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選択に半ば満足を感じている︒何故なら︑現在ポスト・

ぎた︒当初ば︑テrマの大きさに悩んだが︑今ではこの

して︑二︑三め稚拙な小論を書いている内に︑四年が過

私が﹁ヴェトナム戦争の起源﹂を自分の研究テーマと

いろな反戦運動など︒これら全てについて︑私達はこの

日本のヴェトナ・ム．戦争加担によって起った我が国のいろ

争の．終結⑳方法について6︐そして．世界は勿論のこと︑

ラッセル法延に象徴される現代の法的︑倫理的問題︒︑戦

争面高度ゲリラ戦︒．社会主義国と民族解放運動め関係黛

書評
ヴェトナム研究文献

ヴェトナムが公然と語られているけれど︑ヴェトナム戦

後の国際政治め展開の中で︑こめ経験を教訓としてどう

iバーナード・B・フォールの著作についてーー

争こそが︑戦後世界史の一時期を画す分岐点となつ．たか

生かして行くかという課題を負わされたのであるbしか

小沼

らである︒そこには︑好むと好まざるとにかかわらず︑

ヴェ︸ナム戦争の最盛期には︑年間三〇冊以上発刊さ

もまだヴェトナム戦争は終っていない◎

地主義︶対民族民圭革命︵民族解放運動︶︒限定局地戦
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新

種々の政治学的問題が充満しているα帝国主義︵新植民

書 評

蒙の役割を果したそれらの書物を乗りこえて︑今︑私達

る読物であったと言うのではない︒しかしあの時期に啓

れた読物も近頃やっと底をついた︒勿論︑全てがいわゆ

れることの出来ない一人のヴェトナム研究家を採り上げ

は持たない︒私はここで︑ヴェトナムを語る場合に︑忘

のようである︒とのような見事な解題をやる能力を︑私

︐．・

て︑彼の研究視点とその代表的著作を検討してみたいの

∵

研究を志すものの季節がやって来たと言えるであろう︒

一W●．勾①＝︶であるゆ

である︒その研究家の名は︑バーナードポB・フォール
vO円昌位︻

問題意識の解明は︑歴史的かつ論理的でなければならな
い︒私達は先達の後をたどる事によって八勿論ヴェトナ

題を含んでいる︒外国文献にもキワモノはある︒資料の

ころで外国文献を資料とする場合︑それはいろいろの問

的発展をとげながら︑作業を進めなければならない︒と

て︑自らの論理と歴史的事実の相互緊張と検証の弁証法

リカ︑．フランス︑

れ︑

究のためにヴェトナムを訪れ︑それ以後六度も現地を訪

った︒一九五三年に︑彼は始めて︑︑インドシナ戦争の研

涯を閉じた︒彼は︑アメリカのハワード大学の教授であ

ヴェトコン．︵≦900謬αq︶の地雷に触れ．て︑四〇才の生

ない︒一・九六七年二半︑中部ヴェトナムで従軍取材中鳶

︐・・彼は詰れたヴェトナム研究家だが︑すでにこの世にい

選択自身に︑研究者の価値判断がかかっているのは︑言

であった︒一九六二年には︑ ハノイ︵逝去9︶を訪れ︑

ム現地に赴き︑自ら確かめるのが一番だが︶︑︐特にアメ

うまでもない︒私はヴェトナムを取り扱った︑日本の書物

ホi・チ・ミン︵鵠OOず一リ轟一昌ゲ︶大統領︑ファン・バ

徹底した実証主義者

を出来る限り買った︒百冊を越えるそれらを見ながら︑

ン・ドン︵上げ碧く碧Uo轟︶首相と会談している︒当

然に︑彼は多くの著作を残した︒統一戦線ヴェトミン

自らの研究を深めるという︑

私は参考文献・資料とは一体何かということを︑再び考
．噛

︵≦oけ︼≦貢げ︶の政府組織︑経済︑文化政策などを明ら

を始あとして︑ 主にディエン・ビエン・フー ︵U冨昌

かにした博士号論文↓ゲ①≦o㌣ζ貯ゴ幻︒αq一溜Ph㊤q蔭

氏が﹃国際問題﹄

切帥︒昌℃ずロ︶の攻防を中心とするインドシナ戦争の分析

︵日本国際問題研究所︑一九六五年四

月︑第六一号︶でなされた親切詳細な文献解題がある位

れらの紹介がないのは意外である︒わずかに︑谷川栄彦

洪水のようにヴェトナム関係の出版物が出ながら︑そ

えさせられた︒

ヴェトナムの学者の文献を参考にし

（】
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を行ったω＃oo仲ミ坤ゴ︒暮同︒￥μO①μや口︒＝旨潜

性を描きだしている︒第二部と第三部は︑最初から敵対

の比較に︑重点を置いている﹂ ︵︿凱ページ︶のである

は︑南北ヴェトナム両地域の政治と経済の組織︵制度︶

示している︒フォール自身が言う如く︑﹁本書の重要な点

く︒曼ωヨ9旨コ潜8一↓ゴ︒ω幽αQoohU冨公田魯℃ゴ縄一りする形で分割された北部と南部の悲劇を描いている︒北
む む
む む
μOOOなどがある︒更に︑私が書評をかねてフォールを の
革命︑南の反乱という題が︑その意味内容をおのずと

評価しようとする二冊子書物を残している︒即ち最も有
名でヴェトナム研究必読文献ともいうべき︑↓げ︒↓≦o
≦o雫Z鋤ヨの一︾勺︒§言巴9︒旨畠冨壕富鉱bロ巴誘凶ω一り

これは︑ 論文集である︒収められた論文の数は全部で二

※≦072︒︒目ミ津器ωωH8ω・092亡く︒昔おOO・

い︒

HOOωと論文集≦o㌣Z潜ヨミ一言︒ωω︿μO窃ω一μO①OVが
り︑その他︑ナブタイトルの如く︑軍事面︵フランス軍
H㊤OOとである︒フォールの研究成果は︑ヴェトナム研 とヴェトミン軍︶の分析にも非常に詳しいので︑興味深

究の参考資料として欠くことが出来ないと言われる︒日

本でも外国でも︑多くの人によって引用されている︒そ
こで私は︑少し古くなったと言われるかも知れない二冊
の書物を︑その考察の対象に選んだのである︒

六篇で︑それを歴史的段階で六つに分けている︒それら

敵︑国

二〇年︑ 日

フランスのインドシナ喪失︑口 北部−革命の

五百ページ︑を越す︑部厚いものである︒その内容は︑第一

とから成っている︒種々の研究誌や著名な新聞に投稿さ

※↓ケ︒↓≦o≦oヨ飾気︒︒ 2①≦囑︒凶FドOOω●この書物はは︑日

部︑共通の基盤︑第二部︑北部の革命︑第三部︑南部の

れた評論文をまとめたものだから︑

㈱ 見えない

反乱︑と三つの部分に分けられている︒第一部では︑ヴ
ェトナムの自然から描写が始まり︑一九四五年にヴェト

2勉目のほどの一貫性はない︒しかしその時々の極めてト

↓ゲ︒↓毛︒≦o㌣
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南部一死産に終うた実験︑

ミンが独立を達成するまでのヴェトナムの歴史︑主にフ

ピカルな状況で書かれているということからして︑詳細

●131）

第二次イン下シナ戦争︑

ランスの植民地支配下の状態を明らかにして︑そこに現

な事実を這えたものが多く︑非常に面白い︒期間は一九

（1

苦境に立つ西側︑因

在二っに分割され闘わされているヴェトナム民族の共通

36

五四年︑ディエン・ビェン・フーの敗北かち︑．↓︐九六六

く︑その価値を失う大きな危険に見舞われる﹂という彼

性が課せられ．ると︑

それは共産圏に多くの例がある如

年二月ホノルル会議までの一三・年間にわたっている︒こ

強い嫌悪感を見せている︒そのため︑・北ヴェトナムにお

の言葉も︑その事を意味している︒従って彼は︑イデオ

姿勢が伺われ︑大胆に予側した事態が︑かなり適確に事

ける︑土地改革の一時的︑一地方的誤り︑百花斉放運動

の間のあらゆる問題が取り上げられ︑その領域の広さは︑

実として現われて来るζとを読むのは︑快い︒

の失敗など︑確かにその指摘は大切であるが︑それらに

対する執拗な追求の深さは︑若干奇異の感さえいだかせ
る︒

の分析結果の問題点を検討し︑ヴェトナムに興味ある黒

的に名の通づ︑たフォールの︑ヴェトナム研究の視点やそ

る︒そこで︑この二冊を中心に︑日本は勿論の事︑世界

ー・ジン・ジエム︵ZσqO︼︶一昌げ∪一〇ヨ︶の心仏抵抗︑古

深くなる︒国王パオ・ダイ︵じd帥︒じ9︶の対仏抵抗︑ゴ

動︵権威に対する抵抗も含む︶に対しては︑その分析が

対する強い憧憬であろう︒従っていきおい民族の独立運

次に彼の視点として言えることは︑ナショナyズムに

々への︑ラォi〃評価の口一助と・したいのである︒まず︑

代の君主や農民の対中国独立闘争︑少数山岳民族の独立

前者であると思われ

ブォールの政治分析方法の根底には︑権力政治︵℃o≦①﹃

﹁社会科学の研究が︑その結論に国家理

一般に︑日本という例の憲法第九条に関係する特殊

な事情めためか︑政治学者は．軍事的条件の分析には︑︑余り

る・︒

ずくのは︑軍事的研究面における精緻さどその熱意であ

民族戦線も︑ この範疇では点数が高い︒ 第三番目に気

南ヴェトナム解放

意識を高く評価するのである︒山岳民族・少数民族を平
へ

指摘しな
ヘ

℃o毎ぢ︒︒︶的発想が根強く流れていることを︑
ヘ

等に扱うという点で︑ ホー政権も︑

ヘ

的立場で政治的事件を見るというのが︑

を卒直にやる︒

能力﹂を以って︑彼は淡々と︑全ての政権．︑政策の批判

︵1︶

．る︒．﹁大局的判断力と目撃したものを冷静に公平に見る

彼の視座であ

けれぼならない︒それに加えて︑いわゆる客観的・中立

戦前史を加えて一冊にしたのが︑

る︒私には︑後者の第四部までの集大成に第二次世界大

これら二冊の書物は︑︑当然互いに深い関係を持？てい

︽フォールの視点︾

ロギー︑特に共産主義に対して好意を持たない︐︒むしろ
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他に匹敵するものを糾い出しえない︒そこには﹁貫した

書評
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ウェイトを置かないけれど︑彼の軍事知識の蓄積と資料

日本の地域研究者は︑ほとんど外国文献によって研究を

は︑やはり彼の実証主義的側面を指摘すべきであろうゆ︑

る現在︑この視点は当然すぎるのかも知れない︒最後に

が︑人民戦争という詳言で帝国主義軍隊に立ち向ってい

注目したい︒北ヴェトナムにつ．いては通常︑礼賛と憎悪

国内・国外双方の分析が非常に詳細で適確であることに

初に︑北ヴェトナム︵ヴェトナム民主共和国︶に関する

た︒まず︑高く評価される点を書きとめておきたい︒最

結果︑次のように注目に値する点と︑不満な点が出て来

︽注目に値する指摘と限界︾
．前述の視点を前提としながら︑これらの書物を読んだ

進めるのに対し︑何度も現地を尋ねる中で︑彼が獲得し

に二極分解する研究傾向の中で︑冷静に叙述しているの

の豊富さには驚嘆する︒ヴェトナムを含めて︑後進地域

たものは確かに彼の大きな自信となっている︒・これは本

が特徴である︒特に中ソの谷間で苦しむ北ヴェ．トナムの
︵1︶

当の蛇足になるが︑客観主義を以ってなるフォールにし

姿︑ベトミン軍結成以来対米戦争に至るまでの︑人民解

へ

ては︑フランスに対して若干︑かたを持ち過ぎるようで

放軍の生成発展の分析は非常に参考になる︒更に︑今ま

ヘ

ある︒国籍がフランスにあるためだ︑などと言うつもり

でほとんど問題にされなかったフランス土副産党との関係

︵3︶

はないが︒

本国の共産党の在り方︑ホレ・チ・ミンの四仏交渉の顛

についての叙述は︑時のヨーロッパ情勢︑植民地所有と
︵−︶

末ともからまって︑いろいろの問題を提起している︒次

￠臼玉母島上●団99一♂＜凶︒ア2自︒ヨ乏凶εo重り噂●O

︵2︶ 賢 げ 乙 ● ︾ b ・ 一 〇

には︑一般に左翼の側から常に批判されて来たことでは

る︑︒︐フランスの失敗をそのままくりかえしている︑アメ︐

並びにアメリカのヴェトナム政策を容赦なく糾弾してい

（1

●，133）ユ33

クスの立場から︶︑フランス︵ジュネーブ協定までの︶

ジカのヴェトナムベの深入りを︑強く批判し︑ ﹁このよ

あるが︑それと若干角度を変えて︐︵パワー・ポリティツ

︵3︶たとえばフランスの植民地支配はそんなに悪いもので

はなかったとか︑第二次世界大戦末期アメリカがイン
避シナにおいてフランス軍を救助しなかったと七て鋤
判ずるが︑フランスが当時弾イ艶ドシナの再植民地化
︑

を考えていたてとなど忘れてしまっていみのである︒一

まだ指摘する口紅多々ある︒

36

かれざる客である︒それに対して敵は常に︑その土地の

うな戦場では︑西欧の軍隊は時には招かれた︑時には招

識化しようとしていた︑アメリカ国務省の﹁北からの侵

を︑いわゆる民族運動の面があると認め︑西欧側では常

ものであり﹂︑﹁いまから二︑三〇病後にはYその結末が

く︑ゲリラ戦の分析には︑やはり毛沢東の〃魚と水

略論﹂に反対している事を指摘しよう︒ 彼も述べる如

ヨ

どう出ようと︑一九五四年から一九六六年の南ヴェトナ

例えを考えなければならないのである︒ ﹁この運動は︑
︵7︶

十年余にわたって徐々に成熟した結果﹂であって︑無理

の

ムの情勢は︑アメリカにとっては中国問題の失敗に続く
第二の外交上の失敗であったと︑見られるようになるで

ともゲリラ暴行の一部と︵北からの︶・﹃侵入者﹄に負わ

にやろうとすれば．﹁アメリカ国務省白書のように︑少く

︵4︶

卑

あろう﹂と︑書いている︒この傾向は金般にわたってい
．

せようとすれば負わせられる︒だが︑それだけでは︽反

る︒

第三点には︑やはり軍事面の分析の深さを高く評価し

乱がなぜ拡がったのかとか︑なぜ根強く続いているのか
︵8︶

ヴェトミン軍対フランス軍の﹁汚い戦

これは︑

を説明できない﹂のである︒南ヴェトナム解放民族戦線

たい︒
争﹂

の形成過程については≦①雫2跨ヨミ帥ヨ︒ωωの中の一八

︵フランス国内世論や国際世論がフランスを批判し

て︑こう呼んだ︶を要領よくまとめた﹁ディエン・ビエン

番目の論文円ず︒＜凶︒㌣Oo昌σqが貴重なので記しておき

︵5︶

あるいは南ヴェトナム解放軍の戦略・戦術分析

たい︒

・フーへの道﹂にその真髄が出ている︒又︑北ヴェトナ
ム軍︑

他のすべての舞台での最悪の特徴を集めているゆ更に加

ムは︑これまで西側が共産主義と戦わねばならなかうた

戦闘に対してこう言っているi﹁要するに南ヴェトナ

ムにも適用しようとする作戦を︑マラヤとヴェ塔ナムの

ってマラヤにおいて成功を収めた為に︑それをヴェトナ

た戦略村構想に対する批判をあげたい︒イギリスが︑か

ヴェトナム政府軍が︑農民とゲリラの切り離しをはかっ

第五点は︑サンライズ作戦と称して︑アメリカ軍と南

えて︑敵はゲリラ戦に関する全ての古典を読んでいるば

や︑ゲリラ戦関係についても説得力がある︒彼は現在の

かりか︑その上に自分自身の新しい章をいくつかつけ加

地理的・経済的・政治的条件の相違から論理的にその失
︵9︶
敗を結論づけている︒．最後の評価すべき点は︑永年の研
︵6︶

えようとしているのだづ﹂第四点は︑ヴェトコンの闘い
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バン・ドンに北爆の可能性を示唆している等のありうべ

にヴェトゴンの発生を予測し︑一九六二年にはファン・・
︵13︶

にゴー政権の不能を説いた專実︑更に晶九五八年にすで

権の中世的体質を暴露し︑一九五七年︵崩壊の七年前︶

究の中で︑一九五四年九月ゴー政権発足直後に︑この政

最終的に誰がもどの階級がその指導権を握っているのか

納得できない︒他の追随を許さないような豊富な資料を
︵16︶
駆使して︑詳しい経済状況の分析をやっておりながら︑

に︑事実の裏にある論理の追求が︑もう一歩不足なのが

判に値しないという形に落ち着いてしまうのである︒次

あり︑

︵11︶

しかし︑︑一方では︑彼．の評価や分析方法に不満がない

侵犯のプロセスの扱いである︒何故にあのような形で協

不満と限界を感ずるのは︑ジュネーブ協定の評価とその

︵12︶

わけではない︒気にかかるのは︑リァルポリティックス

定が結ばれ︑何故にその馴すぐにヴェトナムに於いて米

法的に違反ではないからということで︑ 何ら批

き事態への先見の明であろう︒︑以上七点を述べたが︑他

については︑なんら明らかにされていない︒同じように

︵10︶

・ にもすぐれた分析や資料が 豊 富 に あ る ︒

を尊重する彼が︑制度や︐法律的側面を重視する余りに︑

・仏の勢力交代が起ったのか︑その辺の論理が事実関係

の羅列だけでは釈然としないのである︒

現実を過少に評価する場面に︑しばしば出会うことであ
る︒権力の正統．的継承の故に︑パオ・ダイ政権の比重が

こと．になるの．であろうか？ それからは︑必然的にヴェ

ジェネーブ協定の侵犯は当然．の事として起ったという

基盤の弱さは衆知の事実だbたのではなかろうが？

トナムの分．割を決定的なものとした︑一九五六年の統一

全般的に非常に高いのが・そのよい例であ楚その存在
えばジュネーブ会議の最中にプラン．スとパオ・ダイ政権

選挙■︵フォール自身も照る種の期待を寄せていた︶を︑

実関係だけが問題ではなく︑その事象の裏にひそむマキ

例

の間に︑ヴェトナム独立協定が締結さ・れるが︑それは死

ということになってしまうのである︒一九六三年一一月

で七まうのである︒同・じ事は︑．第二次大戦終了後のフラ

ュアベ・リズムを告白しなければならないと思うのだが︒

︵17︶

アメツカとーゴー政府が拒否したことさえ︑批判されない

・の瀬戸際に財産を与えられ る よ う な
の︾
で︑彼の如く意
︵も
15
義深く考えることは出来ないのである︒こういう観点に

のゴ ・1政権打倒のクーデターの分析においても︑その事

ンス帝国主義のヴェトナム再侵略に対しても言えるので

エξ；5

4f35）

（1

36

立つ為に︑相対的にヴェトミンに対する比重は軽くなつ

ヴェトナム研究文献（小沼）

第三番目には土地改革についてである︒

後進国におい

て︑土地改革の重要性を見のがせないのは︑彼も認める

通りである︒しかし︑ここでも彼は土地改革は︑北部で

︵−︶ 9●切①﹁量a切●恥掻㌍8冨↓≦o≦Φ雫2鋤ヨ︒・燭
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は自作農が多かったので簡単であり︑南部では大土地所
︵18︾

有のパーセンテージが高くて難しかったという事を基本

要素としている︒一方ではヴェトミンの行った土地改革
を一応評価しているのであるから︑そこでやはりゴ・ジ
ン・ジェムの土地改革のごまかしを徹底的に︑批判する
視点が︑出て来るはずだと思うのである︒第四番目には
軍事的研究については何度も述べたが︑ここでも人民解
放軍の士気が高く︑勝利を得ることができるのは︑共産
主義思想を叩き乙まれるからであるとしている︒しかし

実体はそんなことだけでは︑わり切れないのではなかろ

不思

うか︒人民戦争の形態︑イデオロギーは︑只地型と精神

︵19︶

階級闘争の視座を持つ者にとっては︑

の問題だけでは片ずかない︒

最後に︑

議な事だが︑インドシナ共産党の解党︵一九四五年一一

月︶という重要な問題を︑単に戦術的なこととして︑簡
単に片づけていることを述べておかねばならない︒

（（（（（（（（（（（（（（（（（
191817161514131211109876543
）））））））））））））））））
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ヴェトナム研究文献（小沼）

ヴェトナム和平のためのパリ会議は︑膠着状態のまま
一九七〇年を迎えた︒一方では︑アメリカ軍の︑わずか
な数ではあるが︑撤退の報が伝えられている︒この長い

そのような時

戦争が︑世界史に残しつつある重い教訓を︑怠りなく発

掘する義務を︑私達は深く感じている︒

︵一九七〇・一・一五︶

ヴェトナム研究の為の不可欠の素材とし

に︑フォールの死は大きな損失であるが︑彼の残した膨
大な遺産は︑
て ︑私達を勇気づける︒

追記︑なお︑両著とも訳本が出ている︒私も参考にさせてい
ただいた︒

↓げ︒↓乏︒≦o〒Z拶ヨ￠は高田市太郎訳﹃二つのベトナム﹄

毎日新聞社一九六六年
≦o〒29︒日竃詫50吻︒・は松元洋訳﹃ヴェトナム戦史﹄至誠堂

一九六九年
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