探討―一九五七－一九七八年』  
64

，p.28 

67 この勝利デモは「勝利の行進」と言われている。 
ional Operations Council 当時の首相ラザク主権。 

 DAP=Democratic Action Party 
65 藤巻正巳・瀬川真平編（2003）
66 同上 p.28 

 
68 NOC=Nat
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（sensitive issue）とし、公の場で議論することを法的に禁止した69。マレーシアで民族問

題について議論する事は、もはや違法行為となってしまったのである。NOC はこの暴動の

原因を、「マレー人社会に対する華人社会の敵意、あるいはマレー人の特権に象徴される民

族問題を華人社会が煽ったことにあった」と報告している。あくまでも原因は中国系青年

側にあるととれる報告ではないだろうか。しかしこの暴動は、多民族国家という不安定な

状態にあるがための問題が表面化した一例であり、今後の社会に警鐘を鳴らした事件であ

ることを忘れてはならない。 
 この事件を機にマレーシアは、政治的には独立以来堅持してきたラーマン政権主導のエ

スニック集団間の協調体制に基づく統合政策から、ラザク政権によるマレー系中心の社会

へと、より同化を強める政策へと転換することになる。国語としてのマレー語が実質化し

たのもこの事件がきっかけとなっている。マレーシアの将来を大きく変えたとも言える事

件なのである。 
 
第３節 ブミプトラ政策 
 
ブミプトラ政策は先に述べた 1969 年の民族衝突事件後の 1970 年に、ラザク政権の下で

公布・施行された NEP70（新経済政策）に基づく OPP171（第１次長期総合政策）の総称の

ようなもので、その後も名前を変えながら現在まで引き継がれている。NEP は 1970 年か

る。この“national unity”はマレーシアの政治的な安定において欠かせ

い条件であると考えられた。1991 年から 2000 年までは NDP72（国家開発政策）に基づ

合計画）が実施された。NDP は NEP の実施目標をそのまま引

継いだものであった。“民族にかかわらず貧困を軽減する”ためにマレー系国民はブミプ

ト

                                                 

ら 1990 年の 20 年間の実施予定で公布・施行されたものである。NEP は “民族にかかわ

らず貧困を軽減すること”“所得・雇用・資本の所有における民族間の不均等を軽減し、社

会構造を再構成すること”の２つを目標としている。NEP が目指す最終目標は“national 
unity”、つまりマレーシア国民が民族にかかわらず平等な条件・生活水準の下生活できるよ

うになることであ

な

く OPP２73（第２次長期総

き

ラとして教育や雇用、ビジネスの場において新しい機会を次々と得るようになった。特

に地方のマレー系は貧しかった。しかしその一方では、非マレー系国民の間においてこれ

は人種差別的な政策ではないかという懸念が出始めた。ただ、こうした問題について公に

 
an Agong to safeguard the special 

nd Sarawak and the 

y 
ective Plan 

69 It shall be the responsibility of the Yang di-Pertu
position of the Malays and natives of any of the States of Sabah a
legitimate interests of other communities in accordance with the provisions of this 
Article.，Constitution of Malaysia，Article number153 
70 NEP=the New Economic Policy 
71 OPP1=Outline Perspective Plan 
72 NDP=National Development Polic
73 OPP2＝The Second Outline Persp

 37



発言することは、不可能であった。“national unity”を目指して実施された NEP は、実際

にはブミプトラと非ブミプトラとの区別をより強調するものとなってしまった。特にその

亀裂はマレー系と中国系との間で目立つようになっていった。つまり、NEP がもたらした

ものは“national unity”ではなく異民族間の不和という矛盾であった。 
 なぜ、地方に住むマレー系は貧しかったのか。その貧困化の理由は様々である。地方に

住むマレー系の多くはわずかな土地で非効率的な農業を営んでおり、また、そのわずかな

土地のために農業を近代化することもできず、加えて、大規模な投資を受けることができ

ないという悪循環に陥っていた。マレー系農民は NEP による恩恵を大いに受けた。しかし

一方で同じくらい貧しい中国系農民にはその恩恵が向けられることはなく、自力で立ち上

がることが求められた。彼ら中国系農民の貧困を軽減させるための政策は全く実施されな

かったのである。 
「マレー系が立ち上がり、貧しい非マレー系の権利を擁護する。中国系がマレー系のカ

ンポン住民やインド系労働者の利益のためにたたかう。インド系が恵まれない非インド系

の言い分を取り上げ始める。主だった民族団体も東マレーシアの先住民族や半島部マレー

シアの土着民族など少数派の窮状に配慮する。国民全体の立場で考え、持つ者と持たざる

入学の割当制度が実施された。また、国費留学においてもマレー系学

生

大

1970年の62％から1990年の37.4％に減少した76」ことからその成功を知ることができる。

者とのあいだに広がる格差を縮める方策を考え、より自立した国家に向けた政策の実現を

考える指導者がいる。そうなったとき、民族間の融和と真の国家的進歩に向けた道のりは

順調となるだろう74」。これは正論であると同時に理想論でもあるとも私は考える。 
NEP において優先的に推進されたのは教育・雇用分野である。なぜならこれらの分野は

「マレー系住民の社会・経済的な地位を変えていくうえで有効な手段であった75」からであ

る。教育の分野では、教科書の無料配布、学校給食、マレー系学生のための受験料の免除

や奨学金制度、大学

は優遇された。さらには、マレー系学生のための工業大学（MIT:MARA Institute of 
Technology）をはじめとして多くの短期大学や大学が次々と建設された。大学入学におい

て民族別による割当制度を実施した結果、あまり成績の良くないマレー系学生が他の成績

の良い中国系やインド系の学生を差し置いて入学するという状況が発生した。優先的に入

学が割当てられた分野は主に工学部や医学部であった。こうした状況は明らかに他の民族

に対してよりもマレー系学生に大きな利益をもたらした。結果的にはマレー系学生の教育

機会の拡大とそれに伴う社会的地位の向上に成功した。教育の機会に伴い雇用の機会も拡

した。経済の様々な分野で国内の民族構成にそって公平に構成されるべきであると考え

られた雇用機会は、経済の近代的分野でのマレー系の雇用促進を必要とした。このように

して促進されたマレー系の非農業分野への職業移動は「農業分野のマレー系住民の従事が

                                                  
74 イドリス（2003），p.63 
75 ムース（2002），ｐ.85 
76 同上ｐ.89 
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また、マレー系が多く雇用されたのは主に公務員であり、その結果中国系やインド系はマ

レー系の独占状態であった公的分野での仕事に就く機会を失ってしまった。中国系やイン

ド系の非マレー系住民は「中級、上級職の軍隊や警察官だけでなく、中級、上級職の官僚

に登用されることもなかった77」のである。マレー系住民の雇用の拡大は NEP の期間の年

平均 7％という急激な経済成長や公的分野の大規模な拡大など多くの要因によって達成さ

れたのであった。 
NEP は民族に関係なく貧困を減少させるという目標を掲げたにも関わらず、実際は貧し

いマレー系国民のために取り組み、それ以外には力を注がなかったという点に矛盾がある。

特に、高等教育機関、主に大学における非マレー系学生の進学機会の不足は言語政策と並

んでデリケートな問題となった。マレー系学生に対しては有利な制度である民族別による

入学割当制度は、逆にいえば、非マレー系学生にとって競争の激化や高い入学基準に繋が

り、明らかに不利な条件を非マレー系学生に突きつけた。そうした中で中国系の学生は独

自の大学、「ムルデカ大学78」の設立を提案したが、政府は民族的な感情問題を理由に許可

しなかった。代わりに中国系の政党で支えられた私立の短期大学の設立を認めたが、それ

でも高等教育への機会不足は満たされなかった。その結果多くの優秀な学生が、マレー系

学生を優先して入学させる教育システムに見切りをつけ海外の大学へ私費で進学・留学す

るようになった。その具体的な数としては、1980 年の 1 万 8447 人（中国系学生）、3845
人（インド系学生）から 1988 年には 3 万 4181 人、1 万 8055 人へと激増している。マレ

ー

                                                 

シアは NEP の実施により貴重な知的財産をみすみす国外へ逃してしまった。海外へ渡航

した者の中にはそのまま生活し仕事に就く者もおり、現在政府はそれらマレーシア国民を

どうやって国内に呼び戻すか頭を悩ませている。 
こうした状況の中で、非マレー系国民の不満がつのることは必然であった。そこで政府

は非マレー系国民にもより多くの事業と雇用機会を与えるという拡大経済の方針をとるこ

とにより、彼らの不満を解消させようとした。一方でこの時期のマレーシアの急速な経済

成長は各民族の生活を潤していた。そうしたこともあり、NEP はその実施過程で様々な問

題に当たりつつも、マレー系国民の経済成長を非マレー系国民の犠牲を出しながらも促し、

非マレー系国民の不満を最小限に抑えるという最善の方法をとったと考えられている。そ

して最終的には 1969 年の民族衝突事件のきっかけとなった経済的な不均衡を、その過程は

どうであれ、是正することに大きく貢献したのである。 
現在は NVP79（国家ビジョン政策）に基づく OPP３80（第３次長期総合政策、実施期間

2001 年～2010 年）が実施されている。主要な政策目標は、回復力と競争力を持つ国家の建

設を進めることとされている。 

 
77 ムース（2002）ｐ.93 

erdeka マレー語で「独立」という意味。 
 Policy 

78 ムルデカ：M
79 NVP= National Vision
80 OPP3= The Third Outline Perspective Plan 
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表３ 1970 年から 1990 年の間の月額世帯所得の民族別推移81 
 
 
 
 

 
 
 
 

度 
 

ミプトラ政策に大きく左右されたもの、それは教育である。ブミプトラ政策に特徴的

なのは先述したように教育の場面においてマレー系学生が優遇されていることである。 
 
１．教育制度－初等教育を中心に－ 

ブミプトラ政策が社会生活に表れている面として、大学への進学にマレー系学生の一定

枠が定められていることや、国費留学にマレー系の優先枠が設けられていること、奨学

度を優先的に受けられること、そして、特に公務員への就職にマレー系が優先されてい

ことが挙げられる。政府機関の職員にはこうした背景からマレー系の人々が多いため、

レー語が用いられている。しかしこの政策のマイナ

面として、マレーシア経済の成長と国際化を支える人材が不足している事実がある。こ

れ

初等教育の説明に入る前に、マレーシアの教育制度について簡単に説明する。マレーシ

通りである。この表にある、SPM や STPM とは各課

修了後に実施される全国統一試験である。これらの全国統一試験については後で述べる。 

 

 
第４節 ブミプトラ政策と教育制

ブ

 

の

制

る

市役所などの書類や公文書にはほぼマ

ス

はマレー系を優先する大学入学システムにより、マレー語しか読み書きできない卒業生

が優先的に政府機関に大量雇用されたことが原因であると考えられる。 

アの全体を通しての教育制度は以下の

程

マレーシアの教育制度は６・５・２制で、初等教育が６年間、中等教育が５年間、大学

進学準備のためのフォーム６と呼ばれる２年間がある。中等教育は前期：フォーム１～３、

日本でいう中学と後期：フォーム４・５、日本でいう高校とに分かれている。公立の学校

は中等教育まで無償であり、国民は、マレー系は１１年間中国系・インド系の多くは１２

年間の教育を受ける権利がある。 

                                                  
81 林田裕章（2001），ｐ.173 
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表４ マレーシアの公教育制度82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
中等教育機関には標準的な中等学校に加えて中国語を教授用語とする独立中学と呼ばれ

る６年制の中国系私立中等 レー系の優秀な生徒を集めた全寮制の中等学校、レ

ジデンシャルスクールがあ 育機関にはポリテクニック（２～３年間、総合技術

専門学校）、師範学校（３年間・初中等学校の教師養成）、カレッジ（２～３年間）、大学（３

～６年間）がある。このう クニック・師範学校・カレッジへは中等教育終了後

すぐに進学することができ に進学するには大学進学準備教育機関であるフォー

ム６か大学予科（予備教育・１～２年間）を経なければならない。 
 

（１）マレーシアの教科書

 
マレーシアの初等教育における教科書は各言語もしくは英語で用意されている。言語に

する教科書は各言語で用意されているが、その他の教科、例えば算数や理科などは政府

の

本屋内で売られている

こともあったが、タミル語については私が訪れた大きな規模の本屋にさえ置かれていなか

                                                 

学校や、マ

る。高等教

ち、ポリテ

るが、大学

 

関

政策により英語のものが多く用意されている。マレー語で書かれた教科書は全ての教科

において用意されている。参考書についても同様である。 
各言語の教科書は各コミュニティー内の本屋で売られているようだ。というのは、私が

各言語の教科書を買い求める際に少し苦労したからである。マレー語の教科書は簡単に手

に入れることができたが、中国語の教科書はチャイナタウンの本屋で、タミル語の教科書

についてはなかなか売られておらず、やっとの思いであるヒンドゥー教寺院のふもとにあ

った本屋で発見したからである。マレー語と中国語の教科書は同じ

 
82 水島司編（1993），ｐ.300 
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った。また、小学校について

 42

            （2003.12.13 久保）

が着るゆったりと全身を覆うような衣

も同様であった。マレーシアの人口構成においてインド系は

三大民族でありながらもその絶対数がマレー系や中国系らに比べて少ないことがこの理由

と

がらそれらのページについて

説

 

＜マレー語の教科書より＞ 
ペー

ペ

以

ー

A
m
k
私

m songkok. 
私はマレーの服とソンコッ

akak saya memakai baju kurung dan kain 
tu
私

 
 g とはマレー系の女性

服 マレー系のイスラム教

なるのだろうか。最終的には各言語の教科書を手に入れることができたので、タミル語

の教科書だけないという状態は免れたのだが。各言語の教科書を見ていて気づいたことが

ある。それは必ず 1 ページのみだが、各民族が同じ空間にいる挿絵もしくは各民族の伝統

的な衣装などを学ぶページがあることだ。以下写真を交えな

明する。 
＜教科書の表紙＞ 

これらはマレーシアの主な言語の教科書

を集めたものである。マレー語と英語の教

科書は大型書店で容易に手に入れることが

できたが、中国語の教科書はチャイナタウ

ンにあった書店で、タミル語の教科書はヒ

ンドゥー教の寺院の麓にあった小さな本屋

で手に入れた。タミル語の教科書が最も手

に入れるのに苦労したし、売られている冊

数も少なかった。 
（2003.12.13 久保） 

この

ている

すると

■マレ

Saya 
私は A
Ini ka
彼女は

Saya 

ジは各民族の民族衣装について説明し

ージである。教科書本文のマレー語を訳

下のようになる。 
系の衣服について 

mir.  
ir です。 

ak saya, Siti Aida. 
の姉の Siti Aida です。 

emakai baju Melayu dan 
を着ています。 

K
dung. 
の姉はバジュクロンとトドンを着ています。 

 songkok とはマレー系のイスラム教徒が被る帽 

子のことであり baju kurun
のことである。tudung とは



徒である女性

 43

（2003.12.13 久保）

族によって細かな違いが描かれている

ようなページが設けられていることに

脳裏に根付くのであれば素晴らしい。 
 
＜中国語の教科書より＞ 
 「日曜日に私の家で私達は一緒に本

といった内容が書かれたページには、

が頭に被っているスカーフのことである。 

       ■インド系の衣服について 
         Saya Puan Leela. 

私は Puan Leela です。 
Saya memakai sari. 

を着ています。 

っている場面である。こ

人がいます

か」「何人の男の子が制

子が制服を着てい

ますか」「何人の子どもが制服を着ていますか」と

いうことである。民族に関する表現は一切なく、

特に写真右下に描かれている、マレー系・中国系・

インド系の女性がそれぞれの子どもを連れてバス

ている様子は、明確な表

 
。

よ

を

奥

 
■中国系の衣服について  

Saya Swee Lan.                
私は Swee Lan です。          

Ini ibu saya.                            
この子は私の娘です。          私はサリー

Kami memakai baju ceongsam. 
チョンサムを着ています。 
 このように中国系・インド系の民族衣装についても簡単にではあるが説明がなされてい

る。マレー語の教科書は全民族が使う物であるのでこのようなページはもっと設けられて

もよいのではないかと思う。 
 
＜英語の教科書より＞ 

 様々な民族がバスを待

こで提起されている問題は、「何人の

か」「女の人は何人います

服を着ていますか」「何人の女の

マレーシアには様々な民族が共存しているという

ことがごく自然に表現されているページだと思う。

を待つ傍らで世間話をし

記はしなくとも「異民族間の交流を深めよう」と

いうメッセージが込められているように感じるの

は私自身の勝手な解釈であるが、そう思 
 えてならないのである。また子ども達の制服も民 

各民族が勉強する科目である英語の教科書にこの

り、相互理解の精神が無意識のうちに子ども達の

読んだり、遊んだりしました。楽しかったです」

にソンコッを被ったマレー系の男の子とその隣に



少し色黒に描かれたインド系の男の子、そして手

前には中国

 44

            （2003.12.13 久保）

飲食店で働く可能性は宗教的理由によ

って宗教的戒律が絶対だからである。 
 
 

系の男の子が描かれている。ここで私

いる。中国系の男の子に特徴的に描かれているの

は少し黄みがかった肌の色と細く描かれた目つき         

国系がどのように各民

ら挨拶を学ぶページではないかと推測する。実際

に各民族が同じ職場で働いている様子は学校や銀

行で目にする事ができた。銀行で働いているマレ

ー系についてはマラヤ大学を卒業しているエリー

であった。そうした公的なレベルでは各民族が

じ職場で働いていることは特別なことではない

なるとほとんど見当

る

り

が注目したのは各民族の特徴の描き方である。マ

レー系のイスラム教である男性が必ず被っている

帽子でマレー系を、肌の濃淡でインド系を表して

である。このページから中

族の特徴を捉えているのかがわかる。そしてこの

固定観念は大体マレーシアの人々が持っているも

のと同じものである。 
 
 
 
 

 タミル語の教科書では各民族の人々が同じ職場

で働いている様子が描かれている。私はタミル語

を理解する事ができず、書かれている内容を説明

することができないが、この教科書の第１課とさ

れていることと簡単な会話がなされている様子か

（2003.12.13 久保）

 
＜タミル語の教科書より＞ 

ト

同

が、商店などの私的レベルに

たらないのが事実である。私的レベルにまでそう

した習慣が根付くにはまだまだ長い時間がかか 
であろう。しかし中国系とマレー系が同じ商店や

皆無に近いことも事実である。特にマレー系にと



（２）初等教育 
 
学校での授業は 70 年からマレー語への統一が進められた。小学校の授業のなかで、それ

まで英語で行われていた科目が順次マレー語に切り替えられ、80 年代には中国系専門の小

は教育言語は英語・華語・タミル語のい

れかとされ、マレー語を必修科目として取り扱っている。どの小学校に入学するかは、

母または生徒の希望に委ねられているものの、各個人の母語が教授用語として用いられ

む傾向が強い。しかし、こうした初等教育機関とは違い、中等教育機関

はマレー語学校に一本化されており、また、マレー語は各教育課程に進学する際に実施さ

れ

中学校を除く全教育機関でマレー語が教育言語として定着した。マレーシアの小学校には

大きく分けて国民小学校と国民型小学校の二種類があり、前者ではマレー語を教育言語と

し英語を必修科目として取り扱っている。後者で

ず

父

ている小学校に進

る全国統一試験において用いられている為、子供達にとってマレー語の読み書き能力は

必要不可欠である。特に、中等教育課程へ進学する際に実施される統一試験では、不合格

だった国民型小学校の出身者を対象にマレー語の習得を目的とした一年間の「移行クラス」

が実施される。この「移行クラス」を経験しない国民型小学校の出身者はわずかであると

いう。こうした制度はマレーシア特有のものである。 
 
表４：国民小学校と国民型小学校の比較83 
 国民小学校 国民型小学校 
生徒の在学年齢 6 歳から 11 歳 6 歳から 11 歳 
教授用語 国語（マレー語） 英語・華語・タミル語のいずれか

学費 無償 無償 

政府からの財政援助 運営費全額補助 運営費全額補助 
教育課程 ・ 政府の規定による 

・ 英語が必修。華語・タミル

・ 政府の規定による 

語学習可84 
・ 国語が必修。英語学校での華

語・タミル語学習可*1 
  

 重複するが、マレーシアの初等 いて最も特徴的な 語を教授

用 学校 くはタミル語、 とした「国民型小

学 ることであ は、このど

語 は身に付くよう キュラムが組まれている ある。この為、マレーシア

に ルもしくはマ る。マレーシア

滞在中、中国語で話しかけられることが多かったが、彼らは私が中国語を理解することが

                                                 

教育制度にお ことは、マレー

語とした「国民小 」と、華語もし 英語を教授用語

校」とがあ る。もう一つの特徴 ちらの小学校に進学してもマレー

と英語 なカリ ことで

住む人々はかなり高い確率でバイリンガ ルチリンガルであ

 
83 杉村美紀（2000），ｐ.50 
84 15 人以上の生徒と父母の要請があれば、華語およびタミル語の語学学習を実施すること

ができる。 
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で かるとすぐ を切り その言葉

の切り替えの早さに何度

たり、些細なことで他民族と まったりするのだろ

な 少なくともバイリンガルであることは第一に挙げられることなのかもしれ

教授用語としてしまうと自分達の母語の存続が危ういと危惧する声が挙がったか

の世界で触れる言語の比率がマレー

学時点でその習得率にかなりの差があるだろう。「国民小学校」に通う多くの生徒はマレー

きないとわ にマレー語や英語に言葉 替えて話を続けた。私は

も驚いたが、そうすることがで

衝突して

きないと彼らは商売にならなかっ

う。生活の中での必要不可欠し

要素として、

ない。 
 教授用語を選択できるマレーシアの初等教育制度は、一見多民族国家ならではの自由な

選択のように見えるが必ずしもそうとは言えない。というのは、この初等教育制度が論点

となっている問題が現在のマレーシアに根深く残っているからである。この初等教育制度

が論点となっている問題として代表的なものは、教授用語をめぐるものである。マレー語

を唯一の国語であり公用語と憲法において定めているマレーシアでは、基本的にマレー語

が教授用語として用いられる傾向にあった。もし現在の初等教育において、マレーシアに

存在する初等教育機関全てがマレー語のみを教授用語とするものであったなら、確実にマ

レーシアでは先述した 5・13民族衝突事件より規模の大きい衝突が起こっていたであろう。

マレーシアの初等教育が現在の形をとっているのは、中国系やインド系の人々からマレー

語のみを

らである。また一方で、そうすることによって民族衝突を未然に防ごうとする政府の考え

も見え隠れする。こうしたマレーシアの教育の現状からも、マレーシアが世界でも顕著な

多民族国家でありながら、各民族が自文化を保ち続けている現状が窺えるのではないか、

と私は考える。互いに互いの文化を無視することも軽蔑することもなく、独自の文化とし

てそのまま受け入れることができているから今の安定した現状があるのではないだろうか。

確かに、言語別の小学校の存在は言語から起こる衝突を防ぐためだとか、他の文化には同

化しないという意志の表れであることは否めないが、決してそうしたマイナスの考えから

全てが起こっているとは限らないと思うのである。 
 しかし、「国民小学校」（national school）に通う生徒と、「国民型小学校」（national type 
school）に通う生徒との間が完全に平等であるとは言うことができない。というのは、「国

民小学校」に通う生徒が習得すべき言語はマレー語と英語の２つであるのに対し、「国民型

小学校」に通う生徒が習得すべき言語は華語もしくはタミル語とマレー語、英語の３つだ

からである。マレーシアで生活していると身の回りの言語は、家から外へ出ると、ほとん

どマレー語か英語であるためこれらの言語はほぼ自然に身につくと考えられる。しかし華

語もしくはタミル語となると、これらはごく限られた範囲のコミュニティー（家庭や各民

族の集落）において用いられている言語であり、マレー語や英語と比較すると日常生活で

触れる確率は低いと言える。実際に中国系の人々の中には中国語は読めるけれども話せな

い人がいるほど、それほど身近でない場合もある。外

語と英語の方が高くても、これらの言葉が母語であるかそうではないかとでは、小学校入

語を母語としている場合が多いので、普段から慣れ親しんでいる言語を学びながら、新し
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い言語（ここでは英語）を学ぶことになる。しかしそうではない生徒は小学校で自分の母

語を学びながら、新しい言語（ここではマレー語と英語）を学ぶという苦難を強いられる

ことになる。マレー語を母語としない子供たちはその家庭や同じ民族間でのコミュニケー

ションにおいてもマレー語を用いないため、マレー語を母語とする子供たちと比較すると

マレー語の自然習得率が低くなるのは当然である。そうした状況にある子供たちが初等教

育において、２つの言語を学ぶのかそれとも３つの言語を学ぶのか。後者にあたる子供た

ちが先に述べた「移行クラス」を経験する割合が高いことからも、その負担の重さは目に

見えている。実際に中国系マレーシア人留学生とこの「国民小学校」と「国民型小学校」

のについて話をしていると、「小学校 1 年生の時点から 3 つの言語を学ぶのは本当に大変で、

とても公平じゃないね」という意見がでた。というのは、小学校 1 年生の時点では母語で

さえも完全に習得していない状態であるからだ。タミル語について言及すれば、これはク

アラ・ルンプール郊外の Batu Cave（バトゥ・ケイヴ）85にある本屋の店主から聞いた話で

あるが、タミル語は難解な言語であるため小学校 3 年生から本格的な授業が始まるという。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜バトゥ・ケイヴ＞ 

 インド以外では最大の規模を誇るヒンドゥー教寺院・バトゥ・ケイヴ。写真左の階段を上りきると、写

真右のようにさらに奥へと続く階段がある。気を付けて見なければ見落としてしまうほど様々な神様がこ

の洞窟のいたるところに祀られている。                  (両写真とも 2002.9.26 久保) 

 

 

                                                  
85 クアラ・ルンプール郊外にあるインド以外では最大と言われているヒンドゥー教寺で、 
  洞窟の中には色鮮やかな神々が祀られている。奇祭であるタイプーサムが行われる。 
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第５節 もう 1 つの小学校－アンケートか

マレーシアには上記の２種類の初等教育機関以

。この小学校は政府が民族融和を

はいる小学校である。このため教

の「国民小学校」に対して、中国

存在は結局我々の母語の存在を危

年 9 月 24 日と 25 日の二日間に渡って私が訪ね、

を実施した小学校はこの民族混合型のＡ小学校

語、第二言語として英語を教えている小学校であった。

マレーシアの学校の校舎は日本の校舎と比較して、

、まず、廊下と外との間に本来あ

る造りのものが多いからである。

ら

 

する 目指して実

類に 授用語には

合型 系やインド

校の うくするだ

2002
86

のは るはずであ

見え また、吹き

いるからである。こうした校舎の造りの違

いはマレーシアと日本の気候の違いによっ

ている。マレーシアでは台風や地震、集中

豪雨といった自然災害が皆無に等しい。ス

コールこそ降るものの、日本のように横 
なぶりの雨が降ったり長時間降り続けるよ 
うな降り方はしないのだ。たとえ壁が無く

ても雨で廊下が水浸しになるような心配は

ないのである。このような開放的な造りの 
  ＜校舎の開放的な廊下＞(2002.9.25 )    校舎の中で、１つの教室の中に色々な肌の

子供達が机を並べ、マレー系、中国系、イ

ンド系の先生方から授業を受けている。グ

ラウンドでは子供達が民族の壁を越えて楽

しそうに遊び、下校時間になると一緒に帰

宅する。私はこの小学校という１つの空間

で共に学び、生活している子供達の姿を見

て、彼女たちが今からのマレーシアの将来

を支えて あれば、 アを

るがすような民族衝突はそう起きないので

アンケートに答える子ども達＞（2002.9.25 久保）はないかと感じた。私自身安易な考えだと

みるブミプトラ政策－ 

外にもう１つ民族混合型の小学校が存在

施した政策の１つで「国民小学校」の部

マレー語が用いられている。この民族混

系の生徒の父母からは、そういった小学

けだといった反発の声があがっている。

ブミプトラ政策に関するアンケート

である。女子小学校で、教授用語はマレー

 
開放的な造りであると感じた。という

る壁がなく、そのため外から教室がよく

抜けになっている空間が多く設けられて

久保

いくので マレーシ 揺

＜

                                                  
 ブミプトラ政策は「敏感問題」のため、校名は伏せる。また、同じ理由で調査対象者は

少ないが、調査結果から多民族国家マレーシアの教育問題の微妙さをうかがい知ること

86

はできるだろう。 
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思うのだが同じ空間で互いの生活習慣や文化に幼い頃から触れていれば、大人になってか

らそうした生活習慣や文化の違いにぶつかったときに、もめたりする様なことは起こりに

くくなるのではないのではないかと思う。 

 しかし私がマレーシアで目にしたのはこの小学校の子供たちと先生方のように、民族の

壁を越えて、というよりも最初から壁など存在しないかのように、共に生活し触れ合って

いる様子ばかりではなかった。2002 年 9 月 13 日、マレーシアに到着した翌日であるが、

私はクアラ・ルンプールの中心街にある KLCC87で景色や金曜日の午後をゆっくりと過ごす

家

系の子供との接触を無理矢理にでも避けようと

っ

マレーシアで教育を受ける幼い子供

疑問に思うことのほうが不思議なことなのかもしれないが、

査はそうした不思議に思っている子供たちを探し、

その事実を大きく取り上げようとして実施した

本

た

い

                                                 

族連れの様子を見ていた。するとあるマレー系の子供がインド系の子供の方へ行こうと

していた。次の瞬間に見た光景は、マレー系の子供の親がぐっとその子の腕を引きインド

した光景である。マレーシアに到着して間

クであったと同時にマレーシアの根底に潜

た出来事であった。 

関するアンケートを実施しようと思ったき

定める

もなく目にしたその光景は、私にとってショッ

む問題の存在を改めて痛感したきっかけともな

 
１．アンケート調査の目的と概要 

 
 マレーシアの子供たちにブミプトラ政策に

っかけは、マレー語を唯一の国語かつ公用語と

たちはその事実をどのように思っているのだろ

においてはごく自然なことで、

うと、ふと思ったことである。マレーシア

多くの子供たちの中には、子供心ながらに不思議に思っている子供もいるのではないかと

考えた。もちろん、今回のアンケート調

のではない。あくまでも、マレーシアのこ

策との別名を持つブミプトラ政策について

のである。民族混合型の小学校を選んだの

の小学校の存在を知ったとき、私としては

じ、実際に自分で見てみたいと興味を持っ

でいう小学校 5 年生 20 人と 6 年生 28 人

理由は、今回協力していただいた Letchimi 
と英語で書かれたアンケートの内容を理解

である。彼女たちはおおよそアンケート内

らい）を持っていたが、それでも補えない

部分は先生にマレー語で説明をしていただいた。 

れからの将来を担う子供たちがマレー人優遇政

どのように感じ、考えているのか知りたかった

は、マレーシアを訪れる以前にこの民族混合型

マレーシアにとって理想的な小学校であると感

たからである。調査の対象とした子供たちは日

の子供たちである。彼女たちを調査の対象とし

Palany 先生より、彼女たちぐらいの年齢でな

することができないとの指摘をいただいたから

容を理解できる英語力（日本での中学レベルぐ

 
87 KLCC＝Kuala Lumpur City Center 

り一層の賑わいをみせる。 

 ツイン・タワーに隣接したショッピングセンター「SURIA KLCC」の裏に広がる広大

な公園。モスクやプール、噴水などがあり、マレーシア国民はもちろん観光客の憩いの

場として、週末はよ
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アンケートに答えている子供たちの姿は、マレーシアの民族構造を教室という空間の中

に凝縮したもののようであった。民族の比率に差はあるものの、どの教室にも各民族の生

4:Do your parents speak English or Malay?  
nglish or Malay to communicate 

with others?  

徒がおり、また、先生方も同様であった。わからない箇所があるのか隣の席の子にこそこ

そと聞いている様子や、何と書いたか見せ合っている様子からは、この子供たちの間に民

族が違うからといって、わだかまりは全く無いという印象を強く受けた。私が行ったアン

ケート調査の内容は以下の通りである。 
ａ．アンケート用紙 

（原文） 

1:What is your mother tongue?  
2:Do you speak English in your daily life?  
3:Do you speak Malay?  

5:Do you think that you need E

6:Do you want to study English and Malay?  
7:It is natural that Malay is an official language.  
8:Do you agree with Malay First Policy?  
9:What do you want to do in the future?  
（日本語訳） 
１：あなたの母語は何ですか？ 

２：あなたは日常生活で英語を話しますか？ 

３：あなたはマレー語をはなしますか？ 

４：あなたの両親は英語もしくはマレー語を話しますか？ 

５：他の民族の人と話す時に英語もしくはマレー語が必要だと思いますか？ 

６：あなたは英語とマレー語を勉強したいですか？ 

７：マレー語が公用語であるのは当然だ。 

８：あなたはマレー人優遇政策に賛成ですか？ 

９：あなたは将来何をしたいですか？ 

 
ｂ．対象：５年生 20 人，６年生 28 人 計 48 人 

 
このアンケート調査をした時は私はまだ勉強不足で、マレーシアにおいてブミプトラ政

策について公の場で議論することが「敏感問題」であるとは知らなかった。私が先生にこ

時、先生が声を潜めたことを少し不思議に思っ

ト  

のアンケート調査をさせて欲しいと頼んだ

たのだが今思うとそれはごく当然のことで、そのような事情がありながらもこのアンケー

調査を実施することを許可してくださった先生方には、感謝の気持ちでいっぱいである。
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次に各項目の調査結果について説明していきたいと思う。 
 
２．アンケート調査結果 
 
〔Q１〕What is your mother tongue?／あ
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17
alay

hinese

30%
%

44%

9%

M

C

Tamil

Others

え中国系

シアの民族構成と比

の三大民族の母

語・タミル語に大きく分けることができ

先が広東出身の

語だと答えた生徒もい

む中国系の人々は広東出身の人が多いので、その傾

。福建語と答えた生徒は少数であったし、その他の答

いた。その他だ

述べたように、この小学校の教育言語はマレー

にとってこのことは私達日本人と同じような言語環

り、ごく自然な流れであるだろう。しかし一方でマレー語以

っては不自然なことで、幼少期から日常生活でマレー語が身近にあるとはいえ

o you speak English in your daily life?／日常生

なたの母語はなんですか。 

 グラフから、民族混合型の小学校とはい

の子ども達が比較的多く、マレー

例していないことがわ

かる。しかし彼女達の母語は、マレーシア

語であるマレー語・中国

る。

中国系の子ども達の中でも、その多くは祖

子どもが多く、母語を広東

た。クアラ・ルンプ

ールに住 向が反映した結果となってい

ると思う えとしては“Chinese”が用

いられて と答えた生徒は、自分の母語をマレー語であるとか英語であると

答えておりマレーシアのバイリンガル教育が子ども達に浸透していることが窺える。 
 先にも 語である。マレー語が母語だと答

えた生徒 境で教育を受けているという

ことであ 外を母語としている

生徒にと 、

この段階で知識の習得率には差が出てくるのではないかと思う。 
 
〔Q2〕D 活で英語を話しますか。 
 

 半数以上の生徒が日常生活で英語を話

環境にあると答えている。実際に私がマ

レーシアに滞在していた間も、英語は新聞

く話せない、理解できないとい

 

す

やテレビ・道路標識などに用いられており、

マレー語と同じくらい日常生活に密着し

ていた。マレー語と英語による表記が当た

り前のことになっているマレーシアで英

語を全く話せない人は少ないと思う。しか

Yes

No

62%

38%

し英語を全
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人がいるのも事実である。そういった傾向にあるのはマレー系に多くみられる。彼らは

族がマレー語を理解するし、生活の場面においてマレー語表記

必ずあるので普通の生活ならば困る事は少ないのだ。こうした環境はブミプトラ政策に

悪いのかは見る角

度によって変わってくるだろう。マレー系が“甘えて”マレー語しか理解せず、将来のマ

 

う

英語ができなくても他の民

は

よってつくられたものであり、この状況がマレーシアにとって良いのか

覚に乏しいことも事実であるし、マレー語

滑に進んだことも事実である。こうしたジ

レーシア社会の主な担い手となる彼らが国際感

の徹底的な普及によってマレーシアの政治が円

レンマにマレーシアは今陥っているのである。

 

＜マレー語とアラビア語による道路標識＞      ＜マレー語と英語による駅構内の標識＞ 

    多くの道路標識はマレー語のみで表記       クアラ・ルンプールの駅構内ではマレー語 

   されているが、マラッカではマレー語と      と英語による表記が目立つ。しかし最近では 

   アラビア語による表記も多かった。        中国語やアラビア語による表記も多くなった。

              （2002.9.18 久保）              

 

       （2003.9. 12 久保） 

 

 
〔Q3〕Do you speak Malay?／マレー語を話しますか。 

 この質問に対して１人でも“いいえ”と

答えた生徒がいたなら大問題である。マレ

ーシア国民でありながら、国語であるマレ

ー語を話さないことなど起こりえないか

らである。 
 そう考えると国語という存在はとても

大きいものだと思う。マレーシアにおいて

言語問題が尽きないことも頷ける。国語＝

母語である場合何ら問題は起こらないの

であろうが、マレーシアには国語＝母語でない人々が人口の半数近く生活している。同じ

100%

0%

Yes

No



マレーシア国民でありながら国語が異なる時、当然どの言葉を国語とするのかが大きな問

題となってくる。マレーシアと似た人口構成を持つシンガポールでは国語はマレー語とさ

れているものの、公用語はどの民族の母語でもない英語とされている。マレーシアとシン

ガポールの相違点は中国系の人口である。シンガポールでは中国系がマレー系のその数を

上回っているため、もし公用語までもマレー語としてしまっていたなら暴動に次ぐ暴動が

シンガポール情勢を不安定にするだろう。マレーシアにおいてマレー語を国語かつ公用語

としても目立った暴動が起きないのは、マレー系が多数派であるからという単純な理由で

はないだろうか。一国において多数派民族の存在とその影響力は国の方針を左右するほど

大きいものである。 
 
〔Q4〕Do your parents speak English or Malay?／両親は英語もしくはマレー語を話しま

すか。 
 

 英語もマレー語も話すバイリンガルの

両親を持つ生徒が半数よりやや多く存在

していた。一方で全く話さない、母語のみ

を話すという両親を持つ生徒も少数だが

の種を見出すことができる。ブミプトラ政策に根強く反対しているのは他でもない中国

トラ政策の影で抑えられてきた

のは主に強靭な経済力を持つ中国系の人々であるからだ。英語はビジネスに勤しむ中国系

 
語

存在している。 56% Only Malay

英語しか話さないと答えた生徒には中19%

17%

8%

Both

Only English

Ｎｅｉｔｈｅｒ

国系の生徒が多かった。マレー語しか話さ

ないと答えた生徒にはマレー系が多かっ

た。ここにマレー系と中国系の間にある不

和

系の人々である。マレー系の経済力を伸ばすためにブミプ

にとってマレー語よりも必要不可欠な言語であ

レーシアでただ生活するならマレー語だけ理解

語よりも英語のほうが重要だと考えている。こ

出たのではないだろうか。 
 
〔Q5〕Do you think that you need English or
他の民族の人々と話す時、英語もしくはマレー

 

る。実際に中国系マレーシア人留学生もマ

できればいいが、ビジネスとなるとマレー

うした背景からこのグラフのような結果が

 53
94%

4% 2%

Yes

No

ＮＡ

Malay to communicate with others?／ 
が必要だと思いますか。 

他の民族の人々と話す時、英語もしくはマ

レー語が必要だと答えた生徒はほぼ全員で

あった。マレーシアの人々と話す時、わずか



３週間程度しか滞在しなかった私自身も大多数の子ども達と同様にそう感じた。多民族国

家では国語ともう一言語操る事ができることが最低条件なのだろう。これは私の憶測であ

るが英語とマレー語のどちらが必要になるかという問いをしたならば、マレー語と答える

生徒が多いだろうと思う。実際に彼女達が通う小学校は授業の全てがマレー語で行われる

し、中等教育においては初等教育のように自由な言語の選択ができる制度がとられていな

いからである。 
 
〔Q6〕Do you want to study English and Malay?／英語とマレー語を勉強したいですか。 

 

た生徒がほぼ全員で、約 10 年間英語を勉強し

ながら未だに満足に使いこなせない私は、なん

学

を

よ

は

行 きないという状態になり

常生

る。マレーシアで暮らす人々にとって、マレー

 こうした言語に対する問いについては

Yes と答える生徒がほぼ全員であり、ごくわ

い

生の子ども達

は全員マレー語が国語であるのは当然だと

答

そこに何の疑問も持たない子どもが多いのも当

 英語とマレー語の両方を勉強したいと答え

と

る

う

達

銀

日

だけでは仕事に支障をきたす。なによりマレー

意思の疎通を図ることができない、というより

92%

Both

Only English

Only Malay

Never

6%

0%

2%

習意欲の高い子ども達だろうと感嘆せざ

えない。しかし実際には、勉強したいとい

りも勉強しなくてはならない環境で彼女

生活しているのだ。英語だけでは市役所や

を十分に利用で

活さえ危うくなってしまうし、マレー語

シアの人口の半数以上を占めるマレー系と

も国語なのだから勉強して当然の言語であ

語と英語は話せて当然なことであり自然な

ことである。もちろん、マレー語しか理解しないマレー系の人々が多く存在しているのも

事実であるが。 
 
〔Q7〕It is natural that Malay is an official language.／マレー語が公用語であるのは当

然だ。 
 

6% 2%

ずかな生徒が No と答える。この問いにつ

ては、日本でいう小学校５年Yes

92%

No

cannot answer
えた。ブミプトラ政策実施後に生まれた

子ども達にとっては、マレー語が唯一の国

語かつ公用語であることは当然のことで、

然のことである。日本でいう小学校６年生
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の子ども達の中には No と答えた生徒も３名ほどいた。彼女達は中国系とマレー系の生徒で、

この結果からマレー系の中にもブミプトラ政策によって自分が属する民族だけが優遇され

ることはおかしいと考えている人がいることがわかる。マレーシアの将来を担う子ども達

の中に、ブミプトラ政策について疑問を抱えている子ども達がいるということは、マレー

シアにおける言語問題がいかに根深く難しいかをよく示している。 

 

の理由はきかないよう求めた。また、この問

法違反により罰せられる。憲法という強力な力を使ってブミプトラ政策

実施しているとも言えるのではないだろうか。しかしその水面下では、ブミプトラ政策

潜んでいる。マレーシアはこの可能性をぎりぎりのラインで抑えており、いつそ

糸が切れてもおかしくないと、私は思うのである。 

教

                                                 

 
〔Q8〕Dou you agree with Malay First Policy?／あなたはマレー人優遇政策に賛成ですか。 

 この問いこそまさにマレーシアにとって

“sensitive issue”であり、この問いを民族

混合型の小学校に通う子ども達にぶつけた

私は勉強不足もいいところであったと思う。

このアンケートを実施するにあたって協力

してくださった先生は私に、この政策はマ

レーシアにとって敏感な政策であるのでこ

の問いに対する答えについて子ども達にそ

いに対して答える事ができないと答えた生徒

も、他の問いと比べると多かった。それほどブミプトラ政策について自分の意見を述べる

ことは、マレーシアにおいてタブーとされていることであるのだ。 
 No と答えた生徒はそのほとんどが中国系の生徒であり、ここでまた中国系とマレー系と

の不和を見出す事ができる。ブミプトラ政策に賛成か反対かという議論をマレーシア国内

でしたならば、憲

80%

10%

10%

Yes

No

cannot answer

を

に疑問を持っている人も、反対だと思っている人も存在しており、民族衝突勃発の可能性

が十分に

の

 
３．全国統一試験 
 
 私のアンケートに素直に答えてくれた小学校

を受けている限り、各課程修了後に実施される

の全国統一試験は子ども達の将来を左右する、

によって進級の可否や進学先が決まるのである

する際に実施される UPSR88から始まり、中等

の子ども達も、マレーシア国民であり教育

全国統一試験を受けなければならない。こ

とても大きな試験である。この試験の結果

。その試験は初等教育から中等教育へ進学

育前半３年の最終学年に PMR89、後半２

88 UPSR=Ujian Penilaian Sekolah Rendah 
 

89 PMR=Penilaian Menengah Rendah 
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年の最後に SPM90、そして最後の締めくくりとしてフォーム６修了後に STPM91が実施さ

れる。学生にとって特に SPM はその結果が一生つきまとう大切な試験のようである。とい

うのも SPM の結果次第で自分が進学できるのか、それとも就職しなければならないのかが

決まってしまうからである。いくら進学したくとも、この試験で合格ラインを超えなけれ

ば就職学校へ通わざるをえないのである。この試験の合格ラインは上位 20%とされている

で狭き門だと言える。 

習得が不十分であると判断された生徒は、中等教育に進む前に「移行クラス」で１年間

主にマレー語の習得に励むことになる。ここで

る生徒のほとんどが中国系・インド系の生徒で

クラスへ進む事はないので、中国系・インド系

学の為の試験というよりは、マレー語の能力を

い。もちろん、中国系・インド系の生徒の中にも

 PMR はこの試験の結果によって３つのグレー

けられた生徒は就職を目指すことになる。また

かコースを決めることになる。そして進学した生

ける事になる。この SPM は先にも述べた通り

の第１年次に進み翌年、大学振り分けの為に

わかる。参考書や練習問題集は主

マレー語のみで売られている。試験がマレー語で行われることを考えると当然のことで

したことからも学生にとってマレー語の習得は必須である。日本で「全

統一試験」というとセンター試験を思い出すがこれは必ずしも全員が受けるわけではな

                                                 

の

 UPSR は他の試験と比べると制約が少ない試験である。ただ、この試験の結果マレー語

の

マレー語の習得が不十分であると判断され

ある。というよりもマレー系の生徒はこの

の生徒のためのクラスと言えるだろう。進

みる試験と言ったほうがよいのかもしれな

このクラスを経験しない生徒もいる。 
ドにわけられ、いちばん下のグレードにわ

進学する生徒はこの結果により文系か理系

徒は５年次終了後に SPM という試験を受

学生の将来を左右する大きな試験である。

PMR で篩いにかけられた後、さらに SPM という篩いにかけられ優秀な生徒が進学の機会

をえるというなかなかシビアなシステムである。SPM の結果が良かった非ブミプトラの生

徒は二年間の大学進学課程であるフォーム６

行われる STPM を受けることになる。STPM を受ける受験生は５つの希望学科と大学名を

記入し UPU92と呼ばれる大学進学決定機関に提出する。この振り分けに当っては学生の出

身地域、民族別の割当制がとられており、単に試験の成績だけで進学先が決められるわけ

ではないことは注目に値することである。 
 これらの試験はその実施時期になると新聞でその告知と結果が発表されるほど、マレーシ

ア国民にとって重要なもののようである。また、書店にはこれらの試験に向けた参考書や

練習問題集がずらりと並んでいる事からもその重要さが

に

あるのだろう。こう

国

いので少しニュアンスが違ってくるのだろう。この、学生の将来を左右する数々の全国統

一試験の篩いに残った者だけが大学で学ぶ事ができるのである。 
では、この篩いを乗り越えてマレー系は進学しているのだろうか。特に STPM に関して

 
90 SPM=Sijil Pelajaran Malaysia 
91 STPM=Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 
92 UPU=Unit Pusat Universiti 
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は極めて難関な試験であるということで残念ながらそうではないようだ。マレー系の生徒

は実質上これらの試験をパスして進学している場合が多いのである。そうした結果 1960 年

代には２割強に過ぎなかったマレー系学生が、80 年代には国内の大学への入学者の７割を

占めるまでに至った。このような現状もブミプトラ政策の一環の成功例として受け入れる

べきなのであろうか。それともブミプトラ政策から発生した「甘えの心理」が広く行き渡

っている結果としてこれから改善を求めていくべきなのだろうか。いずれにしろ、本当に

優秀な生徒がブミプトラ政策によってその様々な機会を失っていることに変わりはなく、

 

そうした生徒の希望や可能性を初めから潰していることになるのだろう。 
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第４章 マハティール以後のブミプトラ政策 

られなければ

満がつのるのは明らかであるし、実際に早々にその状態に見切りをつけて国外へ自分が

っている力を生かす場を求めて出て行く非ブミプトラが後を絶たない。マレーシアは優

な人材をブミプトラ政策により国外へわざわざ流出させてしまっている。そして政府は

のようにして彼らをマレーシアへ呼び戻そうかと頭を悩ませている。こうした悪循環と、

えと諦めというマレーシア国民への悪影響とをブミプトラ政策は引き起こしているので

る。 
しかしこのブミプトラ政策がなければ中国系の経済力はとめどなく増す一方で、民族間

経済格差もどんどん大きくなってしまい、マジョリティであるマレー系はただマレーシ

に最も多くいる民族という位置付けになってしまう。確実に中国系の経済力がマレー系

マレーシアにおける地位を脅かし、悪く言えばマレーシアが中国系に“乗っ取られて”

まうだろう。事実、マレーシア政府が中国系の経済力を邪険にできないのはマレーシア

今までの発展の土台は彼らの経済力によって支えられてきたということを認めているか

である。マレーシアの王宮はその昔の裕福な中国系の住まいを政府が買い取ったもので

ることからも、その複雑な背景を感じ取ることができる。 
中国系が留まることを知らずその経済力を伸ばし、マレー系との差を広げ続けたなら、

レー系住民による反中国系住民運動が後を絶たなかっただろうし、現在比較的安定した

態にあるマレーシア情勢とは異なり、マレーシアは不安定な状態であったろう。数々の

会を非ブミプトラであるがために奪われてきたにも関わらず、ここ数年目立った暴動が

こらないのは、ブミプトラ政策によってマレー系の社会的地位が保証され続ける一方で、

レーシアが順調にその国としての力を伸ばし、マレーシア国民全体の所得が安定したこ

により「マレー系は確かに優遇されているけれども、自分達の生活も安定しているし、

ぁいいか」という認識が非ブミプトラの間に広まっていることも理由の１つであろう。

う考えるとブミプトラ政策はマレーシアにとって完全な悪ではなく先に述べたような弊

は成功を支える上では仕方がないことであったのかもしれない。ブミプトラ政策無しで

レーシアが現在に至るような発展を遂げていたかどうかということを考えると、疑問が

るからである。 

 
 第４代マレーシアマハティール前首相を中心に、教育や雇用などを通してブミプトラ政

策という政策を見てきたが、この政策がマレーシアにとって良いものだと断言することは

できない。なぜなら同じマレーシア人でありながら、ブミプトラであるマレー系には「甘

えの心理」と非ブミプトラである中国系・インド系には「諦めの心理」が芽生えており、

この状況が当たり前のものになってしまっているからである。甘えも諦めも一国のさらな

る発展の鈍化につながるものであるし、これらの心理のすれ違いによって暴動が起こらな

いとも限らない。努力しても、才能があっても、それに見合ったモノが与え

不
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甘
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マレーシアにとってブミプトラ政策は必要か不必要かということを考えるのであれば、

要であった、と過去形で答えたい。マレーシアの現在に至る急速な発展はブミプトラ政

策と共に実現されたということは否定できないからである。しかしこれからのマレーシア

の発展と安定について考えると、甘えと諦めというマイナスの要素が国民に広く広り、静

ってしまった国民のやる気を今後どのようにして盛り上がらせていくかが鍵になる。そ

必

ま

のためには様々な機会の均衡が何よりの近道であり、何よりも優先されるべきことである。

これらを実現させるためにはブミプトラ政策の撤廃は避けることができない。いつブミプ

トラ政策を撤廃し、マレー系・中国系・インド系に均等な機会を与えるのか。この問題は

これからのマレーシアを大きく左右する問題である。しかし議論はなされているもののそ

の答えがでるのにはまだ時間を有するだろう、というのが現状である。出口の無い迷路に

マレーシアが迷い込まないよう、今後この国の指揮をとっていくアブドラ首相を初めとす

る政治に携わる方々に期待したい。 
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おわりに 

しての生活を送っていこうと思う。 

 
何気なく興味を持ったマレーシアがここまで大学生活に影響するとは思いもしなかった。

大学生活の締めくくりとなる卒業論文で取り上げることになるとも思わなかった。夏休み

には２年連続で旅行して、現地の生活に自己満足ながら溶け込んでいた。２度目は旅行と

いうより、生活している感覚さえ覚えた。 
私はマレーシアが好きだと胸をはって言い続けてきた。なぜマレーシアかと聞かれても

説明するのは難しい。マレーシアはごく自然に私の中にあるもので、将来マレーシアで生

活している様子が簡単に目に浮かぶ。マレーシアのことなら何でも知っていると言えば嘘

になる。しかしマレーシアに惹かれ大学生活において研究を続けた結果、私の数人の知人・

友人は私のことをマレーシアマニアだと言う。今後もマニアとしてマレーシアの動向に注

目してきたいと思う。そして将来マレーシアに滞在し仕事を見つけてしばらく生活したい

という夢を目標に、４月から社会人と
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