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ラオ・イサラ政府によるプロパガンダ活動を通じた「独立」の模索
機関紙『バンファイ』の分析を中心として

赤　﨑　眞　耶

Seeking “Independence” of Laos through Propaganda Activities 
by the Lao-Issara Government

An Analysis of the Newspaper Le Bang-Faï de la Semaine

AKAZAKI,	Maya

This	paper	 aims	 to	 analyze	 the	propaganda	activities	of	 the	Lao-Issara	
government	in	the	late	1940s.	The	Lao-Issara	government	was	established	by	
Laotian	nationalists	after	the	surrender	of	Japan	to	achieve	independence	and	
unification,	but	they	were	forced	into	exile	in	Bangkok	with	the	return	of	the	
French	to	Laos.	During	the	exile,	especially	from	the	end	of	1947	until	 the	
Lao-Issara	government’s	breakup	in	October	1949,	the	government	actively		
published	a	weekly	propaganda	French	newspaper,	Le Bang-Faï de la Semaine.		
The	government	tried	to	get	attention	from	France,	the	Royal	Lao	Government,		
and	the	 international	society	and	to	link	with	their	supporters	through	the	
newspaper.	The	political	views	of	the	newspaper	shifted	over	time	in	search	of	
a	better	way	to	achieve	the	“independence”	of	Laos.	At	first,	the	government	
chose	a	moderate	way	and	tried	to	negotiate	with	the	elite	in	the	Royal	Lao	
Government	 toward	 the	end	of	1947	and	with	 foreign	countries	 in	1948.	
However,	 the	political	 environment	around	 them	worsened,	particularly	
because	of	the	establishment	of	the	Bao	Dai’s	government	in	Vietnam	and	the	
change	of	the	Thai	government’s	position	toward	the	Lao-Issara.	From	the	
end	of	1948,	the	Lao-Issara	government	started	to	seek	a	compromise	with	
France	about	independence.	At	the	beginning	of	1949,	they	even	attempted	to	
involve	the	Laotian	non-elite	people	in	the	battle	for	independence	for	a	short	
time,	but	the	members	ended	up	accepting	“independence”	within	the	French	
Union	and	were	 integrated	 into	 the	Royal	Lao	Government,	 except	 two	
nationalists.	Nevertheless,	this	period	of	exile	in	Bangkok	must	have	allowed	
the	Lao-Issara	government	to	develop	an	international	political	perspective	
and	to	rethink	a	 form	of	 independence	after	considering	the	 international	
circumstances.	At	that	time,	the	Lao-Issara	government	thought	that	Laos	had	
too	many	difficulties	and	weaknesses	to	maintain	 independence;	therefore,	
they	recognized	the	 importance	of	 foreign	support	and	reconciliation	with	
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はじめに

現在のラオス人民民主共和国（以下，ラオ
ス）の国境線は，フランスによる植民地化に
ともない恣意的に決定されたものである。多
様な民族を抱える同国は1），現在も，「ナショ
ナルアイデンティティーはいまだ弱い」［ス
チュアート‐フォックス 2010:	15］，国民国
家の実体性が疑わしい，国民国家建設の途上
であるなどと指摘されることがしばしばであ

る2）。歴史的にみても，ラオスでは，他の東
南アジア諸国に比べナショナリズムの萌芽は
遅かった［菊池 2002:	150］。1930年代から
歴史・文学・文化研究の進展にともないナ
ショナリズムが芽生え始めたものの，それは
小さな文化的活動団体に限られたもので，政
治運動に発展するには至らなかった［スチュ
アート‐フォックス 2010:	84］。1940年代初
頭にフランスの主導により行われたラオス刷
新運動3），1945年 3月の日本軍による明号作

France	and	the	Royal	Lao	Government’s	elite.	For	them,	Laos’	independence	
could	possibly	be	 fulfilled	by	 the	unification	of	Thailand	or	Cambodia,	
cooperation	with	the	other	countries	in	the	Indochinese	Federation	or,	later,	
participation	in	the	French	Union,	if	it	allowed	Laos	to	keep	its	identity	and	
remain	a	political	entity.	The	shift	in	the	viewpoint	of	Le Bang-Faï de la Semaine	
shows	how	the	Lao-Issara	government	was	actively	seeking	what	independent	
Laos	should	be	by	rethinking	“Laos”	and	“Indochina,”	which	were	arbitrary	
concepts	made	by	France.

はじめに
Ⅰ．	ラオ・イサラ政府のプロパガンダ活動の
展開

　1．ラオ・イサラ政府の成立
　2．	タイへの亡命とプロパガンダ活動の本

格化
Ⅱ．『バンファイ』でなされた主張
　1．	王国政府への働きかけを通じたフラン

スとの交渉の模索（1947年末）

　2．	国際社会への期待（1948年初頭から
1948年末）

　3．	妥協点の模索（1948年末から 1949年
初頭）

　4．	分裂と帰国（1949年初頭から 1949年
10月）

Ⅲ．『バンファイ』の記述にみる自他認識
　1．ラオス王国政府，フランス
　2．ラオス人大衆
　3．国際社会，アジア・アフリカ植民地
　4．インドシナ，タイ
むすび

1）	 ラオスにおける最大の民族集団であるラオ族は，全人口の 53.2%（2015年時点）を占めるに過ぎ
ない［Lao	Statistics	Bureau	2016:	37］。

2）	 山田［2003:	147–148］は，これまでの先行研究の中でラオスが国民国家としての実体を問われ続
けてきたことを指摘している。

3）	 1939年にタイでピブーン（Phibul）が首相に就任すると，タイ（Tai）系民族全てを包括した国家
を目指す大タイ主義政策がとられた。1940年 6月にフランスがドイツに敗北すると，ピブーン政
権はフランスの弱体化に乗じて「失地」回復運動を行い，ラオス領，カンボジア領の一部を要求し
た。タイ・仏印国境紛争を経て，1941年 5月には日本の仲介により東京条約が締結され，メコン
川西岸のラオス領，カンボジア北西部の大部分がタイに編入された。また，ピブーン政権が行った
反仏宣伝に応えラオスからタイへと渡る人々もおり，こうした出来事はフランスを動揺させた。危
機感を募らせたフランスは，ラオス刷新運動という文教政策を実施し，タイからラオスを守る「保
護者」としての自らの役割の強調，ラオスの文化的アイデンティティの醸成を行った。とりわ	 ↗
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戦4），同年 4月の日本の下でのラオス「独立」5）

が，ナショナリズム興隆の大きな契機となっ
たとされる［菊池 1997;	Ivarsson	2008］。
以上のように 1940年代にラオスにおいて
ナショナリズムが高まりを見せる中，1945
年 8月に日本が降伏すると，フランスの復
帰を阻止しラオスの独立を維持しようという
動きがラオ族を中心とするエリート6）の間で
広まった。1945年 10月には，彼らの手によ
りラオ・イサラ政府が樹立された。しかし，
フランスによってラオスの再占領が行われる
と，同政府は 1946年 4月末頃にはタイへの
亡命を強いられ，バンコクで限られた活動を
続けるのみとなった。具体的には，亡命中の
同政府は，フランスを含む諸外国と交渉を試
みたり，プロパガンダ機関紙・冊子を刊行し
たりしていたことが知られている。また軍事
面では，ラオ・イサラ軍が，タイやベトミン
から支援や協力を受けつつ，タイ・ラオス国
境付近，ラオス・ベトナム国境付近，あるい

はラオス国内で活動を行っていた7）。しかし，
フランス復帰後のラオスでラオス王国が成立
し，さらに 1949年 7月にフランス連合内で
のラオス王国「独立」が認められると，ラ
オ・イサラ政府は同年 10月に解散に至った。
同政府はさまざまな背景，政治的主張を持つ
人々を包括していたが，彼らは独立運動のあ
り方を巡って対立し，右派，左派，中立派な
どへと分裂していくこととなる。長期に渡る
内戦の末，1975年に左派勢力のパテート・
ラオが政権を握り，ラオス人民民主共和国が
成立した。
ラオ・イサラ政府は，ラオスナショナリズ
ムが初めて政治的なかたちをとり，フラン
スからの独立を目指す本格的な試みを行っ
たという点，その後の時代に活躍するラオ
ス人ナショナリストを結集させたという点
で意義深く，これは先行研究においても指
摘されてきた［スチュアート‐フォックス
2010:	100;	Deuve	1993:	1］8）。しかし，先行

↗	 け青少年の意識改革が目指され，学校教育や青年層を中心とするクラブ活動の奨励などが行われた。
このラオス刷新運動は，当時のラオス教育長官シャルル・ロシェ（Charles	Rochet）によって推
進され，教育を受けたラオ族の若者たちがその活動の中心となった［菊池 2002:	151–153］。

4）	 日本軍は 1940年 9月に北部仏印，1941年 7月に南部仏印に進駐した。その後のインドシナでは日
仏共同統治が行われていたが，ラオスには日本軍は駐留しておらず，実質的にはフランスの統治が
維持されていた。1945年 3月 9日，連合軍のインドシナ上陸を恐れた日本軍は明号作戦を実施し，
フランス軍の武装解除を行った。これによりフランスはインドシナからの一時撤退を余儀なくされた。

5）	 このとき，ルアンパバーン王国国王が独立宣言を行った。なお，植民地期のラオスは，保護領であ
るルアンパバーン王国と直轄領であるその他の地域から成っていた。

6）	 ここでいうエリートとは，フランス式の近代教育を受けた者を指すが，この時期活躍したエリート
の中には，マハー・シラー・ウィラウォン（Maha	Sila	Viravong）のように伝統的な仏教教育を
受けた者も存在する。フランスは，ラオス刷新運動を実施するまでラオス人の教育に力を入れず，
ベトナム人を多く官吏として採用していた。1917年にようやくフランス語による 6年間の初等教
育が一部で実施され，1921年にはラオスで唯一の中学校コレージュ・パヴィ（Collège	Pavie）が
つくられたが，その生徒の多くはベトナム人であった。ラオス人が中学校を卒業した後に高等学
校，大学へと進学するにはベトナムに行くしかなかったが，実際に進学した者の数は非常に限られ
ていた。例えば，1939年にベトナムの高等教育機関へ進学したラオス人は 7人のみであったという。
また，フランスに留学し高等教育を受けたのは，王族などごく一部の特権階級のみであった［飯島
1999b:	358;	スチュアート‐フォックス 2010:	71–72,	83］。

7）	 亡命後のラオ・イサラ政府の諸外国との交渉，プロパガンダ活動，軍事活動の進展については，菊
池［2013］にまとめられている。

8）	 他にも，同時期の運動の中心的存在であったペッサラート（Phetsarath）は，ラオス国外の研究
者から「ラオスナショナリズムの父」と評されるなど高い評価を受けている［3349	1978:	xi;	菊池
2010:	145］。ペッサラートは，ルアンパバーン王国の副王の家系の出身で，サイゴンのリセ，パリ
の植民地学校などで学んだ。ラオスに帰国後は植民地行政に参加し，官吏としてラオス各地を視察
する機会を得た。1923年，ラオス人官吏としては最高位に就き，文化事業や行政改革に注力した。
さらに 1941年，ルアンパバーン王国副王の地位に就いた。ラオス刷新運動期，日本占領期には同
王国首相を務めた［Stuart-Fox	2008:	252–253;	菊池 2010:	145–149］。
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研究において主に注目されてきたのは，亡命
後バンコクに居を構えたラオス人エリート
の政治活動ではなく，内戦の勝者となった
パテート・ラオにつながる動き，とりわけ
軍事活動であった［Brown	&	Zasloff	1986;	
Gunn	2005;	Pholsena	2006］。Deuve［1993:	
280］が「ラオ・イサラの遺産」として評価
を与えているのも，ベトミンの援助を受けな
がら軍事活動を取り仕切り，のちのパテー
ト・ラオの中心人物となったスパヌウォン
（Souphanouvong）の行動に対してであり，
ラオ・イサラ政府の閣僚はラオスの政治的発
展にはほとんど貢献しなかったとする。それ
どころか，ラオ・イサラ政府はラオス王国側
からは相手にされておらず，ラオ・イサラ側
もそれを自覚していたとした［Deuve	1993:	
250］。また，Evans［2002:	87–88］は，能
力や経験の不足の問題が存在していたことの
他に，都市を拠点とする小規模な運動に留
まったことをラオ・イサラ運動の根本的な弱
点として指摘している。以上のように，同政
府の活動の実効性については，疑念が示され
ることが多い。むしろこの点については，ラ
オ・イサラ政府は国民国家建設にはほとんど
貢献しえなかった，という評価が一般的であ
るように思われる。こうした中，菊池［2013］
やWolfson-Ford［2018］によって，ラオス
人自身の手により書かれた史資料の分析を通
してラオ・イサラ政府，王国政府の歴史的位
置づけを見直し，再評価しようという試みが
なされている。
しかしながら，ラオ・イサラ政府の行った
政治活動の内実について十分な検討がなされ
てこなかった。先行研究においては，断片的
にではあるが，ラオ・イサラ政府の主要閣僚
であったカタイ・ドン・サソリット（Katay	

Don	Sasorith）9）が中心となって執筆したプ
ロパガンダ機関紙・冊子についての言及，分
析がなされてきた。ただし，プロパガンダ機
関紙・冊子を網羅的に分析し，全体像を把握
しようと努めた研究は管見の限り存在せず，
それゆえに，ラオ・イサラ政府がプロパガン
ダ活動を通して何を試みたのかという点に関
しても，研究者によって見解の相違が見られ
る。例えば，Lafont［1974:	43］や菊池［2013:	
224］は国際社会に対するアピールの手段と
しての役割を強調しているが，Deuve［1993:	
225–226］はラオス国内に残る官吏に対し同
じ目的に向けて共闘を呼びかけるためであっ
たとしている。一方，Adams［1970:	111］
は「カタイの罵言」はフランスよりもラオス
においてフランスに仕える同胞に向けられた
ものであるとし，ラオスの将来像について
の言及がほぼなされていないことを指摘して
いる。また，Wolfson-Ford［2018］は，プ
ロパガンダ冊子において民主主義や反共産主
義がどのように位置づけられていたかを，王
国政府に参加したラオス人の残した史資料と
比較しながら分析している。しかし，これら
の冊子はそもそもプロパガンダという性質を
持つものであり，「誰かに何かを訴える」た
めに出版されたものであるという点が，彼の
分析では十分に考慮されていない。プロパガ
ンダ冊子の内容全てをラオ・イサラ政府閣僚
が「実際に考えていたこと」として扱うこと
には無理があるだろう。また，ラオ・イサラ
政府のプロパガンダ活動がどのような文脈で
開始・発展したかという点も分析されていな
い。以上のように，先行研究においてはプロ
パガンダ活動の内容や役割，目的に対する見
解にはばらつきが見られ，適切な把握がなさ
れているとは言い難い。

9）	 ベトナム人の父，ラオス人の母を持つ。ハノイで教育を受けた後，植民地行政に参加した。1941
年から 1945年の間，ラオス刷新運動の中心人物として活躍した。ラオ・イサラ政府では財務大臣，
情報・宣伝（プロパガンダ）大臣を務め，プロパガンダ活動の中心となった。亡命から帰国後は，
王国政府で活躍し首相も務めた。ラオ・イサラ政府のプロパガンダ機関紙・冊子のみでなく，ラオ
スの文化や歴史に関する書物も執筆している［Stuart-Fox	2008:	148］。
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以上のようなラオ・イサラ政府に関する研
究状況を踏まえ，本稿では，ラオ・イサラ政
府の政治活動，とりわけプロパガンダ活動を
めぐる以下の二つの問いに答えることを目的
とする。第一に，ラオ・イサラ政府のプロパ
ガンダ活動は，どのような意図のもとに，何
を目的として行われたのかを検討する。これ
により，プロパガンダ活動の全体像を把握し，
これまで断片的にしか明らかにされてこな
かったラオ・イサラ政府の政治活動の内実や
その全体像を明らかにする一歩としたい。第
二に，プロパガンダ機関紙・冊子の記述の分
析から，当時のラオ・イサラ政府がラオスを
どのようにとらえ，戦後世界の中に位置づけ
ようとしたのかを明らかにしたい。以上の分
析を行うことは，その前後の時代のラオス人
エリートのナショナリズムとの連関，その後
の時代のラオスと他国との関係性を把握する
上でも有益であろう。
これらの問いに答えるため，第一章で，ラ
オ・イサラ政府の成立から亡命，解散までの
足取りを追いつつ，プロパガンダ活動の全体
像，同活動の対象者・国を把握することに努
める。第二章で，プロパガンダ活動が本格的
に開始されて以降，週刊の機関紙として発刊
されていた『バンファイ（Le Bang-Faï de la 
Semaine）』10）を中心に，ラオ・イサラ政府の
プロパガンダ機関紙・冊子の内容を分析し，
そこでなされた主張と時系列での変化につい
て，具体的に明らかにする。第三章において，
主に『バンファイ』の記述から，ラオ・イサ
ラ政府が，自身やラオスをどう位置付け，他
者，他国を，また彼らとの関係性をどのよう

に認識していたのかという点について分析を
行う。なお，本稿で分析する一次史料は，エ
クス・アン・プロヴァンスのフランス国立海
外領土史料館（Archives	nationales	d’outre-
mer.	以下，ANOM）とラ・クルヌーヴのフ
ランス外交史料館（Archives	diplomatiques	
du	ministère	de	 l’Europe	et	des	Affaires	
étrangères—La	Courneuve.	 以 下，MAE—
La	Courneuve），アメリカ国務省機密文書セ
ントラルファイル（以下，Central	Files）内
に保存されている史料が主である11）。

Ⅰ．ラオ・イサラ政府の
プロパガンダ活動の展開

1．ラオ・イサラ政府の成立
1945年 8月，明号作戦以降実権を握って
いた日本が降伏すると，インドシナでは政
治的空白期間が生じた。このとき，1941年
からルアンパバーン王国の首相を務めていた
ペッサラートが，ラオスにおける独立に向け
た動きを主導した。彼は，9月 1日にルアン
パバーン王国の独立維持を宣言，同月 15日
にはそれまで異なる統治方式がとられていた
ルアンパバーン王国と南部とを統合，ラオ
スの統一を宣言した。さらに 10月 12日に
は，ビエンチャンでラオ・イサラ政府の樹立
を主導した。前ビエンチャン県知事であった
カムマオ（Khammao）が首相の座に就いた
ほか，ペッサラートの弟のスワンナプーマー
（Souvanna	Phouma），同じく異母弟で早く
からホー・チ・ミン（Ho	Chi	Minh）と連
絡を取っていたスパヌウォン，タイで自由
タイ12）とともに活動していたウン・サナニ

10）	「バンファイ」とは，ラオス語で「ロケット花火」を意味する。
11）	 ANOMとMAE—La	Courneuveの史料に関しては，筆者が直接史料館に赴き収集した。Central	

Filesに関しては，早稲田大学に所蔵されているマイクロフィルムを閲覧した。
12）	 第二次世界大戦期にタイのピブーン首相は日本と同盟を結び，アメリカとイギリスに宣戦布告し

た。このときつくられた抗日地下組織が自由タイである。当初，セーニー・プラーモート（Seni	
Pramoj）駐米公使を中心にアメリカで組織され，その後在英タイ人，タイ国内のプリーディー
（Pridi）を中心とする勢力がこれに呼応した。アメリカ，イギリスから便宜を受けて活動する一方，
インドシナの独立運動を支援した。1944年にピブーンが辞任すると，プリーディーが実権を握る
自由タイ政権が成立した。自由タイについては市川［1987］に詳しい。
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コーン（Oun	Sananikone）など，各地でば
らばらに活動していたラオス人ナショナリス
トらが同政府のもとに結集した。ラオ・イサ
ラ政府はすぐに暫定国民議会の設立，暫定
憲法の制定，国旗の制定などに取り掛かっ
た。暫定憲法では，ラオスを統一し首都を
ビエンチャンに置くこと，立憲君主制を採
用することなどが明示された［Deuve	1993:	
315–321］。スチュアート‐フォックス［2010:	
103］は，当時のラオ・イサラ政府の状況を
以下のように指摘している。

　新政府が直面していた問題は大きかっ
た。行政は混乱し，役人には給料が支払え
ず，国庫は空っぽであった。政府は防衛と
統治のための費用すらまかなうことができ
なかった。武器を購入できないばかりか，
学校の教科書からフランス支配地区のラジ
オ放送に至るまで，あらゆるものに見られ
る親フランス的な傾向に対処するための宣
伝用印刷物を作ることもできなかった。さ
らに政府は，近隣諸国を越えて国際的な支
援を求める手段さえも持っていなかった。

国家としての体裁を整えようと試みられては
いたものの，この時期のラオ・イサラ政府が
実際に行えた政治活動はごく限られたもので
あったといえる13）。
一方，ルアンパバーン王国のシーサワン
ウォン国王（Sisavang	Vong）はフランスの

保護の継続を受け入れる姿勢を示しており，
両陣営間の対立は深刻であった。国王はラ
オ・イサラ政府を承認せず，一時は王位を退
いた。こうした中フランスは，国王や，フラ
ンスの復帰を歓迎していたチャムパーサック
王家14）出身のブンウム（Boun	Oum）が離
反してしまうことを恐れ，ペッサラートとの
交渉を行うことに対して懸念を抱いていた。
1946年 2月以降フランスが本格的にラオス
再占領を開始すると，ラオ・イサラ政府は，
フランスとの話し合いのチャネルを持つため
にシーサワンウォン国王の復位を目指し，4
月 20日までには両者はラオ・イサラ政府の
統治権や国王の復位について合意に至った。
しかしながら，フランスは着々と再占領を進
めており，同月 24日にはビエンチャンを制
圧した。ラオ・イサラ政府，ラオ・イサラ軍
に参加していた人々は，これ以降タイへ亡命
し活動を続けることとなった。

2．タイへの亡命とプロパガンダ活動の本格化
タイへの亡命後，ラオ・イサラ政府，ラオ・
イサラ軍の人々にとって，生活資金，活動資
金を得ることは重要な課題であった。閣僚メ
ンバーですら自活のため仕事を探さざるを得
なかったことを鑑みれば，当面は本格的な政
治活動を行えるような経済状況にはなかっ
たと考えられる15）。その後，1947年初頭に
なると，カタイ16）らのグループの中で，プ	
ロパガンダ活動の計画が持ち上がった。1946

13）	 なお，この時期にも，ラオ・イサラ政府はビラによる宣伝活動や『祖国ラオス（La Patrie Lao）』
というフランス語新聞の発刊を行っていた。『祖国ラオス』は，1946年 3月初頭から月に 2回発行
され，ラオス人官吏に向けられたものであった。これらのプロパガンダ活動を担う機関は，フラン
スの広報・情報局（Service	français	Presse-Information）を直接引き継ぐかたちで誕生した。こ
のときのプロパガンダ活動はラオス人大衆の間で愛国心や反フランス意識を高めるような結果を生
み出すことはなかったと指摘されている［Deuve	1993:	129–131］。

14）	 チャムパーサック王国は，フランスによる植民地化以前にラオス南部に存在した王国である。フラ
ンス植民地下では，保護領であったルアンパバーン王国とは異なり，チャムパーサック王国は直轄
領とされた。

15）	 このときの経済的困難については，菊池［2013:	230–226］がラオ・イサラ運動参加者の自伝や伝
記などを参照しながらまとめている。

16）	 ラオス刷新運動期，日本占領期にプロパガンダ新聞の編集を担ってきたカタイが，このときもプロ
パガンダ活動の中心となった。
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年後半から 1947年初頭にかけての時期，ラ
オ・イサラ政府は諸外国に資金援助や支持を
求めたり，フランスを含む諸外国との交渉
を行ったりしていたため［Deuve	1993:	227;	
Gunn	2005:	203;	菊池 2013:	229–227］，カタ
イらはプロパガンダ活動を通じて対外的なア
ピールに貢献できると考えたのかもしれな
い。彼らの計画は，政府の指導の下，『ペリ
スコープ（Le Périscope）』という政治関連情
報についてのフランス語の新聞を作ろうとい
うものであった。しかしラオ・イサラ政府
は，当時の状況を考慮しこの出版を延期した
［Thao	Katay	1948a:	XXI–XXII］。このとき
考慮された「状況」が具体的に何であったの
かは言明されていないため想像するしかない
が，バンコクでの亡命状態にある中で，タイ
政府の顔色をうかがわざるを得なかったこと
は確かだろう17）。また，タイではフランス語
のフォントを持つ印刷所がめったになく，フ
ランス語での印刷が思ったより困難であった

との記述もあり18），これもプロパガンダ活動
の本格化を目指す上での障害になっていたと
考えられる［Thao	Katay	1947:	III］。カタ
イらは，政府による決定を待つ間，既に執筆
した記事を活かそうと考え，記事を論集にま
とめ出版することとした。こうして，1947
年 8月には『ペリスコープ』の論集である
『ちょっと笑える実話集（Pour rire un peu, 
histoires vécues）』が出版された［Thao	Katay	
1948a:	XXII］。
この後，正確な時期は不明だが，ラオ・イ
サラ政府がプロパガンダ活動を本格的に開始
する決定を下したと考えられる。主な資金
源は，元自由タイの会計係からの支援金と
［Deuve	1993:	238］，後述のようにラオ・イ
サラ運動参加・支持者からの寄付などであっ
たようである19）。ペッサラートによって出さ
れた 1948年 4月 29日の通達第 972号20）に
よると，この時点でカタイが情報・宣伝（プ
ロパガンダ）大臣21）を務めることが記され

17）	 プロパガンダ冊子『ラオス国家独立運動史論考（Contribution à l’histoire du mouvement d’indépendance 
nationale lao）』では，「我々がいわば隠れて異国で生活しているということ―姉妹，友人の地で執
筆しようとしていたこと―は，我々と我々の活動にとって重大な障害である」としている。続けて，
『ペリスコープ』の発起人たちは，こうした障害を乗り越えつつ，潜望鏡のように世界とラオスで
起きた出来事について考察しようとしたのだと述べられている［Thao	Katay	1948a:	XXI］。

18）	 以上の記述に続けて，こうした状況の中でも印刷を実現してくれた“The	Phanich	Suphaphon	
Press”の“Mr.	Chuan	Subsunthara”に対する感謝の意が述べられている［Thao	Katay	1947:	
IV］。この後，プロパガンダ冊子の印刷についてはこの人物の協力を得ながら行っていたようで，
巻末には“Printed	by	Nai	Chuan	Sabsunthorn	At	The	Phanich	Suphaphon	Press,	Sampeng	Street,	
Bangkok,	Siam”（原文ママ）と明記されている。

19）	『バンファイ』第 4号（1947年末頃発刊）では，創刊当初の『バンファイ』を読んだ読者に対し
て，今後プロパガンダ活動を活発化させるために寄付を呼びかけている［ANOM,	HCI,	CD	109,	
ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande］。

20）	 フランスのインドシナ連邦警察・公安局長（Directeur	de	la	police	et	de	la	sûreté	fédérales）のピ
エール・ペリエ（Pierre	Perrier）が，1948年 9月 10日にインドシナのフランス高等弁務官事務所
長（Directeur	du	cabinet	du	haut-commissaire	de	France	pour	l’Indochine），政治顧問（Conseiller	
politique），外交顧問（Conseiller	diplomatique）に宛てたラオ・イサラに関する文書に添付され
ている資料のひとつである。ペリエは，これらラオ・イサラ政府による通達が「ラオス政府の活動
に関して，これまで手に入れることのできたものの中で最も優れた資料である」と報告している
［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	Divers,	Note	du	10	septembre	1948］。この通達第 972
号は，亡命後にラオ・イサラ政府がタイの主要な町に設置したラオス亡命者委員会［Deuve	1993:	
207］の代表とメンバーに宛てたもので，ラオ・イサラ政府の再編とラオ・イサラ政府のいくつか
の活動に関する説明がその主な内容である。内政，プロパガンダ活動，財政・行政組織，軍事，外
政の 5点が主要な論点となっている［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	Divers,	Circu-
laire	no972］。

21）	 なお，Deuve［1993:	224–225,	335］は，1946年 12月 1日にペッサラートが実質的指導者の地位
に就いた際に新内閣が発足し，カタイが財務・宣伝大臣に就任したとしている。
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て い る［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	
Laotiens	Divers,	Circulaire	no972:	2］。政府
がプロパガンダ活動本格化の決定を下した背
景については想像するしかないが，当時ラ
オ・イサラ政府の活動に大きな影響を与えた
であろう出来事として，1947年 11月にイン
ドシナの独立運動に好意的であった自由タイ
政権が崩壊したことが挙げられるだろう。こ
のときのクーデタによりピブーンが政界に返
り咲き，1948年 4月には首相の座に就いた。
ピブーン政権下でもラオ・イサラ亡命政府の
存続は認められたものの，軍事活動は徐々に
制限されるようになった。こうした状況の中，
バンコクのラオ・イサラ政府は，軍事活動よ
りも政治活動を重視せざるを得なかったと考
えられる。なお，前述の通達第 972号の中
で，ペッサラートは，ラオ・イサラ政府内の
各機関は必要に応じて作られており，現在あ
まり仕事が多くないこと，シャム（原文ママ）

に亡命している状態であることもあって，さ
らに別の機関を設置することはできないと
している［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	

Laotiens	Divers,	Circulaire	no972:	2–3］。つ
まり，当時軍事活動以外に行われていた活動
はごく限られたものであり，その中でプロパ
ガンダ活動が行われていたとすれば，それが
ラオ・イサラ政府によって必要だとみなされ
ていたからであるといえる。
こうして 1947年末頃から，同政府の週刊の
機関紙『バンファイ』の発刊が開始された22）。	
『バンファイ』は主にフランス語で執筆され，
ラオ・イサラ政府の解散まで続き，第 108
号で終刊となった23）。1949年5，6月頃からは，
ラオス語版『バンファイ』の発刊も行われて
いた。さらに，1948年に入ると，『バンファイ』
の記事をまとめた冊子や，書き下ろしの記事
を収録した冊子も出版されるようになった。
プロパガンダ冊子は，筆者が把握できた限り
では 22冊24）出版されている。その多くがフ
ランス語だが，『バンファイ』同様 1949年 5，
6月頃以降はラオス語でも出版されていたよ
うである25）。カタイが自ら執筆者あるいは編
集者となり26），プロパガンダ機関紙・冊子の
刊行に注力した27）。なお，前述の通達第 972

22）	『バンファイ』の創刊時期については疑問が残るため，特定の時期を明示するのを避けた。大半の
記事ではその執筆日・発刊日が明示されていないため，本稿では，フランスによる『バンファイ』
収集・報告時期，記事中での時事問題への言及などを考慮しつつ全号の発刊日を推定し，その発刊
日を分析の際の参考に用いた。しかし，一部の号については，フランスによる『バンファイ』収集・
報告日や，当該号を掲載したプロパガンダ冊子の出版月が推定発刊日より前になってしまい，矛盾
が生じてしまった。この点について筆者は，『バンファイ』が「週刊」を冠する新聞であったとは
いえ，記事の執筆状況や資金状況によって発刊間隔が変化することもあったのではないか，そのた
め，「週刊」を前提とした推定発刊日とずれが生じてしまったのではないかと考えている。推定発
刊日とのずれは 1～ 2か月程度のもので，第二章の時系列での記事の分析・考察に大きな影響を与
えるものではないと判断し，本稿では発刊日のずれが生じた号についても分析対象として扱ってい
る。該当する号については，適宜注にてその旨を示した。

23）	 第 107号に，次号で終刊となる旨が記載されている［Don	Sasorith	1975:	139］。ただし，第 108
号の現物を筆者は確認できていない。なお本稿では，筆者が収集したフランス語版『バンファイ』
76号分（プロパガンダ冊子への収録号も含む）を主な分析対象としている。

24）	 現物を確認できていないもの，出版予定とされているものを含む。
25）	『バンファイ』の第 55号（1948年 10月頃発刊）において，初めてラオス語・ラオス文字での冊子

が出版されたことを報告している。「シャム語，あるいはシャム風の表記法・つづりで書かれたラ
オス語（en	langue	siamoise	ou	en	langue	lao	transcrite	et	orthographiée	à	la	siamoise）」でのプ
ロパガンダ冊子は既に複数出版されているとも記されている［Central	Files］。なお，ANOMで
閲覧した史料によると，同号はフランスによって 1948年 9月に収集されているが，筆者の計算に
よる推定発刊日は同年 10月となり矛盾が生じてしまった。

26）	『バンファイ』においては，カタイ（Thao	Katay）が執筆者になることはまれで，ほとんどの記事
は Don	Sasorith，William	Rabbit，Arsène	Lapin名義で執筆された。スチュアート‐フォックス
［2010:	115］は双方をカタイのペンネームとしているが，『バンファイ』の記事中ではそれぞ	 ↗
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号の中でペッサラートは，このプロパガンダ
活動がうまく機能しているのはカタイ，スワ
ンナプーマー，スパヌウォン，ときの教育大
臣クアン（Kruong）のおかげであるとして
おり，プロパガンダ活動がラオ・イサラ政府
の主要な閣僚の協力を得ながら展開されて
いたことがわかる［ANOM,	HCI,	CD	109,		
Rebelles	Laotiens	Divers,	Circulaire	no972:	5］。
こうしたラオ・イサラ政府のプロパガンダ
活動に対してフランスやアメリカは関心を払
い，機関紙・冊子の現物を収集していた。プ
ロパガンダ機関紙・冊子の読者層，発行部数
などに関する具体的な情報は明示されていな
いが，フランスとアメリカの残した史料から
ある程度推測することはできる。ラオ・イサ
ラ政府の通達第 972号によれば，ラオスの歴
史に関する冊子がいくつもアメリカ，イギリ
ス，フランス，インド，ビルマ，中国などの
国に送られたという。さらにペッサラートは，
「我々のプロパガンダ活動は現在世界のあら
ゆる国に及んでいる。ラオスの歴史，思想，
政治に関するフランス語，英語，タイ語のビ
ラや冊子が広められた」とし，プロパガン
ダ活動を評価している［ANOM,	HCI,	CD	
109,	Rebelles	Laotiens	Divers,	Circulaire	
no972:	5］。また実際に，ラオ・イサラ政府
によってプロパガンダ機関紙・冊子がフラ
ンスやアメリカ側に送付された事実も史料
に記録されている。フランスは，『バンファ
イ』がサイゴンの『極東新聞（Le Journal 

d’Extrême-Orient）』の編集長に送付されたこ
と［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	
Propagande,	Dépêche	du	21	mai	1949］，古
新聞で作った封筒28）に入ったプロパガンダ
冊子がタイからビエンチャンに送付された
こと［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	
Propagande	Lao-Issara,	Dépêche	du	21	mai	
1949］，『ラオス：東南アジアにおける反共闘
争の理想的な中心軸（Le Laos : Pivot idéal de 
la lutte contre le communisme dans le Sud-Est 
Asiatique）』という冊子が，「アメリカ合衆国
内で広く配布していただけますようお願いし
ます」とU.S.I.S.（原文ママ。アメリカ移民
局のことか）やアメリカ大使館，多くのアメ
リカ市民へ送付されたこと［ANOM,	HCI,		
CONSPOL	119,	Laos	Propagande	Lao-Issara,		
Renseignement	du	29	avril	1949］を記録し
ている。またアメリカは，収集したプロパガ
ンダ冊子はバンコクにおいて広まっていると
指摘している［Central	Files,	Transmittal	of	
December	15,	1948］。ラオ・イサラ政府は，
プロパガンダ機関紙・冊子の読者として，フ
ランス人官吏や要人の他にアメリカやイギリ
ス，近隣諸国の人々を想定しており，実際に
ある程度の規模で配布していたといえよう。
一方で通達第 972号では，ラオス国内
においてもプロパガンダ活動が広まりを見
せ，そのおかげで村落とラオ・イサラ政府
の連絡網が構築されているとする［ANOM,	
HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	Divers,	

↗	 れ別の人格として扱われている。そのため，これら全てのペンネームがカタイによって用いられ
ていたのか，あるいはそれぞれのペンネームは別の執筆者を指しているのかなど，実態は明らか
ではない。なお，カタイとはラオス語で「ウサギ」という意味であり，William	Rabbitと Arsène	
Lapinはこれに掛けた名前である。

27）	 この他，プロパガンダ機関紙・冊子の執筆者としては，Un	groupe	de	Lao-Issara（ラオ・イサ
ラのいちグループ），Amer	Issara，Singha	Soukhaseum，Chane	Kathong，Thit	Ham，Xieng	
Kaine，Thao	Mok	Phoumisavann，Chareun	Nakhaphong，Pek	Khaykham，Soukan	Vilaysan，
Keo	Viphakoneが挙げられている。Deuve［1993:	225］は，カタイが Soukan	Vilaysarn（原文ママ）

と Leuan	Vilayhongsの助けを得ながら『バンファイ』やビラ，ラオス当局・役人宛ての「公開状」
を執筆したと指摘している。プロパガンダ機関紙・冊子に記載された執筆者名はペンネームであっ
た可能性もあるが，さまざまな人物がプロパガンダ機関紙・冊子執筆に関わっていたことが推察さ
れる。

28）	 封筒は 2つあり，それぞれの表面には，“Monsieur	le	commissaire	publique	à	Vientiane”，“Monsieur	
chef	sureté	armé	militaire	à	Vientiane”（それぞれ原文ママ）とある。
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Circulaire	no972:	5］。フランスも，『バン
ファイ』が，インドシナ，特にラオス国内
において広まっていることを指摘してい
る［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	
Propagande,	Dépêche	du	21	mai	1949］。以
上から，国内のラオス人にもラオ・イサラ政
府の主張がある程度届いていたと考えられ
る。また，『バンファイ』の記事の終わりに
時折記載されている寄付者名簿や，プロパガ
ンダ冊子の巻頭に書かれた寄付者名を参照す
ると，各地―チェンセン，チェンカン，ノン
カイ，ナコンパノムといったラオス・タイ国
境にあるタイ領内の町―のラオス人やラオス
亡命者委員会，ベトナム人，カンボジア人が
プロパガンダ活動に対して寄付を行っていた
ことがわかる29）。つまり，ラオ・イサラ政府
のプロパガンダ活動は，タイ・ラオス国境地
帯のラオス人亡命者との交流手段，連絡手段
でもあったのだろう。
しかし，大半がフランス語で書かれていた
ことを考えれば，実際にこれらの機関紙・冊
子を読むことができたのは，ラオス国内に残
り王国政府に参加するラオス人エリート，イ
ンドシナやタイに滞在するフランス人，フラ
ンス語の教養のある諸外国の人々が中心で
あったと考えられる。別の言い方をすれば，
プロパガンダ機関紙・冊子の主な執筆言語と
してフランス語を選択したことで，国際社会
に対して自らの主張を広く訴えかけること

は可能となった。この言語の問題に関して，
第 40号「まだ大衆を我々の争いに巻き込む
べきときでない（Le	temps	n’est	pas	encore	
venu	de	mêler	 le	peuple	à	nos	querelles）」

（1948年 7月頃発刊）30）では，ラオス語を使
用するにはタイプライターや活版印刷の問題
がある一方で，フランス語には普及力がある
ことが指摘され，「外交の共通言語」である
フランス語を用いる利点が強調された。さら
に，プロパガンダ機関紙・冊子をフランス語
で執筆することで，強国や国際連合，世界中
の政治家やジャーナリストに接触できる可能
性，「良き」フランス国民にも自らの要求の
正当性を判断してもらい味方してもらえる可
能性があること，またプロパガンダを外交使
節団の代わりに世界各地に送付していること
などが述べられている［Thao	Katay	1948b:	
9–12］。亡命状態にあったラオ・イサラ政府
にとって，プロパガンダ活動はいわば外交の
一側面を担う重要な活動であったといえよう。

Ⅱ．『バンファイ』でなされた主張

1． 王国政府への働きかけを通じたフランス
との交渉の模索（1947年末）
第一章で見たように，1947年末頃になる
と，ラオ・イサラ政府によるプロパガンダ活
動が本格化し『バンファイ』が定期的に発刊
されるようになった31）。そこではどのような

29）	 寄付者名の記載があるのは，『バンファイ』第 53号，第 54号，第 57～ 60号，第 68号，第 69号，
第 73号，第 75号，第 78号［ANOM,	HCI,	CONSPOL	82,	Propagande	Rebelle	1948;	ANOM,	
HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	Lao-Issara;	Central	Files］，4冊のプロパガンダ冊子
［Thao	Katay	1948c;	Thao	Katay	1948d;	Thao	Katay	1948e;	Thao	Katay	1949a］である。第三章第
二節でも言及するが，ラオス・タイ国境付近にいるラオス人と，バンコクのラオ・イサラ政府とが
関わりを持っていたことは，第 53号の内容（カタイによるチェンセンのラオス人亡命者の訪問）

［Central	Files］や，プロパガンダ冊子［Thao	Katay	1948d］の巻頭に掲載されたチェンセンのラ
オ・イサラのグループの集合写真からも浮かび上がってくる。

30）	 なお，同号は 1948年 5月に出版されたプロパガンダ冊子『フランス帝国主義の下僕（Les valets de 
l’impérialisme français）』に収録されているが，筆者の計算による推定発刊日は同年 7月となり矛
盾が生じてしまった［Thao	Katay	1948b］。

31）	 分析の際，『バンファイ』第 1～ 12号までは大まかに 1947年末頃に発刊されたものと考える。第
1号の末尾に「1947年 12月 14日」，第 4号の末尾に「1947年 11月」と記載があること，第 12号
はその内容から新年を迎える直前に書かれたと思われることなどから，発刊時期を正確に推定する
ことが困難なためである［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande;	Thao	Katay	1948d］。
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主張がなされたのだろうか。また，それは，
誰あるいはどの国に向けて書かれたものだっ
たのだろうか。
創刊当初の記事では，サワンワッタナー皇
太子（Savang	Vatthana）32）や，王国政府に
参加していたビエンチャンの有力家系スワン
ナウォン家（Souvannavong）の批判が目立
つ。特にサワンワッタナー皇太子は，フラン
スの傀儡であり無能であるなどとされ，とり
わけ第 7号「ラオス王国の推定後継者たるサ
ワンワッタナー王子殿下への公開状（Lettre	
ouverte	à	S.A.R.	le	prince	Savang	Vathana,	
héritier	présomptif	du	royaume	du	Laos）」	
では，強い言葉で彼の独裁者的な振る舞い
や，一貫性のない行動，無能さが批判された	
［ANOM,	 HCI,	 CD	 109,	 Rebelles	 Laos	
Propagande］。第 5号「ラオス国王であ
るシーサワンウォン国王陛下への公開状	

（Lettre	ouverte	à	Sa	Majesté	Sisavang	Vong,		
roi	du	Laos）」では，皇太子のようなフラン
スにへつらう「裏切り者」，「売国奴」のラオ
ス人をラオス王国の政治の舞台から排除する
こと，サワンワッタナー以外の別の息子を皇
太子として選出することをシーサワンウォ
ン国王に請願してさえいる［ANOM,	HCI,	
CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande］33）。
しかしながら，ラオ・イサラ政府にとっ
ては，王国政府に参加している大半の人々
は「同胞」であり続けた。第 1号「国に残
る同胞へ（Aux	compatriotes	restés	dans	le	
pays）」では，国内に残るラオス人が，ラオ・
イサラを巡って，サワンワッタナー皇太子に
与する「サワンの陣営」とラオス国民の願い

の実現のために情勢を利用しようと誠実に努
める「大衆の陣営」に分裂しているとし，こ
の状況を憂えている。サワンワッタナー皇太
子やスワンナウォン家の人々を批判した上
で，国に残るラオス人に対し，彼らに従うの
ではなく共にひとつのグループを形成しよう
と呼びかけ，以下のように続けている。

　フランス植民地政策は常に「統治のため
に分割する（diviser	pour	régner）」34）もの
であったことを思い出そう。そして民衆
の知恵が我々に教えてくれることを忘れ
ないようにしよう。それはすなわち，「分
裂した国民は滅びる（Tout	peuple	divisé	
périra）」ということだ。
　ラオ・イサラの人々は，ラオス国民の強
い願い，すなわちラオス国の自由と独立の
ために闘っており，いかなる陣営にも通じ
ていないし，そうすることも望んでいない。
ラオス国民の幸福のために誠実に活動する
人すべて，そして国の最善の利益を個人や
家族の利益に優先させることのできる人す
べてに共感し，連帯する［ANOM,	HCI,	
CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande］。

以上のように，分裂することなくラオス人み
ながひとつになって，ラオスの自由と独立を
達成することを望むと言明した。王国政府内
の一部の人々への批判は強烈だが，それ以外
のラオスに残る人々に対してはあくまでも友
好的かつ穏健な姿勢が見て取れる。
以上のような姿勢が示された背景には，当
時のベトナム情勢―具体的には，バオダイ

32）	 プロパガンダ機関紙・冊子では，国王に対する敬意はしばしば示されている一方で，皇太子には厳
しい批判が向けられた。1931年にカヌー事故で何人かの子どもたちを亡くしてから，国王は徐々
に仕事を引退したとの指摘もあることから［Thao	Katay	1947:	5］，実権を握っていた皇太子の振
る舞いが批判の的となったと考えられる。

33）	 なおフランスの報告によると，第 1～ 7号の『バンファイ』はラオス王国政府の首相であったス
ワンナラート（Souvannarath）に送られ，うち第 5号と第 7号はそれぞれシーサワンウォン王と
サワンワッタナー皇太子に渡されたという［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande,	
Note	du	21	janvier	1948］。

34）	 フランスによって植民地期に実施された，ベトナム人，ラオ族，少数民族を互いに対立させるよう
な統治の仕方を指したものだろう。
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（Bao	Dai）とフランスの間の交渉―の影響
があったと考えられる。1946年 3月以降，
フランスとホー・チ・ミンはベトナム独立を
めぐる交渉を続けてきた。しかしながら，同
年 6月，フランスは突如として南部にコーチ
シナ自治共和国を設立し，ホー・チ・ミン政
権のある北部と南部を分割することでフラン
スの統治を維持しようとした。両者間の対立
は当然のことながら激化し，1946年 12月に
は第一次インドシナ戦争へと突入した［白石
1991:	161–162］。こうした中，フランスは，
ホー・チ・ミンの代わりの交渉相手―より具
体的には，「ホー・チ・ミンを支持している
民衆を離反させ，自分たちの味方にすること
のできるような人物」［白石 1991:	163］―と
して，元皇帝のバオダイを擁立することで事
態を解決しようと試みるようになる。最終的
にバオダイはフランスとの和平交渉にあた
ることを受諾し，1947年末から 1948年初頭
に高等弁務官ボラールト（Bollaert）と会談
を行っている［外務省調査局 1948:	12–13］。
こうした一連の出来事に関して，第 2号「フ
ランス植民地主義者の希望でありラオス国
民の絶望であるサワン王子，彼は改善の余
地があるのか？（Le	prince	Savang,	l’espoir	
des	colonialistes	français	et	le	désespoir	du	
peuple	lao,	est-il	perfectible	?）」に以下のよ
うな言及がある。

　バオダイ元皇帝がベトナムの統一と独立
を獲得できるだろうということはほぼ確実
だろう。その統一と独立というのは，さま
ざまな理由ゆえ，フランスがホー・チ・ミ

ン大統領には認める決断を下せなかったも
のである。1947年 9月 10日のボラールト
の演説35）と，続く 18日のアンナンの元君
主［バオダイ：引用者注］の宣言が，それ
を我々にはっきりと予見させる。我々に
は，今度のテト［ベトナムの旧正月：引用
者注］の何日か前にフランス・ベトナム協
定が合意に達するだろうと断言しても，軽
率でさえないように思える。
　サワン王子の帰国36）ということはつま
り，ベトナム問題の解決の直後にフラン
ス・ラオス間の交渉が再開されるというこ
とだろうか？我々にはそう考えるだけの理
由がある。
　しかしながらこれらの交渉は，サワン王
子が国民の意向を打診することに同意した
場合にのみ成功の可能性がある［ANOM,	
HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande］。

このように，バオダイとフランスの交渉によ
るベトナム問題の解決に続いて，ラオスとフ
ランスの交渉も始まるとの見解が示された。
そして，サワンワッタナー皇太子が国民の意
志を受け入れた上でその交渉に臨めば，独立	
というゴールに至る可能性が開けるとされた。	
1948年 1月に出版されたプロパガンダ冊子	
『4つの公開状（Quatre lettres ouvertes）』37）中	
の「国民議会議長と議員に宛てた公開状（Lettre		
ouverte	à	messieurs	les	président	et	membres		
de	l’Assemblée	nationale	lao）」の中でも，
ベトナム問題解決直後にラオスとフランスと
の交渉が開始されることに期待を寄せなが
ら，ラオ・イサラ政府と王国政府のエリー

35）	 1947年 9月 10日，ボラールトはハドンで新提案を発表した。この「ハドンの演説」は特段新しい
主張を含んでいたわけではなかったが，ホー・チ・ミン政権を相手とせずに全ベトナム国民に向け
たもので，フランスと和平交渉にあたるべきベトナム国民の真の代表者を選ぶよう訴えたという点
で新たな意味を持つものであった［外務省調査局 1948:	12］。

36）	 同号によると，サワンワッタナー皇太子は，1947年 4月頃から 12月頃までフランス・シャム調停
委員会に参加するためにワシントンに滞在していたが，12月初旬にラオス帰国のためサイゴンに
到着した。

37）	 なお筆者は，プロパガンダ冊子現物ではなく，フランスが冊子の内容を A4の用紙に写したものを
閲覧した。
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トとが統一した見解を持って協力すべきと
の主張がなされた［ANOM,	HCI,	CD	109,	
Rebelles	Laotiens	Divers,	Note	du	22	avril	
1948］38）。
第二節でも言及するが，当時のラオ・イサ
ラ政府は，フランスの意図とは裏腹にバオダ
イとホー・チ・ミンの合意・協力，それによ
るベトナムの統一の可能性39）に期待を抱き，
それがラオスにも交渉の機運をもたらすと期
待していたものと思われる。ホー・チ・ミン
とバオダイは同じ目標に向かっており，それ
ぞれの努力が組み合わせられれば植民地解放
が成し遂げられ，結果として，ラオスの問題
も解決されていくと考えられていたのであ
る。そのためには，ラオ・イサラ政府と王国
政府が協力してフランスとの交渉にあたるこ
とが不可欠であった。

2． 国際社会への期待（1948年初頭から 1948
年末）

1947年末から 1948年初頭までの時期に，
ラオ・イサラ政府とタイとの協力関係は大き
く変化しつつあった。1947年 11月のピブー
ン派政権の復活に伴い，ラオ・イサラ政府，
ラオ・イサラ軍を巡る環境は悪化した。近隣

諸国との連帯・協力を目指して 1947年 9月
にバンコクで設立された東南アジア連盟も頓
挫した。さらに，ラオスの独立運動を積極的
に支援していた東北タイ出身政治家ティア
ン・シリカン（Tieng	Sirikan）が，「東北タ
イ分離反乱」の首謀者として指名手配され，
1948年 3月初旬についに逮捕された40）。彼
の逮捕後も東北タイ政治家からのラオ・イサ
ラ運動に対する支援は続いていたが，タイ国
内での東北タイ政治家への風当たりは明らか
に厳しくなった。『バンファイ』では，タイ
政府に配慮してか直接的に言及されることは
なかったものの，ラオ・イサラ政府にはこの
一連の出来事は大きな痛手となった可能性が
ある。
以上のようなタイにおけるラオ・イサラ
の活動環境の悪化は，ラオス人亡命者のう
ちから帰国者を生み出していた41）。こうした
帰国者の存在は，ラオ・イサラ政府を動揺
させたと考えられる。1948年 2月頃発刊の
第 17号「外国の地に亡命したラオス人同胞
へ（Aux	compatriotes	lao	refugiés	en	terre	
étrangère）」においては，フランスがラオ・
イサラの人々へ帰国を促すプロパガンダ活動
を行っていることについて言及している。こ

38）	 またここでは，ラオ・イサラ政府は軍事・外交活動，王国政府はフランスの支配下で状況の改善を
図るといういわば穏健な活動，というように闘い方の分類がなされ，両者の努力を組み合わせるべ
きだとされた。

39）	 なお，外務省調査局［1948:	13］によれば，バオダイはホー・チ・ミン勢力の傘下吸収をも計算に
入れてボラールトとの会談に望み，終始強硬に完全独立を求めたという。

40）	 タイ政府は，ラオ族の東北タイ政治家に対して，東北タイのラオスとの合併・タイからの分離を試
みたとして容疑をかけた。裁判では，弁護人は，ティアンはメコン川の両側を統合して独立国を建
国することを考えたことはなく，ラオスの独立の方法を模索していただけであると主張した。実際，
ティアンら東北タイ政治家はラオスの独立運動の支援を行っていただけで，東北タイの分離・独立
というよりもむしろラオス併合にいくらか期待を抱いていた程度であったようである［高橋 2012:	
133–134,	137］。

41）	 菊池［2013:	227–225］がラオス人の回想録を参照しながらまとめているように，ラオ・イサラ政
府とともに亡命したラオ・イサラ軍参加者の多くは，タイ・ラオス国境付近で自活を強いられた。
こうした困難な状況に耐えられず，ラオスに帰国する者もいた。こうした中，バンコクから必ずし
も系統だった指示があるわけではなかったが，亡命政府の指示を仰ぎつつ武力勢力の組織化などが
行われた。しかし，1948年 4月にピブーンが再び首相の座に就くと，タイは国境地帯のラオ・イ
サラ軍のタイからの撤退を求めた。これ以降，ラオ・イサラ軍参加者は，タイ領内からラオス・ベ
トナム国境に移動を開始したり，ベトナム人共産主義者と活動していたラオス人の運動に加わった
り，ラオス領内の抗戦区での活動を続けたり，ラオスに戻ってフランスの支配に与したりと，各々
の道をたどることとなった。
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こでは，フランスがインドシナで窮地に陥っ
ているからこそプロパガンダ活動を通じてラ
オ・イサラ勢力の解体を図っているなどとし
て，強気の姿勢を示している［Thao	Katay	
1948d:	50–54］。しかし，このような内容の
『バンファイ』をラオス人亡命者に向けて出
さなくてはならなかったということは，フラ
ンスの訴えかけに応じてラオスに帰国する者
が増えており，ラオ・イサラ政府にとっては
それが問題として意識されていたからといえ
よう。
一方で，ベトナムの独立問題については，

『バンファイ』において引き続き言及がなさ
れており，ラオ・イサラ政府の関心事であり
続けていた。バオダイは，ベトナムの統一と
軍事・外交に関する主権を求めており，フラ
ンス側との交渉は難航していた。1948年 3
月下旬には，彼はベトナム政界，各界の代表
を集め，今後の方針を協議した。その結果，
1948年 5月 20日にはベトナム臨時中央政府
が設立される運びとなり，6月にはバオダイ，
ボラールト，そして臨時中央政府の大統領と
の間でベトナム独立協定が調印された。これ
をもってバオダイ側は，懸案であった軍事・
外交の問題は今後の解決に委ね，フランスの
提案したフランス連合内での「独立」という
枠組みを受け入れたこととなる［外務省調査
局 1948:	13–17］。一方のフランスは，この
とき初めてベトナムの統一と独立について言
及した［白石 1991:	162］。これはすなわち，
これまで試みていたベトナムの分割支配案を
捨てたということであり，当然のことながら，
今後この親仏政権とホー・チ・ミン勢力との
対立が激化することが予想された。
本章第一節で見たように，1947年末頃に

はバオダイとフランスの交渉に対してやや
楽観的に構え，事態の進展に期待していた
ラオ・イサラ政府であったが，この頃から
徐々にその期待を失っていったように見え

る。1948年 5月頃発刊の第 31号「ビエン
チャンの『新ラオス』紙の専務取締役へ（À	
monsieur	le	directeur-gérant	du	journal	“Le	
Laos	Nouveau”,	Vientiane）」では，フラン
スがホー・チ・ミンを認め二度にわたって交
渉をしたにもかかわらず，「法的にも実質的
にもベトナム国民を代表する権限のない元皇
帝のバオダイ」と交渉をして手のひらを返し
ていると批判し，ボラールトによる「ハドン
の演説」42）には批判的な立場を取った［Thao	
Katay	1948d:	109］。翌月頃発刊の第36号「国
連はインドシナに介入するだろう（L’ONU	
interviendra	en	Indochine）」でも，ボラー
ルトとバオダイの交渉が長引いていることを
指摘し，成功への期待が弱まっているとして
国連やアメリカの介入を期待する論調となっ
た。しかし，同時に，以下のように主張して
いる。

バオダイ元皇帝がホー・チ・ミン大統領側
の代表の賛同を得さえすれば，それは我々
の望んでいることの全てである。というの
も，ボラールト・バオダイ間の交渉の帰
趨は，明らかに，そしてもっぱらこの賛
同に依っているからである［Thao	Katay	
1948d:	147］。

ラオ・イサラ政府としては，バオダイと
ホー・チ・ミンの協力体制が築かれることを
なお期待していた。それこそが，ベトナム問
題解決のための効果的な方法であると考えら
れていたのである。
また同号では，アメリカ人ジャーナリスト
のアンドリュー・ロス（Andrew	Roth）の，
国連の介入によってのみインドシナに平和を
再建することができるだろうとする意見に賛
同の意を示し，以下のようにアメリカへの期
待を表明している。

42）	 注 35を参照されたい。
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　徐々にその可能性が高まっているが，も
し国連の介入がないのなら，我々がどの大
国の介入を望むかを言い当てるのは簡単だ
ろう。まだしばらく自らの問題を整理でき
なさそうな中国では確実にない。自らのた
めに善良なフランス国民とともに「英仏
協商（entente	cordiale）」を復活させるた
め，弱体化したフランスを必要としている
グレート・ブリテンはありえない。我々と
あらゆる文化と伝統を異にするソビエト・
ロシアはなおさらありえない。それは…ア
メリカ合衆国でしかありえない，そうだ！
アメリカ合衆国，かつて自らも植民地であ
り，帝国主義が存在する場所であればどこ
ででもそれに反対すると明言した，この偉
大な民主主義国家だ［Thao	Katay	1948d:	
142–143］。

アメリカに対する高い期待を表明する一方
で，アメリカがインドシナへの介入を遅らせ
たのは，フランスや西欧諸国に配慮している
からであると続けた。
以上のような国際社会―主としてアメリ
カ，ときにイギリス，国連―への訴えかけは，
この時期の『バンファイ』の記事において多
く見られるようになった。上記引用記事のよ
うに，とりわけアメリカを初の独立を達成し
た植民地とみなし，「偉大な民主主義国家」
と呼ぶなどして高く評価している。ラオ・イ
サラ政府が特にアメリカに強く期待した背景
には，OSSによる自由タイ運動への支援活
動，フランスのインドシナ復帰反対など，戦

中・戦後のタイやインドシナに対するアメリ
カの姿勢を評価していたからではないか43）。	
1948年 4月頃発刊の第 28号「フランス人
は決して理解しないのだろうか…？（Les	
Français	comprendront-ils	jamais...?）」では，
アメリカの独立を自らの立場と連関させなが
ら以下のように述べている。

　我々は太陽の下で自由に生活したい，再
び我々自身の運命の支配者となりたい，自
らの国家の古来からの習慣と伝統の中で
我々自身の幸福を作り上げることを認めら
れたいのだ。
　こうしたいと望むのは犯罪なのだろう
か？
　もしそれが犯罪だというのなら，最大の
犯罪者はアメリカ国民だろう。彼らは尊大
で抑圧的な本国に対して蜂起し，武器を手
に自由と独立を勝ち取った近代の最初の植
民地の人々である。
　アメリカ国民と偉大な民主主義国家アメ
リカの名声を高めたことは，ベトナム，ク
メール，ラオス人にはけしからんことな
のだろうか？あるいは，自由は白色人種
の特権，専売特許だというのか？［Thao	
Katay	1948d:	125–126］

ここでは，民主主義，自由や独立などの権利
を植民地には与えないフランスの姿勢が鋭く
非難されると同時に，独立のために闘った植
民地としてのアメリカに対する共感や期待が
示されている。

43）	 これより前の時期から，ラオ・イサラ政府はアメリカがインドシナ問題に介入することを期待し
て，アメリカ側とコンタクトを取っている。駐タイアメリカ大使スタントン（Stanton）によれば，
1947年 1月 1日，スパヌウォンがクメール・イサラクと共同で国連事務総長宛ての文書を送って
きたという。そこには，ラオス，カンボジアのフランスからの独立と東南アジア諸国からなる連邦
設立の希望，アメリカと国連によるインドシナ問題への介入の要求などが述べられていた。しか
し，アメリカ側はこの文書を最終的にスパヌウォンに返却している［菊池 2013:	228–227］。また，
1947年 2月にはペッサラートがアメリカの代表に長い覚書を提出しているが，具体的な結果は得
られなかったという［Deuve	1993:	227］。さらに，1948年 9月 29日の在タイアメリカ大使館の報
告によれば，ラオ・イサラのメンバーは，アメリカに対しビザ申請が可能かどうかを打診したとい
う。彼らは，情報局を設置するためにアメリカを訪問したかったということであるが，この試みは
失敗に終わった［Central	Files,	Transmittal	of	December	15,	1948］。
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また一方で，『バンファイ』においては，
フランスの戦後の疲弊した政治的・経済的状
況や，植民地への執着に言及されることも
多くなった44）。1948年 3月頃発刊の第 24号
「フランスは『ア・ブ』すなわち疲れ切って
いる（が，『タブー』すなわち批判できない
相手ではない）…（La	France	est	à	bout	(et	
non	tabou)...）」では，フランスがアメリカ
の借款を利用して戦争を続けていること，フ
ランスはアメリカに頼らないと続けられない
にもかかわらず不毛な戦争を続けていること
などを指摘し，フランスが植民地に固執して
いることを批判した。同年 10月頃発刊の第
52号「フランス連合はどうなるのだろうか？
（Que	deviendra	l’Union	française	?）」45）で
も，フランス連合は「形を変えた保護国でし
かない隷属の形態」であるとし，「そのメン
バーにさらなる自由を与えないならば，現在
フランス植民地主義者のくびきの下に置かれ
ている国はいずれもフランス連合に参加する
ことはできない」として，これを明確に拒否
する姿勢が示された［Central	Files］。
以上のように 1948年 2月頃以降の『バン

ファイ』の内容を検討すると，この時期に
は，フランス連合や王国政府との協力による
解決よりも，アメリカや国連の介入に対して
期待をかけていた様子がうかがえる。このよ
うな主張と連動して，この時期，アジア・ア
フリカ諸国との連帯も強く意識された。第三
章第三節で改めて言及するが，独立したビル
マやアフリカ諸植民地への期待や連帯が示さ
れた。世界的な文脈の中で自らの主張を訴え
ることで，国際社会からの共感を得，支援や
介入を得ようとしたと考えられる。
しかし，こうした国際社会への期待は，

1948年10月頃から徐々に薄れていった。同年
9月頃に発刊された第 50号「あるアメリカの

要人から見たベトナムの情勢（La	situation		
au	Vietnam,	vue	par	une	haute	personnalité	
americaine）」では，アメリカの介入が遅
れれば，アメリカは東南アジアでの影響力
を失う恐れがあるとしており［Thao	Katay	
1948d:	73］，国際社会が関心を示してくれな
いことに対する焦りが見える。また第 52号
では，フランスが帝国主義政策に固執するの
であればその「友人」や「弟子」は他の列強
のもとへと離れていくこと，他の列強は介入
する好機をうかがっていることなどが指摘さ
れているが，そこで具体的にアメリカやイギ
リスの国名は挙げられておらず，以前の記事
で見られたような両国への大げさな賛美は見
られなかった［Central	Files］。これ以降，『バ
ンファイ』中でアメリカ，イギリス，国連の
介入に対する期待が示されることは明らかに
少なくなった。

3．妥協点の模索（1948年末から1949年初頭）
1948年 10月末，タイ国内では，再び「東
北タイ分離反乱」の容疑により東北タイ出
身政治家の一斉逮捕が行われた。これによ
り，ラオスの独立運動に同情的であった東
北タイ政治家のラオ・イサラに対する支援
が遂行できなくなってしまった［高橋 2012:	
135–138］。それまで『バンファイ』記事中
におけるタイへの，とりわけ時事的な問題へ
の言及はほとんど見られなかったが，これ以
降，わずかながら見られるようになってい
く。例えば 1949年 1月頃発刊の第 68号「国
の法を守り，平穏に過ごそう（Respectons	
les	 lois	et	 règlements	du	pays,	et	 soyons	
tranquilles）」においては，フランスが，イ
ンドシナでの戦争が終了した後に，タイから
インドシナ亡命者を引き渡す契約を得たとい
う噂について言及されている。国際法の観点

44）	 本文中で言及する記事の他に，例えば第 17号，第 28号，第 29号，第 36号，第 58号，第 35・37
号の合併号でこうした言及がなされた［Central	Files;	Thao	Katay	1948d;	Thao	Katay	1949b］。

45）	 なお，ANOMで閲覧した史料によると，同号はフランスによって 1948年 8月に収集されているが，
筆者の計算による推定発刊日は同年 10月となり矛盾が生じてしまった。
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からすればこの契約はありえないもので，ま
たタイ政府の観点からすればラオス人はタ
イ市民であるため46），このような国外退去は
あってはならないものであると指摘した。さ
らに，タイの法と規則を守って誠実に生き
てきたことに触れ，亡命者の受け入れ国で
あるタイに感謝の意を表している［ANOM,	
HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	
Lao-Issara］。以上のように訴えることで，
東北タイの政治家のようにラオ・イサラ政府
自体も排除されることを避けようとしたもの
と考えられる。
さらに，ラオ・イサラ政府とともにタイに
亡命し生活を続けるラオス人との関わりに
ついて，記事中で言及されることも増えた。
1948年 10月頃発刊の第 53号「チェンセンに
亡命している我々の同胞（Nos	compatriotes		
émigrés	à	Xieng-sène）」47）では，カタイが
チェンセンのラオス人亡命者を訪問したこ
と，バンコクから遠く離れたチェンセンにい
るラオス人の亡命者もラオ・イサラ政府を支
持する姿勢を取っていたことが記されている
［Central	Files］。さらに，翌月に出版された
『友好か憎しみか！：古くさい時代遅れの植
民地主義に対するフランス・ラオス間の合
意のために（L’amitié ou la haine ! : Pour une 
entente franco-lao contre le colonialisme désuet 
et périmé）』という冊子の巻頭には，チェン
センのラオ・イサラのグループの集合写真が
掲載された。写真が不鮮明なために正確に人
数を把握することはできないが，そこにはカ
ムマオやカタイを含む 50名程度が写ってい
る［Thao	Katay	1948d］。また 10月頃から，

『バンファイ』の末尾に，プロパガンダ活動
に対して寄付を行った人の名前がしばしば記
載されるようになった。以上のように，この
頃から寄付による資金調達が活発化すると同
時に，バンコクのラオ・イサラ政府とラオス
人亡命者のグループとの間の交流が活発化し
ているように見える。プロパガンダ活動を通
じてラオス人亡命者との結びつきを維持した
いラオ・イサラ政府の思惑がうかがえる。
このような中で，1948年末以降の『バン

ファイ』においては，フランス連合の枠組
みを受け入れる姿勢が見られるようになっ
た。また，ラオス王国側への歩み寄りに関
する言及が再び目立つようになった。1948
年 11月頃に発刊された第 60号「必要な状
況説明（Une	mise	au	point	nécessaire）」で
は，このような変化を明確に読み取ることが
できる。ここでは，ラオ・イサラ政府と王国
政府の協力が説かれた『4つの公開状』収録
の記事が引用され，国に残るエリートに対し
て，フランス植民地主義反対についての合
意，共同の行動を求める姿勢を示した48）。さ
らに，ラオ・イサラ政府は法律上はいかなる
強国にも承認されていなくても，少なくない
国によって事実上は承認されたと見なすこと
ができるとし，自らの正当性を主張した。王
国政府との協力姿勢を再び提示しつつも，自
らを正当な政府として，そして交渉の相手と
して認めるようにフランスに訴えた［Thao	
Katay	1949a:	1–13］。
そして 1948年 12月頃発刊の第 64号「我々

の要求（Nos	revendications）」では，再び
ラオ・イサラ政府の主張を明確化した。ラ

46）	 タイは，タイ仏印国境紛争の際，インドシナ諸族を総称する概念として「レームトーン（黄金半島）

人」という言葉を用いた。こうした概念を用いて，インドシナ住民にタイへの移住や反仏闘争を呼
びかけ，タイへの移民を歓迎した。「タイ政府の観点からすればラオス人はタイ市民」だという部
分は，これを指摘しているように思われる。「レームトーン人」の概念については，以下を参照さ
れたい［村嶋 1998:	115–118］。

47）	 なお，ANOMで閲覧した史料によると，同号はフランスによって 1948年 9月に収集されているが，
筆者の計算による推定発刊日は同年 10月となり矛盾が生じてしまった。

48）	 ここでは，『4つの公開状』が出されて以降，ラオ・イサラの人々と王国政府側の役人との間で何
度も連絡が行われたとも指摘されている。
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オ・イサラの人々は亡命に耐えられないため
フランス当局が「報復なし」を保証すれば帰
国するだろうと「裏切り者」のグループが主
張しており，その主張を信じ始めているフラ
ンス植民地主義者がいると指摘した上で，以
下のように続けた。

　フランスのプロパガンダが主張している
こととは反対に，ラオ・イサラの人々は，
いかなる人物，いかなる陣営，いかなる強
国のために動いたこともない。みな，率直
かつ誠実に，国家の独立のため，そしてフ
ランス支配の復帰に反対して闘っている。
それゆえ，彼らに闘いをやめるよう，帰国
するよう促すために，無報復や許し，大赦
などについて話しに来るとは非常にばかば
かしいことである。ラオ・イサラの人々は
そんなことは気にかけていない！ラオス国
民の正当な要求が実現されるまで，我々は
抵抗と闘いを続ける。
　この要求については，我々はたびたび明
確に表明してきた。
　我々が，自身の理想に忠実であり，闘い
の困難な状態にもかかわらず決して立場を
変えなかったのだということを示すにすぎ
ないとしても，ここでもう一度その要求に
言及しよう：
　1．フランス連合の枠内での統一と独立
　2．	完全な内政の自治権（行政，司法，

財政，経済，通貨の自治権―国軍―
ラオス政府による技術顧問の自由な
選択）

　3．	隣接する国に限っての外交の自主権
（中国，ベトナム，カンボジア，シャ
ム，ビルマ）49）

　4．	文字通りのラオスの憲法，つまり，

フランスやフランス連合の介入なく
真に自国の憲法制定議会によって作
成された憲法

　5．立法権限を行使するための代議院
　6．	議院に対して責任を負う民主主義国

家政府
　これらの要求は最低限のものである。
我々は，これ以下で我々の政府が妥協す
るとは思っていない［Thao	Katay	1949a:	
16–18］。

以上のように，自らの要求を明確に主張し
た。筆者が閲覧した『バンファイ』の中で，
フランスに求める政策が具体的に挙げられた
のは同号が初めてであった。「立場を変えて
いない」としているものの，これまで否定的
であったフランス連合への加盟を受け入れる
ことを明言した点は大きな変化といえるだろ
う。さらに，「ラオス国民はまだ強国の支援
を必要としているが，もう支配者は望まない」
［Thao	Katay	1949a:	18］とし，フランス国
民とは自由かつ平等に友好を結びたいが，植
民地主義者のグループと和解したり交渉した
りすることは受け入れないとした。続く第
65号「2人の男の性格はそれぞれだ（Deux	
hommes,	deux	caractères）」（1949年 1月頃
発刊）でも，フランス連合高等評議会（Haut	
conseil	de	l’Union	française）のカンボジア
代表のティウ・ロン（Tiou	Long）の主張―
1946年のフランス・カンボジア間の暫定協
定に代わる新たな条約の締結や，フランス連
合の枠組みを尊重しつつ内政・外交面などに
おけるさらなる自治・独立を求める内容―を
取り上げ，それに賛成であるとした［Thao	
Katay	1949a:	19–22］50）。
なお，1948年 11月から翌年 3月までの時

49）	「国民議会議長と議員に宛てた公開状」の中でも，少なくとも周辺国とは対等に交渉がしたいのだ
と主張されている［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	Divers,	Note	du	22	avril	1948］。

50）	 なお，1946年 8月 27日にフランス・ラオス間で結ばれた暫定協定を肯定的にとらえているラオス
代表のウロット・スワンナウォン（Ourot	Souvannavong）は，ティウ・ロンとは正反対の主張を
しているとし，批判されている［Thao	Katay	1949a:	20］。



23赤﨑眞耶：ラオ・イサラ政府によるプロパガンダ活動を通じた「独立」の模索

期は，筆者が把握しうる限り最も多くのプロ
パガンダ冊子が出版された時期であった。ラ
オ・イサラ政府は，1948年11月に3冊［Thao	
Katay	 1948c;	 Thao	 Katay	 1948d;	 Thao	
Katay	1948e］，1949年 1月と 2月に 1冊ず
つ［Thao	Katay	1949a;	Thao	Katay	1949b］，
同 年 3月 に 2冊［Thao	Katay	1949c;	Thao	
Katay	1949d］のプロパガンダ冊子を出版し
ている。王国政府やフランスに対する批判は
依然として続いていたものの51），プロパガン
ダ冊子を通して自らの主張を積極的に拡散す
ることで，両者との交渉開始の糸口をつかも
うとしていたものと想像できる。

4． 分裂と帰国（1949年初頭から 1949年
10月）

1949年初頭を境に，『バンファイ』におけ
る王国政府に対する態度は明らかに厳しいも
のへと変化した。1949年 3月頃発刊の第 76
号「ラオスでは，フランスの統制は日々厳し
くなっている（Au	Laos,	le	contrôle	français	
s’accentue	et	se	resserre	chaque	 jour	plus	
étroitement）」では，王国政府の政治家には
もう「下僕」しか残っていないとし，ラオス
国民の望みはもうラオ・イサラ政府の帰国
にしかないのだと主張された。ラオスの独
立，ラオ・イサラの帰国はまもなくである
から，耐え抜いてくれとラオス国民に対し
て訴えた［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	
Laos	Propagande	Lao-Issara］。 ま た， 第
74号「ムッシュー・ペトロルのペトロへの
心酔（La	petrofolie	de	M.	Petrole）」（1948
年 3月頃発刊）では，これまで主として批
判の対象となっていたサワンワッタナー皇
太子，スワンナウォン家の人々以外の人物，
ピエール・ギン（Pierre	Nginn）が，ラオ・
イサラ陣営を反乱者として扱っていること，
フランス帝国主義に与していることなどを
理由に名指しで批判された［ANOM,	HCI,	

CONSPOL	 119,	 Laos	 Propagande	 Lao-
Issara］。それに関連して，第 78号「愛国者，
日和見主義者，出世主義者，あるいは裏切
り者？（Patriote,	opportuniste,	arriviste	ou	
traître	?）」（1948年 4月頃発刊）では，これ
まで王国政府側の人々には「疑わしきは罰せ
ず」の原則を適用してきたが，もうこれ以上
適用を続けるべきでないと強硬な姿勢を見せ
るようになった［ANOM,	HCI,	CONSPOL	
119,	Laos	Propagande	Lao-Issara］。
このように，ラオス王国側の政治家にはも
う期待を抱いていないかのような態度が徐々
に目立つようになった。これに伴い，ラオ・
イサラ政府の活動方針にも変化が見られた。
1949年 3月頃に発刊された第 75号「ラオス
には『下僕』しかいない（Il	n’y	a	que	des	
“valets”	au	Laos）」では，以下のような記述
が見られる。

　我々は，大衆を我々の闘いに巻き込むと
きはまだであると考えていたため，プロパ
ガンダ活動において国に残るエリートのみ
と接触し，揺さぶりたいと思っていた。現
在フランス支配の下で働く同胞の勇気と誠
意を当てにできるとはもう思えず，我々が
武装闘争を拡大すること，そして国民全体
を，ビエンチャンのラオス政府とフランス
植民地主義に対して蜂起させることを決
定する日が来るだろう。その日には，裏
切り者と売国奴は一直線に「ニワトリが
鳴かない国」［フランス：引用者注］へと
合流しようとするだろう［ANOM,	HCI,	
CONSPOL	119,	Laos	Propagande	Lao-
Issara］。

これまでの政治的な闘い方から一転して，国
民を巻き込んだ武装闘争の開始をほのめか
したのである。同様の主張は，以下に引用
する第 90号「ラオ・イサラの新たな出版物

51）	 例えば，第 62号，第 63号，第 72号などにおいてこのような主張が見られる［Thao	Katay	1949d］。
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（Nouvelles	publications	Lao-Isara）」（1949
年 6月頃発刊）においても見られる。

　既に，我々はラオス語プロパガンダ活動
の新たな計画に着手している。みな武力と
暴力でフランス植民地主義に抵抗できるよ
うに，今後，多くの同胞の間で愛国感情を
育み，献身と犠牲の精神を育てることに主
に専念することを決めたのだ。現在の闘い
方―みなそれが軍事的というよりも政治
的であることを知っているだろうが―で，
我々がフランスを説得する望みを全て失う
日，我々はフランス占領当局に対して，そ
してフランスに買収されている裏切り者に
対して，真の戦争，全面戦争，容赦のない
戦争を開始する。その戦争においては，過
激なあらゆる手段―それが良かろうと悪か
ろうと―が，非情かつ冷酷に使用されるだ
ろう。ただ彼らが速やかに我々の目的を，
つまり国家の独立を達成することを我々
に認めればよいのだが［ANOM,	HCI,	
CONSPOL	119,	Laos	Propagande	Lao-
Issara］。

こうして，ラオス人エリートのみへの訴えか
けをやめ，国民全体を巻き込んだ武力での活
動を重視する方向へ転換することを明示し
た。さらに同号では，ラオス語版『バンファ
イ』の発刊を少し前に開始したとも述べられ
ていることから，第 75号，第 90号で見ら
れる主張の変化に連動して，大衆への訴えか
けの試みが実際に行われたと考えられる52）。

しかし，現実的には，ラオ・イサラ政府
は，活動の存続の可否を検討せざるを得な
いほどに窮地に追い込まれていたはずであ
る。ラオ・イサラ政府を取り巻く環境は，こ
の時期大きく変化していた。タイにおいて
は，1947年 11月の陸軍のクーデタ，1948
年 4月のピブーン政権の成立によって，ラ
オ・イサラ政府に対する風当たりが徐々に厳
しくなっていたことは既に言及した。1949
年 3月には，1948年 10月末に一斉逮捕さ
れた東北タイ政治家のうち，トンイン・プ	
リパット（Thong-In	Phuriphat）らがタイ
の警察当局によって殺害された［高橋 2012:	
138］53）。さらに，1949年半ばには，タイ政
府はラオ・イサラに対する援助を取りやめる
方針を示していたようで［ヴォンヴィチッ
ト 2010:	99］，ラオ・イサラ政府がこれ以上
活動を存続していくことは実質的にも困難
であったといえる。また，ベトナムにおい
ても事態は急展開を迎えていた。フランス
は，1948年 5月に設立されたベトナム臨時
中央政府の大統領がベトナム人の人望を集
められないことに気づくと，いよいよバオ
ダイを擁立して事態を解決することを目指
した。1949年 3月，バオダイとオリオール
大統領（Auriol）との間でエリゼ協定が締結
され，1949年 6月にはバオダイを元首とす
る統一ベトナムの政府が設立された［白石
1991:	162–163］。これ以降，フランスはこの
「統一ベトナム」に国際的正当性を与えよう
と西側諸国に外交的承認を求めた54）。フラン
ス連合内の問題であったインドシナ戦争は，

52）	 なお，1948年 10月頃発刊の第 56号「疑わしきは罰せずの原則（Le	bénéfice	du	doute）」では，
執筆者（Don	Sasorith）の「友人」が，王国政府側の人々が耳を貸さないのであればラオス語プ
ロパガンダで告発するべきだ，これ以上長く待つべきではないと主張していることが指摘されてい
る。これに対して，執筆者はこの「友人」をなだめている。この頃から既に，ラオ・イサラ政府内
部には強硬姿勢を取るべきだという意見が存在していたことがうかがえる［Central	Files］。なお，
ANOMで閲覧した史料によると，同号はフランスによって 1948年 9月に収集されているが，筆
者の計算による推定発刊日は同年 10月となり矛盾が生じてしまった。

53）	 この出来事は，ラオ・イサラの指導者らの決定に大きな影響を及ぼしたとフランス側も指摘してい
る［MAE	–	La	Courneuve,	E221,	Télégramme	du	11	mars	1949］。

54）	 アメリカやイギリスは，中国とソ連がベトミン政府に外交的承認を与えた直後の 1950年，「統一
ベトナム」に承認を与えた。
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こうして徐々に冷戦の文脈へと持ち込まれて
いった［木之内 2002:	236–237］。1947年末
時点でラオ・イサラ政府が期待をかけていた
ホー・チ・ミンとバオダイの合意の実現可能
性は，この頃までに失われたといえる。
以上の変化に伴い，ラオ・イサラ政府内部
の状況も複雑化していた。ピブーン派政権の
復活以降，スパヌウォンらはベトミンとの
関係を深めたが，ラオ・イサラ政府の閣僚
の多くはベトミンに懐疑的であった［Evans	
2002:	92］。タイ・ラオス国境地帯のラオス
人亡命者の帰国や，ラオス・ベトナム国境地
帯への移動も開始されていた。また，ラオ・
イサラ政府の閣僚とスパヌウォンとの断絶も
1949年 5月頃に顕在化した。スパヌウォン
がラオ・イサラ政府を去ると，ラオ・イサラ
軍の兵士たちは，バンコクのラオ・イサラ政
府の下に残るか，ベトミンと協力関係を結ぶ
スパヌウォンの勢力に参加するかという選択
の間で葛藤することとなった［スチュアート
‐フォックス 2010:	114–116］。
帰国者や分裂の存在については，同時期
の『バンファイ』においても話題となった。
1949年 6月頃に発刊された第 88号「手厳し
い反論（Un	cinglant	démenti）」では，フ
ランス側が，半分以上のラオ・イサラの人々
が「絶対主義者」であるペッサラートを見捨
て帰国したとしていることに対して，執筆者
はペッサラートを擁護しながら反論してい
る。また，ラオス国内にラオ・イサラへの参
加希望者がいることを指摘し，ラオ・イサ
ラ政府がそうした人々の大規模な徴兵を許
可することを期待すると述べるなど，ラオ・
イサラ軍の強化を目指す姿勢がアピールさ
れた［ANOM	HCI	CONSPOL	119,	Laos		
Propagande	Lao-Issara］。このように，ラオ・
イサラ政府の自己評価の高さは以前と変わら
ず，自らの勝利を一貫して訴え続けていた。
同月頃に発刊の第 89号「資料（Documents）」，	
先に言及した第 90号でも，自らの運動は外国の
注目を集めているのだと評価している［ANOM		

HCI	 CONSPOL	 119,	 Laos	 Propagande	
Lao-Issara］。運動の統率が取れなくなる中
でも以上のようなアピールがなされた背景に
は，帰国者の増加，閣僚の分裂を懸念し，参
加者を自らの勢力につなぎとめたいラオ・イ
サラ政府の思惑があったのだろう。また，武
装闘争への転換や大衆への働きかけを強調し
強硬な姿勢を示すことで，フランスからの妥
協を引き出そうとしていたと考えられる。
しかしながら，主要閣僚間においてすら，
ラオ・イサラ内部の分裂は深刻であった。
1949年 7月 19日，フランス連合の下での
「独立」を定めたフランス・ラオス一般協定
が締結され，フランス連合内での「独立」が
認められた。それまでラオ・イサラ政府を主
導してきたペッサラートであったが，1949
年中旬の時点で，帰国して王国政府に参加す
べきだとするカムマオやカタイらと，これを
受け入れない彼との間に分裂が生じた［ヴォ
ンヴィチット 2010:	99–100］。駐タイフラン
ス大使は，1949年 7月頃に，クアンがフラ
ンスとの早期合意を目指していたことを報
告している［MAE—La	Courneuve,	E221,	
Dépêche	du	21	juillet	1949］。クアンは大使
に対して『バンファイ』とラオ・イサラの参
加者に宛てたゲリラ活動鎮静化を促す文書
を提出したといい，大使は特に『バンファ
イ』における態度の変化を指摘してそれを
好意的に受け止めている。その後，1949年
8月末にはスワンナプーマーと王国政府の間
でラオス人亡命者の帰国の条件について話し
合いが行われ［MAE—La	Courneuve,	E221,	
Télégramme	du	29	 septembre	1949］，10
月初旬までには両者の間で合意が成立した
［MAE—La	Courneuve,	E221,	Télégramme	
du	8	octobre	1949］。こうして，ラオ・イサ
ラ政府の閣僚，ラオス人亡命者の大半が帰国
することとなった。
フランスの指摘通り，1949年 7月頃に発
刊された第 95号「ラオスは強国の支援なし
でやっていくことができるのか？（Le	Laos	
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peut-il	 se	passer	de	 l’appui	d’une	grande	
nation	?）」以降は，新たな執筆者が登場
し，主張に明確な変化が見られるようになっ
た［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	
Propagande	Lao-Issara］55）。この頃，実質的
指導者としてラオ・イサラ政府を率いてきた
ペッサラートが徐々に指導力，求心力を失
い，プロパガンダ活動においても，担当大臣
であったカタイや，ラオス王国への帰国，王
国政府への参加を目指していたカムマオ，ス
ワンナプーマー，クアンらの見解が前面に押
し出されるようになったものと考えられる56）。
当時のラオ・イサラ政府にとって，フラン
スによって示されたフランス連合内での「独
立」というプランしか，現実的な選択肢は
残されていなかったと考えられる。第 95号
では，フランス連合へ参加の意思を明確化
した［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	
Propagande	Lao-Issara］。また，その後の号
においてもフランス・ラオス一般協定を受入
れる姿勢を示し，その内容には不十分な点も
あるとはいえ今後の交渉によって改善されて
いくだろうとした57）。特に，1949年 9月頃
に発刊された第 101号「1949年 7月 19日の

フランス・ラオス一般協定（La	convention	
générale	franco-lao	du	19	juillet	1949）」で
は，隣国との国境，外交，国連加入などの問
題について改善への期待を示している。国軍，
司法，貨幣，税関，フランスとラオスの共同
機関などに関して懸念が残るとしたが，協定
は信頼に足るものであると評価した58）。さら
に，フランス連合内での「独立」について，
以下のような見解を表明した。

　この国家独立が完全で絶対的なものでな
くても，我々にとってはさして重要ではな
い。なぜかといえば，ジュール・アーグ
（Jules	Haag）［『極東新聞』の編集長：引
用者注］がうまく言ったように，「完全で
絶対的な独立とは，文化的，人種的類似性
に応じて国々が結束する傾向のある世界に
おいては真に孤立するということになろう
が，これは危険な幻想だ」からである。そ
してこの幻想は，より活動的で進んでいて，
我々を兄弟や友人として扱うのではなく
追い出そうとするような隣国の支配から，
我々を守ってくれはしないのだ［ANOM,	
HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	

55）	 例えば，Chane	Kathong，Thit	Ham，Xieng	Kaineという執筆者がこの時期初めて登場した。第
100号「第 100号（Notre	centième	numero）」（1949年 9月頃発刊）の執筆者のThao	Katayも，
第 95号以降の上記のような変化について言及している［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	
Propagande	Lao-Issara］。

56）	 なお，1949年 6月頃発刊の第 88号では，執筆者はフランスの批判に対してペッサラートを擁護し
ている［ANOM	HCI	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	Lao-Issara;	ANOM,	HCI,	CD	109,	Re-
belles	Laos	Propagande］。また，翌月頃発刊の第 91号でもペッサラートの名前が出ており，ま
だ彼が指導者の地位にいることがうかがえる［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	
Lao-Issara;	ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande］。しかし，解散間際に発刊された
第 107号ではペッサラートの解任について言及されており［Don	Sasorith	1975:	138］，ペッサラー
トが完全に指導力を失ったことがうかがえる。最終的に，ペッサラートはラオ・イサラ政府の解散
直前に実質的指導者の地位から解任された。ペッサラートの解任の理由としては，彼が自身の見解
や政策を全会一致の意見よりも優先させることなどが挙げられた［MAE	–	La	Courneuve,	E221,	
Déclaration	du	19	octobre	1949］。

57）	 例えば第 100号，第 102号で以上のような主張がなされた［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	
Propagande	Lao-Issara］。また，第 98号では，バオダイとオリオールの間で 1949年 3月に締結
されたエリゼ協定について分析し，これを大枠で承認する姿勢を取った［ANOM,	HCI,	CD	109,	
Rebelles	Laotiens	Divers］。

58）	 第 95号では，単一の権力・政府・司法・予算を望むと主張された。ラオ・イサラ政府がフランス
との交渉に臨むに当たって，これらを重要事項と考えていたことがわかる。これは，ホー・チ・ミ
ンやバオダイが求めていた主張とも重なるものである［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Pro-
pagande	Lao-Issara］。
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Lao-Issara］。

ここでの「隣国」とは，主にベトナムとタイ
を想定していたものと思われる。隣国の脅威
を理由として，差し当たりラオスが単独で存
続していくことは困難であると主張されるよ
うになったのである59）。既に独立した東南ア
ジア諸国の状況も引き合いに出されつつ，以
上のような主張が繰り返された。第 97号「こ
の例にならってはならない（Cet	exemple	
n’est	pas	à	suivre）」（1949年 8月 頃 発 刊）

においても，ビルマは独立後混乱状態にあ
り，イギリスとの紐帯を完全に切るべきでは
なかったとするジュール・アーグの記事を引
用し，ビルマよりも人口も資源も少ないラ
オスにはなおのこと強国の支援が必要であ
るとした［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	
Laotiens	Divers］。
これらの変化に伴い，『バンファイ』にお
ける王国政府への姿勢も軟化した。1949年
9月頃に発刊された第 103号「ラオ・イサラ
の素晴らしき集会（Une	belle	manifestation	
Lao-Issara）」では，同年 9月 1日にスワン
ナプーマーの招待で夕食会が開かれたことに
ついて言及している。ラオ・イサラ側からは
50人以上，王国政府側からはラオス国民議
会の代表かつ『ラオスの声（Sieng-Lao）』紙
の編集長であるヌタック（Thao	Nouthak）
が参加したといい，両者の和解と友好が協
調された［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	
Laos	Propagande	Lao-Issara］。 最 終 的 に
は，同年 10月頃発刊の第 107号「ラオ・イ
サラ抵抗政府・運動の解散（La	dissolution	
du	Gouvernement	 et	du	mouvement	 de	
résistence	Lao-Issara）」において，ラオ・イ

サラ政府，ラオ・イサラ運動の解散と次号で
の『バンファイ』の終刊が伝えられるに至っ
た［Don	Sasorith	1975:	136–140］。

Ⅲ．『バンファイ』の記述にみる自他認識

1．ラオス王国政府，フランス
ラオ・イサラ政府は，プロパガンダ活動を
通して，自らをどのように位置づけ，他者と
の関係をどのように構築しようとしたのか。
まず，『バンファイ』中でしばしば批判の的
となったラオス王国政府とフランスとの関係
から検討してみたい。
第一章第一節でも指摘したように，ラオ・
イサラ政府設立時に制定された暫定憲法で
は，立憲君主制が謳われた。また，そこで想
定された王制とは，ランサン王国60）にさか
のぼる伝統を持つものであった。ペッサラー
トの1945年9月15日のラオス統一宣言には，
こうした姿勢が明確に示されている。

　長年，北部ラオス人と南部ラオス人は，
国家の統一を再び果たすことを望んでい
た。我々の意志とは無関係の事情がそれを
阻んできたが，いま，それを実現するとき
が来た。
　今日以降，北部ラオスと南部ラオスはも
う存在しない。我々は，ファーグム王やセー
タティラート，スリニャウォンサーの美し
き時代にそうであったように，ひとつの
ラオス国民を形成するのだ［Deuve	1993:	
296–297］。

ここでの「北部ラオス」はルアンパバーン王
国のこと，「南部ラオス」はフランス植民地

59）	 以上のような主張は，第 95号においても見られる［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propa-
gande	Lao-Issara］。

60）	 1353年に成立したラオ族最初の統一王朝とされる。ランサン王国の王権が強大なときには，現在
のラオスの領域よりもさらに広大な地域に影響力を行使していた時期もあった。しかし，スリニャ
ウォンサー王が 1694あるいは 1695年に亡くなると，王位位継承争いから，同王国はルアンパバー
ン，ビエンチャン，チャムパーサックの 3王国へと分裂した。その後，1770年代末頃には，3王
国はシャムの宗主権下に置かれた。
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下では直接統治下に置かれていた地域のこと
と考えてよいだろう。このようにして，ラオ
スの統一は国民全体の願いとして規定された。
こうした姿勢を反映してか，『バンファイ』
においては王国政府に対する協調，和解の姿
勢が目立つ。第二章第一節でも言及したよ
うに，ラオ・イサラ政府にとっての王国政
府は絶対的な敵や相容れない存在ではなく，
協調すべき「同胞」であった。例えば，い
くつかのプロパガンダ冊子の表紙には，ラ
オス王国のシンボルである三つ頭の象の紋
章が印刷されている［Thao	Katay	1949a;	
Thao	Katay	1949b;	Thao	Katay	1949c;	Thao	
Katay	1949d］。ラオ・イサラ政府は，自ら
をラオス王国の中にある存在と捉えていたの
だと想像できる61）。また，第 5号においても，
自らをラオス王国のために尽くす誠実な臣民
として規定し，国のエリートのほぼ全体を代
表すると主張している［ANOM,	HCI,	CD	
109,	Rebelles	Laos	Propagande］。
ただし，その王国政府の中でも，「裏切り
者」「売国奴」のラオス人が存在していた。
それが，サワンワッタナー皇太子，スワンナ
ウォン家の人々らであった。しかしながら，
彼ら以外の王国政府参加者が名指しで批判さ
れることは稀であった。この理由が，第 56
号において説明されている。すなわち，フラ
ンスのラオス復帰を助けたラオス人は，フラ
ンスの協力なしにラオスは再建されえないだ
ろうと確信していたからこそそのような行動
をとった。彼らはラオスのためにフランスの
存在を利用しようとしたのであり，彼らを許
すことができるし，尊敬しさえする。しか

し，もしもこれらのラオス人が，日和見主義
者で自分の利益しか考えないような人であれ
ば，軽蔑するし，サワンワッタナー皇太子や
ウロット・スワンナウォンに対してのように
容赦しない。彼ら以外はこれまで個人的に名
指しで攻撃しないようにしてきたし，確か
な証拠がない限りは，「疑わしきは罰せず」
の原則に則る［Central	Files］。以上のよう
に，ラオス王国政府側の人物に対する批判は，
1949年初頭に大衆の動員へと舵を切るまで
は，一部の人物のみに向けられた限定的なも
のであった。ラオ・イサラ政府が王国政府に
対し以上のような姿勢を取った背景には，内
輪で争うことを避けたいという思いがあった
と考えられる。第 40号では，「兄弟殺しの闘
い」による殲滅をするにはラオス人エリート
の数はあまりに限られているとして，ラオス
人の間で流血の惨事を招くことには否定的な
姿勢を示した［Thao	Katay	1948b:	6］62）。
批判の矛先を一部のみに向け，全体として
は友好的・協調的な態度を維持したのは，フ
ランスに対しても同様であった。フランスの
植民地主義的な側面を批判する際には，「良
い」フランスと「悪い」フランスとに分類す
ることで，批判の対象の選別が行われた。例
えば第 28号では，1789年の大革命の不滅の
原則の継承者としてのフランスと帝国主義
のフランスの存在を指摘した上で，敵はフ
ランス帝国主義・植民地主義であると明言
し た［Thao	Katay	1948d:	124–125］63）。 ま
た，いくつかのプロパガンダ冊子の表紙等に
印刷された「真のフランス・ラオス間の友
好は，フランス植民地主義の死からしか生

61）	 なお筆者が把握した限りで，ラオ・イサラ政府が制定した国旗が用いられているのは，プロパガン
ダ冊子 1冊の表紙［Thao	Katay	1948a］とアメリカが収集した『バンファイ』のバックナンバー
の表紙［Central	Files］においてのみであった。一方，ラオ・イサラ政府が亡命前に発刊していた
機関紙『祖国ラオス』の第 2号では，表紙にラオ・イサラ政府の国旗が描かれ，この新しい国旗の
象徴としての意味も解説されたという［Ivarsson	2008:	161;	Deuve	1993:	130］。

62）	 第 95号でもエリートの少なさが指摘された［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	
Lao-Issara］。

63）	 第 3号においても，植民地主義的なフランスと民主主義の祖国としてのフランスを区別して考える
ような姿勢が見られる［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande］。
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まれない（La	véritable	amitié	franco-lao	ne	
peut	naître	que	de	la	mort	du	colonialisme	
français）」というカタイによる手書きの文
章にも，以上のようなフランスに対する姿
勢が如実に現れている［Thao	Katay	1948d;	
Thao	Katay	1949a;	Thao	Katay	1949b;	Thao	
Katay	1949c;	Thao	Katay	1949d］64）。
第二章で言及したように，当初，外交やプ
ロパガンダ活動，これらを通じた交渉による
事態の解決が目指されたため，フランスと良
好な関係を維持することはラオ・イサラ政府
にとって不可欠であったのだろう。また，フ
ランスに対しても全否定するような態度を取
らなかったのは，ラオ・イサラ政府閣僚が―
本章第三節で後述するように，特にベトナム
とタイと比べての―ラオスの「弱さ」「遅れ」
を意識しており，独立にあたって強国の支援
が必要であると考えていたためと考えられ
る。実際，ペッサラートは日本の敗戦後に行
われたフランス使節団との会見の際に，ポツ
ダム会談の参加国に指名された国の保護国と
なることを受け入れる姿勢を示し，以下のよ
うに述べたという。

この保護国がフランスのものであれば，
我々にとっては当然都合がよい。というの
も，我々にはフランス式の習慣がついて
いるし，中国語を学んだり英語に磨きを
かけたりするには，私はいささか歳を取
り過ぎているからである［ANOM,	HCI	
163/498,	Laos	 Phetsarath,	 Renseigne-
ment	du	15	juillet	1947:	4］。

このように，国際的に正当な手続きに則れば
フランスの保護下に戻ることも選択肢に入り
うるとの姿勢を示していた。しかし，戦後間
もない時期，どの国からの支援を受け，どの	

国との協力体制を築くかという点に関しては，	
手探りの状態であったに違いない。本章第四	
節で見ていくように，ラオ・イサラ政府にとっ	
ての「独立ラオス」は，タイあるいはカンボ
ジアとの連邦，インドシナ各国との協力・連
帯，広くいえば東南アジア地域内での連帯の
上で成り立つ可能性もあり得たのである。

2．ラオス人大衆
第一章第二節で言及したように，ラオ・イ
サラ政府のプロパガンダ機関紙・冊子の大半
はフランス語で執筆されていた。ここから，
ラオ・イサラ政府はラオス人大衆を読者とし
て想定していなかったことがうかがえる。第
40号ではラオス語版『バンファイ』発刊を
求める声があるとしつつ，まだ大衆をラオ・
イサラ政府と王国政府間の争いに巻き込むべ
きときでないとしてこれを退けている。しか
し，同胞の大多数の要求を忘れることはない
とし，ラオス語プロパガンダ冊子の出版を行
う決定をしたとも述べている。さらに，状況
が求めれば，活動・闘いの方法を変え，手
段を新しくするだろうとした［Thao	Katay	
1948b:	5–6,	10,	12］。以上から明白なことは，
ラオ・イサラ政府は，エリートとエリート以
外の大衆とを明確に区別していたということ
である。
このように大衆から距離を取ったのは，大
衆をエリート間の政治的対立に巻き込きこむ
ことで，国民が分裂することを避けようとし
たためであったと考えられる。第 40号の記
述には，このような姿勢が明確に見てとれる。
「フランス帝国主義の下僕」を非難しても得
るものは多くない上，以下のような結果をも
たらしかねないとの考えを示した。

いずれにせよ，我々は，新たな敵とは言わ

64）	 なお，［Thao	Katay	1948d］の巻頭の挿絵では，自由の女神の前で握手をするラオス人とフランス
人が描かれている。彼らの前にはオーギュスト・パヴィ（Auguste	Pavie）の像が置かれているが，
像には×印が描かれている。ラオスの植民地化に重要な役割を果たしたパヴィ，すなわち植民地主
義的なフランスは拒否し，自由を信奉するフランスとは友好を結ぶという姿勢がここに示されている。
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ないまでもさらに手の付けられない相手を
生み出すことになるだろう，そして，国の
最高の利益を犠牲にして，フランス帝国主
義者が理由となって我々を隔てている小さ
な断絶がさらに深まるだろう…国民を再び
隷属の状態に陥れようとしていて，目下の
ところ国民の不幸の原因となっているこの
裏切り者と売国奴の一団を皆殺しにする手
段を国民に与え，実際に国民を復讐に向か
わせるのでない限りは。
　ところが，それはまさに我々が避けよう
としていることである，この「道に迷った
人」―彼らはそれほど多くないのだが―
を，名誉と愛国への道に連れ戻す希望をま
だ持っている限りは。
　とにかく，小さな争いを抑えるため，そ
の争いをラオス人エリートの小さな範囲に
とどめておくため，今のところは，どちら
かと言えば宣伝用ちらしや冊子をフランス
語で書き続けておこうと思う。教育を受け
た我々の同胞がみな読み理解できるフラン
ス語で［Thao	Katay	1948b:	8–9］。

ラオ・イサラ政府にとって，国民を巻き込ん
だ本格的な内戦への発展はなによりも避ける
べき事態であり，エリート間の話し合いによ
る和解こそが理想的な解決策であったといえ
る65）。
しかし，第 75号が発刊された 1949年 3月

頃には，大衆全体を運動に巻き込み，蜂起へ
と動員する方向へと方針を転換することをほ
のめかした［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,		
Laos	Propagande	Lao-Issara］。さらに第 90
号では，ラオス語版『バンファイ』の発刊開
始が伝えられた［ANOM,	HCI,	CONSPOL	

119,	Laos	Propagande	Lao-Issara］。このよ
うに，1949年初頭以降自らが窮地に追い込
まれ，かつ王国政府に対する期待が徐々に薄
れていくと，大衆の存在をより意識したプロ
パガンダ活動が試みられたのだった。
『バンファイ』中で少数民族に対する言及
がなされることは稀であったが，ラオ・イサ
ラ政府が大衆よりもエリートへの訴えかけを
重視していたことを考えれば，それは当然で
あったともいえる。ただし，ラオ族以外の少
数民族も，ラオスの独立のために共に闘う仲
間として意識されてはいた。第 14号「100
万頭の象の国，ラオスを訪問しよう（Visitez	
le	Laos,	pays	des	millions	d’éléphants）」

（1948年 1月頃発刊）の記述からは，フラン
ス植民地期のカー（原文ママ）66）による抵抗
運動について言及する際，彼らを自由や独立
を求める愛国心のある人々とし，自らの独
立運動をその系譜に連なるものと見なして
いることがうかがえる［Thao	Katay	1948b:	
71–73］。また，第 53号では，「今年の初め
から，ムアンシン，ルアンナムター，ムアン
ムンなどの地域の 2500以上のメオ67），ヤオ，
カムの人々がラオ・イサラ陣営を強化しに
やってきている」というカタイの発言が引用
された［Central	Files］。

3．国際社会，アジア・アフリカ植民地
プロパガンダ冊子がアメリカ，イギリスや
近隣諸国などに送付されていたこと，フラン
ス語で書くことによって国際社会にラオ・イ
サラ政府の主張を拡散するという狙いがあっ
たことは，第一章第二節で既に言及した。ま
た，第二章第二節で見たように，実際に国際
社会への訴えかけが強化された時期もあっ

65）	 国民の分裂を恐れたということは，ラオ・イサラ政府がラオスの統一の実現を強く意識していたこ
との表れであると言えるかもしれない。本章第一節で言及したように，9	月 15日のペッサラート
のラオス統一宣言では，ラオスの統一はラオス国民全体の願いであると位置づけられていた。

66）	 モン（Mon）・クメール系民族を指す。字義通りには「奴隷」を意味する［スチュアート‐フォッ
クス 2010:	108］。

67）	 モン（Hmong）族を指す。字義どおりには「野蛮人」を意味する［スチュアート‐フォックス
2010:	108］。
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た。1948年の間は特に，国際社会への訴え
かけが頻繁になされるようになると同時に，
アメリカ，フランス，ベトナムなど外国の新
聞や雑誌の記事，ラジオの内容が頻繁に引用
された68）。アジア・アフリカ諸国，フランス
あるいは東南アジアの諸植民地への連帯が示
されることもあった。
例えば，第 10号「インドシナ人だけが不満

を申し立てているのではない（Les	Indochinois		
ne	sont	pas	les	seuls	à	se	plaindre）」（1947
年末頃発刊）という記事においては，アフリ
カ民主連合のコートジボワール代表，総裁で
あったフェリックス・ウフエ＝ボワニ（Félix	
Houphouët-Boigny）69） が『新 民 主 主 義
（Démocratie Nouvelle）』紙において執筆し
た，「前進するアフリカ大陸（Le	continent	
africain	en	marche）」というタイトルの記事
について言及している。このウフエ＝ボワニ
の記事はフランス植民地主義の悪行を批判す
るものであるが，1789年の革命のイデオロ
ギー，寛大なフランス，「人権宣言」に対し
ては，愛と忠誠を表明している。この点に関
して，ラオ・イサラ政府は共感の意を示しな
がら，苦しんでいるのはラオスだけではない
として以下のように主張している。

　我々の兄弟であるアフリカ人が書いてい
ること全ての中で，一点，記憶に留めるべ
きことがある。すなわち，植民地主義は，
明らかに，帝国主義の最も有害で忌み嫌わ
れた形態である一方，どの人種に属してい
ようとも，どこに生まれようとも，人間は
人間で，その人間の根源的な要求はどこに
おいても同じであるということだ。それ

［植民地主義：引用者注］は，肌の色が何
であれ，支配を受ける人にとっては，最も
奴隷的で，最も卑しく，最も品位を汚す体
制である［Thao	Katay	1948d:	56］。

また，第 52号でも，アフリカ植民地の状
況について言及しながら以下のようにフラン
ス連合の批判を繰り返した。

　確かに，そのメンバーにさらなる自由を
与えないならば，現在フランス植民地主義
者のくびきの下に置かれている国はいずれ
もフランス連合に参加することはできな
い。インドシナと「35万の反逆者がいま
だ叢林地帯を掌握している」（1948年 4月
4，5日のフィガロ紙より）マダガスカル
での戦争，「スーツケースか棺桶か」をス
ローガンとするメッサリ・ハジの党が，ナ
ショナリストの大量逮捕にもかかわらず最
近の選挙で圧勝したアルジェリアでの独立
主義者の運動，これら全ての出来事は，ウ
ディノ通りの権力ある行政官［フランス海
外県・海外領土省の役人：引用者注］が
「フランス臣民と被保護者」の願いを尊重
しないのであれば，フランス連合は中身の
ない言葉に過ぎないということを物語るも
のである［Central	Files］。

以上のように，アフリカ植民地への連帯を示
して世界的な文脈に自らを位置づけた。以上
の記事の他にも，例えば 1948年 5月頃発刊
の第 30号「我々は独立したビルマに期待す
ることができる…（Nous	pouvons	compter	
sur	la	Birmanie	indépendante…）」 で は，

68）	 この時期，とりわけアメリカ人ジャーナリストのアンドリュー・ロスの記事が高く評価され，第
21号，第 23号，第 24号，第 31号，第 33号，第 36号，第 50号などにおいて引用・言及された
［Central	Files;	Thao	Katay	1948b;	Thao	Katay	1948d］。その他にも例えば，第 28号では英字新聞，
第 24号，第 29号，第 51号，第 58号ではフランスの新聞，第 30号ではビルマの新聞，第 35・37
号の合併号，第 36号，第 38号，第 43号，第 49号，第 58号ではベトナムの新聞・ラジオなどが
引用・言及された［Central	Files;	Thao	Katay	1948b;	Thao	Katay	1948d;	Thao	Katay	1949b］。

69）	 コートジボワールの初代大統領である。アフリカ民主連合は，1946年のフランス第四共和政開始
以降アフリカ植民地にフランス本国の議会での議席が与えられた際に結成された政党である。
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1948年 1月のビルマ独立を祝福し，ビルマ
が独立を希求する他の東南アジア諸国へ協
力姿勢を示したことに期待を寄せた［Thao	
Katay	1948d:	117–122］。同年 9月頃発刊の
第 51号では，タイトルに「スーツケースか
棺桶か！（La	valise	ou	le	cercueil	!）」とい
うアルジェリアのナショナリストのスロー
ガンを採用し，本文中ではマダガスカルや
モロッコとの連帯を示した［Thao	Katay	
1948d:	131–134］。このようにして，時事問
題への言及を通してアジア・アフリカ諸国と
の連帯を示し，フランスへ植民地解放を促し
圧力をかけた。
ラオ・イサラ政府が自らの運動を世界的な
文脈に位置づけることができたことには，亡
命先であるバンコクのコスモポリタンな環
境が少なからず影響しているように思われ
る。プリーディー派政権下のバンコクは，ラ
オスのみでなくベトナム，カンボジアの抗仏
運動の指導者たちの亡命先であった上，そこ
では近隣のビルマ，インドネシア，インドで
のナショナリストの闘争に関する情報などを
受け取ることができた［Gunn	2005:	202］。
一方，第 16号「ビエンチャンの『ラオ・ラ
スミー』紙の専務取締役へ（À	monsieur	le	
directeur-gérant	du	 journal	“Lao-Rasmy”,	
Vientiane）」（1948年 1月頃発刊）によれば，
ラオス王国内での言論の自由を巡る状況は全
く異なっていた。ラオスには新聞がひとつし
か存在せず，外国の新聞，ラジオを聞くこと
を禁止されていたという。また，王国政府の
高官が，ラオ・イサラが彼らに送った外国の
ビラや新聞を読むために鍵のかかった部屋に
閉じこもらなくてはならないことを滑稽に描
いている［Thao	Katay	1948b:	77,	79–80］。
ラオ・イサラ政府は，亡命先のバンコクでこ

そ自らの独立運動を国際的な文脈の中に位置
づけることができ，言論活動を通じた訴えか
けという手段を選び取ることができたといえ
るのではないだろうか。

4．インドシナ，タイ
ラオスにとってもっとも身近な「外国」と
いえるインドシナとタイとの関係は，『バン
ファイ』においてどのように描かれていたの
だろうか。ラオスとインドシナあるいはタイ
との歴史的関係を考慮に入れつつ，この点を
検討したい。
まず，インドシナの枠組みの中のラオスに
ついて検討したい。ラオスは，1893年のフ
ランス・シャム条約によってフランス統治下
に組み込まれ，1899年にフランス領インド
シナ連邦に編入された。フランスは，とりわ
けベトナム人を官吏として育成し上中級官吏
として登用したために，ラオスの特に都市部
には多くのベトナム人が居住した70）。ラオス
における教育政策には力が注がれなかったた
め，高等教育を受けたラオス人は少なく［ス
チュアート‐フォックス 2010:	83］，また教
育を受けたとしても，ベトナム人のようにイ
ンドシナ全体で活躍するような機会は滅多に
得られずラオスに戻って働かざるを得なかっ
た［アンダーソン 2007:	206］。ベトナム人は
インドシナを自らのものとして想像すること
が可能であったのに対し，ラオス人―とカン
ボジア人―の間にはこうした意識は生まれえ
なかったとされる［Goscha	2012:	8］71）。ま
た，ラオ・イサラ政府や支持者の中にはベト
ナム人に対し懐疑的な人も多かったとの指摘
もある［Evans	2002:	84–85,	92］。
しかしながら『バンファイ』の中では，ア
ジア，アフリカの諸植民地の独立運動に連帯

70）	 1943年には約 3万人ものベトナム人がラオスの都市部に居住しており，ラオスの都市部の人口の
60%を占めていたという。これは，ビエンチャン，ルアンパバーン，タケーク，サワンナケート，
パクセー，シエンクワンを対象とする人口調査からのデータである［Evans	2002:	71］。

71）	 なお，古田［1991:	450］も，ラオスやカンボジアとは異なり，ベトナム人共産主義者はインドシ
ナ 3国が連邦を形成すること自体には反対していなかったことを指摘している。
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を表明する際に「インドシナ人」が主語とさ
れることもしばしばであった。例えば，第
28号では，フランス委任統治領であったレ
バノンのフランスに対する姿勢に対して「イ
ンドシナ人」として共感の姿勢を示している
［Thao	Katay	1948d:	124］。第 30号において
も，ビルマの独立について，「インドシナ人」
はこれに深く感動したと述べている［Thao	
Katay	1948d:	117］。さらに，第 46・48号
の合併号「フランスの声（Voix	française）」
（1948年 8～ 9月頃発刊）では，フランス植
民地主義者の政策を非難しているのは「イ
ンドシナ人」だけではないとアピールした
［Thao	Katay	1949b:	15］。以上のように，ラ
オ・イサラ政府がインドシナを共闘の枠組み
として認識していたことがうかがえる。
インドシナの中でも，ベトナムに対する言
及が多くなされた。とりわけ 1947年末頃か
ら 1948年初頭にかけてはベトナムの情勢に
ついてしばしば言及されている。そこでは，
ベトナムの情勢とラオスのそれは不可分なも
のとみなされ，ベトナムに対する共闘者，協
力者としての姿勢が明確に示されている。一
方で，ホー・チ・ミン政権と共産主義との関
係について言及されることがなかった点は興
味深い。第 50号では，フランス支配の復帰
に対して闘っているベトナム人はすべて「純
粋なナショナリスト」であるとし，ラオス	
やカンボジアにおける共産主義の脅威を否定
している［Thao	Katay	1948d:	66–67］。複
数の号において，共産主義の拡大の脅威があ
るのは，ラオスにおいてではなく，ヨーロッ
パ，フランスにおいてであるとの指摘もなさ
れた72）。しかしながら実際には，バンコクの
ラオ・イサラの指導者層の大半はベトナム人
に対して懐疑的かつ反共産主義的であったと
される［Evans	2002:	92］。ベトナムを共闘者，

協力者としては認めつつも，共産主義とは距
離を置きたいというラオ・イサラ政府の微妙
な姿勢がここに表れているようにも見える。
また，自らの運動は共産主義の影響を受けて
いない「純粋なナショナリズム運動」である
と強調したのは，アメリカからの支援や共感
を引きだそうとしてのことであったかもしれ
ない。

1949年に入り，東西陣営の対立がいよいよ
顕在化しつつある中でも，ホー・チ・ミン政
権に対する以上のような態度は維持された。
1949年 3月頃発刊の第 77号「あるベトナム
人の若者からラオス人の旧友たちへのメッ	
セージ（Message	d’un	jeune	vietnamien	à	
ses	anciens	camarades	lao）」では，フランス
植民地主義に対して共に闘う仲間としてベト
ナムを描き［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	
Laos	Propagande	Lao-Issara］，同年 4月頃
発刊の第 80号「フランス植民地主義者よ，
ありがとう（Merci,	M.M.	les	colonialistes		
français）」ではラオ・イサラはベトミンを恐
れているという噂を一蹴している［ANOM,	
HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	
Lao-Issara］。また，『ラオス：東南アジアに
おける反共闘争の理想的な中心軸』（1949年
3月出版）というプロパガンダ冊子でも共産
主義の脅威に関して言及がなされ，ラオスは
東南アジアにおける反共闘争の要であると
アピールされた73）。冊子の中ではベトナムは
共産主義国としては位置づけられておらず，
むしろベトナムをも含めた東南アジアの反
共ブロック形成が主張された［Thao	Katay	
1949c:	32］。以上のように，解散間際になる
まで，プロパガンダ機関紙・冊子においては
ベトナムは共闘者として描かれていた。
一方で，インドシナの中での―とりわけベ
トナムに対する―劣等意識は『バンファイ』

72）	 例えば，第 24号，第 36号，第 50号においてこうした指摘がなされた［Thao	Katay	1948d;	Central	
Files］。

73）	 同冊子の出版は 1949年 3月だが，収録されている記事は 1948年 11月 1日に書かれたもののよう
であるため，この頃から既に東西陣営の対立をラオ・イサラ政府が意識していたことになる。
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の中で常に見え隠れした。例えば，第 50号
においては以下のようにフランスによるラオ
スの軽視が糾弾された。

フランスがインドシナで行ったほんの少し
の善行に関していえば，程度の差はある
が，フランスはラオスでよりもベトナムで
ずっと多くのことを行った。フランスの大
きな道徳・知的教育計画の全て，社会的・
経済的発展の努力の全ては，ベトナム領で
なされた。我々の国は，インドシナ連邦の
中でのけ者にされただけでなく，悪いフラ
ンス人官吏用の刑務所，また同時にフラン
ス本土の「落ちこぼれ（déchet）」向け掃
き溜めだとみなされていたのだ。さらにひ
どいことに，フランスは一度ならず，歴史
（Histoire）や国際法（Droit	des	Gens）
を軽視して我々を世界の地図から消そうと
したのだ，北部ラオスをトンキンに，中
部ラオスをアンナンに，南部ラオスをカ
ンボジアに併合することによって［Thao	
Katay	1948d:	65–66］。

このように，インドシナにおいてラオスが劣
位に置かれてきたことが指摘された。ラオ・
イサラ政府閣僚がインドシナの中でのラオス
の「遅れ」に自覚的で，ベトナム，カンボジ
アに対し劣等意識を持っていたことがうかが
える。

1949年 5月頃発刊のラオス語版『バンファ
イ』第 1号「ラオス国民が理解すべきこと。
なぜラオス人はフランス人がラオスにおいて
支配者であり続けることを望まないのか？
（Ce	que	doit	 comprendre	 la	population	
Lao.	Pourquoi	 les	Laotiens	ne	veulent	pas	
que	les	Français	demeurent	 les	maîtres	au	
Laos	?）」74）の中でも，ラオスの「遅れ」に

ついて以下のように指摘されている。

　ラオスに来たフランス人官吏のうち，ラ
オス国民に信頼を寄せ，ラオス国民の幸福
のために働いたのはごく少数だった。献身
的で，我々の国が隣国のような繁栄を享受
することを望む者はごくわずかである。ラ
オスにいるフランス人官吏は概して教養を
欠いており，フランスから送られてくるの
は能無しである。というのも，ラオスはき
わめて退屈な国とみなされているからであ
る。ラオスがふさわしい繁栄に至らなかっ
たのは，これらすべてのせいである。
　周辺の国々―中国，シャム，ビルマ，ベ
トナムは，初めは我々の国と同じくらい貧
しかった。しかし，第二次世界大戦の終わ
り以降，独立によって，高い文明のレベル
まで到達することができた。
　ラオスの街はベトナムやカンボジアのそ
れよりずっと劣っている。病院はフランス
人がいる中心地にしか存在しない。
　学校は初等レベルにとどまり，教育を受け
るためにはカンボジアかベトナムに行かな
くてはならない［ANOM,	HCI,	CONSPOL	
119,	Laos	Propagande	Lao-Issara］。

以上のように，ラオスの「遅れ」は周辺国と
比較された。そしてその「遅れ」は，フラン
スがラオスを軽視したゆえにもたらされたも
のであった。続けて，フランスが宗教，文
化，産業面においてもラオスの発展に寄与し
なかったことが指摘された。さらに，「大都
市はとりわけ中国人とアンナン人であふれて
おり，ラオス人は田舎での生活を余儀なくさ
れている」とされ，記事の最後は以下のよう
に締めくくられた。

74）	 分析に用いたのは，ラオス語版『バンファイ』のフランス語翻訳である［ANOM,	HCI,	CONSPOL	
119,	Laos	Propagande	Lao-Issara,	Note	du	10	mai	1949］。同史料中にはこのラオス語版『バンファ
イ』の号数は明記されていないが，別の史料と突き合わせた上でこれが第 1号であると判断した
［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laos	Propagande,	Note	du	8	juin	1949］。
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　フランス人のこのような振る舞いを許し
ていたら，近いうちに，我々は完全に他の
国々の奴隷になってしまうだろう［ANOM,	
HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande		
Lao-Issara］。

フランスによる植民地支配に対する拒否とと
もに，ラオスがより発展した他国に飲み込ま
れてしまうことへ危機感が読み取れる。ベト
ナム，タイをはじめとする周辺国は，ラオス
にとって共闘者，協力者，支援者であった一
方で，「遅れた」ラオスを脅かしかねない存
在ともみなされていた75）。
周辺国の中でもとりわけ，タイに対しての
感情は，親近感と劣等意識，脅威とが入り混
じった複雑なものであった。歴史的に見ても，
タイに存在したかつての諸王国は，時にラオ
スの同盟者であり侵略者，支配者でもあった。
タイは，同じタイ系民族が住み，文化的・言
語的にも極めて近い国として，ラオ族にとっ
て身近な存在であった一方，ラオ族，ラオ文
化を飲み込みかねない存在と見なされてい
た。植民地期には，フランスはこのラオスと
タイとの「近さ」を脅威として捉え，ラオス
をタイから切り離しインドシナに組み込もう
という試みを行った。道路建設や歴史記述，
仏教研究機関の設立，正書法の確立など，さ
まざまな分野においてラオスとタイとの差別
化が図られ，とりわけラオス刷新運動期には
タイとは異なるアイデンティティの醸成が図
られた［Ivarsson	2008;	矢野 2013］。

このようなラオスとタイとの複雑な関係性
は，ラオスの独立運動が政治的形をとったと
きにも影響を与えた。第二次世界大戦中に自
由タイから支援を受けて東北タイで活動した
ラオ・ペン・ラオの参加者の多くは，タイと
の連邦によるラオスの独立など，大ラオス
主義76）的な主張に賛同していた［村嶋	1998:	
125–127］。またペッサラートも同様で，ラ
オスは本来メコン両岸の領土を保持するべき
だという考えや［Deuve	1993:	291］，「ラオ
スと風俗や慣習が近いただ 2つの国」である
タイあるいはカンボジアとの連邦を形成する
考えを持っていた［ANOM,	HCI	163/498,	
Laos	 Phetsarath,	 Renseignement	 du	 15	
juillet	1947:	4］。カムマオも，1948年 4月
に出版された『ラオス国家独立運動史論考』
に序文を寄せ，この冊子は「自由と歴史的
独自性を保つという我々の願望を示しつつ，
我々がもっぱら，平等かつ敬意をもって同人
種・同宗教の兄弟であるシャム人と連合し，
のちには東南アジアの大国家連合（grande	
confédération	du	Sud-Est	Asiatique）へ参
加するつもりであることを示す」ものであ
るとしている［Thao	Katay	1948a:	XII］77）。
さらに，「国民議会議長と議員に宛てた公開
状」の中でも，もしフランスが要求を聞き入
れないのであれば，「あらゆる新たな搾取の
試みに反対するため，我々は同人種・同宗教	
の兄弟と連合する」として，タイとの連合を
示唆しており，これは第 60号でも引用された	
［ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	

75）	 ペッサラートは，1945年9月6日に異母兄弟のキンダウォン（Kindavong）に送った手紙の中で，「ラ
オス政府には以下の計画がある。すなわち，南部と北部を統一し，メコン川右岸のラオス領を回復
して，かつてのように強大で名の通った国を再建する。しかしそのためには，ラオスの独立は列強
に支持されなければならない。周辺国の侵略を避けるために，我々は列強の助言や支援を要請する」
と述べている［Deuve	1993:	291］。戦後すぐの時期には，ラオスが周辺国に飲み込まれることなく
国家として存続していくために，ひとまずは（植民地主義的ではない）強国の支援に頼る必要があ
ると考えていたのだろう。また，本章第一節でも触れたように，ペッサラートは，日本の敗戦後に
行われたフランス使節団との会見の際には，ポツダム会談に参加国に指名された国の保護国とな
ることを受け入れる姿勢を示している［ANOM,	HCI	163/498,	Laos	Phetsarath,	Renseignement	
du	15	juillet	1947:	4］。

76）	 ラオ族が多く住む東北タイの領土，人口を，ラオスに併合しようとする立場のことである。
77）	 なお，この序文は 1948年 1月 19日に書かれた［Thao	Katay	1948a:	XI］。
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Divers,	Note	du	22	avril	1948］。ラオ・イサ
ラ政府に参加したラオス人―より適切にはラ
オ族―エリートは，タイとは異なるラオスア
イデンティティを保持しつつも，歴史的・文
化的に関わりの深いタイには常に親近感を抱
いていたのだろう。この意味で，タイは彼ら
にとって「自己」と切り離せない存在であった。
タイとしても，インドシナの独立運動に好
意的なプリーディー派政権の下では，ラオ・
イサラ政府の強力な支援者となり，友好的な
姿勢を示した。しかし，プロパガンダ活動の
本格化とほぼ同時期に起こった自由タイ政権
の崩壊・ピブーン派政権の成立後，ラオ・イ
サラ政府とタイとの関係は緊張をはらむもの
となった。とりわけ第二章で見たように，ピ
ブーン派政権下で東北タイ政治家への圧力が
強まると，大ラオス構想の表明はタブーと
なっていく。さらに，タイ領内で活動してい
たラオ・イサラ軍の撤退を求められる等，ラ
オ・イサラ政府に対する風当たりは徐々に強
くなっていった。ペッサラートやラオ・ペ
ン・ラオへの参加者，あるいはカムマオやカ
タイが当初志向したような大ラオス主義的な
国家やタイとの連邦制を目指すことは不可能
となった。東南アジア連盟も頓挫し，東南ア
ジアの枠内に自らを位置づけそこで連帯・協
力を求めようという選択肢は徐々に消え去っ
ていったと考えられる。
以上のようなインドシナ―とりわけベトナ
ム―とタイとの関係が転換点を迎えたのは，
ラオ・イサラ政府の解散間近になってのこ
とである。第 95号や第 101号において，膨
張主義的なベトナムとタイから自らを守らな
くてはならないこと，そのためにラオスはど
こか強国の，つまりフランスの支援を必要と
することが強調されるようになった。また
同時に，ラオスはタイと同程度の権利，自
由，生活水準を享受すべきであること，ベ

トナムとカンボジアと同程度の政治的，国
際的地位を獲得すべきであることも指摘さ
れた［ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	
Propagande	Lao-Issara］。さらに，インド
シナ連邦内ではラオスは冷遇されてきたこと
に言及し，インドシナ連邦の枠組みを拒否す
る姿勢が明確に示された78）。
これ以降，ラオ・イサラ政府は，ベトナム
とタイの存在を明確にラオスの独立と切り
離すようになった。1949年 8月頃に発刊さ
れた第 96号「我々はなぜ闘っているのか？
（Pourquoi	luttons-nous	?）」の以下の記述
には，ベトミンとの連帯から距離を取るよう
な姿勢が明確に見てとれる。

　我々がフランス植民地主義を非難したの
は，ベトナム人のためでも，ベトミンの
人々のためでも，ホー・チ・ミン大統領の
ためでも，バオダイ元皇帝のためでもない。
それは単に，フランスに我々の正当な要求
に応えさせるため，つまり，我々の国がふ
さわしい名誉ある政治的・国際的地位を獲
得するためであり，我々の国民が，偉大な
自由とよりよい生活条件を享受するためで	
ある。
　確かに，我々はそれぞれ同じフランス植
民地主義に対して闘っているために，多く
の点において協力し合った。しかしこの自
由な協力が，ラオ・イサラに，自らの闘い
をベトミンのそれに従属させるよう強いる
ことは全くもってできない。ベトミンに，
自らの政策をラオ・イサラのそれに合わ
せるよう強いることもできない［ANOM,	
HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	Divers］。

このように，ベトミンと自らの闘いを明確に
区別する姿勢を示した。さらに，フランスが
ホー・チ・ミンを捨て，バオダイと交渉した

78）	 このような姿勢は，とりわけ第 95号，第 96号において示されている［ANOM,	HCI,	CONSPOL	
119,	Laos	Propagande	Lao-Issara;	ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	Laotiens	Divers］。
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としても，それはもうラオ・イサラには関係
のないことであるとも付け加えた。同月頃発
刊の第 98号「1949年 3月 8日のバオダイ・
オリオール間の協定（Les	accords	Auriol-
Bao	Dai	du	8	mars	1949）」でも，ホー・チ・
ミン政府とバオダイ政府のどちらかに与する
ことはしないと述べた［ANOM,	HCI,	CD	
109,	Rebelles	Laotiens	Divers］。
一方で，第 105号「ラオス・クメール間
の古き友情（La	vieille	amitié	lao-khmer）」
（1949年 10月頃発刊）では，「レームトーン
人」79）の概念を持ち出してカンボジアとの友
好関係を結ぶことに前向きな姿勢を示してい
る。これまで『バンファイ』においてカンボ
ジアはほとんど話題にされてこなかったこと
を考えれば，これは大きな変化であったとい
える。ランサン王国の創始者であるファー
グム（Fa	Ngum）80）の時代にさかのぼって
長年の友好が強調され，その友好を今後も
強化すべきであるとされた［ANOM,	HCI,	
CONSPOL	 119,	 Laos	 Propagande	 Lao-
Issara］。
さらに，第二章第四節で示したように，第

101号では「隣国の脅威」を理由として，フ
ランス連合の枠組みを受け入れる姿勢を明確
化した。以上のようにして，共闘者，協力
者，支援者として，ラオ・イサラ政府と関わ
りを持ってきたインドシナ連邦，ベトナム，
タイ，東南アジア連盟との関係性の中に自己
を位置づけることをやめた［ANOM,	HCI,	
CONSPOL	 119,	 Laos	 Propagande	 Lao-
Issara］。つまり，インドシナもタイも，ここ
で明確に他者化されたといえる。そして，フ
ランス連合内の枠組みの中に自己を位置づ
け，ラオス単独での独立を目指した。国際情
勢を鑑みたとき，彼らにとってこれが唯一の
実現可能な選択肢であったと考えられる。一

方で，この選択によって，ラオ・イサラ政府
の閣僚たちがビエンチャンの政治の舞台で
「生き残る」ことが可能になったとみること
もできよう。

む す び

最後に，冒頭に掲げた問いに改めて答えた
い。第一に，ラオ・イサラ政府のプロパガン
ダ活動は，どのような意図のもとに，何を目
的として行われたのか。第一章で指摘したよ
うに，プロパガンダ活動は，1947年初頭か
らカタイらが中心となって企画された。その
後，おそらく 1947年末頃までに政府として
プロパガンダ活動を行う決定がなされ，『バ
ンファイ』やプロパガンダ冊子の刊行が活発
になった。ラオ・イサラ政府の通達や，フラ
ンス，アメリカが残した史料から，これらの
プロパガンダ機関紙・冊子は，フランス，国
際社会，近隣諸国，ラオス王国政府内のエリー
ト，ラオス人亡命者に対するものであったと
考えられる。亡命状態にあったラオ・イサラ
政府にとって，プロパガンダ活動はいわば外
交の一側面を担う重要な活動であったといえ
る。また，ラオス語での執筆活動ものちに行
われたことから，エリート以外への訴えかけ
も無視されていたわけではなかった。プロパ
ガンダ機関紙・冊子は，ラオ・イサラ政府と
ラオス人読者とを結ぶ連絡手段のような役割
をも果たしていたのだろう。しかしながら，
この中でもとりわけ重視されたのは，フラン
ス，アメリカや国際連合への，そしてラオス
王国政府内のエリートへの訴えかけであった。
第二章の分析で明らかにしたように，『バ
ンファイ』を通じてなされた主張，またその
主張が向けられた対象者は，時期によって変
化した。プロパガンダ活動が本格化した当初

79）	 注 46を参照されたい。
80）	 アンコールで育ったファーグムは，妻であるアンコールの王女と軍とともに付近のムアン（タイ系

の国）を征服しながらシエンドーンシエントーン（のちのルアンパバーン）に戻り，王位に就いた
とされる［飯島 1999a:	153］。
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は，主に王国政府の政治家への訴えかけが目
立ち，フランスとの交渉を前提とした内容
であった。その後，1948年に入ると，徐々
に国際社会へと期待が向けられた。さらに
1948年末頃になると，ラオ・イサラ政府の
置かれている環境の悪化に伴い，フランス連
合の枠組みを受け入れ妥協点を模索するよう
な内容が目立つようになった。フランスに対
し，こうした姿勢を示して交渉の余地を引き
出そうとしたと考えられる。1949年に入り
ラオ・イサラ政府内での分裂が避けられない
ものとなると，一時は強硬な姿勢を見せるよ
うになったものの，最終的にはフランスに
対し融和的な姿勢を示すようになった。ま
た，ベトナムやタイはラオスにとって脅威と
して認識されるようになり，フランスの下で
の「独立」こそがラオスにとって最善の道で
あるとされるようになった。以上のように，
フランスとの交渉の進展や国際情勢に合わせ
て，ラオ・イサラ政府は常に『バンファイ』
における主張を見直していた。換言すれば，
ラオス独立のために誰・どの国を頼り，どの
ような論調で訴えかけを行っていくかを常に
見直し続けた。
第二に，当時のラオ・イサラ政府はラオス
をどのようにとらえ，戦後世界の中に位置づ
けようとしたのか。この問いに答えるため，
第三章では，ベトナムとタイという「強国」
に挟まれたラオスが両者との微妙な関係に置
かれる中，また冷戦体制という国際秩序に巻
き込まれていく中，当時のラオス人エリート
はどのように自己と他者の距離感を保とうと
したのかを『バンファイ』の記述の分析を通
じて示した。国内に残るラオス人との関係に
ついてみれば，王国政府側のエリートとの協
調が重視され，大衆を巻き込む活動に対して
は 1949年代初頭を除けば消極的な姿勢を貫
いた。こうした姿勢が取られたのは，国民間
の分裂や内戦の惹起を恐れてのことであっ
た。また一方で，国際情勢を鑑みて他国との
距離感を測り，自国のあり方，方針を位置づ

けなおす作業がラオ・イサラ政府のプロパガ
ンダ活動を通して常に行われていた。これ
は，ラオ・イサラ政府の閣僚たちがラオスの
「弱さ」「遅れ」を意識していたからこそとっ
た戦略であろう。国際的な文脈の中に自らの
運動を位置づけた上で，国内のラオス人エ
リートやフランスとの合意形成，外国からの
支援・支持獲得を試みつつ，「国民全体の願
い」である独立ラオスの実体化を目指したラ
オ・イサラ政府の姿をここに見ることができ
よう。
以上から，ラオ・イサラ政府のプロパガン
ダ活動は，独立ラオスのあるべき姿を模索す
る一過程であったととらえることができよ
う。そしてその独立ラオスの実現の方法とし
て選ばれたのが，プロパガンダ活動を通じた
各所との交渉という手段であった。交渉の試
みが行き詰まると，一時は大衆を巻き込んだ
武力行使をも辞さない構えを見せたが，最終
的にはフランス連合の下での「独立」を受け
入れる方向へと舵を切った。そのときには，
共闘者，協力者，支援者として位置づけられ
てきたタイとベトナムから距離を置き，また
インドシナ連邦の枠組みを拒否し，隣国と対
等な力を持つラオスの単独での独立が目指さ
れた。ラオ・イサラ政府は，フランスが植民
地期に生み出した「ラオス」あるいは「イン
ドシナ」という枠組みを問い直しながら，主
体的に独立ラオスのあり方を画定しようと試
みたのだといえる。最終的にフランス連合と
いう枠組みを受け入れるに至ったとしても，
これはラオスのナショナリズムとフランスの
植民地主義との関係を考察する上で重要な論
点であろう。
このように，国際的な文脈の中にラオスを
位置づけラオ・イサラ政府のプロパガンダ活
動を検討することで，プロパガンダ活動の全
体像を把握することなく議論を進めてきた，
あるいは結果論からラオ・イサラ政府を評価
してきた先行研究とは別の観点から同活動を
見直すことが可能となった。なお，本稿では，



39赤﨑眞耶：ラオ・イサラ政府によるプロパガンダ活動を通じた「独立」の模索

ラオ・イサラ政府の政治活動，とりわけプロ
パガンダ活動に焦点を絞ったことから，ラオ
ス王国側の反応や，言論活動の相互作用に
は言及できなかった。また，このとき登場し
たエリートらが，のちに王国政府あるいはパ
テート・ラオで活躍しリーダーシップを取っ
ていくことを考えれば，プロパガンダ機関
紙・冊子がラオス人エリート一般にどのよう
に受け入れられたかという点について，さら
なる検討が必要だろう。以上を通して，フラ
ンス植民地期のラオスナショナリズムと内戦
期のナショナリズムとの関係，連続性，断絶
などを明らかにすることが可能となろう。
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②HCI,	Conseiller	politique（略記 CONSPOL）119.
Laos	Propagande	Lao-Issara

Dépêche	à	monsieur	le	haut-commissaire	de	
France	pour	 l’Indochine—Conseiller	
politique—,	par	 le	 commissaire	de	 la	
République	au	Laos,	le	21	mai	1949.（略
記 Dépêche	du	21	mai	1949）

Renseignement	au	sujet	de	 la	brochure	de	
propagande	Lao-Issara,	le	29	avril	1949.
（略記 Renseignement	du	29	avril	1949）

Note	à	monsieur	 le	conseiller	politique	par	
P.	le	directeur	de	la	police	et	de	la	sûreté	
fédérales	et	po,	 le	chef	du	1er	bureau	
Sonnet,	 le	10	mai	1949.（略記 Note	du	
10	mai	1949）

③HCI,	Conseiller	diplomatique（略記 CD）109.
Rebelles	Laotiens	Divers

Note	pour	messieurs	le	directeur	du	cabinet	
de	 monsieur	 le	 haut-commissaire	 de	

France	pour	 l’Indochine,	 le	conseiller	
politique	et	 le	conseiller	diplomatique	
par	 le	directeur	de	 la	police	 et	de	 la	
sûreté	 fédérales	 Pierre	 Perrier,	 le	 10	
septembre	 1948.（略記 Note	 du	 10	
septembre	1948）

Circulaire	no972	:	Explications	concernant	les	
remaniements	au	sein	du	gouvernement	
Lao-Issara	déstinées	aux	députés	et	aux	
membres	des	comités	lao-emigrés.（略記
Circulaire	no972）

Note	pour	 le	haut-commissaire	de	France	
p our 	 l ’ Indo ch ine 	 (Di rec t ion 	 du	
cabinet),	 le	 conseiller	 politique,	 le	
conseiller	diplomatique	et	 le	 chef	du	
bureau	 fédéral	de	documentation	par	
le	directeur	de	la	police	et	de	la	sûreté	
fédérales	Pierre	Perrier,	le	22	avril	1948.
（略記Note	du	22	avril	1948）

Rebelles	Laos	Propagande
Note	 à	monsieur	 le	haut-commissaire	de	

France	 pour	 l’Indochine	 (Direction	
du	 cabinet),	 monsieur	 le	 conseiller	
pol i t ique, 	 monsieur	 le 	 consei l ler	
diplomatique	 et	monsieur	 le	 chef	du	
bureau	 fédéral	de	documentation	par	
le	directeur	de	la	police	et	de	la	sûreté	
fédérales	Pierre	Perrier,	 le	 21	 janvier	
1948.（略記Note	du	21	janvier	1948）

Dépêche	 à	 monsieur	 de	 La	 Grandville,	
chargé	d’affaires	de	France	par	interim	
en	Thaïlande	par	 le	haut-commissaire	
de	 France	 en	 Indochine	 (Service	 du	
conseiller	diplomatique),	le	21	mai	1949.
（略記 Dépêche	du	21	mai	1949）

Note	à	monsieur	le	conseiller	diplomatique	
par	P.	 le	directeur	de	la	police	et	de	la	
sûreté	 fédérales	et	p.o.,	 le	chef	du	1er	
bureau	Sonnet,	 le	 8	 juin	1949.（略記
Note	du	8	juin	1949）

（2）フランス外交史料館―ラ・クルヌーヴ
（Archives	diplomatiques	du	ministère	de	l’Europe	
et	des	Affaires	étrangères—La	Courneuve.	略記
MAE—La	Courneuve）
仮番号 E221（Série	États	Associés,	Section	4,	Série	
L,	Carton	239,	hors	série）．（略記 E221）

Télégramme	à	 l’arrivée	au	ministère	de	 la	
France	d’outre-mer	par	La	Grandville,	
le	11	mars	1949.（略記 Télégramme	du	11	
mars	1949）

Dépêche	à	monsieur	 le	haut-commissaire	
de	 France	 en	 Indochine	 (Conseiller	
diplomatique)	 par	 monsieur	 Léon	
Marchal,	 ambassadeur	 de	 France	 en	
Thaïlande,	le	21	juillet	1949.（略記Dépêche	
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du	21	juillet	1949）
Télégramme-Arrivée	 au	 ministère 	 de	

la	 France	 d’outre-mer	 par	 le	 haut-
commissaire	à	Saigon,	 le	29	septembre	
1949.（略記 Télégramme	du	29	septembre	
1949）

Télégramme-Arrivé	au	ministère	de	la	France	
d’outre-mer	 par	 le	 haut-commissaire	
à	 Saigon,	 le	 8	 octobre	 1949.（略記
Télégramme	du	8	octobre	1949）

Déclaration	 commune	 du	 gouvernement	
provisoire	du	Laos	libre	et	indépendant,	
le	19	octobre	1949.（略記Déclaration	du	
19	octobre	1949）

（3）マイクロフィルム
Confidential	 U.S.	 State	 Department	 Central	
Files,	 Indochina	1945–1949:	 Internal	Affairs,	
Reel	8.（略記 Central	Files）

Transmittal	 of	 Free	 Lao	 Publications	
Circulated	in	Bangkok	to	the	Honorable	
the	Secretary	of	State	 in	Washington	
from	Edwin	F.	Stanton,	December	15,	
1948.（略記 Transmittal	of	December	
15,	1948）

（4）ラオ・イサラ政府プロパガンダ機関紙・冊子
Le Bang-Faï de la Semaine.（ANOM,	 HCI,	
CONSPOL	 82,	 Propagande	 Rebelle	 1948;	
ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	Laos	Propagande	
Lao-Issara;	 ANOM,	 HCI,	 CD	 109,	 Rebelles	
Laotiens	Divers;	ANOM,	HCI,	CD	109,	Rebelles	
Laotiens	Divers;	Central	Filesと下記冊子内にて
閲覧。号，タイトルは本文中に明示）

La Fusée Laotienne.（ラオス語版『バンファイ』の
フランス語翻訳。ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	
Laos	Propagande	Lao-Issaraにて閲覧。号，タイ
トルは本文中に明示）

Thao	Katay.	1947.	Pour rire un peu, histoires vécues.	
Bangkok:	Éditions	Lao-Issara.
—.	 1948a.	 Contribution à l’histoire du 

mouvement d’indépendance nationale lao.	
Bangkok:	Éditions	Lao-Issara.
—.	 1948b.	 Les valets de l’impérialisme 

français.	 Bangkok:	 Éditions	 Lao-Issara.
（ANOMの書庫 BIB	AOM	B5411にて閲覧）

—.	 1948c.	 Une amnistie ? Fi donc ! Ou 
une nouvelle preuve de la mauvaise foi des 
colonialistes françaises.	Bangkok:	Éditions	
Lao-Issara.（ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	
Laos	Propagande	Lao-Issaraにて閲覧）

—.	1948d.	L’amitié ou la haine ! : Pour une 
entente franco-lao contre le colonialisme désuet 
et périmé.	Bangkok:	 Éditions	 Lao-Issara.
（Central	Filesにて閲覧）

—.	1948e.	Y a-t-il une politique française en 
Indochine ?	Bangkok:	Éditions	Lao-Issara.

（ANOM,	 HCI,	 CONSPOL	 119, 	 Laos	
Propagande	Lao-Issaraにて閲覧）

—.	1949a.	Les aspirations du peuple lao ou 
les revendications des Lao-Issara.	Bangkok:	
Éditions	Lao-Issara.（ANOM,	HCI,	CD	109,	
Rebelles	Laos	Propagandeにて閲覧）

—.	1949b.	Voix française : Faudra-t-il évacuer 
l’Indochine ?	Bangkok:	Éditions	Lao-Issara.

（ANOM,	 HCI,	 CONSPOL	 119, 	 Laos	
Propagande	Lao-Issaraにて閲覧）

—.	1949c.	Le Laos : Pivot idéal de la lutte 
contre le communisme dans le Sud-Est Asiatique.	
Bangkok:	Éditions	Lao-Issara.（ANOM,	HCI,	
CONSPOL	119,	Laos	Propagande	Lao-Issara
にて閲覧）

—.	1949d.	Depuis le retour de la domination 
française, le Laos n’avance pas.	Bangkok:	Éditions	
Lao-Issara.（ANOM,	HCI,	CONSPOL	119,	
Laos	Propagande	Lao-Issaraにて閲覧）
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