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序：リー・クアンユーの死

リー・クアンユーは、2015年3月23日に亡く
なった。享年91歳であった。シンガポールの困
難な建国から今日の繁栄まで、一貫して国を指
導してきた＜偉大なリーダー＞であった。彼の
弔いは、亡くなった23日から6日後の3月29日に
国立シンガポール大学（NUS）において、国葬
とされた。彼が亡くなったその朝には、CAN

（Channel News Asia）の放送局では、24時間コ
マーシャルを入れずに、追悼番組が放送され、
また、国葬までの間、きわめて多くの国民が弔
問に駆け付け、最大で10時間の長蛇の列ができ
たとの報道もあった。列を作ることがなく、こ
の熱帯の環境においては、極めて異例な出来事
といえよう。
彼の死は、シンガポールだけでなく、海外で
も大々的に報道された1。典型的な内容を二つ
紹介しよう。一つは、日本の東洋経済で報道さ
れたものであり、常識的な内容といえる。

報道１

「リーは国民に多くの恩恵を生み出した。清
潔な街並み、高い所得。その一方で、リーには
限界もあった。一つは芸術や文学などの文化へ
の関心がなかったこと。そして、民主主義国家
では当然あるべき、普通の国民の気持ちや能力
の限界に思いを馳せることができなかったこと
だ。」（評伝リー・クアンユー、週刊東洋経済
2015.4．11．31頁）

もう一つは、英国BBCで報道されたもので、
より現実的な内容になっている。

報道２

As Singapore mourns the death of founding 

father Lee Kuan Yew, questions are also quietly 

being  asked about where the country goes next.

Mr. Lee had been out of the political limelight 

for years when he died but his authoritarian model, 

which brought stability and wealth, remains. 
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1965年にマレーシアから独立し、経済優先・政治的安定を求めてきたシンガポールは、＜文化

の砂漠＞を1990年代に入って、ようやく解消し始め、2000年代にはある程度整った文化制度を確

立することができた。その際、リー・クアンユーは、＜熱帯版第1級のグローバルシティ＞とい

う新しい文化的方向を指示したが、2015年3月にその生涯を閉じた。転換点を迎えつつある、シ

ンガポールの文化制度はどうなるのかについて考察する。
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※ 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授
1 それ以外では、シンガポールを代表するST（Straits Times）では、大々的に継続して報道されており、以下の

URLを参照されたい。
 http://www.straitstimes.com/singapore/front-page-tributes-to-mr-lee-kuan-yew-in-newspapers-in-asia
 http://www.straitstimes.com/tags/lee-kuan-yew-death
 http://www.straitstimes.com/singapore/a-nation-mourns-for-mr-lee-kuan-yew-a-look-back-at-7-days-of-straits-times-

covers
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Yet economic success and globalisation have 

presented Singapore with new challenges, such as 

a widening income gap and a new generation who 

are demanding greater political participation. 

Which elements of his model might Singapore 

move away from and which are here to stay.（by 

Tessa Wong, BBC News, Singapore: 28 March 

2015）

前者の常識的な見解をとるにしろ、後者の現
実的・より客観的な見解をとるにしろ、リー・
クアンユー亡き後、経済や政治がどうなるとい
う基本的なスタンスも重要であるが、同時に、
社会的・文化的発展を遂げたシンガポールの文
化制度がどのようになっていくのかを推測する
ことも重要な課題であり、本稿では後者の文化
制度の今後について考察する。

１. リー・クアンユーの文化へのスタンス

最初に、リーの文化へのスタンスについてま
とめておこう。結論から先に言えば、＜文化芸
術＞への関心の低さが、彼には一貫してあった
といえよう。ただ、この傾向は、彼が文化芸術
に対する鑑識眼がないとか、その意義を理解で
きなかったということを意味するのではないだ
ろう。
むしろ、シンガポール社会の基礎を固め、そ
の発展を続けるためのインフラ作りを一貫して
優先したため、後回しにされ続けたというのが
実態に近いのではないだろうか。つまり、文
化芸術よりも大切な要因が多数あったのであ
る。そのうちで、文化芸術にとっても、特に重
要な観点を3つ指摘しておきたい。第一に、＜
Racial Harmony＞への持続的配慮である。中国
系・マレー系・インド系・その他、各自のエス
ニシティとエスニシティ間の関係を尊重する姿
勢の継続である。第二に、＜アジア的価値観＞
の強調である。アメリカのような過度の個人主

義的価値観を一定程度に押さえ、家族や家族制
度を大切にする、いわゆる＜アジア的価値観＞
は現在でも尊重される必要があると考えられて
いる。そして最後に、＜実力主義＞による＜最
小限の福祉＞を挙げることができる。この点は、
アメリカの福祉に関する考え方に近いもので、
北欧や日本の福祉に対する考え方とは異なる。

２. 経済優先主義の継続

リーは、シンガポール社会の発展を継続する
ために、一貫して＜経済優先主義＞をとってき
た。ただ、そのためには、単に経済だけを取り
上げるのではなく、経済の発展を担保する基本
的な原則とでも呼ぶことのできるものを守って
きた。それは、①経済的発展、②政治的安定、
③社会的平等、の3つである。
しかしながら、1990年代に入り、シンガポー
ル経済が軌道に乗り、グローバルシティの仲間
入りをすることになると、それらの原則にも修
正が必要になってきた。大雑把に言えば、＜サ
バイバル原則＞から＜ポスト・サバイバル原則
＞へということであり、具体的には、＜第1級
のグローバルシティ＞という目標を設定する必
要が出てきたのである。これらの点を、３つの
観点から、より詳細に説明していこう。

2-1：＜経済政策としての文化制度＞

文化制度は、多くの現代社会においては、基
本的に、経済や政治とは独立の制度として考え
られている。文化芸術は、それを創造するアー
ティストからアート制度まで、独自の領域を
構成していると考えられている。しかしなが
ら、シンガポールにおいては、建国以来、一貫
して、経済政策つまり経済発展に結びつけられ
て、文化制度や文化的発展が位置づけられてき
た。後に、シンガポールの文化政策史を説明す
るところで詳述するが、代表的な一例を挙げよ
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う。1995年に中期的な目標として設定された＜
Global City for the Arts（1995）＞という政策は、
経済的な観点から、芸術を経済発展や都市の発
展を、グローバルなレベルで、実現する必要性
があるとして考えられたものである。どのよう
に、効率的にトップレベルのグローバルシティ
になれるのか、その重要な構成要素として、文
化芸術が選ばれたのである。

2-2:シンガポールの文化制度（組織図） （旧）

それでは、その経済政策と、具体的にどうい
う風に作られているかについて、組織論的な構
成を見ておこう。

筆者により作成
図-１：シンガポールの文化制度（組織図） （旧） 
 

シンガポールでは、官僚制的な組織は、たび
たび変更されるという特色があるが、1990年
代から2000年代の初めにおいては、3つの階層
構造からなるヒエラルキーにより、文化政策
が実行されてきた。一番トップが、経済関係
で、EDB（経済発展庁）のような中核的組織が、
そのリーダーシップをとっていた。そのEDB

と並んで、情報・コミュニケーション・芸術
省（Ministry of Information, Communication and 

the Arts　通称MICA）が文化政策の実質的な策
定にあたっていた。そして、実際には、MICA

の下部組織である、芸術評議会（National Arts 

Council　通称NAC）や国家遺産庁（National 

Heritage Board通称NHB）などが、文化政策を

具体的に担っていたのである。文化政策が本格
化した、1990年ごろから、2000年の最初の10

年まではこの体制が基本的に続いてきた。

2-3：文化制度の革新

しかしながら、20年余りを経て、文化芸術政
策の成果が実り、インフラの整備も終わり、シ
ンガポール国民にもある程度、芸術鑑賞や芸
術活動を取り入れる素地ができてきた。そこ
で、2012年に、1989年以来の2度目の長期計画
を策定し、それに伴い、文化芸術をコミュニテ
ィや宗教制度などと同等の、国民形成のインフ
ラの重要な一部として位置づけ、その一方で、
創造産業や文化産業などは、新しい経済的・文
化的目標として、切り離して計画を策定・実
行するような制度に変更されることになった。

図-２：文化制度の変化（新）（南田、2015）

３. シンガポールの文化制度の確立と展開

1965年にマレーシアから分離独立して以来、
経済発展優先や政治的安定重視でやってきたシ
ンガポール社会も、1980年代後半には、ようや
く文化制度を充実させる手前まで来た。言って
みれば、最後の政策としての＜文化政策＞が登
場することになった。
近代社会において、多くの先進諸国では、国
家が<文化>を作り、文化制度を確立し発展さ
せるということは、珍しいことであった。むし
ろ、生活文化や中・上流階層の中から、文化は

出所：公文書、ST、各機関HPを基に南田が作成
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創造されてきたといってよい。しかし、植民地
を経験した、多くのアジア諸国などは、それと
は逆に、文化形成において国家の果たす役割が
大きいところに特色がある。シンガポールも例
外でなく、むしろ、その国家による文化政策が
うまくいった、数少ない例といえるだろう。具
体的には、1991年にNACが創立され、具体的
な政策が実現されていく過程で、次の3つのこ
とが実行されていた。①文化的インフラ整備、
②啓蒙・教育の対象としてのシンガポール人、
③ナショナルアイデンティティの強化策として
の＜コミュニティ・アート＞、である。最初は
①から始まり、徐々に②と③へと進んでいった
のである。
そして、21世紀に入り、文化制度がある程
度確立をしていくについて、新たな課題が目標
となっていったのである。それは、ポスト・サ
バイバルの目標としての＜第1級のグローバル
都市文化＞ということだ。リー・クアンユーは
2006年ごろから、この点をいろいろなところで
述べている。そして、この新たな目標の具体的
な内容は、経済的利益の対象としての＜文化＞
をさらに発展させるために、①創造産業・文化
産業を育成・洗練させていくこと、そして、今
まで培ってきた、②芸術文化を効率的に活用す
ること、を計画することとなった。

3-1: シンガポールの文化政策の歴史

次に、シンガポールの文化政策の歴史の概略
を、5つの時期に分けて、見ておこう。 

①　1989年以前：香港と並んで、文化政策が
なされることがなく、芸術文化が、中・上流
階層を中心として支持されてきた段階で、<文
化の砂漠>期と呼ばれることが多い。 

②　1989年～ 1994年：2年間の調査・研究
を経て、1989年に文化芸術評議会（ACCA） 
レポートに基づく長期計画が初めて策定さ
れた。その結果、1991年に芸術文化評議

会（NAC）等が創設され、インフラの整
備が本格的に始まることとなった。 

③　1995年 ～ 1999年： 芸 術 文 化 の イ ン
フラの整備が本格化する中、中期目標が
確 定 さ れ た。 そ れ は ＜Toward “A Global 

City for the Arts （1995）″＞と呼ばれるもの
で、明確な目標設定が初めてなされた 

④　2000年～ 2011年 : いわゆる＜ルネッサン
スシティレポート＞が提出され、極めて具体的
な芸術文化制度が整備されることになる。こ
の計画は修正を重ね、2000年、2004年、2008

年と3期にわたり計画が実施された。 

⑤　2012年～：芸術文化レビュー（ACSR）に
基づく、第2回目の長期計画が2012年に策定さ
れ、NAC等の所属省の変更など、大きな変化
が見られ、2025年に向けて、シンガポールの芸
術文化制度の新たな方向が示された。

3-2：文化芸術へのリーの言及

リー・クアンユーは、文化芸術に言及するこ
とが極めて少ない。筆者は多くの文献をあたっ
たが、その中で直接言及したものとして、以下
の2か所しか見つけることができなかった2。そ

2 リー・クアンユーが文化制度に言及しているのは、以
下の二か所である。 
「われわれは国家がとして、他の目標も持たなければ
ならない。経済成長はそれ自体が目的ではない。経
済的な成功を手にしたあとは、それをレクリエーショ
ン、芸術、精神的充足、知的充足のある水準の高い
生活、質の高い生活に転嫁させるべきだ。そこで我々
は、芸術にもかなりの資金を投じ、より優雅な社会
を生み出そうとしているのである。（1995年）」 
（「リー・クアンユー自選語録　リーダーシップとは
何か」、2014年、165頁）   
「われわれはかつて、クリーンで緑豊かで、安全かつ
秩序正しいのは確かだが、退屈で面白みに欠けると
ばかにされていた。しかし現在は、芸術、文化、博
物館、美術館、エスプラネードシアター・オン・ザ・
ベイ、西洋管弦楽団、中華管弦楽団を擁する、活気
に満ちた都市を有している。エスプラネードシアタ
ーの外では、音楽グループが市民のために演奏して
いる。そして、シンガポール在住の作家や芸術家も
いる。（2010年）」（同上書、166頁）
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の二つとは、第一に、経済成長の後に、芸術を
含む質の高い生活を生み出す必要があるという
指摘だ。そして、第二に、その質の高い生活の
具体例として、いくつかの文化施設や芸術家集
団を挙げている個所がある。重要なことは、筆
者の調べた限りでは、文化芸術への言及が極端
に少ないことと、しかしながら、その言及をし
ている部分の内容は常識的なものであり、この
二つの事実から、彼自身が意図的に言及を控え
てきたということが言えるのではないだろう
か。

3-3: ACSR 最終レポート （2012）による長期的展望

シンガポールの芸術文化はどこに向かおうと
しているのか？ 2012年に出された第2回名の長
期計画の内容を見てみると、その答えが見え
てくる。ここでは、簡潔にその概略を述べて
おこう。第一に、芸術文化政策の、長期性の
自覚である。とにかく時間がかかることを意
識しており、過去の1989年の最初のレポート
や2000年以降のルネッサンス・レポートから
の積み重ねを重視している。第二に、どのよう
なことをやるかのはっきりとした定義と戦略的
な重要性が指摘されている。明確な目標と評
価がそこにはある。第三に、いろいろなレベ
ルでの＜惰性＞を戒めていて、単に芸術文化
領域だけでなく、文化遺産についても同様な
観点に立とうとしている。第4に、＜4つのP＞
（Product,People,Participation & Partnership,Place）
をキーワードとしてあげていて、2025年までの
長期ビジョンであることがはっきりとうたわれ
ている。

3-3-1：Leading Arts & Culture Capital（ACSR 

 Final Report　その1）

レポートでは単に現在のグローバルシティに
目を配るだけでなく、歴史的な経緯にも配慮を
している。歴史的に見習うべき例として、以下

の６つの例が具体的に指摘されている。 

①中国の唐帝国、②9世紀のバクダッド、③ル
ネッサンス期のフィレンツェ、④大英帝国下の
ムンバイ、⑤19世紀のパリ、⑥第二次大戦後の
ニューヨーク、がそれである。いずれの例も、
極めて顕著な例で、目標の高さが顕著であり、
今までの20年以上にわたる計画にも常に見ら
れた特色でもある。
そして、これらの歴史的例に共通する、基本
特性として、さらに、次の3つが分析されている。
① 貿易の中心地であること。② タレントとア
イディアが集積していること。③ 富とパトロ
ネージの集中していること、である。

3-3-2：New Direction of 7 Global Cities  

　（ACSR Final Report　その2）

このレポートでは、いろいろな調査結果を踏
まえて、グローバルシティとして、現段階での
新しい方向性をシンガポールが見習うべき都市
として以下の7つの都市を挙げている。しかも、
それらの都市について、具体的にどこを学ぶか
という目標が極めてはっきりしていることは、
やはり特筆に値する。文化レベルが上がっても、
＜初心忘るべからず＞は変わっていない点は尊
敬に値するだろう。

1. ロンドン：文化資本の再発明
2. シカゴ（ミレニアム・パーク）とロサンゼ
　　ルス（下町）

3. ソウル：生涯にわたるかかわりへのサポー
　　ト

4. シドニー : Leveraging on existing strengths

5. 上海：パフォーミング・アーツ・シーン
6. ニューヨーク： フィランソロピーと芸術文
　　化

7. ドバイ：芸術文化の市場

3-3-3：ACSR Final Reportの意味

以上の点をまとめてみると、このレポートは、
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1989年の長期計画以来の、2025年までの、第2

回目の長期計画である。いってみれば、以下の
４つの特色を持ち、大きな文化政策の転換点を
指示している。
①　1989年・1995年・2000年に続く、画期
　　的な転換点であること。
②　省庁変更の意味は、今までの戦略的な政
　　策から、社会的・文化的なインフラを支え
　　る日常的な資源へと大きく動かそうとして
　　いること。
③　国民の芸術文化的なリタラシーをあげる
　　ことにより、グローバルシティの文化水準
　　を上げることを意図していること。
④　同時に、結果として、シンガポール国民
　　としてのナショナルアイデンティティの確
　　保にもつながっていること。
そして、この計画は、前述のように省庁の組
織的改変を伴い、ほとんどすべてのシンガポー
ル国民を、<第1級のグローバルシティ >の住民
目指して、動員することを意味している。すさ
まじい動員力である。

４. 第1級のグローバル都市をどう目指すか

リー・クアンユーは、芸術文化そのものへの
言及は極端に少なかったが、都市国家としての
シンガポールの、グローバルシティとしての発
展については、いろいろと目標を語っている。
1990年代半ばになると、＜グローバルシティ
＞をどう目指していくかについて考えるように
なり、2000年代に入ると、より一層現実化し、
＜第1級のグローバルシティ＞をどう目指すの
かについて語るようになっていった。そこで彼
は、＜現代版ベネチアとしてのシンガポール＞
に言及するようになる。1000年以上続いたベネ
チア、まだその20分の1以下の歴史しか持たな
いシンガポールであるが、彼の野望は大きい。
リーは、ただ漠然とその目標を語るのではな

く、他のグローバルシティも具体的に視野に置
きながら、その達成の道筋についても語ってい
る。つまり、経済的発展と政治的安定を保ちつ
つ、成熟して、リッチなグローバルシティを確
立し、それを維持する方策である。以下、その
彼の発言内容を見ておきたい。ただ、現実のシ
ンガポールは、第1級の都市に近づけば近づく
ほど、社会的不平等と高騰する生活条件に悩ま
されることになるのであるが。

4-1：ベネチアとシンガポール

リー・クアンユーは、2000年代の最初に、あ
ちこちでシンガポールの将来の姿を、様々な都
市をモデルにして語っている3。その主張をまと

3 リー・クアンユーが公式的なスピーチなど
で、＜第1級のグローバルシティ＞に言及して
いる代表的な例は、以下の二つである。 
①SPEECH BY MR LEE KUAN YEW,MINISTER 
MENTOR, AT THE TANJONG PAGAR CHINESE 
NEW YEAR DINNER, 23 FEBRUARY 2007, 8.45 PM 
AT TANGLIN-CAIRNHILL COMMUNITY CENTRE 
Singapore’ s landscape will change.   We will have an 
iconic city centre, a Marina with a promenade that will 
allow pedestrians and electric golf buggies unimpeded 
access round the whole Marina, with al fresco dining, 
restaurants, shops and electrically-driven pleasure boats 
for tourists to cruise along the Singapore and Kallang 
Rivers.  New elegant buildings are being built around 
the Marina will make Singapore an iconic city.  The 
Marina will be like the St Mark’ s Piazza in Venice.  We 
must keep the water clean, so we must trap the debris 
and litter in our rivers, canals and drains.  Our engineers 
are working on many systems to ensure the water that 
flows into the Marina is not polluted.  Our drains and 
canals will be turned into ponds and streams.  There will 
be clean running water, greenery and boardwalks for 
people and children to enjoy these streams and ponds 
- fishing, boating or dining al fresco.  Hotels, condos 
and HDB homes that front these canals or drains will 
look out on greenery and water.  Singaporeans will have 
to keep their streams and ponds clean for everybody 
to enjoy sailing, boating, wind surfing and fishing.
②SPEECH BY MR LEE KUAN YEW,MINISTER 
MENTOR, AT THE TANJONG PAGAR CHINESE 
NEW YEAR DINNER, 23 FEBRUARY 2007, 8.45 
PM AT TANGLIN-CAIRNHILL COMMUNITY 
CENTRE   
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めると次の3点になる。第一に、シンガポール
の長期的な目標は、1000年以上繁栄を過去に
遂げたベネチアである。彼は、シンガポールの
マリーナを、ベネチアの有名な聖マルコ広場に
例えている。そして、第二に、次の参考にすべ
き都市として、先導的なグローバルシティとし
て、パリ・ロンドン・ニューヨークの3都市を
挙げている。そして、最後に、それらの都市を
参考にして、第1級のグローバルシティとして、
シンガポールを＜熱帯版＞として作り上げたい
と述べている。
しかしながら、同時に、発展と遂げてきたシ
ンガポールにも避けられない問題点も浮上して
きている。以下でその問題について分析を進め
てみたい。

4-2： 直面する国内問題

シンガポールが、現状において、直面する国
内の社会問題について、説明しておきたい。そ
れには、二つあって、一つは、経済的不平等の
問題であり、もう一つは、エスニシティの問題

We have studied other cities.  Paris with its beautiful 
human scale  19th century bui ldings is  a  most 
elegant city in the world.  Its streets are furnished 
with attractive furniture, newspaper kiosks and 
toilets.  There is much life on the sidewalks of the 
boulevards, people sitting around tables of cafes and 
restaurants enjoying their coffee or ice cream.  
London is the most international city, bustling 
with people from all over the world, hundreds of 
thousands of Europeans, French, Germans, Spaniards, 
Americans, Arabs, Asians work there, many serving 
the international financial centre.  When I was there 
at the end of World War 2, in London, then, as the 
heart of the British Empire, the only non-British were 
people from their colonies and dominions.  
New York is the business centre of the world.  It 
has the UN headquarters; a great city for culture 
and the arts with great museums, theatres, plays, 
opera, and rock bands.  
Singapore must incorporate their best features in a 
tropical version.

である。まず、ここでは、前者を述べよう。
シンガポール社会では、独立当初は、国家エ
リートなどの一部のシンガポール人を除いて、
シンガポール人の中では、大きな経済的不平等
は問題にはならなかった。むしろ、最初からい
た、外国人居住者のうち、4割近くを占める富
裕層とシンガポール人の間に格差が存在したか
らである。しかし、1990年代以降、シンガポー
ル人の一部が高学歴化し、アメリカ・イギリス・
オーストラリアなどへの留学者も増加し、中・
上流階級化したシンガポール人が徐々に増えて
いった。その結果、URAの行った調査によれ
ば、シンガポール人の15％はその新しい富裕な
階層となり、全体の半分を占める低収入の階層
とはっきりとした格差がみられるようになって
いった。
その結果、現状の収入に不満を持つ層も増え、
近年の議会選挙では、その不満が野党支持に回
っていて、与党のPAPの一方的勝利にならなく
なってきているようだ。2011年の選挙では、そ
の影響が鮮明に出て、初めて野党勢力が複数
の候補を擁立する通常の選挙区で勝利をおさめ
た。（ただし、2015年の選挙では、リーの葬式、
50周年独立記念日と、与党PAPの追い風が吹き、
何とか基本的な趨勢をいったんは防ぐことがで
きたが、2019年の選挙では、予断を許さないだ
ろう。）

（URA,2010）
図-３：Income Stratifi cation

もう一つの深刻な社会問題は、エスニシティ
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の問題である。具体的には、社会の混血化の進
展である。シンガポールでは、基本的に、中国
人系、マレー系、インド系などに大別されるが、
各エスニシティにおいて、他のエスニシティと
の婚姻が増加し、混血が増加しており、＜人種
の調和（racial harmony）＞政策に一定の影響
が出てきている。
この点は、国民的アイデンティティ、つまり、
＜シンガポール・アイデンティティ＞の確立に
とっても、重要なインパクトを与える結果にな
っている。つまり、エスニシティの純粋性と混
血の問題とをどのように解決するかという問題
である。

５. 結語：ポスト・リー・クアンユーの文化制

度とその意味

最後に、リー・クアンユー亡き後の文化制度
についてどのような可能性が考えられるのかと
いう点とその変化の意味について考察してみた
い。大きく言うと、次の4点が重要であろう。

5-1：経済的格差による国民の不満と新しい生

活スタイルの模索：

社会発展を遂げたシンガポールでは、シンガ
ポール人の中での経済格差が激しくなり、その
結果、国民の間には格差に対する不満が堆積し
つつある。また、その一方で、豊かになった生
活に対する、新しい都市的生活スタイルの模索

が始まっている。その具体的な内容は、以下の
3点として要約できる。第一に、新しい生活ス
タイルで、都市的生活に関するものだ。例えば、
全日空の情報誌に特集されている典型的な例を
挙げると、国民の変わるライフスタイルとして、
次のような例が挙げられている4。 

第二に、若い世代の＜自由の要求＞への対応
が迫られていることである。そして最後に、＜
報道の自由＞への対応である。シンガポール
を代表する海外ニュースであるCNA（Channel 

News Asia）は、現在においては、アジアを代
表する国際ニュースである。しかしながら、国
内での制限があり、この点はニュースの価値を
減じかねない。

5-2：文化的アイデンティティをどう確保する

のか：

もともと様々なエスニシティからなり、中国
系やインド系のように、本国においても様々な
エスニシティが同居する、そういう状態にあっ
たシンガポールは、元々国民的なレベルのアイ
デンティティを確立しにくい状態にある。また、
グローバルシティはコスモポリタニズムとは相
性がいいが、ナショナルアイデンティティとは
必ずしも相性がいいわけではない。文化芸術は、
それらを結び、できればナショナルアイデンテ
ィティを確立するのに役立つようにという政府
側の配慮で、文化制度が整えられてきた経緯が
ある。リーの葬儀や建国50周年で一時的に盛り
上がっているナショナリズムを、どのように繋
いでいくのか、新しい課題がそこには見える。

4 「ここはワイルドライフの玄関口さ。自然は本来、
もっと厳しいものだけれど、シンガポールの場合、
誰もが気軽にアクセスできる。快適なホテルに滞在
しながら、熱帯雨林の森の散策が楽しめる国なんて、
そうそうないからね。昔はシンガポール人ですら自
分たちの国には自然がないと思っていたけれど、最
近は多くの人がこの国が意識的に残してきた自然
の魅力に気づき始めているんだ」（アンディ・テン、
May 2015 ANA）

1988 1998 2008

Women’s Charter 4.3 8.7 13.8

Muslim Law Act 10.4 20.4 30.9（%）

Women’s Charter  1. 49.7%：Chinese Groom & other ethnic group

Muslim Law Act 1. 24.7%：Malay Groom & other ethnic group

2. 19.7%：other ethnic group & Malay Bride

（Statistics on Marriages & Divorces 2008, 17 Jun 2009）
http://www.singstat.gov.sg/pubn/popn/smd2008.pdf 
表-１: Increase of Inter-ethnic Marriage
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要するに、エスニックアイデンティティとコス
モポリタンアイデンティティのはざまでという
ことだ。

5-3：ポスト・サバイバル期の経済と文化：

まず、シンガポールの現在置かれている状況
は、一言でいうと＜ポスト・サバイバル期＞で
ある。1965年の独立以降、どのように経済的・
政治的に生き残っていくかという、深刻な時期
が続き、1990年代に入り、ようやくグローバル
シティの仲間入りをして、2000年代に入ると、
日本に追いつき、追い越すような段階になった。
そこでは、従来の＜サバイバル期＞を脱し、次
の＜ポスト・サバイバル期＞をどのように発展
を続けていけるのかがカギになってきた。文化
にも、遅ればせながら、同じ課題が課されるこ
とになった。具体的には、洗練された文化レベ
ルをどのように達成するのかということと、そ
の洗練された文化レベルをどのように維持する
のかという道筋をつける必要性があるというこ
とである。
参考までに、シンガポールの文化統計の変化
について一言申し述べたい。従来は＜図-4＞の
ように、右肩上がりの文化統計がみられること
が多かった。統計の取り方などが原因で、現実
の状態を正確に測定できたとは言えないものも
あった。しかしながら、近年の指標は、より実
態に近くなりつつあり、また、様々な領域が公開
される方向に変わりつつある点は、評価でいる。

図-４：Total Arts Activities  
（Performances & Exhibition Days） 
（Singapore Cultural Statistics 2003-2009, p.6）

5-4：建国50年という転換点；Singapore50の

意義

2015年8月9日、それは、1965年にマレーシ
アから独立して、ちょうど50周年を迎えた独
立記念日だった。普段は行列をあまりしない、
それから熱狂度の少ないシンガポール国民が、
様々なイベントや独立記念日のパレードに大い
に盛り上がった。パレードの会場に入れない15

万人以上の人々が、その会場の周りに集まった
のである。1993年以来シンガポールを研究して
きた筆者としては、その当日シンガポールに滞
在していて、初めての経験であった。シンガポ
ールが変わっていく、象徴的出来事になってい
くのか、という感触を得た5。
いずれにしろ、2015年は3月に建国に父リー・
クアンユーがなくなり、8月に50周年の独立記
念日を迎えたシンガポールは、大きな転換点に
立っており、文化ならびに文化制度も大きな変
化を遂げていくことだろう。このより自由なス
タンスが認められるようになってきた傾向が、
単に、50周年記念という祝祭性による一時的な
もので終わらないことを祈って、筆をここに置
きたい。
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