下か ら見 ると
荒

川

英

昭和 22年 6月 2
8日,私 どもを乗せ た復員船 ･輝 山九 は,佐世保 に向 けて,
シ ンガポール ･セ レター を出港 した.
私 は,部長 お よび理事 と しての二度の勤務 を通 じ, 8年 間 アジ研 にお世話
にな った｡ この間 に, アジ研 内外 の多数の人 々 との出会いに恵 まれ, また未
知 なる地域 との接触 を通 して,貴重 な人生経験 を積 ませ ていただいた｡感謝
の念 に堪 えない｡
しか し,私の アジア との最初 の出会いは,戦争 中であ った｡ と りわけ,マ
レーでの終戦, これに続 く 2年 間の シ ンガポールでの捕虜生活 は,かな り衝
撃的経験 であ った｡
下 か ら上 を見 る と‑
れ以 上 下 は な い‑

上下 とは, い ささか乱暴で はあるが,捕虜 だか らこ

人々や グルー プ につ い て, そ れ らの力 関係 と信 頼 度

(
c
r
e
di
bi
l
i
t
yといってもよいようなもの)が, よ く見 える｡細 々 と した体験 を積

み重 ね るにつれて,
現地 の人や グループの信頼度 につ いての私 な りの評価 は,
否応 な しに少 しずつ,沈澱 し固 まってい った ように思 える｡
この評価 は, その後の アジ研勤務, これに伴 な うアジアの人 々 との交流 を
経 て も,大 き くは変 わることはなか った｡勿論 この内容 を口にす ることは タ
ブーであ った し,今 日で もそ うだ と思 う｡
ひるが えって,今 や 日本人, 日本の会社,団体,政府 は,外国の これ らに
対 して,いわば上 に立 ってい る面が多い｡会社,団体,政府 も所詮 は人の集
ま りであ る｡ 日本人一人一人が下か ら見 られている.通常時 に影響力 を持つ
もの は,供与 される利益 であろ う｡信頼度 はあ ま り影響 を持 たない｡しか し,
決定的瞬間において,最大の影響力 を持つ ものは信頼度へ の評価 で はないだ
ろ うか｡金満 日本 の平常時代 は,何 時 まで続 くであろ うか｡一人一 人の 日本
人の言動 が, アジアの人 々に, 日毎, 日本 に対す る信頼度評価 を刻 印 しっづ
けてい るので はなかろ うか｡

(
産業研究所長)
‑ 1
9‑

ア ジ研 と過 ご したむか し話
岸

薫

夫

大学で も殆 ん ど法律の勉強な どせず,文学や哲学の同好会 をつ くった り,
マスコ ミでは反暴力団キ ャンペ ー ンで暴れ まくった り,そのあげ く健康 を害
して,静養 して もう一度充電す るには役 人 とい う職業がいい とすすめ られ,
偶然 に も役人になったぼ くだか ら,役所の方で面 くらったに違 いない｡ この
年 になって解 って きたことだが,人間には生れ持 った型があ り,型 と仕事が
食い違 うと,大変 に不幸 な人生 を歩 むような気がす る｡か くして役人では一
寸使 い ものにな らない と判断 されたぼ くを, しば らくアジ研 とい う出来たて
ほやほやの研究機関に出 して くれた上司達 はとて も賢明であ った し,い まで
も感謝 している｡それほ ど,初期のアジ研 において,ぼ くは勝手気 ままな議
論 を し, 自由 を満喫で きた｡ 日本経済 もまだ素朴 な段階にあった し,発展途
上国 を研究す るといって も,上か ら下へ とい う雰囲気ではな く,何 とな く友
人 とのつ きあい とい う感 じがあ った｡ただ,われわれには長いそ して知的水
準の高い先輩達の学問的蓄積 をうけついで きたか ら,途上国 を勉強す る能力
にはす ぐれていた し, こちらか ら教 えてあげ られる分野 も相当にあ った｡
た とえば,国の財政の基本になる税制があ った｡ アジ研 でぼ くが途上国税
制 をとりあげたのは全 く偶然だ った｡当時の大蔵省主税局税制一課長が塩崎
潤氏 (
現衆議院議員)で,首席補佐が安井誠君 (
硯東邦生命相談役)だった｡ た
また ま安井君 をたずねた時,彼 は学問に近 く行政 に も役立つ研究 として,逮
上国の税制研究 と指導 を行 うようぼ くに提案 した｡それが随分長 く続 いて,
一つの成果 を生 んだわけだ｡
‑つの国全体 をとらえる ｢Ar
e
aSt
udy｣ とい う概念 も初めてアジ研 で教 え
られた｡ この方面で傑 出 した人材が,い まぼ くのいる国際協力事業団で ｢国
別研究｣ を随分助 けて くれている｡30年の歳月が こうした事業団の研究の大
変有力 な研究戦力 を育てて きたわけだ｡
ぼ くは税制研究 と同時に当時殆 ど知 られなか った ｢中東の石油｣の研究 に
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とり組 んだO'
白骨 エ コノ ミス トで名 をな した企画庁の高橋毅夫君や,公取の
長谷川古君 との協 同作業だった｡ しか し,税 とちが って,大蔵省 とい う強大
な組織 のバ ックを得 られず,通産省 は,全 く ｢メジャー任せ｣とい う時代 だ っ
たので,研究 にあたった同僚 はl
f
Rの汗 を流 した ものだ｡ただ,苦 しくとも,
い まの時代 に欠けて しまった奇妙 な自由があ った｡
こう した途上国研究の先駆者 たちの幾人かは,仕事半ばに して無念の死 に
襲 われた｡ また多 くの先駆者たちが,研究の中核体 を日本のあちこちにつ く
り, なかには途上国研究機関の内部 に もその成果 を大 きく開花 しつつある0
最近 きくところによると,アジ研 の地方移転が要請 され こうした苦 しみ をと
もに した同僚が血 と汗 と涙の跡 をに じませているこの研究所の建物か ら追 い
出 されるとい う｡本当だろ うか｡歴史的建造物 には破壊 を許 さない神聖 な何
物かが ひそんでいる｡西欧の都市 はそれ をよ く知 っている｡若 しそれが本 当
な ら,あの建物の立地の選択 に,造形のデ ッサ ンづ くりに,更 に資金集めに
東京 と大阪 を汗 にまみれてかけまわ った東畑精一先生や,総務部長渋沢正一
氏の墓 は,動てん して, ひび割れす るであろ う｡
(国際協力事業団副総裁 )
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資料部門 七色の虹
阪

田 貞 宜

わた くLが国立国会図書館 をやめてアジア経済研究所 にきたのは,理想の
資料部門を自分の構想で作 り上げることがで きると思 ったか らです｡ しか し
｢アジア経済研究所の資料部門はか くあるべ し｣ とい うのは,一つの夢 にす
ぎませ んで した｡資料部門には余 りにもさまざまな機能が要求 されて,その
どれ をも満足 させ ることは不可能だか らです｡遠 くか ら見れば七色の虹 も,
近づけばあるべ き姿 はつかめ ませ ん｡資料部門には,対立す るい くつかの規
準があ ります｡資料部門を一つの姿 に描 き出せ ない理由です｡例 えば,次の
通 りです｡
1 Pe
r
s
pe
c
t
i
veか,Re
t
r
os
pe
c
t
i
veか
pe
r
s
pe
c
t
i
veとは,Cur
r
e
nt
‑
a
wa
r
e
ne
s
sとお きかえて もいいで しょう｡
発展途上国研究は現代研究だか ら,新聞,雑誌など新 しい情報 を集め
なければな りません｡ しか し,地域研究 をす る上で,国々の特性 を知
る必要が ある とい うな らば,Re
t
r
os
pe
c
t
i
veな,つ ま り歴史資料 も要
求 され ます｡研究部門で も地域研究 を主 とす る調査研究部 に対 しては
動向分析部がで きました｡ どちらの規準 を主 とするのか,その割合 は
どうかは難 しい問題です｡
2 Syn
c
hr
oni
cか,Di
a
c
hr
oni
cか

同 じく時間に基づ く規準ですが,異なるのは斉合性の座標軸です｡
地域研究である国を対象 にするとき,かならず他の国の特性 を参照 し
ます｡つ まり比較研究が有効な手段です｡ したが って,資料 もある特
定の分野 に関するものを共時的に収集 しなければな りませ ん｡ また量
的なデータに基づ く計量研究になれば通時的な資料が要求 され ます｡
統計部門が独立 したのはこの理由か らです｡研究部門では地域経済の
計量分析 プロジェク トが生れました｡
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3 Ge
ner
alか,Spe
c
i
f
i
cか

アジア経済研究所 は発展途上国に関す る研究所 として研究対象に大
きな枠組 はあ りますが,詰めてい くとあい まいです｡名称 に経済 とあ
るのに政治,法律,社会などさまざまな分野が対象 とな ります｡ した
が って資料部門では,発展途上国に関す るものなら何で も集めるとい
うことにな ります｡法律資料 まで体系的に集め られて,法律学者が何
人か生れることにな りました｡逆説的に言 えば,規準 をあい まいに し
た方が賢明なのか もしれません｡
4 Ce
nt
r
al
i
z
a
t
i
onか,De
c
e
nt
r
al
i
z
at
i
onか

これは,一つの独立 した組織 として資料部門を持つ ことが妥当か ど
うかの問題です｡簡単 に言 えば,資料の利用か保管か どちらに重点 を
置 くかです｡利用に重心 をかければ,各研究部門あるいは各研究者が
資料 を管理すれば便利です｡すると体系的な保管がで きず,無駄 も生
じます｡わた くLは,投資資料相談室 を作 ってこの難 しい問題の解決
のい とぐちを見つけようとしたのですが,残念なが らいつの間にか調
査研究部門に吸収 されて しまいました｡
い ま資料部門はエ レク トロニクス化の流れに沿 って革新の時代 を迎 えてい
ますが,3
0年前の初心 にかえ り,新 しい方向 と体制への模索が続 けられるよ
う期待 します｡
(国際 ビジネスコ ミュニケーシ ョン協会理事長 )
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私の中のアジ研
篠

沢

恭

助

1
964年 4月か ら66年 3月 までの 2年間,大蔵省か らアジ研へ出向 とな り,

派遣員 としてアルゼ ンチ ンのブエ ノス ･アイ レス市 に駐在 した｡ また, これ
を挟 む事前の研修 ･準備 と帰国後の整理の時間 を合 わせ ると,全部で 3年弱
の期 間 をアジ研 で過 ごさせて頂いた｡
私の公務員生活 は30年 を超 えたが,略々
その 1割 に相当す る部分だ｡
振 り返 ってみると,この時間は,私 に とって次の ような意味 を持 っている｡
第 1に, これは今 日に至 るまで私の唯一の海外生活体験である｡その後予
算編成 など比較的 ｢国内向け｣の仕事 に従事す ることが多か っただけに,派
遣員生活 は, 自分の知験 の幅の (
それなりの)広 さを証明 して くれる殆 ど唯一
の根拠 となって きたのである｡
第 2に,今 日で こそ何の珍 しさもないこととは云 え, 4半世紀前 における
ラ米滞在経験 とかスペ イン語屋であることとかの稀少性が,霞が関界隈で,
私の ｢
識別｣ に随分役立 った と思 われる｡
さらに,第 3に,たいへん私的なことで申訳 ないが, アジ研 の場で家内 と
知 り合 うことがで きたこと,等 々｡
一方,
私の方か らアジ研 にどれだけの貢献 をな し得 たのか を問 うてみ ると,
まことに申訳 ないこと乍 ら,お礼奉公で書 きとめた一冊の本 (
アジアを見る眼
シリーズ r
バンパの発展と停滞J) と,その後若干 の ｢
院外 団的活動｣ だけなの
であ る｡肝腎のアルゼ ンチ ン経済研究 との結 びつ きは,大方,跡形 もな く消
えて しまい, この国 と英国 との間のかの有名な抗争 に際 して, 日本の新 聞が
｢マル ビナス｣紛争 とは呼ばず に,専 ら ｢フ ォークラン ド｣紛争 とのみ書 き
立てることに腹 をたて,あるいはマ ラ ドーナの活躍 に溜飲 を下げるだけの｢間
柄｣ となって しまった｡ よって,研究所か らすれば私‑の投資 は確実 にムダ
遣 いの部類 に分類 されて しまうのではないか と, ジクジたる思 いにか られる
のである｡
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この ように,殆 ど一方通行的受益関係 にあるだけに,私 に とっての アジ研
時代 の思 い出の深 さを付度 して頂 ければ幸 いである｡
(
大蔵省理財局長 )

カルチ ャー ･ギ ャ ップ
高 橋

達

直

米国 ミシガン大学のあるアナ‑バ ー市 は,デ トロイ トの西方4
0マイル｡春
には白いマ グノリアや紫の ライラ ックなどと りど りの花が一斉 に咲 き競 う｡
そ して秋 は,郊外 を広 くゆっ くり流れるヒューロン川が燃 えるような紅葉で
色 どられる静かな美 しい大学町だった｡ アジ研 の在外研究員 として同大学の
中国問題研究所 に派遣 されたの は, もう今 か ら20年以上 も前 になる｡ ｢まだ
カルチ ュア ･ギ ャップが随分あ るで しょうね｡
｣当時の所長でお られた東畑
精一先生 に出発 の挨拶 に出向いた ときの先生のお話 を今で も思い出す｡若 き
留 学 生 と して先 生 が西 海岸 に上 陸 され て,公 園 を散 歩 して い た ら, NO

pARKI
NG と路上 に書 いてある｡その意味が分 らず,多分公 園 をウロウロす
るな とい う趣 旨と解 して早 々に宿 に引 き揚 げた といわれるのだ｡
私の時 には,そんなことはなか ったが,大 きな道路,広 いシ ョッピング ･
セ ンター,マ ク ドナル ドのハ ンバ ーガー.今で こそ見慣 れた風景 だが,当時
は庄倒 された ものだった｡そ して これは今で も変 らぬが, 日本語が通 じない
のが何 よ りシ ョックであ った｡当時 ミシガン州 はサマータイムを実施 して,
夏 など1
0時過 ぎまで明る く随分 と遊べ た｡秋 も近づ きその終了が気 にな り,
大学のルームメー トに聞いてみた｡｢
サマ ータイムは何 日終 るのか｡
｣ 同僚 の
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返答は一様 に暖味である｡｢その うち終 るよ｣,｢
秋が来ればね｡
｣或 る朝,揺
業に出て見知 らぬ周囲の顔で私は夏時間の終 りを知 った｡帰 って同僚にその
meは夏季の こと｡
不人情 を詰問 したが,結果 は大笑い となった｡summerTi
ghtSavi
ngTi
meとい う｡だか ら友の答 は不確実 な ものだっ
夏時間は DayLi

たのだ｡
今思 うと本当に楽 しい 2年間だった｡ しか し,悲 しいことに一緒 だった尾
上悦三氏が先年鬼籍に入って しまわれた｡御冥福 を祈 りたい｡因みに当時の
研究テーマ ｢
米中関係 の歴史的考察｣は,今で も研究過程にある｡
(中小企業庁長官)

アジ研の思い出
田

中 誠一郎

私のアジ研 との出会いは,アジ研が創立 され, まだ新大手町 ビル内に事務
所があった時に始 まる｡当時通産省官房調査課 に勤務 中であった私 は,机 も
十分整わない部屋で渋沢 さん,藤崎 さん達 に交 って研究テーマ検討のお手伝
いを した ものであった｡それか ら30年,創立時の予想 を造かに越 えて, アジ
研が多 くの成果 をうみ,国際的にも多大の貢献 をしている姿 に無量の感 を禁
じえない｡
その後縁あって,私 自身在外研究員の一人 として,西 ドイツに派遣 される
こととなった｡ ヨーロ ッパ特 に西 ドイツにおける開発途上国の研究 を調査す
ることが主な研究テーマであった｡
1
9
60年の春, アジア諸国を駈足で廻 って, 目的地の北 ドイツの街キールに
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到着 した｡高校以来夢みていた ドイツであ り,現地事情 も勉強 したつ もりで
はあったが,当初受 けたカルチ ャー ･シ ョックは大 きかった｡戟争の傷跡が
なお生々 しく残 ってはいたが,ユーバー ･7‑レスとい う ドイツの伝統 は,
見事 に蘇生 っていた.そのカルチ ャー ･シ ョックがいえようか とい う時に,
突如 としてベル リンの壁建設 とい う衝撃的な出来事が発生 した｡キールの地
方紙 は,今 にも戦争か とい う記事 を一面 トップで飾 っていたが,間 もな く平
穏 な 日々が戻 り,私の世界経済研究所通いが続いた｡その間,研究所 の人達
は勿論,独 日協会始め多 くの ドイツ人か ら受 けた好意の数々が今 なお忘れ ら
れない｡

1年半のキール生活の後,ケル ンの貿易研究所 に移 ったが,その後半 は,
出発当時指示 された レポー トづ くりに精 を出す こととなった｡寒い ドイツの
冬, レポー トの作成に励 んだ 日々が思い出される｡帰国後東畑先生始め皆樵
のご好意で, レポー トは 『
西 ドイツの低開発国援助J とい うタイ トルで間 も
な く出版 された｡先 日頂いた出版 目録の中にこれを見出 して感慨 を新 たに し
た ものである｡
振 り返 ってみると,この3
0年は,アジ研か ら西 ドイツに派遣 された私 にとっ
ては,ベル リンの壁の歴史で もあった｡ このベル リンの壁の崩壊 に象徴 され
る歴史の転換期 を迎 え,アジ研が更に大 きな発展 を遂げることを心か ら祈 っ
てや まない｡
(
地域振興整備公団副総裁 )
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イ ン ドネシア ･バ ン ドンの想 い出
中 沢 忠 義
アジ研発足後間 もない昭和35年か ら 2年間第‑回の海外派遣員 として,イ
ン ドネシアのバ ン ドンに滞在 した｡
アジ研 出向前,通産省でアジア諸国‑の賠償業務 に携わったことか ら,ア
ジアへの関心 は高 く,特 に人口と資源に恵 まれ将来性豊かなイン ドネシアを
自分の 目で学べ ることは大 きな魅力であった｡
渡航 ビザの取得 には数カ月を要 したが,その間大手町の本部で,同僚 の派
遣員 と共に事前の準備 もで き,又,所長の東畑精一先生か ら留学の経験談 を
うかが った り,親 しく御指導 をうけることがで きた｡
0年代初頭のイ ン ドネシアはオランダか ら独立後の混乱期であ
渡航時の6

り,農園は荒廃 し,財政の膨張 とインフレ昂進で庶民の生活は困窮 を極めて
いた｡バ ン ドン市内で も子供はほとんど裸足であったが,南国特有の陽気 な
楽天的国民性が救いであった｡印象的であったのは,都会,田舎 を問わず,
イン ドネシア語 による初等教育の普及が徹底 され,文盲の一掃が強力 にすす
め られてお り, この国の将来に明るい希望 を持たせ るものであった｡
対 日感情 も良 く,受入先のパジャジャラン大学のイワ学長 は じめ西 ジャワ
の政 ･財界の人々か らも親切 に交友の輪の中に招 き入れ られた｡大学か ら乞
われて 日本語科の設立のお手伝い もし, 6人の第一期生の修了に立ち合 うこ
とがで きたの も懐 しい想い出である｡
当時,東西対立の時代 に第三勢力の外交 をすすめたスカルノ大統領は,国
軍 と共産党のバ ランスをとりなが ら,オランダか ら西イ リア ンの奪回 ･統合
に成功 した｡帰国の年,6
2
年には,ジャカルタに 日本の協力による高層のイ
ン ドネシアホテルが完成 し,又, ソ連の援助 によるムルデカ (
自由)ス タジ
アムでアジア ･ゲームが開催 された｡スカルノ時代の最盛期の象徴的出来事
であった ともいえよう｡ 2年後の反共産 9月革命で誕生す るスハル ト政権 は
西側の政治経済体制 を選択 し,今 日のイン ドネシアの繁栄 を導 くこととなる

‑2
8‑

が,その基礎 に広大な島喚国家 を統一 し,教育の徹底 を図ったスカルノ大統
領の指導力があったことを改めて評価 したいのは若い 日をその時代 に過 ご し
た者の感慨であろうか｡
(
伊藤忠商事株式会社代表取締役副社長 )
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アジ研の思い出
森 田
昭和 34年 に東海財務局 に行 っていた時通産省担当の大蔵省主計局主査 か ら
アジア経 済研 究所へ行 ってみ ないか とのお誘 いがあ った｡私 は是非外 国へ
行 ってみたい と思 っていた ところであったので喜んでお受 け します と御返事
を した｡
東畑精一所長の ところへ 出頭せ よとの ことであったので,東畑所長の とこ
ろにお会いを Lに行 った｡行 ってみると東畑所長が言 われるには,大蔵省が
人 を出すか どうかがなかなか決 まらなか ったので, もう東南 アジアな どの主
要国には派遣 される人が決 まっている｡君 は, オース トラリアか トルコかイ
スラエルかその中か ら選 んでほ しい との ことであった｡
私 は即座 にオース トラ リアに行 かせ てほ しい旨の返事 を した｡ これが決
まったので昭和 3
4年 1
2月には,東海財務局か ら大蔵省官房付 となった｡
私 はて っきり 1月か 2月かに出発す る もの と決め込 んでいた｡ ところが 2
月になって も 3月になって もビザが下 りない｡い らい らした毎 日が 5月 まで
続いた｡ オース トラリアでは, メルボル ンにあるメルボル ン大学で研究室 を
輿 えられた｡ここを根拠地 として調査研究 し,
成果報告 をアジ研 に次 々 と送 っ
た｡東畑所長か らは,君の報告書が一番多か った とのおはめのお言葉 をいた
だいた｡
メルボル ンの滞在 も半年 を過 ぎた頃,郷里香川県坂 出市の知人か ら,大平
のおや じさん と今の家内の芳子が写 った写真 とともに先方 は承諾 しているの
で,結婚 を しないか とい う手紙が入 っていた｡私 は早速その ようにお願い し
たい旨の返事 を した｡私 はそれ まで も何度か芳子 を見ていたので,案外簡単
に決心す ることがで きた｡当時家内は青 山学院大学の学生で 1
9歳であ った｡
アジ研 の思い出はその他 に も数多 くある｡
(
衆議院議員)
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