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２００５年４月１３日 
＜スマイル会２００５年４月度報告＞ 

中村 嘉孝 

リー・クアン・ユーとシンガポール発展の軌跡 
１． シンガポールの登場 
 シンガポールが歴史の舞台に登場するのは１８１９年であり、イギリス東イ

ンド会社の幹部の一人であったトーマス・スタンフォード・ラッフルズ（１７

８１－１８２６）によって、この島が同社の支配下に入ってからである。 
 当時、アジアに進出していた西欧列強の中で、マレー半島とインドネシア地

域で勢力を争っていたのはオランダとイギリスであった。この地域の拠点であ

ったマラッカ王国は、１５１１年にポルトガルによって征服されたが、１６４

１年にオランダが取って代わり、以来オランダがマラッカ、バタビア（現在の

ジャカルタ）など主要な町を支配した。 
 これに対してイギリスは当時発展し始めたイギリス・インド・中国間の木綿・

アヘン・茶の三角貿易を円滑に進めるための拠点を求めて、オランダに挑み、

１７９５年にマラッカを、１８１１年にジャワをオランダの手から奪った。 
 ところがヨーロッパでのナポレオン戦争終結（１８１５年）によるウイーン

会議でマラッカ・ジャワがオランダに返還されることになり、イギリスは再び

この地域の拠点を失った。 
 そのためイギリスは新たな拠点としてラッフルズの提案を受け入れ、シンガ

ポールの利権を獲得することとした。 
ラッフルズはシンガポールを獲得すると、英国流の都市計画に従って港湾、

造船所、倉庫、政庁、警察署、裁判所、商店、市場、教会、劇場、学校、植物

園などを建設し、居住民は種族ごとに区分けして住まわせた。 
 １８１９年１月、ラッフルズが初めて上陸したときのシンガポールは、１２

０人のマレー人と３０人の中国人その他数百人の水上生活者たちが住む寒村に

過ぎなかった。それが５年後の１８２４年には１０，６８３人に増え、１８３

６年には３万人となり、中国人がマジョリティを占めることとなる。 
 その後、イギリスはマレー半島の諸州を保護領とし、シンガポールはペナン、

マラッカと共に直轄植民地となり（１９０９）、第二次世界大戦を迎える。 
 
２． イギリスの植民地からマレーシアの１州へ 
 第二次大戦終結後、シンガポールは再びイギリスの直轄植民地の状態に戻る。

この間、１９４８年には、現在の半島マレーシアの部分（９つの州とペナン・

マラッカの旧直轄植民地）がマラヤ連邦としてイギリス主導による自治を獲得

し、１９５７年にマレーシアとして完全独立を達成する。 
他方、シンガポールはイギリスの植民地行政府の下で、マラヤ共産党を中心
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に独立獲得運動が起こるがイギリスは共産党を非合法化して対抗するのと平行

して、自治権拡大に動き、１９５５年新統治制度を導入し、３２人からなる立

法参事会を設置した（内訳、２５名―選挙 ３名―英国人官吏 ４名―総督任

命）。この新統治制度で首相になったジョージ・マーシャルは即時完全自治を求

めイギリスと交渉するが失敗した。 
 リー・クアン・ユーの人民行動党（ＰＯＥＰＬＥ‘Ｓ ＡＣＴＩＯＮ ＰＡ

ＲＴＹ＝ＰＡＰ）は１９５４年に創設されたが、当初、党の主流はリーらイギ

リス教育を受けた者たち（いわゆるクイーンズ・チャイニーズ）とシンガポー

ル生まれで中国語教育を受けた若い中国人からなる共産主義者たちであった。

これは、１９４９年の中華人民共和国建国と深く関わりがあり、シンガポール

在住の多くの中国人が中国を統一に導いた中国共産党とつながる共産主義者た

ちを支持していたからである。ＰＡＰはこの両派の協調と対立を抱えながら、

党勢を拡大し、１９５８年シンガポールが英連邦自治州になった後の１９５９

年の選挙で５１議席のうち４３議席を獲得し、リー・クアン・ユーが首相とな

った。 
 リー・クアン・ユーはシンガポールの独立を達成することを、最大の目標と

していたが、彼は１９５７年マラヤ連邦がマレーシアとして独立したことを受

けて、シンガポールもマレーシアの１州として独立することを最善と考えた。 
しかし、同じＰＡＰ内部の共産主義グループは反共を掲げるマレーシア政府を

持つマレーシアとの合併に反対でＰＡＰは分裂する。共産主義グループは「社

会主義戦線（ＢＡＲＩＳＡＮ ＳＯＣＩＡＬＩＳ）を結成する。１９６２年６

月に実施された国民投票で合併賛成が７３．８％となり、１９６３年９月１６

日シンガポールはマレーシアの１州となった。（ボルネオ島のサバ州・サラワク

州も同時にマレーシアとなる） 
これを契機にシンガポールはマレーシアと共同で共産主義勢力の弾圧を行い、

徐々にＰＡＰの一党支配を確立していく。 
 
３． マレーシアからの独立 
 合併当時のマレーシア首相アブドゥル・ラーマンはもともとシンガポールを

マレーシアと合併することに乗り気ではなかった。シンガポールがマレーシア

の１州となると、それまでのブミプトラ政策に支障をきたす恐れがあったから

である。 
 過去に公表された人種別シェアを１９８０年と２００４年の数字でみると 
             マレー人  華人  インド人 その他 
シンガポール（１９８０） １５％   ７７％  ６％   ２％ 
      （２００４） １４％   ７６％  ８％     ２％ 
マレーシア （１９８０） ５９％   ３２％  ８％   １％ 
      （２００４） ６５％   ２６％  ８％   １％ 
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 となっている。この趨勢は１９６０年代から続いていた。 
 つまり、シンガポールは華人優勢の社会、マレーシアはマレー系優勢の社会

なのである。この違いが合併後表面化する。 
 シンガポールは「マレーシア人のマレーシア」を主張し、シンガポール以外

のマレーシアは「マレー人などの土着民を優遇するマレーシア」を主張した。 
 これが政治面・経済面・社会面などあらゆる分野で対立し、華人とマレー人

の抗争にまで発展する。  
 この結果、ラーマン首相は２年後の１９６５年８月に、シンガポールをマレ

ーシアから追い出すことを決定する。 
 
４． 独立後の主要な政策要旨 
 リー・クアン・ユーとＰＡＰ主導の国家建設がはじまる。そこでまず、シン

ガポール政府が建国当初に掲げた基本政策とその後の推移を概観する。 
（１）クリーンな政治：汚職のない国を目指す 

 「清潔・公正・効率的な政府を維持することが、小国シンガポールが生き残

る必要条件」とし、ＰＡＰ創設の当初からこの基本を維持してきた。 
 この姿勢は大統領・首相から窓口の公務員まで徹底しており、外国の訪問客

のお土産も絶対に受け取らないほどである。 
 クリーン政治を維持するには、政治家・公務員の意識徹底だけでは不十分で

あることをリーはよく承知していた。彼は汚職の原因として、 
① カネのかかる選挙制度、 
② 政治家・公務員の処遇、を挙げ、 

選挙制度では投票を義務化し、政治家・公務員の待遇改善を実施し、政治家・

公務員の収入もフリンジ・ベネフィットなしの実収入だけとし、これを常に公

表した。 
公務員の汚職に対しては厳罰を課し、２～３の高官の例では再起不能なって

いる。 
（２）均衡財政政策：借金ゼロの政府 

 １９５９年に政権を掌握したＰＡＰはまず前政権の財政赤字を引き継ぐこと

になり、「初年度から赤字を出さない」ことを決定し、閣僚以下上中公務員の給

与カット、公務員の新規採用停止、車購入費用の前払い金支出停止、奨学金中

断など可能な限りの手を打って、財政赤字を切り抜けた。 
 以来、シンガポール政府は財政赤字を出していない。 

（３）経済政策：工業化推進→雇用と住宅の確保 
① 援助拒否；リー首相は当初から「経済援助を受けて援助慣れの体質

になってはならない。援助要請はしない」と国民に訴えた。 
② 外資導入による工業化推進が唯一の道と確信； 

＊ １９６５年の独立前後は失敗の連続。 
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＊ リー首相を先頭に多くの政府幹部が自ら欧米・日本を訪問し、

投資誘致活動を行い、シンガポールのＰＲに努めた。 
＊ ジュロン工業団地（９０００エーカー）の企業入居数は１９６

１年までの合計で、１２社だったが、７１年末までに３９０社

に達した。１９６８年１０月のテキサス・インストルメンツ（Ｔ

Ｉ）社の進出が契機であった。 
＊ ＴＩについで、ナショナル・セミコンダクター、ヒューレット・

パッカード、ＧＥなど米国のハイテク企業が続々と進出してき

た。 
＊ 米国に次いで７０年代から日本企業の進出ラッシュとなる。 
＊ 外国企業には５～１０年間の免税措置とストライキをしない労

働者たちを提供した。 
③ 国営事業の積極的推進 

＊ 儲かる事業に進出：造船・製鉄・石油精製・石油化学・貿易・

金融・海運・エンジニアリング・武器製造・不動産開発・ホテ

ル・観光事業・宝くじ・航空など。 
＊ 赤字企業は建て直しが困難なら撤退する。 

④ 自由貿易の推進 
＊ ラッフルズが開発を始めた当初より、英国本国の自由貿易政策

に則り、自由貿易港として発展する。 
＊ シンガポール政府も自由貿易港としてのシンガポールを推進、

地域の物流のハブとなるべく意を注いだ。 
⑤ ロジスティック・センター 

＊ 空港、港湾、倉庫などをネットワークで結び、地域のロジステ

ィックセンターとしての機能を充実させてきた。 
⑥ 金融センター 

＊ アジアダラー市場の創設（１９６８）：非居住者外貨預金に対す

る利子課税免除＝オフショア市場を創設し、国内勘定とは別に

記帳される特別な勘定を通じた外貨取引を開始。 
＊ アジアダラー債市場発足（１９７１）：オフショアの資本市場。 
＊ 預金金利規制撤廃（１９７５） 
＊ 為替管理撤廃（１９７８） 

（４） 雇用環境の安定化： 
① １９６７年労働組合法による労使安定策の確立 
外国企業誘致のためには、労使関係の安定が不可欠との認識に立ち、

政府は１９６７年に労働組合法を改正し、雇用・配転・解雇などを経営

者の経営権限とし、労働組合の発言権を封じた。 
この結果、１０６０年代前半期に毎年５０件前後あったストライキが、 
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  七〇年代では一桁台に激減し、７８～８５年の間はゼロとなった。 
② 熟練労働者の育成：各種技術技能センターの設立 
③ 政府系労働組合への一本化 

＊ 共産系労働組合を強制的に解散→政府系全国労働組合評議会

（ＮＴＵＣ）の創設。 
＊ ＮＴＵＣのトップにはＰＡＰの幹部が就任する。 

④ 外国人労働者の活用 
＊ 未熟練労働者：２年間の滞在許可。シンガポール国民との結婚

は許可条件。メイドは定期的に妊娠チェックを義務付ける。 
＊ 熟練労働者：エンプロイメント・パスが付与される。規制はゆ

るやかである。 
⑤ 賃金の国家管理 

＊ 全国賃金評議会（ＮＷＣ １９７２年設立）が、公務員のみな

らず、民間企業の従業員の給与の改訂を勧告する。 
＊ 中央積立基金（ＣＰＦ＝Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｖｉｄｅｎｔ 

Ｆｕｎｄ） 
＊ 政府幹部を含む公務員の給与ベースは国際的も高く設定 

（５）外交政策： 
 ①地域戦略 

＊ マレーシア・インドネシア関係＝リー・マハティール・スハル

トの盟友関係を軸に展開→成長の三角地帯としての連携 
＊ アセアン中心の外交を重視 
＊ 中国・台湾との関係は、シンガポールは東南アジアの１国であ

り、中国・台湾の出先機関ではないとの立場を明確にし、国交

はアセアン諸国がすべて中国と国交を結んで後に実現した。 
   ②世界戦略 

＊ 米国のアジアにおける軍事的・政治的プレゼンスを評価 
＊ 自由貿易推進を自国の利益とする 
＊ 日本に対しては、経済的役割を歓迎しつつ、軍事的プレゼンス

の増大を警戒。 
（６）防衛政策： 

＊ 防衛体制の確立は独立後の最大の課題→イスラエルの指導を受

ける 
＊ 国民皆兵→徴兵制度の導入 

（７）教育政策：能力による選別、語学政策 
＊ 小学校の４年生から能力主義の区分けが始まる 
＊ 英語と各母国語の２言語主義 

（８）民族政策：融和政策、言語政策 
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＊ シンガポール人の育成→華人・マレー人・インド人たちを同じ

団地に一緒に居住させる＝種族混合政策 
＊ 英語化社会の構築 
＊ 国民にマイホームを提供 

（９）人口対策 
＊ １９６０～７０年代：二人っ子政策 
＊ ８０年代：多産奨励 

（１０）周到な都市計画 
＊ 政府の計画は絶対的権威を持つ 
＊ 土地収用・住民への立ち退き命令は拒否できない 

 
５． シンガポール発展の軌跡 

（１）経済成長の過程 
① ＧＤＰ成長率 
１９６６年～７３年までの８年間は１３％前後の成長率を維持。 
１９７４～６年は石油ショックにより、６％前後に落ち込む。 
１９７７～８４年の８年間は、８～９％の成長率を維持。 
１９８５年は第二次石油ショックの影響で初めてのマイナス成長（－１．

６％）となった。 
１９８７～２０００年の間は、６～１０％の成長を続けた。ただし、９

８年はアジア通貨危機の影響で、０．４％の成長となった。 
２００１年は世界のＩＴ不況で、―２．４％と落ち込んだ。 
２００２年 ２．２％ ２００３年 １．１％ ２００４年 ８．４％ 
今後３年間は４％前後の成長を予想（ＡＤＢ） 
② ＧＤＰ産業別構成比（％） 

               １９６０   １９８０  １９９３ 
  農・漁業          ３．５    １．１   ０．２ 
  砕石業           ０．３    ０．２   ０．１ 

製造業          １１．４   ２９．５  ２７．６ 
ガス・電気・水道      ２．３    ２．０   ２．０ 
建設            ３．４    ７．１   ６．７ 
商業           ３２．１   １８．９  １７．９ 
輸送・通信        １３．３   １２．０  １４．６ 
金融・ビジネスサービス  １３．８   ２０．５  ２６．９ 
その他サービス      １７．２   １１．６   ９．８ 

  失業率（％） 
     １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２００２ 
      ６．０  ３．５  ２．０  ３．５  ４・３ 
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（２）人民行動党（ＰＡＰ）政府による指導管理の成果 

① 絶対多数の維持 
② クリーンな政府を維持 
③ 人材確保の努力 
④ チェックアンドバランスの確保 
⑤ 将来を見据えた民選大統領制の導入 
⑥ シンガポール特有の規制 

＊ タバコの吸殻やゴミを捨てるとＳ＄５００の罰金 
＊ チュウインガムは輸入禁止 
＊ 厳しいマスコミ規制 
＊ 自動車の中心街乗り入れは有料 

 
６． シンガポールの未来 

（１）国家として負債がなく、後世の国民に対する負担が少ない 
（２）国にかなりの蓄積があり、リーはこれを無駄遣いしないような体制

を考えている 
（３）国民に経済的豊かさを与えてきたが、その反面自由をかなり制限し

てきた→自由を求める度合いが増加しつつある→有能な人材の国外

流出 
（４）それゆえ、今後は民主的自由を国民に与えていく配慮が必要があろ

う。 
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