
カンボジアに見つけたマレーシアの姿とそれなのに存在感のないマ

レーシア －前編－   

（この文章の初発表は 2002年 5月） 

はじめにいきさつの説明 

今回（2002年 5月）の旅ではカンボジアを訪れました。陸路タイとの国境地点からカン

ボジア入国し、また陸路別のタイとの国境地点からカンボジア出国しました。 

Intraasia には４年前のカンボジア入国に続く 2回目の訪問ですが、前回はタイとの国

境の町 Poipetだけだったのに比べ、今回はプノンペンを含めいくつか の都市と町を

訪れてできるだけうろつきました。そこでこのコラムでは、カンボジアをマレーシアに絡

めて旅人の視点から描いてみます。 

余談：ちょうど 4年前 Intraasiaはタイからカンボジア入国を目指して 4箇所ほ

どの地点からカンボジア入国を試みました。その中には当時クメールルージュ

の 最後の拠点であった Anlong Vengに続くルートもあったのです。国境の

10Kmほど手前でタイ警官に近くまで見に行きたいと訴えたら、カンボジア側は

地雷原があり立ち入り禁止地帯 になっているのに近づけるわけがないだろう、

と注意されたものです。さらにそこから 100Km以上離れた別地点である山中

の国境近くの場所では、タイ人を 装ってタイ側軍事検問ポストのある地点を

通りすぎたのですが、草むらの中に続く人 1人分歩くだけの細い山道を目の前

にして、地雷が頭に浮かび怖くなってすぐ引き返しました。結局その当時正式

に外国人に開かれていた唯一の国境検問所のある Poipetからしか入国でき

ませんでした。（というようなお話をこの 旅の後、日本のある旅行雑誌に書き

ました） 

 

マレーシアとのつながりが深いとは決して言えない 

マレーシアとカンボジアってどんなつながりがあるのだろう？といっても東南アジア諸

国の一員としてのつながりを別にすれば、歴史的にも宗教的にも政治的にも取りたて

たつながりがあるわけではありません。現在カンボジアにとってマレーシアは 5本指

に入るカンボジアへの大投資国なのですが、これを知る人はまずいない。マレーシア

とカンボジア間の往復貿易高は、普通の貿易統計表には示されていません。通常こ

の種の統計は、３大貿易相手国の一つであるシンガポール を除いた、東南アジア諸

国としてくくられてしまっていますからね。マレーシアと地理的且つ歴史的に縁の深い
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タイ、インドネシア、フィリピンに比べれば、カ ンボジアとの往復貿易高ははるかに少

ないはずです。 

 

経済的、貿易的つながりがマレーシア側から見れば低いのはわかりますが、それで

は人的つながりはどうでしょう。これも地理的歴史的に極めてマレーシアと縁の深いタ

イ、インドネシア、フィリピン、ブルネイに比べれば、カンボジアははるかにはるかに薄

いでしょう。マレー半島とボルネオ島部にタイ人、インドネシ ア人、フィリピン人及ぶそ

れらの子孫が数十万の単位で居住しています。マレーシアはインドネシアを筆頭にタ

イとフィリピンからは外国人労働者として彼らを 受け入れていますから、この３ｶ国か

らの人間の存在はまこと身近にあります。ブルネイは反対にマレーシア人が働きに出

かけています。シンガポールとマレー シアの人的と経済的の両面における緊密な関

係は今更ここで述べるまでもありませんね。 

 

これら５ｶ国に比べれば、カンボジアはマレーシア人にとってずっと縁遠い存在です。

ごく少ないナショナル航空会社として、マレーシア航空がプノンペンとの間にほぼ毎日

定期便を持っていますが、そのどれくらいの割合がマレーシア人の乗客なのだろう

か？知りたいものです。英語紙と華語紙に毎日たくさん掲載される各社のパッケージ

旅行広告に、カンボジア旅行の項目を見つけるのは珍しいことです（ないとは言いま

せん）。ベトナムパッケージ旅行はよく掲載されている のですが、それより確実に少

ない。 

 

 Intraasia は毎年クアラルンプールで開催される、マレーシア旅行業界の年次展覧

会を毎回見に行っていますが、カンボジアのブースの存在に出会ったことはありませ 

ん。一方タイやシンガポールやオーストラリアや中国の大きなブースは常にあります。

旅行展示会でカンボジア旅行を積極的に売り込んでいる旅行社に出会った ことがあ

りません。 

こうして回りのマレーシア人の中でカンボジアを訪れたことのある人を探すのはかなり

たいへんな作業だと言っても間違いないでしょう。 

 

こういった事実をつなぎ合わせていけば、マレーシア人にとってカンボジアは、訪れた

いまたは訪れたことのある旅行先として第 3クラスよりも下の第 4クラス でしょう。ち

なみに第１クラスは、シンガポール、タイ、オーストラリア、英国、中国、香港でしょう、

第２クラスはニュージーランド、米国、日本、ヨーロッ パの主要国、台湾、（ｲﾝﾄﾞ系マレ

ーシア人には）インドでしょう、第３クラスはベトナム、フィリピン、エジプトなどでしょう。 

注：ムスリムのメッカへのハジ旅行は除く 



 

カンボジアのムスリム少数民族 Cham 

ここでマレーシアとカンボジアのつながりの薄さの中で数少ない例外を述べておきま

す。それはカンボジア人の中には数十万人程度の Cham と呼ばれるムスリムのコミュ

ニティーがあり、その Cham人をカンボジア混乱時代にマレーシアは難民または移住

者としていくらか引きうけたということがあります。いうまでもなくイスラム教のつながり

からでしょう。以前マレーシア語紙でこの Cham に関する記事を見た記憶がうっすらあ

ります。 

 

私がクアラルンプールのカンボジア大使館へビザを取りに行った時に、偶然 Cham人

に出会いました。残念ながらどれほどのChamがマレーシアに現在住んでいるのかは

わかりませんし、その数字を入手するのはきわめて難しい。なお以前クランタン州へ

行っとき、朝市の物売りにカンボジア人がいると聞き、探したのですが、外見上からは

他のマレー人と見分けがつきませんでした。同じムスリム衣装姿ですから無理もない

でしょう、つまりそのカンボジア人とは Chamのことに間違いありません。 

 

さらに例外を挙げます。 

カンボジアには東南アジアの例に漏れず華人も居住していますが、カンボジア華人界

とマレーシア華人界に緊密な関係があるような記事を華語紙で読んだ記憶がありま

せん。もちろん華人コミュニティー間のつながりが、その薄さにもかかわらずあること

は当然ですが、その緊密度がタイのそれよりも、シンガポールのそれよりも、薄いの

はいうまでもないでしょう。しかしカンボジア華人界とマレーシア華人界に決して太いと

は言えないつながりしかこれまで存在しなかったにも関わらず、両国華人間に新しい

つながりが発展して、それが現在目に見える形であることを、このコラムの後編で明

らかにします。 

タイ国境に近い町はバーツ経済 

さて日本の半分の面積であるカンボジアの現在の人口は１千百万人を多少超える程

度だそうです、つまりマレーシアの人口のちょうど半分ぐらいです。少数民族 構成は

多い準にベトナム人、Cham, 華人などでその少数民族合計の割合が約１割だそうで

す、つまり約９割がクメール人である民族純度の高い国ですね。 

 

カンボジアは西をタイと接し東でベトナムに接するという地理的位置から、東南アジア

の両大国に挟まれているわけです。ですからこの両国の存在または両国人 の存在



は国内各地で感じます。タイとの国境の町はいうまでもなくタイの影響をまともに受け

ています。その町の通用通貨がタイバーツなのです。例えば Koh Kong とか Poipetで

すね。客商売をしている者たち相手には、タイ語で大体用が足ります（その地区のカ

ンボジア人が皆タイ語をそれなりに話すということではない）。タイの影響が強いこと

は知っていたものの、タイバーツ経済にはまず意外感を持ちました。 

国内は米ドル経済が主流 

そしてタイ国境に近い地方以外では、国内の基本的通用通貨は米ドルです。もちろん

カンボジア通貨リエルも通用していますが、それは小口現金での段階であり、5米ドル

ぐらい以上の場合はカンボジア人同士での扱いでもほとんど米ドル紙幣で決済です。

これは独立した一国としては悲しい状況だと言えますね。一国 の貨幣がそこまで信

用されていない、通貨価値の下落の影響を今も引いているということでしょう。尚ベト

ナムもまだ中口売買では米ドル決済が多いのですが、 カンボジアよりずっとベトナム

通貨ドンが流通していますね。 

 

この一部地域のタイバーツ経済と大多数の地域での米ドル経済をみただけで、カン

ボジアの置かれた状況がわかってきます。同じ東南アジア国のマレーシアと比べるに

は気が引けるほど、国家としての自立経済がまだ根付いていないということです。あ

る国がその国内で交わされる小額の交易・売買においてさえ自国通貨 で決済できな

いというのは、いかにその国の通貨が弱いかを示していますからね。 

インフラの劣悪さが物語るもの 

カンボジアの経済がまだ発展の初期段階に留まっていることは、国内を陸路移動して

いてよくわかりました。道路から見える範囲にほとんど工場らしきが目に入ってこない

のです。首都プノンペンの近郊に近づいてうようやくいくつかの工場が目に入ってきた

だけで、その他の町の中にもその近郊にもまったく工場らし きがありません。たまに

あっても手仕事程度の仕事場建物で、とても工場と呼べる規模ではありません。工場

がなければその製品を販売する、それに付随する サービスを行う会社も生まれてき

ません。 

 

この理由には道路整備、電力供給状況、上水道整備、電話線架線などのインフラが

極めて整備されていないということが大きな理由の一つであるのは間違いないでしょ

う。この結果膨大な数の労働人口を非固定収入職業または半失業状態においている

ことになります。町にあふれるバイクタクシーの群れ、日中から薄ぐらい VCD喫茶に



集まって画質の悪いビデオに見入っている青年男子の多いこと、ある種のサービス

業につく若年女性の数が多いこと、などがそれを如実に物語っていますね。 

タイとの国境すぐ内側に建っているカジノホテル 

さらに国境の町 Poipetでは、ストリートチルドレンらの物乞いとあくどい小遣い稼ぎ者

があちこちに徘徊しています、ポン引きもいる、ひったくり泥もいるでしょう。各地へ行

くピックアップトラックの客引きがうるさく、ひっきりなしにタイ側から物が運ばれてくると

いう混乱の町です。Poipetの町で目にしたこの姿は、4年前より悪化しているとの感

想を持ちました。なにせ 4年前にはなかった大きなカジノホテルが数軒もカンボジア側

国境を数十メートル入った だけの地点に建っているのです。 

4年前にはすでに売春の宿で知られていたこの町に、今では加えてカジノの町にもな

ってしまったのです。もちろん主たる客は タイ人であり、タイに遊びに来た外国人でし

ょう。1日の稼ぎ数米ドルの貧しいカンボジア人労働者の群れの中に、1晩数百から

数千米ドルもの金を賭けてカジノで遊ぶであろう外国人がたくさん出入りしておれば

その町がどうなるかです、Poipetはその典型的な町です。 

 

さらに、Poipet に次いで外国人に門戸を開いたタイとの国境地区、こちらはまだ相当

静かですが、にもこの数年カジノホテルが建ちました。このカジノホテルもカンボジア

側の 出入国検査建物から至近距離にあります( Intraasia は外から見ただけです）。

タイ人ならパスポートなしでカジノに遊びに行けるのです。訪問者が金を使い地元人

に 雇用機会を提供するカジノホテル自体が悪いとはいいませんが、それに付随する、

それがもたらす出来事が、ある層に属する貧しいカンボジア人の心を病ませて いく

のではないかと思います。しかし国家の論理はそんな倫理を無視するのが常です。

公式にはカジノのような賭け事が禁止されているタイからタイ人を主体と した客をど

んどん呼び込もうというのが、もちろんその狙いでしょう。カジノの水揚げの一定割合

は当然国庫に入りますからね。 

カジノホテルにはマレーシア資本もある 

カジノといえばこれがたいへんマレーシアに関係あるのです。それはカンボジア第二

の都市シアヌークビルには、マレーシア企業が建てて運営しているカジノホテルがあ

るからです。シアヌークビルには 3つのカジノホテルがあるようですが、その内マレー

シア資本のものは 1軒なのか 2軒なのか、残念ながらわかりませ ん。数年前そのカ

ジノホテル運営に関わるマレーシア人数人が、現地のカンボジア人に襲われて何日

か連れ去られた事件が、マレーシアの新聞で報道されまし た。被害者の身体に被害



はなかったようですが、内部の揉めごとからなのか、単なる金目当ての犯行だったの

かなどのいきさつとこの事件の結末はほとんど覚えていません。はっきりしているの

は、同じ東南アジア人だから犯罪に撒き込まれにくいなんてことはありえないというこ

とです。 

ゲンティングループのバス会社が中距離バス網を運行 

シアヌークビルにはもう一つマレーシアの姿があります。それはプノンペンとの間を結

ぶバス会社の 3社中の 1社が Ho Wah Genting Bus会社なのです。Ho Wah 

Genting？ そうゲンティンハイランドでマレーシア唯一且つ巨大なカジノを運営してい

る例の Genting（雲頂）グループに属する社なのです。 Gentingグループの中心会社

が Ho Wah Gening Berhad であり、マレーシア株式市場の有名な上場会社です。Ho 

Wah Genting Bus はその Ho Wah Gening Berhadがカンボジアに設立し運営ししてい

る会社でしょうが、親会社が何パーセント所有しているかは知りません。バスの車体

のロゴは Gentingグ ループのロゴと同一であり、その車体カラーはクアラルンプール

とゲンティンハイランド麓間を運行している乗り合いバスの以前のカラーとほぼ同じな

ので、そ ういうことに通じている私にはすぐわかり、多少の感慨を感じました。といっ

てもカンボジア人にはそんな感慨は全くわかないでしょうし、ましてシアヌークビ ルの

町でよく見かける白人旅行者はまったく知らないことですね。 

 

この Ho Wah Genting Busに乗って、 Intraasia はシアヌークビルからプノンペンに向

かいましたが、予定通りの 4時間で終点に着いたことがいささか意外でした。もっ と

遅れると思っていたのです。しかし非常にスムーズな運行であり、それは多分にカン

ボジア国内道路網で例外的に良い道路と言われる国道 4号線のおかげで あったこ

とでしょう。バス車両はカンボジア道路交通に合わせて左ハンドル車ですが、シートの

配置や色合いから推察して車両そのものはマレーシアの中古車でないかとの印象を

持ちました。 

注：自動車右通行の国カンボジアの各地では、日本や韓国やタイから入れた

中古車が右ハンドルのままたくさん走行している。このためただでさえ道が悪

いのに、無理な追い越しの危険性はよけいに高い。 

 

プノンペンの中心市場至近距離にある Ho Wah Genting Busの発着場は狭くてごちゃ

ごちゃしていながらも、、カンボジア水準からいけばわかりやすく表示されており、この

発着所から同バスは他 にも中近距離の 3ルートを運行しています。つまり Ho Wah 

Genting Busはカンボジア有数の整備された乗り合い中近距離バス会社だといえる



でしょう。もっともカンボジアに乗り合い中近距離バス会社のその ものがごく数少な

いですから、複数路線を持つバス会社としては多分唯一でしょう。 

 

マレーシア人社員がいたら一言言葉を交わそうと、Ho Wah Genting Busのシアヌー

クビルの営業所でカンボジア人従業員に、マレーシア人が働いているかと聞いたので

すが、よく知らないがプノンペンにはいるかもしれないとの返事だったので、プノンペン

のそのバス発着所の事務所に期待したのですが、その日はたまたま日曜日、たとえ

いても休みだろうと探すのは 止めました。 

大通りの目立つ場所に構えるマレーシア航空のオフィス 

プノンペンに到着した後、そのバス発着場のある中 央市場からほど近くを走っている

プノンペン有数の大通りMonivong通りを、その日泊まるホテルを探そうと歩き出すと、

そのMonivong通りに面 したまあそれなりに立派なビルの 1階がマレーシア航空の営

業所ではありませんか。大きな宣伝文字でマレーシア航空と書かれ、ロゴも描かれて

いる、ここにも マレーシアの姿を見つけたのです。カンボジアに直行便を持っている

国のナショナル航空は極めて少ない中で、マレーシア航空は以前からフライトを運行

してい ます。（飛行機でひょいっと飛んでその国の都市に降り立つというのは面白み

がないので、私は好みませんが） 

余談：バスである町に着きそこから泊まるホテルを歩いて探すスタイルは、 

Intraasia が 25年以上世界の至る所で常に行ってきたことで、別にカンボジア

に 限りません。地図ぐらいは手元にある場合もあるし、何もなく感覚で歩き回

る場合もある。カンボジアでの宿泊予算は 1泊 10米ドルまでと決めていまし

た。 

 

タイ湾沿岸を航行するスピードボートはマレーシア製中古 

このマレーシアの姿、特に交通機関における姿は、今回 Intraasia がカンボジア入国

した国境の町 Koh Kong とシアヌークビラを運行するスピードボート便に最初の姿を

見つけました。そのスピードボートは、まず間違いないと思いますが、サラワク州の奥

地から沿岸部 に流れ出す河を航行しているボートのお古なのです。とうもろこし形の

ボートの姿はそれにそっくりであり、且つ座席のヘッド部分のビニールカバーの広告

文字 にサラワク、Sibuの文字が書かれていました。さらに船内に書かれた 1、2の文

字列からもこう判断できました。約 150人乗りの冷房ボートは、この地で 再利用され



ているわけで、荷物を船体屋根に山積みして、カンボジアのタイ湾に面した沿岸を航

行しているのです。尚このボート航行は（外国人は）運賃 15米 ドルで約4時間かかる。 

 

Koh Kong とは、タイ最西南端にあり且つタイ湾に面した小さな村から陸路歩いてカン

ボジア入国し、そこからバイクタクシーで 10分ほど走った地方の唯一の町 です。タイ

バーツ経済化された僻地の町で、マレーシア製の古ボートを見つけそれに乗ったの

は、知らない土地でぱったりと旧友に出会った気分になったもので す。ところで国境

検問所からこの Koh Kongの町に入る手前の大きな河に、まっさらの立派な橋が架け

られています。回りの環境に似つかないほどの立派さです。渡り終ったバイクタクシー

の荷台 から標識を見ると、2002年 4月竣工、日本カンボジア友好による橋と記され

ているのではありませんか、これにも多少の感慨を覚えたものです。 

余談：この Koh Kongへ入るルートは Intraasia には因縁のルートで、4年前 

Intraasia が訪れた時、現在はタイ人だけに許されているがあと 10数日で一般

外国人向けにも開通するとの通知が出ている、とタイ側の国境検問官が教え

てくれました。珍しい入国ルートを狙っていた私は、とてもそんなには待てない

ので、外国人初の入カンボジアの機会を逃す無念さを抱えながらその地を去

ったのです。今ではタイからカンボジア入国できる2地点の一つとして、旅行者

は少ないながらも白人バックパッカー らが利用しています。 

 

交通機関、カジノホテル、それ以外にどんなマレーシアの姿があるだろうか 

こうしてスピードボート、中距離バス、さらにマレーシア航空と、3種の乗り物にマレー

シアの姿を見つけたのです。さらに上記で紹介したシアヌークビルのカ ジノホテルが

あります。マレーシアに関してはそれ以外には何があるのでしょうか？尚未確認です

が、マレーシアの木材木企業がカンボジアで伐採所業を行って いるそうです。 

 

それは思いがけない発見でした、カンボジア地元発行の華語新聞の一つが”カンボジ

ア星洲日報 ”という名の新聞だったのです。この新聞名は、マレーシア No１の華語

紙”星洲日報”の資本が入っている新聞に間違いありません。そこで Intraasia は店

頭でそれを見てすぐ買い求めたのです。 

この新聞のことに触れるにはまずカンボジアにおける華人社会に触れなければなり

ません、後編はそこから始めます。 

追記：2014年の現在のカンボジアとは異なっている点があることは言うまでもありません 

Intraasia
ハイライト表示


