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＜外国人研究者からの報告/Foreign Researcher Report＞
①研究課題

/

Theme of Research

Look East Policy' After 32 Years: A New Paradigm For Japan-Malaysia Relations

②研究概要

/

Outline of Research

Malaysia had looked to Japan in her search for a sustainable and efficient model of development under the ‘Look East Policy’ initiative launched in
the year 1982 by former Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad. It was at the time that this ideal formula, intended for the betterment of the
Malaysian economy, was designed to incorporate the Japanese attitude to work, their moral values, progressive norms and work ethics. Since then,
there have been more than 15,000 Malaysians expatriated to Japan as a part of this very purpose. In this research, the Look East Policy is revisited
and Japan-Malaysia relations analyzed in order to understand the change and continuity aspects of this policy in the past 32 years; exploring a new
paradigm for Japan and Malaysia’s relations.

③研究成果

/

Results of Research

Look East Policy is a successful functional policy even if it creates different interpretation from both countries; in reality it reciprocates. The acquisition
of values, skills and knowledge was paramount to the success of the policy; should incorporate further to bring high economic growth and
development of technological and managerial innovations as Look East Policy will remain the basis for Japan-Malaysia bilateral relationship. The
researcher shared his findings with Aoyama Gakuin University students during his period of stay with the university and the final draft of the research
manuscript will be submitted for journal publication.

④今後の計画

/

Further Research Plan

As Look East Policy is now moving towards its Second Wave, future research plan can focus on the perception of Malaysian students in Japan on
Look East Policy 2.0 and how can this new and refurbished plan bring more achievement and success to Japan and Malaysia via longstanding
reciprocal relations between the two countries.

＜受入研究者からの報告/Research Advisor Report＞
①研究課題

/

Theme of Research

３２年を経過したルック・イースト政策：今後の日本＝マレーシア関係の新しいパラダイム

②研究概要

/

Outline of Research

対象研究者にとっては大学院で学んで以来の日本滞在であり、本人はこの機会を最大限生かそうと深夜まで研究をおこなうなど、青山学院大学を拠点に精力
的に研究活動を行った。この間、私は本人と頻繁に面談し以下の指導を行った。（１）日本国内の研究者、政府関係者の紹介。史料、文書の紹介。（２）ルック・
イースト政策の起源についての解釈。（３）マレーシアの国内政治とルック・イースト政策との関連。（４）ルック・イースト政策についての多様な解釈の背景と評
価。（５）マレーシアの民族問題とルック・イースト政策との関連。（６）「中進国」に発展したマレーシアの新たな課題とルック・イースト政策。（６）研究の中間発表
の場の提供。

③研究成果

/

Results of Research

以下の点で研究の成果が見られた。（１）ルック・イースト政策の実態の解明。ルック・イースト政策については、その成果が強調されるものの、一般的な日本＝
マレーシア関係の進展とは別にこの政策が生み出した個別具体的な成果、つまりルック・イースト政策がなければ達成できなかった事柄についての分析と検討
はこれまで必ずしも明確ではなかった。対象研究者は、技術や職業倫理や規範の伝播という点に着目してこの点を明らかにした。（２）ルック・イースト政策は今
日、第２段階に入っているというのが対象研究者の主張である。本研究で、第２段階において念頭に置くべきこれまでの政策との連続性と新たな課題を職業倫
理や技術・知識の伝播に着目して整理、検討した。

④今後の計画

/

Further Research Plan

対象研究者と私は日頃から頻繁に電子メールを通じて連絡を取り合ってきた。また、年に２度程度、私がマレーシアに出張する機会を利用して直接面談を行っ
てきた。今後もそうした交流を通じて研究の前進を支えてゆく所存である。対象研究者はマレーシアにおいては気鋭の政治学者としての評価の高い人物であ
り、そうした有力な研究者が日本との関係について研究を続けてくれることは、日本とマレーシアの関係強化にも大きな寄与をすると期待できる。引き続き研究
を支援してゆきたい。

写真貼り付け

Ministry of Foreign Affairs, Tokyo - Research Interview	

写真貼り付け

Embassy of Malaysia, Tokyo - Research Interview	

