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シンガポールという国 

All roads lead to Singapore 

第二部 シンガポール独立 
2008.5.24a 

札幌たのしい授業・研究サークル用レポート 
仮説実験授業研究会・北海道 

丸山秀一 
 
 

 
第二次世界大戦が始まる前に，ラッフルズの自由貿易の方針に

より，英領シンガポールは人口 20万人を超えて世界第七位の貿易
港となっていました。 
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 ではシンガポールに翻った旗を通して復習してみましょう。シ

ン ガ ポ ー ル が

1300 年代に最初
に歴史に登場した

頃，そこはスリビ

ジャヤ帝国の交易

所としてでした。 
スリビジャヤは，

やがてジャワのマ

ジャパイト帝国に

滅ぼされます。こ

のマジャパイトの

旗が紅白の縞のデザインでした。 
マジャパイト帝国 
by Mark Sensen 
 
スリビジャヤの王子はマレー半島に

逃亡し，マラッカ王国をつくり，シン

ガポールはその一部となります。マラッカは東南アジアでいち早

くイスラム教を取り入れることで多くのイスラム商人が訪れて，

東南アジア随一の貿易拠点となりました。 
 1500年代に入ると，香辛料貿易のためポルトガル艦隊がマラッ
カにやってきました。マラッカは交易の利権のためイスラム勢力

とともにこれに対抗しましたが，1511年ポルトガルに占領されま
した。 
マラッカのスルタンは，シンガポールに近いマレー半島南端に 
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当時のポルトガル国旗 
by António Martins 

 
逃れ，そこにジョホール・スルタン国

を建てました。ジョホールは，オラン

ダと協力してポルトガルに対抗し，1641年，オランダはマラッカ
を占領し，ジョホールもかつてのマラッカ・スルタン国の領土を

回復しました。 
 しかし，シンガポールは 1613 年のポルトガルの侵攻で焼き討
ちされ，その後は復興することもなく，ただの荒廃した村落とな

っていました。そこにラッフルズが目をつけたわけです。 
1819年，ラッフルズは，ジョホールのスルタンに追放されてい
たスルタンの兄を救出して，共にシンガポールに上陸して，彼を

「ジョホールの正当な後継者」としてスルタンに即位させました。

そして多額の年金と引き替えに，シンガポールの統治権を英国に

譲渡させたのです。こうしてシン

ガポールは英東インド会社領と

なりました。 
英東インド会社 
by Phil Nelson 

1826 年，シンガポール
は，マレー半島のマラッカ，

ペナンとともに東インド

会社の海峡植民地として

まとめられ，それを表す旗

が制定されました。 by 
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Clay Moss 
それは英植民地を表す一般的な「青船舶旗」に，海峡植民地の

徽章がついたものでした。その徽章は，三つの植民地を表す 3つ
の王冠から成り，赤と白の色は「東インド会社領」であることを

表していました。 
 海峡植民地は自由港であったため関税収入はなく，頼みの香辛

料貿易も衰退し，東インド会社にとっては負担でしかなくなって

いました。会社はアヘンや売春で収入を確保しようとしたため，

シンガポールは秘密組織同士が抗争する「背徳と暴力が支配する

町」として有名になっていました。 
 やがて東インド会社は解散し，海峡植民地は英国王直轄の植民

地となりました。英国はアヘンや売春を禁止し，秘密結社を取り

締まり，警察，裁判所，議会などを設置しました。税収は「印紙

税」（新聞などの出版物，法律上有効なあらゆる証書，許可証，ト

ランプのカードなどに印紙を貼ることを義務付けるもの）によっ

て安定し，自由港が維持されました。 
1869年にスエズ運河が開通すると，ヨーロッパとアジアの貿易
は，マラッカ海峡経由となり，必然的にシンガポールはアジア貿

易の中継基地となりました。さらに世界的な缶詰生産の高まりで

錫の需要が伸び，マレー半島の錫鉱業は発展，また，導入された

ゴムの木のプラテーションも大成功で，シンガポールはそれらの

輸出基地としても発展し，貿易額は 40 年で 8 倍となりました。
20 世紀に入ると，人口は 20 万人弱となり，シンガポールは世界
第七位の貿易港となったのです。 
 
 では，マレーシアの状況はどうだったのでしょうか。 
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 マレー半島のペナンとマラッカは，シンガポールと一緒に海峡

植民地となっていました。それ以外のマレー半島は，いくつかの

スルタン国に分かれていましたが，英国は，当初，不干渉政策を

取っていました。しかし，マレー半島に錫が発見され，またゴム

農園が成功すると，英国は顧問を派遣するなどして干渉し，実質

的に保護国化していきました。 
 1896年，英国は統治を容易にするため，マレー半島南部の 9つ
のスルタン国のうち，ペラ，スランゴール，ヌグリ･スンビラン，

パハンの 4 つのスルタン国を「マレー連合国」（＝Federated 
Malay States）としてまとめて保護国としました。残りのスルタ
ン国も名目的な独立を維持するだけで，実質的には英国の支配下

にありました。 
 
 
【問題】 
 1905年，マレー連合国は国旗を制定しました。その旗は，英国
国旗や，東インド会社の旗に似ていたでしょうか。 
 
予想 
ア 英国旗や東インド会社の旗に似ていた 
イ 似ていなかった 
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■マレー連合国 
 by Mario Fabretto 
連合国の国旗は，それぞ

れ 4 つのスルタン国ペラ，
スランゴール，ヌグリ･ス

ンビラン，パハンを表した

横縞の 4色旗で，中心に統合の象徴としての「マレー虎」が描か
れていました。 
 英国のデザインが全く入っていない国旗とは裏腹に，この国は

「各スルタンがシンガポールなどの海峡植民地の英知事の任命す

る統監の助言によって統治する」こととなっており，実質的には

英領でした。 
 
ペラ・スルタン国 
by Clay Moss 
 
 
 

 
 
スランゴール・スルタン国 
by Clay Moss 
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ヌグリ・スンビラン・スルタ

ン国 
by Clay Moss 
 
 
 
パハン・スルタン国 
by Željko Heimer 
 
 

 
 
【問題】 
 では英国はマレー連合国をどのように支配したのでしょうか。 
 
予想 
ア ほとんど無関心 
イ 分断統治 
ウ 英国への絶対服従 
エ そのほか 
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■分断統治 
 植民地支配の原則は「分断統治」です。それは被支配者の一致

団結による叛乱を防ぐためです。 
 英国は，マレー半島の民族ごとに職業を分けました。「インド系

はゴム農園，錫鉱山は中国系，マレー系は農村に」という具合で

す，後に錫鉱山は機械化が進んだため，中国系住民は都市で働く

こととなりました。そしてこの三つの民族の中で，マレー系を先

住民として保護し優遇する政策をとったのです。そして，それは

マレー系のスルタンや貴族の特権を保障することにつながりまし

た。 
 日清戦争や第一次世界大戦で中国からは多くの人たちが戦災か

ら逃れようとして，マレー半島やシンガポールにやってきました。

そしでシンガポールでは中国系住民が多数派となりました。 
 
 
【問題】 
 当時の中国人は，清朝の強制により，みな弁髪をしていました。

それはシンガポールでも同じでした。では，辛亥革命で清朝が倒

されたとき，シンガポールの中国人たちは弁髪をどうしたと思い

ますか。 
 
予想 
ア すぐに弁髪をやめた 
イ 弁髪を続けた 
ウ なんともいえない 
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■忠誠心 
 戦災を逃れてきた中国人たちは，シンガポールを「仮の住まい」

としてしか見ていませんでした。忠誠を誓う国は中国のままだっ

たのです。 
 清朝が倒れて中華民国ができたとき，シンガポールの中国人た

ちは，一斉に弁髪をやめました。それは，愛国的な中国人たちに

「清朝の手先」と見られると生命の危険があったからです。 
 日本が「21か条要求」をしたとき，シンガポールでは「日本製
品ボイコット運動」が起こり，日本人商店襲撃などの行動も起こ

りました。 
 満州事変の際には，抗日救国運動が起こり，日本の中国への侵

攻とともに，中国人の民族主義は高まり，多くの救援物資ととも

に義勇兵が中国へと向かいました。 
 
 
【問題】 
 中国人たちが自信を持って抗日運動をした背景には，「宗主国の

大英帝国が日本に負けるわけはない」というのもありました。事

実，英国は，当時世界最大のドライドックをもつ海軍基地をシン

ガポールに建設していました。 
 1941年 12月，大東亜戦争が始まると日本軍がシンガポール目
指して侵攻してきました。これに対して，英軍と中国人義勇軍は，

どう戦ったと思いますか。 
 
予想 
 英軍は（ ）   中国人義勇軍は（ ） 
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ア 徹底抗戦した 
イ それほど抵抗しなかった 
ウ そのほか 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シンガポール要塞の 15インチ沿岸砲 
 
 
 
 



 33

■戦争の意義 
 開戦時の現地英軍の兵力は 10万弱で，侵攻してくる日本軍の二
倍でした。しかし，英国はドイツとの戦争で手一杯であり，また

日本軍を見くびっており，世界最大の軍港には砲台が多数備えら

れて要塞化していたのですが，戦艦はまだ一隻いるだけで，航空

機も旧式で戦車は一両もありませんでした。それは，英軍は「日

本軍は海から攻めてくる」と判断していたこともあります。マレ

ー半島東岸は断崖に覆われており，半島全体を覆うジャングルが

自然の防壁となると考えたのです。 
 これに対して日本軍は，徹底的にジャングル戦を訓練した精鋭

部隊を，シンガポールから 1000 キロ以上も離れたマレー半島北
部に上陸させ侵攻を始めました。すでに中国で実戦経験のある日

本軍は，様々な民族からなる英軍を圧倒しました。植民地軍にと

って，植民地は命をかける守る値を感じることはできなかったの

でしょう。 
 日本軍がジョホールを占領して，シンガポールの対岸に迫った

とき，英軍はシンガポールの住民を武装化させて守りに当てまし

た。しかし，多くの住民にとって，シンガポールは「守るべき祖

国」とはなっていなかったのです。 
 1942年 2月，日本軍はシンガポールに上陸し，英軍は 13万人
が捕虜となって降伏しました。これは英国の歴史上，最悪の敗北

でした。 
 結局，日本軍に激しく抵抗したのは，中国人義勇軍だけだった

のです。 
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【問題】 
 大東亜戦争において日本軍の大きな欠点は，補給の概念がなく，

「食料は現地調達」となっていたことでした。では，この快勝し

た「マレー作戦」のときも同じだったのでしょうか。 
 
予想 
ア 同じだった 
イ きちんと補給していた 
ウ なんともいえない 

 
 
 

降伏交渉を行う山下マレー作戦司令官 
 〈「イエスかノーかだ」と英司令官に降伏をせまった〉とされ

ているが，それはマスコミによる脚色である 
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■成功が失敗の元 
 日本軍は初めての英軍との戦いに際して万全の準備で臨みまし

た。しかし，補給に関しては「現地調達」でした。幸い，英軍は

莫大な食料や物資を残しており，また住民も豊富で食料の徴発や

強姦も容易でした。英軍の食料は味がよく，兵士は「チャーチル

弁当」と呼んで喜んだそうです。 
 そして，日本軍はこの「成功」をそれからの戦闘にも適用しよ

うとして，多くの戦場で日本兵は餓死していったのでした。 
 また英軍を破ったことで「英軍は弱い」という認識を日本軍が

持ち，勝利の理由が精神主義にされていくのでした。そして，英

軍捕虜たちは，各地で強制労働させられました。 
 日本のこのマラヤ侵攻は，真珠湾攻撃よりも 2時間早く行われ，
最初から奇襲する予定でした。 
 
 
【問題】 
 日本はシンガポールを「昭南島」と改称し，そこに軍政を敷き

ました。では，日本はマラヤやシンガポールの住民たちをどう統

治したのだと思いますか。マレー系と中国系の住民の扱いに違い

はあったでしょうか。 
 
予想 
ア どちらも臣民として保護した 
イ マレー系のみ保護した 
ウ 中国系のみ保護した 
エ どちらも保護しなかった 
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■大検証 
 日本が最初にこの地方に侵入したのは，錫，ゴムも石油などの，

戦争遂行のための資源を確保するためでした。シンガポールには，

天然資源はありませんでしたが，英軍の本拠地があり，対英戦争

に苦慮していたヒットラーからもシンガポール占領を要請されて

いました。 
日本は，資源確保の目的もあり，英国と同様に，マレー系の人々

を「英国の植民地支配から解放された人々」として優遇しました。

そして，マレー人たちは，英国の代わりに今度は日本の支配に協

力していきました。多くのスルタンたちも，日本支配に協力しま

した。 
 インド系の人たちについても，日本は「インドの英国支配から

の解放」を唱えて，宥和政策を取りました。やがて「自由インド

政府」が作られましたが，それはシンガポールに本部がありまし

た。 
 しかし，日本軍は中国人たちについては「敵性外国人」として

扱い，「検証」と称して集合させ，一万人以上が「抗日分子」であ

るとされて様々な方法で虐殺されました。その判断はいい加減な

もので「インテリや金持ちは当然抗日，英語教師は当然親英だか

ら抗日，入れ墨をしている者は秘密結社員だから抗日，体格のよ

い者も抗日」と，とにかく反抗する可能性がある中国人をすべて

虐殺して減らすのが目的だったのでした。 
 マレー作戦を指揮した山下将軍は，戦後，フィリピンでの戦争

犯罪（マニラ大虐殺）の責任を問われて絞首刑となりましたが，

その罪状には，彼が命令を出したこの「大検証」のことは含まれ

てはいませんでした。 
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日本占領時

期死難人民

記念碑 
 
「わが住民

で無実のう

ちに殺害さ

れた者の数，

とうてい数

えきれず。

20 余年を
経た今，ようやく遺骨を収集し，ここに丁寧に葬り，この碑を建

立してその悲痛を永久に誌す」と刻まれている。 
 
 
【問題】 
 日本占領前のシンガポールは世界第七位の貿易港でした。また，

マラヤも錫やゴムの輸出で好景気でした。では，日本統治下でシ

ンガポールとマラヤの経済はどうなったのでしょうか。 
 
予想 
ア 生産と輸出が拡大してさらに好景気になった 
イ あまり変わらなかった 
イ 不況となった 
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■植民地 
 日本にとって，マラヤは「戦争遂行のための資源確保のための

植民地」にすぎませんでした。日本は，シンガポールの経済の中

心にいた中国人たちを虐殺したり，財産を供出させていたりしま

した。日本は軍票を好きなだけ印刷して発行したため，ひどいイ

ンフレとなり，物価は 1000 倍に上がりました。経済は破綻し，
住民には配給券が配られましたが，公定価格での購入が義務づけ

られていました。 
 住民は，日本兵におじぎをしないと暴行され，隣組制度により，

住民は密告者によって常に監視される毎日でした。また，すべて

の学校では日本語が教えられ，宮城遙拝も強制されました。さら

に，イスラム教徒に対しても，豚肉食が強要されたのです。こう

して，最初は日本に好感を持っていたマレー人やスルタンも，次

第に日本を嫌悪するようになっていきました。 
 そこで，中国人義勇軍だけでなく，マラヤ共産党もマラヤ人民

抗日軍を組織して，日本軍に対してゲリラ活動を行いました。英

国の特殊部隊「Z Force」も破壊活動を行い，シンガポール港で七
隻の日本船を沈めました。 
 
 
【問題】 
 1945年 8月，日本は連合国に降伏し，戦争は終わりました。シ
ンガポールには，英軍が復帰してきましたが，英国はシンガポー

ルやマラヤをどのように統治しようとしたでしょうか。 
 
予想 
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ア 統合して独立させようとした 
イ それぞれ独立させようとした 
ウ シンガポールのみ独立させようとした 
エ マラヤのみ独立させようとした 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

マレー方面軍票 
バナナが描かれていたので「バナナ札」と言われた 
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■「バカヤロウ」 
 8月 15日に日本軍は降伏したものの，シンガポールやマラヤを
統治する英軍はまだそこにはいませんでした。そこで現地は無秩

序状態となり，それまでの復讐として日本軍協力者に対しての殺

人や焼き討ちなどが横行しました。 
 9 月になってようやく英軍が到着しましたが，降伏した日本兵
に対して，街頭を埋め尽くした民衆から，占領時代に覚えた日本

語「バカヤロウ」との声がかけられました。戦犯が処刑されても，

特に中国人たちの怒りは収まらず，英国に対する不信感となって

いきました。 
 英国は戦後処理のため植民地の維持が難しくなっていました。

そこで，植民地に自治を持たせてゆるやかに独立させる方針を採

りました。それは，海峡植民地を解消し，〈ペナンとマラッカと全

マラヤをひとつにした「マラヤ連合」をつくって，全民族平等の

自治を与え，数年後には独立させる〉ということでした。そして，

要所であり軍事基地のあるシンガポールだけを自治を与えながら

も，直轄植民地のまま残そうとしたのです。 
 
 
【問題】 
 この英国案についてマラヤの人々はどう反応したと思いますか。 
 
予想 
ア 賛成した 
イ 反対した 
ウ なんともいえない 
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■優遇 
 マレー人は，英国の政策により優遇されてきました。しかし，

今度の英国案は，「移民を含めすべての人に平等な市民権を与え

る」というもので，マレー人の優遇が無くなっていました。また

自治を与えることは，スルタンの権威が弱まることにもなります。

そこでマレー人は，この案に強く反対し，ジョホールで統一マレ

ー国民組織(UMNO)を結成しました。 
 
 
【問題】 
 マレー人の抵抗にもかかわらず，英国はそれまでのマレー連合

国にさらにひとつのスルタン国を加えて，各民族平等のマラヤ連

合を発足させました。 
 それではマラヤ連合の国旗はどのようなものだったでしょうか。 
 
予想 
ア 五色旗になった 
イ 全く違うデザインになった 
ウ 変わらなかった 

 
 
マレー連合国 
 by Mario Fabretto 
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■マラヤ連合 
 マラヤ連合の旗は，それまでのマレー連合国の旗と同じでした。

反対が強くて国旗を変えることができなかったのでしょう。 
 そこで英国はマレー人に譲歩し，マレー人に対する特権を認め

ることにしました。そして両者の合意で，マレー半島は 1948 年
にマラヤ連邦として統合することになりました。 
 
 
【問題】 
 ではマラヤ連邦はどんな旗を制定したでしょうか。 
 
予想 
ア 旗は変わらなかった 
イ 現在のマレーシア国旗 
ウ そのほか 
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■マラヤ連邦の旗 
 マラヤ連邦になっても旗は変わりませんでした。 
 マラヤが再びマレー人優遇策を採ったことに対して，中国系住

民は猛反発し，マラヤ共産党は武装蜂起しました。これに対して

英国は非常事態を宣言して，治安維持法による徹底的な弾圧で臨

みました。 
 中国系住民の中にも，対英協調を掲げるマラヤ華人協会（MCA）
が設立され，マレー人による統一マレー国民組織（UMNO）とイ
ンド系住民によるマラヤ・インド人会議（MIC）との連合が選挙
で大勝して，独立へと向かっていきました。 
 
 
【問題】 
 マラヤ連邦ができて 2年後に新しい国旗が制定されました。373
の候補から最終的に 3案に絞って国民の意見を求めた結果，一番
人気のあったのはどのデザインだったでしょうか。 
 そのデザインに込められた意味は何だと思いますか。 
 
 

 
A案 
images by Eugene 
Ipavec 
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B案 
 
 
 
 
 
 
C案 
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■国旗の意味 
 三つのデザインの共通し

ているのは「使われている

色」です。これらの色は「構

成各国の国旗の色」とされて

いますが，元を正せば「英国

旗」の色です。星や縞の数は，11 の構成国地域を表しています。
剣や三日月と星は，イスラムの象徴です。 
 A案では，構成各国を表す星が円を描いていますが，これは「そ
れぞれが平等」ということを表しています。それに対して，B 案
では「内側に 6つ，外側に 5つ」，C案では「6の青縞，5つの白
縞」となっていて，これは 5つのマラヤ連合構成国とそうでなか
った 6つの国を表しています。また C案のカントンの赤は「英国
の保護」を表していました。 
 投票の結果，42%の国民が C 案を支持しました。また 27%は，
C 案の「月と星」の代わりに剣を入れたデザインのものを望みま
した。A 案と B 案を支持したのはそれぞれ 2%に過ぎず，25%は
「国旗にユニオン・ジャックを入れるように」と求めていました。 
 議会は，「国民の過半数の支持がなかった」としてどの案も採用

せず，新しいデザインを検討し，結局 C案の改訂版が国旗として
採用されたのです。それは，

より東インド会社の旗や米

国旗に近づいたデザインで

星の稜の数でも構成国数を

表していました。 
by Clay Moss 
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【問題】 
 1946年，海峡植民地は解体され，シンガポールだけが直轄植民
地として残りました。それでは，シンガポールを表す旗はどんな

旗になったと思いますか。 
 
予想 
ア 変わらなかった 
イ 徽章の部分だけが変わった 
ウ 大きく変わった 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

海峡植民地  
image by Clay Moss 
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■シンガポール植民地 
by Mario 
Fabretto 
 
 
 
 
 

 シンガポール植民地を表す旗は，徽章が変わって王冠が一つだ

けになりました。しかし，赤と白の部分は三つに分かれており，

東インド会社とかつて三つの植民地からなっていたことの名残が

感じられます。 
 シンガポールでは，失業と食糧不足により，疾病と凶悪犯罪が

蔓延し公共交通機関や公共サービスでの大規模ストライキが起き

ていました。しかし，マラヤのような武装蜂起はなく，錫とゴム

の需要により，着実な経済回復と発展をしていました。 
 
 
【問題】 
 1948年，シンガポールでは最初の議会選挙が行われました。で
は，それは普通選挙だったのでしょうか。 
予想 
ア 普通選挙だった 
イ 高額納税者のみが有権者だった 
ウ 英国臣民のみが有権者だった 
エ そのほか 
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■内政自治へ 
 この選挙での有権者は英国臣民に限定されていました。また選

挙対象も全 25 議席のうちの 6 議席で，残りの議席は「総督と商
工会議所の推薦」となっていました。 
 選挙の結果，独立派と保守派（自治権のみ）がそれぞれ 3議席
ずつ獲得しました。1951年の選挙では 9議席が対象となり，保守
派のシンガポール進歩党が 6議席を征しました。 
 1953年，マラヤでの反乱はほぼ収束し，英国は「シンガポール
の自治の可能性を研究する委員会」を設置しました。委員会は「制

限された自治政府」を提案し，その中身は「32 議席中 25 議席を
選挙対象とする。英国は治安と外交などに権限を持つ。英国には，

法案の拒否権がある」というものでしたが，シンガポール議会は

それを受け入れました。 
 
 
【問題】 
 ではシンガポール住民はこの決定をどう思っていたのでしょう

か。1955年の選挙（選挙権は 10倍に拡大）の結果はどうだった
と思いますか。 
 
予想 
ア 保守派の勝利 
イ 独立派の勝利 
ウ なんともいえない 

 
 



 50

■叛乱 
 選挙の結果，保守派は 4議席のみで，中道左派の労働者戦線が
10議席で最大議席を獲得しました。そして左派の人民行動党が 3
議席を獲得していました。人民行動党（PAP）とは，英国留学経
験のある弁護士のリーが作った政党です。 
 選挙の前年，学生たちは植民地政府の「軍役法」に反発して大

規模な暴動を起こしていました。彼らにとって英国は「守るべき

ものではなく，追い出すべきもの」だったのです。さらに人民行

動党の左派は，ストライキを呼びかけて数千人規模の暴動を起こ

していました。これに対して英国は 300名を共産主義者として逮
捕しました。 
 
 
【問題】 
 共産主義者対策により，シンガポールの自治権交渉は頓挫して

いました。政権を担当していた労働者戦線のマーシャル筆頭大臣

は英国に対して「自治権交渉を再開しなければ，筆頭大臣を辞任

する」と通告しました。 
 では英国はどうしたと思いますか。 
 
予想 
ア 無視した 
イ 自治権を後退させた 
ウ 交渉を再開した 
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■条件 
 英国はその通告を無視したため，マーシャルは辞任しました。

後任のリムは，治安維持法を活用して，徹底的な左派弾圧を行い，

英国はそれを評価して，自治権交渉は再開されました。 
 かくしてシンガポールの自治権の内容は，「防衛外交権は英国，

治安はシンガポール。市民権はシンガポールかマラヤ連邦で生ま

れた者と英国人で 2 年以上住んでいる者と英国人以外は 10 年以
上住んでいる者。 議会は 51議席で全員が選挙で選ばれる。国家
元首は英総督」となりました。 
 
 
【問題】 
 そして，それに基づき自治政府を作るための選挙が 1959 年に
行われました。ではその選挙を征したのは，どの政党だったと思

いますか。 
 
予想 
ア 進歩党 
イ 労働者戦線 
ウ 人民行動党 
エ そのほか 
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■リー 
 51 議席中 43 議席を征して圧勝したのは人民行動党でした。人
民行動党の主張は「マラヤとの統合による独立」で「全民族は平

等」というものでした。人民行動党は自治政府を樹立し，党首で

あったリーは，シンガポール初の首相となりました。 
 リーの選挙公約には「政治犯の釈放」も含まれていました。彼

は「統一のためには共産主義者も排除しない」という考えを持っ

ていたのです。だから英国からの「左派の除去要請」を拒否した

のです。 
 しかし，彼のその容共の姿勢に，西側諸国は反発し，商社など

の拠点がシンガポールからマラヤ連邦に移されていきました。ま

た，人民行動党の左派は，反共のマラヤ連邦への加盟に反対でし

た。 
 さらにマラヤ連邦もシンガポールの連邦加盟には反対でした。

シンガポールには多くの中国系住民がいるため，統合するとマレ

ー人優遇ができなくなる恐れがあったからです。 
 
 
【問題】 
 シンガポールは自治領として国旗を制定しました。その国旗に

もマラヤと同じく月と星がありましたが，それはイスラムのシン

ボルだったのでしょうか。 
 
予想 
 ア その通り 
 イ そうとはいえない 
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■シンガポールの旗 
 
by Nick Job 
 
 
 
 
 
 

 マラヤの旗の月と星はスルタンとイスラムを表していますが，

シンガポールの国旗の月と星は，そうではありません。シンガポ

ールはイスラムの国とはいえないからです。しかし，シンガポー

ルはマラヤとの統合を願っていました。そのためマラヤの人々に

も受け入れられるデザインにしたのではないのでしょうか。 
 またシンガポールの旗には，マラヤの旗にある青色が含まれて

はいません。これはどういうことでしょうか。シンガポールは，

英国からも独立したかったのに違いありません。 
 
 
【問題】 
 人民行動党の旗は，この国旗と似ていたのでしょうか。 
 
予想 
ア 似ている 
イ 全く似ていない 
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■人民行動党 
 
by Ivan 
Sache 
 
 
 
 
 
 
 

 人民行動党の旗は，国旗とはまるで違うもので，そこには青色

も含まれており，配色は英国旗と同じ三色です。青い丸を切り裂

くようなデザインになっていますが，青い丸は何を表しているの

か，きっと想像できると思います。 
 
 
 
【問題】 
 では英国は統合問題をどう判断したでしょうか。 
 
予想 
ア 統合に賛成した 
イ 統合に反対した 
ウ なんともいえない 
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■統合の条件 
 英国にとって最悪の事態は，シンガポールが共産化することで

した。そこで英国とマラヤは協力して，シンガポールを受け入れ

ることにしました。しかし，それには条件がありました。 
 まず，統合はシンガポールだけでなく，ボルネオ島のサバ，サ

ワラク，ブルネイなどを含めることでした。そうすることによっ

て，マラヤのマレー人口比率を維持しようとしたのです。また，

シンガポールには，統合の条件として「左派を逮捕すること」が

義務づけられました。 
 そして，リーは左派を 100人以上逮捕し，国外追放にして，マ
ラヤとの統合を国民投票にかけました。 
 
 
【問題】 
 では，国民投票の結果はどうだったでしょうか。 
 
予想 
ア 支持された 
イ 反対された 
ウ なんともいえない 
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■統合 
 国民投票は三つの選択肢から一つを選ぶものでした。しかし，

そこに「統合に反対」という選択肢はありませんでした。 
① マレーシアに参加し完全な内政自治権を持つ。 
② 自治権無しでマレーシアの一員となる。 
③ ボルネオテリトリーと同じような条件（広範囲の自治権）

でマレーシアに加わる 
 
 結果は①が 70%で，②と③は 2%以下，26%が無効票でした。 
 人民行動党左派は，統合を不服として，PAPから離脱して，社
会主義戦線を結成しました。 
 
 
【問題】 
 1963年，マラヤ連邦にシンガポールとサバ，サワラクが加わり，
新しくマレーシア連邦となりました。では国旗はどうなったでし

ょうか。 
 
予想 
ア 星の稜や縞が増えた 
イ 変わらなかった 
ウ そのほか 
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■新国旗 
image by Clay Moss 
 
 
 
 
 

 新国旗は初期の米国旗と同じく，星の稜と縞をそれぞれ 3つず
つ増やしたものになりました。 
 マレーシアとはマレーに「島々の」という意味の「シア」をく

っつけた言葉ですが，地理的にマレー半島とシンガポールやボル

ネオの島々が合わさったこと，そして，Malayaにシンガポール，
サバ，サワラクの Sを加えたものだと言われています。 
 かくしてシンガポールは 144年間の英国支配から脱したわけで
す。 
 
 
【問題】 
 しかし統合の 2年後，シンガポールは連邦から離れて独立する
ことになります。これはどうしてだったのでしょうか。 
 
予想 
ア マレーシアが追いだした 
イ シンガポールが脱退した 
ウ なんともいえない 
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■人種暴動 
 マレーシアが考える「マレー人のためのマレーシア」とリーが

考える「マレーシア人のためのマレーシア」は，結局相容れない

ものでした。各地で，マレー人と中国系住民による対立で互いに

殺し合う暴動が発生したのです。 
 マレーシア議会は全会一致で「シンガポールの連邦分離」を決

定し，リーはシンガポール国民に対して涙ながらに独立を宣言し

ました。 
 
 シンガポールは不本意に一国での独立を余儀なくされたのです。 
 
 
 
 
つづく 
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