シ ンポ ジ ウ ム≪ 東 南 ア ジア と日本 ≫
世 界平和 推 進 国 内会議 に 出席 して

飯

茂

島

の両氏がオブザーバ ーとして参加 した｡

(ド)

(2)

7月 8日か ら11日まで,読売新聞社主催,日本 テ レ

ど,日本文化 フ ォー ラム後援 で,日光市輪王寺本坊 に

8日の第 1日目の開会 にあた り,昨年東京で開かれ

おいて ｢世界平和推進会議｣が開かれた｡ テーマは,

た第 1回 世界平和推進会議議長団団長をつ とめられた

モ東南アジアと日本ミで,国 内の学者,評論家な ど20
名が集 った｡出席者はつきのごとくである｡

高柳賢三氏は ｢かつて岡倉丸 L､
は モァジアは一つミ と
い ったが,わた くLは モアジアは一つではないミ とい
ってきた｡ アジアは複雑であ り, とくに東南アジアは

(
敬称略 ･順序不同)
石川 忠雄 (
慶応大学教授)

そ うだ｡ この会議では,この複雑性を掌握 して,平和

入江啓四郎 (
外交評 論家)

を樹立する という努力も,多角的に行われなければな

猪木

正道 (
京都大学教授)

らないO したが って東南アジア地域 に一つの平和的体

岩村

忍 (
京都大学教授)

制をもた らすにはどうするか,中米,中ソの対立の問

飯島

茂 (
京都大学助手)

にあ ってどうすればよいか, というような ことを大 き

衛藤

清吉 (
東京大学教授)

な要素 として とらえ,事実 を明 らかにしたい｡会議 の

鎌倉
河部

昇 (
京都大学助教授)

目的は政府への要望,国民へ のア ピール,特定の政策

利夫 (
東京外国語大学教授)

の提言ではない｡わが国の国民が東南アジアを真剣 に

久住

忠男 (
軍事評論家)

考 える ときに,判断のポイン トになることを明確にし

高坂

正亮 (
京都大学助教授)

｣ とあいさつをのべた｡
ていきたい①｡

小島

又夫 (
読売新聞社編集局長)

開

扉彦 (
都立大学教授)

員か ら モァジア ･アフ リカ会議 の実態ミ について報告

曽村

保信 (
東京外国語大学講師)

が あ った｡村松委員は報 告のむすびで,今回の流産 し

中村
長井

その後,読売新聞がアル ジ ェリアに特派 した村松委

JL (
東京大学教授)

たアジア ･アフ リカ会議 のなかで,日本外交は何 もし

信一 (アジア経済研究所,東南アジア第一

ない ことによ って モ成果ミ をおさめたが, これではブ
ロック化するアジア ･アフ リカ諸 国のなかで孤立 して

研究 室 長)

野 々村‑l
At
i(
一橋 大学教授)

しまう｡これか らはその暗流 のなかで,H本がどのよ

福 井 三郎 (日本 テ レビ報道局長)

うな態度を とるべ きかを明確にしてゆかなければな ら

細谷

ないと強調 したのは印象的であ った｡

千博 (
一橋大学教授)

村松

剛 (
立教大学助教授)

本間

武 (京都大学教授)

山本

登 (
慶応大学教授)

山本

達郎 (
東京大学教授)

(3)

第 2日目は猪木委員が座長 とな って,長井委員の基
調報告 ｢東南アジアのナシ ョナ リズムの実 体｣を中心
に活発な意見 の交換がお こなわれた｡長井氏はそのな

以 上の委員のほか
高柳

賢三 (
憲法問題調査会 会長)

森戸

辰 男 (中央教育審議会会長)

かで イン ドネシアを例にとって,反植民地主義を媒介
(
∋ 読 売新 聞 1
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に したナシ ョナ リズムこそ,国民国家の実質的形成過

まかせてお くと,混乱はやがて消滅 し,進歩 と安定の

程 において,内政 と外交の方 向を定 めるもっとも基本

ともな う近代社会が生 まれるに遵 いない｡だが共産主

的な要因があろうとのべた｡それに対 して,何人かの

義は この ｢自然な｣工業化の過程を妨 げるので,共産

委員か らは,反植民地主義か らナシ ョナ リズムへ とい

主義の力による進出は阻止することが もっとも重要な

う公式的な展開は都市の インテ リゲ ンチ ャだ けのもの

政策である と考 え られている｡ このような ロス トウな

ではないか と反対 意見が のべ られた｡たとえば河部委

どに代表される工業化に対するオプテ ィミズムが,ケ

員は タイ国のナシ ョナ リズムはェ t
)‑ トか ら下へ向 っ

ナンなどによ り代表される 自分 の国の力の限界を知 り

て の下 向的なものであるけれども,閉鎖的な部落意識

かつ工業化に対 してもある種 のペ シ ミズムを持 った意

が国家意識よ りも強 く,ナシ ョナ リズムが全国民に行

見 を押えている ところに,今 日におけるアメ リカの問

き渡 る とは思えないとい う指摘があ った｡

題があるのではな い かO そ して, モ
太 った共産主義

その日の午後は山本 (
壁) 委員が座長 にな り,衛藤

者 七 と モやせた共産主義者〟 と,ど ちらが安全か とい

委員の基調報告 ｢中国の東南アジアに対する態度｣ の

うことがアメ リカ外交政策 の命題であるとむすんだ｡

発表がお こなわれ,ついでそれに関する討論がお こな

これについて経済学 の立場か ら,鎌倉委員は ロス トウ

われた｡衛藤委早によると,中国の共産党は今 日の世
界情勢の中心課題 を米国帝 国主義対人民 の闘争 という

理 論ではどうして も離陸ミするか という分析がほとん

形 でとらえてりる とい う｡そ して世界各 国を (
1
)
米国
帝国主義 とその手先,(
2)
米国帝国主義 と戦 っている国

は文化人類学の立場を代表 して, ロス トウ理論のよう
な単線的進化主義は現在学問的にま った く否定 されて

(た とえばヴ ェ トナム, イン ドネシア),(
3)
両者 の中間

いる とのべた｡

どなされていない と欠陥を指摘 した｡ さらに岩村委員

地帯 (
たとえば日本, フランス) と分類する｡分類 (
3)
の中間地帯 の国々とは,米国帝国主義 との対決 という

このようにアメ リカの東南アジア政策 に言及 したた
め,当然 のことなが らヴ ェ トナム問題 に関心が集中 し

主要矛盾 の原則に抵触 しない限 りは平和共存をとなえ

た｡なかでも山本 (
逮)委員がヴ ェ トナムの複雑な民

ているが,それには限度がある｡ このような情勢のも

族分布図を示 し, この問題 の解決の困難性を指摘 した

とでは,もし日本が東南アジア問題 に コ ミッ トする場

のはユニークであ った｡続 いて,わた くLもヴ ェ トナ

合には,北 京 と対決する決心を しなければな らないの

ム問題 の解決困難な理 由として 2点 をあげた｡

ではないか｡ もしそれができそ うもなければ, ノン ･

(
1
) 技術水準 の差が アメ リカとヴ ェ トコンもしくは

コ ミッ トメン トの方法が よいのではないか との意見が

北 ヴ ェ トナムとの間にあ り過ぎるた め に,モすれちが

出された｡そのような意見 に対 して,猪木委員などか

いミ戦争にな ってはいないか.

ら, これほど経済力のある日本が果 して東南アジア問

(
2) アメ リカが ヴ ェ トナムをいかに砲爆撃 しても,

題 にノン ･コ ミッ トメン トで とおせるだろうか との反

相手は農業社会 を基礎 としているだ けに,それぞれの

論がでた｡衛藤委員はそれに対 し,アジア諸国の政治

地域 の 自己完結性が高いので,決定的に機能 を失わな

的非合理性 は日本経済 の持 つ合理性 とはなかなか噛み

い｡以上 2点 に関する両者 の誤算がずるずる と戦争を

合わないのではないか と答 えた｡

泥沼にひき込んでいるのではないか｡

1
0日の午後は これまでにおこなわれた議論の総括討

(4)

議がおこなわれた｡冒頭,座長の関委員は ｢東南アジ
第 3日日の午前は山本 (
逮)委員 の座長 のもとに,

高坂委員が ｢アメ リカの東南アジア政策｣ という基調

アの政治的安定 と経済的繁栄が日本 の利益にも合致す
るとすれば, 日本はなにをすべきか,またなにができ

報告 をおこな った｡高坂委員はアメ リカの東南アジア

るか, とい うことを念頭においたうえで,総括 的な検

政策 の基礎 にある考 えについて次のようにのべた｡東

討 を加えてみたい｣ と総括討論の主 旨を説明 した｡つ

南アジア諸 国は今 日,古い伝統的社会か ら近代的技術

いで ①東南アジアのナシ ョナ リズム,㊥東南アジア

を用いて近代工業社会へ と移行する革命的 過 程 に あ

をめ ぐる米 中関係,④経済援助 と地域統合の三点 に焦

る｡だがすべての革命がそうであったように, この過

点 を しぼ って討議が進 められた｡

程には混乱が ともな う｡ しか し工業化は 自然の歩みに

‑1
0
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東南アジアのナシ ョナ リズムについては岩村,猪木

わめて憂 うべ き段階 に達 し,マ レーシアとイン ドネシ

両 委員が西 アジアと ヨーロッパ のナシ ョナ リズムとの

アの対立 も容易に解決されない｡経済開発上の困難 も

比較 をお こない,その特殊性 を浮彫 りに した｡それに

大 き く,それがまた内政上 の混乱を激化 している｡

関連 した久住委員が軍事評論家の立場か ら,ダ レス前

この地域 に 1日も早 く,安定 と繁栄のもた らされる

国務長J
l
7以来, アメ リカ政府 に引きつがれている対外

ことを希求するわれわれは,学問的立場か ら,東南ア

政策 の基礎 である ドミノ理論にやや否定的な意見 をの

ジアの実情を解明 し, この地域 の平和の維持 に,日本

べた｡

として寄与するうえでの問題点を探究するため, 4日

その後,石川,細谷,
野 々村など数人 の委員か ら東南
ア ジアをめ ぐる米 中関係 について論議がか さね られ,

間にわた り会議を開いた｡討議の結果,われわれはつ
きの結論に達 した｡

それぞれの立場 の差異か ら意見 にかな りの食い ちがい

東南アジア諸国は,その相互間の地理的近接性 にも

が生 じた｡ しか し, ｢アメ リカは中国 と同様,国の威

かかわ らず,国 と国 との閏の差異はきわめて大 き く,

信 を重 視するので,ミ名誉ある撤退ミ を考 えなければ,

これを一括 して諭ずることは誤解を招 きやすい｡それ

ヴ ェ トナム関係をは じめとする東南アジア問題は解決

にもかかわ らず, これ らの国に共通することは, これ

しないであろう｣ とい う点 では見解の一致をみた｡

らの大部分の国は第二次大戦後,植民地支配を脱却 し

最後に,東南アジアに対する経済援助 と地域統合に

て独立 した国であ り,独立後の｢
]が浅い｡ しか も,そ

ついて活発な討議がお こなわれた｡鎌倉委員は技術援

の内部に言語,宗教,種族,文化などを異 にする多 く

助を基本的には支持 しなが らも, ｢問題は日本 の利益

の集団をもち,国民的統一の達成,権威 ある中央政府

と現地 の利益をどう調和 して,協力体制をつ くるか｣

の樹立は必ず しも容易ではない｡経済的にも植民地時

とい うことであると強調 した｡ また山本 (登 )委員は

代のゆがめ られた経済構造を定正 して,持続的成長を

日本の実 力を考慮 して, ｢多角的に拡がる援助の調整

維持 してい くうえでの障害 も大 きい｡

機 関の設 置 ｣,さらに ｢政府が民間企業の海外投資を

さらに, この地域の安定 と繁栄 とを もた らす うえで

保障するか,半官半民の企 業保障会社｣の設立を示唆

の障害 とな っているのは,その国際的環境である0‑

した｡それ にたい して,本間委員 と鎌倉委 員 は 反 論

万 では中国は, この地域 に政治的影響力を強めようと

し,中国に対する輸銀の問題 のように政府 が 介 入 せ

し,他方 アメ リカは,この地域を中国封 じ込 め政策の

ず,民間事業ペースの経済 協力を振興する必要 を強調

一環 として利用 している｡双方の国がそれ らの政策を

した｡東 南アジアの地域統合については委員の専門や

とるに至 った理 由については,それぞれいいぶんのあ

立場 の差異によ り,微妙な意見 の差異がみ られた｡

ることであるが,双方の政策上の硬直 さが,不必要 に
対立を激化 している｡

(5)

以上の諸事情か ら,東南アジアの安定 と繁栄のため

ついで最終 日1
1日の年前には声 明文の起草がお こな
われた｡
その間3日｢
制 こわたる討論の整理を した｡
最後

には,ベ トナム問題の解決はもちろん,さらに進んで
この地域 の緊張緩和がなによ り必要 である｡

に本岡委員が特 に発 言を求め,討論の中で落 ちていた

この地域 に対 して,日本がなすべ き第一一
の ことは,

モ東南アジアの発展 に寄与すべ き優秀な人材の育成ミ

日本政府の公約 どお り,その経済的援助を増加するこ

を強調 し,万場一致でそれを声明文の中に採択 した｡

とであるO しか し,それぞれの国がかかえている問題
は,一つ一つ異な り,地域 内の協力も容易ではない｡

(6)

われわれは,その援助が,F
j
j
i際機関を通ずる と否 とを

声明文は次のとお りである｡

問わず,貢 にそれ ら国民の 自主的発展に寄与するうえ

｢東南アジアは各国の利害が錨そうしているだ けで

で,有効に使われることを期待する｡

な く,日本 に地理的に近接 しているとい う意味で, こ

第二 に, この地域 の国際紛争 に関 しては,そのよ っ

の地域 の動 向は,世界平和を推進 しようとする日本人

て きたる根が深い ことに留意 し,軽率な行動 はもちろ

にとって大 いに重要 である｡

ん避 けな ければな らないが,この地域 内,または 周辺

それにもかかわ らず,現実 にはベ トナムの動乱はき

諸国間の相互理解の増進 に,忍耐強い努力を惜 しむベ
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きでない｡

拡 げる うえで各委員の討論がたいへん参考 にな った｡

第三 に,日本 において, この地域の開発 に協力すべ

その意味か らも,わた くLに参加 の機会を与 えて くだ

き能力を備 えた優秀な人材の育成 に,格段の努力を払

さ った本会議 の運営 委員の方 々には感謝を したい と思

うべ きである｡

う｡ また このような会議を時宜 をえた時 に開催 した読

われわれは,東南アジアの諸問題の解決が一朝一夕

売新聞社 に敬 意を表 したい｡

にできるとは思わない｡ しか し,日本国民が, この地

最後 に会議 の印象 であるが,論議 の過程で,委員の

域 に対 し,い っそう認識を深 める とともに,日本 の建

間 における イデオ ロギーの差による微妙な意見の くい

設的な姿勢を明確に打 ち出す ことにつ とめ,世界の平

ちがいが見 られた｡ しか し,それにも増 して痛感 した

和 のためにできるだ けの寄与をすることを期待 してや

のは,日本 における東南アジア研究の歴史の浅 さであ

まない｡

る｡太平 洋戦争中あわただ しく短期間だけおこなわれ

昭和4
0年 7月1
1日

た モ南方研 究ミ以来,今 日までの研究の空 自はいかん
ともしがたいようである｡論争の最後になると, どう

世界平和推進会議国 内会議参加者一同｣

も具体的なデー タによる モ今ひと押 しミが で き き れ

(7)

ず , ミ印象ミが先行 して しまうことが残念 であ った｡

以上 4日間の第 2回世界平和推進国内会議 に参加 し

それにつけて も,東南アジア研究 のわが国における後

てみて,いつも‑村 もしくはせいぜい数 力村の研究に

進性を打破 するために,急速なる総合的地域研究 の整

従事 しているわた くし自身にとっては,研究の視野を

備が要 望 されるのである｡
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