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っばら純理論的考察のみがなされる傾向が顕著であっ

た｡その点新興諸国の軍部の実態を探るケース ･スタ

デ ィの堆積の端緒を切るべき一書が,このたび,The

RANDCorporationの努力で公げにされたことは,

なにはともあれ実に有意義なことであったと思 う｡

12篇からなる論文集である本書は,新興地域全般を

扱 っているが,そのうち3篇が東南アジアに関係 して

いる｡とりあえず,その3篇それぞれの個性を捉えて

おこう｡内容はいずれも立派で甲乙はつけ難い｡

まず,G.Paukerがイン ドネシア軍部を担当して,

インドネシア政界で重きをなす軍部をば,多面的な視

角から解剖 している｡46貢にわたる叙述の,最後の10

頁余 りが,実に面白い｡現在の軍部が内に多大な問題ヽヽヽヽヽヽヽ

性を革んでいること,その理由などが,明快に描かれヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
ているからだ｡またその個所は,神秘の人ナスチオン

の心中の思惑を測定 してもおり,同時に,共産党の軍

部観にまで筆は及んでいて,インドネシア政治の将来

の展望に益するところが多い｡Pa11kerの本稿執筆の

真の趣旨を探 るのも一興だろう｡ というのは, かれ

は,主体性を欠き没意慾的なイン ドネシア軍部を素材ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

として,軍部をば新興国家の守護神と見徹す通説に,ヽヽ

痛烈な逆説をぶっつけている感 じだからだ｡

次いで,L Pyeがビルマ軍部論を展開している｡

かれは,民族主義政治家と植民政府以来の行政官との

相魁が,機動的な政治権力の確立を妨げ,そのことが

ひいては軍部撞頭の土台になった,という,かれの従

来からの持論を展開 している｡その限りでは,かれの

説得力は大 したものだ｡ しかし,軍部それ自体の社会

的性格等の分析が欠けているため,将来の展望を行う

段になると,議論がにわかに甘 くなる｡

最後に,タイの軍部を,D.Wilsonが論 じている｡

一次資料が駆使され,いかにもかれらしい構想に応 じ

て書かれている｡タイの軍部史は,研究の余地をまだ

多分に残 しているわけだが,本稿でも,歴史的叙述の

個所より,現在の軍部を,その内部構造 ･政治理念 ･

政治的行動様式等を捉えることによって,内面的に理

解 しようとする試みのなされている個所のほうが,ず

っと冴えているっWilsonは,結論として,タイの軍

部が,政治的正当性の裏打ちを欠 くことを,かなり明

確に示 し出している｡ しかし,かりにそうだとして,

その正当性喪失の責任の所在をどこに追跡 し,求めた

らいいのか,また,軍部以外に正当性を備えた有力な

政治勢力が一体全体存在 しているのか,Wilsonは,

本稿では,まった く答えて くれない｡

以上の3篇は,このようにいずれも独自の個性をも

っているが,みな一読の価値は充分ある｡それらを収

めた本書は,類書が皆無であるだけに,是非とも,こ

の地域の政治に関心をもつものの座右に備えられてし

かるべきであろう｡

なお本書の冒頭に,E.Sbilsそれに L Pyeが,新

興地域の軍部について,一般理論的見解を展開してい

るが, とりわけ Pyeのは有益である｡Shilsのも,

かれの最新の近代化理論として,見逃せない (Sわils

は,本書で,新 しくmililitarymodernizingoliga-

rchyという概念を提案している)｡ (矢野暢)

Butwell,Richard:SoutheastAsia,Today-

And Tomorrow, A political Analysis.

FrederickA.Praeger,New York.1961.PP.
x+182

本書は,ビルマの専門家 Butwellが,東南 アジア

全体の政治を,かれなりに整理し,脈略づけた,東南

アジア政治概説書である｡一見平易で,入門書的体裁

を呈 して いるが, 出門の書ともいえるだけの 味のあ

る本である｡ 最近刊行 されたこの種の本に, Victor

Purcell:TheRevolutioninSoutheastAsia,1962

があるが,東南アジアの現代政治の動態を内在論理的

に多角的に生き生き捉えている点では,Purcellのも

のより本書のほうが高 く買える (Purcellの知識は,

該博かつ正確だが,どちらかといえば歴史的な叙述に

かたより,現代政治にたいする問題意識に立体的な深

みがな く,また冷た過ぎるきらいがある)0

本書の構成を見ると,第一章.アジア的基盤と西欧

の感化,第二章.最初の政府選択,第三章.肌に合 っ

た政治制度の探索,この三章で,東南アジア諸国が過

去辿ってきた試行錯誤の道程 と将来辿る可能性のある

道筋が,明快に描かれている｡現在に至るまでの複雑

な歴史的経緯が,各国別に,まった く要領よく,整理

されている｡第四章.政治過程,は短いわりに充実 し

ている｡この地域の政治の動向を左右する要因の所在

を知る上で,大いに参考になる｡ 第五章. 政府の施

政,第六章.宿弊と政策変更,では,諸国の社会体制

近代化の態様と,近代化を妨げる要因とが,多面的に

追求されており,興味深い｡第七章,共産主義の挑戦,
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第八章.外交政策,では,この地域をとりまく国際政

治的環境がダイナミックに論 じられている｡

本書は,このように,東南アジア政治の問題点をほ

ぼ網羅している｡叙述は平易明快だが,含みの多い文

章が並んでおり,実質的密度は高い｡読者には,従っ

て,慎重な読み方が要求されよう｡少 くとも読者は,

将来の歴史に鋭い洞察を加えるべ く著者が本書全体に

働かせている一種の歴史的な読みの意識を感じとらねヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
ばならない (ちなみに著者は,南ヴェトナムの将来に

ついては,-.軍部支配,二.ゴ･ジン･ジェム政権

の継続,三.一旦民主化したあと共産化,という三つの

可能性を見ており,インドネシアの将来については,

陸軍の支配を暗示しているようだ)｡

本書を貫 く結論的主張は,すぐれたリーダーシップ

が必要だ,という平凡な主張のようだが,著者の要求

するのは,政治指導が民主主義的であれということで

はな く, ｢自国を共産主義もしくは解体から救い,自

国の地位を高めうるような｣政治指導の存続である｡

一見寛容なようだが,これは,東南アジア政治の現実

にとっては,かなり厳 しい要求である感 じだ｡平凡な

結論だが含蓄は大きく,いろいろ考えさせ られる｡

巻末の selectedbibliographyには,最少 限度の

基本的文献が精選されており,東南アジア政治に関す

る必読書を知る上で役に立とう｡とにか く,一級の入

門書である｡

なお,本書には,邦訳がある(鹿島守之助訳 ｢東南ア

ジアの今日明日｣鹿島研究所出版会300円)｡このよう

なすぐれた基本書が訳されたこと自体は喜ばしいが,

遺憾ながら,日本訳は,ひどく拙劣で推薦できない｡

政治学 用語の訳出や個有名詞の表記法もいい加減だ

が,なによりも,誤訳が多過ぎる｡第三童はとくにひ

どい.-,二指摘すると, たとえば, ttHepublicly

propitiatesthemats (thespiritsofBurmese

animism)-･"(p.51)をば, ｢公然とビルマのナッツ

(聖霊を信仰する行者)に近づき--｣と訳 したり,

Nan-Chaoを ｢南朝｣と訳 したりするようではいた

だけない｡また,原著者の幼稚なミス (たとえばp.50

の年号 tt1957"は,明らかに tt1956"のまちがいだ)

は,日本訳で当然訂正されてしかるべきであったが,

訂正されていない｡

一般に,東南アジア関係書の日本訳に,まともなも

のは少ないが,本書の訳がその従来の傾向を是正する

に至らなかったことは,いくえにも残念なことだ｡

(矢野暢)

Usha,AIah&jani:TheRole of lndi&A

A4inorities in Burma and A(alay乱.The

lnStituteofPacificRel&tion8.1960.j坤.344

東南アジア諸国では,国民の大多数を構成する土着

人の外に,かなりの数の外国人のいることは周知の通

りである｡就中華僑 勢力が 極めて強 く,東南アジア

華僑に就ての研究もアメリカのスキンナ- (G.W.

Skinner),英国のフリー ドマン (M.Freedman)等

によって鋭意進められている｡華僑に次いでカのある

のは印度人である｡殊にビルマでは印度人の方が華僑

を数的にも凌駕しているのである｡しかるに東南アジ

アにおける印度人,いわゆる印僑の研究書はそれ程多

くはない｡その意味に於て少壮の女流印度入学者ウシ

ャ･マ--ジャニ女史による,ビルマ及びマラヤに於

ける印度人マイノリティの役割の研究が公刊されたこ

とはまことに喜ばしいことである｡

印度とビルマとは歴史的にも深い関係が あるが,

1852までの 印度人は極めて少数であった｡印度人人

口が急激に増加するのは1852からでイラワジ ･デルタ

が東印度商会に併合せられてからである｡その後逐年

増加 して1931には 100万余であるという｡印度人は各

種の職業に従事する外に印度教徒,イスラム教徒,辛

リス ト教徒,仏教徒,シーク教徒があって複雑である｡

しかしこの書物はそのような点には興味を示さず,ど

ルマ人口の大多数を構成するビルマ人ナショナリズム

と印度人の関係を主として取扱っている｡

マラヤにおける印度人人口は1957年の統計では70余

万であるが,比率の上から言うとビルマにおける印度

人比率よりも高い｡その3/5はゴム園労働者であるが,

都市住民 もかなり多い｡印度人の中でもタミール人,

テルグ人など南印出身者が多 く,又その宗教的背景も

さまざまで,華僑はどの団結を示していない｡ここで

も著者は印度人社会の文化的側面にはそれ程の興味を

示さず,ナショナリズムとの関係に関心の中心をおい

ている｡

その意味で評者などには面白いことばかりは書いて

ない訳であるが,それは専門の相異によることであっ

て著者の関知しないことである｡しかし戦後の政治事

情を知るためにはもちろん,民族研究上にも重要な参
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