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 マレーシア連邦の一員として英植民地からの独立を達成したシ
ンガポールですが，シンガポールと各州間の自由貿易が認められ

ないなど，シンガポール州には大幅な自治権と引き替えに，不公

平な重税などが課せられていました。というのも，マレーシアで

はすべてにおいて「マレー人優遇政策」があったからです。 
そして，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。 
 
 
【問題】 
 マレーシア国旗の 14本の縞と，星の 14条の光線は，シンガポ
ールを含むマレーシアの 14の州を表していました。では，シンガ
ポールがマレーシア連邦から離脱した後，マレーシアの国旗はど

うなったでしょうか。 
 
予想 
 ア それぞれ 13に減らされた。 
 イ 変わらなかった 
 ウ そのほか 
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■国旗の意味 
 シンガポールの分離

は，シンガポールの望

みではなく，マレーシ

ア側が決めたことでし

た。そのためか，国旗

は変更にはなりませんでした。そして，14番目の縞や光線の意味
は，シンガポール州ではなく，「クアラルンプール首都特別区を表

している」とされています。とはいえ，国旗にはシンガポール復

帰の余地が残されているわけです。 
 またシンガポールもそれまでの州旗をそのまま国旗として採用

しました。 
 
 
【問題】 
 1959年，シンガポールが英自治領となったとき，シンガポール
は国語をマレー語，公用語としてマレー語のほかに，英語，中国

語，タミール語（インド系）と定めました。ました。では，マレ

ーシアからの分離独立後に国語は変更となったでしょうか。 
 
予想 
ア そのまま 
イ 変更して（   語）となった 
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■国語 
 シンガポールの住民の大半はマレー系ではなく中国系です。し

かし，国語としてマレー語を選択したのは，マラヤとの統合のた

めでした。分離独立後のシンガポールにとって，マレー語の重要

性はなくなりましたが，シンガポールは現在も国語をマレー語と

しており，シンガポール国歌はマレー語で歌われています。 
 かつてのシンガポールは，小学校が英語，マレー語，中国語，

タミール語で分かれていましたが，1987年に英語学校のみとされ
ました。国民には「英語のほかにマレー語か中国語かタミール語

を修得すること」が要求されています。 
 連邦から分離独立してもシンガポールの思いは変わらないよう

にも見えます。 
 
 
【問題】 
 マレーシア連邦が成立するとき，インドネシアとフィリピンは

同じマレー民族として大反対し，インドネシアのスカルノは軍事

行動にも訴えていました。 
 では，インドネシアはシンガポール独立を歓迎したのでしょう

か。 
 
予想 
ア 賛成 
イ 反対 
ウ どちらともいえない 
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■前門の虎後門の狼 
 インドネシアのスカルノは国内事情（国民の目を国外にそらせ

る必要）もあって，マレーシアには強固に反対しました。「マレー

シアは英国の新植民地主義の陰謀であり，同じマレー民族として

大インドネシアをつくろう」と訴えたのです。 
 そして経済制裁のみならず，ブルネイでマレーシア連邦参加反

対のクーデターを起こそうとしていた北ボルネオ国民軍を支援，

「マレーシア粉砕」と称して国境を越えて軍隊を進め，テロ活動

なども行いました。後にマレーシアが国連安保理の非常任理事国

に当選したとき，インドネシアは，これに抗議して国連を脱退し

てしまうほどでした。 
 インドネシアにとってシンガポールの分離独立は「反マレーシ

ア闘争」の勝利でした。しかし，シンガポールに英軍基地が残っ

たことや，シンガポールが共産党を弾圧していたこともあり，イ

ンドネシアは中国とともに，シンガポールの独立を認めませんで

した。 
 

スカルノ 

1945 年の日本降伏直後に独立し

たインドネシアの初代大統領スカ

ルノは、67 年まで大統領をつとめ

た。西側諸国の植民地主義に対抗

する新興国家の指導者として国際

的に活躍したが、65 年の共産党によるクーデタ未遂事件のあと、それを鎮圧した

軍指導者のスハルトに実権をうばわれ、大統領の座をおわれた。 
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 このように，マレーシアとインドネシアに挟まれているシンガ

ポールは，独立したといっても，まさに「前門の虎後門の狼」だ

ったわけです。 
 しかし，クーデター未遂事件でスカルノはスハルトにその地位

を追われ，インドネシア共産党も徹底的に弾圧されました。かく

して，1965年 12月，シンガポール共和国が成立し，国連に加盟
したのです。 
 
 
【問題】 
 独立したシンガポール議会が最初に決議した法案はなんについ

てのものだったでしょうか。 
 
予想 
ア 経済問題 
イ 対日戦時賠償問題 
ウ 国防問題 
エ 教育問題 
オ そのほか 

 
 また，そのことでシンガポールに協力を申し出た国はどこだっ

たでしょうか。 
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■「生き残りのイデオロギー」 
 それは徴兵制でした。その内容は「18才以上の男子は 2年間の
兵役に就く。その後，兵卒は 40才まで，将校は 50才まで予備役
として，1年間に 40日の軍事訓練」というものでした。 
 また国防について，イスラエルが協力を申し出てきました。イ

スラエルは，両国が「資源のない小国で，周りを敵に囲まれてい

る」という点で共感できたのでしょう。 
 人民行動党は次のような「生き残りのイデオロギー」を国民に

提示しました。 
① シンガポールの生存は人民行動党の生存と等しい。複数政党

制は時間的にも，人的にも，シンガポールには不適当。 
② 国民はシンガポール存続のため，あらゆる貢献や自己犠牲を

惜しんではならない。国民すべてが愛国心と自己犠牲の精神

を持ち強靱でなければ，国際社会で生き残れない。 
③ 能力主義社会。すべての社会には肉体的にも精神的にもほか

の人々よりも優れた人間が 5%いる。限られた資源を彼らのた
めに有効に使う必要がある。 

 
 徴兵制もその目的は「愛国心と国民としての自覚を高めるため」

ということが大きかったのです。 
 
 
【問題】 
 「生き残りのイデオロギー」では，経済については述べられて

いません。かつて自由貿易港として栄えたシンガポールは，独立
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後，どんな経済政策をとったでしょうか。 
 
予想 
ア 商業中心 
イ 工業化 
ウ 金融 
エ 技術 

 
 
 
 
 
 

 
リー・クワン・ユーシンガポ

ール独立運動の指導者だっ

たリー・クワン・ユーは、1959
年にシンガポール自治国首

相となり、65年にシンガポー
ル共和国となってからも 90
年まで首相をつとめ、シンガ

ポールを国際貿易の中心地のひとつにそだてた。REUTERS / 
Corbis 
Microsoft(R) Encarta(R) 2008. (C) 1993-2007 Microsoft 
Corporation. All rights reserved. 
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■計画経済 
 シンガポールは事実上一党独裁の国で，計画経済により，国家

が経済全体に介入しています。それまでは，自由貿易港としてマ

レー半島の錫やゴムの輸出で栄えていたシンガポールも，独立後

は，それができなくなりました。 
 そこで人民行動党は，「輸出指向型工業化政策」を発表しました。

それは，「労働集約型工業生産で先進工業国入りを目指す」という

ものでした。 
 労働集約型工業とは，「多くの労働者が単純作業に従事する工

業」のことです。ただ工業製品の国内での需要はほとんどありま

せんから，生産物を輸出しなければならないわけです。そのため

には，外国企業を誘致することが簡単です。そこで政府は低い法

人税や関税で誘致をはかったのです。 
 
 
【問題】 
 では，その労働集約型工業の担い手である国民はどのように扱

われたのでしょうか。 
 
予想 
ア 労働三権など労働者の権利が尊重された 
イ 労働者の権利は制限され労働時間も増えた 
ウ 単純労働は外国人労働者に任された 
エ そのほか 
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■労組解体 
 人民行動党は「国民に最低限度満足できる生活水準」は保証し

ましたが，労働集約型工業で求められる労働者は「低賃金でも文

句を言わず働き続ける者たち」でした。 
 そこで政府は労働組合法を「改正」して，「好ましくない人物や

組合の登録取り消し」，「原則的にストや抗議行動は違法」としま

した。同時に，「雇用法」で労働者の権利を制限し，「休日・有給

の削減，労働時間の延長」などを行い，「労使関係法」の修正では，

「労働者の団体交渉権」を制限し，「昇進，配転，人員削減，解雇

などは交渉事項ではない」とし，「雇用法」以上の条件で労働協約

を結ぶことを違法としました。これによって労組は「御用組合」

と化したわけです。 
 さらに労働者の賃金は「全国賃金評議会」が「ガイドラインを

決める」ことになって，賃上げ闘争もできなくなりました。そし

て，労組は「全国労働組合評議会」に一本化されることになり，

その使命は組合員の福利厚生だけになってしまったのです。 
 労働組合の解体は，人民行動党にとって野党などの政治的敵対

勢力の支持基盤をなくすことにもつながることで，一石二鳥だっ

たのです。 
 教育においては，すべての国民に英語と実業教育が要求され，

その結果，初等教育からは歴史がなくなりました。政府がかつて

「マレーシアとの統合を望んで失敗した歴史」など国民は知る必

要がないからです。こうして，外国企業に対して「英語のできる

質の高い労働者」を提供してゆくのでした。 
 労働者のために安い外食広場が発展し，現在もシンガポール人
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は，ほとんど自炊をしないといいます。 
 
 
【問題】 
 独立後まもないシンガポールに，英国は英軍の撤退を通告して

きました。シンガポールの GDP の 20%は，英軍基地関係による
もので，基地関係労働者は国民のε%にあたる 10万人もいました。 
 では，英軍撤退はシンガポール経済にどのような影響をもたら

せたでしょうか。 
 
予想 
ア 深刻な不況と多くの失業者が出た 
イ 防衛費増大による経済的負担があった 
ウ あまり影響はなかった 
エ そのほか 

 
サルタン・モスクアラブストリートにあるサ

ルタン・モスクはシンガポール最大のイスラ

ム寺院である。1920 年代にジョホールのス

ルタンだったイスカンダル・シャーによって

たてられた。シンガポールには、少数派とは

いえかなりの数にのぼるイスラム教徒がい

る。人口の 15%を占めるマレー人のほとんど

と、インド系の一部、アラブ系のほとんどが

それにあたる。  



70 
 

■トータル・ディフェンス 
 1971年，英軍は撤退を完了しました。英軍が撤退しても，シン
ガポール経済はめざましい発展を続けていました。そして，1980
年代には，アジア有数の工業国となっていたのです。 
 これは外資系企業を誘致したからですが，企業にとってシンガ

ポールは，税の低さと，低賃金で質の良い労働力，そして何より

も治安と安定した政権が魅力でした。さらに，1966年の中国の極
左運動である文化大革命は，欧米企業をこぞって香港や台湾から，

安定しているシンガポールへと移転させたのでした。 
 またシンガポールは，1967 年に発足した東南アジア諸国連合
=ASEANの原加盟国でありましたが，その後は「ASEANのリー
ダー国的存在」となっていたのです。 
 政府は英軍撤退に際して「全面防衛政策」を打ち出しました。

それは，〈「国民に国防の重要性を徹底（心理的防衛）」，「公共のた

めに奉仕する道義心を高め（社会的防衛）」，「有事でも経済活動が

維持する体制を整え（経済的防衛）」，「防災訓練と水，食糧の確保

の態勢（民事防衛）」，その上で「国軍を維持する（軍事的防衛）」〉

というもので，そのねらいは「全国民を常に精神的に武装させて

おく」ということにありました。英軍が撤退したことで，「オオカ

ミが来るぞ」と言いやすくなったというわけです。 
 また，英軍撤退で，英国のシンガポール防衛義務が明記されて

いた協定が破棄され，英国，オーストラリア，ニュージーランド，

マレーシア，シンガポールの五ヵ国が互いに「等しいパートナー」

としての「五ヵ国防衛協定」が締結されました。 
 また，アセアンには 10カ国が加盟し，経済統合が話し合われて
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います。このようにシンガポールには軍事的脅威はないのですが，

現在も東南アジア有数の軍事力を持っています。 
 
 
【問題】 
 大東亜戦争での日本の行動に対して，戦後マラヤは対日賠償団

を組織して，日本国内の機械を持ち帰ったり，在マラヤの日本資

産を接収したりしていました。シンガポールでは，華僑団体が戦

争中に日本軍に強制的に献金させられた 5000 万シンガポール・
ドルの返還を求めていました。 
 では，サンフランシスコ講和会議において，戦争当時シンガポ

ールの宗主国であった英国は，日本にどんな賠償請求をしたと思

いますか。 
 
予想 
ア ちょうど 5000万ドル 
イ ずっと多い 
ウ ずっと少ない 

 
 
アセアンの旗は加盟国の国

旗の色を基にして，加盟国を

稲束に見立ててその結束を

訴えている。 
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■法的責任 
 英国は「賠償要求に 5000 万ドルを加えること」を約束してい
ましたが，実際には英国は対日戦時賠償の権利を放棄しました。

これは東西冷戦が始まり，「西側の日本に寛大な措置をしたい」と

いう米国の意向を受けたものでしたが，日本は法的な戦時賠償義

務を免れたわけです。 
 しかし，シンガポール側は納得しませんでした。シンガポール

は，日本総領事に外交特権を与えず，シンガポールを訪れた日本

企業団体は「バカヤロウ」と罵声を浴びせかけられました。 
 1962 年には，シンガポールで日本軍により虐殺された遺骨が
35箇所で 607体発見され，10万人が 5000万ドルの賠償を求めて
デモ行進し，日本商品排斥，日本船への給油拒否などが起こりま

した。 
 当時，シンガポールは，自治国で外交権はありませんでしたが，

リー首席大臣は，来日して外相と交渉しました。このことを英国

は黙認し，マラヤ政府も日本に「交渉に応じるように」と要請し

ました。 
 日本は「法的責任はないから賠償には応じられない」としてい

ましたが，「賠償ではなく慰謝料を払う」と譲歩しました。しかし，

シンガポールはそれを拒否しました。 
 
 
【問題】 
 1963年，シンガポールはマラヤと一緒になりマレーシア連邦と
なりました。では，この戦時賠償問題はどうなったと思いますか。 
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予想 
 ア より強く要求された 
 イ うやむやにされた 
 ウ そのほか 

 
 
 
 
 
 
 

 全面防衛 
 「それぞれに役割がある」 
http://www.totaldefence.sg 
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■「賠償」 
 マラヤは当初，賠償として日本から機械類を運んでいましたが，

米国の要請に英植民地当局が同意したため，その輸送を中止して

いました。マラヤでも日本軍の被害は主に中国系住民に集中して

いました。その住民たちは，米国の「日本の賠償負担を軽くして

反共の先鋒となる」ことに同意し，「賠償なし」を支持したのでし

た。またマレーシア国内では，マラヤ共産党が「マラヤ人民共和

国」の成立を目指してゲリラ活動を続けていました。 そこでマ

レーシアは，シンガポールの賠償要求についても，うやむやにし

てしまったのです。 
 この問題はシンガポールの分離独立によって再燃します。そし

て結局「有償無償あわせて 5000万ドルの供与」で決着しました。
この協定は「日本国とシンガポール共和国の間の 1967年 9月 21
日の協定」という名称で，どこにも「賠償」という言葉は使われ

ていません。独立間もないシンガポールも譲歩したわけです。 
 また日本は，マレーシアに対しても同額の「賠償」を行う協定

を結びましたが，その協定の名称も全く同じもので「賠償」とい

う表現はありませんでした。 
 そして，これらの「賠償」による経済協力で，多くの日本企業

がマレーシアやシンガポールに進出していき，日本の経済発展の

原動力ともなったのです。しかし，このことは「賠償問題をあや

ふやにして経済成長を達成した」と批判されることになるのです。 
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【問題】 
 独立後に掲げた「生き残りのイデオロギー（思想体系）」では「人

民行動党の独裁」を掲げていましたが，人民行動党=PAP は，独
立時の国会議席の 37/51 を占めているだけで，最大野党の社会主
義戦線は 13議席でした。 
 では独立後最初の総選挙の結果はどうだったのでしょうか。 
 
予想 
ア PAPの圧勝 
イ 野党の躍進 
ウ どちらともいえない 

シンガポールの中心部。シンガポール川を境に近代的な市街地と

植民地色がのこる旧市街とに二分される。Microsoft(R)  
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■「民主主義」 
 外資系企業誘致のための「質の良い単純労働力」確保のため，

政府は労働組合を解体していったことは，先にお話ししたとおり

です。学生運動や労組の活動を徹底的に弾圧することは，同時に

野党の政治基盤をつぶすことにもつながっていたのです。 
 このような強硬な政治介入を国民に認めてもらうため，リー首

相は「何が正しいのかを決定するのは我々である。国民が何を考

えているのかは気にする必要はない」とその方針を明確にしてい

ました。公共の場での長髪・ガムの販売とかむこと・喫煙，ゴミ

のポイ捨て，信号無視，斜め横断，トイレの水を流さないなどは

すべて禁止され，違反者とその場の管理者には高額の罰金が科せ

られました。こうして組合活動や教育だけでなく，政府は国民生

活のあらゆる面に干渉したのです。 
 また「土地収用法」を制定して，政府は，政府の決めた補償額

で自由に土地を収用できることになり，あっという間にシンガポ

ール全土の 3/4 の土地を収得したのです。そしてそれらの土地は
外資系企業や住宅建設のために使われたのです。土地を収用する

前には，たびたびそこで不審火による火事が起こり，そしてなぜ

か消防隊はなかなかやってこないことが多くありました。 
 政府は，住民の住宅として高層住宅を多数用意しましたが，住

民は好きな住宅に住むことはできませんでした。というのも，政

府は同じ民族が特定の地区に固まらないように，分断したからで

す。 
 このような政府に対し，社会主義戦線は「ファシスト独裁であ

る」と抗議して，まず「検閲廃止」や「治安維持法廃止」を要求
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して，全員が辞職しました。 
 これに対して，政府 PAPは，総選挙を七ヶ月前倒しで実施しま
した。野党は選挙をボイコットし国民にも投票しないように訴え

ましたが，結果は PAPの全議席獲得で終わったのでした。 
 
 
【問題】 
 国民はどうしてこのような政府を支持していたのでしょうか。

それとも選挙の勝利には別の理由があったのでしょうか。 
 
予想 
ア 純粋に国民の支持がある 
イ 野党が勝てない仕組みが存在する 
ウ そのほか 

 
 

 
シンガポール

国会 
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■「法治国家」 
 これまで見てきたように政府は「治安維持法」など取り締まり

のための法律を制定して，それに則って目標を達成してきていま

した。それは選挙でも同じことでした。すべては法律によって縛

られているのです。 
 まず，シンガポールの選挙は候補者ではなく政党に投票します。

野党は短い選挙期間だけにしか選挙活動ができません。また，野

党は全土にあるコミュニティ・センターという「住民教化のため

の施設」を使用することができません。選挙区は，PAPに有利に
なるように度々区分けが変更になり（ゲリマンダー），大選挙区で

は「選出議員以上の立候補者を出せない政党」は立候補が認めら

れません。投票は国民の義務であり，棄権することは犯罪であり，

棄権の呼びかけも「選挙妨害」として犯罪になります。投票用紙

には国民固有の通し番号が記されており，「誰がどの党に投票した

か」はたやすく把握されるようになっているのです。さらに選挙

のたびにリー首相は「野党候補を選出した選挙区の住民は，政府

の公的サービスが受けられなることを覚悟するべきだ」と脅して

いるのです。 
こうして「法律違反」をした野党候補者の多くは逮捕されまし

た。そして，次の総選挙でも PAPは全議席を獲得しました。 
 かつて「ミャンマー（＝ビルマ）は，法律に基づいてやってい

るだけだ。法治国家として当然である」と発言した日本大使がい

ましたが，そうなのでしょうか。 
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【問題】 
 民主主義国家において，ふつう「悪法」は，立法府の議員を選

挙で変えることで正されます。しかし選挙を意図的にコントロー

ルするための法律がある場合，それは，ほぼ不可能なものになり

ます。しかし，そんなときでも，国民に真実を伝えるマスコミが

あれば，国民にとって大きな力となるでしょう。 
 では，シンガポールのマスコミはどんな状態なのでしょうか。 
 
予想 
ア 政府の支配下にある 
イ 自由で規制はない 
ウ なんともいえない 

 
 
 
 

 
中心業務地区 
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■メディア・コントロール 
 まずシンガポールには民放はありません。ラジオもテレビも政

府系です。また新聞などのメディアも「新聞報道法」で規制と検

閲を受け，現在主要紙はすべてひとつの巨大な政府系企業の傘下

となっています。つまりシンガポールには「報道の自由」は存在

していないのです。 
 それは外国のメディアも同様で，政府に批判的記事を掲載すれ

ば，部数の大幅削減（「300部まで」など）や多額の罰金を科され
てしまうのです。 
 リーは「シンガポールのマスメディアは国家の目的を支援する

ために積極的に働かなければならない」としていました。政府批

判は許されないわけです。 
 このように野党はメディアに頼ることもできないような仕組み

となっているのです。 
 
 
【問題】 
 1969年，政府は中絶を合法化しました。経済成長で労働力は必
要でこそあれ，余ることはないのですが，中絶合法化のねらいは

なんだったのでしょうか。 
予想 
ア 人権問題 
イ 民族比率の維持 
ウ 純血化 
エ そのほか 
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■遺伝子優先 
 リーはこの法律改正の意義を次のように述べました。「貧しいも

のにはたくさんの子どもを持たせないようにしなければならない。

劣ったものがたくさんいないような社会にするための第一歩を踏

み出さなければ，将来後悔するだろう」 
 つまりこの法律改正は「貧乏人はたくさん子どもを作らないよ

うする」ためのものだったのです。なぜかというと，リーは「優

秀な子は優秀な親から生まれる」と信じていたのです。リーは「教

育を受けた女性がもっと子どもを産み，人口構成を変えねばなら

ない。次の世代が才能のないものばかりにならないようにしなけ

ればならない」として，大卒の母親に多産を奨励しました。「優秀

な子を産むのは国民としての義務」になったのです。そして，大

卒の母親には有給休暇や税金払い戻しなどの優遇措置が与えられ，

産まれた子どもにはエリート学校への入学が優先的に認められる

ことになりました。 
 
 
【問題】 
 シンガポールは独立後外資系企業を誘致して経済成長を遂げた

わけですが，経済が外資系企業に乗っ取られる危険性はなかった

のでしょうか。 
 
予想 
ア 乗っ取られるのも覚悟だった 
イ 乗っ取られないような仕組みがあった 
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■国営企業 
 後進国の多くに，経済成長を急ぐあまり，外資系企業を誘致し

て，結果として国の経済を握られてしまうことがあります。しか

し，シンガポールでは，そうはなりませんでした。シンガポール

での重要産業は，すべて政府出資の実質的な国営企業状態で，そ

ういった分野へのほかの参入を一切認めなかったのです。 
 しかし，「国営企業」といっても，社会主義国と違って，政府か

らの援助はなく，経営不振になると閉鎖されるものでした。PAP
の方針は「国民であれ企業であれ，政府依存はさせない」だった

のです。そして，そういった企業には，研修を積んだ官僚を送り

込んでいきました。 
 
 
【研究問題】 
 そんな国営企業の一つがシンガポール航空です。飛行場がひと

つしかない国に，国際線の航空会社をつくったことは，世界から

驚きを持って受け止められました。 
 後発のシンガポール航空は，質の高い機内サービスで顧客を呼

び込もうとしましたが，国際的な航空会社の規定では，機内サー

ビスの内容が細かく定められており，それを越えることはできま

せんでした。ではシンガポール航空はどうしたでしょうか。 
予想 
ア 協定を無視した 
イ 別のサービスを始めた 
ウ そのほか 
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■シンガポール航空 
 国際民間航空輸送協会規定では「機内で出すサンドイッチの厚

さ」まで細かく定められていました。そこでシンガポール航空は

協会を脱退して，豪華な機内サービスを始めたのです。客室乗務

員には，厳しい研修が課されており，やがて質の高いサービスで

有名となったのです。世界で最初に CMに客室乗務員を登場させ
たのもこの会社でした。また，シンガポール航空は，世界一短い

サイクルで機体を交換す

ることでも有名で，機体

の交換は全機一斉に行わ

れます。 
 
 
 

 
 
【問題】 
 シンガポールが目指しているのは「依存型ではなく自立型社会」

です。では，医療や年金制度はどうなっているのでしょうか。 
 
予想 医療（  ） 年金（  ） 
ア 公的制度がある 
イ 公的制度はないか，あってもわずか 
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■強制貯蓄制度 
 シンガポール政府は「社会福祉を充実すると国が滅びる。老後

も医療費も基本的には個人の責任」としていて，政府からの補助

は削減され，現在はありません。そのかわりに強制貯蓄制度があ

ります。それは「給与の 25%を労使双方から徴収する」というも
のです。貯蓄者は，老後になってこの貯蓄を使えますが，万一に

備えて一部の金額は引き出すことができないようになっています。

退職前にこの貯蓄を使えるのは，住宅購入のためと医療費に使う

ときだけです。この預金による膨大な資金が政府系企業の資金源

となっているわけです。 
 高齢化によりこの貯蓄を使える年齢は段階的に引き上げられ，

現在は 65歳となっています。また「あまり使わないように」とい
うプロパガンダも繰り返されています。 
 政府が用意した高層アパートを国民に対して，賃貸ではなく購

入（5LDKで 1400万円）を迫るのも，「自分の家なら大事に使う」
ということと「国民の自立を図る」のが目的であり，現在国民の

80%以上が公団に暮らし，そのほとんどが持ち家となっています。 
 
 
【問題】 
 経済発展により，労働力が不足し，それを補うために外国人労

働者が急増し，特にマレーシアからは 6万人が来ていました。し
かし，ここで問題が生じたのです。シンガポールは面積が小さい

ため，多くの労働者を受け入れられなかったのです。 
 さて，ここで政府はどうしたでしょうか。 
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予想 
 ア 労働者をマレーシアから通勤させることにした 
 イ 機械化を進めて外国人労働者を減らそうとした 
 ウ 住宅や工場などを高層化した 

 
 
 
 
 

公共住宅群 
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■資本集約産業へ 
 1979 年，政府は産業構造高度化政策を打ち出し，1991 年まで
に単純労働外国人をゼロにして，大規模な設備や高い技術が必要

な産業である資本集約型産業への転換を図ることにしました。 
 そして，各企業に対し今後三年間毎年 30%の賃上げを要請しま
した。賃上げで人件費が負担になれば，労働集約型産業はできな

くなり，自動化や機械化が進むことを期待したのです。またこれ

までの労働集約型産業への優遇策もすべて廃止されました。この

政策により，多くの外資系企業が海外への移転を余儀なくされま

した。 
 さらに中国と経済協定を締結し，「中国系国民は華語（=北京中
国標準語）を話そうキャンペーン」を始めました。これは，人口

の大多数を占める中国系国民の結束を図ったものでもあります。 
 産業構造の変化に応じて，国民に求められる教育も変化しまし

た。それまでは単純労働者養成のための教育だったのが，エリー

ト教育に重点が置かれるようになったのです。もともと義務教育

制度はシンガポールにはありませんが，それでも中学校への進学

率が 62%，高校へは中卒者の 20%しか進まず，大学となると進学
率は 1%となります。そのため学歴による給与格差も大きく，厳然
たる学歴社会なのです。 
 そして，その「区別」は小学校 3年生で行われます。ここで「落
ちこぼれ」と判断されれば，職業教育コースへとまわされるわけ

です。またエリートは 15才で大学へ入るのです。リーは「大器晩
成の人間はシンガポールには不要」とまで言い切っています。 
 シンガポールのモデルは日本でした。「日本に学べ」を合い言葉
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に，産業別組合ではない日本のような企業内組合を奨励し，「企業

内福祉制度」を導入しました。これは政府による医療サービスを

肩代わりさせるためと，「たくさん働けば自分たちの福祉も向上す

る」と自覚させる目的がありました。 
 またリーは「日本的なチームワーク精神」を賞賛して，国家生

産性評議会を設置，労働者に対して「チームで仕事すること」を

求めました。 
 住宅地区では，占領時の日本の制度をまねて「隣組制度」が導

入されました。また交番制度も取り入れられ，「全面防衛」の一翼

を担うこととなりました。 
 
 
【問題】 
 このような政策に対して国民はどう反応したでしょうか。 
 
予想 
ア 積極的に従った 
イ 反発した 
ウ なんともいえない 
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■野党議員復活 
 1981年，独立後の選挙で初めて野党の候補が当選を果たしまし
た。労働者党のジャヤラトナムが野党初の国会議員となったので

す。彼は社会福祉の充実を訴えて，貧困層の支持を獲得したので

した。 
 また政府は外国人単純労働者をなくして，その仕事を国民にさ

せようとしていましたが，国民はすでにそういう仕事を嫌ってい

ました。 
 さらに労働者に対する調査で「チームワークによる生産性向上

は会社の利益にはなっても労働者の利益にはならない」と 70% 
が答え，89%が「チームワークでやらない方が生産性が上がる」
と答えたのでした。これは建国以来「個人の努力と実績」に重点

を置いてきた政策の結果でした。 
 そこで政府は政策を転換し，「日本に学ぼう」を諦めました。そ

の代わり，医療費等の政府補助を全面的に廃止し，医療費は個人

の強制貯蓄からまかなうこととしました。また今まで「老人の面

度を見ていると仕事に支障が出る」として核家族化を進めていた

のを，高齢者問題が出てくると「両親の面倒を見ること」を，違

反者には罰金の伴う国民の義務としました。 
 また外国人単純労働者を排除することも取りやめ，マレーシア

人以外の外国人を雇用する企業から高額の雇用税を徴収すること

にしました。 
 いずれにせよ，政府の社会福祉支出はなくなり，収入は増えた

わけです。 
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【問題】 
 このような国民の反応を受けて，政府は教育施策も変更しまし

た。では新しく取り入れられたのはどんな教科だと思いますか。 
 
予想 
ア 歴史 
イ 修身 
ウ 宗教 
エ そのほか 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

シンガポール労働者党 
by Guillermo Tell Aveledo 
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■忠君愛国 
 政府は野党候補の当選をマスコミ報道が原因として，主要日刊

紙 7紙を統合する国営会社を設立させ，経営陣は高級官僚にあた
らせました。また，国営放送は，初めて国会中継を始め，「たった

ひとりの野党議員がいかに惨めか」という様子を国民に知らせよ

うとしました。 
 また国民が政府の方針に反対したことに対して，教育を変える

ことにして，「宗教知識」が必修となりました。そして国民の大多

数である中国系には「儒教」の選択が要求されたのです。そして，

マスコミは大々的な儒教キャンペーンを始めました。儒教は「指

導者は君子である」として「忠君愛国」を説くからです。リーは，

毎年，孔子の生まれ故郷を訪問して，「自分が君子である」ことを

アピールしました。 
 また，「マラヤとの統合」を唱えていた PAP にとって，分離独
立は汚点であり，「労働者には歴史教育は不要」と判断したことも

あり，初等教育から「歴史」を排除していました。それが復活し

たのです。「歴史」で愛国心を植え付けようとしたのです。 
 そして PAPは綱領から結成時からあった「より公正で平等な社
会をめざす」という目標を削除しました。 
 
 
【問題】 
 1984年からシンガポールは石油ショックにより，初めてのマイ
ナス成長となり，不況とリストラの嵐が吹き荒れました。 
 では政府はどういう対応を取ったでしょうか。 
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予想 
ア 失業者対策 
イ 社会福祉の充実 
ウ 企業優遇 
エ そのほか 

ジャヤラトナム 
Joshua Benjamin Jeyaretnam: 
"I want to take on LEE Dynasty in the coming election, and 
YOU can help!" - Nov.2004 
http://jbjeya.org/ 
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■個人よりも社会，社会よりも 
 不況に対して，政府は法人税を減税し，強制貯金の企業負担額

も減らしました。また，製造業だけでなく，サービス業にも外資

参入を拡大しました。さらに，シンガポールに本社を置く企業に

は減税などあらゆる優遇措置をとることにしたのです。 
 この結果，年金は目減りし，国民の負担は増えましたが，リス

トラされたのは，ほとんどが外国人労働者で直接の国民への影響

は少ないものでした。 
 もっとも政府は一部の国民には「福祉」を拡大しました。1984
年，政府は「世帯月収 1500 ドル以下で学歴の低い母親には避妊
手術を奨励し，手術を受ければ 1万ドルを支給する」としたので
す。 
 また高学歴女性の出産を促すため，政府は国立大学の合格基準

を引き下げました。これは，男子学生を多数入学させて，出会い

の機会を増やそうとしたのです。さらに 50万ドルの予算で社会開
発局設置し，高卒時の成績が一定以上の国民を対象にお見合い事

業を行わせました。 
 リー首相は「どのような社会であれ，エリートがいなければな

らない。大衆を先導し，しかも最初に倒れる危険さえいとわない，

責任のあるエリートが必要である。エリートをいかに生み出すか，

そのシステムを作るのだ。人の行動の 80%は遺伝によって決定さ
れ，20%が教育によって決定される。優秀な両親からは優秀な子
どもが生まれる。〈無責任な社会的義務不履行者〉が何人もの子ど

もを作り，政府に対して食料，医療，住宅，仕事の提供を要求す

ると経済成長を阻害する」と述べました。すべては「国のため」
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というわけです。 
 
 
【問題】 
 この「学歴による差別」について国民はどういう反応をしたで

しょうか。 
 
予想 
 ア 反対した 
 イ 賛成した 
 ウ 無関心だった 
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■人民の行動 
 この政策に対して，新聞には「〈高学歴の親から優秀な子どもが

生まれる〉というのは，科学的根拠がなく〈エリート優先〉に過

ぎない」として抗議の投書が殺到しました。学生連合は政策の見

直しを要求して 3000 人学生署名を元に教育相に面会を求めまし
た。カトリック教会も「学校教育は恵まれない人々を最優先すべ

き」と反対運動をしました。 
 PAPは野党初の議員ジャヤラトナム追い落としにも容赦しませ
んでした。PAPは「過去の労働者党の会計報告に虚偽の記載があ
った」などしてジャヤラトナムを 4つの罪状で告訴しました。判
事は，そのうち 3つの告訴を「事実ではない」として棄却したた
め更迭され，再告訴でジャヤラトナムは有罪判決を受けました。 
 弁護士であるジャヤラトナムは「判事の更迭は司法への介入だ」

と批判しましたが，政府は「国会議員の特権に関する法律」を「改

正」し，「批判は特権の乱用」として，ジャヤラトナムに罰金と国

会からの追放を科したのでした。 
 
 
【問題】 
 ジャヤラトナムは，次回の総選挙にも立候補しました。では彼

は当選できたでしょうか。 
予想 
ア 当選した 
イ 落選した 
ウ そのほか 



95 
 

■歴史的敗北 
 PAPはジャヤラトナムの当選を阻止するためゲリマンダーで彼
の選挙区を改変しました。しかし，選挙結果はジャヤラトナムの

圧勝で，彼のほかにも野党議員がひとり当選し，PAPの得票率は
前回よりも 13%減の 62.9%という「歴史的敗北」に終わったので
す。 
 また「女性差別に反対する団体」として「AWARE=行動と研究
のための女性協会」が設立されました。しかし，シンガポール憲

法には「性による差別禁止」の条項はなく，性による賃金格差は

現実のものとして存在します。同性愛についても，男性間の同性

愛行為は違法で，最高で終身刑となる重罪ですが，女性の同性愛

については特に禁止されていません。 
 
 
【問題】 
 では政府 PAPはすぐにどうしたと思いますか。 
 
予想 
ア ジャヤラトナム追い落とし 
イ 国民の意見を聞いた 
ウ 特に何もしなかった 
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■「フィードバック・システム」 
 選挙敗北を受けて政府は国民の意見を知るために「新聞に反党

的な投書を掲載すること」を認めました。新聞には反政府的な投

書殺到し，数日で掲載は打ち切りとなりました。 
 また政府は「フィードバック・システム」と名付けた国民との

対話集会を毎月実施することにしました。しかし，政府管理下の

集会は，ただの「質疑応答集会」でしかありませんでした。 
 そして政府は，「政策の理念は正しかったが，やり方が悪かった」

として「高学歴女性への優遇措置」を廃止しました。 
 それらと同時に PAPは，ジャヤラトナムに対して執拗な攻撃を
続けました。「虚偽記載」で告訴された彼は，弁護士資格の剥奪と

懲役一年の判決を受けました。シンガポールは英連邦の一員でし

たから，彼は，英連邦の最終審裁判所である枢密院へ異議申し立

てを行い，枢密院は「判決は不当」として彼の弁護士資格を回復

しました。 
 PAP はなおも「反省の姿勢を示すように」と要求しましたが，
ジャヤラトナムは拒否したため，彼の有罪判決はそのままとなり

ました。その後も PAPは，名誉毀損など度重なる告訴を行い，つ
いに彼を巨額の罰金と「5 年間の議員資格停止」に追い込みまし
た。そしてジャヤラトナムは，路上で政府批判を続けるのでした。 
 ジャヤラトナムの件については国際人権団体のアムネスティも

抗議しています。 
http://www.amnestyusa.org/document.php?id=7CC6320873957
F2880256A92003CD0C7&lang=e 
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【問題】 
 次の総選挙は 1988年に行われました。その選挙で PAPの得票
率はどうなったでしょうか。 
 
予想 
ア 上昇した 
イ 変わらなかった 
ウ 下がった 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『 リ ー

の法律 シンガポールはいかにして反対意見を葬り去るか』 
ジャヤラトナムの事件についての本。 
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■支持減退 
 政府は選挙に備えて新しい制度を導入していました。それは「非

選挙区選出議員制度」で，「落選した野党候補から三名以内を議員

にする」というものです。つまり「国会には必ず野党議員もいる」

という状態にして内外からの批判をかわそうとしたのです。しか

し，そうして選ばれた議員には，憲法改正や予算案での投票権は

与えられていませんでした。 
 また選挙の前年には，治安維持法を発動して，「マルクス主義者

が国家転覆を謀った」として，教会関係者や弁護士，学生など知

識人 22名逮捕して拷問にかけました。これは，「1986年にフィリ
ピンで独裁政権を倒した革命の際の宗教の役割を警戒したもの」

と言われています。 
 選挙の結果，PAPはさらに支持を落として 61.8%の得票率でし
た。 
 
 
【問題】 
 支持率低下に対して政府はどうしたと思いますか。 
 
予想 
ア 弾圧を強めた 
イ 仮想敵を作った 
ウ 外国人労働者を差別した 
エ そのほか 
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■差別 
 政府は入国管理法を改正し，「90 日以上の不法残留就労者に 
禁固三ヶ月以上，むち打ち三回，雇用主には禁固六ヶ月以上と罰

金 6000ドル以上」として，タイ人 1万人を摘発しました。 
この事件は，タイ政府の抗議で罰則なしで本国送還のみで決着

しましたが，労働力不足になったため，結局全員に正規ビザを与

えて再び入国させました。しかし，この事件を契機に，国民の間

に単純外国人労働者に対する蔑視感情が強まっていったのです。 
シンガポールには 20 万人の外国人労働者がいますが，彼らは
「就業許可書」を持ち市民権取得も可能な高学歴な労働者と，「労

働許可書」で単純労働をするものに分けられています。リーは，

「モンゴロイド系である日本人，中国人，朝鮮人は優秀であり， 

インド，マレー系に比べて近代的経済発展に適する。そうでない

ものは怠惰だ」と出自による差別をしています。 
保育園制度がないため，シンガポールにはたくさんのフィリピ

ン人メイドがいますが，彼女たちには半年ごとの妊娠チェックが

義務づけられ，妊娠がわかると本国に送還されます。またシンガ

ポール人との結婚は認められていません。 
 学校教育での「宗教知識」必修では，国民の多くが現実とは合

わない古くさい儒教よりも英語教育の結果としてキリスト教を選

択するようになり，教会と一緒に政府批判をするようになってし

まいました。そこで政府は「宗教知識」の教科を廃止し，「宗教調

和法」を制定し，「宗教団体の，宗教間の緊張を高める行為，社会・

政治への関わりを全面禁止」しました。こうして宗教団体の反政

府活動を完全に封じたのです。 
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 宗教教育の代わりに政府は「国民共有価値白書」を出し，その

内容は「①個人よりも社会，社会よりも国家を優先 ②社会の基

本単位は家族 ③社会は個人を尊重し支援する ④争いよりも合

意 ⑤人種間調和と宗教的調和」となっており，それを「新公民」

として教育に導入しました。これは儒学思想を 国民に受け入れ

やすいように脚色したものです。 
 
 
【問題】 
 ではその次の総選挙で PAPは支持を回復できたのでしょうか。 
 
予想 
ア 支持を回復した 
イ 変わらなかった 
ウ より低下した 

 
Religion in Singapore 
Buddhism    42.5% 
No religion    14.8% 
Christianity    14.6% 
Islam        13.9% 
Taoism        8.5% 
Hinduism    4% 
Others        1.6% 
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■不支持 
 1990年，リーは 31年間という議会制民主主義国としては最長
の首相在任期間からの引退を表明し，ゴーが首相になりました。

首相を退いたリーは「上級相」というポストに就き，その後も支

配力を確保していました。 
選挙結果 PAP は 77/81 議席，得票率 61%で，前回よりもさら
に支持を下げたのでした。この選挙では民主党が 3議席を確保し，
PAPにとっては驚異でした。 
 そこで従来象徴的な存在でしかなかった大統領に拒否権を与え

て公選制としました。将来野党が議席を増やして法案などを通し

たとしても，大統領が拒否できるようにしたのです。そのため大

統領候補となるには「十分な行政経験を持つもの」という条件が

ありました。つまり政権内部以外のものは大統領に立候補できな

いのです。 
 リーは勇退に際し，「もしも政府が国民の個人的問題，たとえば

隣人は誰なのか，どうやって生計を立てているのか，騒音を出し

ていないか，どこにつばを吐くのか，どの言語を話すのかなどに

ついて干渉しなかったとしたら，今日の我々の繁栄はなかっただ

ろう」とこれまでを総括しました。 
 
 
【問題】 
 1992年，政府は「長期国家ビジョン」を発表しました。それに
ついて PAP幹部は「欧米流の民主主義ではアジアの国々は崩壊し
てしまう。だから，ある程度の独裁はやむを得ない。まずは政治
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的安定が必要」とコメントしました。 
 翌年には，大統領選挙が行われ，PAPは「公平な選挙」を演出
するため，本命候補のほかに，わざと対立候補を擁立しました。 
 では，対立候補の得票率はどれぐらいあったでしょうか。 
 
予想 
ア ほとんどない 
イ 2，3割 
ウ 半分ぐらい 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米国との自由貿易協定に署名するゴー首相 2003 
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■国民の意思 
 対立候補は無名で，全くの選挙活動をしなかったのにも関わら

ず，41.3%の支持を集めました。この投票は，明らかに政府批判
票でした。 
 そこで次回の大統領選挙からは，PAPは候補を一本化しました。 
 
 
【問題】 
 1993 年にシンガポールが諸外国から非難される事件が起こり
ました。それは米国青年が，「スプレーで車数台に落書き，標識を

盗んだ」として逮捕されたのです。彼にはシンガポールの法律に

基づき，罰金と懲役四ヶ月，そして 6回のむち打ち刑が言い渡さ
れました。 
 これに対して，クリントン米大統領を筆頭に欧米諸国から「刑

が重い，むち打ちは非人道的だ」として抗議が寄せられました。 
 ではシンガポールはどうしたと思いますか。 
 
予想 
ア 取り合わなかった 
イ むち打ちは取りやめた 
ウ そのほか 
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■国家の威厳 
 欧米からの抗議に対し，リーは「湾岸戦争で欧米はクウェート，

サウジアラビアを支援したが，両国とも民主主義とはほど遠い専

制国家ではないか」として欧米の「ダブルスタンダード（二重規

律）」の姿勢を非難しました。そして，むち打ちを 4回に減らして
刑を執行し，「国家の威厳を示した」（リー談）のです。 
 国際社会は，シンガポールの「国家に従順な国民の実態」を知

って驚きましたが，多国籍企業にとってはそれが魅力的と思えた

ことでしょう。 
 国際的な非難の中，日本だけは「日本の資金でシンガポールを

援助供与国にさせる」という「パートナーシップ計画」を開始し

ました。 
 リーは，またも「日本のシステムはすばらしい。多くの魅力的

な女性が教養を身につけて，夫のキャリアの支援者となり，質の

高い子どもを産んでいるのだから」と日本を模倣する姿勢を示し

ました。 
 かくして「国民共有価値キャンペーン」は，まず「家族」から

行われ，儒教的な家族の価値がさかんに宣伝されました。学校で

は，それまで共修だった「技術」が「男子だけ」となり，「家庭科」

が女子必修となりました。そして「妻として，母としての教育」

が行われたのです。 
 また，1995 年には，ひとりあたり国民所得が 2.3 万米ドルで，
かつての宗主国=英国を抜きました。政府は，閣僚と高級官僚の給
与を大幅に引き上げて，その労に報いました。 
 そして，むち打ち事件からのイメージ回復として，シンガポー
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ルの美食や安全でたのしい夜の生活について盛んに宣伝しました。

シンガポールでは，雑誌などのヌード掲載は厳しく規制されてい

ます（日本の週刊誌などはヌード写真切り取った上で販売されて

いる）。それが，売春，バートップダンスやトップレスバーの営業

を許可したのです。 
 
 
【問題】 

1997 年の総選挙の前に政府は若者（21～30 歳）の世論調査を
行い，その結果 8割近くが「野党議員の存在は重要である」と考
えていることがわかりました。 
 この結果にリーは「若者の無責任な投票行動を規制するため 

に，シンガポールの苦難の歴史を知る年配者には二票を与える計

画がある」と述べました。 
 では，総選挙の結果はどうだったでしょうか。PAPの支持率低
下傾向に歯止めはかかったのでしょうか。 
 
予想 
ア さらに低下した 
イ あまり変わらなかった 
ウ 伸びた 
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■「国民の意思」 
 選挙の結果，野党議員は 2/83 に減少し，PAP の得票率は 65%
と低落傾向に歯止めがかかりました。この選挙には，ジャヤラト

ナムも立候補していましたが，落選しました。 
選挙結果についてゴー首相は「国民が社会よりも個人の権利を

優先させる欧米型民主主義や自由を否定したもの」と大々的に評

価しました。しかし，この勝利には理由がありました。政府は，

選挙の前に「住宅の改修を行うが，優先順位をつけなければなら

ない」と発表し，「改修を望むなら，PAP へ投票を」というキャ
ンペーンを繰り広げたのです。国民の 8割が住む国設住宅は，そ
の多くが古くなっていました。その改修工事を「野党を当選させ

た選挙区は後回しにする」と脅したのです。 
 この年は，通貨危機や株価の暴落がありましたが，政府は「弱

者救済措置は執らない」と明言しました。 
 そして，橋本首相は，ゴー首相と会談し「技術協力についての

イコール・パートナーシップ」で合意しました。これは 2002 年
の日本とシンガポールの自由貿易協定につながるものでした。 
 
 
【問題】 
 選挙では快勝でしたが，ゴーは，国民に対して政府批判ができ

るようにしました。公園の一角に自由に政府を批判できる場を設

けたのです。 
 では，その結果どうなったと思いますか。 
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予想 
ア 批判演説で盛り上がるようになった 
イ 結局，使われなくなった 
ウ そのほか 

 
 
 

シンガポール国章 
 
 
 
 
 
 
 
大統領旗 
by Željko Heimer 
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■スピーカーズ・コーナー 
 ロンドンのハイドパークには「スピーカーズ・コーナー」とい

う一角があって，そこでは，「王室への批判」と「政府の転覆」以

外のいかなる話題についても，法的問題を気にすることなく誰で

も自説を演説することができます。ゴーは，それを模倣したので

す。しかし，シンガポールのは，使用に事前申請が必要で，取り

上げるテーマも限られていました。 
 それでも活動の場を確保できた野党は，積極的にそこを使いま

した。しかし，シンガポールは「国」と PAPが等しい状態で，野
党は何一つ裏付けのある提案をすることができませんでした。そ

こで，民衆は誰も聴きに行かなくなってしまったのです。ゴーは

「予想通り」だったことでしょう。 
 
 
【問題】 
 2001 年の選挙で，野党は共闘して戦いました。ではその結果
PAPの得票率はどうなったでしょうか。 
 
予想 
ア 下がった 
イ 変わらなかった 
ウ 上がった 
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■「確実な支持」 
 シンガポールの選挙は，政党を選ぶ選挙であり，定数が 5～6
の大選挙区では，定数以上の候補者を出せない政党は立候補する

ことができません。PAP はそういった大選挙区を増やすことで，
野党は共闘したものの 29/84しか候補者を出すことができず，55
議席が無投票で PAP 当選を決めたのです。結果，82/84 で PAP
は圧勝し，得票率も 75.3%と大きく伸びたのです。 
 
 
【問題】 
 2004年，ゴーは勇退し上級相に，リー上級相が新設の顧問相と
なり，3 代目の首相にはリーの長男が就任しました。シンガポー
ルはインド，中国との競争激化による経済不況でマイナス成長で

した。そこで息子のリー首相は，アニメ・娯楽産業，バイオ産業

などハイテク分野への進出を計画しました。 
 では教育はどうなったでしょうか。 
 
予想 
ア 専門家養成に 
イ 創造性養成に 
ウ 徹底したエリート養成に 
エ おちこぼれ対策重視に 
オ そのほか 
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■自由化 
 息子のリー首相が目指したシンガポールの新しい産業のために

は，それまでの模倣力よりも創造力が必要でした。そこでリーは，

教育を見直し，自由な発想を養うものとしました。 
 しかし，これはそれまでの教育方針や，政府の国民に求める政

治姿勢とは明らかに矛盾するものです。政府に従順な国民に創造

性を期待できるのでしょうか。 
 またガムも解禁されましたが，薬局のみの販売で，種類も「歯

に良い」という米国製ガム一種類のみで，登録済みの者だけが購

入できるという条件付です。違反したときの，罰則は，2 年間以
下の懲役と 5000ドルの罰金です。 
 
 
【問題】 
スイスの国際経営開発研究所は毎年各国の「世界競争力」を発

表しています。それは「経済力」「政府力」「企業力」「インフラ整

備力」から判断しているものですが，1994年以降，米国が首位を
独占しています。 
では，シンガポールの評価はどの程度でしょうか。日本はどう

でしょうか。 
 
予想 シンガポール（）  日本（） 
ア 10位以内 
イ 20位ぐらい 
ウ 30位以下 
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■オーバー・テイク 
 シンガポールの評価は，ほぼ毎年安定しており，2008年の評価
で，経済力が 3位，政府力で 1位，企業力で 2位，インフラ整備
で 3位となっており，総合評価でもほぼ毎年米国に次ぎ 2位なの
です。それに対して，日本の評価は，2008 年のもので経済力 29
位，政府力 29位，企業力 24位，インフラ整備では 4位の総合 22
位となっています。つまりシンガポールはすでに「日本を追い越

した」のです。 
（グラフが描きたい・・・） 
 
 
【問題】 
 PAP=人民行動党の旗は何を象徴しているのでしょうか。党員は，
党の活動の際は必ず，白いシャツと白いパンツの出で立ちで，PAP

の党員バッジをつけています。PAPサ
イトの説明によると，「青円はすべての

人種の統合を表し，赤は行動を表す。

背景の白は〈汚れのないこと〉と誠実

の象徴である」となっています。 
 しかし，この説明には赤の色の説明

はあっても，赤の形が表す意味につい

ての説明がありません。しかし，この

形は，過去にある政治思想の象徴として用いられたものによく似

ています。考えを出し合ってみましょう。 
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■シギル 
 この「S」のような形は，ふつうは「シギル」というルーン文字
と解されます。ルーン文字とは，「キリスト教前のゲルマン諸民族

が使っていた呪術的文字」のことで，シギルが表すのは「太陽（全

体性，生命力，輝き，創造，成功，熱，健康，調和）」です。 
 欧米で地図記号に使われる図のような図形もシギル

に似ています。しかし，これらには「行動」の意味は

含まれていません。 
 しかし，かつては欧米では，発電所の記号は「かぎ

十字」でした。それは「かぎ十字」が「力」や「雷」

を表すからでした。 
 「かぎ十字」は，もともと「十字」の記号に「動的，循環的表

現」を持たせたものです。つまり「動き」を表し，そこから「繁

栄，幸福」の象徴と考えられるようになりました。ヒットラーは，

この印を「敗戦により困窮化した国家の再生と繁栄」の意味をこ

めて使いました。 
 「ナチスのかぎ十字は，ふたつのシギルの組み合わせ」という

説があります。これも意味に

おいては間違ってはおらず，

ナチス親衛隊の徽章などにも，

シギルは用いられていました。 
（右図はナチス親衛隊の旗） 
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 PAPの政策は，指導者原理，全体主義，プロパガンダなど，ナ
チスからの模倣を感じられるところが多々あるのです。しかし，

ナチスでは，国民は熱狂的にヒットラーを支持したのに対して，

シンガポールでは，「選択肢のない選挙による見かけの支持」にと

どまっているかのようにも見えます。 
 
 
【研究問題】 
 これまで見てきたように，シンガポールでの生活は，政府に生

活指導される日本の江戸時代のようなものです。これからもシン

ガポールは，「個人よりも社会，社会よりも国家」の政策を続けて

ゆくのでしょうか。あなたはどう思いますか。 
 
 
民間用船舶旗 
by Željko Heimer 
 
官用船舶旗 
by Željko Heimer 
 
 
 
海軍旗 
by Željko Heimer 
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■国外脱出 
 人口が日本の 30 分の 1 のシンガポールで，年間の海外移住者
が日本の 3倍以上いて 1万人を超えています。移住者のほとんど
は，エリート層の国民で，主な移住先はカナダ，オーストラリア。

米国です。彼らは抑圧的な政治体制の国から離れたいのです。 
 また，学歴社会でのエリート中心教育を否定して，海外で学ぶ

者たちも年間 2万人います。 
 国費を投入して育てたエリートが流出してゆくことに対して，

かつて父親のリー首相は，「シンガポールは自分の国であるという

自覚を持ってほしい」と涙ながらに訴え，儒教教育で歯止めをか

けようとしました。彼が国民の前で泣いたのは，シンガポール独

立の時と，このときの二回だけでした。 
 この問題を今後シンガポール政府はどうするのでしょうか。 
 
 かつて日本も「追いつき追い越せ」で「模倣の時代」をやって

きました。しかし「追い越した後」の日本は「創造性」を唱えま

したがうまくゆかず，「昔は良かった」と復古調になっているかの

ようです。シンガポールも独立の混乱期を一党独裁で乗り切り，

経済成長を達成した今，国が求めるものも国民が求めるものもか

つてとは違ってきているのです。 
 
 2006年の総選挙で PAPは 82/84議席を獲得，66.6%の得票率を
得ました。 
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■あとがき 
 いゃあ忙しいです。そしてなぜか指導部はよくいじめられてお

ります。本当はサミットについてやりたくて仕方がなかったので

すが，シンガポールについて一気にこの一週間寝ないでがんばり

ました。胃薬ドーピングで持たせております。 
 

丸山秀一 shusan3@gmail.com 
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