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ードで談笑する二人の姿は︑アジア通貨危

ルで会談し︑握手を交わした︒和やかなム

ージ・ソロス氏がクアラルンプールのホテ

マハティール前首相と著名な投機家のジョ

二○○六年一二月一五日︑マレーシアの

ハティールの主張はまともには相手にされ

笑﹂であった︒為替取引の規制を求めるマ

よびメディアの反応は︑一言で言えば﹁冷

ったマハティールに対する金融・経済界お

取引の問題点を半ば感情的に提起してまわ

一九九七年秋から冬にかけて︑国際金融

った︒マレーシアの場合︑通貨危機は周辺

はなく︑ＩＭＦに融資を求める必要はなか

危機後もマレーシアは外貨不足に陥ること

につながる可能性は低かった︒実際︑通貨

短期資金の流出が危機的な外貨準備の減少

した長期資本で経常収支赤字を補っており︑

り︑マレーシアの場合︑直接投資を中心と

│マハティールの孤独な闘い

機当時を知るものにとっては﹁奇異﹂とも

ず︑高度な国際金融システムを理解しない

国からの﹁伝染﹂によって生じたものであ

マレーシア

いえる光景であった︒通貨危機のまっただ

一途上国の独裁的な老政治家が︑自らの保

熊谷 聡

中の一九九七年秋のＩＭＦ・世銀総会で︑

り︑マハティールにとって︑それを自国の

ルが海外の会議に出席し︑そこで為替投機

これに対し︑アンワールは﹁市場﹂から

身のために経済運営の失敗の責任を投機家

を批判し︑取引の規制を示唆するたびに︑

の信任回復を最優先にし︑ＩＭＦが韓国︑

マハティールがソロスをアジア通貨危機の
︶
︒通貨投機は不必要︑非生産的かつ不
ron
道徳﹂と名指しで批判すれば︑ソロスも

それに反応してマレーシアの通貨・株価が

経済運営の誤りと非難されるのは我慢のな

﹁
︵マハティールは︶彼の自国にとって害

下落するという展開がつづいた︒こうした

タイ︑インドネシアで実施していた財政・

に転嫁している︑というのが当時の一般的

悪︵ menace
︶
︒相手にする必要なし﹂と応
じた︒二人の対立は人種・宗教的背景︵マ

マハティールによる﹁口害﹂を︑当時の副

金融の引き締め策を自主的に採用した︒こ

らないことであった︒

ハティール＝イスラム教徒︑ソロス＝ユダ

首相兼蔵相で︑ＩＭＦに近い立場をとって

の方針自体は︑当時の状況を考えればやむ

な雰囲気であったように思う︒マハティー

ヤ人︶も手伝って︑アジア通貨危機を象徴

いたアンワール・イブラヒムが打ち消して

を得ないものだったと言える︒一九九七年

黒幕と決めつけ︑
﹁
︵ソロスは︶
馬鹿者︵ mo-

する﹁途上国政府﹂対﹁国際金融界﹂の代

回る︑というのが一九九七年中の典型的な

秋の段階ではマレーシアの経済状況は依然

●バーチュアルＩＭＦ政策の失敗

理戦争の様相を呈していた︒それだけに︑

パターンであった︒

として正常であり︑為替の下落は﹁信任﹂
収支赤字の補填を海外の短期資本に依存し

﹁バーチュアルＩＭＦ﹂政策にもかかわら

しかし現実には︑アンワールが主導した

の問題と見られていた︒
ていたタイ︑韓国︑インドネシアとは異な

たことには︑彼なりの根拠があった︒経常

マハティールが頑なに自説を主張し続け

二人の﹁和解﹂はアジア通貨危機が過去の
ものとなったことを実感させる出来事であ
った︒

●マハティールの屈辱
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八年第１四半期には前年同期比マイナス二

・七％と高成長を維持したものの︑一九九

結局︑一九九七年の経済成長率は通年で七

ず︑通貨・株価の下落は止まらなかった︒

導入が可能になる︒これによって国内外の

なり︑短期資本取引規制と固定為替レート

ギとの取引を完全に管理することが可能に

よって︑マレーシア中銀が外国通貨とリン

目指したものである︒リンギの非国際化に

導入を﹁Ｐｌａｎ Ｂ﹂と名付けて提唱し

ン﹄
︵ Fortune
︶誌で︑通貨危機に見舞われ
たアジア諸国の緊急避難策として為替管理

八年八月末に発売になった﹃フォーチュ

なっていた︒特に︑クルーグマンは一九九

ット上でマハティールへの公開書簡を発表

・八％となり︑以後︑四半期毎にマイナス

し︑①規制の細則では日常のビジネスを妨

ていた︒そのクルーグマンも︑直後にマハ

マハティールの通貨危機の回顧録︵参考

げないようにすること︑②為替管理は緊急

金融市場は切り離され︑為替レートを保っ

文献①︶からは︑当初は政府・中銀内部で

避難措置と考え︑最長三年以内に解除する

六・八％︑マイナス八・六％と悪化の一途

ＩＭＦ型の財政・金融引き締め策が実体経

も為替管理に対する反対意見が多数を占め

ティールが自身の主張とほぼ同様の措置を

済に悪影響を与えはじめた︒輸出関連産業

ていたことが分かる︒国際金融界からマレ

たまま︑国内の金融政策を自由に実施する

の生産指数が前年同期比マイナス一○％前

こと︑③リンギ・レートを割高ではなく割

を辿った︒当初は﹁信任﹂の問題であった

後で下げ止まる一方︑内需関連産業の生産

ーシアが締め出しを食らうのでは︑という

安に設定すること︑④金融改革を加速させ

導入したことに驚いたようで︑インターネ

指数の落ち込みは︑同マイナス二五％にま

懸念や︑海外からの借入金利の急激な上昇︑

ること︑というアドバイスを送っている︒

ことができるのである︒

で達した︒アンワールが主導した﹁バーチ

長期・短期の資本逃避の恐れなどが提起さ

はずの通貨危機が長期化するにしたがって︑

ュアルＩＭＦ﹂政策は︑結果的に失敗に終

れたようだ︒また︑為替管理制度導入の前

替レートの防衛と金融緩和・景気刺激を両

通貨安を招くことになる︒どうすれば︑為

下げや財政支出の拡大を行えば︑さらなる

取り戻すようになる︒しかし︑金利の引き

張するマハティールが経済政策の主導権を

明らかになると︑金融緩和・景気刺激を主

た︒一九九八年に入ってその失敗が徐々に

他の国々でも様々な問題を引き起こしてい

以前ほど一方的なものではなかった︒一九

反応は依然として批判的ではあったものの︑

こうした一連の措置への業界・メディアの

とする固定為替制度の導入が発表された︒

規制が︑翌日には一リンギ＝三・八○ドル

金の海外持ち出しを禁止する短期資本取引

とである︒同日には投資期間一年以下の資

導入を断行した︒一九九八年九月一日のこ

それでもマハティールは為替管理制度の

中銀内部で反対が根強かったことが分かる︒

であることが明らかになった︒アンワール

治生命を絶つことを目指した徹底的なもの

統一を図るためのものではなく︑同氏の政

ールの排除は経済政策に対する閣内の意思

スキャンダルが報道されるに至り︑アンワ

ＮＯ︶からも追放され︑同氏の﹁同性愛﹂

ワールが与党・統一マレー国民組織︵ＵＭ

相と蔵相を突然解任された︒翌三日にアン

アンワールはマハティールによって︑副首

八年九月二日︑ＩＭＦ路線を推進していた

為替管理制度が導入された直後の一九九

●政争で見せたマハティールの
「力」

わったのである︒

日には︑当時のマレーシア中銀総裁・副総

立できるのか︒マハティールが出した答え

九八年の半ばになると︑Ｊ・バグワティや

は民衆を巻き込んだ反マハティール運動を

裁が辞任しており︑最後の最後まで政府・

は︑為替管理制度の導入であった︒

Ｐ・クルーグマンなどの著名な学者が自由

展開し︑九月二○日夕刻には首都クアラル

●「Ｐｌａｎ Ｂ」への移行

この措置はリンギの取引をマレーシア国

な資本取引に対する疑問を提示するように

ＩＭＦ型の政策はマレーシアのみならず︑

内に限定する︑いわばリンギの非国際化を
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導入当初から︑産業界からはむしろそれを

出を分散させ︑二○○一年五月二日までに

故主義﹂を否定するのではなく︑逆に︑誰

完全に撤廃することに成功した︒固定為替

ンプールで︑マハティールの退陣を求める

その後︑アンワール逮捕の罪状は彼の

制度の撤廃についても︑その手際は見事な

歓迎する声が多く聞かれ︑日常業務の妨げ

﹁同性愛行為﹂
︵イスラム国では犯罪︶で

ものであった︒すでに退任していたマハテ

になっているという意見は皆無であった︒

政治的安定を売り物にしてきたマレーシア

あると発表され︑また︑その行為への警察

ィールが二○○五年初頭に﹁固定為替制度

もが﹁縁故主義﹂の受益者であることを示

でこのような事態が起きたことは︑内外に

当局の捜査を妨害した﹁汚職﹂の罪が加わ

を見直すべき﹂と発言していたのに対し︑

したのである︒結局︑アンワールやザヒド

大きな衝撃を与えた︒

った︒当初から︑この逮捕は恣意的・政治

マレーシア中銀のゼティ総裁は︑リンギの

四万人規模の集会が開かれた︒集会に参加

マレーシアでは︑国民戦線と呼ばれる連

的なものであるとして世界中から批判され

した群衆の一部は首相公邸に向かい︑機動

合与党の中で突出した力を持つＵＭＮＯの

ており︑実際︑二○○四年にアンワールは

短期資本規制については︑マレーシア中

総裁が首相に就任するのが通例である︒こ

水準は固定為替制度を見直す必要があるほ

が主張していた﹁改革﹂への支持は広がら

のＵＭＮＯ総裁の座をめぐる党内政治がマ

前者の罪では無罪となっている︒逮捕の真

ど実勢からは乖離していないと繰り返し︑

隊と衝突した︒同日夜︑集会を主催したア

レーシアにおける権力闘争の中心である︒

相については依然明らかではないが︑両者

固定為替の撤廃の時期については沈黙を守

銀は段階的に送金規制を原則禁止から送金

党総裁選挙を翌年に控えた一九九八年六月

の政争の最終局面と見るのが自然であろう︒

った︒二○○五年七月二一日︑世界の注目

ず︑両者の政争は︑事実上この時に決着し

の党大会で︑アンワールの側近であるＵＭ

その強権的な手法については批判されてし

が中国・人民元の管理フロート制移行に集

ンワールの自宅に警察の特殊部隊が突入し︑

ＮＯ青年部長ザヒドが︑
﹁身びいき︑談合︑

かるべきであるが︑マハティールはアンワ

まる陰で︑マレーシアも七年近く続いた固

課税へ切り替えることなどにより資金の流

縁故主義﹂と題した︑暗にマハティールを

ールとの政争に勝利したことで︑自らの意

定為替制度を廃止し︑通貨バスケットに対

たと言える︒

批判する演説を行ったことで︑両者の対立

思で退任する二○○三年まで﹁五年間﹂と

同氏は国内治安維持法違反で逮捕された︒

は決定的になっていた︒党大会直前に隣国

するペッグへと移行した︒これにより︑本

ショア取引の規制︵リンギの非国際化︶の

稿執筆時点で残されたのは︑リンギのオフ

いう時間を手にしたのである︒

●マレーシア経済のその後

インドネシアのスハルト大統領が縁故主義
批判によって退陣に追い込まれたのを見て︑
アンワールはこの党大会を︑形勢を逆転す

の特別割当によって誰が利益を得たのかを

に出た︒数々の民営化プロジェクトや株式

マハティールはこれに対してすぐに反撃

でも︑迅速な不良債権処理については特に

マレーシア政府が実施した経済再建策の中

な回復を確認するのに十分な時間であった︒

ーシア経済に必要な施策を行い︑その順調

策﹂と﹁政略﹂の双方を駆使して難局を打

アジア通貨危機は︑マハティールが﹁政

みとなった︒

示した膨大なリストを実名で公開したので

評価が高い︒不良債権の買い取り︑銀行へ

破した︑彼のキャリアのクライマックスと

マハティールが手にした五年間は︑マレ

ある︒そのリストには︑縁故主義批判を行

の資本注入︑企業再建への調整などを体系

も言える出来事であった︒賛否両論あった

る好機と読んだのかもしれない︒

った当人であるザヒド本人やアンワールの

的に実施した︒為替管理自体についても︑

●マハティールは何を守ろうとし
たのか

親類の名前もあった︒マハティールは﹁縁
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を見落としている︒第一に︑他の国では通

し︑この種の議論は重要な二つのポイント

たとは言えない﹂とする議論がある︒しか

レーシアのとった政策が必ずしも優れてい

後景気回復を果たしたことをもって︑
﹁マ

定着している︒

現在ではほぼ﹁成功﹂であったとの評価が

為替管理制度と一連の経済政策への評価も︑

これが︑いわゆる﹁ブミプトラ政策﹂であ

化された状況を再編することを目指した︒

人種＝居住地＝職業＝所得が固定化・二分

＝都市在住＝商工業従事＝高所得という︑

ー人＝農村在住＝農業従事＝低所得︑華人

一年より新経済政策︵ New Economic Policy
︶
を開始し︑様々な優遇措置のもとで︑マレ

三事件を受けて︑マレーシア政府は一九七

した民族間の経済格差を背景とした五・一

に置かれているという状況があった︒こう

系住民が華人系住民に対して経済的に劣位

めつけることはできないだろう︒

を見れば︑マハティールの危惧を杞憂と決

とで政治的混乱が収まらないイラクの現状

らも明らかである︒
﹁民主化﹂の標語のも

ると考えていたことは︑彼自身の回顧録か

ではブミプトラ政策とその成果が脅かされ

政権﹂の経済政策については知るよしもな

とを恐れたためである︒
﹁幻のアンワール

常にデリケートなシステムが破壊されるこ

ーシアが築いてきた多民族共存のための非

は不良債権処理の過程で外資による買収が

ブミプトラ︵マレー人を主とした先住民︶

ミプトラ政策は一定の成果を収めていた︒

通貨危機直前の一九九六年の時点で︑ブ

とも言える国民車メーカー・プロトンは身

り角を迎えている︒ブミプトラ政策の象徴

ーバリゼーションの広がりの中で再び曲が

ながらも死守したブミプトラ政策は︑グロ

その後︑マハティールが世界を敵に回し

大規模に行われたのに対し︑マレーシアで

の資本保有比率は一九七○年の二・四％か

売りの危機に瀕し︑アブドゥラー新政権の

短期的には落ち込みはあったにせよ︑その

一方で︑ＩＭＦの支援を受け入れた国も︑

貨危機によって政権が倒れたケースがある
る︒

いが︑マハティールがＩＭＦの関与のもと

のに対し︑マレーシアではマハティール政

は国内資本が不良債権処理を主導し︑外資

ら一九九五年には二○％を超え︑自動車︑

権が存続した点である︒第二に︑他の国で

が果たした役割は最小限に止まった点であ

結局︑マハティールはマレーシアを国家

もとでは︑企業家を重視したマハティール

的危機から救ったのか︑それとも一時的な

航空︑銀行︑建設など︑多くの分野でブミ

マハティール自身は︑このブミプトラ政

る︒つまり︑為替管理制度は︑直接的には

策を自ら策定したわけでも︑無条件に支持

時代とは違った︑国営企業中心のブミプト

しかしこれを︑為替管理制度の導入はマ

混乱を恐れるあまり﹁改革﹂を遅らせたに

プトラ企業家が重要な地位を占めるように

ハティール自身の権力を守るためだったと

していたわけでもない︒退任間際には︑マ

過ぎなかったのか︒その是非は後世の判断

マハティール政権と国内資本を守ったので

か︑あるいは彼のクローニーである企業家

ハティールは︑
﹁松葉杖︵ブミプトラ政策︶

にゆだねるしかない︒

ラ企業育成が行われている︒

たちを守るためだったと矮小化することは

で歩いている限り︑永久に一人で歩けるよ

なっていた︒

できない︒マハティールが守ろうとしたの

うにはならない﹂とマレー人に対する批判

ある︒

は︑マレーシアという国の存立基盤そのも

を繰り返している︒
プールでマレー系住民と華人系住民が衝突

一九六九年五月一三日︑首都クアラルン

冒して為替管理制度を導入したのは︑
﹁経

ールが経済的にも政治的にも高いリスクを

それでもなお︑通貨危機の際にマハティ
①
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