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おわりに

はじめに
2016 年 11 月 23 日、シンガポール国軍が台湾での軍事演習に使用した
装甲車 Terrex 9 台が、台湾からシンガポールへの帰途に香港税関で差し押
さえられた⑴。装甲車 9 台を運んでいたのは民間の船会社であり、これまで
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何度も運搬に携わっていた。押収の法的根拠は示されなかったが、中国外
務省報道官は 11 月 28 日「シンガポールは香港特別行政地域の法を順守し、
必要な調査に応じなければならない。中国と外交関係のある国が、台湾と
の間で軍事を含む公式交流を行ったり協力したりすることに反対する。シ
ンガポール政府に対しては、1 つの中国の原則を守るように求める」という
声明を発表し、ナショナリスティックな論調で知られる『环球时報』が「押
収した装甲車は解体して没収すべきである」という記事を掲載⑵したことか
ら、押収の背後に中国政府の意向があったことは明白であろう。
装甲車を運んだ民間の船会社は、シンガポール政府と協議をしながら、
香港税関と数度にわたる話し合いを行い（シンガポール防衛相も同席）
、押
収の法的根拠を明確にすることと装甲車の返還要求を行った。2017 年 1 月
末になってようやく香港税関は船会社が運搬のための適切な申請を行わな
かったために押収したと発表し、船会社が罰金を支払うことで事件は決着、
装甲車 9 台は、まるで大人から子どもへの旧正月のお年玉のように、シン
ガポールに返還された。
シンガポール国軍の台湾での軍事演習は、1975 年からほぼ毎年実施され
ている。1990 年 8 月インドネシアとの国交樹立式典後にシンガポールを訪
問した中国の李鵬首相は、後述するように、当初は国交樹立の条件として
いた台湾での軍事演習中止要求を変更し、その年の 10 月両国は無事に国交
を樹立した。その後もシンガポール国軍の台湾軍事演習は行われ、装甲車
などは今回のように民間の船会社が運搬していた。
このようにシンガポールと台湾のいわば「特別な関係」を長年容認して
きた中国が、なぜ 2016 年になって態度を硬化させたのか。本稿は、1970
年代から台湾との「特別な関係」を継続しながら中国と国交を樹立し、そ
の後は中国との経済関係を急速に深化させてきたシンガポールの対台湾政
策と対中国政策を振り返り、この事件が示唆するものを考察する。
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Ⅰ「中国の影」の払拭
⑴ 英語国家への誘導
1965 年 8 月にマレーシア連邦から分離・独立したシンガポールの与党
人民行動党政府にとって国内政策の大きな課題は、国内に残る「中国の影」
の払拭であった。華人人口が 74％という人口構成を持つシンガポールは東
南アジアでは異質な国であり、とくに国内にマレー系と華人の対立を抱え
るインドネシアやマレーシアからは「第三の中国」と見られがちであった。
シンガポールの対中関係は、したがって、文字通り中国との関係を意味す
るとともに、国内の「中国の影」をどう抑えるかという側面も持っていた。
外交でも内政でも「中国」との対峙を迫られたのである。
外交では、中国と台湾のどちらとも国交を結ばずに貿易や投資といった
経済関係のみを拡大するという政経分離政策を取った。2000 年以前のシン
ガポールの全貿易に占める割合は小さいものの、中国との貿易は順調に推
、非公式な外交の窓口も兼ねる中国銀行の他に、
移し（表 1 を参照のこと）
中国百貨店もシンガポールで営業を始めた。
1976 年 5 月にリー・クアンユー（Lee Kuan Yew）初代首相は「目的
は国交樹立ではなく、逆にそれはまだ先のことである点をあきらかにし、
シンガポールを対等の外国と認めさせ、シンガポールさらにはアセアン
（ASEAN、東南アジア諸国連合）加盟国全体が中国に対して今後も一定の
距離を保つことを示すために」初の中国公式訪問を行った⑶。シンガポール
を「親戚国」として親近感を持って接近を図る中国に対して、リーは親近
感を打ち消す言動に終始し、中国とは全く違う主権国家である事実を中国
に認識するよう迫った。彼は、インド系とマレー系の大臣二人を常に同行
させ、訪問中は一言も華語を使わずに英語で通したという。
さらに帰国後、
「中国を訪問する者は、中国人が国家建設のために無限の
努力と犠牲を払ったことに感嘆する。しかしその対価は高い。自立の精神
は中国に痛ましいほどの遅い成長率を科している。これはシンガポールの
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ような近代的工業都市には全く不適切なものである。中国を訪れるシンガ
ポール人は、シンガポールに生まれてよかったと思うに違いない」という
談話を発表⑷、シンガポールが経済成長を達成した優れた近代国家であるこ
とを示し、同時に華人に残る親中国感情に冷水を浴びせた。
一方、国内では、華語教育を受けて中国に帰属意識や感情的な紐帯を持
つ華語派華人を抑えるために英語の普及を積極的に進めて、シンガポール
を英語国家に変えた。
短期間での英語の普及を可能にしたのは、独立直後の 1966 年から学校現
場で採用された二言語政策で、すべての学生は英語を第一言語として学ぶ
こと、同時に、華人は華語、マレー系（人口の 14%）はマレー語、インド
系（9%）はタミル語を第二言語に選択することが義務づけられた。当時の
小学校は言語別に英語校、マレー語校、タミル語校と 3 種類あったが、英
語校では学生は英語を第一、他の 3 言語から 1 つを第二言語に選択する、
華語校とマレー語校、タミル語校では英語が第一、それぞれの言語が第二
言語となった。4 つの言語は公的には平等とされたものの、英語と他の 3 つ
の第二言語には大きな差があった。英語は「国際語であり、多様な民族の
共通語」として高い位置づけがなされ、第二言語は「各民族の伝統や文化
を継承する言語」であったから、第二言語で学べるのは道徳や文学、歴史
の一部でしかなく、ほとんどの科目の授業は英語で行われることになった。
シンガポールが外資を中心とする輸出指向型工業化政策を進めるにつれ
て英語の経済的価値が高まり、学生は英語習得に多大なエネルギーと時間
を費やすようになった。英語を習得するには英語校に行くのが最もよいと
の判断の下、子どもを英語校に通わせる保護者が激増し、一方で非英語校
の学生は激減した。政府は 1987 年、非英語校選択者の減少を理由に、すべ
ての小学校を英語校とし、英語校とマレー語校の 2 種類あった中学校も英
語校のみにした。シンガポールの公教育はすべて英語で行われることになっ
たのである。
政府の意図の通り、英語を読み書きできる国民は瞬く間に増加した。英
語を理解する国民は 1957 年の 21％から 1980 年には 56％、2000 年には
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70.9％に達した⑸。
(2) 南洋大学の「消滅」⑹
英語国家への誘導は、国民すべてが納得して行われたわけではなく、強
制的な力も用いられた。華語大学として中国（台湾と香港も含む）の地以
内なる「中
外で初めてシンガポールに設立された南洋大学（南大）の 25 年は、
国の影」の強制的な排除の歴史を物語っている。
1905 年に創設された英語大学のシンガポー
イギリス植民地時代の大学は、
ル大学だけであり、大学教育を受けたい華語校卒業生は中国の大学に進学
していた。だが、1949 年に中華人民共和国が誕生して中国との往来が禁止
されると、華語校卒業生の進学の道が途絶え、華語校の教師も中国から招
請できなくなった。このような事態に危機感を抱いた華人社会の有力者か
ら自らの手で華語大学を創設しようという運動が起こった。この運動に多
くの華語派華人が賛同して募金に応じ、文学部と商学部、理学部の 3 学部
をもつ南大がシンガポール西部ジュロンに建設され、シンガポールのみな
らず、東南アジア各国から華人学生 573 人を迎えて 1956 年に開学した。
しかし、イギリスは華語大学の学生に共産主義思想が浸透することを恐
れて設立に反対、開学後も大学として承認しなかった。承認問題は新入生
が進級するにつれて、深刻な問題となった。イギリスの圧力の下で将来の
展望が見えない華語派華人にとって、大学は「華語教育の牙城」として既
存の権力に対する闘いの象徴となり、結果として左派学生や野党の支持基
盤となっていった。
1959 年総選挙で与党となった人民行動党政府の下でも、南大への圧力は
続いた。1963 年に新連邦マレーシアが結成されてシンガポールがその 1 州
となると、
「連邦警察」と名を変えたシンガポール警察は「共産分子取り締
まり」として南大学生や職員を大量に逮捕し、理事長（当時の華人社会の
指導者）の市民権を剥奪するなど、大学運営を危機的な状況に陥らせた。
1965 年にシンガポールが独立すると、英語の普及を進めたい人民行動党
政府は露骨な南大排除を行うようになり、華語能力の乏しい学生も受け入
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れること、学生に英語の習得も奨励することなどの声明を大学に出させた。
これは華語教育の最高機関としての性格を大きく逸脱するものであり、反
対する大学理事は辞任し、授業ボイコットをした多くの学生は停学や退学
処分となった。
南大は 1968 年にようやく大学として承認されたものの、英語国家への
誘導を行いたい政府の大学介入は続き、1975 年には中国語学科以外のすべ
ての学部・学科の授業も試験も英語で行われることになり、1980 年にはシ
ンガポール大学に強引に統合され、現在のシンガポール国立大学となった。
華語派華人が華語で高等教育を受ける道は閉ざされ、英語国家への誘導は
加速化した。

Ⅱ 中国への接近
⑴ 華語の奨励
南大がシンガポール大学に統合されることが決定すると、政府は一転し
て大掛かりな華語普及運動を始めた。
「方言を少なくし、華語を多く話そう」
というスローガンの下、華人に第二言語である華語を習得させようとした
のである。もっとも、政府は南大に華語の普及を担わせるのではなく、政
府自らが主導権を取った。南大を存続させれば、華語派華人が華語問題で
政府批判を行い、華語派華人と英語派華人の分裂と対立が再び繰り返され
る可能性があるからである。
この政策転換の直接のきっかけは、自宅では中国各地の方言を話してい
るために、英語も華語も中途半端にしか習得できない華人学生が多いこと
が明らかになったためであるが、より大きな理由は華語を修得することに
よる対中国経済交流である。
中国は鄧小平の指導下で 1978 年から改革・開放路線を開始、経済特別
区が設置され、海外資本の積極的な導入が行われ、社会主義経済から市場
経済への移行が推進されようとしていた。シンガポールは東南アジア最大
の金融センターであり、しかも東南アジアで唯一の中国金融機関を有して
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いる国である。加えて、華語と中国文化を理解する華人が多数いれば、他
の東南アジア諸国よりも対中経済交流を有利に進めることができる。ただ、
この時期はまだ中国が非合法のマラヤ共産党を支援していたため、シンガ
ポールを含む多くの東南アジア諸国は中国を警戒していた。
しかし、1978 年 11 月の鄧小平のシンガポール訪問は、両国関係の転換
点となったといわれている⑺。リーが東南アジア諸国の対ソ連、対中国認
識を説明した上で、東南アジア諸国が中国のマラヤ共産党への支援を脅威
と見なしていることなど説明すると、鄧は黙って聞いた上で、自分に何を
して欲しいのかとリーに尋ねた。
「私は、現実を直視して、それに対応する
上で自分の考えにこだわらない共産国家の指導者などに会ったことはない。
それどころか私に対応策を聞いたのである」と、リーはその時の驚きを書
き残している⑻。鄧のイデオロギーにこだわらない実直な人柄に好意を持っ
たリーは、マラヤ共産党などの革命勢力への支援を止めるよう話した。鄧
の帰国後、
『人民日报』にシンガポールのことを好意的に報じる記事が載る
ようになり、1979 年 4 月 1 日には緑溢れる美しい都市シンガポールの発展
を中国は見習うべきであるという特集記事が掲載された⑼。1980 年代にな
るとマラヤ共産党を支援するラジオ放送は中止された。
リーは鄧と 1980 年と 85 年にも会談を行い、改革・開放への信頼感を高
めた。鄧はリーとの会談のなかで、近い将来シンガポール国軍が台湾では
なく海南島で軍事演習を行うことを提案した（台湾でのシンガポール国軍
の軍事演習については後述する）が、リーは他の東南アジア諸国からの反
発を考慮して断ったといわれている⑽。
シンガポールは 1979 年 12 月に中国と経済協定を結び、80 年 6 月には
貿易事務所の相互開設に関する協定に調印した。これは実質上の外交事務
所である。85 年には中国の経済特区や沿岸開発の顧問としてシンガポール
政府閣僚が就任するなど、両国の経済関係は緊密化し、国交樹立に向けた
協議も開始された。ただ、中国が台湾での軍事演習の中止を国交樹立の条
件としたために難航するかと思われたが、1990 年 8 月にインドネシアとの
国交樹立式典後にシンガポールに立ち寄った李鵬首相は、
「台湾での軍事演
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習の終了については期限を設けない」⑾ とリーに伝えたため、その年の 10
月に中国との国交樹立にこぎつけた。
中国はリーを経済発展で堅調な成功を収めた東南アジア華人のリーダー、
また国際的に著名であり中国に好意的な人物、後述するように台湾政府に
も近い人物として、貴重な存在と見なすようになったため、台湾での軍事
演習を黙認したものと考えられる。さらに、鄧が 1992 年の「南巡講和」で
一党支配による政治的安定と経済発展を達成したシンガポールを中国発展
のモデルとして賞賛すると、シンガポールの経済発展に関する書籍が中国
でもてはやされるようになり⑿、中国の政府・省レベルの公務員からなる視
察団が頻繁にシンガポールを訪れ、工業団地などの施設を見学するだけで
なく、都市開発や行政などについての研修を受けるようになった。2015 年
7 月までに約 5000 人の中国人上級公務員がシンガポールで研修を受けてい
る⒀。
シンガポール華人の華語習得の奨励にも拍車がかかり、1980 年に設立
された英語と華語に堪能なバイリンガル・バイカルチャラルエリートを養
成するための特別支援中学校数は年々増加して、1990 年には小学校も設立
された。特別支援中学校の成績優秀者には、中国や欧米の名門大学への留
学が用意された。このような積極的な華語奨励策によって、華語は英語に
次ぐ公用語の地位を確立しつつある。家庭で華語を話す華人は 1980 年の
13.1％から 1990 年には 30％、2010 年には 47.7％にまで増加した⒁。
さらに、華語を通して若い華人に中国の儒教的な道徳的規範を伝え、民
主主義や個人の自由を重んじる欧米的価値観の普及に対抗しようとしたこ
とも、華語学習に拍車をかけた。与党人民行動党の支持率は 1979 年の補欠
選挙で低下した。その原因を、与党はその権威主義的な統治スタイルでは
なく、欧米的価値に影響された若者とくに華人の若い層が個人の自由を主
張して政府を批判するようになったためと考えた。欧米的価値に対抗する
には「アジア的価値」を伝達することが重要で、それは母語教育を通して
なされるとされた。
リーは各地の集会で「感情的に母語となり得ない英語のみで教育されれ
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ば、華人の感情は歪んでしまう。華語によって伝統的な中国的価値もまた
受け継がれていくだろう」⒂と繰り返し、華語を学ぶことで得られる行動規
範を「華人らしさ」として積極的に推進した。政府はこれを「文化的重石
としての第二言語」と呼んだ。
⑵ 対中経済関係の深化
1990 年の国交樹立後、シンガポールは中国への経済的接近を積極的に進
めた。1994 年に始まった蘇州工業団地開発は緊密化した両国の経済関係の
象徴であろう。これは、シンガポール政府が中国政府とともに江蘇省蘇州
市に建設した中国初の政府間地域開発プロジェクトで、開発を通して中国
は単に経済開発の技術をシンガポールから学ぶだけでなく、シンガポール
の知識と経験を中国の近代化に利用する試みとして注目を集めた。もっと
も、蘇州工業団地開発は、蘇州が自前の工業団地（蘇州新区）の開発を推
2001 年には開発の主導権を中国側に譲った⒃。ただ、
進したため行き詰まり、
その後も蘇州工業団地は順調に発展し、2014 年末までに外資による投資件
数は 5276 件にも及び、500 以上の外資が進出している⒄。
その後シンガポールは、蘇州工業団地開発から中国政府の庇護が期待で
きる天津エコシティ（中新天津生态城）プロジェクトに投資の重点を移し
た。2008 年に開発が始まった天津エコシティは、2020 年までに 35 万人が
居住するという環境配慮型の次世代都市で、日本からも日立製作所や三井
シンガポー
不動産などが進出している⒅。政府間のプロジェクトだけでなく、
ル政府は山東省や広東省など 7 つの省と共同プロジェクトを行い、さらに
シンガポールの民間企業も広州と共同でハイテクパーク（中新広州知识城）
の開発を行うなど、4 つの開発プロジェクトを推進している。
このような共同開発の成功ゆえに、シンガポールと中国の経済関係は
2000 年代になって急速に深化し、2008 年には自由貿易協定が締結された。
なお、この協定は 2004 年に交渉が始まったものの、リー・シェンロン (Lee
Hsien Loong) 第三代首相の 2004 年訪台問題（後述）で二度交渉が中断し
た末に結ばれた。
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2014 年で中国はシンガポールの第 1 位の対外直接投資相手国、貿易相
手国（表 1 参照）となった。中国への投資は不動産関連が最も多い。一方、
シンガポールに進出する中国企業は 2015 年で 6200 社と、この 10 年で 3
倍以上に増えた⒆。欧米企業と同様に、中国企業にとってシンガポールは東
南アジア進出拠点であり、先進国への進出拠点となっている。
表 1 シンガポールの貿易（輸入／輸出）に占める中国の貿易額と比率
（1980 年～ 2014 年）
輸入
輸出

1980 年
1990 年
1999 年
2014 年
1332.1（2.6％） 3,773.4（3.4％） 9,649.0（5.1％） 56,247.7（12.1％）
702（1.6％） 1,443.4（1.5％） 6,643.0（3.4％） 65,220.0（12.6％）

金額の単位は 100 万シンガポールドル

出典：Singapore Department of Statistics 各年版。
さらに、中国が 2013 年に提案した一帯一路構想とアジアインフラ銀行に
ついても、シンガポールは「構想はシンガポールにとって大きなチャンス
である。シンガポールは地域の金融センターとしての強みを生かして、構
想に必要な資金の調達を行うことができる。両国は陸と海の接続ネットワー
クに全面的に協力できる。両国の協力は地域の安定と繁栄に貢献するだろ
(20)

う」 と述べ、一帯一路構想の一環としての中国の西部開発事業（重慶連携
イニシャティブ）を共同で進めて経済分野での連携をいっそう強めている。
経済交流の深化とともに、文化交流も盛んになっている。国交樹立 20
周年にあたる 2010 年 11 月、シンガポール中国文化センター（Singapore
Chinese Cultural Centre）が、習近平国家主席のシンガポール訪問にあわ
(21)

せてオープンした 。11 階建てのモダンなデザインのセンターでは、中国
の音楽家や芸術家のパフォーマンス、中国の芸術作品の展示や講演、ワー
クショップが開催され、中国武道や書道、華語教室も運営されている。シ
ンガポールが東南アジアにおける華語と中国文化の維持と発展の中心地、
言い換えれば、中国のソフトパワーの東南アジアにおける拠点であること
を、このセンターは示している。
文化交流にはパンダの受け入れも含まれた。2012 年 9 月、中国から 2 頭
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のパンダがシンガポールに贈られ、シンガポール動物園は 850 万シンガポー
ルドル（１シンガポールドル＝約 82 円）を使って特別パンダ園を建設、中
(22)

国の VIP（Very Important Pandas）を迎える準備をした 。中国がこれま
でパンダを贈ったのは、アメリカ、日本、スペイン、オーストリア、オー
ストラリア、フランス、タイに続き、シンガポールは 8 カ国目である。中
国がシンガポールを重視していることが理解できよう。
さらに両国は軍事関係も深めた。2008 年 1 月、軍事交流と安全保障に関
する協定（Agreement on Defence Exchange and Security Cooperation）
を結んだ。この協定の下で、2009 年 1 月にはシンガポール国軍と人民解放
軍がテロ攻撃に備える共同の第一回軍事訓練を桂林で行った。共同軍事訓
(23)

練の第二回は、同年 11 月にシンガポールで実施されている 。2008 年に始
まった両国防衛幹部の防衛政策対話は毎年行われ、地域の安全保障や両国
の軍事交流が話し合われている。
2015 年 3 月リー・クアンユーは 92 歳で死去した。習近平は「リー氏は
シンガポールの建国者、国際社会から信頼された偉大な政治家であるとと
もに、中国の古い友人である。リー氏と中国の旧世代の指導者は共に両国
関係の発展に大きな貢献をし、両国人民の友情を培った」という弔電をシ
(24)

ンガポール大統領に送って、その死を悼んだ 。

Ⅲ 台湾との「特別な関係」
(1) 軍事協力と経済関係

シンガポールと台湾の関係は、1967 年にシンガポール国軍の訓練を台湾
で実施する計画をめぐる協議から始まった。この年に国民兵役法（18 歳以
上の男性は 2 年から 2 年半の兵役に就く）が成立したものの、国土が狭い
ために兵士を十分に訓練する場所の確保は急務であった。また当時はイス
ラエル軍事顧問に軍事訓練を依存していたが、マレーシアやインドネシア
(25)

との関係改善のためにもイスラエルへの依存からの脱却も急いでいた 。た
だ、台湾で軍事演習を行えば、見返りに中華民国の国家承認を求められる
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ことが台湾外務省に示唆されたため、協議は慎重に続けられた。
シンガポールは東南アジア諸国の中で最も早い 1969 年 3 月に「中華民
」をシンガポール
国商務代表処（Trade Mission of the Republic of China）
に開設したが、
「国家または政府の承認を意味しない」ことを明確に合意し、
国交を結ばずに経済関係のみの拡大をはかった。
「我々は『
（中華人民共和
国が）中国の唯一の政府である』という大陸の主張に巻き込まれたくはな
かった」
「中台問題は両者の間で解決すべき問題である」とリーは当時のこ
(26)

とを回想している 。
1971 年 10 月にアメリカの対中政策は変化し、国連では中華人民共和国
に国連代表権を与える決議がなされた。台湾が国際的な孤立を深めたこと
が、シンガポール国軍の軍事演習に関する協議を進展させた。1973 年には
シンガポール国軍兵士の訓練のために台湾から多くの軍人がシンガポール
を訪れ、台湾から派遣された軍人がシンガポール海軍と空軍の初代司令官
」と名付けられたシンガポール
を務めた。
「星光演習（Star Light Project）
国軍と台湾軍の合同軍事演習が 1975 年に台湾で始まり、1999 年までに兵
(27)

役に就いたシンガポール人男性の約 80％が軍事演習に参加している 。な
お、この中にはリー・シェンロン現首相も含まれている。
1973 年 5 月、
リー・クアンユー首相は台湾を訪問した。蔣経国総統はリゾー
ト地で 2 日間一緒に過ごすなどリーを歓待するだけでなく、海外に自由に
(28)

出れない蔣はリーに多くの国際情報などの質問を浴びせた 。リーはその後、
その度に蔣は台湾各地の訪問に付き添い、
年に 1 回から 2 回の割合で訪台し、
個人的な「友情」を深めた。リーはこの個人的な「友情」を、
「私は蔣経国
と個人的に相性がよかったが、我々の関係の土台には、反共主義という共
通性があった。中国共産党は蔣にとって不倶戴天の敵だったし、
（中国が支
援する）マラヤ共産党は私の敵だった。我々は共通の利害で結ばれていた」
(29)

と語っている 。
なお、リーの訪問はシンガポールでも台湾では秘密だった。国際的な注
目を集めて物議をかもすことを避けるためである。ただ、リーは故宮博物
館を参観することを好んだため、故宮博物館が突然休館になると、リーが
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表 2 シンガポールの貿易（輸入／輸出）に占める台湾の貿易額と比率
（1980 年～ 2014 年）
1980 年

1990 年

1999 年

2014 年

輸入

1,216.3（2.3％） 4,677.5（4.2％） 7,540（4.0％）

37,979.2（8.1％）

輸出

702（1.6％） 3,421.8（3.5％） 9,477（4.8％）

20,438.7（3.9％）

金額の単位は 100 万シンガポールドル
出典：Yearbook of Statistics Singapore 各年版。
(30)

訪問中であると政府内で囁かれたという 。1988 年 1 月の蒋の葬儀にリー
は自ら参列、国交を持たない国のなかで参列した唯一の国家元首となった。
表 2 は、シンガポールの輸入と輸出に占める台湾の貿易額と比率を示す。
近年まで台湾との貿易は全体の 4％前後ときわめて小さい比率であるもの
の、低賃金の労働集約型産業からハイテク産業へと着実に技術レベルを向
上させる台湾経済の順調な歩みは、同じ華人社会としてのシンガポールの
(31)

よき指標となった 。2010 年以降の貿易は、電子電気機械や金属製品など
を中心に台湾からの輸入が増加している。
シンガポールにとって台湾との「特別な関係」の継続は、単にシンガポー
ル国軍の軍事演習場を提供してくれる相手としてだけでなく、シンガポー
ルが国内で華語を復権させ、経済的にも文化的にも中国に急接近するなか
で、
「中国に決して近づきすぎていない」ことを近隣の東南アジア諸国に示
すという意味でも、重要であった。
このような「特別な関係」は総統が 1988 年に李登輝に替わっても継続し、
1989 年に李はシンガポールを訪問した。これは台湾総統としての初の東南
アジア訪問であるが、シンガポール政府は彼を歓迎する儀礼レベルは国家
元首に相当するものとはせずに、国旗掲揚もなく儀仗兵もいなかった。す
べての公式声明には「台湾からの総統」という表現を使い、
「台湾総統」と
はしなかった。中国の反応を考慮したためである。
ただ、リー・クアンユーは李との対談を通して、李が博学多才であるこ
とに感心しつつも、中国共産党指導部を公然と「あほ」
「愚か者」と軽蔑し、
(32)

台湾の独立を志向する李に不安を覚えた 。リーの不安はその後に現実と
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なった。1995 年 3 月に李が訪米し母校のコーネル大学で行った演説が台湾
の独立を志向していると中国が見なし、翌年 3 月に中国が台湾西海岸付近
の海にミサイルを撃ち込んだのである。
リーにとって最も重要なのは、国際的な政治経済状況の変動に大きな影
響を受けるシンガポールの安定と繁栄である。そのためには中国と台湾が
ともに協力して現状を維持するか、平和的再統一を実現することが望まし
い。シンガポールが中台間のメッセンジャー役を積極的に務め、シンガポー
「台
ルが 1993 年 4 月史上初の中台対話の場所となったのもそのためである。
湾の指導者たちは、独立へ向かったり、故意に両社会の違いを拡大させる
(33)

ことのないようにする責任がある」 と断言するリーは、戒厳令が解除され
て急速に民主化に向いつつある台湾の状況が、シンガポールの安定に及ぼ
す影響を強く懸念した。
⑵ 台湾の民主化と変容する「特別な関係」
1987 年に戒厳令が解除されると、蔣介石が敷いた権威主義的な統治が緩
み、政治運動に加えて労働運動や女性運動などさまざまな社会運動が盛ん
になり、多くの市民団体が次々と設立され、民主的で自由な思想が社会の
隅々に浸透した。権威主義的体制下で作られた法律も次々と修正されるな
か、シンガポール国軍と台湾軍との合同軍事演習で近隣住民が騒音などの
被害を受けていたことや、演習自体が秘密裏に行われてきたことが 1988 年
(34)

に立法院で批判された 。この頃からシンガポール政府はオーストラリアや
ニュージーランド、ブルネイ、アメリカなどとの協定を結んで、台湾以外
の軍事演習場所を確保し始めた。特にオーストラリアのクィーンズランド
に建設されたシンガポールの面積の 3 倍の訓練施設場では、毎年 4000 人の
(35)

シンガポール人とオーストラリア人兵士が軍事訓練を行っている 。
民主化にむかう台湾社会は、権威主義的な一党支配が続くシンガポール
に徐々に批判的な視線を向け始めた。李登輝総統は中華世界で台湾だけが
民主主義と経済発展を両立させることを可能にしたと強調し、シンガポー
ルを暗に批判するようになった。さらに、1990 年 6 月、当時は貿易商業大
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臣として訪台したリー・シェンロンに対して、台湾の新聞記者がシンガポー
ルでは報道の自由や市民的自由、労働組合が抑圧されていると述べ、リー
の意見を尋ねた。リーは記者の質問を遮るように、シンガポールにおける
(36)

報道の役割は政府の見解を国民に正しく伝えることであるとだけ述べた 。
2000 年 9 月に訪台したリー・クアンユー（1990 年に首相を辞任して上級
相となった）は、政権を取ったばかりの民主進歩党（民進党）委員長との
(37)

会談を希望したが、拒否された 。
2015 年 3 月に死去したリーの国葬に際して、李登輝元総統は追悼の電報
を送ったが、
「リー元首相の『アジア的価値』は中国皇帝の家父長主義に似
(38)

ている」という批判も行っている 。
一方、中台関係が、シンガポールと台湾の「特別な関係」に影響を与え
ることも明らかになった。2000 年 3 月に総統となった民進党の陳水扁は、
公的機関などで使用されている「中国、中華」という呼称を「台湾」へ置
き換えるという本土化政策を行うなど「1 つの中国、１つの台湾」を志向す
る意思表示を行うようになり、中国を大きく刺激した。2004 年に陳は台湾
アイデンティティを積極的に掲げて再選を果たし、中国の危機感はさらに
(39)

強まった 。
2004 年 7 月第 3 代首相に就任する直前のリー・シェンロンが私人として
訪台したのは、中台関係がこのように緊張した時期であったため、中国は
「シンガポールが訪台にどのような口実を与えようと、訪台は中国の核心的
(40)

利益と中国・シンガポール関係の政治的基盤を損ねる」と激しく非難した 。
さらに、上海でのシンガポール貿易展示会を含む経済交流イベンや要人の
相互訪問などのキャンセルを通告、同年に開始したばかりのシンガポール
との自由貿易協定の交渉も中断した。12 月にリー・シェンロンが「1 つの
中国」の支持と、台湾の独立を認めないことを述べると、中国はこれを謝
罪と見なし、しばらくの冷却期間を置いて、シンガポールと中国の関係は
(41)

修復に向かった 。この事件によって、中台関係の緊張と悪化がシンガポー
ルの対中、対台湾関係を左右することをシンガポールは認識したものの、
どの一線を越えたら「1 つの中国」政策に触れるのかについての明示はない
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(42)

ため、シンガポールの当惑は大きかったと考えられる 。
台湾との「特別な関係」が徐々に変容しつつある中、シンガポールは中
国との良好な関係の維持にも最新の注意を払わねばならないことを知った
と言えよう。
ただ、リー初代首相の国葬には「故人の友人」として台湾の元副総統な
ど政府の要職経験者が招待されたが、中国は「リー元首相は『1 つの中国』
原則を遵守してくれた。今後も同国が同原則を遵守すると信じる」とシン
(43)

ガポールを牽制するコメントを出して、弔問外交を容認した 。

Ⅳ シンガポールのジレンマ
⑴新たな国内の「中国問題」
シンガポールは 1990 年代から外国人の移民を積極的に受け入れるよう
になった。少子高齢化が急速に進んでいるため、外国人を受け入れなけ
れば労働人口が縮小してしまうという判断である。
表 3 シンガポールの総人口と外国人居住者の推移（単位万人）
年

総人口

市民（国民）

永住権保持者

外国人居住者

1980

241

219

9

13

2000

403

299

29

75

2008

484

316

48

120

2014

547

334

53

159

出典：Yearbook of Statistics Singapore 各年版。

表 3 は 1980 年から 2014 年までのシンガポール総人口と総人口に占め
る市民、永住権保持者、外国人居住者の推移である。外国人居住者の増加
は 2000 年以降顕著で、労働人口に占める外国人の割合は 38％にものぼっ
(44)

ている 。以前はシンガポール人とあまり競合しない高度技術者や肉体労働
者、家事労働者が中心で、その数も限られていたが、2004 年から中級技術
者やサービス産業の中間管理職も受け入れるようになったため、外国人居
住者数が急増したのである。その後も政府は高い経済成長を支える人材を
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確保するために、単純労働者から専門・管理職に至るあらゆるレベルで外
国人の受け入れを拡大した。さらに政府は高度人材には永住権および国籍
取得を奨励し、国籍を取得して市民になった人々（新市民）は、1987 年か
(45)

ら 2011 年までに 26 万 5500 人と推定される 。
ただ、華人が多数を占める現在の人口構成を維持するため、かつ「正し
い華語話者を増やす」ために、
中国からの移民を最も熱心に受け入れている。
外国人居住者の国籍別統計は公表されていないが、中国人は 1990 年から
2009 年までに約 50 から 60 万人増加し、2010 年の総人口に占める中国か
(46)

らの長期滞在者（永住権保持者と居住者）は 8.8％と推定された 。中国か
らの移民はビジネスパーソンや技術者だけでなく、俳優や卓球などのスポー
ツ選手と幅広く、
英語教育普及によって落ちた華語能力（特に読み書き能力）
を補うために、華字紙などメディア、華語教員など教育機関にも及んでいる。
しかしながら、急激に増加する中国人に対して、シンガポール華人の反
発はとても強い。父母あるいは祖父母が中国から移民してきた移民 2 世・3
世である華人が、ルーツを同じくする中国人に反発するのは不思議な気も
する。しかし、英語で教育を受けた若い華人は、英語が理解できない中国
新移民と十分な対話ができない。また、
新移民の中には、
シンガポールを「親
戚国」のように見なしてシンガポールの文化や慣習を尊重しない者もいる
ことや、シンガポールの華語を標準中国語とは発音が異なるために馬鹿に
する者もいること、などが反発を強めている原因である。
2012 年 2 月には、シンガポール国立大学の中国人留学生が不快な思いを
させられたシンガポール人男性のことをフェイスブックで「犬」と形容し
たことが、ネットを通じて広まった。その留学生がシンガポール政府奨学
金留学生だったため、外国人が地元学生よりも優遇されるのかなど、ネッ
(47)

ト上には中国人新移民への不満の書き込みが溢れた 。同年 5 月には中国人
実業家が運転する高級車がタクシーと衝突、実業家とタクシー運転手、そ
の乗客が死亡した。衝突の様子をたまたま近くにいた別のタクシー運転手
が撮影、交通規制を無視して猛スピードで暴走する高級車の様子は、法律
を尊重しない中国人という不満を裏付けることになり、中国大使館が遺憾
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(48)

の意を発表するという異例の事態になった 。
なお、新市民の社会統合プログラムは 2008 年までほとんど行われてこな
かったが、外国人に対する国民の不満や反発を受けて、2009 年にようやく
開始された。新市民の疑問に答える政府部署が設置され、市民団体は新市
(49)

民とシンガポール人の様々な交流プログラムを行っている 。
ただ、中国新移民へのこのような反発は、シンガポール華人がもはや親
中国感情を抱いていないことを意味し、国内に残る「中国の影」という懸
念はすでに払拭されたといえる。しかし、大量の中国新移民を迎えて、シ
ンガポールは国内に「新たな中国問題」を抱え始めているといえるのかも
しれない。
⑵強まる中国の圧力と国軍の装甲車押収事件
中国とシンガポールの経済関係の深化に加えて、シンガポールが東南ア
ジアにおける華語と中国文化の維持と発展の中心地になりつつあり、さら
に積極的に中国からの移民を受け入れて、両国の関係はますます強くなっ
てきた。だが、それゆえに、シンガポールは対中関係に新たな問題を抱え
ることになった。中国がシンガポールに対して、もっと親中になるよう圧
力をかけ始めたのである。それは、
「親戚国」であるはずのシンガポールが、
南シナ海問題で航行の自由を呼びかけて中国の立場を支持せず、むしろア
メリカとの連携に傾斜していると見なしたからである。
シンガポールは南シナ海問題の直接の紛争当事国ではないが、南シナ海
での航行の自由はシンガポールの経済圏の繁栄に直結する。南シナ海の領
有権をめぐる利害調整に関して、アセアンは 2002 年に領有権をめぐる紛
争解決における武力衝突の回避と信頼醸成を目的とする「南シナ海におけ
る関係諸国行動宣言（Declaration on the Conduct of Parties in the South
」を採択し、
2011 年には「行動宣言の履行に関する指針（GuideChina Sea）
」に同意した。しかし、
lines and the Action Plan fort the Implementation）
これらの宣言や指針には法的拘束力はなく、中国はあくまで当事国との二
国間での交渉による問題解決を希望しているため、行動宣言が中国を含む
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関係諸国間の法的拘束力をもつ行動規範となる目処は立っていない。
2016 年 5 月シンガポールのホテルで開催された安全保障対話シャングリ
ラ・ダイヤローグでリー・シェンロン首相は基調講演を行い、南シナ海で
の航行の自由を強調するとともに、中国とアセアンがなるべく早く行動規
範を採択すること、すべての関係国が国連海洋法条約を含む国際法を遵守
(50)

することを求めた 。この会議では日本の防衛相やアメリカ国防長官が中国
を名指しで批判、一方の中国は他国には左右されないとして、南シナ海で
(51)

の埋め立てや飛行場建設の推進を強調した 。
ただ、南シナ海紛争の当事国であるベトナム、マレーシア、インドネシ
ア、フィリピンが急成長を続ける中国から最大の利益を引き出そうとして
いるため、近年、南シナ海問題は落ち着きをみせている。中国がシンガポー
ルだけでなくほとんどの東南アジア諸国にとって最大の貿易相手国となり、
中国からの投資や援助、観光客も増加の一途を辿っているからである。さ
らに、中国の一帯一路構想とアジアインフラ投資銀行への東南アジア諸国
の期待は大きく、2014 年のアジアインフラ銀行設立覚書の締結には、東チ
モールを除くすべての東南アジア諸国が参加している。2016 年 1 月に常設
国際裁判所に南シナ海の紛争に対して仲裁を求める裁判を起こして全面勝
訴したフィリピンも、新大統領が中国との二国間協議に応じた。これらは、
アメリカのトランプ（Donald John Trump）新大統領がビジネスを重んじ
人権や民主主義という価値を軽視しているために、中国がこれまで以上に
南シナ海問題で強硬な立場に出るのではないかという不安を東南アジア諸
国が抱え始めたためでもある。なお、1988 年に岩礁の実効支配をめぐって
中国と軍事衝突をしたベトナムも、最大の貿易相手国となった中国への批
判を控えている。
このようななか、シンガポールはアメリカとの防衛関係を強化した。シャ
ングリラ・ダイヤローグでの基調講演に続いて、シンガポールとアメリカ
の国交樹立 50 年となる 2016 年 8 月、リー首相はホワイトハウスでの夕食
会に招待され、
「シンガポールは東南アジアで最も信頼できるパートナー
(52)

の１国、アジアでのアメリカの存在を最も支えてくれる国家」 とオバマ
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（Barack Obama）大統領から最大級の賛辞を受けた。さらに 11 月にマレー
シアで行われたオバマ大統領との会談でリー首相は「域内のすべての国が
アメリカとの経済・安全保障関係に感謝している」と発言、12 月には防衛
相が訪米してアメリカとの二国間防衛協定を改定、南シナ海の監視活動に
(53)

従事すると考えられるアメリカ軍哨戒機の配備を受け入れている 。
もっとも、シンガポールとアメリカの防衛協定は 1990 年代から開始さ
れたため、決して新しいものではない。1990 年にフィリピンからアメリカ
軍が撤退すると、シンガポールは自国の港湾と軍事施設のアメリカ軍使用
に関する協定をアメリカと締結、1998 年には海軍基地にアメリカ空母や戦
艦が寄航して修理や物資の補給を行うことを認めた。さらに 2005 年には安
全保障でアメリカと多方面の協力をするという協定 (Strategic Framework
Agreement for a Closer Cooperation Partnership in Defense and Security) を結び、2012 年から両国は定期的な戦略対話も開始、両国が重要な安
全保障のパートナーであることを国際社会に誇示した。
しかしながら、2016 年からの「アメリカと協力しての対中牽制」とも取
れる行動は、中国にとっては認めがたいものと映った。中国が「古い友人」
と称えたリー初代首相が 2015 年 3 月に死去したため、中国はシンガポール
に対して遠慮する必要を感じなかったこともあろう。
『环球时報』は 2016 年 9 月にベネズエラで開催された第 17 回非同盟諸
国首脳会議において、シンガポール代表団が共同声明に南シナ海問題と常
(54)

設国際裁判所の判決結果を盛り込むことを主張したと報じた 。これに対し
(55)

て、
シンガポールの駐中国大使が「報道は事実に合致せず根拠が全くない」

と反論すると、
『环球时報』編集長が「記事は事実である。シンガポールは
自国の基地にアメリカの軍艦、対潜水哨戒機の配備を受け入れ、中国の利
益を損ねている。シンガポールは南シナ海問題で行き過ぎており、日本や
アメリカの立場に加担して、第１位の貿易パートナーである中国の足を引っ
(56)

張って恥をかかせている」などという回答文を掲載した 。
この直後に起きたのが、本稿の冒頭で紹介したシンガポール国軍の装甲
車差し押さえ事件だった。
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この事件は、台湾独立を志向する民進党の蔡英文政権に対する中国の牽
制だったという見方も出来る。しかし、中国は、1976 年 5 月にリー初代首
相が初めて訪中したときシンガポールを「親戚国」として親近感を持って
接近を図った。一方のシンガポールはアセアンのなかで中国と国交を結ぶ
最後の国となるなど、
中国との交渉では常に慎重な態度を取ってきた。だが、
政府が華人に華語習得を奨励して経済関係だけでなく文化関係も深化させ、
最近のシンガポールは東南アジアにおける華語と中国文化の維持と発展の
中心地、中国のソフトパワーの東南アジアにおける拠点となっている。こ
のようなシンガポール政府の政策が中国にシンガポールは「親戚国」とい
う認識をいっそう強く持たせたため、シンガポールの対米傾斜が中国には
認められなかったのであろう。

おわりに
2017 年 6 月 2 日から 4 日に開催された恒例のシャングリラ・ダイヤロー
グでは、すでに述べたように、落ち着きを取り戻した南シナ毎問題は大き
な議題にならなかった。しかし、この会談にシンガポールのリー首相が招
待されなかったことが中国のメディアに大きく取り上げられ、中国とシン
ガポールの関係は差し押さえ事件以来ぎくしゃくしていることをうかがわ
せた。もっとも、他の東南アジアの首脳が自発的に参加を表明したにもか
かわらず、シンガポールが参加を決めるにあたって正式な招待状を要求し
たことから生じたすれ違いが原因らしく、中国側は両国間関係の悪化を否
(57)

定した 。
シンガポールの華字紙は、アセアン 10 カ国でタイ首相もブルネイ国王も
欠席したが、
「シンガポールはシルクロード構想（一帯一路構想）に反対な
のか？」と中国のメディアに取り上げられるのはシンガポールのみである
という不満を表しつつも、
「シンガポールは中国の平和的な発展と地域への
積極的な貢献を強く支持している」
「中国は 22 カ国と自由貿易協定を結び、
シンガポールもその１つ。来月から両国の自由貿易協定はより効果的な協
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定に格上される予定で、毎年の政府高官の対話、政府間プロジェクトであ
る蘇州工業団地、天津エコシティ、2015 年開始の重慶連携イニシャティブ
(58)

などは両国の絆の強さを物語る」 という副首相の談話を掲載して、不安を
打ち消した。
さらに 2017 年 6 月には世界経済フォーラムで副首相が中国首相と会見、
さらに 7 月にはリー首相がドイツで習近平国家主席と会談し、一帯一路構
想へのシンガポールの協力と支援を確認する

(59)

など、国内外に両国間の絆

の強さを示した。このように差し押さえ事件後の両国の関係悪化を否定す
るように、政府首脳どうしの会談が続いた。
しかしながら、差し押さえ事件をシンガポールは重く受け止めたはずで
ある。2004 年 7 月のリー・シェンロン訪台同様、どの一線を越えたら「1
つの中国」政策に触れるのかについての明示がなく、特に今回は長年続け
てきた台湾での軍事演習を見直さざるを得なくなる可能性があるため、シ
ンガポールの当惑は深刻であったろう。加えて、ネット上で押収された装
甲車 Terrex を「勝手に盗む」という意味の動詞として使い、中国の強引な
(60)

姿勢を皮肉る投稿がなされるなど 、シンガポール国内で中国への反発が増
大する可能性もあったため、2017 年 1 月に開かれた国会で外相は「事件は
香港の法律に則って対処されるべきで、政治問題にすべきではない」と国
民に冷静を呼びかけた。
シンガポールにとって投資や貿易相手の多角化も急務となった。主要英
字紙は、すべての道が北京に通じているわけではない。中国は長期にわたっ
てアジアの重要なプレイヤーとなるが、他の国もプレイヤーとして参入し
ている。シンガポールは独立国家として、外国の手先とみられるべきでは
なく、投資先の多様化は基本的な原則であるだけでなく、
「中立な」多文化
都市国家のあり方の一部である、という社説を載せて、中国に偏りつつあ
(61)

り投資先を多様化させることの重要性を述べた 。
差し押さえ事件によって、シンガポールは改めて中国との良好な関係の
維持には細心の注意が必要であること、同時に巨大化する中国が東南アジ
アの地政学を変化させつつあるなかで、
「親戚国」と見なされるシンガポー
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ルが取れる外交の選択肢が小さくなりつつあること、ゆえに、中国との経
済的な関係を深めつつも、貿易相手の多様化をいっそう図らねばならない
ことを痛感したと思われる。
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