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図 書

海外技術協力事業団 :東南 アジアの デル ター

東南 アジアデル タ地域開発計画報告書.昭和38

年 .151ページ.hf写版

宋南アジアのデルタは,地理学の立場からだけでな

く,綜合的研究なり,あるいは進んで経済開発なりの

立場から,きわめて興味ある問題である｡東南アジア

の3大デルタ,すなわち,メコン･メナム ･イラワジ

のデルタについては,比較研究は,あらゆる意味で重

要である｡このデルタの比較 研究は いままで のとこ

ろ,わが国だけでなく,国際的に見ても,あまり行な

われていなかった｡ところが,昭和37年から38年にか

けて,デルタ地域開発の基礎調査として,海外技術協

力団が農林省農地局調査官出口勝美氏を団長とし,農

林省農業技術研究所永井皐太郎,建設省国土地理院大

矢雅彦両技官を団員とする調査団を送った｡その報告

書がここに紹介するものである｡

本調査団は,台湾の濁水咲,タイのチャオプラヤー

(いわゆる メナム), ビルマのイラワジ,インド･東

パキスタンのガンジスの4デルタを踏査し,これに濃

芙平野を比較のために加え,デルタの自然的特徴 (と

くに地形と洪水型),デルタの土地利用と水利用 (港

概と排水),デルタの農業と農村,デルタに おける現

行の開発事業と計画,さらに今後の開発にたいする所

見とに分けて踏査結果を報告 した｡

僅か70日あまりでこの広大な4デルタをカバーしえ

たのは,たいへんな努力だったと思 う｡とくにデルタ

の自然基礎と水利用については,専門家だけあって,

よく観察されており,きわめて興味深い｡もっとも,

多分に印象記録的な程度にとどまらざるをえないとこ

ろもある｡もちろん,数日でたとえばイラワジデルタ

を観察してしまうことは,とてもできない｡しかし,

それにしても,わたくしの知るかぎりでは,デルタの

比較研究として,はじめてまとまったものであり,そ

の意味で評価されてしかるべきだと思う｡また,本書

は謄写印刷で関係者に配布されるにすぎないから,一

部のものにしか知られないうらみがある｡ここにとく

に本報告書をとりあげたのは,こうした種類の文献が

なるべ く広 く紹介される必要が あると思うからであ

紹 介

る｡

わたくLは,デルタの自然的基礎の研究として本調

査にきわめて有意義であると思う｡というのは,これ

から本格的に手をつけられるべき研究の firststep

であるとの意味からである｡しかし,その農業状態の

報告や今後の開発にかんする所見は,あまりにも印象

的すぎる｡常識論の域を脱しないようである｡なお,

早急に報告書が出された関係もあろうが,縮尺ののっ

ていない地図があったり,参考文献として同一書が重

複して出ていたりして,かなりずさんである｡

それにしても,東南アジアの文献として,最近官庁

なり団体なりから刊行されている資料類にも十分注意

をはらう必要がある｡その 1冊としても本書は注目さ

れてよいと思われる｡ (本岡武)

伊藤博一 :トング一 ･ロー ドー ビルマ席償工

事の五年間.岩波書店,岩波新書 497.昭和38

年.vl'i+203ページ.

ビルマへ旅行 して,ビルマへの賠償工事第 1号とし

てのパル-チャン発電のことを聞かないものはないだ

ろう｡また,東南アジア-の旅行者で各地における日

本工営株式会社の土木建設の話を耳にしないものはな

いだろう｡わたくLは残念 ながら, いままで のとこ

ろ, 日本工営の建設現場に入ったことはない｡ しか

し,ビエンチャンを訪れたとき,メコン河上流の-支

流でダム建設の調査を行なっている若い土木技術者か

ら直接に話をきいたことがあるOそのとき ｢東南アジ

アの開発に寄与する｣と口でいうはやさしいが,いざ

それを実行に移すことは,いかにたいへんであるかと

いうことを,しみじみと思いしらされたのであった｡

こんど岩波新書の 1冊として,本書の広告を見て,

さっそくこれを求め,むさぼるようにして一気に読ん

でしまった｡読後の興奮さめないうちに,本書を紹介

しておきたいと思う｡

本書はもちろん学術研究書ではない｡しかし,東南

アジアの研 究のために教えるところは きわめて大き

い｡なぜなら,著書は5年にわたって身をもってビル

マの経済開発の現場にうちこんだのだから｡パル-チ
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ヤン発電工事のため, トングーから発電所までの間に

送電線を建設しなければならない｡その送電線の建設

のために トングーからロイコ一に至る間の道路を建設

する｡ これが,トング一 ･ロー ドであり,著 者はその

ため昭和 29年の末から5年間 この建設に没頭する｡

insurgentsの出没するカレン州の 山岳 地帯 200km

にわたっての道路建設の COnSultantengineerとし

ての体験は実にたいへんなものだ｡この経験が淡々と

して,語られている｡文章はよ く,しかも多数の地図

や写真がいっそう読みやす くさせている｡まことに興

味ある読みものである｡

東南アジアにおける土木技術者の仕事がいかにたい

へんであるかは,本書でよ くうかがえるであろう｡そ

れとともに,それがなぜたいへんなのか,その言外の意

味がいろいろと考えさせ られる｡とくに,developing

countriesにおける経済計画のありかた,またそこに

おける指導者や住民の behaviorに いろいろと問題

があろう｡これだけ苦労して建設したパル-チャン発

電所の第 1期工事 8.4万kw がビルマ経済発展にはた

す役割こそ,とくに知りたいと思う｡おそらく,わた

くしだけでな く,本書を読みおわったあと誰しもが希

望するのではな かろうか. とりわけ ビルマが ttThe

BurmeseWaytoSocialism"を進んで いる今日,

いっそうこの建設工事の現実的成果が知りたいもので

ある｡ (本岡武)

Enke,Stephen:EcorLOmicSfor Develop-

ment.Prentice-lIall,Inc.,EngelwoodCliffs,
N.J.1963.Z少.xxii+611.

東南アジアの経済開発 問題をとりあつか うために

は,経済開発理論をかためておかねばならない｡

経済開発理論の文献としては戦後20年近 くの間に,

数多 くの出版を見るに至り,経済学において,ひとつ

の分野を確立するに至っている｡

しかし,新刊のデューク大学教授エンケによる本書

紘,とくに注目をひく｡第 1にそれは近代経済学の成

果を,グラフ,モデルおよびタームをとおして,きわ

めてわかりやす く,経済開発理論にとりいれている｡

しかも本書がAllthePeasantCultivatorsofAsia,

Africa,andtheAmericas,WhoRemain the

ForgottenMenandWomenofEconomicDeve･

lopmentにデディケー トされているように,著 者の

多年にわたる現地研究と,そのときに体験 した低開発

国の農民にたいする愛情とでつらぬかれている｡まさ

しく理論と実践とのた くまざる組み合わせが,ここに

見 られる｡しかも第 2に,経済開発にかんする主要問

題を もれな くカバーしている｡ すなわち,算1編の

低開発 の特徴からはじまり,第 2編に開発のための

innovationの意味,その innovationを実現 するた

めに,第3編では資本の蓄積と投下,第 4編では労働

の投下,さらに第 5編は開発と貿易および援助との関

係,最後に第 6編として展望をとりあつかう｡末尾の

文献もよくできている｡わたくLは,本書は経済開発

にかんする入門書あるいは概説書として非常によくで

きていると思う｡とりわけ,農業問題を強 くとりあげ

ていることは,低開発国の現状からして当然であろう

が,興味深 く思われる｡そのなかで,低開発国におけ

る経済開発の方向として一挙に工業化を促進するか,

それとも農業から固めてゆ くかとの問題はエンケ教授

の深い関心の問題である｡これについては付録Aとし

て,ReviewofEconomicsandStatisticsの1962年

2月で発表した論文に手を加えた ｢農業生産性向上を

とおしての工業化｣が再掲載されている｡おそらく,経

済開発を具体的に考える場合の根本的問題のひとつで

あろう｡その農業生産性向上についても,農業革新は

communitydevelopmentな くしてあり得ないとの

主張もまことに同感である｡

もっとも,本書は,アジア ･アフリカ ･ラテンアメ

リカ等の全世界の低開発国をとりあつかっているため

に,東南アジアの実情にマッチしない議論も多い｡ま

た東南アジアといっても国々によって経済開発の現実

やこれからのありかたはまちまちである｡この多様性

を考えながら本書を読むとき,いかに経済開発が現実

の問題として困難であるか を思わせる｡ いずれ にせ

よ,わたくLは本書は経済開発にかんしてぜひとも一

読おすすめしたい好著であると思う｡ (本間武)

John80m,JohnJ.(ed.):TheRoleofthe

JMilit&ry irLtJnderdeveloped Countries.

Princeton tJniverSity Pre粥,Princeton,
New Jersey.1962.PP.viii+423

比較政治学の分野で,新興諸国と軍部との必然的結

びつきが語られるようになってから久しい｡しかし,従

来はその主題に関するケース ･ワークがなされず,も
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