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第二次世界大戦後から制憲会議までを中，心に
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本稿は、シンガポールの治安を維持するための法律

(以下、治安維持法と略)の変遷と、植民地政府によ

る植民地支配から自治政府による内政自治権が認め

られるまでの政治過程を観察した上で、治安維持法
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の政治的意義を考察するものである。本稿が対象と

する治安維持法とは、制定された年によって名称

は異なるが、治安を脅かすおそれのある人物を裁判
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とする法律である。今日のシンガポールについていえば、

圏内治安法CIn匝rnalSecurity Act， ISA) 1がそれで

ある。 ISAは1960年に隣国のマレーシア(制定時は

マラヤ連邦)で制定 (Malaya1960)されたもので

あるが、 1963年にシンガポールとマラヤ連邦が合併

してマレーシアが成立した際にシンガポールにおいて

も適用され2、1965年にシンガポールがマレーシア

から分離独立した後も圏内法として今日まで有効な

法律である。

このように、現在のシンガポールの治安維持法は

マレーシアで制定されたものであるが、実はシンガ

ポールにおいても第二次世界大戦直後からマレーシ

アに加入するまで、途切れることなく同様の法律が

存在していた。それらは、 1946年に制定された重要

令(凪刷出1Regulations) (Malaya 1輔)、重要令を

引き継ぐ形で脳陣に制定された非常条令(助国府町

Regt血垣onsor曲1阻 ce)、そして非常条令を引き継ぐ

形で1955年に制定された治安維持条令 (Pres町 vat:i，叩

of Public缶C町 ityOrdinance， PPSO)である。このよ

うに名称は異なっているが、治安維持のために、治

安を脅かす恐れのある人物の裁判無しでの拘禁を合

法とする法律は、戦後から一貫してシンガポールに

存在している'0
英国の植民地であったシンガポールは、 1959年に

外交・固防を除く内政自治権を獲得し、 1963年に成

立したマレーシアに参加することで植民地支配を完

全に脱し、さらに1965年にはマレーシアから独立し

たことにより今日の独立国家の地位に置かれた。つ

まり、シンガポールの戦後の政治秩序は、一貫して

ISAに代表される治安維持法の下で模索されたもので

あった。このことから、今日のシンガポールの政治

の特徴を明らかにするためには、第二次世界大戦直

後に制定され、今日まで継続して施行きれてきた治

安維持法がシンガポールの統治に果たした影響を明

らかにしなければならないと考えられる。

本稿では以上のような問題意識に立脚して、シン

ガポール植民地の住民に内政自治権が認められた

1958年憲法が模索される中で、治安維持法が果たし

た役割を考察する。具体的には、第二次世界大戦後

に部分的ではあるが住民の参政権を認めた1946年憲

法、立法権のみならず行政権へも一定の参加を認め

た1955年憲法、そして全面的な内政自治権を認めた

1958年憲法へと脱植民地化が進展して行く中で、治

安維持法はどのように変化したのかを確認する。こ

うした作業を通して、治安維持法と国家の基本構造

を定めた憲法とが、常に寄り添う形で発展してきた

ことを指摘し、シンガポールの脱植民地過程におけ

る政治秩序の特徴を指摘したい。

本稿で取り上げる、この時期のシンガポール政治

過程、および治安を維持するための法律については、

これまで数多くの著作が発表されている。それらの

研究の特徴は、第一に、非常条令についてはマラヤ

連邦に重点をおいた分析がほとんどであること、第

二に、シンガポール研究においては、内政自治権獲

得後の研究に重点が置かれていること、第三に、シ

ンガポールの強権的な政治体制と治安維持法との関

係に焦点を当てたものが中心となっているらこうし

た先行研究を参照しながら、本稿では、シンガポー

Jレの住民に自治権を認めた憲法の制定過程と、治安

維持法との関連を論じることによって、新たな視角

の提供を試みるものである。

本稿の構成は以下の通りである。第二章では、戦後

から 1955年憲法が制定されるまで、第三章では 1955

年憲法の成立から、 1956年に始まった制憲会議(独

立交渉会議)を経て 1958年憲法が制定されるまでの

期聞を取り扱う。なお、本稿においてマラヤとは、 1957

年に成立したマラヤ連邦を構成する地域を指し、シンガ

ポールとは区別して用いる。また先行研究にならって、

基本的人権の保障に関しての言及がない植民地令

(Colony Order in Council)も、国家の枠組みを法

的に規定していることから憲法 (Constitution)として

扱う。

R.独立運動の興睡と非常条令

1. 1946年憲法と重要令

本章では、戦後のシンガポールの治安維持法の原点

となる重要令が制定された背景を、 1946年憲法の制定

と英国主導の戦後の秩序再建に対する反対運動の関

連から考察する。具体的には、この時期の独立運動に

はごつの特徴があったことを確認した上で、重要令が

独立運動に与えた影響について考察する。

1819年に英国によって始まったシンガポール支配は、

1826年に海峡植民地、 1867年には植民地省の直轄

植民地と変化した。直轄植民地としてのシンガポールの

地位は、 1942年から 1945年までの太平洋戦争時に中

断されたが、戦後は英国軍による軍政により戦前の植

民地支配の形態を回復する形で再開された。
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この際、戦後の植民地支配の回復は、戦前と同様

の英国による統治の回復を追求していた訳ではなか

った。戦後のマラヤに自治政府を認める方針は戦時

中に決定しており、戦後マラヤの植民地支配の回復

作業は、自治政府実現のための手だてと並行して進

められた。その結果、英国のマラヤおよびシンガポ

ールの支配の形態は大きく変わった5。戦前の英領

マラヤは海峡植民地 (S廿ai胎 Settlements)、マレ一

連合州 (FederatedMalay States)、マレー非連合州

(Unfederated Malay States)の三つの行政区分に

よって構成されていたが、 1945年から一年弱の軍政

の後、必年4月からは英領マラヤは二つの地域、すな

わち、マラヤ連合 (TheMalayan Union) とシンガ

ポール植民地 (TheColony of Singa卯問)に再編され

ることになった。マラヤ連合に組み込まれることに

なったベナン、マラッカは、戦前においては海峡植

民地として行政組織上シンガポーJレと深〈結ぴつい

ていたが、この時以後シンガポールの行政組織はマ

ラヤ連合とは分断され、その後の脱植民地過程はシ

ンガポールとは大きく異なることになる。

民政へ移管するために1946年4月1日に施行された

新憲法(以下、 1蛸年憲法と略)(S泊ga阿 'e1鮒 (b))

は、基本的に戦前の植民地支配の性格を引き継いだ

ものであった。例えば、立法評議会の議員の構成にそ

の特徴は表れている。立法評議会は、議長(総督)、

4人の職権議員 (ex'lがciO)6、7人の任命公職議員、 2

名の任命非公職議員、 9名の民選議員で構成されると

していた(16条)。このように、植民地官僚からなる

職権・公職議員数と、民間人の任命非公職議員・民

選議員数は同等であり、多数決の際に賛否同数であっ

た場合は、議長(総督)が決裁権を持っていた包括長)

ので、事実上、議会の過半数は植民地官僚が握って

いた。しかも、民選議員を登用することは決まったが、

有権者の資格、選挙制度等は、憲法発効時には決ま

っておらず実際に選挙が行われたのは l倒8年になっ

てからであり、また選挙権が与えられたのは英国臣

民のみであった (20条およぴ50条)。このように植

民地的な性格を持っていた 1946年憲法であったが、

議会において民選議員を登用するということ、すな

わち住民に参政権を認めたという意味で、 1946年憲

法が目指す植民地の秩序は戦前のものとは明らかに

異なり画期的な憲法であったといえる。

同憲法が1946年4月1日に発効するのに先立つ3月

15日に、公共の保護、または地域の重要な供給と業務

を維持するために、総督が法令を制定することを認

める重要令が宣言された (Malaya1946)7。重要令は

民政移管の2週間前に告示されたことからも分かる

ように、民政移管後に生ずるかもしれない不測の事

態に備えた法律であった。後述するように、 1948年

に共産主義者が武力闘争を開始した際に、この重要

令に基づき重要(特別非常)令を公布することになる。

太平洋戦争によって中断されたシンガポールの民

政はこのように回復されたが、これまで見てきたよ

うに戦後のシンガポールの統治の回復は英国が主導し、

英国が望ましいと考える方法で開始された。こうし

た英国の態度を帝国主義的、または植民地主義的で

あるとして、英国に抗議する反帝国主義運動、また

は反植民地運動がシンガポールおよびマラヤにおい

て高まった。この運動を推進した団体の中で、シン

ガポーJレにおいて重要な役割を果たしたのが、マラ

ヤ共産党 (Malay岨 Comm山由tParty， MCP)と、

マラヤ民主同盟 (Malay血 Dem血目出 Unio孔 MDU)

であった。

1927年に南洋共産党としてシンガポールで結成さ

れた MCPは、英国の植民地支配には戦前から反対

していた。 MCPは戦時中に、マラヤ人民抗日軍

(Malayan People's A凶ーJapan田Army，MPAJA) 8 

を組織し抗日運動に従事し、 1942年にシンガポール

の英国軍が日本に降伏した後も抗日運動に従事して

いたことから、特に中園出身者を中心とした現地住

民の支持を集めていた。戦後になって英国は、戦時

中のマラヤ共産党のシンガポールにおける抗日運動

を評価し、抗日運動の指導者を叙勲するなど、その

活動に一定の理解を示していた (Chin2003: 191) 9。

MCPが中国系住民を中心に戦前に組織された団体で

あったのに対して、 MDUは1945年 12月21日に結成さ

れ、そのメンバ}は中流階級の英語教育を受けた、多

民族からなる政党であった (y田 eta/， 1991: 117-153)。

MDUのメンパーには、戦時中の抗日運動の功績に

より大衆の支持基盤を持っていた MCPのメンパー

も含まれていた 100 MCPをメンバーとして受け入

れた理由は、反植民地運動を中流階級の英語教育を

受けた社会階層の人たちだけの運動ではなく、国民

的な運動にする意図がMDUにあったからであった

(y，田 et，a/. 1991: 118) "0このようにMDUの指導者

にはマラヤ共産党員も含まれていたが、 MDUの目的

は英連邦に属する、マラヤとシンガポールが一体と

なった普通選挙によって選出された政府による固家
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の成立であった (Yeoet. al. 1991: 118)。

MDUやMCPは、 1946年に始まるシンガポールを

マラヤとは切り離して統治するという英国政府の決

定に対して異議を唱えた。また1946年憲法も英国植

民地を継続させる帝国主義的な憲法であるとして、

これに対して反対運動を展開した。英国の戦後の統

治方針に対する抗議は、シンガポールだけでなくマ

ラヤにおいても高まっていた。 1946年3月、今日の

マレーシアの政権与党である統一マレー入国民組織

(United Malays National Organisation: UMNO)が

結成されマレー人を中心としてマラヤ連合に反対す

る運動が高まると、英国政府は1946年4月1日に始

まったマラヤ連合の見直しを発表し、同年7月には

マラヤ連合政府、 UMNO、マレー人統治者らを集

めてマラヤ連合に代わる憲法の制定作業を始めるこ

とになったo マラヤ連合の見直しが始まったことで、

マラヤ連合とセットで設定されたシンガポールの

1946年憲法も見直しを迫られることになった。

英国主導の戦後秩序の見直し作業の中で、 MDU

とMCPはそれぞれ異なった対応を取った。 MDUは

マラヤ連合とシンガポールは将来的には再統合され

るという前提で1946年憲法を受け入れ、シンガポー

ルをマラヤとは切り離すという戦後の行政組織の再

編成に賛成した。そして1946年憲法で認められた民

選議員の要件および選挙制度の骨格を審議する委員

会に意見書を提出するなど、英国と協調することに

よって自治政府実現を目指した。しかし、議員の半

数を民選議員にすること、選挙人名簿への登録を自

動登録制にすること、普通選挙制の導入といった、

MDUの提案は拒否され、 MDUは植民地政府に失望

することになった (Singapore1946 (c) )。

MDUが1946年憲法の改正作業に積極的に関わっ

ていた一方で、 MCPは英国主導の憲法の制定には

無関心であった。 MCPは反帝国主義運動を統一戦

線 (unitedfront)を結成することで達成しようと

していた。統一戦線とは、戦後に活動を許可された

労働組合を利用し、労働争議を起こすことで、英国

に揺さぶりを掛けようとするものである。 1945年か

ら1947年9月までにMCPの指導下にあった労組が起

こしたストライキの件数は119件に上った(図l参照)

(Yeo et. al. 1991:119)。
住民の反対に後押しされる形で、マラヤ連合政府

は新たな行政単位をマラヤ連邦とすることを1946年

12月24日に発表した (ST24D田 l悦6)。しかし、こ

のマラヤ連邦案も英国とUMNOおよびマレー人保

守層に代表される一部の住民の意向を反映したもの

に過ぎず、このマラヤ連邦案に対する反対運動はこ

の発表以前に本格化していた。 1946年12月14日に

MCPとMDUは共同で、シンガポールにおいて統一

行動協議会 (Councilof Joint Action， CJA)を設立

し、タン・チェンロック (TanCheng Lock)を総

裁に招き入れた。英語教育を受け・英国植民地政府

との関係も深いタンの加入に見られるようにこの運

動は、マラヤ連邦の実現に反対する政治的志向、種

族を問わない大連合であったが、共産主義的性格が

強かった (Yeoet. al. 1991: 120)。

12月22日には、マラヤ連合に拠点をもっ政党、シ

ンガポールの労組、 MDU、華人商業会議所 (Chin聞

Chamber of Commerce)、マレー国民党 (Malay

Nationalist Party， MNP) 12などが参加し、その名称

を汎マラヤ共同行動会議 (Pan-MaiayanCouncil of 

J仙11Actio孔 PMCJA)とし、翌年8月には全マラヤ

共同行動会議(All-地lay.皿 Councilof Joint Action， 

AMCJA) と改称した130 1947年にはPMCJAの活動

にプトラ (PusatTenaga Ra'ayat， PUTERA) 14が

加わり、英国が考えるマラヤ連邦とは異なり、全て

の民族に平等な権利を保障する人民憲法草案を発表

した15。英国はUMNOをはじめとする支配層との協

力を求めることで支配の正当性を見いだそうとした

が、人民憲法草案ではすべての住民が政治に参加す

ることを可能とすることに支配の正当性を見いだそ

うとしたのであるロ

AMCJA-PUTERAは、シンガポール、クアラlレン

プール、ベナン、マラッカ、イポー、タイピン、ジョ

ホールパル、コタパル、クアンタンなどで抗議集会

を行ない、主要都市においては数千人の群衆を集めた

という (AMCJA-PUTERA1947: 6)。また、 1947年

10月20日にはマラヤ連合およびシンガポールにおい

て過去最大規模のストライキを成功させるなど、マ

ラヤ連合およびシンガポールにおけるこの運動はこ

れまでになく高まったが、英国はこうした一連の運

動を無視し、 1948年2月1日に計画通りマラヤ連邦を

成立させた。シンガポールにおいても194群同月20日

に民選議員選挙が行なわれ4月1日に立法評議会が予

定通り開会され、英国は自治政府実現に向けて英国

主導の改革を確実に進める姿勢を明確にした。その

一方で英国政府は、 AMCJA-PUTERA組織の切り

崩し工作を積極的に進めた。また、 AMCJA-PUTERA
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の中心的なメンバーであったMCPが合憲的な闘争

に見切りをつけたためにこの運動は急速に力を失っ

ていった。タンもマラヤ連邦成立後はこの運動を離

れた (Yeoet. 01. 1991: 121)。こうして、 AMCJA

PUTERAによる全マラヤを巻き込んだ反植民地運

動は急速に収まっていった160

MCPが合憲的な活動から離れた一方で、 MDUも

選挙制度が不備なままで選挙に参加することは、自

治政府の実現を遅らせてしまうという理由で1948年

総選挙をボイコットした (Yeoet. 01. 1991: 122)。

結局この選挙に参加したのは無所属と親英政党とし

て知られる進歩党 (ProgressiveP町 ty，PP) 17だけで

あった。そして、後述する非常事態が宣言 (6月19日)

きれるとMDUは自主的に解散した (6月24日)(Koh 

2006: 330)。
以上のように戦後のシンガポールおよびマラヤに

おいては、英国主導の政治秩序の再構築の動きに対

して、反帝国主義または反植民地運動を掲げて現地

住民を広範に巻き込んだ運動が展開された。英国は

戦後になって、自治政府の実現をにらんだ統治機構

の再構築を推進する際に、重要令を準備し不測の事

態に備えていたが、この時期の住民の反帝国主義・

反植民地主義運動は合憲的な運動であり、 1946年憲

法が創出した秩序の中で展開された。しかし、参政

権が限定されていた1946年憲法を遵守しながらの反

英国運動には限界があった。例えば、選挙制度など

は英国が自由に設定し、選挙の結果も英国が望まし

いと考える議員の誕生を生んだことからも分かるよ

うに、英国が定めた憲法が創出する秩序の下での反

植民地運動には、自ずから限界があった。

この時期の政治状況は、以下の二点にまとめられ

る。第一に、英国は自国の政治的影響力の継続を

憲法という形で制度化した。第二に、反英、反帝

国主義・反植民地主義の立場から、憲法という形

で制度化された英国の政治力を排除しようとする、

憲法そのものの修正もしくは撤回を求める、合憲的

な独立運動が展開された。英国はこうした反植民地・

反帝国主義運動に対して、マラヤにおいてはマラヤ

連合からマラヤ連邦へと当初の方針を修正したり、

シンガポールでは立法評議会における任命公職議員

の定数を減らし、任命非公職議員の定数を増やす

など、住民の意見の一部反映しながら憲法改革を

行うことで英国主導の戦後の新政治秩序の構築を

推進した。

2.重要令と非常事態宣言

英国主導の秩序形成が進展する一方で、合憲的な

手段でこれまで反植民地闘争を進めてきた MCPも

これまでの運動方針の転換を余儀なくされ、 1948年

3月のマラヤ共産党中央委員会において武力行使に

よって新たな政治秩序を形成することへと方針を転

換した (Hack2∞9: 471)"0 MCPが行なった武力

闘争とは、具体的には要人殺害や、ゴム農園、また

は錫鉱山の破壊活動などであった。ただし、こうし

たテロ活動は、もっぱらマラヤにおいて展開され、

シンガポールにおいてはストライキによる経済活動

の妨害活動が中心であった。 6月に入ると、マラヤ

の5カ所のゴム農園が相次いで襲撃され、 3人のヨー

ロッパ人が立て続けに殺害されると、マラヤ連邦政府

は6月16日にイポ州、ベラ州、そしてジョホール州

に、そして18日までにマラヤ全土に重要(特別非常)

令を適用した I.ST17， 19 Jun 1悦8)。

マラヤ連邦での重要(特別非常)令の施行を受け、

マラヤ連邦政府と同じく英国政府の完全なる影響下に

あったシンガポールにおいても、ギムソン総督によっ

て重要令(1946年)の規定に基づき、重要(特別非

常)令 (5泊回開'e1倒的))19を6月24日に公布、施行

した。この条令は、住民の移動の自由の制限 (3条)、

警察長官による外出禁止令の公布権限 (4条)、集会

の自由の制限と解散をさせる権限 (5条)、破壊活動

を扇動する出版物の出版禁止 (8条)、一年を超えな

い範囲での拘禁を命ずる権限を植民地長官に与える

(9条)、令状なしの家宅捜査(12条)、令状無しの逮

捕(14条)、総督の命令は、事前に官報に発表する

必要なく、通告後、直ちに有効となる(17条)こと

など、政府の超法規的措置を講ずることを可能とす

るものであった。

一方でマラヤ連邦ではMCPによるこうした暴力

的な行動に対応するため、重要令に代わるより強力

な警察力の行使を容認する条令が7月5日に成立した。

MCPへの対応について歩調をそろえてきたシンガ

ポールにおいても同様の条令の成立が必要であると

して、 7月13日に開催された立法評議会に非常条令

案 (EmergencyRegulations Bill)が、法務総裁

(Attorney-Generallから上程きれ、この日のうち

に第一読会から第三読会の審議が終了、可決した

(PLC: 13 Jul1948， BI72-8)。
この非常条令は、 「非常事態または公共の危機

の際に、総督に法令を制定する権限を与える条令」
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とされている (Singapore1948 (b) )。同条令では、

「総督は、非常事態または公共の危険が迫っている、

または個人あるいは団体によって広範囲にわたる、地域

または広範囲の地域の生活に必須の食料・水・燃料

または明かりの供給と配給、衛生、または医療サー

ピスの維持、または移動手段の妨害などが行われて

いると判断したときはいつでも、非常事態宣言を布

告することができるJ(3条1項)としているロまた、

非常事態の宣言が法的に効力を持つ期間は3ヶ月聞

を超えないこと (3ヶ月聞を超えない期間の再延長

は可能)とすること (3条2項)と、緊急事態の宣言

後の最初の立法評議会において非常事態宣言が承認

されなければ効力を失う (3条3項)とされていた。

また、非常事態が宣言きれその宣言が有効である期

間において、シンガポールの防衛、公安、公共の秩

序の維持、衛生・医療サーピスを含む生活に不可欠

なサービス提供の維持のために、総督が必要または

適切である (neces岨 ryor目 pedient)と認めたと

きは、いかなる法令 (regulation)を作ることも合

法的であるとされた (4条)。
軍政期に制定された重要令においても総督には

公共の秩序を維持するための条令を制定する権限が

与えられていたが、今回成立した非常条令では総督

が発する非常事態宣言に一定の制限を設けること、

議会の承認を必要としていること、新設された立法

評議会の関与を認めることなど、軍政期とは異なり

脱植民地化の進行に一定の配慮が見られる。しかし、

先に見たように立法評議会は公職議員と任命議員に

よって植民地政府の意向を反映する構成であったの

で、総督の発した非常事態宣言が議会において否定

される可能性は低かった。また、非常条令制定の

背景で大切な点は、非常条令はMCPの武力闘争の

開始を契機に導入された条令であるが、その条令の

中には「共産主義」、または「共産主義者」という

用語が全く出てこないことである。つまりこの条令

は、英国が憲法によって大枠を定めた秩序を乱そう

とする動きそのものを取り締まるものであるといえ

よう。その一方で、合憲的な活動である限り、つま

り、暴力的な行為で政府転覆活動を企てない限りに

おいて、結社の自由、言論の自由は保障するとされ

ていた ω'T:24July 1鈍8)。

7月21日に施行されたこの条令に基づき、ギムソン

総督は翌22日に、 3ヶ月間の非常事態を宣言した。

この非常事態宣言の下で、総督は同月28日に、非常

条令第4条で認められていた立法権に基づき非常条令

附則(釦明戸町 1948(c))を制定、公布した却。この

附則条令第臨条では、警察由雪夜間外出禁止令(叩治，w)

を発することを可能とし、さらに同20条では治安と

公共の秩序を維持するために必要または適切である

と植民地長官 (Colonial Secretary)が認めれば、

いかなる人であっても拘禁することが可能であると

された。この非常条令附則に加えて、 1953年までに

さらに18の異なった附則 (VideSupplement)が定め

られた (T回初08:お9)。また、 7月23日の官報によ

り、 MCPは非合法化きれ MCPは政治団体リストか

ら削除されることとなった L釘:24 July 1948) 210 

以上の措置を整理して述べると、非常条令が全て

の法的措置の根拠であり、非常条令に基づき非常事

態が宣言され、この宣言に基づき数々の非常条令附

則が公布されたと言うことになる。この非常条令に

は冒頭に本条令の目的として、 「非常事態または公

共の危機の際に、総督に法令を制定する権限を与え

る条令」と記されていることからも分かるように、

本来ならば、 1946年憲法で規定されているように、

法令の制定は立法評議会が関与しなければならない

ところを、総督の自由裁量権で法令を制定すること

を認める条令であった。 7月22日に告示された、非常

条令に基づく非常事態宣言は1955年まで3ヶ月毎に延

長手続き古電車ら九非常事態宣言由吻肉を失った後も、

非常条令自体は1964年まで存続する辺。

マラヤで活動する MCPであろうがシンガポールで

活動する MCPであろうが、彼らの目標は英国植民地

政府を追い出し、マラヤ人民民主共和国の樹立を目

指すという点で一致していた。しかし、その戦術には

違いがあった。マラヤでは、毛沢東主義に基づく、農

村から都市を解放するというテロによる民心不安を進め

た武力闘争であったのに対して、シンガポ}ルにおいて

は武力闘争ではなく、労働組合、華語学校、文化組織

などの統一闘争により草命を成功させようというレ

ーニン的戦術を選択していた (Comber2008: 9-lO)。

また、シンガポールにおいてはマラヤとは異な

った闘争方針が選択されていたために、英国に対

するMCPの武力闘争を対岸の火事としてとらえる

傾向が強かった。つまり、暗殺や放火などが頻繁

に起きるマラヤとは異なり、シンガポールにおい

ては共産主義活動に従事しない一般市民にとっては、

非常事態が宣言されても日常生活に大きな変化をも

たらさな曲、った盟。
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しかし、 MCPはシンガポールでの活動を中止して

いた訳ではなく、水面下で統一闘争のために労組や

華語教育学校などへの浸透を続けていた。この点に

ついては後述する。ともあれ、 MCPの武力闘争に対

する住民の受け取り方は、マラヤとシンガポールに

おいてはかなりの温度差があり、結果として非常

事態条令の必要性に対する感覚はマラヤとシンガ

ポールでは異なっていた。

以上、戦後から1948年の非常事態宣言までを簡単

に振り返った。これまで概観したように、非常条令

の制定およびその導入は、その後のシンガポール政

治にとって大きな影響を与えた。ここでは二点を指

摘する。

第一に、 1946年憲法によって植民地政府は住民の

政治参加を認めた訳であるが、その一方で非常条令

によって政治に参加できる住民と参加できない住民

を峻別した。つまり、 1948年以降は緊急条令に違反

しない枠組み(植民地政府が設定した政治舞台)の

上で政治活動する住民のみが政治への参加を許され

た。政治活動の最終目的が英国からの独立の達成で

あっても、その活動方法は英国政府の定めたルール

上で行うことが義務づけられた。英国政府は、憲法

公布によって社会の秩序の維持方法と方向性を示し

た一方で、憲法が期待する秩序を乱すおそれがある

人物を非常条令によって拘禁することによって、シ

ンガポール政治から物理的にこうした人物を排除す

ることが可能となった。

第二の点は、この結呆として、シンガポールの自

治権獲得運動は常に憲法改正によって実現されるべ

きものであるという路線が敷かれたことである。英

国が設定した制度、つまり憲法を受け入れない者は、

治安を乱すものとして取り締まりの対象となってし

まったからである。 1946年に民政化されてから1948

年に非常事態が宣言されるまでは、シンガポールの

将来の政治は、住民自身が政治的枠組み、戦後の統

治方法などを自由に想像し提案することが可能であ

った。実際に、 1947年9月には人民憲法草案の発表や、

合法政党としてのMCPの活動など、英国政府が構想

した道筋とは異なった政治活動が見られた。しかし、

1948年以降は、政治に参加することを希望するもの

は、英国が規定した政治的枠組み(憲法)と、思想

(非常条令に反しない思想)を遵守することが要求

されることになったのである。それは、非常条令公

布以後のシンガポーJレにおいては英国が考える秩序

以外の秩序体系を提案することは事実上不可能にな

ったことを意味した。 MCPの武力闘争開始によっ

て導入された非常条令であるが、非常条令では共産

主義運動を禁止している訳ではなく、治安を乱す人

物を拘禁することが可能であると規定しており、政

府の治安に対する概念の恋意性が合法化された。共

産主義者であろうがなかろうが、英国の設定した枠

組みを否定すること自体が治安を乱す運動となり、

そうした運動に従事することは拘禁される可能性と

隣り合わせになってしまった。

このように、重要令そして非常令といった治安維

持法は、シンガポールにおいて民選議員の参加を認

めた1946年憲法の施行、そして立法評議会選挙の実

施、といった限定的ではあったが住民の政治参加が

認められた時点に導入されたものであった。そして

その目的は、植民地支配から住民による自治への支

配形態の移行期において、政治が不安定化、すなわ

ち政治秩序が揺らいだ際に、公共の秩序を英国主導

で確かなものにするために制定されたのであった。

m. PPSOと制憲会鵬

1 非常条令からPPSOへ
1946年憲法では民選議員の登用など、戦前の植民

地時代とは異なった支配の形態が示されたが、実際

に選挙に参加できた住民は先述したように限られて

おり、普通選挙制による自治政府の実現からはほど

遠い状態であった。そのため、英国はシンガポール

に対してより広範な参政権の付与を約束する 1955

年憲法を公布した。そして、その憲法下で成立した

住民代表により構成された政府が英国と交渉した結

果、シンガポールの内政自治権を認めた 1958年憲

法が成立した。本章では、住民の参政権が拡大し完

全自治権を獲得するという、従前とは異なる秩序が

模索される中で非常条令の取り扱いがどのように変

化していったのかを考察するロ

非常条令では、非常事態宣言の有効期間は3ヶ月間

と決められており、非常事態宣言公布後に開催され

る最初の議会において、その宣言の議会での決議が

求められていた。先に述べたように、立法評議会は

英国植民地官僚や総督の任命議員などで固められて

おり、非常事態宣言の議決が見送られることは無か

ったが、 「非常」な状態が複数年間続いた結呆、民

選議員から非常事態を延長することに対して疑問が
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曲されるようになったへこの背景には二つの要因が

ある。第ーには、非常条令による徹底した取り締ま

りの結果、共産主義者の活動はシンガポールにおい

ては冬眠状態に追いやられた (Y田 et.aI. 1991:124) 25 

ために、社会の治安を乱す人物・活動が無くなった

とはいえないが、非常事態宣言が必要なほど事態は

緊迫していないのではないかと住民が考え始めたこ

と、第ごに、非常条令は住民の意思ではなく、総督

を代表とする植民地官僚の意思で執行される法であ

り、非常条令の存在は英国植民地支配の継続の象徴

のようにとらえられていたことである。そのため反

帝国主義・反植民地主義運動の高まりに伴って、憲

法改正を行うことによって住民の参政権を拡大する

ことと、憲法の規制が及ばない非常条令を廃止する

ことが、シンガポールの自治権獲得に不可欠である

と考えられるようになったからである。

立法評議会選挙は1948年3月初日および1951年4月

10日の二度行われたが、有権者の関心は低かった(板

谷 2009:197)。植民地政府は、ジョージ・レンデル

(George Rendellを委員長とする諮問委員会に住民

が選挙に積極的に参加しなかった理由を検討させ、

その答申にもとづき住民の広範な政治参加を認める新た

な憲法を制定した。 1955年に施行された、レンデル憲

法と過称される憲法 (Singapore 1955)においては、

1948年憲法とは大きく異なり、立法議会 (Legi8lative

A88e皿 bly)は総議席数32議席の内、過半数以上の

25議席が民選議員に割り当てられ、立法議会で過半数

の信任を得た者を、総督が首席大臣 (ChiefMini8ter) 

に任命することが認められた。このように立法府の

みならず、行政府においても住民参加の拡大が認め

られた。また、それまでの行政評議会 (Executive

Council)に代えて閣僚評議会(Councilof Mini8ters) 

を新設し、その構成は、植民地官僚である総督、首

席秘書官、財務官、法務総裁などの植民地官僚に加

え、民選議員など非公職議員6名の大臣で構成され、

幾つかの例外を除いて総督は閣僚評議会の助言に基

づいて行動することが求められた (19条2項)。以上

のように、立法権にしても行政権にしても一定の制

限が謀せられていたが、この憲法は1946年憲法より

もさらに踏み込んだ形で自治権を認めた点でそれま

での憲法とは大きく異なったものであった。また、

選挙人名簿への登録も自動登録制が採用され、住民

はより選挙に参加しやすくなった。

しかし、本憲法では、総督が公共の秩序、公共の

信頼、良い統治のために必要と認めれば、総督が議

会に提出された法案は成立したものと見なされる権

限を留保している (61条)と明記きれていたことか

らも分かるように最終的なシンガポールの政治秩序

を決定するのは植民地官僚であった。このことから

も明らかなように、本憲法の本質は植民地統治のた

めの憲法であることは変わりがなかった。ともあ:n，

1946年憲法と比較した場合、 1955年憲法の方が民選

議員数の拡大に見られるように、住民自治の形式が

固まってきたことは確かであった。

1955年4月2日に実施された立法議会議員選挙には、

25議席に対して79名が立候補した。選挙に参加した

主要政党は、進歩党 (PP)、民主党 (Democratic

Paty. DP)、労働戦線 (LabourFront， LF)、連盟

(ID正NO-MCA-MalayUnion Alliance)、そして人民行

動党 (P，明，10'8Action PariY. PAP)であったo PPは

1948年選挙および1951年選挙で第一党となり英国

政府と利害を同じくする、親英的 (Pro-British)な政

党と見られていた (Tan2醐:239)0 DPはPPと同じ

く英国植民地政府と深く結びついており百万長者の

政党 (Millionairo'8 Party) と見られていた (T皿

2008:忽6)。また結党以前には、同党の中心人物は任

命議員として立法評議会に参加していた。連盟はマ

ラヤ連邦の与党である連盟を中心とした政党であった。

植民地政府と関係が深く、立法評議会議員や任命

議員を輩出していたPPやDPに対して、 LFやPAP

は反植民地主義、反帝国主義の担い手として見られて

いた。 LFは労働運動家のリム・ユーホック (Lim

Yew Hock) らが中心となり結成した。 PAPは、

1948年以降最も大きな政治集会と言われた結党大会で

1954年11月に誕生した。 LFもPAPも英国植民地支配

を厳しく糾弾し、植民地支配の終結を訴えていた。 LF

の党首であったデイピVド・マーシャル (Da'吋dMarshall) 

は、 PPの党首C.C. Tanの小選挙区(Cairnhill)に

立候補し、 PP対LF、つまり「親英政党」対「反植民

地政党」という構図を作り出し、注目を集めた。立候補

者数は、 PPが22人、 DPが20入、 LFが17人、連盟が

5入、 PAP古河人、無所属が10人であった。こうして、

有権者の注目はPPおよびDP、そしてLFがどれだけ

の当選者を出すのかに集まった。

投票日を前にこの五つの政党の代表者はラジオ局

に集合し、討論会が中継された盟。ここにおいて議

論が白熱した点は、非常条令の今後の取り扱いに

ついてであった。非常条令の存続に賛成した政党は
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PPと民主党、反対した党はPAP、LF、そして連盟

であった。賛成した政党の主張は、共産主義が国家

転覆を企てようとしている異常な事態が起きている

のだから、通常の対応ではない非常条令が必要であ

ると主張した。その一方で反対派は、共産主義には

反対だが、この法律は共産主義者だけでなく、共産

主義者とは関係の無い人物にも適用される危険があ

るので廃止すべきであると主張した。このように

1955年選挙においては、非常条令を今後どのように

扱うのかも選挙聡の中心的なテーマとなった。

選挙の結果、 LFからは10名当選、 PPからは4名当

選、 PAPと連盟が3名ずつ、 DPが2名、無所属議員

からは3名が当選した。戦前から戦後にかけて植民

地政府と関係が深く、ほほ全選挙区に候補者を擁立

したPPとDPは大敗した。特に、親英政党であるPP

の党首が、反帝国主義・反植民地主義を声高に訴え

たマーシャル候補に敗れたことが、この選挙の特徴

をよく表わしている。 PPの敗北とLFの勝利はシン

ガポールの住民の植民地支配に対する根深い反感を

あらわにしたと言えよう。

比較第一党の立場になったLFであったが民選議

員数 (25名)の過半数には足りなかったため、マー

シャルはニコル総督にLF党員4名を任命議員とする

ように要請した。少数与党政府の誕生に英国政府が

助力することに難色を示したニコルであったが、妥

協策としてLF党員から2名、選挙には参加しなかっ

た民間人2名ZIを任命議員とした (T回京町8:243)。

また、 4月5日には、連盟と連立政権を構成すること

が正式に発表された却。こうして、マーシヤルを首

席大臣とする内閣が発是した。任命議員と連盟議員

によって安定的議会運営が可能な議席を獲得した

LF政権は、次回の1959年総選挙まで議会運営で悩

まされることはなかった。

新憲法下での第一回立法議会は4月22日に開会さ

れた。開会の演説の中でニコル総督はシンガポーJレ

が取り組むべき課題について演説をしたが、その中

で非常事態の今後についても言及した。そこでは、

4月21日に非常事態宣言を更に3ヶ月間延長したこと

を発表し、この延長宣言を議会が認めるかどうかを

議論すべきだということ、また非常条令附則の幾っ

かの条文を無効 (revoke)にしたと発表した却。この

総督の演説を受けてマーシャル首席大臣は4月27日

の議会において、非常事態の3ヶ月の延長宣言を認め

る動議を提出した。マーシャルのこの動議に対して

野党は二つの点から批判した。一つは、 LFは選挙

公約に非常条令の廃止を訴えていたにも関わらず、

その公約を破って非常条令に基づく非常事態宣言の

延期を提案することは矛盾しているという点と、そ

もそも非常条令が非民主主義的な特徴を持っており

廃止すべきであるという主張であった。非常条令に

対する立場の変化について、マーシャJレは次のよう

に説明した。首席大臣になって間もなく、非常事態

宣言を継続すべきか杏かを調査する時間もなく、圏

内治安を担当している者から強く継続することを助言さ

れたということ、しかし同時に、今後3ヶ月間の聞に非

常条令をどのように取り扱うかについて明確な提言

を行うことを約束した (SLAD27 Apr 1955: 141-156)。
しかし、選挙戦でのLFの主張に反する非常事態

宣言の継続を認めることは、マーシャルにジレンマ

を与えた。選挙前および選挙時は住民からの支持だ

けを取り付けていれば良かったのであるが、憲法が

定める行政評議会の一員に就任した後は、同じく行

政評議会のメンバーである植民地官僚からも理解を

取り付けなければならない立場に置かれたからであ

る。このような板挟みの状態にあったマーシャルに

ニコルは、マーシャルに非常事態宣言を廃止させて、

その後にニコルが非常事態宣言を彼の裁量権を利用

して再公布するという裏取引を持ちかけたが、マー

シャJレは断閏拒否した (Tan2010: 262)。

このジレンマを更に深刻にしたのはMCPの1954年

以降の地下活動から統一活動への活動方針の転換で

ある。この時期MCPは武力闘争ではなく、合法的な

労働組合活動を通した運動を活発化させていたので

ある (y，田 etal. 1991: 1怨-(0)30，このため、 1955年に

は275件のストライキが発生した。この件数はシンガ

ポールの歴史上最多の件数である(図l参照)。また、

ストライキによって946.354人目 (m皿 day)が失わ

れた(Singapo四 1956(a): 9)。シンガポールのMCP

のこの活動方針の転換に伴い頻発した労働争議に

対して、マーシャルには適切な対応を取ることが

期待された。その一方で、マーシャル自身は共産主

義者の武力闘争には反対していたが、反植民地運動、

反帝国主義運動に身を投じ、非常条令の撤廃を訴

えていたLFから当選した彼にとっては、植民地支

配の象徴のように受け止められていた非常事態宣

言の再延長という選択肢はあり得なかった。それ

は、植民地支配を手助けすることであり、植民地主

義の延長に荷担したと住民から見られるからである。
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図1シンガポールにおけるストライキの件数(1946年-1966年)
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このジレンマに囚われており、非常条令に対して

明確な立場を示せなかったマーシヤルは、 1955年5月

に起きた大規模なストライキの早期解決に失敗し、

多数の負傷者と死亡者を出すことになった。 3月末

頃から始まったホックリーパス社における労働争

議31は、同社経営陣を支持する労組 (HockLee Bus 

co. EmploYl潤'U:皿叩)とフォン・スイスアン (Fong

Sw田 S田 n)を代表とする反経営陣の封組 (Singapore

Bus Workers' Union， SBWU)の対立へと発展した。

ホックリーパス社における賃金交渉や解雇事案に端

を発してSBWUがストライキを行い、同社のパス車

庫ではスト破りを警戒するために同じく SBWUがピ

ケを行い、このストライキを応援する華語学生逮が

パス車庫を包囲していた。ホックリーパス社での労

働争議が硬直化する中で、同社のストライキへの同

情ストライキや、警察の対応に抗議するストライキ

などが相次ぎ、 7，000人から8，000人の労働者が巻き

込まれた。 5月に入ると警察はパス車庫でのピケの

強制排除に乗り出し、学生2，0∞人とストライキ参加

者300から400人と警察が衝突し、死者4人、負傷者

31人を出す事態となった。

こうした社会情勢を背景にマーシヤルが下した結

論は、非常条令に代わる新しい法律を制定すること、

すなわち治安維持条令 (Preservation of Public 

Security Ordinance， PPSO)を制定することであっ

た。ここでこの条例を簡単に紹介すると、この条令

は3年間に限った時限立法である(1条)。総督が必要

であると判断すれば、マラヤとシンガポールの治安

を乱すおそれのある人物の、二年を超えない期間の

拘禁を認めている (3条)。拘禁された者は、三人の

裁判官によって組織される裁決機関(Ap開 1Trib凹叫〉

に、拘禁の不服を申し立てることが出来る (5条)。

また警察長官には夜間外出禁止令を発する権限を認

めている(19条)。このように、 PPSOは非常条令と

は名称は異なっているが、治安を乱す恐れがある者

の拘禁を可能とする点で同じ性格を持っている。但

し、拘禁については、その拘禁が正当なものかどう

かを、裁判官が合議して判断するということが新た

に導入されている。

PPSOは立法議会で1955年8月18日に第一読会に付

され、 9月21日に第二読会、 10月12日の第三読会に

おいて賛成多数で議会を通過した32，この審議過程

においてPAPと無所属議員以外からは強い反対意見

は出なかったロ PAPと無所属議員からはPPSOの制

定は非常条令の継続に過ぎないとして激しく反対意

見が出されたが、それは議会の中では少数意見であ

った。その他の議員から出された意見は、基本的な

内容についてではなく、 PPSOの施行期間について

であった (Cban1鎚4:125)。マーシャルはPPSOの

施行期限を3年間にした理由として、次回の立法議

会選挙でPPSOの是非をもう一度検討して欲しいと

いう考えからであって、恒久法するつもりはないと
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述べた (S1，ω21Sep 1955: 702-3)。

PPSOの導入の点だけを見るとマーシャルは英国

植民地政府の意向に添って振る舞っていたように見

えるが、そうではなかった。むしろ、植民地政府は

マーシャルの自治権獲得のための活動に手を焼いて

いた。首席大臣に就任してからPPSOが制定される

過程において、マーシャルは英国に対Lてさらなる

自治権の要求を行った。前述したように1955年憲法

は閣僚評議会の設置を定め、民選議員が大臣として

参加することを認めていた。マーシャルは1955年

憲法においては、総督は閣僚評議会と歩調を合わせ

る形で政治を行うと解釈していた。それに対して、

総督の理解では、閣僚評議会はあくまで総督の指示

の下に活動するものであった。そもそも1955年憲法

がどちらとも取れるような書き方をしていたことに

問題があるのであるが、この暖味きが、憲法危機

(Constitutional Crisis)と呼ばれる問題を引き起こ

した (CAB129/76 10 Aug 1955)。
1955年7月9日に、マーシャルは副大臣4人の任

命を総督に求めたが、総督は2名のみしか認めなか

った。総督が首席大臣の助言通りに行動しなかった

ことに対して、マーシャルは副大臣の任命が認めら

れない場合は首席大臣の辞任も辞きないと総督に抗

議した。マーシャルと総督との対立に対して立法議

会では7月25日の特別議会において、総督は憲法

の定めに基づき首席大臣の助言を全て認めるべき

であり、すぐにでもシンガポールの自治権を認め

る憲法を与えるべきであるという決議を採択した

(CAB/129/76 10 Aug 1955)。
1955年憲法の解釈の変更はシンガポール総督の

権限では行えず、英国での判断が必要であった。

レノックス・ポイド (AlanLennox-Boyd)植民地

相はアジア歴訪の途中でシンガポ}ルを訪問し (7月
31日)この問題に対処した。その結果、総督は憲

法で定められている件については首席大臣の助言

に従うこと、立法議会の自治権拡大要求に関しては、

シンガポールの自治について討議する会識をロン

ドンで開催することが総督から発表された (ST:18 

Aug 1955)。
マーシヤJレが、以上のように政府に強い権限を認

めるPPSOを制定した背景として、二つの点が指摘

できる。一つは隣国マラヤ連邦において反共産主義

的な性格を持つ連盟党が、 1955年7月27日総選挙に

おいて52議席中51議席を獲得するという圧勝を収め

ていた。そしてこの政治的安定を背景にイギリス

からの独立交渉を有利に進めることが期待されてい

た。実際にシンガポールに対しても、 PPSOを導入

する姿勢を見せたシンガポールに対して、さらな

る自治権を与えるための準備があることを英国政

府は、 PPSOの第一読会の当日に発表していた。第

三に、内政自治権が獲得できればPPSOは植民地支

配を継続するための法ではなくなり、住民の意思

に基づいたPPSOの執行が可能になり、住民の理解

が得られると判断したと考えられる。そのため次で

述べる制憲会議においては治安に関する権限、すな

わち治安主権がシンガポール自治政府に移譲されて

いることを英国に認めさせることが、マ』シャJレに

とっては最も大切なことになったのである。

2.第一回制憲会鴎

憲法危機に端を発した憲法改正の要求に応える形

で、英国は1955年憲法の改正を約束し、 1955年12月

にロンドンにて制憲会議 (C泊 S出 世o叫白nference)

の予備会議が聞かれた。この結果、制憲会議で話し

合うための議題が設定された。そこでは次の6点を

中心に話し合うことについて双方は合意した。そ

れらは、(1)園内自治の定義について、 (2)囲内自

治の開始日について、 (3)立法議会の構成について、

(4)公務員の将来について、 (5)国外関係およぴ国防

について、 (6)その他以上の通りに整理された。

英国からの制憲会議開催提案に対して、シンガ

ポール立法議会は与野党議員から構成される全党

代表団をロンドンに派遣することになった。代表

団の制憲議会に臨む基本姿勢は以下の通りであった。

1956年2月1日の米国アイゼンハワー大統領と英国

イーデン首相との聞の、植民地の民族自決権を尊

重するワシントン宣言 (Eisenhower1956)を確認

する形で、自らの選択で政府を選ぶ基本的な人権を

確認する決議案をマーシャルは立法議会に提出した

(4月4日)。その決議案では英国に対する民族自決

権の要求は、英国との関係断絶や、対決から獲得

するのではなく、英国およぴ英連邦諸国と緊密で

友好的な関係を維持する中で追求するとした (Gr，曲t

Bri回泊 1956:10)。具体的には、シンガポールの国防

は英国の監督、外交と通商貿易は英国の指導に従う

こととした。

一方これまでのシンガポールの歴史から見ても、

園内治安に関してはマーシャルの関心は高かった。
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決議案の提案演説の中でマーシャルは、圏内治安は

シンガポール政府の責任下にあるものとする。圏内治

安の権利を英国側に譲ることは、偽物の独立である。

もしも英国側が園内治安のコントロールにこだわるなら

ば労働戦線は同意しないとした (SLAD4 Apr 1956: 

1784)。三日間の討論の結果、全党代表団は、来る

ロンドンでの会議においては即時なる英連邦内での

独立した領土をもとめ、英国は対外防衛の指揮権と、

通商以外の外交において指導を行なえるとする協定

を提案する、という議決を賛成?:1、反対0、棄権4也、

欠席1で可決した (SLAD5 Apr 1956: 1鉛 2)。

1956年4月23日にロンドンにて開始された制憲会

議において、英連邦の中での独立、および囲内問題

の解決を住民に任せるという点については双方が合

意した。ただし、幾つかの点について英国側とシン

ガポール側では意見が対立した。一つには、独立の

時期を巡る対立であったロシンガポール側は1957年

4月までの独立を要求したが英国側は承認しなかった。

もう一点は、圏内治安の問題についてであった。植

民地支配の下ではシンガポールの国内外の治安・防

衛は全て英国が責任を負っていたが、制憲会議で問

題となったことは、圏内治安 (InternalSecurity) 

と国防 (E玄ternalDefence) との関係である。両者

は分離して管轄するのか、それとも一体とのものと

して管轄するのか。シンガポールは前者の立場であ

ったが、英聞は後者の立場を堅持した。第一回制憲

議会は、この対立が解消できずに失敗する。

ここで圏内外の治安・国防に関して双方の主張を

報告書で確認する (GreatBri阻血 1956)。シンガポ

ール側は、 1957年4月1日までの独立を要求した上で、

シンガポールは英連邦にとって戦略的に重要であり、

国防・外交は英国の指示に従うこととする。外交権

および国防権を求めないのはシンガポ}ルにその能

力が無いからではなく、英国の在シンガポール基地

の重要性を認めるからである。在シンガポール軍事

基地は英国の覇権維持の一翼を担っており、英連邦

との良好な関係を求めるシンガポールは英国のこの

希望を妨げるものではない。国防権を求めないこと

と圏内自治を求めることは矛盾しないことは、カナ

ダや甫アフリカが同様の条件で国際連盟への加入

が過去において認められたことからも明らかである。

さらに、シンガポ-1レ園内において、共産主義者の

労働組合などへの浸透と政府転覆の危機があること

は認めるが、共産主義者がシンガポールにおいて支

持されているのは、彼らが反植民地主義を訴えてい

るからである。つまり植民地支配がなくなれば、共

産主義は住民の支持を失うであろう。従って、囲内

治安は現地政府へ国防に関しては英国へ渡すべきで

ある。以上のように主張した上で、シンガポールの

国防に関して英国側が参加するための国防評議会

(Defence Council)の設置を提案した。同防評議会

の構成は、議長は英国政府の代表者が担当し、 3名

の駐留英国軍の代表、シンガポールの首相、 3名の

シンガポール政府の代表からなる。決定は多数決で

行い、賛否が同数の場合は廃案となる、というもの

であった(GreatBritain 1956: 16)。

英国側はこの案に対して、 1957年4月1日に独立

することは認められないが、英連邦の中の自治固

としての地位は認める。植民地時代に配置されてい

た、職権議員と任命議員は廃止する。これにともな

い、閣僚評議会にこれまで参加していた三名の職権

閣僚、すなわち首席秘書官、財務秘書官、法務長官

等の権限も現地入閣僚に引き継ぐ。英国政府の代表

として、高等弁務官 (HighCommissioner)をおく。

高等弁務官は、閣僚評議会には参加しないが、シン

ガポールの外交および国防に関して自由裁量権を持

つ。園内治安については閣僚評議会の責任とするが、

国防と園内治安は密接に関わっており、英国政府は

シンガポール国内の法と秩序の維持を援助する義務

があるので、国防と外交、そして圏内の治安状況の

報告を受け必要な措置を討議する国防治安評議会

(Defence皿 dSecurity Council)の設置を提案す

る。ここでは高等弁務官が議長となり、英国側とシ

ンガボール側代表者の数は同数とするが、票が割れ

たときは議長が決定票をもっとした。

英国の以上の回答に対して、囲内治安に関する権

限と園内自治を不可分にすることを主張しているシ

ンガポール側は再提案として、 6年間に限って国防

治安委員会の設置に同意し、固防治安委員会で国内

治安の議題を取り上げることに同意しつつも、同評

議会の役割は協議(∞田叫回世ve) と助言 (ad吋田η)

のみとした。また、圏内治安はシンガポール政府

の責任であることを明確にし、その一方でシンガ

ポール側の譲歩案として、シンガポールが完全に独

立するまでの問、すなわち国防・外交が英国の担当

である期間においてシンガポ}ルの圏内治安の悪化

やシンガポール政府が非合法的な行いをした場合、

英国はシンガポールの園内自治を認めた憲法を停止
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(suspend)することができるとした。

後に明らかになった内閣文書によれば、英国側は

シンガポールの自治権要求に対して、圏内治安に関

する権限以外は最大限の要求を認めることを決定

していた。逆に言えば、園内治安および外交・国防

に関する権限に関しては絶対に譲歩しないことを閣

議決定していたのであり、マーシャルを団長とする

シンガポールの全党代表団が圏内治安の権限獲得を

絶対条件とした時点でこの交渉は決裂することが決

まっていたといえる (CAB/129/8023 M町 1956)

(CAB/128/3O 17 Apr 1956)。
結局マーシャルは圏内治安に関する譲歩を英国か

ら引き出すことが出来ず、またシンガポール代表団

の中でもマーシャルの頑なな態度に対する批判が表

面化し、制憲会議は行き詰まり、会議の決裂が発表

された (5月15日)。マーシャルは独立交渉が失敗し

た場合は首席大臣を辞任することを公約としていた

ため、帰国後間もなく首席大臣を辞任し、労働大臣

であったリム・ユーホックが首席大臣に就いた。

以上見てきたように、シンガポールに国防および

外交を除く自治権を与えることを議題とした第一回

制憲会議は、囲内治安は内政自治政府の専管事項で

あるとするシンガポール側と、国内治安と国防は不

可分であるとするイギリス側の対立が原因で決裂し

た。園内治安を巡る鋭い対立は、これまで本稿で観

察してきたように、 PPSOを行使する際に最終的な

判断を行う主体が、シンガポールにあるのか、それ

とも英国にあるのかの対立であった。つまり、シン

ガポールの圏内秩序を維持するための法律は、圏内

内政自治権を定める憲法と同等、またはそれ以上に

重要な法であることが独立交渉の中で再認識された。

3.第二回制憲会醸

第一回制憲会議の失敗を受け、シンガポールと英

国間での非公式会議が56年12月に行われ、翌春に

制憲会議を開催することが合意された。これを受け

てリム・ユーホック首席大臣は野党代表者を招いて、

制憲会議でのシンガポール側の主張を整理し、立法

議会の議決を求めた (Singapore1957)。この議決

案の中では、圏内治安に関して、囲内治安はシンガ

ポール政府の管轄に属する。シンガポール圏内治安

が、英国の権限である国外防衛または外交に関する

と判断した場合は、シンガポールまたは英国の何れ

もこの件を安全審議会 (SecurityCouncil)に提案

できる。安全審議会の構成は次の通りとする。シン

ガポール側から3名(首相と2名の閣僚)、英国側から

3名(高等弁務官とその他2名)、マラヤ連邦から1名

(マラヤ連邦政府が指名する閣僚)。英国高等弁務官

が議長を務めるが、一票しか持たない。以上の全党

代表団の基本的方針は、 4月から26日から30日までの

討論の結果、賛成2晴、反対0、棄権3、欠席3で採択

された (SLAD30 Apr 1957・1868)。

第一回制憲会議での対立点は、圏内治安を完全に

自らの管理下に置きたい英国とシンガポールとの問で、

両者が譲らず結局は物別れに終わった。この点に関

して、 1957年3月11日に開催された第二回制憲会議で

は、国内治安審議会 (SingaporeIntemal Security 

Council)を設置し、シンガポール議会で承認された

シンガポール案、すなわち英国側とシンガポール側

は同数の代表者が出席し、マラヤ連邦の代表者が議

決権を持つことで合意した。英国側からすれば、共

産主義者に対して常に英国側と歩調を合わせ、園内

における共産主義勢力を押さえ込むことに成功し、

選挙において国民から厚い支持を受けているマラヤ

連邦の代表者を囲内治安審議会に取り込むことで

審議会をコントロールすることが可能だと判断した

(Yeo et. a/. 1991: 13の。囲内治安はシンガポール政府

の責任事項であると明記しながらも、囲内治安の

問題が国防や外交と関係があると英国が判断すれ

ば、圏内治安審議会を開催することが可能であり、

英国がマラヤ連邦政府と歩調を合わせる形でシンガ

ポールの外交、国防、圏内治安に直接介入すること

が可能になった。

一方でシンガポール側からすれば、治安維持活

動はシンガポール政府の責任であるという文言が

新憲法に取り込まれることになったため、内政自

治権には治安維持活動も含まれるという立場を守

ることが可能となった。また、シンガポール政府は、

旧宗主固と同じ人数の代表者を審議会に出席させ

ることが可能になり、旧宗主聞と「対等」の立場

で審議会に臨むことができることをシンガポール

国民にアピールすることができた。こうして、第

二回制憲会議は無事に終了し、その後若干の修正

を経てシンガポールの内政自治権を認める新憲法は、

1958年11月28日に成立し、上述した圏内治安評議

会に関する合意は新憲法64条から71条に収められ

た (Singapore1958)。
以上見てきたように、制憲会議において国内治安



14 

においては厳しい対立が見られた。園内治安を巡る

争いとは、 PPSOを実際に行使するのは稚であるの

かを巡る争いに他ならない。制憲会議で明らかにな

ったことは、英国はシンガポールに内政自治権とい

う大きな政治的な自由度を与えながらも、万一の時

には英国が園内の好ましくない人物を拘束すること

を可能にすることを重視し、この点では決して妥協

することはなかった。シンガポールの園内治安は、

事実上英国の責任となり、英国が目指す方針と現地

政府の方針が一致する限りにおいて、現地政府は治

安維持法を行使すること古可能であった。

W.おわりに

戦後のシンガポールでは、英国の植民地支配に抗

議し、植民地支配からの独立を模索する運動が本格

化した。その際、この独立運動にはごつのタイプが

あった。一つは既存の統治機構の継続性を認めず、

過去の統治システムを撤廃した上で、戦後の新たな

統治システムを構築しようとする運動である。具体

的には、共産主義者等が中心となった、宗主国の意

向には従わない自主憲法を制定し新国家を建設しよ

うとする運動である。もう一つは、宗主固から主権

の段階的な移譲を受けることにより独立を達成する

方法である。三つの運動はその手段は異なっていた

が、英国の植民地主義または、帝国主義に反対する

運動という目的においては共通していたロ

以上の二つの運動は、戦後から1948年までの聞は

併存していた。しかし1948年に英国が、マラヤ連合

ではマラヤ連邦を成立させ、シンガポールでは立法

評議会選挙を実施するなど、英国が意図した戦後の

政治秩序形成が進行する中で、合憲的ではあるが過

去の統治の連続性を否定する独立運動の手段や活動

範囲は制限されていった。結果として、 MCPが合

憲的活動ではなく武力闘争による反植民地運動を選

択した時、英国は憲法が想定しない状況、すなわち

非常事態に対応するために、憲法と併存する形で特

別法(非常条令)を制定した。この法律は共産主義

者の武力闘争開始を契機に導入された法律であった

が、実際には英国が定めた統治路線に反するあらゆ

る運動を行うことを禁止できるものであった。この

結果、シンガポールにおける独立運動は、英国によ

って与えられた憲法改正を要求することによって実

現する運動のみが許されることとなった。

1958年憲法によってシンガポール政府には内政

自治権が与えられ、圏内治安を維持する責任も与え

られたが、圏内治安を所掌する囲内治安審議会にお

いてシンガポール政府の代表には議決権が事実上与

えられなかった。審議会のメンバーの過半数はシン

ガポーJレ国外の代表者、すなわち英国と隣国のマラ

ヤ連邦の代表者で占められていたからであった。内

政自治権が与えられながら、圏内治安活動に限って

は自治政府に全権が付与されなかった背景には、英

国がシンガポールの圏内治安に対する継続的介入に

強い関心を示したためであった。この結果、シンガ

ポールは1959年に内政自治権を獲得した後も、圏内

治安に関しては英国とマラヤ連邦の意向に沿った形

でしか、園内治安主権を行使できなくなった。この

ように憲法上の統治者(シンガポール首相)と園内

治安の担当者が分断された結果、その後のシンガポ

ールの圏内治安の評価にはダブルスタンダードが出

現することになり、治安に対するこの矛盾は、その

後のシンガポールとマラヤ連邦の関係に影響を与え

ることになる。

最後に内政自治権獲得が決まった後、 PPSOが

どのように扱われたのかを概観して論を終えるこ

とにする。 1955年に成立したPPSOは3年間という

時限立法であった。マーシャJレは3年間という期限

を付けて、 PPSOの是非については次回の総選挙の

争点となることを望んでいたが、リム・ユーホック

は、 1958年10月21日の法律の期限切れ前にPPSO

の有効期限を一年間延長する改正案を9月10日に議

会に提出した。新たに成立する完全自治権を備えた

政府の成立までPPSOを延長し、同法のその後の取

り扱いについては新政府が判断することが望ましい

という理由であった。 PPSOの延長を認める法案は

10月8日に議会を通過、総督の承認を経て10月17日

に発効した GSLAD8 Oct 1958: 829)"0 

1959年5月30日、シンガポールの内政自治権を認

めた1958年憲法下で行われた総選挙において、第

一党となったのはPAPであった。野党時代には

PPSOにはー貰して反対していたPAPは、 PPSOの

失効を防ぐため、さらに5年間有効とする法改正を

行った (10月21日発効)0 PPSOはこの後、シンガ

ポールが1963年9月16日にマラヤ連邦と合併してマ

レ}シアに参加すると、マラヤ連邦で1960年に成立

していた園内治安法 (ISA)がシンガポールにおい

ても適用されることになり、 PPSOは廃止 (repeal)
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された (Malay説a 1963)。シンガボール州は1965年

8月9日にマレーシアから脱退し、シンガポール共和

国として独立するが、その後もISAを囲内法として

維持し今日に至っている。自治憲法獲得後にPPSO

がシンガポール政治に呆たした役割、およびマレー

シアへの加入と脱退以後のISAとシンガポール政治

については稿を改めて論じたい。

注
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2 15Aがシンガポールにおいても適用されることを定め

た法律が、 (Mal.y.1963)である。

3 このことは隣国マレーシ7においても同様であるが本

稿では論じない。

4 マラヤでの非常事態および治安法については多数の研究

iJ電発表されているので、ここでは最近の研究のみを紹介する。

マラヤでの非常事態については、 (Chin20(3)、 (Chin20(4)、

(Comber 2008)、(Hack2009)などを参照のこと。シンガ
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(Y.p 2α四)、 (Poh201ω などを参照のこと。治安法に

より拘禁された者の回顧録としては、包油副耳目11.'lIXTl)、

(T田 2010)、(Poh2010)などがある。

5 戦後のマラヤ、シンガポール、およびボルネオにおけ

る行政改革に関してはCAB/129/1を参照のこと。

6 植民地秘書官、法務秘書官、財務秘書官、圏内行政長

官 (Pre誕deotofthe M山licipalCom皿issioner)である。

7 なお、この宣言は同年2月25日まで遡及して適用され

るとしている。本宣言では条令を制定することができる

のは民事問題長官 (ChiefCi吋1A血出 O盟国r)として

いる。この役職は4月1日に廃止され、総督がその任に当

たることになった (5凹 g.pore1946 (.) )。

8 -qラヤ人民解放軍側曲.yanPe叩Ile'SLibera:加>nArmy) 

を戦時中に改編したもの。

9 与えられた勲章は大英帝国勲章 (Orderof the British 

Empire， OBE)であった。

10 共産主義者とは、 JohnEber. L加 KeanChye. L回

Hong Bee， G町 aldde Cruz， Philip Hoali皿、そしてWu

Ti皿 Wang等である (Koh2006: 3羽)。

11 MDUはマラヤ共産党の別働隊であったという指摘も

ある (PLC28 J皿 1954:・B415-9)。
12 1945年11月、イポーで、マレー人王族に反感を抱く教

育を受けた若いマレー人によって結成された政党(田村

1969: 287)。

13その理由は、 P.n-Malay.という言葉は共産主義者の用

語であると、シンガポール華人商業会議から懸念が出き

れたからである (M叫liner1991: 114)。

14 MNPと他のマレー人の団体が、圧倒的に非マレー人

の多いAMCJAに加入するとマレー人を裏切ったという

批判にさらされるため、これをかわすために結成した団

体(田村 1969:293)。

15 人民憲法草案については (PUTERA-AMCJA 2005) 

参照。

16 なお、 AMCJA-PUTERAの運動については、(田村

1989:お3-304)が詳しい。

17 1947年8月25日結党。 JohnLaycock、C.C. T.n， N. A 

Mallalなどによって結党きれた、英国植民地支配の下に

おいて富を築き上げた団体の政党。

18 (Chin 2003:却 1)も参照のことロ MCPの戦略変更の

背景には、 MCPの支持基盤である労働組合に対する監視・

監督が厳しくなり、 MCPの支持基盤が徐々に切り崩さ

れてきて、準備不足ではあったがやむにやまれず、武力

闘争に転じた点が指摘されている。

19 邦訳の際には、(浦野1飽8:41鋭H宜泊)を参照した。

20 なお、この条令の第品条により、 6月24日に公布された

重要(特別非常)令(恒国凹re1948(.))は廃止された。

21 MPAJAとNewD四回目aticYou也Leagoeも非合法化

された((加岬eVoL 3， No. 76， 23 J叫 1倒8)を参照。

22 非常事態条令は、シンガポールがマレーシアに加入し

た後の1964年に、 L.N.3鎚によって廃止 (Repe副)され

るまで有効な条令として存在した (Malaysia1964)ロ

23 シンガポールにおいても、未遂に終わったが、手槽弾による

総督殺害が企てられたことがあった。 (y田 et.aI. 1991: 124)。

非常事態宣言後のシンガポール市民の生活が大きく変わらな

かった点については、(Maclean2000: 132)も参照。

24 例えば19!日年には、植民地長官は立法評議会において、

非常事態を延長する際の理由として、シンガポールにお

いては共産主義者の「熱い戦い」はないが、隣国マラヤ

と歩調を合わせる必要があるためにシンガポールにおい

ても必要であると述べ、非常令の存続に理解を求めてい

る (PLC28 J組問問。B4Uト8)。

25 このことはシンガポールにおいて共産主義者による独

立運動が無くなったことを意味しない。シンガポールで

はマラヤとは異なり、暗殺・放火などといった手段では

なく、ストライキ、同情ストライキなどといった、植民

地政府が認めていた労働者の権利を主張する運動と共産

主義運動がリンクして展開されていた。

26 政党と代表者名は以下町通り。進歩党からC.C. T，皿、

民主党語、らM.B. Br拙 h、労働戦線からDavidM町 shall、
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連盟からIncheAbdul Hamid b皿 HajiJumat、人民行動

党からLeeKuan Yewである rsr24 Mar 1955)。

27 ヨーロッパ人経営者の代表として、チャータード銀行

(Chartered Bank of India， Australia.皿dChina)から

G. A. P. Sutherland、中国人経営者の代表として白唱 piah

Tengを指名した。

28 Malay U nionは連立政権には参加しなかったたため、

LFとUMNO、そしてMCAによる連立政権となった

(Tan 2008・243)。

29 具体的には、 3条、 6条、 17条、 18条、 19条、 22条、

25条、そして32条であり、その内容は、警察長官の判

断による道路の閉鎖、出版物の販売・涜通の差し止め、

船・車・飛行機などの差し押さえ、武器の没収などを可

能にする条項などである。 (SLAD22 Apr 19弱。3-13)。

(ST 23 Apr 1955)。

30 シンガポールにおけるMCPの活動に関してはCLee1眠時)

を参照のこと。

31 ホックリーパス会社の労働争議に関しては、(Singapore

1956 (a):12-14)を参照。

32 投票結果は、賛成19名、反対4名、棄権7名、欠席Z名

であった (8，μD:12 Oct 1955. Col 856)。また、 10月

18日に総督の同意が発表され、同21日より施行された

(SLAD: 7 Nov 1955， Co18花)。

33 棄権した内の3人は植民地官僚、一人は任命議員であ

った。

34 9月10日に第一読会、lO月8日に第二読会と第三読会を

通過した。

参考文献

略語

CAB: Cabinet p，申 閑

PLC:h即時dingsofthe Legisla，巾'eCounci/ 

SLAD: Singapore Legislative Assembly Debatl剖

ST:1克eStraits万四回

書籍・論文

板谷大世、初日目、「シンガポールの新政治秩序と民族集

団ー植民地政府から自治政府への移行期を中心に-J、

山本信人(編著)、 『東南アジアからの問いかけ』

慶慮義塾大学出版会。

浦野起央(編)、 1988、 『資料体系アジア・アフリカ国

際関係政治社会史(第2巻 [lg])Jパピルス出版。

木畑洋一、 1996、 『帝国のたそがれー冷戦下町イギリス

とアジア 』東京大学出版会。

田村慶子、 1989、 「職後マラヤのナショナリズムとコミ

ユニズムーマラヤ共産党の民族統一職議ー」徳本正

彦・毛利敏彦・小沼新(編) rナショナリズムの動

態 日本とアジ7-J九州大学出版会。

Barr，岨油田1D. aod Carl A. Trocki， 2008， Path Not TaA澗

Po/itical Pluralism in PI回 t-I而rSing，勾'JOre，S面'gap田事.

NUSPress 

白血， Heng Chee， 1984， A Se田ationo/lnd甲胡d開 ce:A 

Political Biogr甲骨ザDavidMarshall， Singapore: 

Ox:6由dU:副:versitypr四回

α担， C. C.， Karl Ha也(叫)， 2曲4，Dialogues with Chin 

Peng: New Light on the Malay，四 Comm開制 Party，

S担gap田'e:S時叩。田U国四百，ityPre悶.

白 in，PI田g，2曲 3，品./ySide 01 History， Singapore: M吋ia

民.fasters.

Comber， Leon，却08，A血laya'sSec.耐 Police1945-1960: The 

Role ofthe争eciaJBranch in the A血Jゆ棚 Em.，宮田0/，

Singapore: ISEAS. 

Ei悶 hower，Dwight D.， 1956，“百.D田larati皿 ofWi田<h-

ington: Joiot Declarati叩 bythe President and也e

Pri血，eMinister of也eU:副飴dK血gdom，February 1， 

1956，" in Public PI甲 ersofthe P，田 identsof the United 

Sta帥・ Containingthe Public Message， 秒間'ch田~， and 

Statem聞記Softhepj阿国d開 t，Jj聞 uary1 to December 31， 

1956， Washington: U. S. Gover百血entPrinting Office 

H叫 .k，Karl， 2009，“The Origins of the Asian Cold War: 

Malaya 1948"，面 Journalof Southe，国 tAsi町tStudi叫

Vo140. No. 3 

Koh， Tom血，y(editor in chief)， 2田6，Sing，呼四月 TheEnの!Clo-

戸 dia，S担割P帥 Edi世onsD凶町Millel

Lee， Edw皿， 2008， Singapo問 TheUnι;pected Nation， 

Singap田宮Insti同胞 ofSoutheast Asi岨 Studies

L田.Ting Hl凶， 1996，坊eOpen United Front: The Communist 

品加Iggle前 Singl呼叩岬， 1954-1966，Sou血S..S即応ザ

Low， Ja皿es，2004，“Kept in Position: The Labour Front-

Alli血田日。V町冨血田tof ChiefMinister David Ma四ihaU

in S面19apore，April 1955 -June 1956ヘinJo岬 =1ザ

Southe，聞はsianSl加品目， 35(1)，pp. 41-64 

Macleao， Rod回.ck， 2凹 0，A Pattern 01ωange: The晶昭<lP07習

Inten回加回1Chm略取す 01Commerce From 1837， S担伊-

P世e:Sing，何回reIn旬rnati阻 JUCha血bぽ ofC叫 2血白盟

M叫liner，K.回.dLian司令M叫1担問 1991，Historil悶 lDic.出n

ary 01 Sing4甲 0陪 Asi，岬 H帥 lricalDicti世間前r，No九

London:τ'heS四四町σw町田s，Inc.



シンガポールにおける内政自治権の獲得と治安維持条令(PPSO) 17 

Poh， 800 Kai. 11岨 JinQ田e岨 dKoh Kay Yew， 2010， The Fajar 

GeI町耳切'71:The日前明宮崎F晶x幅listClub and the Polin田

OfP4四twarMa]，の相andSi噌呼"""， P由 1担gJ，町11:8国句:gic

h由 m副onand&田曲目hD肝 e10pm田tC田町

PUτ'ERA-AMαA(dm晶割dby)， 1947， 1恥 P田plucons曲岬0n0I

P同F回 alsfor MALAYA1947， pr祖師din2曲 5，K.aj皿S

BanAh K.a皿

Tan， Jing Qu田.Jomo K. S.， (e由).2001， Comet in our拘F

L加 ChinSio噌 inHistory， Kuala Lu皿pur:n畑 AN

官回， Kovin Y. L.， 2008， A伽 'shallof 8ing，母国間 ABiogr中hy，

Singap回定Institu旬。fSou血説副Asi血 S凪.dies

T回.SohL田 g，2010， Beyond lhe Blue白 te:Re，四 llec向。間 01

a Political P，官官ter，Peta1ing Jaya・S回.te臣.cInfc町田副岨

andR周 earchD町 el甲賀血tC回国.

Yap， Sonny. Rich紅dLim皿dLeong wt田，gKa皿.2009，M開

m 開 Z血:TheUt由 ，fdStory of sto田沼帥Rulj噌 Po/itical

Pm申， S血開羽田 Sin開畑田h 田Hol，也ngsLimited

Yeo， K.i皿 Wahand Albert Lau， 1991，“F四mColonialism to 

Ind中国d担問， 1945-1965"，皿Ern国tC. T. Chew and 

Edwin Lee (1曲)， A His町 ofSingapore. S阻g呼O問

Oxford u:血ver富ity町田S

zahari， said， 2田 1，Dark ci加申a晶 wn:A Politica1胸聞か，

凪腸10Lumpur: INSAN. 

，2曲7，The Long Nigh畑町窃 My17 Years as a 

Politた~alp1世oner，Kuala Lu皿tPUI':u1白血nPublic8tions & 

lli曲ubutio田 SdnBhd

一次資料

日間.tBritain， C.抽inetP，符"，，"s(CAB)， Cabinet 0盟国

， Col四国 O自民 1956，Sing，中 oreco即 U加tional

Co曜も開nce.1956， Cmd. 9777， L岨 dnn:IIMSO.

• Colonial 0但同 1957，Report ofthe Sing4甲 ore

Co即 titutionalConfer四回 Heldin London in Ma町h

間 dApril 1957， C.吋 147of 1957， Londou: HMSO 

Malaya， Bri世曲 M出taryAd面白岡.ti佃.1946， The Ess，開加I

Regula曲 ，..P1世 I訓 ation， (G.N. No. 281 of 194，の

M由戸， F.耐岨00of， 1960， Act 01 Parlu四ent，No. 18 of 

1960，11由'rnalSecurity Act. 

，1963，抽lays印刷r，1963. Mt.崎戸田tionq，仰附

仰ternalSe四 rityand Public白-a.り (8，加F脚坦j白曲r

1963. L.N. 231 Malaysia Gazette 16September 19，日

M由戸ia，Gaz甜..

， 1964， Ma1a.四iaAct， Modification 0.μ冊間信問噌宮町

Regula加'nsand Trading w抽 抽eE.明。(Bon聞 8tat回

国uiSing.中崎~O油'r， 1964， L.}正368，Mal~問ia， No. 26， 

5的 Novembe巧1964

B四割Lpore，Ann回IR匂"JOrtof La胎町DeJ田市開t，S担割P田宮・

Gov.町宮血血.tPtintingO盛田

一一一，Gt.罰ette.

一一一，The Straits Tim回伊η.
Singap間， Col，岨yof，丹羽田edingsof the Legislative Co田ci/

(PLC)， Singap田白'ver四国tPtin出IgO:盟国

，8出回沼田Leがrlati四 Ass醐 blyDebat田 (SLAD)，

Sing.母)Qre:Gover百田mtPr恒tingo値目

， 1946(吋， 11官柏戸!rof Powers and Interpre耐 0.

白耐師団'.No. 2 of 1946. 

， 1則的，)，The Singap明白lorry白 申 初G四1CU，

B. M A.. G. N.. No. 2 of 1946， 

， 1946(c)， Report ofthe Committee叩'Pointed

by His Exce1l4闘のIthe白 ven・orof Sing.停叩用 tom品

開 com刷出'io闇 fortheR抑 制 師onofthe Legis加 M

白醐cilof融凸.lony，Singap回日町田皿血tPr面町

一一一一一一一，1948(a)，The Essential (.争ec臼lEme噌'ency)

Regulations， (0.盟国国~ 2411岨 1948)

， 1948(b)， Ei開噌m町IRegulatio田'.No.170fI948

，1948や)，Emerg四cyRegula加'ns，No. 17 of 1948. 

同deSi甲'1'/1開閉tNo.51 of28 July. 1948. 

，1953， Reprint ofThe Em時間cyRegula加 M

O申冊目'， 1948仰O.17 of 1948). As Ame.郎副Together

w紬円。clama曲凧 Orders，Rull田 andRegulations MtXJe 

The四 ，nder国 Amended甲 tothe 1st A卸 1953，And a 

TableofCm醐 ts.Con平副byTh. F回LegalAssis回 L

A悦四ney-G園田富1'sCha皿lbers，Singap田宮

• 1955， The Singl等間'reColony Order in Council， 

NO.187 of 1955. 8i.g，中 ore:白 vemm捌丹羽tingOffice
，195.耐 I，A1四talR管制oftheu蜘町DeJ四相側

1955， Sing何回目:0'0'刊誌宜皿.entPr担tingO血ce.

一一一一一一， 1956(b)， Report of曲eSing.弔 問α聞の陶前皿I

C<>>ifet明白Heldin Londo.前晶画rchandApril， 1957， No. 

Ml3c. 2 011957， Singap悶白柳町四回E恒也gO伍ce

， 1田5，7恥丹田館、岨蜘uf1'o必IicSea岬細

胞四耳Noお of1955，Si時現伊e:Gov富田盟副prin也事0fIice.

， 1957， Singapore Co悶 U加tionalTalks in Lon-

由Inin March 1957， R甲ortof the AII-Pm守 Co略耐開ce.

L酔耐四 Assemb.私8es，抽出 P伊胃 No雌 JC. 1 01 

1957. pr町田tedto幼eL暗お10伯母Assembly砂 theChief 

Minister， Sing町田e:Oovemm田.tPri盟国，gO盟国

一一一一一一一， 1958，品ng，勾即時 (Constitut，回可申曲罰，.in Council， 

No. 1956 of 1958， Singap問。'OvemmentP由往時O盟国



18 

付記

本稿執筆後、マレーシアにおいてISAの廃止へ

の機運が急速に高まっている。マレーシアのISA

の今後と、同じ出自を持つシンガポールのISAに

対するシンガポール政府の対応が注目される。

(掲載許可2011年8月8日)




