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マレーシアにおける日本人の高齢退職者の移住
─ キャメロンハイランドにおけるロングステイを中心に ─
橋詰直道*
Elderly Japanese Retirement Migration in Malaysia:
A Case of Long-term Stay in Cameron Highlands
HASHIZUME Naomichi

本研究は，日本人退職移住先として最も人気のあるマレーシアにおける高齢退職者の定住及び長期滞在
者（ロングステイヤー）の近年の移住動向について把握すると同時に，特にマレーシア国内でも長期滞在
先として人気のある高原リゾート地のキャメロンハイランドにおけるロングステイヤーの意識と余暇行動
の実態を明らかにしようとしたものである。退職移住者の動向についてはマレーシア国内 4 都市の日本人
会での聞き取り調査を，キャメロンハイランドでのロングステイヤーに対してはアンケート調査を実施し
た。その結果近年，マレーシアへの退職移住者は日本国内の社会経済的変化や高齢化の進展に伴い，ロン
グステイを含めて次第にその数を減らしていこと。退職後キャメロンハイランドで長期間余暇を過ごすロ
ングステイヤーの多くは海外赴任経験のある富裕層を中心とする高齢者が多いという点は以前と変わりな
いが，キャメロン会会員の高齢化に伴い会員数は徐々に減少していることなどが明らかになった。ロング
ステイを満喫しているシニア層にとっては，キャメロンハイランドは確かに「楽園」であるが，特に若
い世代にとっては，買い物も不便で余暇活動も制限されることなどから「高原の孤島」と映るかも知れ
ない。
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Ϩ㸬はじめに
近年，団塊の世代を含めた高齢退職者の居住地移動が注目を集めるようになった。これまで団塊の世
代を中心とした高齢退職者の中には郊外の一戸建て住宅地から，郷里への UJ ターンや I ターンによる田
舎暮らし，あるいは都心マンションや超郊外別荘型住宅地へと居住地移動するなど人生の最終ステージ
の選択肢が多様化してきている。その意味では，退職後に高齢者が第二の人生をどこでどう過ごすか，
という問題は大いに地理学的課題と言えよう。この課題は，高齢化が進むイギリスにおいて早くから取
り組まれてきた（King et al., 2000）し，日本でも田原（2007）などによって退職移動に関する研究が行わ
れてきた。
筆者は，退職者が余生を過ごす場所として，超郊外別荘型住宅地を選択し移住したが，そこは高齢退
職者にとって快適なスローライフを満喫できる環境ではあるものの，車がなければ生活に不便な場所で
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あることから，別荘型住宅地が真の意味で「終の棲家」となるためには，高齢者医療や福祉など含めた
コミュニティづくりが重要な課題となることを指摘した（橋詰・稲田，2016；橋詰，2017）。
一方，こうした国内の超郊外別荘型住宅地に居を求めず，退職後も年金で国内とほぼ同じ生活環境が
担保される海外のリゾート地などで趣味を生かした老後の生活を楽しむというシニア層の存在が久保・
石川（2004）によって報告された。その後，こうした高齢退職者の東南アジアへの海外移住が盛んに
なったことを受けて，その実態が調査されるようになった。例えば，河原（2010）や中川（2017）はタ
イのチェンマイでの研究，小野（2007；2013；2019），Ono（2008；2010）などによるマレーシアでの研
究などがそれである。
こうした海外への退職移住というライフスタイルの定着は，ロングステイ財団によるロングステイセ
ミナーや各種イベントの開催などが大きく貢献したと言える。海外ロングステイ推計人口を年代別に見
ると，現役世代である 40〜50 歳代での伸びが注目されるだけでなく，50 歳代は 5 年連続で増加し，70
歳代以上についても団塊世代が 2019 年に 70 歳代になることと関係して増加するなど，ロングステイ
ツーリズムの市場は安定したマーケットである（ロングステイ財団 2018）との指摘もある。
このロングステイが，日本人退職移住者にとっての第二の人生を楽しむひとつの余暇消費形態として
特に，マレーシア Malaysia において顕著にみられることは，先にあげた研究例などで既に知られてい
る。中でも Ono（2010），小野（2019）は，日本人の国際退職移動について，マレーシアのキャメロン
ハイランド Cameron highlands のロングステイヤーに対して 2006 年から 2008 年にインタビュー調査を行
い，その生活実態を明らかにしている。当時は最もキャメロンハイランドでロングステイが人気とな
り，キャメロン会という日本人会の会員数が 1,200 人を超えた時期でもあった。しかし，2008 年のリー
マンショック後の日本国内での社会経済の構造的変化や急速な高齢化の進行などによって，その後のロ
ングステイに変化が生じている可能性がある。さらに，こうした変化はキャメロンハイランドだけでは
なく，ロングステイヤーに人気のあるマレーシアの他の都市においても確認できるかどうかを検証して
おく必要があると考える。
以上のことから，小野の現地調査から 10 年が経過した 2017 年と 2018 年の夏 8 月に，マレーシアにお
けるリーマンショック後の日本人高齢退職者によるロングステイの変化とロングステイヤーの意識と余
暇行動の実態を明らかにすることを目的に，クアラルンプール Kuala Lumpur やペナン Penang，イポー
Ipoh の日本人会事務局で聞き取り調査を行うと同時に，キャメロンハイランドに滞在するロングステイ
ヤーに対してアンケート調査を行った。
なお，ここでいう日本人退職移住者とは，マレーシアの長期滞在ビザ Malaysia My Second Home
Programme（MM2H）を利用した定住者と日本に生活の中心を置きながら，1 年に 1 ，2 回無査証で滞在
可能な範囲で長期滞在を楽しむロングステイヤーの両方を指し，そうした長期滞在のための定住移動を
広い意味での移住とする。よって，マレーシアの MM2H を利用した移住も，ロングステイもその移動
目的としては「終の棲家」を求めての移住ではないが，退職後の新天地へのアメニティ移動のひとつで
あり，マルチ居住ツーリズムの一形態として位置づけられる。その意味では，日本国内の季節移動によ
る別荘地暮らしとの類似点も多いが，国内での別荘地利用に比べて，高齢退職者が中心であること，滞
在期間が長いことや，日本人会などを介した滞在者間の交流が盛んであることなど，現地での過ごし方
に違いがある点に特徴がある。
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ϩ．研究方法と研究対象地域
１．研究方法
本研究ではまず，マレーシアにおける高齢退職者の長期滞在定住移動（以下，移住）の近年の動向を
把握するために 2017 年と 2018 年の 8 月に，クアラルンプール日本人会とキャメロンハイランドでロン
グステイを楽しむ日本人の親睦会であるキャメロン会 Cameron Longstay Cluc, Japan（以下，CLC）で，
2018 年 8 月に，イポー日本人会とペナン日本人会の事務局で資料収集と聞き取り調査を行った。この調
査では，各日本人会の概要，長期滞在ビザ Malaysia My Second Home Programme（MM2H）利用者を含
む会員数とその変化，さらに日本人集住地区についての情報収集を行った。
加えて，2018 年 8 月にはマレーシアの中でも 2000 年以降，特に高齢退職者に人気のあるマレー半島
中部の高原リゾート地であるキャメロンハイランドに長期滞在するロングステイヤーに対してキャメロ
ンハイランドの選好理由や滞在の動機，ロングステイの経験，滞在先，滞在期間，滞在中の過ごし方な
どについて，CLC の許可を得てアンケート調査を実施した。調査は，キャメロンハイランドのタナ・
ラタ Tanah Rata のへリテッジホテル Heritage Hotel において，CLC 会員にアンケート用紙を配布し，翌
日と翌々日に専用投函箱を設けて回収した。その結果，CLC 会員 25 人（うち 5 人は夫婦での回答と推
察されるため世帯としては 20）から回答を得た。なお，このアンケート回答者には MM2H 利用者は含
まれておらず，すべて査証なしのロングステイヤーであった。なお，MM2H を利用してタナ・ラタの
アパート（コンドミニアム）に定住する会員に対しては，別途キャメロンハイランドでの生活全般に関
する聞き取り調査を行った。
２．研究対象地域
日本からの退職移住者の動向を把握するための資料収集と聞き取り調査は，マレーシアの中でも退職
移住を志向する日本人にとって移住先として選好度が高く，かつ日本人会組織のある以下の 4 都市を対
象とした。それは，首都のクアラルンプール Kuala Lumpur，かつてマラッカ海峡の交易都市として栄
え，現在は海岸リゾート地でもあるペナン Penang，かつてスズ鉱石の採掘で発展した内陸のイポー
Ipoh，イギリス植民地時代に高原避暑地として開発されたキャメロンハイランド Cameron Highlands の
4 都市である。このうち，キャメロンハイランドの概要は，以下のとおりである。
キャメロンハイランドは，首都クアラルンプールの北 150 km，マレー半島中部パハン州の山岳地帯，
海抜 1,300 m〜1,500 m に位置する高原都市であるため，低緯度の熱帯雨林気候に属するマレーシアの中
にあって，年間を通して気温が 20℃前後（年平均最高気温 22℃，年平均最低気温 15℃）と常春の高原リ
ゾート地として名高い。ここは，1885 年にイギリスの測量技師，ウイリアム・キャメロン William Cameron
によって見出された場所で，以降この地域は避暑地キャメロンハイランドと呼ばれるようになった。今
日では，キャメロンハイランドはその気候条件を活かした高原野菜や花卉栽培の一大産地としても有名
で，特にキクは，東南アジア諸国だけでなく日本にも輸出されている。さらに，キャメロンハイランド
にはボー・ティ・プランテーションとキャメロンバレー・プランテーションの 2 大紅茶農園があり観光
のスポットとなっている（白坂，2009；白坂・韓，2016）。
その気候は，夏の軽井沢と似ていることろから「マレーシアの軽井沢」とも称せられ，松本清張の小
説「熱い絹」の舞台となったことで日本人に有名になった。現在では，北欧，日本，オーストラリアな
どから毎年約４万人ロングステイヤーが訪れる（キャメロン会 HP）。キャメロンハイランドには幹線道
路沿いにタナ・ラタ Tanah Rata，ブリンチャン Brinchang の 2 つの市街地があるが，今回聞き取り調査
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及びアンケート調査を行ったのは，中心地でもあるタナ・ラタである。ここには，ハイストリートにバ
スターミナルやレストラン，ホテルやリゾート用アパート（コンドミニアム）などが立地している。

Ϫ．マレーシアにおけるロングステイと日本人会
１．ロングステイと MM2H
財団法人ロングステイ財団は，海外でのロングステイ 1）について，①「永住」ではなく，日本への帰
国を前提とする比較的長期にわたる滞在で，②「居住施設」を保有または賃借し，③余暇を目的とし
て，④「旅」よりも「生活」を目指し，⑤生活資金の源泉は日本にあることと定義している（ロングス
テイ財団 2018）
。
ロングステイ財団が毎年行っているロングステイ希望先（国・地域）調査では，東南アジア諸国の人
気が高く，上位 10 か国中 6 か国・地域がアジア諸国（マレーシア，タイ，フィリピン，台湾，インドネ
シア，シンガポール）で，特にマレーシアは 14 年連続で 1 位である（2019 年ロングステイ財団）
。この
人気の背景には，Malaysia My Second Home Programme（MM2H）という長期滞在査証（ビザ）制度の存
在がある。これは，マレーシア政府が 2002 年より国策として推進している外国人向けの長期滞在ビザ
で，就労は認められないが，年齢制限がないこと，一度取得すれば 10 年間滞在が可能（延長も可能）
で，家族（配偶者と 21 歳未満の未婚の子供や 60 歳以上の両親）も同行可能であることなど他国のそれ
に比べて手厚い優遇制度に特徴がある（表 1 ）。
マレーシアにおいて 2002 年に MM2H を開始した当時，世界の MM2H 取得者は 826 件であったが，そ
の後順調に伸びて 2018 年までの累計取得者数は 41,800 人を超えた。国別取得件数では，2007 年までは
イギリスが，2010 年まではイランが最も多かった。2011 年と 2012 年には日本人申請件数が 423 件，816
件で世界一となったが，その後は中国の取得件数が上回っている。2018 年現在の MM2H 累計取得件数
は，中国の 12,800 件が最も多く，次いで日本の 4,778 件，第 3 位はバングラディッシュの 4,135 件，イギ
リスの 2,691 件，韓国の 2,379 件などの順である 2）。
稗田（2010）は，MM2H は，決して定年退職者だけをその参加対象にしているわけではないが，日本
人のほぼすべてのケースが退職後の海外移住にあてはまるとしている。このように，マレーシアが依然
として人気があるのは，MM2H 制度のほかに，住宅費，交通費，光熱費が安いだけでなく，住民税も

表１ 主要国の長期滞在者向け査証情報（2018 年 4 月現在）
国・地域

退職者 / ロングステイ / 年金等長期滞在査証

WH 制度

年齢制限

滞在期間

延長可否

マレーシア

無

10 年

可

無

タイ

50 歳以上

1年

可

無

オーストラリア

55 歳以上

4年

可

有

ニュージーランド

66 歳以上

2年

可

有

フィリピン

35 歳以上

無制限

−

無

インドネシア

35 歳以上

12 か月

可

無

台湾

55 歳以上

180 日

不可・再申請可

有

WH：ワーキングホリデイ

（「ロングステイ調査統計 2018」より作成）
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ないので，住みやすさを実感できるからである。その背景には，政府が補助金を出してガソリンや米な
ど生活必需物資の物価を低く抑えていることが関係している（石原，2011）。さらに MM2H を取得しな
くても 90 日以内の滞在ならビザが不要 3）であることから，ロングステイヤーにとって，気軽に長期滞
在できることも人気の背景にある。こうした理由から，マレーシアは日本の退職移住者にとって長期間
海外移住希望国の第 1 位となっている。もちろん，マレーシアが選ばれるのは生活費の安さだけでな
く，治安の良さ，温暖な気候，親日的であること，医療水準の高さ，英語で生活が可能，日本からの時
間距離や LCC の就航などが評価された結果であることは言うまでもない。
このことは，クアラルンプール日本人会が 2013 年に MM2H を取得して滞在している個人会員 136 人
を対象に行ったロングステイに関する意識調査結果からも裏付けられる 4）。これによると，MM2H 取得
者は 65 歳以上の高齢者が 51％（60 歳以上では 88％）で，その多くが夫婦で取得し滞在している。マ
レーシアを選んだ理由（複数回答）は，物価が安いが 80％と最も多く，次いで英語が通じる（73％），気
候が良い（69％），治安が良い（53％），日本人会がある（45％）
，医療施設が整っている（35％）などの
順で，そのほかに，ゴルフ天国，行き来が容易，親日的，花粉症からの逃れる，駐在経験があったなど
があげられた。さらに，7 割以上がクアラルンプールのロングステイに満足していると回答している
（クアラルンプール日本人会，2014）。ことからも，日本人高齢退職者にとってマレーシアが選ばれる理
由が理解できる。
２．マレーシアにおける日本人会
日本人会はマレーシア国内に大小含めて 13 組織あるが，法人登録しているのは，クアラルンプール
日本人会，ペナン日本人会，マラッカ Malacca（ムラカ）日本人会，ジョホール Johor Bahru 日本人会，
コタ・キタバル日本人会，イポー日本人会の 6 市の 6 団体で，キャメロンハイランドの CLC は任意団体
である。会員規模では，クアラルンプール日本人会が最大で，個人会員だけでも 1,852 人（2017 年 8 月
現在）
，次いで，ペナン日本人会 184 人（2018 年），ジョホールバル日本人会が大きく，これらの都市の
特徴としては日本人学校の存在をあげることができる 5）。キャメロンハイランドには現在 2 名の農業関
係就業ビザで滞在する日本人が 2 人いるが，いわゆる企業駐在邦人はおらず，すべてロングステイを楽
しむ退職移住者であるので日本人学校は必要とされない。
以下，クアラルンプール，ペナン，イポーの各日本人会の事務局での聞き取り調査とキャメロンハイ
ランドの CLC 役員などへの聞き取り調査の結果，明らかになった退職移住者の近年の動向について概
観する。
（1）クアラルンプール日本人会
クアラルンプール日本人会は，1963 年に会員相互の親睦・互助と日馬間の有効・親善に貢献する目
的で設立されたマレーシア最大の日本人組織で，日本人学校の運営や日本人墓地の維持管理も行ってお
り，2013 年には創立 50 周年を迎えた（クアラルンプール日本人会，2014）。
2017 年 7 月現在，法人会員 1,852 社，個人会員 1,852 人（うち MM2H 利用世帯は 333）で，法人会員数
は近年徐々に減少傾向にあるという。その背景には，企業現地法人の閉鎖や進出企業での従業員の現地
採用の増加などが関係している。MM2H 利用を除くクアラルンプール駐在員を中心とした個人会員
は，2013 年 3 月に 1,542 世帯だったものが 1917 年 3 月には 1,519 世帯と減少傾向にあり，近年，入会数
よりも退会数が上回っている。これは 2010 年以降，増加していた駐在員の増加が 2015 年以降一転，帰
国する駐在員が増えたためだと考えられる。
MM2H 利用世帯は，2013 年入会が 128 世帯，退会 53 世帯，2014 年は入会が 91 世帯，退会 53 世帯と
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増加傾向が続き，2015 年に 430 世帯でピークに達したが，その後退会数が上回り，会員数の漸減傾向が
続いている（図 1 ）。2017 年 7 月現在の MM2H 利用会員は 332 人で，うち男性が 284 人（約 86％），女性
が 48 人となっており，圧倒的に男性が多いことがわかる。男女別・年齢階級別に見ると，65 歳〜69 歳
までの男性が 99 人と最も多く，次いで 70 歳〜74 歳が 68 人，60 歳〜64 歳が 46 人などの順となってい
る。女性も 65 歳〜69 歳までが 15 人と最も多く，次いで 60 歳〜64 歳の 10 人で，70 歳以上は必ずしも多
くない。この時点での MM2H 利用会員の高齢化率は 58.7％となっており，近年入会者よりも退会者数
が上回っていることを考え合わせると，高齢化は今後も進展するものと思われる（図 2 ）。
クアラルンプール市内での日本人集住地区は，モントキアラ Mont Kiara，プトラジャヤ Putrajaya，タ
マンデサ Taman Desa，プタリンジャヤ Petaling Jaya，スバンジャヤ Subang Jaya などがあげられる。そ
の中でも例えば，タマンデサ地区などは庶民的な街で生活費も安く抑えられるため，質素な生活してい

法人会員数

る人もいるが，駐在日本人に最も人気があるのは，デベロッパーによって市内北西部の郊外に計画的に

図１ クアラルンプール日本人会会員数の推移（1981〜2017 年）
（クアラルンプール日本人会資料より作成）

（人）

図２ クアラルンプール日本人会 MM2H 取得滞在者の年齢構成（2017 年 3 月）
（クアラルンプール日本人会資料より作成）
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写真１ クアラルンプール・モントキアラの
高層コンドミニアムとショッピングモール

写真２ クアラルンプール・モントキアラの
ショッピングモール

2017 年 8 月 25 日撮影

2017 年 8 月 25 日撮影

開発されたモントキアラ地区である。ここは高層コンドミニアムが立ち並ぶ高級住宅地で，ショッピン
グモールやブランド店も多く，日本人が最も集住する地区である（写真 1 ，2）。ここにはクアラルン
プール進出企業の駐在員だけでなく MM2H を利用した定住者も多い 6）。また，クアラルンプール国際空
港と市街地の中間地域に副都心として整備が進められているプトラジャヤにもゴルフ場やショッピング
モールを併設したリゾートシティも建設されている。この一角のコンドミニアム（140 m2，3 ベッド
ルーム）を 1,480 万円（2009 年）で購入し定住する退職移住の日本人は，毎日ゴルフ三昧の日々を楽しん
でいるという（石原，2011）。
（2）ペナン日本人会
ペナン日本人会も会員相互の親睦と両国の相互理解，日本人学校の運営と日本人墓地の維持管理を目
的に 1978 年に設立された組織である。2017 年 7 月現在，法人会員は 98 社で，個人会員 423 名，家族会
員 461 名の計 884 名で，クアラルンプール日本人会に次いで規模は大きい。法人会員は，SONY や東レ
など大手製造業中心である。会員中の企業駐在員の平均年齢は 45 歳前後で，多くは家族で駐在してい
るため，子供は日本人学校に通学している。退職移住者は 65〜75 歳が最も多く，平均年齢は 71 歳前後
である。このうち MM2H 利用者は 7 ％前後約 30 人程度であるが，日本人会に加入していない退職移住
者も多いようだ。彼らも高齢化してきており，日本に帰国する人も次第に増えてきている。その反面，
40 歳代の比較的若い現役のリモートワークが可能な業種の経営者などが増えているという。また，最
近はビザなしのロングステイヤーが増えてきているようだが，詳細は不明である。
ロングステイヤーにとってペナンのいいところは，クアラルンプールと比べて，家賃は 1 割程度安
く，生活しやすく，海岸リゾート地で，ゴルフ場も 4 か所あることなどで，同じ年金ならペナンの方が
いい暮らしができるとされている。さらに，総合病院には日本語のできるカスタマーサービスが常駐し
ており，医療水準も高いことや，ペナンには日本への留学経験を持つ親日的な中華系市民が多いことも
あげられる。これは，日馬協会のほかに JAGA 留日協会，日本語協会，日本政府の財団の支所である海
外技術者研修協会（AOTS）などの団体が組織されていることが関係している。また，日本人会による
盆踊りやチャリティフェスティバルの開催などマレーシア人との交流活動も続けられている。
ペナン（島）市内での日本人集住地区は，中心地ジョージタウンの海岸沿いの市街地であるプラウチ
クス Pulau Tikus 地区であるが，近年，隣接するタンジュンブンガ Tanjung Bungah 地区まで拡大してい

― 7 ―

写真３ ペナン日本人会の建物

写真４ ペナンジョージタウン，ガーニーに
続く海岸線とコンドミニアム

英国統治時代の高級官僚住宅で築 150 年以上の建物で
世界遺産の一つに指定されている。
2018 年 8 月 21 日撮影

2018 年 8 月 21 日撮影

る。これらの集住地区の中でも，日本人学校のスクールバスが停車するコンドミニアム（10 棟）に多く
の日本人が居住しているという。こうしたコンドミニアムの居住者の多くは，家族で赴任している駐在
員が多い。MM2H を利用した退職移住者は，プラウチクス地区と北部のバドウフェンギ Batu Ferringhi
地区という海岸リゾート地のコンドミニアムに居住している。退職移住者は，自家用車を所有しておら
ず，日常の買い物にはバスを利用している。
市内中心部に近い高級住宅地ガーニーGurney 地区には日本食材の店があるが，ペナン大橋の南のク
ウィーズベイ・モールにはイオンモールが立地しており，日本の食材も豊富にそろっているため週末に
はレストランで食事や買い物をする日本人も多い。
（3）イポー日本人会
2018 年 7 月現在，イポー日本人会（前身はイポーゴルフ同好会）は，法人会員が 18 社（84 人），個人
会員は 33 世帯（100 人）である。2016 年 10 月現在でのペラ州全体での在留邦人登録者数は 528 人，イ
ポー市内では 376 人となっているので，非入会者が 192 人いることになり，日本人会入会者との乖離は
大きい。法人会員（企業駐在日本人）は全員が会員であるので，この 192 人は退職移住者と考えられる。
2006 年頃には林業関係などの企業を中心に合計 29 社前後が進出していたが，2018 年のリーマンショッ
ク以降，小規模な第 1 次産業関連企業を中心にインドネシアに移転し，代わって大手製造業が進出し
た。個人会員 33 世帯 100 人のうち，MM2H を利用した退職移住者は 6 世帯 11 人と推定される。そのほ
かの多くは，中華系マレーシア人と結婚してイポーに居住する日本人であるという。
日本人の多くは，市内北部郊外にデベロッパーによって開発されたリゾート地メルバレー・ゴルフリ
ゾート Meru Valley Golf Resorts に集住している。最近は，退職移住者であるロングステイヤーが増加
してきているようだが，彼らは日本人会には入会しないのでその数は把握されていない。メルバレー・
ゴルフリゾート内には 10 階建て高層コンドミニアムが 3 棟，中低層コンドミニアムのほかゴルフ場や
プールもあり，アメニティに富んだリゾート住宅地となっている。日本人の中には夫が中華系のマレー
シア人で 1 戸建て豪邸を所有する富裕層もいるが，MM2H 利用の退職移住者は不動産を購入せず，安価
な賃貸アパート（ 3 LDK で月約 5 ，6 万円＋ゴルフ会員付き）を利用しているという。このリゾート住宅
地は，入口ゲートの警備が厳重で住民パスがないと入場できない，いわゆるゲイテッドコミュニティで
ある。
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写真５ イポー市郊外メルバレー・ゴルフ
リゾートの入口ゲート

写真６ メルバレー・ゴルフリゾートの
高層コンドミニアム

2018 年 8 月 18 日撮影

2018 年 9 月 5 日 大野格氏撮影 提供

（4）キャメロン会（CLC）
熱帯や亜熱帯に属する地域には，いわゆるヒルステーション（hill stations）と呼ばれる山地集落（高
原保養地）が形成されている。その成立と発展は，いわゆるヨーロッパ列強による植民地政策のもとで
開発された植民地のリゾートである（白坂・韓 2016）。このヒルステーションを稲垣（2007）は，宗主
国が植民地の山地部に，標高にともなう気候条件の利用を目的として建設した都市空間としている 7）。
かつてイギリス人の避暑地として開発されたキャメロンハイランドは，日本人ばかりでなく世界各地
から観光客が避暑・避寒に訪れる高原リゾート地である。ここにはかつての宗主国であるイギリス風の
建物も残されているほか，ティー・プランテーション，イチゴ農園，ハチミツ園，野菜や花卉栽培農園
を巡る現地ツアーや，ジャングルトレッキングなども観光客に人気である。キャメロンハイランドには
第二次大戦前からの集落が，標高の低いバータムバレーBertam Valley（約 1,000 m）から最も標高の高い
キ ア・ フ ァ ー ム Kea Farm（ 約 1,600 m）の 間 に 計 8 か 所 あ り， そ の 中 で も タ ナ・ ラ タ Tanah Rata
（1,450 m）とブリンチャン Brinchang（1,540 m）は，高原リゾートの中心的存在である（白坂，2009；白
坂・韓，2016）8）。
CLC は，1993 年に大手商社 OB の久保田氏が病気回復のリハビリで訪れたキャメロンハイランドが気
に入ったが，当時は，キャメロンハイランドを訪れる日本人は皆無に近かったため，一人のロングステ
イは寂しいとローカル新聞やロングステイの機関紙で仲間を募ったことに始まる。その久保田氏を中心
に関東在住者でキャメロンハイランドを訪れるロングステイヤー160 人が参加して 2000 年 5 月，親睦・
互助団体としてキャメロン会 Cameron Longstay Club Japan（CLC）が設立された 9）。その後，久保田氏
が 2002 年に著書『月 15 万円年金で暮らせる海外リゾート―常春のマレーシアキャメロンハイランド―』
を出版したことや，メディアによる紹介，旅行会社によるパックツアーの販売などで広く知られるよう
になった（キャメロン会 HP, 2020）。
このように CLC は，この高原リゾートを楽しむロングステイヤーの親睦・互助団体であるという点
で，これまで見たマレーシア各都市の日本人会とは異なる。この点について，小野（2013，2019）は，
キャメロンハイランドにおけるロングステイツーリズムの社会的組織化は，観光産業ではなくロンステ
イのゲストである旅行者の互助組織としての CLC の果たした役割が大きいとしている 10）。CLC の会員
の多くは，キャメロンハイランドの中心地であるタナ・ラタのヘリテージ・ホテル Heritage Hotel とこ
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のホテルに隣接するグリーン・ヒル・リゾートのアパート（コンドミニアム）11）を利用している（図 3 ）。
CLC の会員数が最も多かったのは，リーマンショック直前の 2007 年前後で，1,200 人ほどの会員い
た。かつて，タナ・ラタは Little Tokyo と呼ばれたこともあったほど CLC 会員が多く滞在していたが，
リーマンショック以降会員数は次第に減少することになる。会員数は，2010 年には 743 人（413 世帯）と
なり，2015 は 417 人（235 世帯），2017 年には 326 人（184 世帯），そして 2019 年には 253 人（140 世帯）と
ピーク時の 1/3 にまで減少している（図 4 ）。CLC の資料から会員歴を会員世帯数でみると，2017 年時点

図３ キャメロンハイランド タナ・ラタのヘリテージホテルとリゾートアパート群
（キャメロン会会員のスケッチを基に作成）
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図４ キャメロン会の会員数の推移
（キャメロン会資料より作成）
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で会員歴 15 年以上が 16 世帯（全体の 8.7％），会員歴 10 年以上は 68 世帯（36.9％），会員歴 5 年以上は
110 世帯（59.8％）であるが，5 年未満の世帯は 61 世帯（33.1％）となり，相対的に 10 年以上の会員歴を
持つ世帯が占める割合が高いことが分かる。特に，2002 年時点で既に会員であった世帯のうち，16 世
帯が 2017 年時点でも継続して会員（継続率 26.7％）であることがそれを裏付けている。
2017 年前後にキャメロンハイランドを訪れたロングステイヤーは，夏（ 7 月〜 9 月）よりも冬（12 月
〜 2 月）に多く，その数は夏の 2 倍近くになるという。2017 年時点での冬のホテル滞在者は約 100 人で，
このうち約 90 人がタナ・ラタのヘリテージホテルに滞在，他はブリンチャンのホテルに滞在してい
る。アパート定住者を含むロングステイヤーは約 150 人で，そのうち約 130 人がタナ・ラタのアパート
に，ブリンチャンのアパートには約 20 人滞在しているという。このようにタナ・ラタにロングステイ
ヤーが集住するのは，ヘリテージホテルには CLC 会員専用の読書室や娯楽室があり，会員相互の情報
交換の拠点となっていることや，毎年 CLC の役員が同ホテルと協議して会員の割引滞在宿泊料金を決
めていること，会員には州営ゴルフ場の割引利用と，ホテルからゴルフ場まで無料送迎バスを利用でき
るなどのメリットがあるからである 12）。
2017 年現在，CLC 会員 326 人（184 世帯）の会員のうち，夏には毎年約 100 人，冬には約 250 人が滞在
しているが，関東からはおもに冬，関西からはおもに夏来る人が多いという。MM2H 利用者は 22 世帯
で，単身者もいるが通年で利用する移住者は少なく，日本とマレーシア間を避暑・避寒の季節移動する
ロングステイヤーが多いようだ。会員の男女比はほぼ同数で，年齢では 71〜77 歳が多く高齢化が進ん
でいる。会員数は 2007 年の人数に比べて 1 / 3 に減少したが，その要因はマレーシア側ではなく，日本
の社会・経済の変化によるところが大きい。それは，リーマンショックによる経済的損失や定年の延
長，さらに給付年金額の減少など年金制度に対する不安感が増したことなどに求められる。近年，入会
者よりも退会者が増えているのは会員自体の高齢化の進行という構造的問題も大きい。
もちろん，キャメロンハイランドという土地ならではの理由もある。このことについて，CLC 会員
のひとりは，「高原リゾートと言えども田舎で，バーも一軒しかないし，映画館もない。さらにショッ
ピングセンターもなく，都市的消費生活としての買い物を楽しむことができない。まとまった買い物
は，バスで 2 時間山を下りてイポーのイオンモールに買い物に出かける必要がある」。また，「常春のリ
ゾートと言われているが，朝夕寒いと言ってイポーやクアラルンプールにロングステイ先を移す人もい
る」と語ってくれたこととも関係している。逆に，キャメロンハイランドが気に入り MM2H を利用し
て 2002 年からグリーンヒル・リゾートのアパートに定住する会員は，
「クアラルンプールは暑いし，
9，10 月のスマトラ島の油ヤシの野焼きの煙（ヘイズ haze）が嫌だ。もちろん，キャメロンハイランド
にもヘイズ来てスモッグようになるが，マスクをするほどではないので問題ない」と話している（2017
年聞き取り調査による）。
CLC 会員の日本の住所を都道府県別に見ると，2017 年 8 月現在での総数 184 世帯（会員証数）は，北
海道から鹿児島まで広く居住地が分布しているが，中でも東京都が 46 世帯で総世帯数の 25.4％と約 1 / 4
を占める。次いで，千葉県の 23 世帯（12.7％），神奈川県の 20 世帯（11.0％）となっており，これら 1 都
3 県で 103 世帯（56.9％）を占める。関東以外では愛知県が 15 世帯（8.3％），大阪府が 13 世帯（7.2％），
兵庫県が 12 世帯（6.6％）などの順で，関西在住の会員も多い（図 5 ）。
キャメロンハイランドでの滞在には，主にホテルとアパート（賃貸コンドミニアム）が利用され
る。アパートは，年間と月極契約，週末泊があり，アパートの所有者またはエージェントと契約して利
用する。アパートには ABC ランクがあり，ランクによって内装や調度品が大きく異なる。日本人向け
は A ランク（部屋は平均 100 m2）が多いという。クアラルンプールやシンガポールから週末避暑用にホ
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図５ キャメロン会会員の日本の居住地
（キャメロン会資料より作成）

写真７ タナ・ラタのヘリテージホテル

写真８ グリーン・ヒル・リゾートのアパート群

2017 年 8 月 22 日撮影

2017 年 8 月 22 日撮影

写真９ タナ・ラタのハイストリート土産物店

写真10 キャメロンバレー・テイープランテーション

2017 年 8 月 22 日撮影

2018 年 8 月 22 日撮影
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リデイ・アパートとして 1 泊 500 RM で貸す家主も多い。月極アパートは光熱費込みで 2000 RM / 月で，
ホテルよりも安いが，ホテルと違って自炊となる。近年，キャメロンハイランドではデベロッパーによ
るホテルやアパートの建設ラッシュとなっている。しかし，宿泊施設は供給過剰気味で，熱帯森林の環
境破壊が進んでいるばかりか，近い将来飲料水が不足する事態になるのではないかとの指摘もある。

ϫ．キャメロン会（CLC）会員へのアンケート調査結果
キャメロンハイランドに滞在する CLC のロングステーヤーに対して余暇生活行動とその意識の一端
を明らかにするために，2018 年 8 月 22 日〜24 日に現地ヘリテージホテルでアンケート調査を実施した。
その結果，計 25 人（うち 5 名は夫婦で回答と推察されたので世帯集計は n ＝ 20 とした）から回答を得
た。この時の回答者は，全員が非 MM2H（1 名申請中）のロングステイヤーであった。アンケート回収
数が計 25 件と少なく，かつ，8 月滞在者のみの調査であったため，集計結果が特に冬に多いロングステ
イヤー全体の実態を反映しているとは言い難い面もあるが，この集計結果からキャメロンハイランドに
おけるロングステイヤーの余暇行動の一端を把握することが可能だと考える。
１．回答者属性
まず，回答者の年齢構成を見てみる。平均年齢は世帯主 74.8 歳（回答者 18 人）
，妻（日本在住者を含
む）71.2 歳で，75 歳以上の世帯主の後期高齢者率は 50％（回答者全員 65 歳以上）
，妻の後期高齢者率
23％であった。最も多い世代（世帯主）は「65〜74 歳」
（50％）で，最高齢の世帯主は 85 歳，同伴者は 77
歳，最も若い世帯主は 66 歳，同伴者は 63 歳であった（図 6 ）。
現職業と前職業（妻の回答を除く）は，世帯主の現職は「無職」15 人，無記入 5 人であったが，年齢
からみて回答者のほとんどが退職者である。世帯主の前職業は「会社役員」9 人，「会社員」2 人，無記
入 9 人という結果であったので，おそらく多くの滞在者はかつて管理・専門職に就いていた高学歴の富
裕層とみて良い。そこで，世帯主の長期海外赴任歴を見ると，経験「あり」5 人（25％）で，その赴任
先（複数回答）は，アメリカが 3 人，イギリス，中国，シンガポール，ベトナムなどがあげられたが，
今回未記入が 7 件あったので，実際にはもう少し多いと推測される。このことからも CLC 会員は，海
外赴任（駐在）経験があり，英語などの外国語が堪能であることから海外での長期滞在に不自由を感じ
ない高齢退職者が中心であると言えよう。
この点について，MM2H を利用し長期滞在している会員のひとりは，
「CLC 会員には海外駐在経験者

85ṓ௨ୖ
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රᗜ
65-74ṓ

75-84ṓ
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༓ⴥ
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図６ 世帯主の年齢

平均年齢 74.8 歳

n ＝ 18

図７ 日本の居住地 n ＝ 17
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が 1 / 3 くらいいて，前職は商社勤務，パイロット，教員と多様である。以前は，年金月 15 万円で暮ら
せるというふれこみで，マスコミが飛びつきここは人気が出たが，今では物価も上がっているので年金
が月 22 万円くらいの中産階級以上でないと楽しく過ごすのは難しい」と話していることからも裏付け
られる。
ロングステイヤーの日本の居住地を見ると，東京都が 6 人（35％）で最も多く，次いで「埼玉県」3
人（17％）
，「千葉県・神奈川県・兵庫県」が各 2 人（17％）などで，図 5 の会員居住地データを反映す
るものであった（図 7 ）。また，ロングステイ期間中の自宅は，
「家族が居住」が 9 人（64％），
「空き家
（だれも住んでいない）」が 5 人，無記入 6 人という結果であった。
２．マレーシア及びキャメロンハイランドを選んだ理由とその情報源
まず，ロングステイ先にマレーシアを選んだ理由（複数回答）につては，
「治安が良い」20 人
（25％）が最も多く，次いで「物価が安い」18 人（23％），
「暖かい（涼しい）気候＝過ごしやすい気候」
14 人（18％）などの順で多かった。上位 3 位までで 65.8％，4 位の「英語で生活できる」を加えると
78.5％となる。「その他」としては「親日的」，「CLC があったから」
，
「キャメロンハイランドが気に
入った」などがあげられた。これは，前述したクアラルンプール日本人会が行ったアンケート調査
（2014）とほぼ同じ結果となった（図 8 ）。
キャメロンハイランドをロングステイ先に決めた理由（複数回答）としては，
「常春の気候」22 人
（29％）が最も多く，次いで「ゴルフが楽しめる」18 人（23％），
「高原リゾート」13 人（17％）などがあ
げられた。上位 3 位までで 68.9％，4 位の「日本人会（CLC）の存在」を加えると 81.9％を占める。「そ
の他」には「生活する上での利便性」，「新鮮な高原野菜の産地」，
「バスの便」，「キャメロンハイランド
の歴史」などがあげられた（図 9 ）。
キャメロンハイランドをロングステイ先に決めた際の情報源（複数回答）としては，「友人・知人から
の情報」12 人（41％）が最も多く，次いで「インターネット情報」8 人（28％），
「マスメディアの情報」
3 人（10％）などの順で，上位 3 位までで 79％を占める。
「その他」には「CLC メンバーからの情報」
，
「下見体験ツアー」
，「マレーシア環境局のキャンペーン」
，
「CLC 創立者の情報」などがあげられたが，
「ロングステイ財団の情報」によるとの回答は今回 1 件と少なかった。
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図８ マレーシアを選んだ理由（複数回答）

図９
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キャメロンハイランドを選んだ理由（複数回答）
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図10 探索した他の候補地（複数回答）

図11 他地域でのロングステイの経験（複数回答）

３．ロングステイ先として探索した他の候補地と他地域でのロングステイの経験
キャメロンハイランドをロングステイ先とする際に探索した他の候補地があったかどうか，あった場
合それはどこかについて，日本国内と国外に分けて質問した（複数回答）。その結果，日本国内では
「あった」は 3 人（15％）のみで，その探索候補地は北海道・宮城県・長野県・沖縄県という回答であっ
た。国外では「あった」との回答が 10 人（50％）で，その候補地は，タイ（チェンマイ）5 人（24％）が
最も多く，マレーシアの他都市（ペナン 3 人，クアラルンプール 1 人）4 人（19％），オーストラリア
（ゴールドコースト，パース）3 人（14％），ニュージーランド 2 人（10％），その他 7 人（ベトナム・ダ
ラット，アメリカ・ハワイ，イギリス・ロンドン，スペイン）で，
「なかった」または「無記入」は 10
人であった（図 10）。
キャメロンハイランド以外でのロングステイの経験については，経験が「ある」が 9 人（45％）で，
その内訳（複数回答）は，タイ 5 人（39％），オーストラリア 3 人（23％），その他 5 人（アメリカ・カリ
フォルニア・ハワイ，ニュージーランド，シンガポール，フィリピン・セブ）で，ロングステイの経験
が「ない」または「無記入」が 12 人であった（図 11）。
４．キャメロンハイランド滞在経験年数と滞在先
キャメロンハイランドでの滞在経験年数は，平均 10 年で，最多は 10〜14 年で 11 人（55％），最長は
16 年，最短は 2 年であった。今回の回答では，CLC 会員歴とキャメロンハイランド滞在経験年数はほ
ぼ同じであったので，会員歴は平均 10 年ということになる（図 12）。キャメロンハイランドでの滞在場
所（地区）と滞在先について見ると，滞在場所では 20 人全員が「タナ・ラタ」と回答した。これはタ
ナ・ラタのヘリテージホテルにおいてアンケート調査を行ったためであるが，前述したように今日で
も，タナ・ラタに日本人ロングステイヤーの 9 割が集住することによるものである。滞在先は「ホテ
ル」が 14 人（70％）で，「コンドミニアム（アパート）」が 5 人（25％），その「両方」が 1 人であった
（図 13）
。
５．年間滞在期間と余暇活動
年間を通しての滞在時期は，
「夏と冬」利用者が 13 人（65％）と最も多く，次いで「夏だけ」7 人
（35％）で，
「冬だけ」利用するという回答は今回の調査では見られなかった。滞在期間については，
「夏と冬 2 か月以上」が 6 人（30％）と最も多く，次いで「夏と冬 2 〜 4 か月」が 4 人（20％），
「夏だけ」
1〜1.5 か月（50 日程度）が 4 人（15％），2 か月が 3 人（15％）であった。このうち最長利用者は，1 年間
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図12 滞在経験年数（ n ＝ 20）

࣍ࢸࣝ

図13 滞在先（ n ＝ 20）アパート＝コンドミニアム

に 6 か月（夏と冬）滞在，最短利用者は夏だけ 1 か月滞在という結果であった（図 14）。この結果は，
CLC 会員は 1 年に 1 〜 2 回，2 〜 3 週間から 2 か月間程度キャメロンハイランドに長期滞在する人が主
流派であるとした小野（2019）の調査結果と齟齬はない。
滞在中の余暇の過ごし方については，野外での余暇活動（複数回答）の場合，「ゴルフ」19 人（59％，
うち男性 16 人）が最も多く，次いで「ウォーキング」6 人（19％，うち男性 4 人），
「トレッキング」4
人（13％）
，「テニス」3 人（ 9 ％）の順であった（図 15）。ちなみに，屋内での余暇活動（複数回答）につ
いては，「麻雀」9 人（35％，うち男性 7 人）が最も多く，次いで「手芸」6 人（23％），
「歌声」4 人
（15％）
，「絵画」3 人，「囲碁」2 人，「その他」
（カードゲーム・読書など）などの順となった。
MM2H 利用滞在者のひとりは，
「ここではゴルフがコミュニケーションツールとなっている。また，
テニスもできないと楽しめない」と話している。このことは，多様なアミューズメント施設が数多くあ
り，いつでも楽しめるクアラルンプールなどの大都市と違って，キャメロンハイランドは野外での余暇
活動も制限されるし，限られた仲間と一緒に楽しむことができないと，長期の滞在は苦痛になるかも知
れない。その意味では，キャメロンハイランドは若い世代など，人によっては，クアラルンプールやペ
ナンなどに比べると「高原の孤島」と感じられるかも知れない。
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図14 滞在期間（ n ＝ 20）

図15

ࢦࣝࣇ

滞在中野外での余暇の過ごし方（ n ＝ 20）

６．ロングステイに関する認識
キャメロンハイランドでのロングステイに関する感想について（自由回答：n ＝ 25），
「満足している
こと」としてあげられたのは，やはり「キャメロンハイランドの涼しい気候」との回答が 8 件と最も多
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かった。次いで，「CLC があり，日本人がいて安心」4 件，「新鮮な野菜や果物が手に入る」が 2 件，そ
のほかに「物価が安い」，「治安が良い」
，「規則正しい生活と運動ができる」，「出会い・友人ができた」
がそれぞれ 1 件あげられた。逆に，「不満・不安に思うこと」としては，「空港（クアラルンプール国際
空港）からキャメロンハイランドまで遠いこと」が 3 件，「当地での病気やケガの心配」が 2 件，「医療
レベルが心配」
，
「この先いつまで来られるか心配」，
「バスの乗り換えが不便」，「湿気が多くカビが生え
る」などの意見がそれぞれ 1 件ずつ寄せられた。
キャメロンハイランドでのロングステイの今後の継続見込みについては，
「可能な限り続けたい」が
4 人（50％）
，「近々帰国する（今後マレーシア滞在はない）」2 人，「わからない」2 人，「無回答」12 人
であった。これらのことから，高齢退職者にとって，ここキャメロンハイランドは毎年夏と冬にのんび
り長期滞在する「楽園」であることには違いないが，寄る年波には逆らえず，今後いつまでここを訪問
して過ごせるのか，不安が増していると言えよう。
７．CLC 会員減少の背景
ここでは以下に近年，CLC 会員数の減少傾向が続くその背景について検討してみる。最も大きな要
因は，会員の高齢化の進行である。2017 年 8 月に訪問した際には，ひとりの会員から「今夏の滞在者は，
平均年齢は 77 歳くらいで，最年少は 66 歳，最高齢は 88 歳の女性だ。ここでは 60 歳代は青年，75 歳ま
では中年，80 歳までは老人，80 歳以上は長老と言っている」とのことであった。まさに，アクティブ
シニアの集まりと言っていいが，次第に入会者よりも退会者が上回るようになっている。特にリーマン
ショック以降，日本国内の超高齢化の進行とそれに伴う定年の延長，給付年金額の減少など年金制度に
対する不安感などから退職後海外移住をするシニア層の絶対数が減少したこととも関係している。この
点については，海外ロングステイ人口を推計して，今後もロングステイツーリズムの市場は安定した
マーケットである，としたロングステイ財団（2018）の指摘は当たっていない。
また，入会者が以前のように多くなくなった背景については，今回のアンケート調査や聞き取り調査
からは明確なことは言えないが，2018 年夏のロングステイヤーに限って見ても会員歴が平均 10 年と長
い会員が多かった。このことは CLC の資料から，会員歴 10 年以上の会員世帯が約 4 割を占めるという
事実からも裏付けられるが，会員歴・滞在歴が長いということは，キャメロンハイランドがそれだけ高
齢退職者を惹き付けて止まない魅力があることに間違いはなく，毎年訪れる会員同士の仲間意識は徐々
に強くなっているように思われる。しかし，このことが新たに入会しようとする人にとって，抵抗を感
じる一因となっている可能性もあるかも知れない。さらに，前述したようにキャメロンハイランドは，
常春の豊かな自然ときれいな空気に包まれた高原リゾートであるが，買い物に不便，文化施設がない，
最寄りの地方都市までバスで 2 時間もかかるなど，長期滞在者にはそれなりの覚悟が求められる。特
に，若い世代にとっては，他のマレーシアのアイランドリゾートや大都市クアラルンプールと違って，
刺激に欠け，時には寒いと感じる「高原の孤島」と映るかも知れない。

Ϭ．おわりに
本研究は，日本人退職移住希望先として 14 年連続 1 位であるマレーシアの 4 都市における高齢退職
者の移住と長期滞在者（ロングステイヤー）の近年の変化について把握すると同時に，特にマレーシア
国内でも長期滞在先として人気のある高原リゾート地のキャメロンハイランドにおけるロングステイ
ヤーの意識と余暇行動の実態を明らかにすることを目的に調査を行ったものである。その結果，明らか
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になった事実は以下のように要約できる。
クアラルンプール日本人会の会員数は，2015 年以降，帰国する駐在員が増加し，入会数よりも退会数
が上回るようになった。MM2H 利用世帯も 2015 年をピークにその後漸減傾向にある。クアラルンプー
ル市内の駐在員や MM2H 利用者の多くは，新たに開発された高層コンドミニアムが立ち並ぶ郊外高級
住宅地のモントキアラ地区に集住している。
ペナン日本人会は大手製造業を中心とする駐在員が多く，その平均年齢は 45 歳前後で，多くは家族
で駐在している。日本人集住地区は，中心地ジョージタウンの海岸沿いのリゾート地であるプラウチク
ス地区と隣接するタンジュンブンガ地区である。MM2H を利用した退職移住者は，約 30 人程度と推定
されるが彼らも高齢化してきており，帰国者も次第に増加してきている。退職移住者の集住地区はプラ
ウチクス地区と北部のバドウフェンギ地区で，いずれも海岸沿いのコンドミニアムに居住している。
イポー日本人会会員のうち退職移住者は，市内北部郊外にデベロッパーによって開発されたメルバ
レー・ゴルフリゾートに集住している。最近は，MM2H を利用した退職移住者も増加してきているよ
うだが，その数は把握できなかった。
かつてイギリス人の避暑地として開発されたキャメロンハイランドは，日本人ばかりでなく世界各地
から観光客が避暑・避寒に訪れる高原リゾート地である。特に，2000 年にキャメロン会（CLC）が組
織されて以降，日本人の高齢退職移住者であるロングステイヤーの聖地として人気を博してきた。
キャメロンハイランドの中心地タナ・ラタは，今日でも CLC 会員が多く集住・滞在しているが，
CLC の会員数は 2007 年前後の 1,200 人をピークに次第に減少しはじめ，2019 年には 253 人（140 世帯）ま
で減少している。全ロングステイヤーのうち，約 9 割がタナ・ラタのヘリテージホテル又はリゾートア
パート（コンドミニアム）に滞在してる。
CLC 会員の多くは，かつて管理・専門職に就いていた海外赴任・駐在経験がある富裕層の高齢退職
者が中心で，ロングステイ先にマレーシアを選んだ理由としては，治安，物価，気候，英語が通じる，
親日的，LCC 便就航などをあげ，キャメロンハイランドを選んだ理由としては，常春の気候，ゴル
フ，高原リゾート，CLC 会の存在をあげた。キャメロンハイランドの滞在経験年数は平均 10 年と長
く，1 年に 2 回夏の避暑と冬の避寒に 2 か月以上訪れて，ゴルフやウォーキングを楽しむなどアクティ
ブシニア層にとっては「楽園」であることには違いないが，彼らも今後いつまでこのロングステイを楽
しめるのか，不安が増している。
さらに，キャメロンハイランドはショッピングセンターもなく，買い物も不便で，野外での余暇活動
もゴルフなどに制限されるなど，特に若い世代にとっては，短期滞在場所としては魅力的であってもク
アラルンプールやペナンなどの都市的リゾート地に比べると「高原の孤島」と映るのかも知れない。
小野（2013）は，日本人退職者移住者の多くは，マレーシアに不動産を購入して一箇所に定住するよ
りも，季節的な滞在やいつでも移動可能な生活スタイルを好むが，クアラルンプールやペナンでは，
2000 年代後半以降 MM2H 利用者の定住化傾向がみられるとしている。しかし，2008 年のリーマン
ショック後，その増加傾向にも歯止めがかかり，クアラルンプールだけでなくペナンやイポー，さらに
キャメロンハイランドにおいても定住者は減少傾向にある。その背景には，ロングステイヤー自身の高
齢化の進展や，リーマンショック以降，日本国内の定年の延長や年金制度の変化とそれに伴う将来に対
する不安感が増していることなどから退職後海外移住をするシニア層が徐々に減少していることも関係
していよう。さらに，キャメロンハイランドの場合は，毎年夏と冬に訪問するロングステイヤーのメン
バーが固定化していることもその遠因となっている可能性がある。もちろん，MM2H を利用した移住
やロングステイ先としてのマレーシアの魅力には変わりがないが，日本の高齢化の進展と社会・経済の
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構造的変容は，今後高齢退職者の海外移住に変化を生じさせることになろう。
2020 年 1 月から歴史的なパンデミックとなった新型コロナウイルスの感染拡大は，その勢いを増して
おり，収束の目途もまだたたない。そうした中で，2020 年の避暑と 2021 年にかけての避寒のロングス
テイは完全に中断を余儀なくされてしまった。この感染症は，マレーシア各地の「楽園」でロングステ
イを楽しんできた多くの高齢退職者にとって，大きな脅威となったであろうし，今後のロングステイそ
のものに変化をもたらす可能性もあり，注目していく必要がある。
本研究では，マレーシアのクアラルンプール，ペナン及びイポーの各日本人会事務局長並びに，キャ
メロンハイランドのキャメロン会（CLC）役員の皆様には，資料収集と聞き取り調査でご協力いただき
ました。また，CLC 会員の皆様にはアンケート調査にご協力いただきました。末筆ながら，記してお
礼申し上げます。

注
1）ロングステイ（LONGSTAY）という言葉は，財団法人ロングステイ財団により商標登録されている造語で，
海外においては「生活の主たる源泉を日本に置きながら海外の一箇所に比較的長く滞在し，その国の文化や
生活に触れ，現地社会での貢献を通じて国際親善に寄与する海外滞在型余暇」の総称である（財ロングステ
イ財団，2018）。
2）グローバルプロパティ（株）資料による。
3）マレーシア入国管理局では，日本国籍で観光・商用目的で 90 日以内の滞在ならビザは不要。ただし旅券が
入国時 6 か月以上残っていることと，帰路（もしくは次の目的地）への航空券を所持している事が条件とさ
れている（2020 年 8 月現在）
。
4）クアラルンプール日本人会に入会している MM2H 取得滞在者に対するアンケート調査（2013 年 9 月実施，
n ＝ 136）。回答者の属性は，当時 60 歳〜64 歳が 37％，65 歳以上の高齢者率が 51％で，夫婦でビザを取得し
て滞在しているとした回答が全体の 72％，単身での滞在者は 22％であった。
5）イポー日本人会は，100 名（2018 年）の会員数であるが日本人学校はなく，日本語補習校のみである。コ
タ・キナバル Kota kinabalu の日本人会は，規模は小さいが日本人学校がある。
6）加藤（2015）は，日本人ロングステイヤーへの聞き取り調査で，クアラルンプール市内のモントキアラから
プトラジャヤあるいはタマンデへの居住地移動や，その逆の移動の存在を確認している。
7）ヒル・ステーションの起源は，19 世紀初頭のオランダ領東インドとイギリス領インドに求められる。その例
としては，インドのシムラ Simla やダージリン Darjeeling などがあげられる。そのほか，イギリス領パキスタ
ンのマース Murrce，ビルマのメイミョーMaymyo などもある。フランス人が開発したベトナムのダラット
Dalat やアメリカ人の手によるフィリピンのバギオ Baguio は 20 世紀初頭に開発されたものである。マレーシ
アのキャメロンハイランドは，1885 年にこの地に入ったイギリス人測量技師 William Cameron によって見出
されたとされている（白坂・韓，2016）。
8）キャメロンハイランドの人口は，2010 年現在 34,500 人で，その内訳は中華系 36.9％，マレー系 29％（先住民
族オラン・アスリを含む）
，インド系が 19.6％，その他非マレーシア人が 0.6％となっている（白坂・韓，
2016）。
9）キャメロン会（CLC）の基本方針は，①会員が安全に，楽しく暮らすために迅速な情報提供を行う，②会員
相互の親睦を深める，③現地の方々と相互理解と親交を図るとしている。そのために，CLC では運営費のす
べてを会員の年会費で賄い，会の運営は，すべてボランティアで行うことを原則としている。現地での各種
情報交換・配信は，①官公庁，病院，警察等の公的機関を定期的訪問し，②年１回会報発行，ホームページ
を通じて情報を発信し，③現地定住者・ロングステイ滞在者（ロングスステイヤー）に対してヘリテージホ
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テルの CLC 専用掲示板と電子メールでの情報配信などを行っている。CLC の本部事務局所在地は事務局長
宅に置くと会則に定められている。
10）CLC のほかに関西に拠点とするキャメロンハイランドクラブがあった。関東を拠点とし全国に支部を持つ
CLC とキャメロンハイランドクラブの 2 つがキャメロンハイランドでの長期滞在を専門とする互助組織で，
いずれも日本国内で設立され事務局や例会なども日本国内で行われてきた。2002 年 6 月に組織改編を行い，
CLC（Cameron Longstay Club Japan）となり，今日に至っている（小野，2019）。
11）キャメロンハイランドでの滞在費はアパート（コンドミニアム）の場合，1 か月の家賃が RM2000（約 51,000
円：1RM ＝ 25.6 円として）前後のものが多く，夏の週末には 1 泊 RM500（約 12,800 円）で貸すホリデイア
パートもあるという。いずれもクアラルンプールのコンドミニアムに比べて安いのがロングステイヤーに
とって魅力である（聞き取り調査より）。
12）ヘリテージホテルの好意による CLC 会員割引料金は，ホテルと毎年協議して決めているが，1 〜24 泊で
162 RM（ 1 RM リンギット＝ 26 円として約 4,200 円），25 泊以上が 153 RM（約 3,900 円）と割安に設定されてい
る（2017 年 8 月）。
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Elderly Japanese Retirement Migration in Malaysia:
A Case of Long-term Stay in Cameron Highlands
HASHIZUME Naomichi
This study attempts to clarify recent trends of long-term stayers in Malaysia, which is the most
popular destination of migration for Japanese elderly retires, and to clarify the actual conditions of
long-stayers behavior in Cameron Highlands, a highland resort that is popular as a long-term stay
destination in Malaysia. Regarding the trend of the Japanese retirement migration, I have conducted
interview survey at the Japanese association offices in 4 cities, Malaysia, and also conducted the
questionnaire and interview survey for the long-term stayers in Cameron Highlands. The results obtained from these studies are summarised as follows:
The number of retired migrants to Malaysia has gradually decreased, including long stayers, according to the socio-economic changes and progress aging in Japan. It was clarified that all most of
the long stayers who spent leisure time in Cameron Highlands after retirement were mainly elderly
people, mainly upper middle people who had been experience of working abroad, but the member
also gradually decreased with the aging.
The reason for this phenomenon is related to the aging of long-term stayers, including those who
have obtained the Malaysia My Second Home（MM2H）programme, and socio-economic structural
changes in Japan such as raising the retirement age and the decrease in pension benefits. In addition,
Cameron Highlands, which has been popular as a highland resorts for long-term stay Japanese elderly retirees for more than 20 years, but especially the younger generation may be looked like as an
isolated highland resort because it is located in an inconvenient environment.
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