
京 都 大 学 東 南 ア ジ ア研 究 セ ン ター

バ ン コ ッ ク連 絡 事 務 所 に つ い て

本 岡 武

(1) バ ンコック連絡事務所の設立経過

昭和38年 1月,京都大学東南アジア研究センターが

設立され,同年4月から現地調査研究の第 1年度に入

った｡しかし,現地調査を組織的 ･効果的に遂行する

ためには,まず総括的予備調査と予備交渉とが必要で

あるoそこで,当時の調査研究部人文 ･社会科学部門

主任の岩村忍教授が4-5月に東南アジア諸国を歴訪

され,さらに7-8月,当時の総長平沢興博士が岩村

教授を同行,バ ンコック ･ラングーンおよびクアラル

ンプールを訪問され, 調査のための 地固 めをなされ

た｡

この総括的予備調査と交渉 との 結論 のひとつとし

て,東南アジアの交通の要衝であるだけでな く,いま

や東南アジアにおける国際的活動の中心地となったバ

ンコックに東南アジア研究センターの連絡事務所を設

置し,これをもって調査研究活動のベースとすること

が望ましいとされた｡ (平沢興,東南アジア旅行の報

普,東南アジア研究第 2号 8ページ参照)東南アジア

研究センターとしては,その必要性にかんがみ,これ

の設置を決定 し, 9月下旬現地調査のため出発 したビ

ルマ ･タイ中核調査計画責任者の本間武助教授に,そ

の設置のための準備を命 じた｡

本間助教授は10月上旬バンコック到着後,タイ国総

理府国家研究会議,日本大使館および三井銀行バ ンコ

ック支店の Mr.JerseyChenの協力援助のもとに,

連絡事務所の設営をはかった｡幸に,バンコックの中

心地, しかもタイ国政府機関や大学,国連諸機関,荏

外公館等にも足場のよいペブリ大通りを,ちょっと横

に入 ったソンプラソン一番横丁という閑静な新住宅地

域に,事務所の建物を借上げることができた｡11月か

らここを 一応 仮事務所 として, 活動 を 開始 した｡

(BangkokLiaisonOffice,TheCenterforSouth･

eastAsian StudiesofKyoto University と名

づける｡ ア ドレスは 26-2, S°iSomprasong 1,

PetchaburiRoad,Bangkok(tel.71223,cab.add.

KYODAIASIA BANGKOK)である｡なお,その位

置は付図を参照されたい｡)

翌昭和39年 2月 7日,タイ国総理府国家研究会議事

務総長ネ- ト氏,駐タイ日本大使島津久大氏,文部省

調査局長天城勲氏をはじめ多数のタイ ･日･その他外

国研究関係者の 参列 のもとに, 京大総長奥田東博士

は,連絡事務所の開所披露をエラワンホテルにおいて

催された｡当日をもって,従来の仮事務所が正式に事

務所となり,本間助教授が連絡事務所の責任をとるこ

ととなった｡

(2) バ ンコック連絡事務所の任務

連絡事務所は,東南アジア調査研究のための基礎的

な役割をはたすものであるが, その任務は 具体的に

は,つぎの3点に要約される｡

第 1は東南アジア諸国 との 調査研究上の 連絡 であ

る｡東南アジアの状勢はつねに刻々として変動をつづ

ける｡これに即応 して調査研究活動を能率的に進めら

れるよう,東南アジア諸国の政府 ･大学その他研究機

関とつねに連絡をはかることが 重要である｡ もちろ

ん,これは決して容易な任務ではない｡しかし,バ ン

コックが, さきに述べた ように交通の要衝であり,

ここに,国連機関が集中している｡だから,連絡事務

所は東南アジア研究センターの現地における目となり

耳となって,つねに事態の推移をとらえうるだけでな

く,実際に事務所の責任者は各国に容易に飛び,各国

機関と直接に交渉することができる｡

第 2は,とくにタイ国の政府機関および大学との連

絡である｡タイの調査研究においては,なんらかのタ

イ側の協力援助な くしてほ,能率的に遂行することは

できないばかりでな く,調査許可さえも得られない｡

調査許可な くしてフィール ドワークを行なうことは,

遵法となるおそれが多い｡(この点,われわれは東南ア
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バ ン コ ッ ク 市 略 図

バ ンコックの主要機関と地点

■BANGEOK LIAISON OFFICE

1. CHITRLADDA PALACE

2. CHULALONGKORN UNIVERSITY

3. CONSTITUTION MONUMENT

4. ECAFE

5. ERAWAN HOTEL

6. GENERALPOST OFFICE

7. GOVERNMENT HOUSE

8. HUALAMPONG RAILWAY STAION

9. JAPANESEEMBASSY

10. KHLONGSANBOATRAILWAYSTATION
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ll.KING'S HOTEL

12.LUMPINIPARK

13.NATIONALASSEMBLY HALL

14.ROYALSPORT CLUB

15.SCHOOLOFFINEARTS

16.SIRIRAIHOSPITAL

17.THAMASART UNIVERSITY

18.THONBURIRAILWAY STATION

19.WARMEMORIAL

20.WAで ARUN

21.WAで PRACHEO



写真1 バンコック連絡事務所全景

ジアの他の諸国においての調査研究にさいしても,十

分に留意する必要がある｡)幸に, 京大タイ調査研究

計画については,タイ国外務省と在タイ日本大使館と

の交換書簡にもとづき,総理府国家研究会議がタイ側

の窓口となることとなった｡これにたいして,連絡事

務所は京大東南アジア研究センターの,これに対応す

る窓口となる｡だから,連絡事務所としては,つねに

国家研究会議と連絡をはかり,国家研究会議をとおし

て,政府機関なり大学なりの協力援助を得ることとな

る｡ (国家研究会議の任務のひとつは,タイ国内の研

究機関相互間,またタイにおける外国人の研究機関と

の間の連絡調整にある｡)しかし, 同時に,連絡事務

所はたんに国家研究会議と連絡するだけでな く,これ

をとおしてタイの諸研究機関,またこれとは別に在バ

ンコックの国連諸機関と,たえず密接な連絡をはかる

こともその任務である｡

第 3には,調査研究者のための便

宜供与である｡さきに述べた現地諸

機関との連絡によって調査研究のた

めの情報入手と協力関係の確保は,

調査研究者のための,なによりの便

宜供与である｡しかし,なおそれ以

外に,具体的には,つぎの諸項目が

あげられる｡

(a) 図書 ･雑誌 ･新聞 ･地図その他

政府大学機関刊 行物等 の資料の収

集o

(b) 現地調査に必要な資材やジープ

の確保 (なお現地で必要な実験設備

も望ましい｡)

(C) 現地調査者のためのセミナーの

開催｡

(d) 現地調査者のための宿泊施設の

提供等｡

東南アジア研究計画第 1年度とし

て,昭和38年11月にバンコック連絡

事務所が仮設されたあと,農業技術

班 (参加人員3名),森林班 (4名),

土壌斑 (3名),生薬班 (3名),医

学斑 (3名)の,計5班16名が,タ

イ国を中心としての調査研究に従事

し,ほぼ,予期の成果をあげること

ができた｡この5班の調査活動が円滑に遂行 し得た理

由のひとつとして,連絡事務所の存在をあげることが

できると信ずる｡いいかえると,連絡事務所がなかっ

たとしたら,これだけスムースに調査が進められなか

ったであろう｡

外国の地域研究において,こういった連絡事務所が

設置された事例は若干見 られる｡たとえば,1950年か

ら10年近 く, Cornell大学が初代所長 に L Sharp

博士,次代所長に W.Skinner博士をもって設けた

CornellBangkokOfficeがその一例である｡ しか

し,従来のこの種の Officeは主として, ひとつの村

落調査のための暫定的な基地としての役割をはたすも

のであった｡これにたいして,わが連絡事務所は,罪

1に広 く東南アジア諸国との連絡, 第 2に人文 ･社

会 ･自然諸科学部門にわたっての綜合調査のための連

写真2 バンコック連絡事務所門標
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絡,卯3にはとくにタイ同政府大学機関との辞汀妾な協

力関係の確保,さらに第 4に半永久的な設置方針等の

特徴をもつ .｡したがって,たんにわが国だけでな く,

広 く世界の学界として,まった くユニークなものであ

り,かつ地域研究組織上,パイオニア的なものだと思

われるっ

(3) バンコック連絡事務所の開所披露

連絡事務所の任務をはたすためには,以上の説明か

ら明らかなように,とくに連絡事務所がタイ国政府機

関や大学,また在バ ンコックの国連諸機関と密接な関

係を保つようにすることが必要である｡そのため,充

実 した開所披露を行なうことが望ましいとされた｡

タイ国家研究会議および日本大使館の積極的な援助

のもとに,幸に,奥田東総長 ･岩村忍東南アジア研究

センター所長 ･天城勲文部省調査局長をバ ンコックに

迎え,昭和39年 2月7口午後 6時より,エラワンホテ

ルにおいて開所展露が行なわれたO

披露式ととしては,岩村所長の司会のもとに,まず

総長が開所をアナウンスされ,関係諸機関の協力を懇

請された,ついで天城局長が文部省を代表 して祝辞を

述べられ,さらにタイ側を代表 してネー ト国家研究会

議事務総長が歓迎のメッセージを朗読され,最後に島

津 日本大使が祝杯の音頭をとられた｡

奥田総長 ･天城局長およびネー ト総長のメッセージ

は,この開所披露の意味を明らかにするためだけでな

く,今後のわが国の東南アジア研究のありかたを示す

ためにも重要であるので,ここに全文をかかげる｡

February7,1964,Bangkok

AddressofDr.AzumaOkuda,President

ofEyototJniversity,Japan

Distinguishedguests,ladiesandgentlemen:

Itakethepleasureofannouncir)gtheopen-

ing in Bangkok ofaliaison office ofthe

CenterforSoutheastAsian StudiesofKyoto

University.Sinceweexpecttokeepanumber

ofresearchersin variouspartsofSoutheast

Asia,itishighly necessary thatweestablish

anofficethrough which coordinationofrese･

archcanbeeffected.ForthispllrpOSethere

isnobetterplacethanBangkok,thecenterof

CommunicationandtransportationinSoutheast

Asia.

Inview ofthegeographicalproximity and

thephysicalsimilaritiesbetweenthecountries

ofSoutheastAsiaontheonehandand Japan

ontheother,theJapanesescientistsarevery

interestedinstudying Thailandand otherSo-

utheastAsian countries. Atthesametime,

Wesincerely hopethatthescientistsofThai-

landwillbecomemoreinterestedinstudying

thecountryand thepeopleofJapan,Sothat

weshallbedrawnintoevercloserrelationships.

Formyownpartlbelievethatsuchscholarly

relationswillgreatly contributenotonly to

thewelfareandprosperityofourtwocountries

buttothatofSoutheastAsiaatlarge.

Modernsciencerequiresexactknowledge,and

inturnexactknowledgecanbeacquiredonly

onthebasisofdataandmaterialscollectedin

systematic fashion. With thisin view my

universityhascreatedtheCenterforSoutheast

AsianStudieswhosemainobjectiveistoobtain

such knowledge. ThefirstjoboftheCenter

is,therefore,toundertakeextensivefieldwork,

whichisinnosenseaneasy task,especially

whenitistobedonein a foreign country.

Fortunately,hereweenjoytheprivilegeoffull

cooperationand collaborationofthescientists

ofThailand,thankstothegraciouscourtesy

oftheRoyalGovernmentofThailand,espe-

ciallytotheNationalResearchCouncil.

Inthefieldofadvanced studyandlearning

theprincipleofknowledgeforsakeofknowl-

edgeshouldberecognized.Forbyexperience

weknow thatsomekindsofscientificknowl-

edge,which hadatfirstseemedllnrelatedto

practicalpurpose,oftenledtogreatcontribu-

tionstoward the welfare ofmankind. The

modern university,which isrun by public

fundsandaidedbyphilanthropiccontributions,

isinapositiontoorientateitsscientificefforts

forthebenefitbothofthecountry itselfand
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theworld asawhole. Each subjectin our

Southeast Asian Studies Program hasbeen

workedout,Icansay,withthisideainmind.

Inclosingthisshortaddressiwouldliketo

expressmy mostsinceregratitudeforyour

presenceatthisgathering.iam inhopesof

yourfurtheradviceandhelpincarryingout

ourresearchprojectsuccessfully.Thankyou.

AddressofALE.IsaoAmagi,Director･GerLeral,
DepartmentofResearch,MinistryofEduca-

tiorL,JapaneseGovernment

Distinguishedguests,ladiesandgentlemen:

MayIsay firstofallthatIconsiderita

greathonourandpriviledgetohavebeengiven

theopportunitytoextendmywarm greetings

hererepresentingtheMinistryofEducationof

Japanattheopening ceremonyofthisliaison

officeoftheCenterforSoutheastAsianStudies

ofKyotoUniversity.

As President Okuda hasstated now,the

program oftheSoutheastAsian Studiesof

Kyoto University isforthe advancementof

studiesfrom apurelyscientificpointofview,

OntheSoutheastAsian countrieswhich have

theclosestrelationwithJapan.

Studiesofthiskind,asyou know,require

fieldwork.Thatfullcooperationofthescien-

tistsofThailand hasbeen giventoopen the

liaisonofficeoftheCenterthroughthecourtesy

oftheRoyalGovernmentofThailandandthe

NationalResearchCouncil,showsthedeepun･

derstandingofscienceamong thepeoplecon-

cernedofThailandaswellasthewarmfriend-

ship oftileThaipeopletoward Japan, for

whicl一Iwouldliketoexpressmy heartfelt

gratitude.

ThoughJapaninvitesstudentsandtechnicians

ofvariousfieldsfrom Thailandevery yearto

givethem opportunitiestohelp develop their

knowledgeandalsofacilitatestheculturalin-

terchangebetweenthetwocountriesthrough

UNESCOactivities,Icannotbuthopethatat

thisopportunity ofthe inauguration oftile

scientificstudyproject,thefriendshipbetween

Thailand andJapan willbefurtherdeepened

through tllemutualcooperationofthescien-

tistsofbothcountries. Thankyou.

AddressofGeneralNetrKhemayodhin,

SecretaryGeneraloftheNationalRe-

searchCouncilofThailand

YourExellenciesPresidentOkuda,Ambassador

Shimazu,Mr.AmagiandDistinguishedGuests

Thisoccasion marksanothereventin the

longhistoryofcordialrelationsbetweenJapan

andThailand.AsAsiannationsmutuallyIn-

terestedinthedevelopmentoftheregion,it

isnotunusualthatourpathsalsoshouldco-

incidein thefieldsofscience. Thustoday

witnessestheofficialrecognitionofourjoint

participation in a research projectthathas

beenunderwaysincelastOctober.

TheaimsoftileNationalResearch Council

ofThailandandtheCenterforSoutheastAsian

StudiesofKyotoUniversityareparallelinmany

ways.Theypromoteandsupportpublicandpriv-

ateresearch,assistinvestigatorsandscholars

engagedinvariousbranchesofscientificstudy

and,inpart,providemeansoffinancing re-

searchprograms,amongotherthings.Further,

bothareinterestedincooperating with other

nationsinresearchendeavors.

Outofsuchcollaboration,ofcourse,Willcome

evengreaterunderstanding between ourtwo

nations.Wearesurethatthisfirstventure

isbutthebeginningofalong and mutually

beneficialassociationinthefieldofscientific

research thatcan lead onlytoamorewide･

spread,deeper,andlastingrelationshipthatwill

continuetodrawourtwopeoplestogethermore

closelythaneverbefore.Anditshouldbeobvi-
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Oustoallconcernedthatthiskindofcooperative

venturecontainsapositivereachthatextends

beyond Japan and Thailand toallnationsof

Asia,aswellastotheworldingeneral.This

isthekindofsharing thatweallknow can

leadtobetterand moreconstructivetypeof

existenceformaneverywhere.

Thailandis,therefore,extremely pleasedto

havetheopportunitytohonorthedistinguished

scholar largely responsible for the present

undertakingwhenhewasDirectoroftheCenter

inJapanbutwhohassincebeen elevatedto

thepresidencyofhisinstitution.Itis,indeed,
arealhonortohavewithusDr.AzumaOkuda

andtohavethischancepersonallytocongra-

tulatehimandhisdistinguishedassociates,Mr.

Amagi,AmbassadorShimazu,andDr.Iwamura.

Further,wecannotclosetheseremarkswithout

alsoexpressing ourprofound appreciationto

Dr.MotookawhohasglVenhistimeandeffort

tomakethingswork efficentlyastheDirec･

toroftheKyotoUniversityliaisonofficehere

inBangkok. Thankyou.

当日の参会者は,タイ ･日本 ･その他の外国 (国連

諸機関をふ くむ)の関係者あわせて約200名であった｡

主なる参加者の氏名をあげる (順序不同)0

(a) タ イ 側

Gen.NetrK̀hemayodhin,SecretaryGeneral,

NationalResearchCouncil

Dr.AdulVichieneharoen,SecretaryGeneral,

ThammasartUniversity

Mr.Bunchana Attakor, Deputy Minister,

MinistryofNationalDevelopent

Dr.KamdhonnSuvarnakich,DirectorGeneral,

DepartmentofHealth,MinistryofPublic

Health

Prof.KasemUdyanin,Dean,FacultyofPoliti-

CalScience,ChulalongkornUniversity

Prof.Panom Samitanont,DirectorofExten･

tion,KasetsartUniversity

Dr.SalaDasananda,DirectorGeneral,Depart･

mentofRice,Minstry ofAgriculture

Dr.SavastiSrisukh,Secretary General,Of-

ficeofAtomicEnergyforPeace

Dr.SvastiDaengsvang,Rector,University

ofMedicalSciences

Prof.Thiem Komkris,Dean,FacultyofFo-

restry,KasetsartUniversity

Maj.Gen.Pung Phintuyothin,DirectorGe-

neral,SEATOMedicalResearchLaboratory

(b) その他の外国側 (国連を含む)

Mr.∫.∫.Boeles,Director,Siam SocietyRe-

searchCenter

Dr.L Sharp,ProfessorofAnthropology,

CornellUniversity

Mr.Ahsan-Ud-Din,RegionalRepresentative

ofFÅo

Mr.U Nyun,ExecutiveSecretary,ECAFE

Dr.H.D.Pong, Chief, Research Planning

Division,ECAFE

Mr.M.Yamashita,Chief,JointAgricultural

DivisionofECAFEandFÅo

Dr.H.Kitamura,SeniorEconomicAffairs

Officer,ECAFE

Mr.P.S.Narayan Prasad,Director,Asian

lnstitute ofEconomic Development and

Planning,ECAFE

Mr.G.Zakrzowski,ActingRegionalRepres-

entativeofUNESCO

(C) 日 本 側

島津 久大氏 日本大使館大使

天 城 勲氏 文部省調査局長

有田 圭輔氏 日本大使館公使

高橋正太郎氏 〝 参事官

大峡 一男氏 日本人会長 (丸紅飯田 (秩)バン

コック支店長)

(d)京 大 側

奥田東総長,岩村忍所長, 木村康一教授 (薬),浅

山亮二教授 (医),西尾雅七教授 (医),本間武助教

授 (農),上野一也講師 (医)

国境地帯で原住民の調査中のローリス トン･シャー

プ教授 (タイ地域研究の父といわれる)夫妻が突然会

場に姿をあらわされたのは,まった く感激的だったO

なお, この開所披露にさいしては, Dr.Nibondh
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Sasidhorn, Chief, Division of

SocialScienceResearch,Nati-

onalResearch Councilと三井鈍

行D Mr.JerseyChenが終始協力

して くださった｡また,国家研究会議

のMrs.SoontraeSuvipakit,Miss

Udom Wongsrawat,MissKre-

amasChantaprasit,京都大学大学

院学生の荻野和彦(林学･博3),斉藤

万之助(農芸化学 ･修 2)および古川

久雄(農芸化学 ･修 1)の献身的な援

助を得た｡記 して謝意を表 したい｡

なお,この開所披露をもって,従

来設営にあたってきた本間助教授が

連絡事務所の責任者となることになった｡

(4) バ ンコック連絡事務所の今後の問題

バ ンコック連絡事務所は 2月7日をもって正式に発

足したが,これが十分な成果を発揮するためには,い

ろいろと問題が残されていることを認めなければなら

ない｡

運営上の具体的な問題としては,専任スタッフをど

うするかが,重要である｡現在は調査研究者がいわば

兼任の形で事務にあたっているが,それにはどうして

も限度があることに留意しなければならない｡また今

後これを永久的に維持するには経費をどうするかの問

題 も,いずれは解決されなければならない｡経費はス

タッフの問題ともつながる｡

組織上の問題としては,いわばこの京大の ｢出先機

関｣がわが国の在外機関 (とくに大使館)といかなる

関係をもつかが,慎重に考慮検討されなければならな

いだろう｡

しかし過去半カ年の調査研究の経験からして,さし

あたって注意しなければならない問題として,つぎの

2点を指摘しておきたいと思う｡

第 1は調査計画の遂行にあたり連絡事務所が十分に

効果を発揮するためには,あらかじめ調査計画が連絡

事務所に連絡されてお くことである｡調査研究者は京

都を出発するまえに十分に調査研究計画をたててお く

ことはいうまでもない｡この計画を連絡事務所と出発

前によ く打合わせてお くことは,調査能率をいちじる

写真 3 開 所 披 露 の 写 真

しく高める｡具体的に,まず調査研究者と連絡事務所

との間で事前に十分な打合わせを行ない,その打合わ

せのもとに調査研究者が英文の調査研究計画書を連絡

事務所に送 り,連絡事務所はこれをもって国家研究会

読,ならびにそこを通して関係機関に連絡をとる｡こ

うした方法をとった場合,調査研究者は到着の翌 日か

ら能率的に調査活動に従事することができる｡連絡事

務所は宿泊施設にすぎないとか,京大関係者のクラブ

だといったような考え方もないわけではないが,連絡

事務所の宿泊施設としての機能は,まった く附随的な

ものにすぎないC

第 2は,東南アジア研究センターは,inter-univer-

sityであることを理想とする｡ したがって, 連絡事

務所も inter-university としての機能を発揮するこ

とが望ましい｡事実,タイ側の間では,この連絡事務

所が広 く日本からの調査研究者のためのものであると

の考え方が強まっている｡しかし,連絡事務所として

は,日本人の調査研究者がなんの通知もな く突然にと

びこんでこられると,毎 日の業務計画をもっているた

めに,かなり当惑せざるをえない｡したがって,学術

調査研究のために連絡事務所を利用されようとする日

本の調査研究者は,あらかじめ,京都の東南アジア研

究センターをとおして,連絡事務所に連絡されてお く

ことが望ましい｡そのために,連絡事務所の存在,そ

の機能を,日本の東南アジア研究者の間に PRするこ

とが必要だと思われる｡広 く日本の東南アジア研究者

の現地の研究にたいして サービスすることは, たと

え, なかな かむず かしい ことで あっても. inter-
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universityの原則を実現するためには, はたされな

ければならない任務ではなかろうか｡

(5) 奥田総長タイ訪問旅行

奥LI]総長は,上記の東南アジア研究センター開所式

出席に加えて関係機関への挨拶と現地調査状況の視察

をかねて,昭和39年 2月4日より2月13日までタイへ

出張された｡旅程はつぎのとおりであった｡

2月4日 (火)

午後4時京大本部出発,大阪空港より日航機で東

京へ｡東京泊｡

2月5日 (水)

東京空港を天城文部省調査局長とともに午前 9時

20分党JAL713便｡ バンコック到着は予定より1

時間おくれ,午後4時すぎ｡空港には,タイ国側代

表 Chou国家研究会議文書部長,日本大使館代表と

して高橋参事官はじめ多数出迎え｡エラワンホテル

に投宿｡

午後6時より連絡事務所にて口本からの新聞記者

団との共同会見 ｡ つづいて午後 7時半から, Mr.

andMrs.Chenの招待宴出席｡

2月6日 (木)

天城局長,岩村所長,本間助教授とともに,午前

は,日本大使館訪問,島津久大大使と面会｡ついで

NationalEducation CouncilofPrimeMinis-

ter'sOfficeを訪問, SecretaryGeneralの Dr.

Kamhaengに面会｡

午後は,Chulalongkorn大学を訪問,Secretary

Generalの Prof.SupachaiVanijVadhanaに面

会し,キャンパスを案内される｡ついで,Govern-

mentHouse に Secretary GeneralofNati-

onalResearchCouncilの Gen.NetrKhema-

yodhinを正式訪問,調査研究協力に謝意を述べ,

Netr総長は今後の協力を約束される｡この会見の

さい,Netr総長には.ChiefofDivisionofSocial

ScienceResearchの Dr.Nibondh Sasidhorn

と,ChiefofDivisionofCoordinationの Dr.

TorbongsDonavanikがつきそう｡

夜は,島津大使の大使公邸にて総長はじめ京大教

官の招宴 (京大側からは,総長のほか,岩村所長 ･

木村 ･浅山 ･西尾教授, 本間 助教授 ･上野 講師出

席)0

2月 7日 (金)

午前は,KasetsartUniversityを訪問,Rector

の Prof.ⅠnseeChandrastityaに面会 し,キャン

ノヾスの案内を受ける｡ついで,MinstryofEduca-

tionを訪問, UnderSecretaryの Mr.Abhai

Chandavimolと会見｡ さらに, FÅoRegional

Officeにおもむき,RegionalRepresentativeの

Mr.Ahsan-Ud-Dinに面会｡

午後は, Dhonburiの SirirajHospitalにあ

る UnivevsityofMedicalSciences本部をおと

ずれ, Rectorの Dr.SvastiDaengsvangに面

会｡つぎに ThammasartUniversityで Secre-

tary Generalの Prof.AdulVichiencbaroen

(なお,Adul教授は1週間のちに SecretaryGe-

neralを辞任)に面会｡

夜は東南アジア研究センター ･バンコック連絡事

務所の開所披露をエラワンホテルにおい て行 な う

(前稿参照)｡

散会後,日本人クラブで京大関係者を招待｡

2月 8口 (土)

午前9時,大学院学生荻野和彦 (農 ･DⅢ) ドラ

イブのジープで,本間助教授,大学院学生古川久雄

(農 ･MI)随行, 中央平原および北部山地への旅

行に出発｡

バンヒンコン･ロブブリ･シンブリに′巨獣,周辺

農村を視察して, 午後5時半, チャイナ- トに到

着｡チャイナ- ト分水ダムを視察 し,ゲス ト･-ウ

スに宿泊｡

2月9口 (目)

午前 8時チャイナー ト出発｡ナコソサワン,タ-

クに小憩して,午後 2時半ヤンヒーダム到着｡ヤン

ヒー多目的ダム視察のあと, トエーン, リーに小憩

ののち,午後9時半,チェンマイに到着｡プリンス

ホテルに宿泊｡ バ ンコック･チェンマイ間 行程約

900キロ｡

2月10日 (月)

午前,チェンマイ県庁訪問,副知事に面会｡つい

でチェンマイ大学医学部をたずね, 学部長 代 理 の

チェンマイ病院長の Dr.Bunsom Martin,つづ

いて建設中のチェンマイ大学をたずね, 学 長 代 理

Mrs.Beakeoaに会う｡
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ドイ ･ステープにのぼり,チェンマイ盆 地 を展

望｡

午後3時半発のタイ航空は,ベルギ-国王夫妻訪

問のため 1時半おくれて離陸っバンコック着午後6

時半｡

夜は在バンコック京大同窓会主催のゴールデン･

ドラゴンにおいての総長歓迎会に出席｡出席の同窓

生はつぎのとおり｡

鄭 彰 茂 (開業医 ･医15)

沢田 秀穂 (ECAFE･理 (地質鉱物)16)

田島 義也 (東京銀行 ･法18) (同窓会代表)

鈴木 正弘 (東洋棉花 ･法21)

三浦 勉 (三井物産 ･法24) (同窓会幹事)

宮田 和夫 (東京銀行 ･経24) (同窓会幹事)

指吸 徹郎 (日棉 ･経25)

宮家 潤一 (パイロット万年筆 ･経25)

徳島 忠雄 (丸紅飯田 ･法28)

新納 俊之 (日商 ･法30)

醍醐 俊明 (三菱商事 ･経32)

佐々木 弘 (味の素 ･農 (農化)36)

2月11日 (月)

午後7-10時は floatingmarketの見学｡

午前10時エラワンホテル発｡空港には国家研究会

議を代表してのスントレー社会科学課長補佐,大使

館を代表しての安藤書記官ほか多数見送り,正午発

の JAL712便,東京空港着午後9時｡

2月12日 (火)

文部省訪問,帰国挨拶｡

2月13日 (水)

東京空港発午后 1時の日航擦,大阪空港着午后2

時20分｡京都帰着午后 3時40分｡

(昭39.2.25 バンコックにて)

追記 1.

東南アジア研究センター ･バンコック連絡事務所の

責任者として勤務していた本岡助教授は4月9日帰国

した｡東南アジア研究センター飯島茂助手が4月2日

着任し,本間助教授より事務を引継ぎ,所長代理とし

て5月30日まで,事務所の責任者となる｡つづいて6

月 1日より9月30日までは,所長として教育学部相良

惟一教授が勤務される予定である｡

追記 2.

バンコック連絡事務所を調査研究のために利用され

る希望者は,あらかじめ京都の東南アジア研究センタ

ーをとおして,連絡事務所に調査研究計画なり連絡事

務所利用希望事項を連絡されたい｡タイ国政府 ･大学

機関あるいは在バンコック国連関係機関等の訪問希望

のさいには,その旨をできるだけ詳記されたい｡バン

コック到着の日および飛行便 (flightnumber)杏

KYODAIASIA BANGKOK あてに打電されると都

合がよい｡だが,連絡事務所の立場からいうと､あら

かじめ通知された予定は,できるかぎり変更されない

ことが望ましい｡調査研究の能率をあげるため連絡事

務所を積極的に利用されるのか切望されるのは,いう

までもないことであるが,そのためには,十分な事前

連絡を行なうことと,それによってたてられた計画を

可及的に変更 しないこととが必要である｡

(昭39.4.17)
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