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ベトナム少数民族言語政策基本資料

翻訳 那須 泉

1945年 ホー チ ミンのアピール｢無学者をなくすために｣(10月 4日付け『救国』第 58号､『ホ

ー チ ミン全集』第4巻､国家政治出版社､2001年所収)

ベ トナム国民の皆さん､

かつて､フランスが我が国を統治 していた時代､彼 らは愚民政策をとった｡彼 ら

は学校の新設を制限 し､わが国民をだましやす く､搾取 しやす くするために､我々

の識字を欲 しなかった｡

未就学のベ トナム人の数は国内の人口に比べて 95パーセン ト､つまり､殆 どのベ

トナム人は非識字者であった｡そのようでは､どうして進歩することができるであ

ろうか｡

今 日我々は独立を勝ち取ることができた｡ この時において急いで実現 しなければ

ならない事業の一つは､国民の知的水準の向上である｡

政府は-年以内を限度 として､全ての人びとがみなクオツクグーを知らなければ

ならないこととした｡政府は､人民の学業を見守るために平民学務局を設立 した｡

ベ トナム人民の皆さん､

独立を強固に維持 したければ､

富国強民にしたければ､

すべてのベ トナム人は､自分の権利､自分の義務を理解 し､国家を建設する事業

に参加できるように新 しい見識を持たなければならない｡そ して､何よりもまず､

クオツクグーを読み書きできなければならない｡

既に文字を知っている人びとは､まだ文字を知 らない人びとに教え､平民教育に

貢献しなければならない｡

まだ文字を知 らない人びとは､努力 して知るために学ばなければならない｡妻が

知らなければ夫が教え､弟が知らなければ兄が教え､父母が知らなければ子が教え､

使用人が知らなければ主人が教え､ずべての富裕者は自分の家に学級を開き文字を
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知らない人びとに教えなければならない｡

女性の皆さんは､過去長い間､家庭に縛 られ進歩がなかったので､さらに学ぶ必

要がある｡今こそ､皆さんたちは自分が国における-構成分子にふさわ しく､選挙

権 と被選挙権を持つために､男性に追いつくために努力 しなければならない時であ

る｡

このことをどうか青年男女の皆さん､積極的に自分の力で努力 してください｡

1945年 10月

ホー チ ミン

1946年 ベトナム民主共和国憲法

第 8条 権利に関する平等性の他に､少数民族は､一般的なレベルに早急に達するよう

様々な支援を受けることができる｡

第 66条 少数民族は法廷において自らの言葉を使用する権利がある

1959年 ベトナム民主共和国憲法

第 3粂 ベ トナム民主共和国は多民族を擁 した統一 した国家である0

ベ トナム国に生活する各民族は権利 と義務に関しては皆平等である｡国家は､

各民族間の団結 と発展を維持する任務を有 している｡民族に対する差別 ･圧迫

･不和に係るあらゆる行為は厳 しく禁 じるO

各民族は､風俗習慣を維持または改善 し､言葉 と文字を使用 し､自らの民族

文化を発展させる権利を有する｡

少数民族が集中して居住する地域では自治地区を形成することができる｡こ

の自治地区はベ トナム民主共和国と分離することのない､国の一部として位置

付けられる｡

国家は､経済 ･文化の レベルが早急に発展するよう少数民族に対 し全面的

に支援をする｡

1980年 ベトナム民主共和国憲法

第 5条 ベ トナム民主共和国はベ トナムの国土で生活する各民族の統一国家であり､
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権利と義務に関しては皆平等である｡

国家は民族の団結を保持 ･強化し､民族を軽蔑したり･不和に陥らせるあらゆ

る行為を厳しく禁じる｡

各民族は､言葉と文字を使用し､自らの秀でた文化 ･伝統 ･風俗習慣を維持 ･

発展させる権利を有する｡

国家は､民族間の経済 ･文化面での格差をなくすための計画を立案する｡

1980年 少数民族の文字に対する方策に関する第53/CP号決定

J.少数民族の文字任用に関する運用と改善状況

1977年末に実施された少数民族の文字に関する現地調査で明らかになったこと

は以下の通 りである｡

1.普通語と普通文字は､全国レベルで一般語として少数民族の間で着々と広範囲に

普̀及 してきている｡その結果､さまざまな面で発展を促進することに役立ってい

る｡その一方で､山間部の一部の地域では､普通語と普通文字の普及がいまだに

進んでいない｡

2.各民族が現在有 している言葉や文字は､国家によって尊重 ･保護されるべく援助

されている｡その結果､普通語があまり知られていない地域での民族に対する文

盲撲滅に寄与 している｡各民族は固有の文字でノー トに記入 したり､手紙を書い

たり､民間伝承文学を書き写 したり､地域での放送業務や広報活動に活か したり

している｡また､一部の民族文字は学校で教えられている｡ しかしながら､教育

･文化芸術 ･放送 ･広報などの分野で民族文字が使われている状況は､現実に即

しているとは言えず､普通語と民族文字が同時に発展 していくニーズにも十分応

えられていない｡更に､教員の養成 ･補充と民族文字による教科書編纂も不十分

である｡

3.少数民族の多くは､自身の民族語を記録する文章を作成するのに見合 う文字をい

まだに有 していない｡昔から文字を持っている民族も､普通文字に似たラテン文

字を使って新 しい文字を持ちたがっている.このようなニーズは看過 してはなら

ず､段階的に解決 していく問題である｡
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ll.少数民族の文字に対する方策

我が国の少数民族が経済的 ･文化的に速やかに発展 し､民族相互間で充分に平等の

権利を享受 し､少数民族からの正当な要求に応えられ､祖国の統一を強固なものにす

ることを目的として､政府は以下の通 り決定する｡

1.普通語と普通文字は､ベ トナム民族共通の一般的言語である｡これは､全国的に

見て民族や地域による分け隔てがない伝達手段であり､地方や各民族の経済 ･文

化 ･科学技術等の面での発展に寄与 し全人民の団結を強め､民族の平等権を実現

するものである｡ したがって､ベ トナム公民は普通語と普通文字を学び使用する

義務と権利を有する｡

2. ベ トナムにおける各少数民族の言葉と文字は､各民族の宝物であると同時に国

家の財産でもある｡少数民族が居住する地域では､民族語と民族文字は普通語と

普通文字と並行 して使用される｡

普通文字に加えて民族文字は､少数民族居住地域においてさまざまな場面､特に

民族固有の文化を発展継承する際には活用される｡

したがって､普通語と普通文字の普及を完遂することと並行 して､少数民族が自ら

の文字を新たに作ったり改善したりすることに対 しては積極的に支援をする必要が

ある｡

まだ文字を持っていない民族には､ラテン文字に倣った文字を作るよう働きかける｡

古代文字を有 している少数民族には､もし要求が出されたら､ラテン文字に倣った

新 しい文字を作成するよう働きかける｡

各少数民族や民族語を学びたいキン族が民族文字を短期間に効率よく学べるように

するために､普通文字の文章に近くなるよう民族文字を新たに作るか改善する必要が

ある｡

各少数民族の新 しい文字が普及するまでの期間は､古代民族文字や古典書庫は現状

のまま保存 して研究される｡

3.少数民族居住地域では､学習者が民族文字を理解 しつつ普通文字も早く覚えられ

るように､小学校と文化補修学校で民族文字と普通文字を交互に教える｡

a)既に民族文字を身につけ普通語に明るい民族が居住する地域では､普通語と普

通文字で直接教育 し､同時に数コマ分は民族文字を教える時間に充てる｡普通
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語をまったく知らなかったり少 しだけ知っている民族が居住する地域では､民

族文字と普通語 ･普通文字を交互に教える必要がある｡また､普通語 ･普通文

字を教える際は､初めの段階では民族語を介 して行なうが､学習者が少 しづつ

普通語 ･普通文字に慣れてくるにしたがって､上級クラスでは普通語で直接勉

強できることをねらいとする｡

b)民族文字がまだなくても普通語に通暁している地域では､普通語と普通文字で

直接教えることができる｡また､民族文字がまだないうえに普通語をまったく

知らなかったり少 しだけ知っている地域では､学習者が普通語と普通文字にが

理解できるようになるまでは民族語で普通文字を教える必要がある｡

C)少数民族居住地域の中学校では､民族文字がある場合は民族語を教える時間を

設けてよい｡

d)少数民族居住地域で仕事をする公務員や教員は､その地域の少数民族語と文字

を必ず学ばなければならない｡

4.国家の建設と防衛事業に参画する民族のために､少数民族の伝統文化や芸術を保

護 ･研究する計画を推進 し､民族語や民族文字による芸術を新たに創作する活動

を支援する必要がある｡また､各少数民族の代表的な文学作品をより広める活動

では民族語と普通語の両方を使 う必要がある｡

各少数民族の伝統文化をより深く研究するためには､大学や関係研究機関におい

て､少数民族言語に長けた人材を育成することを推進 し､少数民族の言語 ･文字

･文学などの研究を振興させる必要がある｡

少数民族居住地域で国家の通信 ･広報 ･文化活動を行なう場合は､少数民族が

即座に理解できるよう､普通語/普通文字と民族語/民族文字を併用するべく努

力をしなければならない｡

手紙のや りとりや役所での書類申請の際､少数民族は民族文字を使 うことがで

きる｡それに伴ない役所は申請書類受理の際の対応と解決策に心がける責任があ

る｡

川.実施機関

1.教育省は以下の業務を責任をもって担当する｡
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a)各地域 ･各民族の実状に即 した形で中学校と文化補修学校で普通文字と民族文字

を教える計画を立案するよう各省に働きかける｡

b)民族文字による教科書編纂､カ リキュラムの作成､学習計画を立案すると共に､

中学校と文化補修学校で普通文字と民族文字を交互に教えられるような方法を探

り､そのような教育を実践できる教師を養成する｡

2.ベ トナム社会科学委員会は以下の業務を責任をもって担当する｡

a)各省の人民委員会に民族文字の作成や改善にあたるよう指導する｡

b)少数民族居住地域において､普通文字と民族文字の両方を同時に習得 したいとい

うニーズに応えるため､各種辞典や会話テキス トを作成 したり担当官を養成する｡

C)関係機関と協力 して､少数民族の古代文字の研究や書庫に埋蔵されている資料を

調査する｡

3.大学と専門中級学校は､少数民族の文化 ･文学 ･芸術を研究 ･調査 ･紹介するこ

とができる科学的な専門家を責任を持って養成する｡

4.文化通信省は各省に対 して以下の点について責任を持って指導する｡

a)少数民族が居住する各地域において､文化 ･芸術活動を活発化させ､その活動を

通 して民族文字のもつ意義を知らしめる｡

b)民族文字で書かれている各種文化財に関する書物を､2ケ国後(民族語と普通語)で

印刷 ･出版する活動を広めていく｡

C)少数民族居住地域では､放送 ･広報 ･展示 ･映画の字幕などには､普通語/普通

文字と民族語/民族文字を併用 して使用するよう指導する｡

5.上記の各関係機関の指導のもと､各省の人民委員会は以下の業務を責任をもって

担当する｡

a)省の実状と少数民族側の要望に基づいて省の具体的な方策を示 し､今般の決定を

効果的に実施するために各関係機関に働きかける計画案を立案する0

b)省内の少数民族の文字を新たに作成したり改善する指針を決定する｡

6.政府内の民族委員会は､政府 と協力 してこの決定の実施状況を把握 ･観察 し､見

直したり解決すべき問題が生じたら､各省の人民委員会や各政府機関に上申する｡

これまでに公布された公文書で今般の決定の内容と合致 しないものはすべて破棄

する｡
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1980年 2月 22日

政府

政府首相

副首相

レー クン ギー (LETHANHNGHI)

1992年 ベトナム民主共和国憲法

第 5条 ベ トナム社会主義共和国は､ベ トナム国土で各民族が共生 していく統一国家で

ある｡国家は､各民族に対 して平等な政策 ･民族間の相互団結を推進 し､民族差

別や民族間の不和を厳重に禁ずる｡各民族は､言葉 と文字を使用 し､民族の特質

を維持 しつつ秀でた風俗習慣 ･伝統 ･文化を発展継承する権利を有する｡

国家は､少数民族の物質的 ･精神的生活水準を高める政策を実施する｡
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