
ア メ リ カ の 族

一第27回国際東洋学者

会議に山席 して-

本 桐 武

は じ め に

去る8月アメ リカ の ミシガ ン大 学 (The

UniversityofMichigan)で第27回東洋学者

会議 (The27thInternationalOrientalists

Congress)が開催 されるにあた り,組織委員

長の Prof.R.H.F沌eldか ら京大東南アジア

研究セ ンター岩村所長に招請状が とどいた｡

所長の代わ りにと,わた くLが出席す ること

となったが, そのあと, わた くしの旧友oj
L.A.PeterGosling教授 が Program Com-

mitteeを代表 して,学会 の PanelDiscussion

onAsian and MiddleEastern Studiesで

口本の現況を話すよ うにとの来信があり,喜

んで引き受けることに した｡

8月12｢1の朝京都を出て,同 廿午後 5時半

東京空港か ら NorthWestのチャ-タ一機で

太平洋上を飛び, シア トルに翌朝,といって

も前 日と同 じ12日の午前10時30分到着,入国

手続 きをすませて, さらにひと飛び,午後 7

時半にデ トロイ ト空港に着 き,す ぐバスでア

ンアーバー--の ミシガ ン大学に運ばれた｡翌13

日か ら20日まで会議 に出席 した｡学会後のワ

シントン,ニ ューヨ- クへC/)バ ス観光旅行に

は参加せず,この機会を利用 して,1961年に

たずねたあとのコ-ネル大学 (CornellUni-

versity)における東南アジア研究の発展が見

たかったので,デ トロイ トか らロチェスター

のりかえでイサカ-行 った O コ-ネル大学に

4口問滞在 して,24に=こニ ューヨー クに飛び,

フォー ド財団のほか,わた くLに闇係のある

AgriculturalDevelopmentCouncilとAsia

Society とを訪問 した｡26日の午前 8時半に

ニューヨーク空港をチャーター機で出発, H

廿変更線を越え,27口午後 3時半東京空港に

安着 した｡

正味15泊16｢1の きわめて短 い 旅行であった

が,まる 6年ぶ りのアメ リカへの旅であった

だけに,いろいろな感銘を受けた｡ とくに東

南アジア研究のありかたについて教え られ る

ことが多か ったoEi局長目的である学会の模様

に加えて, コ-ネル大学における束摘アジア

研究状況を報 告したい｡

第27回国際東洋学者会議

InternationalOrientalistsCongressは,

もともとわた くLにとっては馴染みのない会

議であった｡ とい うのは, 第 1回の会合は

1897年 にパ リで もたれ,当時の東洋学の硫学

の方 々が集まったそ うである｡ ところが,本

来は きわめて古典的なフィール ドの研究者で

もって組織 された学会に,戦後,現代研究が

加えられるようになり,同時にひと｢の研究

地域 として東南アジアが とりあげ られること

となった｡ このために,わた くLがJttiJH,=す る

ことになったわけだが , この伝統ある国際学

会が しだいに変質 して きたことはお もしろい｡

6年前 には,モスクワで, 3年前には- ユ

デ リーで開かれたが,今回はアメ リカで,た

またま ミシガ ン大学の創立 150周年 の記念事
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業の一環 として 開催 されたのである｡ 学会

の Presidentはペ ンシルバ ニア大 学 (Uni-

versityofPennsylvania)の W.N.Brown

教授,SecretaryGeneralは ミシガン大学の

R.H.Fi丘eld教授｡

参加者は60カ国か ら,最終登録で 2,653人

にものぼった｡東京か らのほか, フランクフ

ル トとパ リか ら,合計 3機のチャーター機が

参加者に提供 されたというマ ンモス学会であ

った｡ しかも,たとえば, 日本か らのチャー

ター機での参加者は往復旅費,観光旅行費お

よび 滞在費をふ くめて 250 ドルばか り支払

えばよいというのだか ら,この学会にはたい

へんな費用がかかったものと思われる｡

また登録のとき渡 されたプログラムが百数

十ページにのぼるものであったのには,ちょ

っとびっくりした｡

13日の日曜 日に開会式を行ない,月曜か ら

土曜 日午前まで会議が行なわれ,その午後に

閉会式をもった｡会議のほかには,夜には レ

セプションや音楽会があったり,また近郊見

学会が催 された り,図書展,楽器展,陶器展

や博物館の特別展覧などが開かれ,文字 どお

り寸暇もな くギ ッシリつまった 日程だった｡

わた くLは1959年の夏,この大学の English

Languagelnstituteで 8週間英語 を勉強 し

たことがあり, このキャ ンパスはとて もなつ

か しかったが,このキャンパス全体が東洋学

者会議でぬりつぶ された感 じが した｡会議は

午前中は地域 ごとの Sectionalmeeting,午

後には問題別の Structuredpanelと2本立

であった｡

Sectionalmeetingは,つ ぎのように分か

れた｡ (括弧のなかは座長名)

1) Ancient Near East (Prof.∫.A.

Wilson,TheUniversityofChicago)

2) NearEastandlslamicWorld(Prof.

G.E.YonGrunebaum,U.C.LA.)

3) SouthAsiainAncientandClassical
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Times (Prof.∫.A.B.van Buitenen,

TheUniversityofChicago)

4) Modern South Asia (Prof.R.L

Park,TheUniversityofMichigan)

5) SoutheastAsia (Prof.K.L.Peltzer,

YaleUniversity)

6) Early China (Prof.D.Twitchett,

SOAS,UniversityofLondon)

7) ModernChina(Prof.∫.氏.Fairbank,

HarvardUniversity)

8) Japan (Prof.∫.W.Hall,YaleUni-

versity)

9) Korea (Prof.E.Wagner,Harvard

University)

10) CentralAsia and Altaic studies

(Prof.D.Sinor,IndianaUniversity)

つぎに,Structuredpanelとしては,

"Implication of population trends in

Asiaandresearchneeds〃

"ArtcriticismandtheoryinIndia,China

andJapan"

"Comparativestudiesintraditionalbu-

reaucracy"

"Comparativestudyonentrepreneurship

intraditionalsocietyanditsrolein

modernizationH

〃Musicintheorientaltheater''

"Changlngperceptionoflaw inAsia''

"EastAsianlanguagesandlinguistics"

"AncientorientalandancientAmerican

cultures〃

"LibraryresourcesinAsianstudies"

"Comparativestudiesinthehistoryof

themodernizationofagriculture"

"Traditionalpatternsandrevolutional

movementin丘ctionけ

りInstituteofAsianandmiddleEastern

studies〃

HTraditionalism andinnovationinartH
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りproblemsofthepeasantryinAsia"

"Modernlinguisticsandtheoriental

languages"

がとりあげられた｡この Structured panel

は,ともすれば地域別に分化しようとする東

洋学研究に有機的関連性をもたせるものとし

て,その成否はともか くとして,なかなかお

もしろい企画である｡

わた くLはもちろん, Sectionalmeeting

のうちでは,東南アジア部会に出席したが,

この部会が 2会場にわかれることもあったの

で,すべてカバ-することはで きなかった.

ここに,この部会の報告者と題 目をかかげ,

東南アジア研究の現状を知るための一弓功とし

たい｡

MeetirLgOfSoutheastAsia

Chairman:KarlJ.Pelt21er,Yale
University,NewHaven

(Monday)

History

Chairman:T.YAMAMOTO,University of

Tokyo

Y.T.HsU,SoutheastAsiaResearchCentre,

Singapore,"Thecontribution ofChinese

sourcestotheancienthistory ofSouth-

eastAsia"

R.deBRUIN,UniversityofAmsterdam,"Zin

enOnzininde3-A Beweglng"

F.S.JosE,Manila,"Philippinenationalism
inthesixtiesanditsanti-Americanmani-

festation"

Politicalscience

Chairman:K.∫.RATNAN,University of

Singapore

V.M.FIC,NanyangUniversity,Singapore,

"Singapore-itsforeign policy outlook:
1965-67"

W.R.FISHEL,MichiganStateUniversity,

EastLansing,"Cambodia-Vietnamboarder

frictionsinhistoricalperspective"

U.MAHAJANI,AustralianNationalUniver-

sity,Canberra,"Theriseandfallofthe

lndonesian-Philippineentente"

A.-G.MARSOT,AmericanUniversity,Cairo,

"The prospectsofChineseinfluence in

SoutheastAsia"

M.P.ONORATO,CaliforniaState College,

Fullerton,"Ⅰndependencerejected: The

PhilipplneS,1924"

Geography

Chairman:OoIJim Bee, University of

Singapore

T･CHIBA,AichiUniversity,Toyohashi,"A

geographicalapproachto C̀hang-1in',an

epidemicmiasmainSouthChina''

D.W.FRYER,University of Hawaii, Ho-

nolulu,"SmalltlOlderproductionandcentral

processing"

N.YAMAMOTO, Keio University,Tokyo,
"EconomicconditionsofSoutheastAsian

countriesfrom theviewpointofNorth-

Southprol⊃lems"

(Tuesday)

Pre-modernSoutheastAsianHistory

Chairman:0.W.WALTERS,CornellUniver-

sity

M.C.S. DISKUL, Silpakorn University,

Bangkok,"TheevolutionofSukhodaya

bronzeHinduimagesandtheirverification"

A.H.JoHNS,AustralianNationalUniversity,

Canberra,"Literaryandreligiouselements

in Indonesianhistoriography,1500-1700:
A tentativeframeofreference"

L MALLERET,Paris,L'OcEoetL'expansion

ancienneduroyaumeduyou-Nan"

F.H.vanNAERSSE工1,UniversityofSydney,
"SoutheastAsiain ancientandclassical

times"

D.K.WYATT,SchoolofOrientalandAfrican

Studies,UniversityofLondon,

"ThreeSukhodayaoathsofalleglanCe"

AnthroPology

I.S. BoENIGK, Argentine University of

Social Sciences, "The matriarchy in

Minangkabau"

M.Yon DEWALL, University ofMalaya,

KualaLumpur,"TheTiercultureofSouth

westChinaanditsDong-sona托nities"

J.GMAHLER,ColumbiaUniversity,NewYork,
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"A rareBurmese Bodhisattva imagein

Pagan"

T.P.MEENAKSHISUNDARAN,MaduraiUniver-

sity,Madurai,"A national festival of

ThailandbearingaTamilname"

(Wednesday)
Linguisil'cs

J･R.FRANCISCO,UniversityofthePhilippines,

QuezonCity,"SoundandsymbolinPhilip-

plnelanguageandscript"

P.S.PNG,UniversityofSingapore,"Chinese

loanwordsintheMalaylanguages"
′

S.LEWITZ, Ecole Nationaledes Langues

OrientalesVivantes,Paris,"L'accentuation

syllabiqueenCambodgien"

G. MEILLON, InstitutFranco-Vietnamien,

Paris,̀̀LesvoyellesbrevesenVietnamien"
TheChineseinSoutheastAsia

Chairman:K.∫.PELTZER

W.FRANKE,UniversityofHamburg,"Some

problems of Chineseschoolsandedu-

cation in SoutheastAsia-inparticular

MalaysiaandSingapore"

G.H.WEIGHTMAN,HunterCollege,NewYork,

"ThePhilippine Chinese image ofthe

Filipino"

(Thursday)
AnthroPology

C･E･CUNNfNGHAM,Yale University,New
Haven,"Thaitraditionaldoctors"

∫.MINATTUR,NanyangUniversity,Singapore,
〃SouthlndianculturecontactsinNusan-

tara''

P.SRENSEN,UniversityofCopenhagen,"Re-

1ationsbetweenChinaandSoutheastAsia

duringtheNeolithicperiod"

Theinteractionofalienandindigenousfac-

torsin modernSoutheastAsian history

Chairman:H.∫.BELEA,YaleUniversity,

T.A.AGONCILLO,University ofthePhil-

ippines,QuezonCity,"AFilipino,response

toAmericanpoliticalandculturalinstitu-
tions

C.D.CowAN,SchoolofOrientalandAfrican

Studies,UniversityofLondon,"Continuity

and changein theinternationalhistory

ofmaritimeSoutheastAsia''
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∫.D.LEGGE,Monash University,Clayton,

Australia (代読)"Tradition and innova-

tionsinIndonesianlocalgovernment"

W.F.VELLA,UniversityofHawaii,Honolulu,

"VajiravudhofThailand:traditional
monarchandmodernnationalist〃

G.WANG,ANG,UniversityofMalaya,Kuala

Lumpur,̀ Àlien education in Malayan

history"

Literature

Chairman:W.∫.GEDNEY,University of

Chicago

H.H.PrinceDHANINIVAT,Bangkok,"Adap-
tationofNaturetoArtintheRamakien"

D.BECKOVA,OrientalInstituteofCzecho-

slovak Academy of Sciences,Prague,
〃Khitsam-A milestonein modern Bur･

meseliterature"

D.MoRTON,InstituteofEthnomllSicology,

University ofCalifornia,LosAngeles,
"TheThaimusicdrama"

∫.NooRDUYN,UniversityofLeiden,"Traces

ofOld-SundaneseRamayanatradition''

D.H.deQUELJOE,University of Hawaii,

Honolulu,"ThesocialdimensionsinAbdul

Muis'SalahAsuhan(Wrongup-bringing)"

J.RALL,University of flamburg, "Nine

brothers-Adeluge一mythfrom Vietnam"

S.SrNGARAVELU,UniversityofMalaya,Kuala

Lumpur,"A comparative study ofThai,

Malay,andTamilversionsoftheRama-
yanaり

P.∫.ZoETMULDER,Djokjakarta, "The Ja-

vanesecharacterofOld-Javanesepoetry"

(Friday)

ReligionandPoliticsinContemZ)orary South-
eastAsia

Chairman:Robert0.TILMAN,YaleUni-

versity
E.M.MENDELSON,SchoolofOrientaland

African Studies,University ofLondon,

"Politics and sectarian activity in the
BurmesemonkhoodH

M.SARKfSYANZ,HeidelbergUniversity,"Bud-

dhistbackgroundsofBurmesesocialism"

K.∫.RATNAM,"Religion and politics in

Malaya"
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R.ANWAR,Djakarta,"Islam andpoliticsin

lndonesiaけ

History

Chairman:D.G.E.HALL, YaleUniver-

sity

D.K.BASSETT,CentreforSoutheastAsian

Studies,UniversityofHull,"Anglo-Dutch

competitionintheIndonesianspicetrade,

1600-1685"

HTINGAtTNG,WakeForestCollege,Winston-

Salem,"A defenseoftheBurmesechroni-

clesり

SLAMETMULJANA, University of lndonesia,

Djakarta, "The decline and fail of

Madjapahit"

T.YAMAMOTO,"Van don-atradeportof

Vietnam"

(Saturday)

Politicalscience

Chairman:JosefaSANIEL

E.R.WRIGHT,MidwesternUniversity,Whi-

ChitaFalis,Texas,"TheUnited States

experienceinSouthVietnam,1954-63:A

surveyandevaluation"

S.H.ALATAS,UniversityofSingapore,"The

sociologyofcorruptioninSoutheastAsia"

I.C.ScoTT,UniversityofWisconsin,Ma-

dison,"Thefunctionsofcorruption in

SoutheastAsia"

P.LYoN,LondonSchoolofEconomicsand

Political Sciences, London University,

"Warandpeacein SoutileaStAsia''

J.S.SIDHU,University of Malaya,Kuala

Lumpur,"BritishadministrationinUpper

Burma- theearlyyears"

Sociology

Chairman:Karl∫.PELTZER

S.H･ALI, University of Malaya, Kuala

Lumpur,̀̀Changingpositionand function

ofthePenghuluH

M･A･JASPAN･ University of Western
Australia, "Sociological aspects of
urbanizationinSouthSumatran

C･LEE, Catholic High School,Bentong,

Malaya,"Malaya and her educational

problems"

TRAN-NGOC-CHAU,Paris,"PolygamylnVieト
nam before1939''

K.VAROPHAS,NortheastillinoisStateCollege,

HSakdinaortl一eOldThaitableofranksり

この部会の構成ぶりをみてわかるように,

あるセッションでは 7報告,あるセ ッション

で 2報告が,それぞれ 2時間半にまとめてあ

り, きわめて雑然たる感 じがした｡これは実

は,学会組織委員会としては,はじめに報告

希望を受けつけ,これを全部集めてセ ッショ

ンを編成 したらしいO ところが報莞-するはず

のものが出席をとりやめた｡さらに開会の直

前になって70人近 くのデレゲーションを送っ

て くるはずであったソ連が参加を取 り消 した｡

それにつづいて,ポーランドと- ンガ リーも

これにしたがった.共産圏諸国か ら全部こな

かったのではな く,東独は一部がやって きた

し,チェコはほとんど予定どおり出席 した｡

また,フランス人の学者はベ トナム戦争に抗

議して,かなりの数が出席をとりやめた｡こ

うして,来るはずの人が来なかったため,混

乱が起こったわけである｡はなはだしい場合

は 1セ ッションで 5人報告するはずが 2人 し

か報告者がないという場合もあった｡またセ

ッションごとに座長を置いたoたとえばェ-

ル大学 (YaleUniversity)の HarryBenda

教授のように,みごとにとりまとめたもo)ら

いるが,アメリカ人以外が座長を勤めると,

報盟のあと "Anyquestion?"というだけで,

とりまとめにならないこともあり,座長のよ

しあしが,こうした国際学会の運営にあたっ

ては,なかなか大切であると思われた｡

個々のペーパーに関 しては,大部分がわた

くしの専門以外だったので,話をきいている

だけでは,よくついてゆけなかったので,班

念ながら,おもしろそうなのとそうでないの

とがあったということしかいえない｡ただ部

会の全体としての印象をいうと, 古典的研先

にかんす る報告はきわめて少な く,また歴史
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研究 といっても近代史が多かった｡ したがっ

て大部分が現代研究であるといってよい｡つ

ぎに研究分野としてみると,文化人類学と歴

史学とがウエイ トを占め,これに言語学,文

学,華僑問題および政治学がついでいる｡経

済分野についてのペーパーーを読んだのは慶応

大学の山本登教授 1人であった｡

1セ ッションには,だいたい 50人か ら100

人 ぐらい出席 し,出席者は熱心に聞いていた｡

しか し,ディスカッションはあまり調子の高

いものとは思われなかった｡ 日本から東南ア

ジア部会に出席 したのは慶応大学の山本教授

のほか,座長をつとめられた東大の山本達郎

文学部長とわた くしの3人であった｡

だい たい午後,ときには夜に,開催された

Structuredpanelは, さきに触れたように,

アジア全体を通 じての議論を行なうことを目

的としたO比較的準備 もよかった関係で,お

もしろかった｡ 特に 感銘が 探かったのは,

｢近代の農業発展｣を 取 り扱 ったセ ッション

で, これは議論が 自熟 した｡ Agricultural

DevelopmentCouncilの ActingExecutive

Director(その後 VicePresidentに昇進)で

ある Clifton氏.Wharton,Jr.が座長をつと

めた｡現在アジア開発銀行の局長をつとめて

いる Dr.S.C.Hsiehと台湾農村復興合作委

員会の T.H.Leeによる"AgriculturalDe-

velopmentinTaiwan,191ト60"の報告と,

Prof.∫.R.Behrman,UniversityofPennsyl-

vaniaの報告,"Therelevancyoftraditional

economic analysis to Oriental peasant

agrlCulture:acasestudyofrice supply

responsesinThailand,1937-40"(一昨年,

アメリカの農業経済学会の大学院学生の博士

論文賞をもらった)とがあった｡後者の報告

を中心として,統計資料にもとづいて東南ア

ジアの農業問題をどこまで処理できるかにつ

いて議論が二つに分かれた｡アメリカ側 (特

に若い学者)は 可能 だという, これにたい
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し ドイツの-イデルベルヒ大学 (Heidelberg

University)にある InstituteforSouthand

SoutheastAsianStudiesか ら10人余 り来て

いたうちの,ProfessorSchillerという有名

な農業経済学者が猛烈にこれにくってかかっ

た｡ Behrman教授が電子計算機を使って計

算 したプログラミングはもっともであるが,

はた して使われている統計が正 しいかどうか

正確度の低い統計をもととしてどれだけがつ

かめるというのが攻撃であり, しか しこれに

たいし, しからばそのほかにどんな有効な方

法があるかというのが反撃であり,議論は結

末をみなかった｡

Structuredpanelのひとつとしての,in-

stitutionsforAsian and Middle Eastern

Studiesは,座長 Prof.良.Ⅰ.Crane,Duke

Universityのもとで開かれ,アメリカを座長

自身が,イギ リスを Prof.C.D.Cowan,SOAS,

UniversityofLondon,フィリピンを フィリ

ピン大学 くTheUniversityofthePhilippines)

の MissJosefaSaniel,そして日本について

わた くLが報告 した｡この学会の mainevent

だと聞かされていたが,出席者は数十人にか

ぎられ,議論があまり活発でなかった｡その

理由は,ソ連 とインドか らの報告者が欠席 し

たことや,座長が報告者を兼ねたという運営

上の不手際にもよるが,それ以上に各国にお

けるアジア研究機関にあまりにも相違があり

すぎたことに,この不活発 さの根本的な原因

があると考えられる｡それだけに,アジアお

よび中近東の研究機関の現状と問題とをとり

まとめるパネルとしては,座長がよほど十分

な準備を整えておかなければならなかっただ

ろう｡

わた くしの報告のあと,-イデルベル ヒ大

学の Institute for South and Southeast

AsianStudiesの代表者として,英語のうま

い若い人がコメントにたった｡彼は東南アジ

ア研究センターのことをよく知 っていた｡｢自
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分のほうは fieldsurveyを重視 しておらず,

classicalstudyに追 わ れ て しまっている｡

classicalstudy も大切で あ るが,fieldsur-

vey も大事で ある｡ われわれのは 京都大学

東南アジア 研究 セ ンターの fieldsurveyの

規模の1/10にもなっていない｡ しか し近い将

来必ず追いぬ くであろう｡｣また,｢自然科学

と社会科学 との協同研究が大事だ｡アメ リカ

の大学はや っていないが,わが大学は京都大

学 と同 じように自然科学 と社会科学 との協同

のもとに 研究をすすめている｡｣ という意味

のことを述べた｡まことに ドイツらしい｡

あとでアメ リカ人か ら, この束洋学者会議

は unwellorganized conference だ ったと

いう話 も聞いた｡世界各国か らこれだけ大勢

のいろいろな分野の人が参加 し, しか も取 り

消 しが多か った り観光旅行のためにや って き

たものさえ多分 にあった りして,学会 として

はたい-んめん どうなことが多かったにちが

いない｡ わた くLは, こうした 条件 のもと

にもかかわ らずよ くぞこれだけまとめたこと

と,いまなお感嘆 している｡ これか らはこう

した国際会議に東南アジア研究セ ンターの関

係者,ことに若い人が積極的に 出席 した ら

よいと思 う｡いろいろな意味で得 るところが

多いにちがいないか らである｡ しか し,出荷

す る以上,積極的に討論に参加す るのがよい

が,それは,われわれにとってはなかなかむ

ずか しい｡そこで,少な くとも報告発表を し

なければ,わざわざ出かけている以上は損だ

という気がす る｡報告にさい しては,かなら

ず ペーパー を 配布 してお くべ きだ｡ なぜな

ら,ペーパーを配布せず,口頭だけで報告す

るとき,こん どの学会でも報告 した 日本人の

なかにあったように,われわれの英語では十

分に意を通ず ることがで きないか らである｡

ペーパーを配布す るにあたっては,その英文

は十分に brush-up してお くことや,ペーパ

ーを読むけいこを してお くことも,大切だと

思われた｡

コ ー ネ ル 大 学

わた くLは, コ-ネル大学には1957-60年

まで大学院学生 として留学 し,その翌1961年

に東南アジア研究計画の準備のための調査 と

して,臼井二尚教授 と,亡 くな られた棚瀬裏

爾助教授 と一緒に 訪ね, ここの Southeast

AsianStudiesProgram を勉強 させてもらっ

た (臼井二尚･棚瀬裏爾 ･本間武 『東南アジア

研究にかんす る視察旅行の報告』昭和36年,プ

リント版,pp.55-64)｡それか ら6年ぶ りに訪

れたわけであるが,今度行 ってみて,なかな

かよ くやっているがここ数年問あまり発展が

な く,率直にいってむ しろ停滞気味だとい う

印象を受けた｡研究機関の研究状況には, と

きには山がありときには谷があるものだと考

えさせ られ,よほど注意 しないと,かつて繁

栄をきわめた研究機関が沈滞す ることが十分

にありうるのではないかと思 った｡そうした

感 じを受けた理由は,ひとつには研究がマ ン

ネ リズムに陥っているので は な い か と感 じ

られたことである｡ もうひ とつ には, 6年

前には専門を巽にす る東南 ア ジア 関係 の教

授の問の共同研究のた め の意 欲 が ひ じょう

に強かったのにたい し,現 在 は各 教 授 が バ

ラバ ラに個別的に仕事を進 め て い る こ とで

ある｡ コ-ネル大学 として最 も活 発 に仕 事

を進めているのは ModernIndonesianPro-

jectであるが, これも Kahin教 授 個人の

projectとい う感 じが強い｡ つまり彼が自分

自身で金をとって きて,Ⅰndonesia人を呼ん

でや っているといったような仕事ぶ りである｡

(永積昭 ｢アメ リカおよびオランダにおける

イ ンドネシア研究の現況｣および矢野暢 ｢ア

メ リカにおける東南 アジア研究の現況｣ (仮

題)『東南アジア研究』1968掲載予定参照)

もう一つの コ-ネル大学 としての projectは
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いる ThaiProjectがあるが, Modernln-

donesianProjectのように若いアメリカ人

もインドネシア人も集めておらず,かつての

Ban°hanProjectのときのような活気が見

られない｡ しかし,いずれにせよ,コ-ネル

大学の SoutheastAsianProgram はきわめ

て researCh-orientedという感じが強かった｡

また,現在までにアメリカの東南アジア研究

で約200名 Ph.D.が出ているが,その1/4は

コ-ネル からだといわれ, 依然 としてここ

が東南アジア研究の牙城になっている感じで

あるo ModernlndonesianProjectのオフ

ィスで,わたくしはまる半 日を過ごし, 6人

の若い研究者と話しあったが,いずれもひじ

ょうに細かい研究をすすめている｡もちろん

Kahin教授の影響もあって,政治学的研究が

中心課題となっているが｡

SoutheastAsianStudiesProgramの1967

-68年度の faculty をかかげると つぎのと

おりであり,1961年のときとすでにかなりか

わっている｡

JohnM.Echols(言語学および文学)

FrankH.Golay(経済学)

RobertB.Jones,Jr.(言語学)

GeorgeMcT.Kahin(政治学)

Stanley∫.0'Connor(美術史)

RobertA.Polson(農村社会学)

LauristonSharp(文化人類学)

JamesT.Siegel(文化人類学)

JohnW.Wolff(言語学)

0.W.Wolters(歴史学)

コーネル大学で,SoutheastAsianStudies

Programのほか,わたくLが訪ねたのはInter-

nationalAgriculturalDevelopment Pr0-

gram である｡これは,わたくLが1961年コ

-ネル大学に行ったときは,やっとスター ト

しようとしていたOこのプログラムはコ-ネ

ル大学の新 しい特徴をよくあらわしており,

わがセンタ-,とくに農学関係者には非常に
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参考になると思 う｡もともとコ-ネル大学は

私立と州立とが一緒になっており,高いほう

の upper CamPuS に College of Agri-

cultureが, 低いほうの lowercampusに

SoutheastAsianStudiesProgram の ofnce

がある｡さて,ニューヨーク州の農業がだん

だん衰え, 農地を元に戻して森林にする re-

forestration program がニュ～ヨーク州農

業にとってもっとも有利だという考えさえで

てきている｡そうすると,州立大学としての

農科大学があまり重要でなくなって くる｡こ

れがコ-ネルの農科大学の悩みであった｡し

かし, CollegeofAgriculture は第二次戦

争前の南京大学農学部の設立運営に援助をし,

中国農業研究の権 威 で あった Dr.Lossing

Buck もこの projectで南京に赴いていた｡

他方,戦前から中 国をはじめアジア諸国から

の留学生を多数受けいれており,中国に対す

る援助の伝統は非常に根強かったO戦後にな

ると,フィリピン大学農学部に対 しても援助

を開始した｡こうした背景において,1960年

に,低開発国農業に対する研究を全面的にカ

バーするこの組繊が できた｡現在 600人の大

学院学生がいるが,そのうち200人は低開発

国からの留学生であるo したがって,Inter-

nationalAgriculturalDevelopmentPro一

gram の目的は低開発国農業発展のための教

育と研究ということになる｡

なお,InternationalAgriculturalDevelop-

mentProgram の計画として, つぎの4点

をあげるo

1. 国際農業発展のために働 くアメリカ人

と外国人の学部学生および大学院学生を教育

するための総合的計画

2. 生物科学および社会科学の基礎的応用

的研究計画

3. 国外の大学に,スタッフと施設を供給

する直接援助計画

4. コ-ネル大学と関係機関との閥の大学
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院 学/J三および専門的スタ ッフの交換計画

この計画を遂行す るために,/)ぎの事業を

営 む ｡

1. コ～ネル大学におけ る教育

2. 海外における教育と研究

(i) フィリピン大学農学部にたいす る援助

(2) フィリピン人およびアジア人大′､勘定学

二牛の教育

(3) フィリピンにおいてのアメ リカ人大学

院学封:_の教育

(4) フィリピン人とアメ リカ人のスタッフ

の交換

(5) 熱帯農業生産についてのアメリカ人ス

タ ッフの専門的教育

3. セ ミナー ･作業部会および会議

(Cornell'sprogram of International

Agriculture Development, A Fourth

Dimension,1967)

フォー ド財団の Vice-president を してい

た Dr.F.F.Hillが コ-ネル大学の農学部長

だった関係からか,その経費の多くはフォー

ド財団か らでている｡このプログラムの Di-

rector の Dr.KennethL Turk は肩 書 は

Professorofanimalhusbandryだが,実際

は director職 に専心 している｡ 各学科に必

要な講種をつ くることも一つの仕事である｡

対外援助としては, フィリピンの農科大学に

一番力をいれるが,研究地域 としてはラテ ン

アメ リカで幅広い仕事を している｡

ここで 注 意 す べ きは SoutheastAsian

StudiesProgram と InternationalAgricuト

turalDevelopmentProgram との関係であ

し,他方は development-の直接的 貢献の

が州正 という違いもあり,両者 の協調はほと

んど行なわれていない｡両方 の プログラムに

籍を もっているC/)は, 農村社会学者の Pole-

man教授だけである｡ この問題は コ-ネル

として･は困った ことではないか と思われたG

む す び

こんどの旅行で,痛感 したことは,世界が

いよいよ狭 くなったということだった｡貝体

的 にい うと,帰国のH, 捌食をニューヨ･-ク

で とって,ケネデ ィ空港をアメ リカ東邦夏時

間の午前 8時半に離陸,そ して東京空港には

牛後 3時半に着陸 した｡東海道新幹線にのっ

て,京都に帰宅 したのは午後 8時すぎ,家族

は夕食を待 っていて くれた｡時差の闇係もあ

るからごまか しにはなるが, とにか く,朝食

はニューヨーク,夕食は京都でとったことは

事実だ｡

われわれの学問世界もいよいよ狭 くなって

きたのだC ところが,東南 アジアli汁.究に,)い

て,アメリカと日本のギャップは,い ささか

も狭められていない感 じだ｡.ことにわた くし

の専門とす る東南アジアの農業経済学的研究

にかぎってみても,その聞 きの大 きいことを

強 く思い知 らされた｡ この意味で,東再 アジ

ア研究を進めてゆくために,アメリカの東南

アジア研究の実態にたえざる注意を払 うこと

が,重要であるとともに,われわれの研究戊

巣をひろ く国際｢和 こ発表す ることの必要性を

感 じたのであったO
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マレーシア

中央畜産試戟場に滞在 して

佐 々 江 洋 太 郎

筆者は京都大学東南 アジア研究セ ンターの

農業生産班による現地調査隊の一員として,

昭和42年 1月 6日より2週間,京都大学農学

部西川教授に随行 して,マレーシアの畜産の

現状を調査 し,その後主 としてマ レーシア11T

央畜産試験場に約 6カ月間滞在 し,乳用牛の

生産性に関す る調査研究を行なった｡

Ⅰ

マ レーシアでは最近10年間,家禽および豚

産業の発展は著 しく,大中都市周辺に,いわ

ゆる商業畜産 とよばれる大規模経営の農家が

多 く出現す るようになった｡ しか し酪農およ

び肉牛産業については裏庭的産業の域を出て

いない｡また畜産物の輸入は年 々莫大な量に

のぼり,人 口増加とともに動物蛋白は不足す

る一方であり,国内畜産業の発展振興は重要

な問題 となってきているO畜産業発展上の主

要な問題点 として,家畜の生産性改良,伝染

病の予防,市場の設立,公衆衛生対策,畜産

業に関す る人材の養成および関連産業の振興

などがあげられるが,またマレーシアの人種

構成はマ レー人,中国人およびイ ンド人 と複

雑で,宗教 と習慣が彼 らの食生活を制限 して

いることも間接的にではあるが畜産業の正常

630

な発展の障害 となっている｡

マレーシアでは日本の畜産局に相当す る政

府機関の名前が VeterinaryDepartmentと

いうように,職員のほとんどが獣医師である｡

これは熱帯地方における畜産業の確立には各

種の伝染病や疾病に対す る施策と技術の施行

が必要なためと考えられ る｡ このおかげでマ

レーシアでは他の東南アジア諸国に比べかな

り早 くから主なる家畜の伝染病を駆逐,予防

してきた｡ しか し今後畜産業をさらに発展 さ

せ るためには畜産などの獣医部門以外の専門

家 もまた不可欠 と考えられ,早急に人材を養

成す ることが必要であろう｡獣医学科や畜産

学科は現在,国内の大学にないので,人材の

養成はすべて海外留学に依存 しなければなら

ないが,これにも人員に制限があり,将来国

内に専門の教育機関を設置す ることが必要で

ある｡

VeterinaryDepartmentの組織 として各州

に支部が設置されていて,伝染病の予防を主

な業務 としている｡国内には畜産試験場が 2

カ所, 中 央家畜病理研究所,家畜人工授精セ

ンターおよび家禽の育種改良試験場がそれぞ

れ 1カ所づつある｡ これ ら以夕日こ国内の獣医

師不足を補 う意味も含めて,獣医師の助手と

しての VeterinaryAssistantや Veterinary

Attendantの教育を 目的とした Veterinary

TrainingCenterがある｡

Ⅲ

筆者が滞在 した 中央畜産試験場は Singa-

poreより汽車で約 3時間北上 した Johore州

の Kluangにあり,種畜の生産および乳用牛

の品種改良を主な業務 としている｡試験場内

には乳用牛以外に水牛,山羊および馬などが

飼養 されているが,乳生産 と乳用牛の品種改

良 に重点がおかれ,これ らの家畜に対 しては

現在のところほとんど関心は払われていない｡

試験場の職員の構成は次の通 りである｡
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VeterinaryO托cer

｣
A ssistant

Veterinar y O 氏 cer

Veterinary

Assistan t

l
Veterinary

Attendan t

Research

Ofhcerr
I

Veterinary
Assistant

I

Veterinary
Attendan t

Workmen

O氏cerは海外留学 などによって 大学また

はそれ以上の高等教育を受けたもので,獣医

師が 2人,病理学の専門家が 1人配置されて

いて彼 らが試験場を管 理運営 している｡Vet-

erinaryAssistantは高校卒業後, 国内で 2

年間獣医学の基礎教育を受けたもので,試験

場の日常業務や簡単な治療などほ彼 らが主体

となって行なっている｡ VeterinaryAtten-

dantは6カ月間簡単な教育を受けたもので,

器貝の消毒など VeterinaryAssistantの助

手 として働いている｡マレーシアでは乳用牛

を飼養す るものはほとんどイ ンド人であり,

試験場の職員も 0氏cerを含めてほとんどイ

ンド人であるが,労働者にはマ レー人も多 く

見られる｡

試験場内に飼養 されている乳用牛の品種は

在来種の LocalIndian Dairy と肉用牛の

Kelantan,インド産の Red Sindhiおよび

Sahiwalそして最近オース トラリアから輸入

された Friesianで,それに在 来種と外来種

の雑種が主なるものであった｡従来,試験場

では在来種とイ ンド産の外来種 との雑種を作

り出し,乳用牛の生産性を改良 しようという

試みがなされてきた｡ しか し第二次大戦後,

家畜の頭数が激減 したため,雌牛の屠殺禁止

令が施かれたりして,家畜の増殖が先決問題

となり,品種や生産性の改良が後回 しにされ

たせいもあろうが,品種の固定が進んでいな

いために,個体問の生産性の差が大 きく,礼

用牛の牲産性が改良 されてきたとはいえない｡

試験場全体 としては生産性が向上 しつつある

ことは認められるが,水道の完備,発電機の

設置および草地の造成などの飼養管理の改善

によるところが大 きいと思われる｡ 今後,飼

養管理に注意 して,後代検定などによる適 当

な選択淘汰を行なって乳用牛の改良を推進す

る必要がある｡最近オース トラリアか ら輸入

された温帯種 と熱帯種の雑種を作り出 してい

るが,純粋の温帯種は熱帯の風土病に対す る

抵抗力が弱 く,このことは試験場の医療費が

温帯秤の輸入前に比べて 2倍以上にも増加 し

ていることからもわかる｡ このため温帯種を

放牧に出す ことが出来ず,特別の飼養管理が

必要となっている｡温帯種 と熟特種の雑種の

場合は風土病に対す る抵抗力も強 く,熱帯種

に比べて成長速度や性成熟期が早 く,体型 も

大きいようであるO乳生産に閑するLfLi録はま

だ得 られていないが,今後の興味ある聞題で

ある｡飼料には外部か ら購入された濃厚飼料

と場内の草地から得 られ る牧草を利用 してい

る｡場内の草地には禾本科 と豆科が混播 され

ているが,温帯種の牧草の導入 も試験的に行

なわれている｡現在主 として利用されている

牧草の品種は熟諸種の Napierで, 1カ月で

人間の身長近 く伸びるほど成長速度が早 く,

量的には申し分ないが硬い繊維部分が多 く,

栄養的には問題があるようである｡

従来,試験場での家畜の繁殖はすべて自然

交尾によっており,数年前にアメリカから輸

入 された凍結牛精液が試験的に人工授精 され

たにすぎないO筆者は日本から人工授精器具

を持参 し,人二日受精を試みたが,試験場 も全

面的な人二仁授精-の移行を認めたので,試験

場に飼養 されている種雄牛から精液を採取 し

て精液性状を検査 した｡ さらに精液の液状お

よび凍結保存を検討 し,場内で採取 した精液

やアメリカからの輸入凍結粘液の人工授精を

行なった｡発情の期間はだいたい24時間で,

発情の発見は放牧か ら帰 ってきた雌牛が種雄
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牛の畜舎の回りを排禍 して自分の畜舎に帰ろ

うとしないものにつき発情粘液の有無などの

発情鑑定によって行なっている｡人工授精の

場合,授精の適期が特に重要であり,現在の

方法ではかならず Lも授精を適期におこなえ

るとは限らないので,今後発情の発見をもっ

と注意深 く行なうべきである｡葬さも帯乳用牛の

体型は全体的に小 さく,また気性の荒いもの

が多 く,子宮腰部錯子の使用が困難なことが

あり,子宮頚管の深部注入が不可能なため子

宮外口部に注入せざるをえないことがしばし

ばあった｡ このことから,腔鏡法は簡便で技

術も普及 しやすいと思われるが,銀子を少 し

小型にす るか,庖腸腺法を併用す ることが考

えられる｡人工授精は専門的な技術 と知識を

必要 とす るので,他の仕事の合いの問に行な

うというようなことではなく,人工授精専門

の人材を養成 し配置することが必要であろう｡

また従来の自然交尾などの場合より種雄牛の

飼養管理を注意深 く行なわねばならないし,

現在精液採取に発情雌を使用 しているが,撹

牝台を作成 して,種雄牛を調教す ることも必

要である｡ 自然交尾では多数の種雄牛を飼養

しなければならないが,繁殖方法が人工授精

に移行 した場合,後代検定などによって優秀

でない種雄牛を選択淘汰 しなければ人工授精

の意義も半減するであろう｡マ レーシアには

3年前に家畜人工授精センターが 1カ所設吊

され,設備もいちおう整っているが,人材が

不足 しており,もっぱら豚の人工授精を行な

っていて,牛のほうは農家の認識不足もあっ

てほとんど行なわれておらず,施設 も一部 し

か活用されていない｡

筆者が 日本より持参 した体尺測定器および

鼻紋採取只で熱帯乳用牛の体型的特徴を調査

し,体重測定は場内に設置されてある牛衡器

で行なった｡前にも述べたが,熱帯乳用牛は

温帯種に比べて体型は全体的に小 さく,体重

も少ないが,体長が体高より短いのが特徴で
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ある｡鼻紋はA型およびB型が 8割以上を占

め,これは温帯種の場合 と同様な傾向である｡

体色は褐色が主体で,額などに白い斑点があ

るものも多 くみられる｡温帯種に比べて乳房

も全体的に小さく,乳頭 も不揃いで,場内で

は温帯種の Friesian には ミルカーを使用 し

ているが,熱帯乳用牛の場合, ミルカーの使

用は困難で手による搾乳を行なっていた｡ま

た熱帯乳用牛は家畜化が進んでいないためか,

性質が荒 く,特に在来種の Kelantan とその

雑種に著 しいが,人工授精や体尺測定の際,

枠場に牛を入れて行なったが,試験場に滞在

しはじめのころは彼 らの筆者に対する歓迎ぶ

りは手荒 く,打身と捻挫の連続であった｡

試験場に飼養されている乳用牛の乳質検査

として,比重および脂肪率を測定 し,アルコ

ールテス トもあわせて行なった｡その結果,

比重は温帯種に比べて顕著な差は見 られなか

ったが,脂肪率については温帯種の Friesian

などに比べてかなり高い値を示 した｡ これは

熱帯種の乳生産量が Friesian に比べて 極端

に劣っていることも原因の一つにあげられる

であろう｡アル コールテス トについては,各

個体について 3回以上,新鮮牛乳を供試 して

行なった.総試料のうち約10%がアル コール

凝固反応を示 したが,同じ個体について 3回

以上連続 して凝固反応を示 したものは 2- 3

頭にすぎなかった｡試験場では朝夕 2回の搾

乳を行なっているが,夕方に搾乳 した牛乳だ

け殺菌冷却し,翌朝まで冷蔵庫中で保存 し,

朝に搾乳 された牛乳とともに,汽車で Singa-

poreや Johore Barn-, 近隣の 町-は車

で直接配達される｡夕方に搾乳された牛乳だ

けを殺菌するのは,衛生的見地からよりも翌

朝まで保存 しなければならないので,牛乳の

品質を維持する目的で行なっている｡また当

地は熱帯に属するが,マレー半島の先端部に

仲間するので, ｢川 Iはさすがに暑 く,気温も

40oC 近 くまであがり,精子の活力 検査を行
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なう際,精子を 37oCに加配 して行なうが,

その必要がないこともしばしばあったが,刺

晩 はたいへん涼 しく,左上と夜の温度差が大 き

い｡冷蔵庫内では殺菌,末殺菌 にかかわらず

牛乳を 3日以上保存出来るが,冷蔵庫外に放

tl肯す ると, 日中で約 6時間,夜中で12時間以

内に品質は低下 し,アルコ- ルテス トにおい

て凝固反応を示すようになる｡牛乳を汽車や

巾で輸送する場合,充分に冷却して,戸外に

良 く放TrF.I-_するようなことをせず,迅速に行な

うことが必要である｡マ レーシアでは人種の

いかんにかかわ らず, コーヒーや紅茶に練乳

をた くさん入れて飲む習 慣があるが,生牛乳

を飲む習慣があるのはインド人と一部の申 国

人にすぎない.牛乳の価格はH本の場合とあ

まり差はないが,マレーシアでは牛乳はまだ

一般的な飲料ではな く,その消費者階級 も限

られている｡牛乳の栄養価が一般大衆に認識

され,乳生産業が発展 し,価格が下がれば需

要 も増大 し,マレーシアの酪農業も裏庭的)_;JLT三

業から脱皮することが出来ると思われる｡

=

筆者は最初の 1カ月間は試験場から8マイ

ル離れた Kluang の町にある Government

RestHouseに滞在 して, 試験場に通 ってい

たが,RestHouseは快適すぎて 調査研究活

動が二0)次になるおそれもあった｡ しかし試

験場内の様子や牲活に次第に慣れてきたので,

試験場にある VeterinaryTraining Center

c/j学井-.寮の一室を借 りて,i:}後約 5カ月間そ

こに滞在 した｡ 食事は学牡達や Veterinary

Assistantの仲間入 りをさせて もらったが,

彼 らの食事は,朝はインドパ ンと鶏卵それに

コーヒー,昼 と晩はカレーライスでカレーの

中に魚,羊肉および鶏肉が交棒で入っている｡

上述のものはマ レー人,イ ンド人および中国

人の 3着共通の動物蛋白源である｡試験場に

移ってきた最初の頃は, 適 ｢1の本場のインド

カレーとヤ シ油 特 在の 畑 .､/JJli昇に--)き,さす

がの筆者 も体_中二が減少 しはじめた｡ しかし2

カ月後には胃袋 もイ ンドカレーになれてきた

せいか,現地人以上の食欲を示すようになり,

アル コールのために町-出かけることはあっ

ても食 事のために出かけることは少なかった｡

場内に滞在 し､ご牛活を通 じて直接現地人と

接触す ることができ,仕事の面で も対人関係

で悩まされることもなかった｡彼 らの態度 も

たい-ん好意 的 で,申/牛の労働者の｢回二は,

片言の11本語を話す ものもおり,筆者の知 ら

ない旧 Fl本軍の軍歌を教えてもらったりした｡

こC/)ように,試験場 内滞在 lllは総 じで快適 で

有 益 な調査研究活動を行な うことが出来たO

仕事の関 係で 日本製の中古の里中を買ったが,

筆者の体市のせいもあろうが,たびたび故障

をおこし, 故障r吊ま牛以外ぶつかることのな

い広大な試験場内のことで無免 許運転である

がジープを使用させてもらった｡筆者と同年

輩のVeterinaryAssistant達がtUj打二協力 し

て くれたが,マ レーシアでは老若にかかわ ら

ず宗教に対す る関心が強 く,彼 らも回教徒は

モスク-,キ リス ト教徒は教会へ.ヒンズー

教徒は寺院-,それぞれ毎週 1回決められた

日に出かける｡また彼 らは両親を尊敬 し大切

にする気指が強 く,例えば月給の∬以上を毎

月両親に送金す ることがあたりまえのことと

して行なわれているo この点 日本の若者達は,

す こしは彼 らをみならう必要がありそうであ

る｡

IV

試験場に滞在1巨 小旅行を数回行ない,国

内oj畜産業の現状を調査 したO従来マ レ-シ

アは,錫 ･ゴム ･パイナ ップル産業の発展に

よって東南アジアで最 も豊かな田として成長

してきた｡マレーシアを旅行するとまず 目に

入 るC,)が美 しく棉林 されたゴム閲であるが,

最近先進諸岡で合成ゴムが闇発 され,天然ゴ
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ムの輸出が振 るわな くなりつつあり,また天

然ゴムよりも Palm oilのほうが経済的に優

れており,国内では大規模な Palm 園が出現

し,既存のゴム園もPalm 園に移行 している

のが目立っている｡東南アジアの経済の実権

は中国人がにぎっているといわれているが,

マレーシアでも町という町は中国人街特有の

臭気が充満 している｡マレー人の多 くは農漁

村に住んでおり,町ではマレー人やインド人

経営の商店も見 られるが露店程度にすぎず,

大規模な商店の経営者はほとんど中国人であ

る｡また商品の正価などはほとんどなく,値

のつ り上げや値切 りは常識であり,習慣とな

っている.高等教育を受けたマレー人の中に

は中国人が経済の実権をにぎっていることを

心よ く思 っていないものもあるが,マレーシ

アの経済が現在のように成長 してきたのは中

国人の力であることを彼 ら自身も認めており,

今後ともマレーシアの経済は中国人中心に動

いて行 くであろう｡ しかしながら,政府の要

職にはマレー人が多 く登用され,民族主義的

な動向もみられる｡例えば,マレーシアでは

従来公用語は英語であったが,今年の 9月か

らマレー語が公用語 として用いられることに

なり,中国人やインド人の政府職員はマレー

語の試験を受けて合格 しなければならない｡

米作地帯では農耕用の牛や水牛も多 くみ ら

れるが,道路沿いの雑草を利用 したり,収穫

後の田畑に放牧 して飼養 しているにすぎない｡

畜舎もほとんど見るべきものはな く,夜中で

も道路沿いに寝そべっている牛も多い｡また

放牧牛の問に犬と間違えそうな体型の小 さい

在来種の山羊 もよく見かけるが,これは農村

地帯の重要な動物蛋白源となっている｡

大中都市の周辺にはインド人の酪農家が数

十頭の乳用牛を飼養 して市内の住民に生牛乳

を供給 している｡彼 らはこの仕事を副業とし

ていることが多 く,彼 ら自身の草地や放牧地

を所有 していないので,道路沿いの雑草など
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を利用 してあちこちと移動 して 1日中放牧 し

ている｡粗末ではあるが,彼 らの住居の裏庭

に畜舎を持 っており,そこで朝夕 2回の搾乳

を行ない,未殺菌のまま顧客に配達 している｡

衛生上の問題として,酪農家自身は定期的に

健康診断を受けないと営業が許可 されないが,

牛や牛乳についてはほとんど検査は行なわれ

ておらず,牛が病気になっても治療費が高い

ために獣医師に見せようとはしない｡

また失業者対策の一つとして,政府が原始

林を開拓 し,失業者を集めて土地と牛を貸 し

あたえて肉牛を生産 させ るようなことも試験

的に行なわれている｡ このような方法は畜産

部門だけでなく,農業全般を通 じて試みられ

ているようで,国内には多 くの開拓部落が見

られる｡

昔からマ レーシアは西海岸沿岸を中心に発

展 してきたので,大きな町もマレー半島西部

に多 く,それゆえ,中国人も多い｡東部は西

部に比べて発展は遅れており,沼地や未開拓

の原始林が大部分で住民 もマレー人が多 く,

海岸沿いに漁村が点在 している｡南 シナ海の

すいこまれるような美 しさと,自然で素朴な

東海岸沿岸はまるで別天地のどとく感 じられ

た｡

あ と が き

筆者がマレーシア-出発する前に京大農学

部を見学にきたことのあるマ レー シア農林

省の役人の 1人が,マレーシアで空港まで出

迎えて くれ,農林省との折衝に当たって くれ

た｡滞在中もなにかと気を使 って くれ,あり

がたかった｡試験場もたいへん好意的で,気

もちよく6カ月間の調査研究生活を送ること

が出来たo旅行中,クアラル ンプールにも立

ち寄 り,森口先生や栗本,前田両先輩にもお

会いしたが,元気に活躍 してお られ,たいへ

ん心強 く思 った｡
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タイ ･マ レー シア

生物調査隊に加わって

芦 田 譲 治

は じ め に

タイ ･マ レーシア生物相の調査という題で

科学研究費の海外学術調査費を東南アジア研

究セ ンターか ら出したところ,幸い採用 され

た｡はじめの計画には,動物班 といい得 るほ

どのものもあったが,予算が削 られたので,

動物関係は国立科学博物館技官の上野俊一君

ただ 1人にして しまった｡植物のほうは既に

かなりの標本を集めており,今度行 って しっ

かり採集 ･調査をすれば十分な評価をうけ得

る成果を出す ことができると考えられるので,

動物と植物の両方が中途半端になるよりは,

植物に力を入れてがっちり仕上げることに し

たのである｡ もっとも気付かずにしたことで

あったが,動物学者を 1人残 しておいたので

≠植物柏クの調査隊になり下がらずに,審査

委員会で採択 された題 目通 りの "塗物相〟の

調査隊であると文部省に認めてもらうことが

できた｡

植物隊に参加 したのは, シダの専門家とし

て京大理学部助教授出川基二君,同助手岩槻

邦男君, コケの専門家として奈良教育大助教

授北川尚史君,単細胞藻類には京大教養部教

授平野実君,高等植物には信州大教養部助教

授清水建美君,科学博物館技官小山博滋君,

京大大学院学生福岡誠行君,それに隊長のわ

た くLを入れて合計 9人が研究費による調査

隊であるOそれに京都薬大講師布藤員-君が

自己負担で加わって隊は強化 された｡彼は生

薬の専門家であるが,薬になるならないにか

かわ らず植物採集をす るエキスパー トであるo

わた くLは隊長 として行 ったのであるが,

隊長としての役割 りをす ることもあり,大事

にしてもらうお客のようでもあった｡予算が

計画より減 らされたので,若い馬力のある人

が行 くほうがよいと思ったが,隊長を変える

と審査のしなお しがあるというので行 くこと

にした｡ もっとも,はからず も学部長になっ

たので,長 く留守にす るわけにもい かず,現

地指揮 1カ月ということになり, 7月31日か

らちょうど 1カ月出張 した｡上野 ･平野両君

は 1カ月半,小山君は 2カ月,他の 6人は 3

カ月の予定であり,現在 3班に分かれて活躍

中である｡

東南アジアの多 くの国は,かつて植民地で

あったため,その生物相は宗主国によって既

にかなりよ く調べ られているが,タイは独立

国であったため,生物相がほとんどわかって

いない｡それで この大 きい盲点を調べようと

いうわけである｡

マレーの植物は英国がよく調べているが,

タイの本部から半島部にかけて,だんだんマ

レーシアの植物が入 りまじっているので,タ

イの植物調査を しっかりしたものにするには,

マ レーシアの植物 も採集 し,生えているとこ

ろを観察 しなければならない｡それで調査予

定をタイ2カ月,マ レーシア 1カ月としたの

である｡ビルマや雲南に入れたら多 くの疑問

が解決できるのだろうが,あきらめるより仕

方がない｡

タイの植物については,高等植物はデ ンマ

ークがやろうとしているが,全部やれるわけ

でもなかろう｡わた くしどもの高等植物班は,
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石灰岩地帯に主眼をおいているので特色が出

せ ると思 う｡またわが隊は下等植物の専門家

を強化 しているところが ミソである｡

田川 ･岩槻 ･平野 ･上野の4君とわた くL

は, 7月30日に羽田をたってシンガポールと

クアラル ンプール-行 った｡ これはあとの採

集旅行のスケジュールをたてるために,マ レ

ーに詳 しい生物学者たちに相談 したり,協力

を依頼す るためである｡また上野 ･平野両君

は,あとでマレーに来 る時間がないか ら,い

くらかでも採集と観察を しようという目的も

あった｡あとの若い 5人は, 8月10日にバ ン

コクに到着 し,先着の 5人に合流 して隊の編

成を行なった｡

シ ン ガ ポ ー ル

シンガポールには,よく知 られている立派

な植物園がある｡戦争中は昭南植物園と称せ

られ,郡場寛先生が園長をされたところであ

る｡園長の Burkill博士は英国-帰 って留守

であったが, Chew (周偉力)博士 と いう申

国系の植物分類学者が園長代理をっ とめてい

て,実に親切に説明をしたり,冊話をして下

さった｡まず標本室に案内されたが,数人の

使用人を使 って標本を作っており,標本はよ

く整理 されていた｡世界各地の標本室 と交換

の契約を しており,どこそことは何 々のFam-

ily について交換す る, というふ うに標本が

できるに従 ってそれぞれ送るべ き宛名の箱-

入れ るようにしている｡向こうか ら来 るのも,

こちらから送 るのも,協定 した同じ大 きさの

箱を使 っているので整理がひじょうにうま く

ゆ くということであった｡その周さんがマ レ

ーの山の状況について詳 しく話を して,採集

計画の相談に乗 って下 さったOマレーの詳 し

い地図がほしいといったが,今 シンガポール

では, シンガポールの地図 しか手に入 らない

ということで, シンガポールの地図を翌 日ま

でに買っておいて くれた｡
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ヒルを防 ぐ薬が 是非必要だが, Dimethy1-

phthalateがとてもよ く効 く｡ ヒルは口か何

かの粘膜が強 く刺激 されるらしく,靴やズボ

ンあるいは足にこの薬を塗 ってお くと,そこ

を越えることができない｡人間もこの薬が粘

膜にふれるととても痛い｡水に溶けないか ら,

水で洗っても落ちないが,石鹸では落ちる｡

これを持 ってゆくべ きだといって周さんがほ

うぼうに電話をかけたあげ く,やっとある薬

屋で数 リットルを手に入れて くれた｡案外買

いにくいもののようである｡実際あとか らタ

イの半島部-採集に行 った連中 に聞いてみる

と,ひじょうによかったとのことであった｡

植物園の curatorは A.G.Alphonsoとい

う人で,お母 さんは小倉出身の日本人である

という｡ この人は戦争中にも植物園にいたが,

郡場先生が植物園と標本室の保全に努力 され,

またスタ ッフに対 してひじょうによ くして く

れたといって,わた くLが郡場先生の後継ぎ

だというので,先生の住んでおられた官舎に

も案内して くれた｡当時の園長の執務室が今

も園長室で,周さんが事務をとっている｡戸

棚や机など,みなしっかりした木で作ってあ

って当時のままだそうである｡郡場先生-の

賛辞をきくこと自体はうれ しいのだが,それ

は血税問題や市民犠牲者 の碑か ら想像 される

事態が植物園の外で進行 していたことを背景

にもっているわけであるか ら,体 じ､むうがむ

ずがゆい思いであった｡

周さんの運転で BukitTimah (戦争中に

よく聞いた地名だ)にある自然保護地域の熱

帯林を見せてもらった｡不勉強なが ら,本の

上で想像 していた熱帯降雨林を実際に見て,

感無量であった｡ NationalMuseum にも標

本が若干あるというので 出かけた｡ こ こ の

curatorは淡水魚の分類をやっている人で,

それ以外のことにはいっこう興味がないらし

く,人類学的なものもい ろ い ろ あ るが, ほ

こりだ らけで積んである状態だった｡ シンガ
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ポール大学もあるが,大 して標本 もない し,

会 うべき人もいないので行かなかった｡

マ レ ー シ ア

次にクアラル ンプール-1J-ったO ここには

UniversityofMalayaがある｡ 植物学教室

主任の AnnJohnson 博士ほれた くしどもの

行 く頃には クアラル ンプールにいないという

返事をもらっていたので∴英田-帰 ったのか

と思 っていたら,夫君がシンガポール大学の

動物学者で,われわれが シンガポールにいた

時 来ておられた らしく,それならシンガポ-

ル大学-行けば会えたかもしれないのに残念

だった｡

分類学者の BenjaminC.Stone博士は米

人だが,奥 さんが日本人で,名刺の裏には石

鯛蛇民と書いてある｡彼は ｢シダの分類で偉

い人は,世界中で片手の指だけしかない｡そ

の内2人がいまここにいる (田川 ･岩槻両氏

をさす)｣ といって 上気嫌で, 交通公社が丁,

約 しておいた HotelMerlinは高すぎるか ら,

安い暗にかわれといって,荷物の輸送まで し

て くれる始末であった｡TemplerPark,Bat

Cave,WuluValleyなど- Stone氏 自身の

運転で連れていってもらった｡TemplerPark

は クアラル ンプールからあまり遠 くない自然

保護地区である｡BatCaveは石灰洞で, 上

野氏はほら穴の虫に興味があるので奥のほう

まで入 っていって,なかなか収穫があったそ

うである, そ0)問に 平野氏は Stone 氏に運

転 してもらって,池のあるところを採集 して

まわった｡WuluValleyには マラヤ 大学の

宿泊施設が森の申にあり,学外の研究者 も利

用できるそうである｡そばを川が流れており,

上野氏も熱心に採焦 していた.

マラヤの地図は,今の状態ではかなり入手

困難で,地理の先生の証明があれば買えるか

もしれないということであったが,だめであ

った ｡

Johnson 恒士の MalaysianBotany とい

う本は,マレーで捕物学の初,歩を教える教科

書であるが, この本 の扉に Melastomaとい

う青い花の写真がのっている｡ ところが実際

に Melastomaを見 ると, む しろ赤といって

よいような色なので, これは Johnson の本

の花の色 とだいぶ違 うというと,Stone氏は,

あれはカラープ リントが下手だか らで, 日本

のカラープ リントは良いから, 自分の本を作

る時は 日本で印刷す るといっていた｡ John-

sonの本はどこでプ リントしたのかと思 って

ひそか に,F-1ると, PrintedinJapan とあっ

た｡

マラヤ大学で,Rhagavan博士 というイ ン

ド系の人に会 った｡ この人は, シダのJ且子が

発芽 したものが,は じめは一次元的に成長す

るが,ある時には二次元的に成長す るように

なる｡ この現象について核酸の関係を研究 し

ている｡アメ リカか ら数カ月前に掃ってきた

というが,研究を進める準備を しているよう

であった｡学生の読書室に繰 って読む/ヾネル

が立ててあったが,それを見ても柚I''i高級な

ことが吉いてあった｡

タ イ 国

次にバ ンコク-来た｡ ここで予想外に手間

がかかったのが通関である.水曜 ｢Jからは じ

めたが,土曜 日が休みで, しかもその日が:辛

妃の誕生 日と重なっていたのでそのふりかえ

で月曜 口が休みになり, 3｢用l]ブランクがで

きて,次週の火曜水曜とかかってやっと通闇

した｡手間どった もう一つの理止†は,食料品

の持 ち込み問題であった｡通関を容易にする

ために依頼 した NRC の苫 類には学問研究用

の ものは無税通閲となっているが,食料品は

別となっていた｡ ところがわれわれの荷物に

はイ ンスタン トラーメンやかきもちが はい っ

ていたからいろいろな手続きでずいぶん時 間

がかかった｡ NRC でいつも親 抑 こ取 り計 ら
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って下 さる Boontom さんに,食料品で通関

に手間どったことをそれとなく話 したら,食

料品は大丸 (バ ンコク支店)ででも買うほう

がよいでしょうとの返事であった｡

旅行に出るには,ビザの延長の手続きのた

め旅券を バ ンコクに残 して, identi丘Cation

cardを持 ってゆく ことになるが, これには

NRC の Netr長官のサインが 必要で あるた

め,Netrさんの都合で いつに なるかわから

ないことがある｡運よくわれわれはす ぐにも

らえたが,あとから着いた人達はそれだけも

らうのが 遅れた｡ しかし 出発予定の前 日に

identi丘Cationcardとビザの延長もでき,夕

方には通関も終わったので,大急ぎで荷物を

仕分けして予定通り出発することができた｡

ある日,NRC のおもな人達を 招待 しよう

としたが,みな都合が悪 く,人文科学関係の

副長官 Prasat博士だけになった｡タイの青

年で科学を志す者が少ないことや,教育のこ

となどいろいろな話を聞いた｡話の仁山こ米の

プレミアムの話があったが,これなどは当局

者としてほいいにくいことであったそうであ

る｡彼は元来数学を勉強していたのであるが,

今はタイ民族の由来をことばの面から研究 し

ているというO

別の目に,NRC の自然科学 関係の 副長官

Pradisth博士の所- あいさつに行 った｡ 彼

は酵素学の Sumnerの所で 研究を したとい

う｡その時の研究の話をして,実に楽 しそう

であった｡また Forestry Department の

Dusit所長に会ったら,植物の名前がわから

なくて調っているから,われわれに大いに研

究 してほしい, また若い人の trainingの一

助にもなってほしいという話であった｡分類

学の専門家は,日本にも来たことのあるTem

氏である｡彼はほんとうはもっと出世できる

人 らしいが,出世すれば事務ばかりやらされ,

好きな分類ができなくなるので地位を変えず

にいるらしい｡ しかし彼は常用とデラックス
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と自動車を2台も持っているから,今の地位

でもかなりの待遇を受けているのであろう｡

チュラロンコン大学の Kashin氏も分類学者

であるが,彼は教えるのが忙 しいらしい｡タ

イ国で植物分類学の主な人物はこの2人で,

これでは今のところ,タイの植物調査は外国

にたよるほかはないであろう｡

調査隊が南タイ-行っている間に,わたく

Lは単身北-行ってみた｡ちょうどその頃,

Kashin氏が ChiangMai大学-集中講義に

行 くというので, 彼がいる間 に と思 って

ChiangMai大学-行った｡講義は午前中だ

けだが,日曜日もやっていた｡ 彼が Chiang

Mai大学の植物学専攻の学生を連れて近山歩

きをした時,一緒について行ったが,学生達

ははがらかで,かしこそうであった｡Kashin

氏の弟子の Pijit氏が ChiangMai大学の先

生をしているから,今後何かと頼むことがで

きるであろう｡ 彼は ChiangMai大学の標

本室をこれから作ろうとして採集を始めてい

るが,教えるのが忙 しくて文献を調べる暇も

ないとこぼしていた｡生物学の教授がまだお

らず,植物生理学には若い英国人がコロンボ

プランで来ているという｡この大学は 3年前

にできたので,いま3年生までいるのである

が,教養課程や pre-medicalの学生の生物

学の授業全部を数人で持たなければならず,

とても忙 しいといっていた｡それは人材の問

題か金の問題かと聞 くと,金さえあれば外国

からでも人は呼べるという｡

カセサー ト大学の林学の教室 も訪ねた｡標

本室に行 くと,例えばシダのアルバムが数冊

あったが,子供がちょいと摘んできたような

標本で,岩槻君が見てみると名前もずいぶん

間違っているようであった｡

植物生理学の現状をみようと思 って,アメ

リカで Ph.D.をとった Tasamiという女の

人をタマサー ト大学の構内に訪ねてみた.ア

メリカでイオン吸収の研究をした人だが,棉
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って くると器具が何もなく,なかなか買って

もらえないし,また注文 してもなかなか来な

いので,結局 2年間研究 らしいことは何もや

っていないようで,今はツァイスか ら借 りた

顕微鏡を使って栽培植物の染色体を見て,細

胞遺伝学をやりつつあった｡

また衛生研究所の下村猛 さんを訪ねたが,

そこでは植物組織を少 し習っただけのような

女の子を使っていたが,分析も思 うようにで

きず,仕事がやりにくくて困っているという

話であった｡それに 1人だと植物の生えてい

る森に入ろうと患 っても入れないから,やは

りグループで来ないとだめだという｡

バ ンコクに FacultyofMedicalSciences

という京大の法経教室よりもう少 し大きい建

物 3棟が建造中である｡これは,建物はタイ

国が200万か300万 ドルを出し,室内の実験設

備と指導者はロックフェラーが供給 したもの

である｡その目的は,タイの基礎医学の研究

者を養成することであり,養成が進んで くる

に従 って,だんだんロックフェラーの人員を

減 らしてゆく予定だそうである｡ここでは毎

年64人を graduatecourse に入れる｡この

64人というのは4の倍数で,実験室 も4人ず

つ,勉強する室も4人ずつで,それらが16ず

つある｡ しか しスタッフに良い研究者が来て

くれるのかと聞いたところ,実験設備さえ立

派にして研究がよくできるようにすれば人は

集まるということで,彼 らの意気込みのほど

がうかがわれた｡

次に余談になるが, Do主Suthepの離宮に,

日本人が寄贈 したという小さい桜の木があっ

た｡ 3本だけ目についたが,いずれも瀕死の

状態であった｡ あの辺 りで冬は 5oC くらい

になることがあるとはいえ,寒い期間が短 く,

また暑い季節に菓温が上がりすぎるせいでは

なかろうかと想像 した｡

台 湾

帰途,台北を訪ねた｡台北には台湾大学が

ある｡学生数約 1万人,大きな大学は台湾中

でこれ一つである｡ ここの農学部森林系主任

の劉菜瑞 さんは,京大で植物学をやった人で

あるQなかなかの勉強家で台湾の樹木フロ-

ラの著,上下 2冊を出し,次は草本を書 くと

語 っていた｡理学部で生化学担任の林 (Lin)

教授は,アメリカで植物の ))ボソ-ムの研究

を してきた人であるが,帰国後は実験装置の

いらないテーマを考えて研究をはじめている｡

また遺伝学と植物生理学担任の干景謙教授は,

京大農学部出身の活動家｡分類学の許建昌さ

んは東大に留学 し,最近理博をとって帰 った

好盲年である｡劉さんは森林系の年長教授で

主任であるから,いったい幾 らくらい給料を

もらっているのかと聞いてみたら,日本円に

換算して約 3万余円だという｡もっとも,宿

舎が与えられ,無料バスがその宿舎と大学の

問を往復 し,米と油は配給される｡ しか し,

それでもとても足 りないそうである｡

自然林が見たいと劉さん･に頼んだところ,

南郊外の烏来に案内して くれた｡ ここには最

近,台湾で初めての空中ケーブルがついて,

lLlのほうへも行 くことができたO陽明ILI,む

か し辛山といった山-も行 ったが,雨に降ら

れて,あまりよく歩けなかった｡

お わ り に

旧川 ･平野 ･上野の 3君が, Chanthabur1

万両-採集に出かけた際,自動車が転覆 して,

上野君は右手上膳骨折,廿日tl･平野両君は腰

を打った｡ この事故で多 くの方々にご心配を

かけて申し訳なかった｡ しか し幸い回復が早

かったので調査は順調に進んでいるC残 りの

期間中,無事に調査 目的が達成できるよう,

神だのみでもしたい気侍である｡

(1967年10月 9日)
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ビルマに対する医療協力

東 昇

ま え が き

日本政府のビルマに対す る医療協力 (コロ

ンボプランに従 って)実施調査団の団長とし

て,1967年 7月下旬の10日間, ラングー ンに

W,iF在 したo当初はおよそ 3週間を要す るであ

ろうとのその筋の見 当であったが,後述のよ

うな調査事項に対 しては 1週間程度で十分で

あろうと考えて調査にあたり,いちおう目的

を果たす ことができた｡

外務省より小川良治,岡野裕,厚生省より

大谷藤郎の諸氏が参加 した｡現地では在 ビル

マ大使館 (写真 1)の高瀬大使,安井参事官

をはじめ多 くの書記官の方 々の一方 ならぬ御

協力を得た｡ ビルマ政府側か ら,厚生大臣兼

文部大臣 ColonelHla Ham,厚生次官 Lt.

ColonelThe主nÅung,および BurmaMedi-

cal Researchinstitute(写真 2)の dire-

ctor,Prof.U MyaTu が主としてことに当

て られた｡なおビルマ医学研究所の Prof.U

KyweThe主n(HeadofNutrition Depart-

ment)はビルマ 側連絡官 として 終始諸般の

連絡にあたって くれた｡

医 学 教 育

ラングー ン市にふたつの医科大学がある｡

640

第 1医科大学 ⅠnstituteofMedicine(Ⅰ),節

2医科大学 ⅠnstituteofMedicine (ⅠⅠ)と

いう｡前者すなわち第 1医科大学の前身はラ

ングー ン大学医学部である｡ ビルマ独立後分

離 されて第 1医科大学 となった｡歴史古 く,

設備もよい｡ 学長 U BaThan の ねんごろ

な学内案内により,つぶ さに視察す ることが

できた｡彼がビルマ医学会の最長老(当年74)

であること, ビルマ国医師にして同学長の教

えをうけない者はほとん どな い こ と,夫 人

はビルマ国の元首,革命評議会議長 NeWin

将軍の娘であること,などを高瀬大使主催の

レセプション,ビルマ国生省厚主催の レセプ

ションの際知 らされた｡

病理学教室を訪れたときのこと,講堂の正

面に次の額が掲げられているのが印象に残 っ

た ｡

Asisourpathology

Soisourpractise

Osler

第 2医科大学は1962年 ラングー ン大学第 2

医学部として創設 されたが,1964年に分離独

立 して現在の形をとっている｡革命政府によ

写真 1 在ビルマ大使館
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写真2 ビルマ医学研究所

る医師不足-の対策として設立 された医科大

学である｡大学付属病院には ミンガラ ドンの

軍病院 (DefenseServicesGeneralHospi-

tal)をあてている｡ 学長 UE の案内で学内

を見学 した｡大学 1回生の必修科 目にビルマ

語がある｡多数の民族よりなる同国を理解 し

なければ分か らないことであろう｡ ここで印

象に残 ったことは､テ レビをもたないビルマ

間で,学内にテレビを設 指 して徹底 した医学

教育を施 している熱心 さであるO微ji二物学教

室で- ンガ リーの Prof.Kellemenにであっ

た｡組織培養実験室をつ くるためにここ- き

ているのだといっていた｡/i理学教室を訪れ

たとき,))ンゲル波で知 られる英 国 の Ringer

博士の額がかかげられていた｡同博士の教え

をうけた研究者の贈物であるという｡

ビルマにはもうひとつマ ンダ レ～に医科大

学がある｡ これ らの大学における修業年限は

7カ年,卒業後 1年のイ ンター ンを経て医師

の賢格 (Burma MedicalAct) が与えられ

る｡現在上述の医大新卒者は毎年約 160名 で

ある｡

ビルマ医学研究会議

(BurmaMedicalResearchCouncil)

1962年,ビルマ連合革命政府は次の三つの

綱禍をかかげて医学研究会議をっ くった｡

(1) ビルマ国に居住す るすべてU⊃人の健鹿

を増進す る｡

(2) 研究によって,ビルマ国の医学と閑適

科学の進歩をはか る｡

(3) 個々の科学者 と医学研究機闇との協力

をはか る｡

これはラハ ン厚生大臣を議長として 7名で

情成 されている｡

同会議が重視 している医学的問題C/)うちoj
いくつかをあげると,

(1) ビルマ国における生理学的基準C/)設定

この うちにあげられているものは,ビルマ

の種族の血液型の分布, ビルマ人のヒスタ ミ

ン反応に関す る研究,臨床化学の基準値の決

定および恩春/]Fn年齢に関す る研究である｡

(2) サイア ミン代謝に関す る研究

同国における脚気,幼児脚気の多発に[針す

る研究である｡

(3) 貧血に閲す る研究

研究の結果,住民の30%が低-モグロビン

であること,妊婦の70%は-モグロビン値が

10gm% 以下であった ことなどが分かった｡

なおアイソ トープ等を使 って鉄欠乏性貧血oj

研究がすすめられている｡

(4) ビルマ国国産の英草,薬剤の研究

(5) ウイルス病の研究

ビルマ医学研究所

ビルマ医学粧先会議の実行機関である.所

長 MyaTu博士は36才の イギ リスじこみの

生理学者,才気換発型でものわか りが早 く,

話 しの要所要点をおさえるに妙を得た学者だ｡

前後数回にわたって,わた くしたちは博士 と

要談 した｡その内容はビルマ国にどのような,

そ してどのようにウイルス研究所をつ くるか

ということであった｡

現在, ビルマには専門のウイルス研究者が

ほとんどおらず,ウイルス研究機闇 もない｡

医学を修めた塩生大臣,厚生次官との対話0)
際 ｢ウイルス病の診断はどのようになされて

いるか｣という問に ｢患者血清,その他検査
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物件はシンガポール,バ ンコク,あるいはイ

ギ リスに送っている｣という答はこの間の消

息を物語 る｡ 7月27日ビルマ医学会の主催に

より,わた くしの講演が行なわれた｡(1)電子

顕微鏡について(2)電子琵目敏鏡によるウイルス

の研究についてのふたつを話 し,講演の前後

にはふたっの医科大学の多 くの教授たちと話

しをかわ した｡ このとき感 じたことは,この

国のウイルス研究はこれからだということだ

った｡

まず ≠ゥィルス病の実験室診断Oから出発

しなければならないと双方の意見は一致 したO

他所に検査を依頼す るのでなく, ビルマ国に

おいてウイルス病の診断が実際にできるよう

にするのである｡もうひとつはウイルスの基

礎的研究,われわれはこれを次のように表現

した｡ "practicalandtheoreticaltraining

ofBurmesemedicaland technicalstaff

in virusworks"｡電子顕微鏡によるウイル

スの研究がとりあげられた｡ ビルマ国には現

在 1台の電子顕微鏡もない｡ コロンボプラン

により日本政府は近 々,世界に誇 る日本の電

子顕微鏡 1台をビルマ国に送る｡そしてそれ

はビルマ医学研究所に設置されるD

これまで述べたようなふたつの方向をもっ

てウイルス研究をすすめる｡独立 した研究所

の建物をもって,大幅に今 日の広いウイルス

学の全分野にとりくんでゆこうというのでは

なく,まず足を地につけて,実際的に最 も重

要なところから手をつけていく,ということ

に双方の意見は一致 した｡現在のビルマ医学

研究所の一部門として ≠ゥィルス部クをおく

という方式がとられた｡ このふたつの研究方

向が中核となって,やがては大 きなウイルス

研究所がラングー ンに設立されることをわた

くLは願っている｡ちなみに,同研究所の現

在の部門は,細菌学部,実験医学部,血液学

部,槻器部,医学統計学部,栄養学部,寄生

虫学部,薬理学部,生理学部,出版部の10部
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第 5巻 第 3号

で構成されている｡

現在,京大ウイルス研究所 で ビルマ国 の

ふたりの 留学生が 研究中で ある｡ Dr.Mini

Khinと U ToeMyintである｡ ミミキ ン女

史はイギ リス,マンチェスター大学に2カ年

留学,現在前述第 1の方向に沿 って血清学的

診断学的研究を熱心につづけている｡ トー ミ

ント君はペ ンシルバニア大学留学 5カ年,エ

レクトロニクスに対する造詣が深い｡電子顕

微鏡とそれによる医学的ウイルス学的研究を

つづけている｡ふたりの外に, ビルマにおけ

る将来のウイルス研究にそなえて,第 1医科

大学微生物学教室主任の Dam Hpay教授 も

上述ふたりと一緒にウイルス研で研究をつづ

けていたが去る9月帰国 した｡同教授は--

バー ド大学, ロンドン大学等での研究経歴が

長い.ハ-バ- ドでは Shneider教授のもと

で リケ ッチアの研究に従事 していたこともあ

って,筆者 も同じ研究をしていた時代がある

ので,名前において知っていた学者である｡

彼女は徹底的に物を考えるというタイプの学

者で,京都滞在中は蛍光抗体法にみがきをか

けたいという念願のもと,その道の権威,戻

大医学部病理学教室浜島義博助教授にたいへ

んお世話になった｡ちなみに同教授の夫君は

ラングー ンの外国語大学の学長である｡本誌

前号に ≠現地通信かをかかれた大野徹さんが

目下同大学の 日本語教授として御活躍中のこ

と周知の通 りである｡

ビルマ医学研究所で,昼食後マ ッツ所長夫

人 (第 1医科大学微生物学教室助教授)とい

ろんな話 しを した｡そのときのふたりの会話

のひとこまが妙に忘れ られない｡ こんな話 し

である｡ ｢こんなに暑いところに年中住みつ

いていると,寒 さに耐えられないように体に

変化がきているのではないか｣という筆者の

問に,夫人答えて日く ｢わた くLはヒマラヤ

の山中に3カ年 も暮 した経験があります｡｣そ

のとき筆者は,うかっにも次のような問を発
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して しまった｡ ｢なんでまたそんな寒いとこ

ろに 3カ年 も｣,答は ｢ビルマ は 11本に古6ll亘

され,戦争がはげしくて｡｣

ビルマはウイルス病の宝庫 といって もいい

ほど多種のウイルス病がみ られるようである｡

高温多湿の熱帯国,かてて加えて衛生状況が

悪いo伝染病の温床となるゆえんであるo R

本では今日ほとんどないといってもいい狂犬

病患者が毎 日発生 している｡NationalHealth

Laboratory(昔のパスツ-ル 研究所)をおと

ずれたとき, 1階の廊下にけわ しい顔を した

一群の 人の 列に おどろいた｡ 所 長 Dr.N.

Ahadの説明で,狂犬病患者が治療をうげに

きていることが分かった｡天然痘,デ ング熱,

ポ リオ,ウイルス性脳炎,肝炎,は しか,イ

ンフルエ ンザ等が見 られる｡伝染病院 (Con-

tagiollSDiseaseHospital) をおとずれたと

き,院長 Dr.TinU が何人かの腸管系を病

む患者をみせて くれたが,腸管系ウイルスに

よるものがあるのではなかろうかと思 った｡

特に筆者の興味を引いたのは トラコーマで

あったOそれは筆者 らが トラコーマ病原体cjj

研究を十数年前か ら手がけ,現在 もつづ けて

いるか らであろうか｡ トラコーマは,筆者 ら

の研究が主力 となって,いまではウイルス痛

ではないことになって しまった｡その病原体

は真のウイルス (realvirus) では ないので

ある｡

革命政府は トラコ-マの根絶に 対 して 4

カ年計画をすすめている. トラコーマは中 部

ビルマの乾燥地帯に多発 している｡地区によ

っては住民の90%は トラコ--マにかかってい

る｡ 4カ年計画は,住民 自身が トラコ-マを

療∴重症者の外科的 治療等にしぼられている｡

ウイル ス病以外の病気 として注 目を引 くの

は, トラコーマの外に,ライ,結核,コレラ,

セキ リ,フ ィラリア,性病等である｡ ライ患

者は15万人以上 と推定 されるのに収容施設は

2,000人程度｡ しか しマラリアとペス トに対

しては大いに改善 され,特にマラリアは蚊の

退治により激減 している｡

革命政府が医学教育,医師の養成, 病院施

設の充実,衛生環境の改善等に力を入れてい

る点,注目に値すると思 う｡

滞緬中何人かの ビルマ医学者か ら,いまビ

ルマでは医学教育を英語からビルマ語にはん

や くしつつあることを知 らされた｡ ビルマ医

学の将来ojために,そのことがかえって医学

の進歩の妨げとならないことを祈 りたい｡

あ と が き

ミンガラ ドン空港におりたったのは 7月20

11の夕暮 どきであったO ビルマ政府側か ら,

また,在 ビ ルマ大使館から,でむかえをうけ

た｡大使館の車で宿舎 InyaLakeホテルへ

向か ったが,道は暗かった｡中国との事 件で

ラングー ン市は戒厳令下におかれていたか ら

である｡それか ら8口闇各研究機閲を訪れ 7

月29日の朝 ミンガラ ドン空港をたった｡厚/ji

次官 と次官泌書,大使館員,滞緬中知 り合 っ

た何人かoj在留邦人の手あついお見送 りをう

けたO空港の空はあ くまでIi射 しわたり,いい

ようのないすがすが しさだった｡筆をお くに

あたり,高瀬大使をはじめ在 ビルマ大使餌の
みなさまの御援助に心か ら御礼を申ししげた

い ｡
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矢 野 暢

にわか記者としてサイゴンへ

読売新聞から,｢これがベ トナムだ｣の企画

に加わり南ベ トナムに行 くよう依頼を受けた

とき,研究生活を一時中断するのは少 し気が

ひけたが,短時 日ですみそうだったし,また

ベ トナム旅行は新聞記者 として行 くに限ると

もきいていたので,二つ返事で引き受けた｡

5月のはじめ,日野啓三 さんの書いた ｢ベ ト

ナム報道特派員の証言｣という本を片手に,

サイゴンに向かった｡ この本は,あまり知 ら

れていないが,優れた本である｡そのなかに

従軍記者の人間的条件,という一節がある｡

1 何でも食べ られること

2 アレルギー体質はいけない

3 分裂型の性格はいけない

この三つが従軍できる基礎的条件であるとい

う｡ 日野さんは読売外報部の記者だが,文学

もよくなさるC独特のねちっこい感覚は,む

しろ文学的な質のものだ｡ しか し,読売 きっ

てのベ トナム通である｡その 3条件は,われ

われの村落調査についてもいえることではな

いか｡などと考えているうちに,サイゴンに

着 く｡

サイゴンに到着するやいなや,読売の現地

644

特派員の小倉 さん,奥山さんか ら一通 りの手

ほどきを受けたあと,まず忙 しいインタビュ

ーを始めた｡ 1日平均 6- 7人の面接は少 し

しんどい｡ しか し,MACV (米ベ トナム援助

軍司令部)を通ずる限り, ほとんどの 人物に

会 うことができる｡アポイントをとる手間 も

はぶけるから楽だ｡サイゴンの米軍関係者が

よかれあしかれ官僚的であるのが印象的だっ

た｡

た しかに,ベ トナム旅行は新聞記者の資格

でするに限る｡南ベ トナムでは,報道関係者

はまった く万能である｡学者ではこうはいか

ない｡第 1,どこに行 こうと交通宿泊の心配

がいらない｡軍の設備がフルにつかえる｡第

2に,情報資料が自由に入手できる｡第 3に,

オフリミットの制約がほとんどない｡要する

に,新聞記者証がある限り,米軍や韓国軍が

待ち構えていたかのように,至れ り尽 くせ り

のサービスをして くれるのだ｡連中にとって

もっともこわい敵は,解放戦線ではな くて,

ジャーナ リズムであるかのようであった｡

二,三 日サイゴンにいる問に,ベ トナム取

材の技術的な問題の所在がはっきりした｡第

1に,下手をすると,米軍や韓国軍の用意す

るきれいづ くめの定食 コースだけ見せ られて

しまう｡だから,臨機応変に,こちらの甲斐

性で別のコースを探 し求めねばならない｡第

2は,ベ トナム全体が戦線なき戦場だから,

米軍の軍用機に乗るときは軍服を着て,そう

でないときは平服を着るというた ぐいの心遣

いが必要だということ｡第 3に,通訳の問題｡

奥山さんがフランス語の達者なベ トナム青年

を探 してきて下さった｡小心で小ずるそうな

男だった｡短期間のあいだにこいつをどう活

用するかば問題だった｡政治的なヒモの有無

も気になった｡第 4に,大 きな問題だが,私

の内なる心眼が心配だった｡ベ トナムでは,

昼 となく夜とな く,劇的な情景がふんだんに

発生 している｡そのなかから大事な事柄と末
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精 的な事柄とをどう見分けるかは,私の問題

意識の水準いかんできまるのだ｡あまりに多

くの刺激的な光景にめ くらみつ/),私はしっ

かりしろよと, 自分に言いきかせ続けた｡

幸い,食物のほうは案ずるほどのことはな

かった｡唐辛子をつかわないだけ,タイやマ

レイの田舎料理よりまLである｡

不思議な戦争

四,五 u足 らずで,私は農村 に飛び出した｡

北の非武装地帯付近は敬遠 し,もっぱらダナ

ン以南に行動範囲を限ったが,それで もベ ト

ナム戦争のおおよその様相はわかった｡

ベ トナム取材は楽ではない｡まず暑さには

往生 した｡最高 42oC を経験する｡僻地への

唯一の交通機関である軍用輸送機には,時間

表などない｡田舎の飛行場で,数時間持たさ

れるのに慣れねばならない｡いつ離着陸 した

かわか らない無愛想な輸送機に数回乗 ってい

るうちに,やがてベ トナムずれ して くる｡そ

して,G Iをか らかいながら時間つぶ しをす

る芸当もおぼえた｡

万 ･勘 二にうんざりしなが らも,時には ｢観

光｣気分になることがある｡ H頃新聞紙上で

親 しんでいる戦場を訪れるときには,こちら

の心理は観光客のそれとまった く同じだ｡ C

ゾー ン,Dゾー ン訪聞などは,ベ トナム ｢観

写真 1 戦火に破壊された部落の子供たち

(ビンディン省にて-写頁はいず

れも筆者撮影)

写真2 最前線の米軍基地をヘリコプターか
ら撮影｡タイ-ン北方のカンボジア
国境寄りの地点にある

光｣のいちばん枠なコー スである. もっとも,

機関銃をつけるためわき腹が開きっぱなしの

ヘ リコプタ-は,写真撮影には便利だが,旋

回するときなど,あまりいい気持ではない｡

タイニ ンの町,｢ベ トナム 富士｣の 頂上そ し

て最前線の某基地に着陸する以外,数時間飛

びっぱなしo危険な地帯を飛ぶときほ,地上

か らの砲火を避けるために,高度が極端に高

くなったり低 くなったりする｡

ベ トナム ｢観光｣は,場所が場所だけに,

浮わついた気分は長続 きせず,いつ しか深 く

滅入った気指に導かれがちだ｡たとえばこの

Cゾー ン,Dゾーン｡見渡す限り,広漠たる

森である｡有名な枯れ葉作戦のために,眼下

の森はことごとく灰茶色を呈 し,裸木だけが

浅されている｡広大な森がみごとに死んでい

る｡ 目をこらして地表をみるが,猫の 千一匹

いない｡夜間に米軍陣地を襲う解放戦緑の部

隊は,いったいどこに潜んでいるのか｡ この

謎を解 こうとすると, もう ｢観光｣気分では

いられな くなる｡

枯れ葉作戦が示すように,アメ リカの闘い

万は理詰めだ し,徹底 しているOベ トナムの

米軍は,全体 としてほまるで一つの会社組織

のようだ｡精密な分業化のため, コーヒーを

いれる兵士は年中 コーヒーを巧)か している｡

豊富な人材を多種の仕事に余裕たっぷ り使い
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わけるので,戦闘に従事する員数は,全体の

6分の 1で しかない｡

このような機械みたいな合理主義にもかか

わ らず,戦争の展開がアメ リカにとっておも

わ しくないのは何故か｡ もう一度, 日野さん

の文章を引用 しよう｡ ｢その体系は実に見事

だが,その完ぺ きさは,アメリカ自身の世界

政策の原理や定理から数学的に割 りだされた

ものであって,南ベ トナム自体のいりくんだ

現実,南ベ トナム人たちのひだの多い感情 と

意思から割 りだされた ものではない｡｣ この

指摘はあたっていると思 う｡

戦線のない戦場 という現実｡ これはすべて

の戦略の大前提を崩 して しまう｡南ベ トナム

で驚 いたのは,いたる所に解放戦線側の兵士

がいることだ｡ ファンラン省の田舎でムス リ

ム部落を探 していたとき,遺ばたの薮か ら銃

をもった 2人の兵士がひょっこり現われ,車

を止めたのには驚いた｡幸い,かれ らほ人の

いいにこにこした中年の兵士で,国籍確認だ

けですんだ｡ もっている銃がちゃちなのが印

象的だった｡サイゴンにもショロンにも,解

放戦線のオルグは無数にいる｡ もっとも,解

放戦線の実力をもって しては,米軍に勝てな

写真3 南ベ トナム取材中の筆者 (中部海
岸地帯,韓国軍平定地域にて)
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いことも事実だ｡かれらは, しぶとくた くま

しく ｢生存｣ しているだけなのだ｡その能力

は充分に備えている｡だか ら,結局,ベ トナ

ム問題の軍事的解決は無理なのだ｡

しか し,不可解なのは,ベ トナム内部のど

こにも悲観主義がないことだ｡勝気 と強気 と

自負心の氾濫｡それでいて,すべてが停滞 し

劇的な進展は一つ もない｡双方の強気がいっ

まで も長続 きするのは何散か｡つまるところ,

それぞれが自家版のベ トナム情勢を描 きあげ

ているからなのだ｡そ して,どのように描い

て も,さほど現実からずれないところに,ベ

トナム情勢の不思議 さがある｡

サイゴンの米軍当局はまった く強気であっ

た｡勝てないはずはないという楽天的な確信

があった｡ と同時に,サイゴ ンで解放戦線側

か ら得 られる情勢によると,このほうも最後

の勝利を信 じ,強気一本槍であることがわか

った｡強気同志の主人公たち,噛み合わぬ戦

略,進展なき戦況｡私が肌で感 じた戦争の展

望はこれは長びきそうだということだった｡

ベ トナム人の不幸

戦争が長び くと,迷惑を蒙 るのはベ トナム

民衆だ｡ もっとも,私は社会科学者 として,

｢民衆｣ とか ｢人民｣ とかいう曖昧な概念は

好んで用 いた くない｡戦火に傷つ く民衆,皮

どという社会部的セ ンチメンタ リズムにもな

にか しらなじめない｡それで も,私は,ベ ト

ナムの人間が戟争で迷惑を蒙 っている情景に

いやというほど接 した｡かれ らは,おおむね

中央の権力から遠い存在だ｡そ して,かれ ら

の苦 しみは,人間の本当の不幸が何であるか

を暗示 していた｡人間の苦 しみとは相対的な

事柄なのである｡

私が目撃 した二つの不幸｡

ジャライ族_ほ,カンボジアに接する中部山

岳地帯に静かに住んでいる少数部族である｡

ところが,かなりの数のジャライが,いまは
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写真 4 私の目の前で演じられたジャライ族
の葬式｡民兵がこと細かく指図して
いる｡ (ブレイク南西 20km の山岳
民族避難民キャンプにて)

米軍の人払い作戦のために,伝来の土地か ら

離 され,ブ レイク東方のきらきらした トタン

ぶきのキャンプに収容 されているO人 目を隔

てる樹木が 1本 もないむきだ しのキャンプ｡

碁盤 目のように整然たる路｡連 申 まこれまで

こんな真底 ぐの路など歩いたことはなか った

のではないか｡30もの部落の住民が一つのキ

ャンプに無配慮に収容され,権威の区画もわ

か らな くなって い る｡呪術師も族長 もまるで

威勢 が な い ｡ 私は信 じられない光景をみた｡

1人の女が死んだ瞬間に,その光景は始まっ

た ｡ ジャライの葬式を見 られると舌なめず り

したのは早計だった｡ベ トナム人の民兵たち

がや ってきて,死体を布で くるみ,手際よ く

木棺 に入れ,またた く間にどこかに運び去っ

て しまった｡死んだ女の大は,終始にこに こ

とそれを眺め,餓舌であった｡親類縁者は遠

巻 きに兵士たちを眺めていた｡ ジャライ族は,

ポ リネシア系のすぼらしい儀式文化を もって

いる｡儀式はかれ らの実在 に意味づけす るす

べてなのだ｡それに,ジャライは,本来物静

かな種族なのだ｡死者の夫の笑いと鎮舌は,

かれの ノイローシスを明白に物語 っていたO

ベ トナム戦争 という文明人の行ないは,だれ

よりもジャライ族を不幸 にしている｡

しか し,私の知 ったチャム族の悲劇はより

深刻だったOチャム族は,かつてのチャンバ

帝国を一-,(っていた種板だが,いまでは, ノ

ァンラン地方 とデルタの西より同境地帯に,

約4万伐っていろだけである｡ かわ らのほと

ん どがイスラム引 言仰 しているoムス リム好

きの私は,取材のあいまに,ファンランとチ

ャウ ドクの両者でチャム転の駒 井を訪ねてみ

た ｡ 二つの地方ではたい-んな違いがある｡

チャウ ドクのは,完全にマ レイ系の文化様式

を示 しているのにたい し, ファンランのチャ

ムは,チャム古来の伝統をい くぶん残 し,イ

スラム信仰の様式 も少 し風変わ りだった｡ フ

ァンラン郊外のある邦落で不幸な話をきいた｡

メッカ詣でに行 こうと長年貯金 していた老

人たちが,治安不良のため部落を出ることが

許されず,旅券 申請す ら許されず,夢を実現

で きぬまま幾人も死んで しまったという｡そ

ういえば,ファンランの町か らサイゴ ンへの

バス交通はとまったままだ｡その鮎 射ま,木

の矢来で囲まれ∴正に戦略村 もどきの格好で

あったO部落の入 り口には,民兵が銃を構え

ていた｡ ときどきベ トコンがやって くるとい

う｡イスラム教徒 とベ トコンとに,どういう

共通の話題があるのだろうo

メッカに行けないム スリム !部落C,⊃マスジ

ット (析耐 il.:)は修築中だったが,色彩豊か

な豪華なものだった｡住民の執念をそ0)異様

一一一213-

写真 5 南ベ トナム地方選挙立候補者のビラo
候補者名がみなイスラム名前であり,
また各候補者が自分の絵シンボルを

もっている点がおもしろいO (チャ
オドク省イスラム部落にて)
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な豪華さにみた｡

人間の不幸 とは,個有の文化を満喫できず,

また異質の文化を無理に強いられることでは

なかろうか｡

国家不在の南ベ トナム

ところで,南ベ トナム全体 としての問題は

なんであろうか｡国内が戦地になっている不

幸以外に何かがある｡この問題を現地で考え

ているうちに,CarverJr.がかつてForeign

A庁airsに書いた ｢本当の革命｣論が,ベ ト

ナム戦争を一つの創造過程 として捉えるよう,

くどく説いていたのを憶い出した｡南ベ トナ

ムに欠けているのは,かれが創造のさなかに

あると説いた事柄なのだ｡

カンボジアとの国境を調べるために,チャ

ウ ドク省をさまよっていたある日のこと,私

は,おもしろいコントラス トをみた｡ 1人の

中年男が,所在なげにぽつねんと立ちつ くす｡

その傍を,黒いパジャマ服の若者たちがさっ

そうと動きまわっているo若者たちの眼亡国こ

は中年男はまるで存在 しない｡その男は,国

家警察所属の警官だった｡そして若者たちは,

革命発展計画の工作員である｡

一般に,後進国の近代化過程で,国家権力

の役割について政治的な啓蒙を行なうのは,

ふつうは警察である｡警察権力は,国家権力

の公共性 と社会の治安安寧の意義を国民に教

えるのだ｡ベ トナムでは,警察があまりに日

立たなすぎる｡特殊な戦争のためだろう｡警

察本来の任務である治安の維持は,警察権力

ではどうにも処理できず,平定計画が肩代わ

りすることが多い｡なにしろ,1963年までほ,

集権的な国家警察がなかったのだから無理は

ない｡この四,五年のアメリカのてこ入れで,

急に成長 したものの,戦争のおかげで任務遂

行に障害が多 く,何をしていいか途方に暮れ

ている有様だ｡ベ トコンのテロも,もっぱら

対象は平定計画の工作員や村長に向けられて,
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写真6 捕虜になった解放戦線側の兵士が,
時には政府軍に編入されることがあ
る｡右端の数人はビンディン省民兵
に選抜されたばかりの元ベ トコン容
疑者｡まだ,しぐさがぎこちない｡
(ビンディンのチューホイ･センタ
ーにて)

警官はあまりや られない｡

警察の無能が象徴するように,南ベ トナム

は,近代国家としての基盤をあまりに欠 きす

ぎている｡農村をまわって,農民を面接 して

驚いたことには,政治意識や国民意識がまる

でない｡かれ らの政治的忠誠は,もっぱら,

かれらが生まれ育った部落 (aph)に向けられ

ている｡ベ トナムの長い戦乱の歴史を考える

と,だれ しもベ トナム農民の尖鋭な政治意識

を期待 しがちだが,事実はまるで違 う｡その

理由を考えてみると,実は簡単だ｡社会の混

乱が続 けば続 くほど,農村個有の自営のメカ

ニズムと権威関係が強められ,農民はますま

す家や村の秩序にしがみつ くからだ｡治安の

乱れが続 くだけ,農民は中 央の権力から遠ざ

かるものなのだ｡

私の受 けた感 じでは,南ベ トナムは統一国

家ではな く,`̀aph"の集合体で しかないよう

だった｡国家の存在や政府-の忠誠を前提 と

する平定計画やさまざまな政策が,ことごと

く失敗するのも無理はない話だ｡国家の地理

的な枠が確定 し,その枠内に秩序が確保され

てはじめて,近代化の議論 も政策の立案執行

もできるのだ｡ ｢本当の革命｣もまだ先が長

いようだ｡ (1967年11月 5日)
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