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表題の原文 :Chinhsichngudân

作者 :H∂chiMinh

出典 ‥H6chf'MinhToanT卓pl(ホーチ ミン全集第 1巻)NXBchhhtrJ:qu6'c

gia2002年､ p398-4020初出は ｢06ngDLjdng｣誌C,1924年 と考えられる.

愚 民 政 策

翻訳 :那須泉

アンナン人は大変勉強好きである｡社会の各階層では必ず学識者が トップに立って

いる｡勉強が良くできる子 どもを持つ ことは､両親にとって光栄で幸せなことである｡

だからどんなに貧 しくひもじくなっても両親は子 どもが勉強ができる手立てを探そ う

とする｡｢腹五分でも文字があれば金一壷に等 しい｣ は､アンナン人の学問に対する熱

情を表 したことわざである｡ どんな小 さな村でも公立学校 と私立学校がある｡漢字は

大変学ぶのに苦労をするけれ どもアンナン人のほとんどは漢字で署名ができる｡非識

字者はほとんどいない｡

フランス人が来てからとい うものすべてが変わって しまった｡暮 らしは日に 日に苦

しくなっていった｡税は重 くの しかか り､賦役は 日常的に課せ られた｡裕福だった家

庭 も軒並み没落 して､自分の子 どもや近所の子 どもを教えてもらう漢学教師を雇 うこ

とができなくなって しまった｡貧窮者はどん底の生活 を余儀なくされ飢えと戦わず し

て学問のことは考えることはできなかった｡

貧 しくなればなるほど末就学者が増 えていった｡ フランス植民地主義者たちは､漢

学が 日本や中国を経由 してアンナン人に西洋の進歩的な思想 を伝えていることを知っ

ていたので､ベ トナムを統治す るには危険なものとみな し漢学をな くして しま うこと

に腐心 した｡外国からの影響を与えないよう漢学をなくして しまえば､それに代わっ

てフランス人が彼 らの教育を行 うと人は考えるかもしれない｡そ うではないのである｡

彼 らの本意はただひとつ､アンナン人を愚昧の囲いの中に押 し込めることなのである｡

以下､フランス人の証言を幾つか挙げてみる｡ベクナ-大佐は ｢精神的作戦 として､

アンナン人が捨てた教育制度に代わる新 しい教育制度をフランス人は何 も組織 しなか

った｡知恵遅れ､道徳に欠ける者､一般常識が足 りない者を教育する学校を数校建て

たにすぎなかった｡｣と記 している｡

イン ドシナ情勢に関す る報告書の中で､ペ ノカーニュ将軍は ｢南部を 50年間､北

部を25年間占領 した中で､フランスの学校はアンナン人の学力をつける教育を一切

してこなかった｣ と記 している｡植民地作家であるマクソー氏は ｢我々はアンナン人

にフランス語 さえ教えていさえすればよいのであって､少 し読めて計算ができれば充

分である｡それ以上のことを知っていても無駄になるだけだ｣ と書き､統治者 として
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の頭の中の思想を明白に表 している｡

しか しなが ら初等教育は爪に火を点す よ うな一滴の しず くのような形で普及 してい

っている｡確かに学校は絶対的に足 りない し､教員は教えるに足るレベルには到底達

していない｡カオ ミエン(CaoMien)では 200万人の人 口に対 してわずか 60校があるに

すぎないO中部地方には 600万人の人 口に対 しわずか 118校であるO学校が建設 さ

れることが､アンナンの青年にすぼらしい学問や真実を教えるためなのではなく､逆

に建設 されればされ るほど彼 らを一層愚かにさせている｡侵略者に仕える最小限の人

間､すなわち､事務職 ･通訳 ･下級役人などを養成す る目的以外に､彼 らは無知であ

ることよ りも退廃 し､攻滑な､危険な教育をはびこらせている｡そんな教育は就学者

の性格を腐 らせ､ うその忠誠心を植 え付け､自分より力のある者を崇拝するよう教え

込み､ 自分の祖国ではな く自身を虐げている国を祖国 として愛す るよう教育するから

である｡ したがってこの教育は青少年が自らの民族を蔑視す るように教えているので

ある｡それは青少年を愚かに して しま うことになる｡生徒達が自分 自身で考えること

や物事を分析することを知 る訓練ができれば､彼 らは学校ではもはや教えないだろう｡

なぜな ら政治や社会に関連 した問題が起これば､生徒達はすべてのことが歪曲され う

そであった と気がついて しま うか らである｡ フランス国の歴史を学んだとしても､彼

らはフランス革命の言質には触れ ようとは しない｡学生がユー ゴ､ル ソー､モンテス

キューの作品を読 もうとしても彼 らはそれを禁止する｡要するに､学校 とは実は彼 ら(植

民地主義者)を生んだ制度に沿ったもので しかないのである｡

数年前､彼 らは一つの大学を我々に提供 して くれたO果た してどんな大学なのだろ

うか ?正式な演説文や大学周辺に騒々 しい くらいの音量で放送 した宣伝文句によれば､

我々の大学は当時のヨーロッパにおける最 も大きい大学に匹敵するものであるらしい｡

実際はどうか といえば､下級官吏を毎年せいぜい 2,3人輩出する程度である｡その "ア

ンナンソルボンヌ"大学の学長は､現在南部地域の総督であるが､まれに見る変わっ

た人物で､｢アンナン民族全体の発展を深 く危倶するOそ こで大学 と医学学校を創設す

れば､アンナン人がフランス人に代わって各役所の下級職務 を行えるようになるだろ

う｣と 1924年 3月にいみ じくも述べている｡

大学は大切ではあるが､その一方で､大学の存在を演説で自慢 した り､アンナン人

の海外留学-の道を閉 ざす理由 (大学以外に､2000万の人のために医学学校､法律学

校､工科学校 と 3,4校の専門学校が既にある)にするため､外国の 目を編す役割をも

担っているのである｡

しか しそのような各学校が学生を受け入れた結果はどうなのだろ うか ?イン ドシナ

地域で出版 されているあるフランスの新聞はその質問に次のよ うに答えている｡｢高度

な専門技術を持ったアンナンの若者は極少数である｡建築技師や医者､汽車の点検技

師な どの職務 を遂行できる人は稀である｣｡
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以上のように愚民政策が徹底的に適用 されているので､アンナン人が更に勉強 した

い場合は 2つの方法 しか残 されていない｡それは外国またはフランスに留学す ること

である｡ しか しもしアンナン人の誰かが外国-留学する意図を持てば､内乱を企てフ

ランスに反発する大罪を科 され る人物 と見な され るであろ う｡元イン ドシナ全権､現

植民地省大臣であるアンべ サ ロー氏は次のよ うな言葉でその精神 を包括 した政策を

明確に述べているO｢我々の目が届 く所から逃れて外国で高い知識 を得 るために進級 し

て､他の国の文化や政治の影響を受けることは､危険きわま りない ことである｡そ う

い う知識人は､帰国 して勉強す ることを妨げてきた我々に反対す る運動を展開するた

めに習得 した知識をフルに使 うであろう｣｡

フランスに留学するのもー一つの方法である｡1)フランスでの生活は中国や 日本に比

べてお金がかかるので､経済的な余裕がないと宗主国の大学では勉強できない｡2)ま

た､本人は精神面で保障を得てお く必要がある｡つま り本人の両親は政府-服従する

態度を示 さなければな らない｡更に物質面でも保障を得る必要がある｡つま り､統治

者に多額の賄賂を渡 さなければならない｡3)留学生はそのような奇異で無駄な屈辱的

な方法を踏まなければな らない｡ この方法は留学希望者を大いに失望 させ るのでそれ

を狙って政府はそ うしたがるのである｡4)フランスに渡ってか らも留学生は監視 ･追

跡 ･尾行を逃れることはできない｡

フランス政府はアンナン留学生を一番反動的な学校-入れよ うとする.留学生が読

む本や雑誌､毎 日の行動 と接触 した人物はすべて追跡調査 され る｡留学生には世話係

として退職 した植民地主義者を一人あてがわれ るO フランス政府は､留学生 と宗主国

の政治思想や社会 との間に遮断する壁 を設ける｡留学生達を掌中ににお さめてお くた

めに､彼 らはアンナン人から巻き上げた税金で留学生用の会館や クラブを作って､そ

こでは勉強以外でや りたいことは何でもできるよ うにするのである｡ もし留学生がそ

こで自主独立を表明 した ら､両親を逮捕 した後に本人を強制送還 させるのである｡そ

れを聞き入れなければ本人の給料を差 し押 さえて しま う｡

勉学を終えて卒業 した ら､医学部､法学部､工学部のいずれでも､アンナン人がフ

ランス国内で仕事をしたければフランス国籍を取 らなければな らない｡その うえ西洋

社会に溶け込みたければ上手に立ち回 り堀び-つ らい辱めに耐えなければならない｡

私立学校を開 く場合は前もってフランス政帝の許可を得なければな らない｡政府は

いつでも査察に入る権利があ り､学校は政府の命令で閉校 を余儀な くされ る場合 もあ

る｡

私が発言する機会を得た 1907年のデモの後､政府はベ トナム傭兵を各学校に送 り込

み教員を逮捕 したO捕 らえられた教員達は虐待 された うえ腕を縛 られたまま辺境地へ

連行 されていった｡帽子をかぶることは許 されず､裸足で飢えと喉の渇きに悩まされ､

水牛や馬のように足蹴にされ､最終的には強制労働の罪に処せ られた｡教員がいなく
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なった校舎はフランス士官が馬小屋 として使っていた｡

最近南部のある省で､教員全員が異動 させ られ る事態が発生 した｡必ず加入 しなけ

ればな らない会か らの脱退を願い出たための処罰である｡その省の公使はその会の経

理を担当 していて､教員を捕 らえては足 りない予算を穴埋めす るため 40フランづつ拠

出することを強要 した｡教員が異動 させ られたもう一つの理由は､副 公使が彼 らを罵

倒､虐待､脅迫を したからである｡

この素晴 らしい制度の性格をよ り明 らかにするために私はつぎのように補足 して申

し述べなければな らない｡政府は元総督の未亡人に一つ 100万フランもする記念品を

贈 り､サイゴンに住んでいる約 3000-4000人の西洋人向けに 66回の娯楽公演を行な

うために 80万フランを拠出 している｡それに対 し､政府は民衆教育機関向けにはわず

か 2000フランの額 しか充てていないのである｡それは､その機関の代表者が植民地行

政の手先である西洋人で､かつてサイゴン税関の請負い業務について反対する記事を

幾つか書いたことがある人物である｡
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原著 『わが祖国 ･わが人民 ･わが事業 ･芸術家』(Toquocta,Nhandanta,sunghlep

ta,vanguoinghesi)

著者 :PhamVangDong

題名 :GiuginsutrongsangcuatiengViet P150-162

出版社 :文学出版社(Nhaxuatbanvanhoc)1969

′くトナ ム 毒害の 純 粋 性 を 守 る

ファム ヴァン ドン(PhamVanDong)

翻訳 :那須泉

皆 さん､

ベ トナム語純粋性 をいかに して守 るか とい う問題について意見を述べ させていただ

く｡

現在､我 々は多忙 を極 めている｡つま り､アメリカ と戦い､国を救い､北部を守 り

抜き､南部 を解放 し､ベ トナム全土の平和的統一を実現するとい う民族に とっての神

聖なる戦いに対 してこれまで以上に力 を注いでいかなければな らない場面に直面 して

いるか らだ｡であるにもかかわ らず､本 日我々はここでベ トナム語の純粋性 を守るこ

とについての討議 を行 っている｡ この ことは全然道理 には反 してはいない｡文化の面

でアメ リカに抗い国を救 うことが即ちベ トナム語の純粋性 を守 ることの証明になるか

らである｡ しか し本来な らもっと道理に合 うよ うでなければな らない と感 じている｡

皆 さんや私が大変重要な意味を持 ってい ると思っているベ トナム語の純粋性 を守る運

動に､実践的で､高い意志を持 って､固い決意で当た らなければな らないか らだ｡

ここで私の所 見をい くつか述べてみたい｡ まず､私が理解 している ｢純粋なるベ ト

ナム語 とはいかなるものか ?｣について､次に､ベ トナム語の発達状況 とベ トナム語

に悪影響 を及ぼ しかねない趨勢について､最後に､ベ トナム語の純粋性 を守 るには何

を しなければならないかを皆 さんに話 したい｡

最初に､ベ トナム語の性質､価値､特色､豊かで美 しい特性 を認識 した上で､ベ ト

ナム語が豊かな発展性 を秘めていることを理解 して､総体 と してのベ トナム語を評価

す る必要がある｡

ベ トナムが非常に豊かな言語である理由は､ さまざまな暮 らしぶ り､ 日常の知恵､

民族が発露する情感にある｡それ らは､長 きにわたる数々の戦争経験､階級闘争､社

会的闘争､国家を建設 しそれを守るために費や した 4000年にわたる歴史の重みに裏打

ちされているOベ トナム社会 一 家庭､親族､村落 とい う小 さな集団か ら民族や国家

とい う大きな集団 - の成長 と形成過程 をベ トナム語 はそのまま活写 しているのであ

る｡
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ベ トナム語は美 しいと言われ るが､美 しさとは何か ? それはなかなか説明 し難いO

太陽の光 とか自然が美 しいとい うよ うな分析では､ベ トナム語の美 しさを言い表すこ

とはできない｡ しか しベ トナム人である我々は､有名な作家の文章､民謡､僅歌を通

して我が国の言葉 ･民衆の話 し言葉の美 しさを自然な形で感 じ取っているのである｡

わがベ トナム語が美 しいのは､推察す るにベ トナム人の魂が美 しく､脈々と続いてい

る人民の生活や闘いが高貴で､偉大で､そ して美 しいか らなのではないだろうか｡

ベ トナム語が豊かで美 しい根源的な理由は､民衆の言葉 として存在 しているからで

あ り､情感､イメージ､雰囲気､音の トー ン､落ち着き､愛着が溢れているからであ

る｡同時にまた､グェン チャイ(NguyenTrai)やグェン ズー(NguyenDu)などの民族

の大作家 ･大詩人が文学や文芸を残 した言語であることも大きな理由であろ う｡

北部にも南部にも現在いるこのよ うな作家や詩人達は芸術 レベルが極めて高くなっ

てお り､それがベ トナム語を純粋に させ､たぐいまれなる美 しさにさせている牽引役

となっていると言えよう｡豊かさと美 しさこそが､(ベ トナム語の)性格､価値､特色､

落ち着 きを醸成 し､その醸成作用 と不断の地道な (文学者達の)作業の結果が今のベ

トナム語の姿を形成 したのである｡

その例 として一つの任歌を引用 してみ よう｡

(娘に向かって)あぜ道か ら田圃に水を汲み入れてお くれ

ついでに月の光も掬った らどうだい ?

もう一つ 『金雲勉』の中か ら引用する｡

み な も

燦燦 と降 り注 ぐ日の光が水面に映え

そこか ら立ち上った紺碧の煙は山をも黄金色に焼き尽 くせんとす

これはまさに珠玉の 2作品で非常に趣がある｡1作めは民間に伝わる純朴な作品であ

り､ 2作めは天才詩人の手による作品である｡ これで私たちの言葉が､ 日常の知恵､

豊かな情感､民族の多様性､情景 ･特色 ･音の トーンが醸 し出す豊健をいかに反映 し

ているかが明 らかになったであろ う｡わが国の詩文や文学の中からベ トナム語の傑出

した純粋性 を感 じようとすればす るほど､作品は絵にもな り音楽にもなっていくので

ある｡例えば 『辞海』 を描いた詩人 グェン ズーの一節を引用 しよう0

短剣を担 ぎ､山河に漕 ぎ出でる

わずか 8文字のこの句は一人の英雄を描いていると同時に､一つの人生観 を描いた
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美 しい絵画でもある｡

豊かで美 しいとはこうい うことなのである｡ ここで私は我がベ トナム語の豊かさに

ついて強調 したい｡今 日のベ トナム語は大きな可能性 を秘め､ 日常の知恵や情感をも

っと豊かに もっと美 しく表現するために限 りのない可能性があると断言する｡ベ トナ

ム語は本質的に豊かなのだか ら､われわれがその純粋性 を守 って､ベ トナム語を日ご

ろから使って､それを発展 させてい くことを心掛けていれば､ベ トナム語は無限大に

変貌 していくであろ う｡

我々は多 くの例を引用することができる｡ベ トナム語では一つの字でいろいろな意

味を表す ことができるし､逆に一つの意味についていろいろな字で表す こともできる｡

したがって､わがベ トナム語はいろいろな文章を通 じて知恵や情感 を表すのに大きな

可能性を秘めていると明言 したとしても､それはまった くもって正 しいことなのであ

る｡だか ら､自分たちの言葉はレベルが低いのではないかなどと気にすることはない｡

む しろ自分たちの言葉を使 うことを知 らないことを気にす るべきである｡

したがってここで最 も重要なことは､ 自分たちの言葉の豊か さと美 しさについて､

無限の可能性を秘めていることについて､深 く意識をす ることである｡そ して､ベ ト

ナム民族の宝でもあ り思想や文化の革命 を起 こす際に大きな効力を発揮す る道具でも

あるには､ベ トナム語の純粋性 を守ってい くことに常に敏感でなければな らない｡一

般化 して言えば､ 自らの国土 と人民にとってこのことはベ トナム人の当然の意識でも

あ り感情でもあるのである｡我が国土がいかに美 しく我が民族がいかに素晴 らしいこ

とか !この熱烈なる愛情がわき上が り心を明るくして くれれば､国土がいかに美 しい

か､民族の性格がいかに傑出 しているかを体感することができるであろ う｡一度わき

上がったその熱い愛情は､ますます熱 くなることがあるこそすれ冷めることは決 して

ないであろ う｡我 々の言葉の話に戻れば､最 も大切なことは､民族が営々と紡いでき

た暮 らしか ら生まれ民衆の思いや情感を映 し出 し､一文字一語にベ トナム人の強い魂

が宿っているこの言葉を愛 し敬わなければな らないとい うことである｡例えば､｢《額
空 [訳者註 :漢越語 khongphan【空分]の 日本語訳》を守る｣と ｢《空の範囲》[訳者註 :

純粋ベ トナム語の vung= 区域､troi- 空 の 日本語訳》を守る｣と､ どちらの言い

方の方が正 しくて良いのであろ うか ?そ してベ トナム人にとってどちらの方が意図や

気持 ちを表 してい るのであろ うか ?この よ うな例は､｢灯台 《訳者註 :漠越語 hai

dar唱【海塔】の 日本語訳》｣と ｢海の灯 り 《訳者註 :純粋ベ トナム語 den-ライ ト､bien

-海 の 日本語訳》｣､｢橋梁 《訳者註 :漢越語 kieulo【橋路】の 日本語訳》｣と ｢陸橋 《訳

者註 :純粋ベ トナム語 cau-橋､bien-海 の 日本語訳》｣など様々な分野で例を挙げる

ことができる｡或いは､(日本語訳の ｢純粋性｣に当たるベ トナム語である)trongsang

とい う字でさえ例にす ることができる｡ ｢trong｣は澄んだ､粗雑でない､濁 りがない

の意味で､｢sang｣は明 らかな､明るく照 らす､明るいの意味である｡言語が清澄さを
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研ぎ澄ませば我々ベ トナム人の思いや感情 を反映することができる し､我々が言いた

い事柄 を忠実かつ明確に表 して くれ るC

『金雲観』の詩をもう一度引用 しよう｡

み な も

燦燦 と降 り注 ぐ日の光が水面に映え ･･･

この句を何故再び引用 したのか ?それはこの句の中には我々にとって意味深 く興味

深い問題があるか らである｡詩 と自然､芸術 と暮 らし､どちらがよ り美 しいのだろう

か ?芸術 ･文芸 ･詩歌の妙味を比較す ることはできるが､芸術 と暮 らしを比べた り対

立 させ ることなどはできは しない と思われ るだろうか ?それは "芸術のための芸術"

とい う考えに陥った視野の狭い抽象主義の傾向を帯びた誤った考えである｡芸術は暮

らしを映 し出 し､生活に仕 えるものである｡暮 らしか らかけ離れた芸術は必ずや朽ち

果てるであろ うO

言葉 も同 じである｡言葉は暮 らしを写 しだ し､ 日常の営み､民衆の革命闘争､進

行中の救国抗米運動､政治活動､文化､文学､芸術､科学技術に役 に立たなければな

らない｡では､暮 らしを映 し出す とは どうい うことなのか ?それは､話 し手 と書き手

の意思や感情 を表現 し､聞き手 と読み手の意見 と気持 ちを汲み取ることである｡ もし

そのよ うに したいのであれば､最 も日常的な話 し方で､簡単である民族の言葉を使用

す るしか方法はない｡それが結局 より効果的であ り理解 しやすいばか りでなく､聞き

手 と読者に強いインパ ク トを与えるのである｡だか ら､｢難解な単語(訳者註 :ここで言

う『難解な単語』とは主に漠越語を指す)｣を使 う癖がついて しまっている｡｣とホーチ

ミン氏が批判 しているよ うに､難解な単語はできるだけ避けるように しなければなら

ない｡

難解な単語を使 う悪癖は､聞き手や読者にわか りにくく､元来純粋である我々の言

語を汚 し不明瞭に して しま うばか りでな く､あらゆる場面で (漢越語の)決ま り文句

や常套句を繰 り返 し使用する危険性に慣れて常習化を引き起 こす｡つま り､形骸的な

単語を使 う場面 とは､本当の考え､意見､心の底か ら発露す る感情 を吐露 した り､ 日

頃か ら慣れ親 しんでいる素朴で落 ち着きがあって趣のある言葉で表現することを封 じ

て､まった くもって意味を持たせないよ うにす るケー スが少なくないO 日常の暮 らし

や今 日の我々の政治活動の中において､ この `̀形骸症候群"には充分気をつけなけれ

ばならない｡"形骸症候群"は蔓延 しやすい し慢性化 Lやすいのだ｡大人 も子 どもも古

くさい形骸的単語を好んで言った り書いた りす る者がなんと多いことか｡子 どもは家

で も学校で も勉強中において さえも､口をついて出るのは 《難解な言莱 (訳者註 :漢

越語)》なのであるO ｢遊びに行 く (訳者註 :純粋ベ トナム語で dichOi)｣とは言わな

いで ｢参観する｣と言い､｢話をす る (訳者註 :純粋ベ トナム語で n6ichuy卓n)｣と
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言わないで ｢漫談す る (訳者註 :漠越語で(maindam)｣と言 うなど枚挙に暇がなく､

本当に用心 しなければな らない｡

だか ら､我々の言葉の純粋性を守って正 しく上手 く使 えば､多方面での効果が期待

できるのである｡

ここか らは､ベ トナム語の発達状況 とベ トナム語に悪影響 を与えている風潮につい

て幾つか述べてみる｡

我々はわが民族の言葉に対 して十分意識 を しているので､ベ トナム民主共和国は成

立 した時から意義ある事業をこな し大きな成果を残 してきた｡

その第一は､政治､経済､社会､文化､芸術､科学､テクノロジー とい うあらゆる

分野でベ トナム語を広範に使ってきた｡

第二に､国が成立 した後､極めて短期間の間に非識字者を撲滅 した｡つま り､各教

育現場､特に科学技術系の大学で教える際 にベ トナム語を使用 した｡わが国のような

境遇にあった多 くの国々と比較 して､これは我が言葉 と我々の意識が起 こした離れ業

といえよう｡

我々の言葉 と文字を広 く普及 させる活動の全体像を捉えて頂 くためにかいつまんで

述べよう｡ベ トナム語は文化 ･思想革命事業を進める際の大変有効な道具にな りえた｡

これが全体像の大切な要点である｡ しか し､我々の言葉の純粋性に悪影響を及ぼ しか

ねない傾向や現象をも同時に注視 していかなければな らない｡今 日､我が民衆の政治

活動､社会活動は多岐多様にわたってお り､それにともない言葉を話す ･書 く･読む 機

会は大変増えている｡そのこと自体は大変喜ば しい｡ しか しそれがゆえに うまくや ら

なければ悪い傾向や現象が助長 され立ち現れてきやすい環境でもあるのである｡そん

な段階にある時に､作家､新聞記者や書 くことや話す ことに模範を垂れるべき人達は､

その責務 を充分果た しているとは言えない状況にある｡更に学校では我々が望むよう

な言葉の教育に充分な注意を払っていない｡ こうい う状況を前に､我々は何 をしなけ

ればな らないのだろうか ?また誰が何をすればいいのだろ うか ?

我々の言葉の純粋性を守 り､｢豊かさ｣と ｢美 しさ｣とい う2大特性 を継承 ･発展 さ

せていくには､何を しなければな らないのだろ うか ?主体的かつ積極的な中にも繊細

な態度 と､組織的かつ計画的に長期にわたって確実に取 り組むべ く忍従 さを兼ね備 え

ていなければならない｡

ここでは 3点について注意を喚起 しておきたい｡

一つめは､我々の言語が元来持っている言葉を継承 ･発展 させてい くこと｡

二つめは､我々の言語が持つ法則性の基づいて話 した り書 くことO

三つ 目は､(文芸､政治､科学､技術の分野の)あらゆる文休に我々の言語が持つ特

徴 ･優美 ･風格を保つこと｡当然のことなが ら､ 3点 目については 1,2点 目と密接に
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関わってお り､より重要な点であるC

一 元来持っている言葉に関 して 一

幾たびかの会合で､《難解な言葉 (訳者註 :漢越語)》 と勝手に流入 してくる外来語現

象について皆で論 じ合ったことがある｡ この現象 こそが我々の言葉の純粋性や特徴を

浸食 してい く元凶 となるので大いに注意 を払 っていかなければな らない｡だか らこの

傾向についてのグローバルな研究を進め対抗策 を打ち出す必要がある0

その幾つかの例を挙げてみ よ う｡

イ)《難解な言葉 (訳者註 :漢越語)》症候群は再発 しやすい｡ この疾患､つま り悪弊

は流行 Lやすいので一度かかると以下のよ うになかなか完治 しにくい0

ベ トナム語に語桑がないわけでもないのに外来語を使用する｡例えば､｢銃 を撃つ(釈

者註 ‥原文は (b畠nsLjng)で b畠nは ｢撃つ｣､SLlngは ｢銃｣の意)｣と言わないで

｢射撃(訳者註 :原文は (x尋kl'ch:射撃)とい う漢越語)｣と言った り､｢隔た り(訳者註 :

原文は (kho孟ngcdch)で khoangは ｢一定の空間｣､C畠ch｢間隔｣ の意)｣と言わ

ないで ｢拒離(訳者註 :原文は (cUly:距離) とい う漢越語)｣ と言った り､例をあげ

ればき りがない｡

『t6ntaj:存在(漠越語)す る』や 『traodSi:交換する』のよ うな､意 を尽 くしていな

い言葉や意味が十分でない語秦を使 うと､何が存在す るのか ?､何を交換するのか ?､

意見交換す るのか ?､考え方を交換 し合 うのか ?､荷物 を交換するのか ? ･･･ 更

に 『t6nt等i:存在(漠越語)す る』 とい う語秦 も極 めて不正確で良い語嚢 とはいえないO

｢行 う(訳者註 :原文は (fam)で ｢行 う｣の意)｣の代わ りに ｢進行す る(訳者註 :

原文は (tie'nhanh:進行)とい う漢越語)｣を､｢使 う(訳者註 :原文は (dL)ng)で ｢使

う｣の意)｣も代わ りに ｢使用す る(訳者註 ‥原文は (sOdLJng:使用) とい う漢越語)｣

を､｢言 う(訳者註 :原文は (ndi) で ｢言 う｣ の意)｣の代わ りに ｢発表する(訳者註 :

原文は (phatbieAu:発表) とい う漠越語)｣を乱用す る｡最近では更に新 しい傾向に

進化 しつつあるOつま り､(phdtbigu:発表) とい う語桑が少々長いので簡単に ｢あな

たは発 くp帖t)しますか ?｣と言 った りす るのである｡

ロ)本来は ｢sinhl≠vatamlゾ:生理 と心理｣とい うべきところを ｢sinh:生｣､｢tamJ≠:

心理｣､｢y:医｣､｢bdcsT:博士｣のよ うに正 しくない縮めた言い方 ･書き方をす る傾向

がある0時 として｢ベ トミン:Vi卓tminh｣-｢ベ トナム独立同盟:Vi卓tnamdSclipd6ng

minh｣のよ うな略語を言 う必要がある場合があるが､これ と前者の傾向 とはまったく

異なるものである｡

元来持 っている言葉に関 して､焦眉の課額が一つある｡それは新語を持たなければ

な らない とい うことである｡発展中の分野､特に科学技術の分野では新語を必要 とし

ている｡新語の必要性 は当然のことである｡が､ どのよ うに して新 しい言葉 を増や し
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ていくのか ?誰がそれ を執 り行 うのか ?残念なが ら我々はこの重要性 にほとんど注視

していないのが現状なので､罪の意識 を持たずに (ほ とん どの人たちは聞いても理解

できないような)多 くの漠越語をやみ くもに "輸入" しているのであるO

- ベ トナム語の法則性に関 して -

これは極めて重要な問題である｡法則性 は､我々も､学生 も､ベ トナム語 を学ぼ う

とする外国人にも必要だか ら重要である｡現在若手の研究者がベ トナム語の法則性に

関する本を編集中であると聞いている｡それ 自体は良いことである｡ しか し､どのよ

うに編集するのか ?私見を述べ させて頂 く｡

我々の言葉の法則性に関する本を編纂す るためには､まず正確な観点 と方法を持って

いなければならない｡思考や研究の過程で出てきた何か ら出発するのか ?或いはわが

ベ トナム語から出発するのか ?ベ トナム語を研究 し､ベ トナム語の特色 ･優美 さ ･奥

深 さについて熟考するのか ?他の何かか ら出発するのではな く､ベ トナム語の法則性

を確認 し研究するためそ こか ら出発するのか ?他言語の法則性 を参考にもしたくなる

だろ う｡それは必要なことである｡ しか し､ベ トナム語の法則性 を作るがために他言

語の法則か ら出発するとしたら､それは不可能である｡ このことは我々の事業全体に

かかわる極めて基本的な視点の問題なのである｡革命の方法､人民戦争の方法､経済

や文化の発展の方法か ら､稲の植 え付け､家の立て込み､服の縫製､食事の支度のよ

うな 日々の暮 らしの中のあらゆる文化まで､すべてわが国の 自然条件､革命の実際､

社会の現状から出発 してことの解決に当たっているのである｡ これ こそが我々の言葉

の法則性を研究す る方法であろ う｡つま り､ベ トナム語の実際か ら出発 しなければな

らないのである｡

- ベ トナム語の話 し方 ･書き方 -

これは非常に大きなそ して難 しい問題であ り､本 日冒頭で申し上げたこと以外に言

うことは持ち合わせていない｡

豊かで美 しい我々の言葉は､その純粋性 を守 り､ 日ごろから使用 し発展 させれば､

より豊かにより美 しくなることであろう｡ よりよくなるよう我々は努力 しなければな

らない｡

では､どのように使用 し､どのように発展 させればよいのであろ うか ?これは熟考

を要する問題である｡そこで､文芸 ･政治 ･科学 ･テクノロジーの各分野に沿った形

で文体を分析する必要がある｡

文芸分野の文体に関 しては､我々の言葉で信用が十分におけるので豊かさや美 しさ

について何 ら憂慮はな く､む しろ､革命事業やわが人民の多様な暮 らしぶ りに唱和 し

適合する形で必ずや発展するであろ う｡
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急速に発展中､あるいは立ち上がったばか りの分野の文体に関 しては｡わが言語の

特徴や習慣､正確 さを要求する表現を用いる科学技術の分野においては新 しい文体に

わが言語をどのように使いこなすかに注意を払 う必要がある｡それは新 しい語秦だけ

ではなく､新 しい表現においても同 じことが言える｡例えば､わが言語の中で代名詞

の ｢それ :no｣はいまだに広 く普及 していないが､これは克服 しなければならない障

害である｡

もう一つの例 としては､｢ベ トナム語の純粋性 を守る｣と言 うべきか､｢わが言語を

常に純粋にさせておかなければな らない｣ とい うべきなのだろ うか ?この言い方は､

普通の言い方､伝統的な言い方に対 してかな り新 しい点がある｡だが､その言い方を

必ず使わなければな らないのである｡ とい うのは､今 日の思想や感情､特に科学技術

の分野では新 しい事柄が非常に多 く生まれてきているので､言葉は常に変化 し､また

変化す る必要があるか らである｡わが言語は発展 していかなければな らない｡わが言

語が元来持 っているところの基礎の上にこの発展をどのように して確固たる形で表出

してい くか､わが言語を更に豊かに しつつもその風格､特徴､優雅 さは残 していくか､

とい う点にすべての問題 は収赦 されてい く｡それがわが言語の純粋性を守るとい う意

味なのである｡

続いて差 し当た りや るべき幾つかの課題について述べ させ頂 く｡第一点は辞書の編

纂である｡文学院が現在 この仕事を行っているのは正 しいと思 う｡文学院が行ってい

る作業の中で言語学が担 う役割は､完全ではないに しろ主観 を排 して辞書編纂に取 り

組む ことである｡一般的な辞書をまず作った うえで､専門用語に関するさまざまな辞

書を作るべきである｡その際､私が先ほど述べた､ベ トナム人にとって聞きやす く且

つ理解 しやすい新 しい言葉をわが言語に適合す るようにいかに して加 えてい くか､を

各専門家が責任を持って討論 しなければな らない｡まず早急に取 り掛からなければな

らないことは､既に私が言及 したように､正 しくない意味で "輸入" されて しまった

言葉を検出す る必要があ り､それに置き換わる言葉を探す ことである｡各専門分野の

同志や辞書編纂に関わる同志は是非 この点に関心を払って頂きたい｡

第二点はベ トナム語の法則性 を研究することである｡ この作業は文学院の言語学教

室 と言語学の専門家たちが協力 して行っているようである｡ベ トナム語の法則性を研

究す るに当たっては文学者が積極的にこれに参加する必要があると私は考えている｡

彼 らは正 しい方法を模索 し､合理的に役割分担を し､ どうしたら一 日も早 く法則性を

構築できるかを念頭に不屈の精神で取 り組んでいかなければな らい｡

第三点は､ベ トナム語の話 し方 と書き方､つま りベ トナム語の純粋性を守る点であ

る｡ これについては､まず文学者や新聞記者の責任に言及する必要がある｡我が言語

の美 しい純粋性を守る運動の中で作家 として最 も積極的に関わ らなければな らないこ

とは何であろ うか ?文学協会は責任感を持 って厳 しい問題提起を行わなければならな
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い､と私は考えている｡ペンを握 る者 として自身が持つべき本分に常 日頃から留意 し

ていかなければならない｡良 くないお手本を示すことは決 して してはならない｡ しか

し残念なが ら一部の文学者達はこの点を しっか り重視 していないと言わざるを得ない｡

ベ トナム語の純粋性 を守る運動において学校が担 う責任は重大である｡本 日は

NguyenVanHuyen(グェン ヴァン フエン)氏 とLe Liem(レ- リエム)氏がご参加い

ただいているので大変光栄である｡積極的且つ主体的に問題提起をす ることこそが学

校がめざす ことである､と私は考える｡そ うすれば若い世代が我々よりも上手に話 し

た り書いた りすることができるよ うになることは確実である｡つま り我々には教育を

改革 してい く絶好の機会を与えられているのである｡だか らベ トナム語の純粋性 を守

る運動が､教育を改革する活動の中で正 しく位置づけられなければな らない｡綴 り方

の科 目の時だけではなく他の科 目の時にも､生徒の意識 とレベルを少 しづつ高めるよ

うにしていけば､ベ トナム語の正 しい話 し方 ･書き方が自然 と身につ くようになるは

ずである｡

皆 さん､我が言語の純粋性を守っていく運動がいかに重要且つ複雑であるかを私は

述べてきた｡当然ではあるが当該問題には言及 し尽 していない点が多々ある｡しか し､

皆 さんや文学協会 ･新開協会 ･文学院 ･教育界の責任ある方々が勘案 ･研究 ･討論 し

て､この間唐に特化 した組織 ･運動を推進す るプログラム ･問題解決に向けての具体

的な方策を実現化するための問題提起にはなったはずである｡なぜな らば､この運動

とは､民族の言葉に対する自負心 と極めて重要且つ壮大な事業に自分が参加できると

い う情熱を持って､長期にわたって粘 り強 く客観的且つ広い視野で各々が責任感を発

揮 して一歩づっ進めていかなければならない性質のものであるか らである0

1966年 2月 7日～10日に行われたベ トナム語の純粋性を守る問題に関する会議での

発表

-237-



原題 ‥M¢ts6'suynghTtrongkhitim hje'udis孟ncdaH6chdtechvetng6n

nga

1980年

出典 :NguyenKimThantuye'nt尋p ｢グェ ン キム ター ン選集｣P154-162

著者 ‥NguyenKimThaAn グェ ン キム ター ン

編集 ‥TrungtamkhoahQCX畠h¢ivanhanv畠nqu6'cgia Vienng6nngO

hqc(国家人文社会科学セ ンター 言語学院)

出版社 ‥Nhaxua'tb孟nkhoahqcx畠h¢i(社会科学出版社) 2003年

書 芸吾(こ関 す る ホ - 主 席 の 遺 産 を 理 解 す る 際 の - 考 察

翻訳 :那須泉

私たちの偉大なる師で天才的指導者であるホーチ ミン主席の思想 と精神の中には､

言語について非常に貴重で豊富な遺産が存在す る｡ この遺産を活用 し､後世に伝え､

学び､理解す ることは大きな事業の一つであ り､多 くの人々が長年をかけて努力を注

がなければ成 し得ない作業である｡ この遺産を理解する過程で､私たちが現時点で得

た成果を以下に提起す るO

まず初めの例 として､ベ トナム語が持っている大きな潜在能力 としての信頼性や､

ベ トナム語に対す る敬愛の念､そ して親愛の気持 ちについて人々が共有 している輝か

しい例である｡

この点についてより理解 を深 めたい場合､わが国古来の社会において常に見受ける

現象に私たちは注 目す る必要がある.かつて儒学の知識 を持 っている人達は通常､`̀漢

越語病症候群 "に陥 り､学者スタイルの常套句を常用 していた｡`̀洋学"の知識 を持 っ

ている人たちは､常にわざと西洋語 を入れて話 した り､考えた り､または西洋の思考

形式で説明を したがった｡上記の 2つの階層に属す る人たちのほとんどは､ベ トナム

語は レベルが低 くわか りにくいが高遠な思想 を説明できると常に認識 していた｡

ホ-主席は幼少時代､長い年月をかけて漢字を学んでいた｡ホ-氏は､21歳から丸

30年の間祖国を離れて生活 し､アジアか らヨー ロッパ､アフリカか らアメ リカまで駆

け巡 った｡その時期 フランス語や中国語､英語､ ロシア語､ ドイツ語､イタ リア語､

タイ語等々を革命活動のために使 う必要があった｡今世紀初頭の数十年の間は､新 し

い概念や思想 を説明す るための政治や社会の専門用語が不十分であった｡ このように

長い年月を外国で過 ごした人は普通､上記のよ うに外国語に精通 し､新 しい概念や思

想 を説明 しなければな らな くなった時期になると､母語が専門用語がまだ不十分な状
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態だと自らの民族語の可能性 を疑いた くなる し､外国語で話 した り考えた りしたくな

って しま うO しか し､ホ-主席はそ うではなかったのであるG

ベ トナム語が専門用語を十分に持つ ことを待たずに､ホ-氏は革命活動開始時期か

ら革命本や新聞を書いた り､マル クス ･レーニン主義の深遠なる原理を解釈するため

にベ トナム語を巧みな方法で使ったO『革命-の道』はそのひ とつの証拠 となる著書で

あるC この本の中から､その一遍を見てみよ う.

｢抑圧 されたがゆえに革命が生 まれた｡だか ら､抑圧が重ければ重いほど革命の心

は強固にそ して志高くな り､革命 自身 も決定的になる｡以前は封建制によ り資本は抑

圧 され､資本が抑圧 されたがゆえに革命は起きた｡現在､資本が農民や労働者を抑圧

し､それゆえ農民や労働者は革命の主体者なのである｡

その理由として一つめに農民 ･労働者はよ り重い抑圧 を受けているとい う点をあげ

られる｡二つめは､農民 ･労働者はいわばもはや "足を失っている手''なのである｡

たとえ敗北 したとしても苦 しみの人生を失 うだけであ り､もし勝利 した とすれば世界

を獲得することになる｡だか ら彼 らは勇敢になれ るなのである｡そのような状況から

出発 した農民 ･労働者 こそが革命の根 っこだ といえる｡学生 ･商人 ･′J､売 り業者 もも

ちろん資本を抑圧 されは したが､農民 ･労働者ほど極限的な苦 しい状態までには到 ら

なかったOこの 3階級は､農民 ･労働者にとって革命の友人 とい う存在に留まってい

る｡｣(1960年ハノイで中央共産党歴史研究委員会が編纂 した 『ホー チ ミン』)P21

-22から引用)

上の記述は､ホー チ ミン氏がベ トナム語力に優れベ トナム語を深 く理解 している

ことを表わ しているだけではない｡氏が衷心か ら民族を誇 りに思い強い愛国心を持ち､

ベ トナム語を尊重する姿勢を持ち､ベ トナム語が無限の可能性 を秘めていると信 じて

いることをまず表現 しているのである｡

この点は今世紀の 1920年代の状況を振 り返れば自ず と理解できるであろ う｡また､

この間の 8月革命後の一部の人達(以前の南部におけるアメリカ低値政権に牛耳 られて

いた人達)の姿勢と比較すればより明確に理解できるであろう｡彼 らは次のような見解

を示 しているO｢･･･一部の人達は､大学の講義でベ トナム語を使えば科学を深 く学

ぶ ことができなくなる､と考えている｡彼 らは､ベ トナム語辞典を速やかに編纂する

ことを要求 し､ベ トナム語の文法構造を構築化 し十分な術語を造 り出 し教科書が出来

上がったらベ トナム語でもなんとか教えられ るかもしれない､とい う消極的な姿勢な

のである｡｣(1967年の 『社会科学』p44-45に所収 されている NguyenVanHuyen【グ

エン ヴァン フエン】氏の論文 ｢民族教育 ･民主社会主義教育の基礎を作るための鋭利

な武器 :ベ トナム語｣､｢ベ トナム語 とベ トナム語で行な う大学講義｣)

後年ホ-氏は以下のように述べたこともある｡

｢言葉 とは､永代にわたる大きな産物であ り民族にとっての最高の宝物である｡私
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たちはこれを大切に守って次々 と各地-広めていかなければな らない｡｣(1962年 9月

9日付 『NhanDan(人民)』新聞の ｢新聞の レベルを更に向上させる｣より)

ホ-氏はベ トナム語をただ愛 していただけではなく､ベ トナム語にとって元来ふさ

わ しい地位を回復するため､ベ トナム語の社会的役割を制限付きではなく発展 させる

ため､ベ トナム語をよ り豊かにす るため､第 1条件であるところの祖国の独立と自由

に向けてその生涯を賭 して戦ったのである｡その一方､氏はベ トナム語の話 し方 ･書

き方 ･本来の純粋な使い方を､懇切丁寧にねぼ り強 く側近の人達に直接教えもした｡

ベ トナム語を愛するがゆえに氏は ｢我々の言葉はまだ不十分である｣(1955年ハノ

イ 『事業行程の見直 し』第 6版 plO8)ので補 う必要があることを認め､ベ トナム語が

現代の段階にまで到った発展に氏 自らが大きく貢献を した｡ この貢献は､言語に関す

るホ-氏に 2番 目の遺産である｡

1人の人間のみでは言語を創 り出す ことはできない｡しか し､言葉を使っていく中で､

特に語秦や説明方法を自ら編み出 していく中で､言語が発展す る方向性にまで大きな

影響を及ぼ し言語の発展に寄与することができる人は存在する｡ホ-主席 こそそのよ

うな人物なのである｡

換言すれば､ホ-主席が自らの思想や思いを説明するためにベ トナム語で豊かな表

現方法を紡ぎ出 したので､ホ-氏 こそがベ トナム語をより豊かにすることに大きな役

割を果た した功労者であるわけである｡ホ-氏はベ トナム語の中に既にある語秦を駆

使 して､現在誰 もが慣れ親 しんでいる語費 ･裡言 ･ことわざを新たに創 り出 した｡以

下がその例である｡｢飢えた敵｣､｢無知なる敵｣､｢徒党を組まなければ機能 しない脳｣､

｢狭量な頭｣､｢空の境｣､｢海の境｣､｢深 く潜入 して叩 く｣､｢赤十字｣､｢自己満足は己

の身を縮める｣､｢招かれ る前に行 く人は結局人より遅れ､後塵を拝する人は最後は人

の前に立つ｣､｢万里離れた辺境の一軒家 も痩せた土地も皆兄弟｣､｢田畑は戦場､鋤 と

鎌は武器｣､｢や ることがないことほ ど辛いものはない､ただ自分の心の弱 さを憂 うだ

けになって しま うか ら｣等々O

このように してホ-氏は多 くの語秦 を紡ぎ出 し､新 しい概念や新 しい意味を帯びた

ニュアンスを伝えたのである｡ホ-氏の筆にかかると､忠､孝､勤､倹､廉､正､仁､

義などの語が昔 とはまったく違 う意味に変身 して しま う｡ベ トナム語の健全な発展 と

高度な統一性のためにホ-氏は全生涯 をかけて奮闘 したのである (この点に関 しては

当該選集の ｢ベ トナムにおける各言語 と文字に対する党の見解を考察する糸口｣ を参

照のこと)｡ホ-氏は､単語を正 しく使い､文章を正 しく綴 り､元来ベ トナム語の中に

あった言葉には十分原義に気をつけて使い､漢語や西洋語を軽々に使わないよう人々

に説いた｡ホ-氏は､以下の例のよ うな結合 して作った単語や新 しいスタイルの文章

を排除は しなかった｡

｢彼 らは我々の蜂起を血の海の中で浴びた｣(1960年ハノイ ｢選集｣p205)
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｢漢字は誰でも理解できる我々の言葉にはなったがなるべ く使わないよう

にすれば､いずれ砕 けてい くであろ う｣(1955年ハ ノイ 『事業行程の見直

し』第 6版 plO8)

ホ-氏が話 した り書いた りするために使用 していたベ トナム語は､全国的に統一 さ

れた文学的ベ トナム語であった｡一部の地域で しか使われていない単語はホ-氏は使

わなかった し､使 うとすれば予め用意周到に準備があった り (統一 された言葉 として)

定着する素質があるとみなされたか らであった｡

言語の民主化 もホ-氏が生涯をかけて追い求めた主張であった｡(1960年-ノイ ｢選

集｣p3-5)話 し言葉 と書き言葉がかけ離れないように､まず最初に ｢民衆の話 し方を

学ばなければならない｡｣(1960年- ノイ ｢選集｣p115)とホ-氏は主張 した｡ホ-氏

の詩文の中に､我々は次のような民間に伝わる素朴な言い回 しに出会 うことがある｡

｢フランスは気が向いた時に斬 りつけて くるが､ 日本は徹底的に上か ら下

までばっさりと斬 りつける｣(1967年 -ノイ ｢ホ-主席の詩｣p24)

｢人を垢 した り自分の保身のために本を沢山見ても､それでは理論を知る

ことにはならない｣(1955年ハ ノイ 『事業行程の見直 し』第 6版 plO)

｢アメリカを一撃 して追い出 し､塊偏政権にも突撃せ よ｣(1969年 春 テ

トを祝 う詩)

言語に関するホ-主席の遺産を考察する際注目しなければな らない第 3点めは､ホ

-氏独特の言い回 しと文体である｡

プフォン (BuffTon)は ｢風格 とは即ち人間である｣ と言ったO正鵠を射た言葉であ

る｡ホ-主席の言い回 しと文体を理解 したければ､それは氏の理想 ･道徳観 ･日常の

行動 ･生き方 と切 り離 して考えることはできない｡更に､氏の表現形式 と表現内容か

ら断ち切っては理解することはできない｡

ホ-氏の講演や著作の内容は､いつでも熱がこもって高揚 した闘争心に溢れ､論理的

に精練で深みがあって正確であるうえに､泰然 自若 とした雰囲気 と楽観的な豊かな精

神性､それに共産主義の人道面が常に潜み出ている｡氏の著作には､詩的な要素､意

表をついたユーモア､機知に富んだ風刺が盛 り込まれている場合が多い｡

表現形式を見てみると､ホ-氏は単文 と平易な単語を好んで使っている｡つま り､

氏の言い回 しと文体は "米粒や芋"のようにいつでも自然で､労働者が 日常的に話 し

ている会話のように簡単で､一文一文が短 く簡潔で余分な語句や文章をそぎ落 として

いる｡言葉を節約 していなが らも意思やイメージが沢山盛 り込められている｡比較 し

てみた り､例をあげた り､熟語や ことわざを使 った りすることが多い し､時には金雲

観や詩の一節を引用 して文章のテンポ ･バ ランス ･調子を良くしている｡既存の文体

の枠組みに囚われることなく碗曲な言い回 しを用いた りしなが ら民族語の美 しい伝統

を継承 ･発展 させているのである｡以上のような特徴をホ-主席のすべての講演 と著
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作を分析 した結果見出すことができたC

上述の表現内容 と表現形式のすべての特徴を有機的に連関させ ることによって､ホ

ー主席の言い回 しと文体は他のいかなるベ トナム人のそれ よりもはるかにベ トナム的

なのである｡だか らホ-氏の著作は人々にとって大変受け入れ られやす く､またホ-

氏のような書き方をいまだに誰 もできないのである｡

他の言語を学ぶ ことに関す るホ-主席の姿勢 もまた大変ユニークである｡ この点が

氏の遺産を考察する際に注意すべき第 4点めである｡

初めて祖国か ら離れたその 日か ら､ホ-氏は困難に耐え､働 きなが ら外国語を勉強

したO｢毎 日ホ-氏は勉強のため 10個の単語を腕に書きつけ､夕方になって一 日の重

労働で汚れた手を洗 う時には氏は既にその 10個の単語を暗記 して しまっていた｣とあ

る同志 (VietPhu.ongヴィェ ッ ト フォン氏)は語っている｡そのように してホ-氏は

今 日そ して明 日- と学びを深めていったのである｡ホ-氏がいかに忍耐強い心構えで

フランス語で新聞記事を書 く練習を したかをかつて我々は聞いたことがある｡また英

語を学ぶためにホ-氏は生活費をとことん切 り詰めて授業料を捻出 して勉強 しなけれ

ばな らなかった.(1969年 - ノイ TranDanTienチャン ザン ティエン著 ｢ホ-主

席の生涯に関する話｣(第 6版)p25) 1923年の暮れにホ-氏がは じめてソ連に到着

し､直ちにロシア語の勉強に取 りかかった｡ (1969年 - ノイ TranDanTienチャン

ザン ティエン 前掲書 p53) 氏がベ トナム北部の PacBo(パ ックボー)に戻ってきた

時には､ホ-氏は既にタイ一 ･ヌン語を話すことができていた｡ホ-氏がその他の言

語をどのように習得 したのかについては､残念なことではあるが我々はまだよく把握

していない｡ しか しなが ら､限 られたわずかの資料を通 してホ-氏の向学心 ･聡明な

頭脳 ･非凡な気力については我々でも感 じ取ることができる｡なぜホ-氏はそのよう

な特性を生か して最終的には多 くの言語を身につけたのかとい うと､2つの理由があっ

たか らである.一つは氏には明確な大きな動機があったのである.つま り､革命を起

こす ノウ- ウを学んで祖国に戻って同胞を支援 しなが らフランス植民地主義者を追放

し､人民の要望に耳を傾 けて人民にメッセージを送 り教育指導 していくためには外国

語を習得する必要があったのである｡二つめはホ-氏は外国語を学ぶにあたっての正

しい方法 一 日分の行動に関連のある言葉を勉強する､毎 日必ず勉強することを自ら

に課す､さまざまな方法を駆使 して勉強する 一 に熟知 していたか らである｡

ホ-主席が著作の中や上述 した実際の行動を通 して発表 した氏の意見か ら､言語に

関す るホ-主席の理論的な貢献例を考察することができる｡

その際まず注意すべき点は､4千年の歴史 と独 自の文化を担っている一つの民族の言

語であるベ トナム語をホ-氏は継承 ･発展 させ るよう指示 したにもかかわらず､東洋

と西洋の大きな二つの文化 と衝突 し外敵の侵略 とい う災厄に対 して戦いを繰 り返 し､

勝利の暁には資本主義の発展段階を経ずに社会主義を打ち立てた､とい う方向性であ
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ろう｡

もう一つ考察を加えなければならない問題は､社会の発展に対す る言語の役割 とい

う点である｡具休的に言えば､革命の真理を説明 し､革命勢力を組織 し､革命闘争を

指揮 し､民族の歴史的な伝統を維持 ･発展 させ るために言語が担 う役割についてであ

るD

ホ-主席の会話や文章の特徴についてもさまざまな問題点について理論に基づいた

研究をする必要がある｡例えば､個人的な性格の中に存在する共産思想の傾向性､い

かに言葉や文章をわか りやす くするか ?､言語や社会休制に対する個人 としての任務､

新語を造った り古語を (現代語を借用 して)改めること､ベ トナムの特徴の質的 レベ

ル､他の言語の特性 をベ トナム語における言語活動に取 り入れ ること､ さまざまな言

語の特性を換骨奪胎す ること､等々｡言語に関するホ-主席のさまざまな意見 ･講演 ･

文章は､わが国の言語学や関連する科学分野において決 して尽きることがないほどの

一次資料であると言えよう｡

以上のように概観 しただけでは到底不十分であることは承知 している｡つま り､ホ

-主席の言い回 しや文体はとても易 しいのだが､言語に関するホ-主席の遺産を考察

することは難 しい作業なのである｡更に困難なことには､ホ-氏の言語に関わる研究

をす る際の我々の経験 と理論構築がまだ未熟な うえに､ホ-氏が書いた多 くの文章､

その中でもホ-氏 自らが後年書き直 したオ リジナル原稿が研究者の手にはまだ (国家

か ら)渡ってこない状況なのである｡最 も大きな問題は､そのよ うな現状の もとでい

かに してホ-氏の遺産を継承 していけるのか､ホ-氏が教えてくれたことを話 し方や

読み方の学習の現場にどのように活か してい くか､とい う点である｡

とは言 うものの､ホ-主席を偲びなが ら我 々はあらゆる困難を克服 して､我々は心

と力を合わせてホ-氏の教えを十分に考察 した うえでそれを実践の場で応用 していく

ことになることには変わ りはない｡これはホ-氏生誕 90周年を機に我々全員が決意を

固めることでもあると確信する｡

1980年
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潮訳 :那須 泉

国家語を確立する問題は､世界中のあらゆる国家にとって取 り組まざるを得ない普遍

的な問題である｡国家語 とは､国が生成 していく過程で国からの正式な役割 と地位を

認められた言語のことである｡それは､憲法で定められた法令的な性格を有 している

とも言える｡儀式的側面から言えば､それは国旗 ･国威 ･国家語とい う国体を形成す

る3つの要素の一つとして見なされるO実際的な効力としては､国家語が 3つの要素

のうち最も重要な位置にあると言えよう｡国家語は､それぞれの時代､社会的知識を

確認する瞬間､認識の発達段階で国の意思 ･権力 ･希望を体現する.一般市民や一つ

の国の中で異なった共同体に属 している人同士にとって､現実的かつ積極的に影響を

及ぼ していくのもまた国家語である｡

周知のように言語学的に国家語とは､社会言語学に属する一つの現象･概念である｡

社会と常に直結 している国家語を観察することで､単に言語の社会的本質を追究する

ためだけではなく､国家語によって規定された国の歴史的社会的背景 ･環境を規定す

る性向がより具体性を帯びるからである｡国家語の位相 と運命は､その民族国家の存

亡と発展に左右 されるので､民族国家の運命とは切 り離せない｡要するに国家語 とい

う概念は､歴史的な発展に即 した社会言語学の範境にあるものなのである｡つまり､

国家語の社会学的側面は人々からは観察 しやすいと言 うことができる｡ しか しより肝

要かつ強調すべき点は､歴史的発展の側面である｡この点は社会や国家の歴史的な発

展性を具現化するだけでなく､社会の言語､国家の言語における発展と歴史でもある

のである｡なぜならば､歴史や発展に係る国家語の役割 と特徴とは､上記の二面性を

指すが､一つの国にとっての国家語は一度規定されたらそれで終わりとい うものでは

なく､各時代の中で､また､国の歴史的発展過程においてその都度見直される必要が

るからである｡そ してあらゆる言語政策とは､国家が主体的に関わった歴史発展の各

時期において､国家にとっての社会情勢や利益に常に見合 うような効力を有 したもの

なのである｡

これまでの経験 と実情から察するに､国家語をめぐる困難性は世界中のほとんどの

国々が問題視 している｡単一言語､単一民族 (または､アルバニア､日本､韓国など
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のほぼ単一民族に等 しい)を背景としたごく少数の国家は別 として､世界のほとんど

の国々は多民族 ･多言語 ･多文化国家であるO｢多｣と言っても ｢多い｣だけでなく ｢非

常に多い｣やイン ドやイン ドネシアのような数百に連する ｢多すぎる｣国家も存在す

る｡ したがって異なる言語位相との関連の中で国家が国家語や国家言語政策を確定す

ることは単純ではないのである｡様々な位相を国家語との関係で整理 し確定するため

には､以下の点について注視 しなければならない｡

多言語国家においては､国家語 と併行 して民族語が存在する｡民族語 とは通常民族

学の分類にしたがった (キン､タイー､タ-イ)民族の言語を指す｡ この定義によれ

ば､民族語は各民族グループ (エスニックグループ)の内部で変体化 した言語や方言

をも内包 している｡例えばベ トナム語では､ブル ･グァンキュウ(Bru-VanKieu)族に

属するプル(Bru)､チ- (Tri)､クア(Khua)､マンクーン(HangCoong)の各民族集団

があったり､タ-イ族に属するタ-イグループがあった りする.方言としては統一さ

れたベ トナム語の変体方言が 3つ､つまり､北部､中部､南部の各方言が存在する｡

民族語は､統一 したひとつの言語､共通の民族であるという意識､種族との関係､共

通の文化基盤､近隣に一緒に居住 している､といった特徴を通常内包 している.民族

と民族語の関係については､｢言語の分類と民族学の分類は､2段階に分けて分類 して

いる｡つまり､人種 (または民族)と言語 とい う概念では常に重な り合 うが､より細

かいレベル (方言とエスニックグループ)やより広いレベル (言語の系統と人種の分

布)では､一致する場合もあれば､そ うでない場合もある｣と見なす人がいた｡(1)｢資

本主義経済社会の中で民族を形成する時期では､民族と言語を比べると言語の方が

特徴が際だっているo民族語とは､民族が形成されるある一定の時代に現れる産物で､

民族語は民族全体の言語が統一された一つの形である｡ どの時代においても成長発展

し体系化された言語､そ して､文学の言葉､文字を書く言葉なのである｡学校で教え

る対象となるレベルの発展段階に達すると､民族語は教育と文化的要素を具備 した言

語となる｣ (2)｡この時期の ｢民族｣の概念は ｢国家民族｣と理解 され､国家民族の言

葉と特徴的な内容との関係性が以下に述べる国家語となるのである｡

(民族とい うくくりを超えた)言語の使用範囲との関係性を考えた場合､我々はあ

る地域に住む様々な民族が共通 して使 う言語を有するようになる｡例えば我が国の北

西地域では､昔から多くの民族とクーイ語 とは異なる言語が存在 していたが､タ-イ

語を使ってきたことによってタ-イ語が共通の言語となったのである｡べ トバック地

方においては､タ-イ語とタイ一語がその地域の各民族の言葉となった｡それは､そ

の言葉を話す人口が比較的多かったのと､タ-イ ･タイ-両民族が他の民族より発展

していたからである｡国外の例としては､イン ドネシアのマラユ語がある｡この言語

はインドネシアで使われている数百言語の中の一つの言葉である｡マラユ語は決 して

使用人口が多いわけでもなく発展 レベルが高いわけでもないのだが､各島喚地域の間
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で商売上のコミュニケーション手段として用いられているので､共通言語のような役

割を果たしているのである,その後 1945年にスカルノ氏によってインドネシアの

国家語に選ばれ､現在では､イン ドネシア､マレーシア､シンガポール､ブルネイの

四カ国の国家語となっている｡このように､ある国において言語が共通 して使われる

と ｢地域語｣となる｡また､ある国の地方で使われると ｢地方語｣となる｡各々の国

で各々の民族が住む地域 ･地方には固有の言語が存在する｡文化や経済面での交流を

進めるため､または協力 して発展 していくために (地域 ･地方で)共通 して使用する

言語は障害となる個別的差異や垣根を越える手段とな･る｡例として東アフリカのスワ

ヒリ語がある｡ スワヒリ語使用人口はわずか4000万人であるが､経済面での貢献

度が高いとい う理由で数カ国が国家語として認めているO-地方の言語であるスワヒ

リ語が有効な働きをすると評価されているのである｡共通に使用される言語は､各民

族 ･国家の中で使用される特別な現象を具現 している｡その構造は (自然にまたは折

り合いをつけて)規定された性質と個別の性質とを兼ね備えている｡それは ｢言語の

混合化｣ (3)と言 うこともできる｡混合的性質を有 している共通に使用される言語の特

別な形態として､アメリカの方言が組み合わされた英語の一種であるピジン語がある｡

ソロモン諸島のピジン語の他に､アフリカのシエラレオンーサイシェレにある旧フラン

ス植民地諸国の方言を組み合わせたフランス語のクレオール語がある.一般市民の話

し言葉となっているこの混合性のクレオール語を､便利である上､地中海地域の港に

出入 りする水夫のような役割を担っていると見なしている｡これは､多くの民族､国

籍から生まれた人々の間で共通する言語であり､イタリア語､スペイン語､アラビア

語､ トルコ語などは混ざり合った うえにまとまった話 し言葉なのである｡

共通言語が成立したのは多くの言語が ｢混合化｣ したためではなく､英語 ･フラン

ス語 ･ドイツ語 ･ロシア語中国語などのような世界言語(WorldLanguage)が内在する

科学技術力､経済力､多様性､普及力のためである｡世界言語あるいは国際コミュニ

ケーション言語は､当然のことながら国際連合 ･イギリス連邦と各独立諸国 ･漢字文

化圏 ･フランス語圏などの組織による妥協 ･同化の産物であることも否めない｡今日

では世界語や国際ケミュニケ-ション言語は､多くの国々､多くの組織､生活の場か

ら国際的な場に到るまで､あるゆる機会を捉えてはその役割を発揮 しようとしているO

共通 して使われる特性を持った国家語に極めて近い普及している言葉を普通語と呼

んでいる｡普通語の概念は､共通に用いられ､使用範囲が広く､ある国の国民に普及

している要素を包含 している｡普通語は､(多言語 ･多民族国家の中で)普通には使用

されていない､普及 していない言語である少数民族言語や､使用されている範囲が広

くはない言語とは峻別 される｡｢普通｣という概念は､教育の普及活動や我々の非識字

者撲滅運動から発生 したのが事実である｡ 8月革命の後､我々は学校教育の中ではベ

トナム語を使 うよう規定 し､｢磯蛾の撲滅｣､｢外からの侵略者の撲滅｣と並んで ｢無知
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の撲滅｣を進めてきた｡そして､少数民族地域では中学校ではバイ リンガル教育を行

なうことを小中学校普及法で規定 した｡このように普通語は､教育現場における使用

の規定､｢教育言語｣としての使用､時間と印刷を費や して圧倒的な普及力を行使する

新聞 ･ラジオ局 ･テレビ局のような ｢マスコミ言語｣としての使用と一衣帯水の関係

にあるのである｡ とは言 うものの我々の法的レベルにおいては､憲法における国家語

の位置を規定する法律文書はいまだになく､存在するのは省 レベルの議定書(4)だけで

ある｡現場の実態と照らし合わせれば､｢何語で教えるかとい うことはその人たちが決

める問題なのだから､国民教育言語というカテゴリーとはつまり､国家語が占める位

置の特別なものである｣とある学者が強調 したように(5)､｢教育言語｣やクラスに在籍

する国民に教育をする際にベ トナム語を使用することとは､国家語を認めることを意

味するのである｡当然のことではあるが､我が国が国家語を正式に確定するためには､

以下のような規定をクリアしなければならない｡

1.制定

国家語と承認される言語は､通常制定されるべきものである｡本来ならば､制定さ

れるまでに多くのプロセスを経なければならない｡が､法律が充分に整備されていな

い状況下にあっては､声明や正式文書の威光に頼る形で暗黙の うちに承認されるしか

方法はない｡例えば､ベ トナム民主共和国が誕生した盛大なる式典(1945年 9月 2日)

でホー チ ミン氏が国民同胞の前で厳粛に独立宣言を読み上げたのは､極めて特別な

例としてあげられよう｡つまりこの宣言文書の中で､20世紀以上も漢語が､そ して約

1世紀近くフランス語が使用されていた後にベ トナム語の地位を承認 したのである｡

その後 1946年 9月 10日に教育省が議定書の中で ｢これからはすべての科目がベ トナ

ム語で教えられるOベ トナム語科目の直接的な目的は､生徒たちが学習するにあたっ

て必要な道具として使いこなせるようにすることである｣と明記 した｡新生ベ トナム

国の最初の憲法 - 1946年 11月9日に国会を通過 したベ トナム民主共和国憲法には､

｢少数民族の国民は地方の初等教育学校において､自らの言葉で学ぶ権利がある｣(第

15粂 権利 B項)と書かれてお り､また､第 6章の司法機関の項では ｢少数民族の国

民は裁判所においては自らの言葉を使用する権利を有する｣と記されている｡このよ

うに､国家語に関する直接的な規定は一切存在 していないO最も最近の憲法 - 1992

年ベ トナム社会主義共和国憲法にさえ ｢各民族は自らの言葉や文字を使用する権利が

ある｣とか ｢各民族は裁判所において自民族の言葉や文字を使 う権利を有する｣とし

か記されていない｡国家語の存在を直接的に確定することは一切 していないのである｡

隣接する国家でもあり､社会組織や経済 ･国家体制が我が国と同 じである中国にお

いても､状況は似通っているo諮問会議を通過 した一般綱額の第 53条には ｢すべての

少数民族は自らの言葉と文字を自由に発展させてよい｣と規定されている｡また 1982

年の中国の憲法第 4条には ｢各少数民族は自らの言語と文字を自由に使用 し発展させ
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ていく権利がある｣と規定されている｡要するに､我が国でも中国でも国家語を正式

に制定するにはいまだに到っていないということであるC

前述 したように国家語としての地位を制定することは必要である｡共通 して使用し

ている言語 ･普通語 ･教育言語が国家語であることを暗黙裏に承認することはできな

い｡もし教育言語や共通 して使用する言語が外国語でしかも植民地を搾取する圧迫者

の言語だとしたら､この複雑な間啓をどう解決 したらよいのだろうか?意識の問題､

名誉の問題､民族の将来の問題､国家の問題などなどがすべて国家語の決定と関連 し

てくる｡通常､正規の方法に則れば言語に関する法的文書がなければならず､その中

に国家語の存在が規定されるのである｡既に掲げた実際例を述べるまでもなく､近年

のソ連がおかれている状況は我々にとって生々しい経験と学習となる｡ソ連の後のロ

シアは ｢各民族の国家語の位置とは中心の位置の一つを占めている｣ (6)と確定した.

言語生活の喫緊の間額やソビエ トロシア社会主義共和国連邦における少数民族に関す

る法律文書(1991)の中で､ロシア連邦の各言語の法的権利を確立した｡｢法律上､ロシ

ア語はロシアの国家語であることを認める｣､｢その中で現地に居住 していたりあるい

は "国営の"各少数民族の言語は国家語である｣ (7)と表明 した｡これは参考にすべき

事柄である｡

2.政策

政策とは､国家語を規定する 一 国家語の機能 ･任務 ･活動の範囲を正式に認める

一 言語に対する国家の法制と権限を具現化 したものであるOまず第-に政治的社会的

機能についてである｡国家語という地位を確定するということは､多民族国家として

の国内向け ･対外向けの一定の方向性を示すことである｡それは､領土 ･行政 ･文化 ･

教育 ･科学などに関する国家共同体としての (外国との)関係性と安定した統一を保

証するものである｡国家語を保証するにあたって､少数民族の言語と文化の多様性と

豊かさをも同時に提唱 し､それ らをまとめ上げ､維持 し､発展させる効用性について

も保証 している.統一 した国家とい う意識が想起される時､その意識の中には各民族

や各言語が持つ独創性や多様性をも内包 している｡また対外的には､民族国家として

の独立権を国際的に示すことでもある｡独立を獲得 してこそ外国の下僕 ･保護から抜

け出 し国家 ･民族の主権を確立できる､という民族国家にとっての特別な意味合いが

そこにはあるのである｡更に､国際舞台に登場 し国際的な協力 ･発展関係を構築する

チャンスを作ることも可能になってくる｡つまり国家語は､国内 ･国外における公式

的なコミュニケーション手段としての任務を担っているのである｡国内においては､

各少数民族の間のコミュニケーション言語となるし､国際的には､各国間 ･国際地域

間で法律文書を取 り交わし公布するような国体を示すツールとなる｡

最終的に国家語として承認する際決め手となる内容は､その言語が持つ完壁なツー

ル としての機能である｡言語の機能面で､実際の国家語と国家語と見なされていない
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言語の間では明らかに境界線を引くことができるくらい相違がある｡国家語は､社会

生活の基本的な部分で通信 ･伝達 ･文章として残す記錬媒体の手段を担っている｡そ

の第-は国内政治と外交のうえで､司法 ･立法 ･行政の機関が公布 ･命令 ･指示する

際の道具としてである｡その次は､初等教育レベルから高等教育の大学にいたる国家

教育の基盤言語として教育の根幹を担 う道具としてである｡また､各少数民族の言語

の役割が認知 ･尊重されてはじめて､国内における (国家の中の各少数民族間での)

バイリンガル状態や (他の国家語との)国外でのバイ リンガル状態を維持 ･発展させ

ることが可能になってくる｡つまり国家語は多言語 ･多文化を背景とする環境の中で

大切な機能を有することになるのであるO更に科学やマスコミなどの分野での役割も

忘れてはならない｡制定から出発 して現実化するまで､想いや願いから始まってそれ

が実際に可能になるまで､その可能性や進展度にも左右はされるが､国家語とはその

機能や役割を全 うすることで日常のあらゆる場面で活動範囲を広げてゆき､さらには

国家レベルから国際レベル-と活動の場を伸ばしていくのである｡成立したばかりの

国家や発展途上にある国家にとっては､前述のレベルに到達するまでには多くの困難

と立ち向かうプロセスを経なければならない｡ しかし経験から言えることは､それを

実現するには他に道がない､とい うことである｡

3.特徴化と標準化

各民族国家で事情やレベルの違いはあるものの､国家語として制定された言語が既

にかなり発展 した段階にある言語である場合もあれば､国家語としての機能を果たす

に相当しないにもかかわらず制定されてしまった言語の場合でも､最低限の条件はク

リアしなければならない｡研究者は以下の 7つの項目を少なくとも満たしていなけれ

ばならないと主張している｡

･ 客観的に見て圧倒的多数の人がその言語を話 している

･ 言語を使用 している密集地域が存在する

･ 文字がある

･機能を担った言語として使用されたことがある

･ 民族と国家に関する認識が意識化されている

･ 自らの言葉として使用 していくニーズがある

･ 文学言語としての形式を有 している(8)

上の条件は､国家語を選別するにあたって他の各少数民族後と比較する際に適用さ

れるし､標準語と方言を区別する根拠としても使われる｡一般的には､比較的発展

していて広く使用されている普通語 ･教育文学言語が国家語として選び出される｡

しかし､発展の進度や標準化の度合いにレベル的な差異が伴 うことは当然のことで

ある｡例えば我々のベ トナム語にしても､1945年の8月革命の後に国家語とし

ての機能を賦与され､それから長足の発展を遂げたのである｡軽蔑される位置にい
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たが､そこか ら主体性 を持って､普及度を高め､急速に普通語化 し､慎重に標準化

を進めてきた結果､正当な地位につ くことができたのである｡具休的には､標準的

な発音 ･正書法 ･単語の原義 ･科学技術用語などが 日進月歩に勢いで発展 して言っ

たのである｡担 うべき機能が 日増 しに増加 ･多様化 ･深化 してい く状況の中で､ベ

トナム語は､活動の規模 ･標準化の精度 ･(言語 としての)構造や機能を発展 させ

て今 日のようにグローバルに対応できるほど成長を果た した｡国家語としての構造

の特徴や標準化の精度に関 して検証す る場合､我々は基層の方言や基層の国家語を

確定する作業にまず直面することになろう｡基層の国家語は､イン ドやカナダのよ

うに複数の言語を国家語 として公認 しそれを国際的なコミニュケ-ションツール

としてみなす国家語 とは､まった く別のものである｡基層の国家語 とは通常自らの

言語 (MotherTongue)を指すO国家語の中に多 くの方言があってその方言同士も

まったく異なるような場合､普通は基層語の方を選ぶ｡例えば､中国の普通語 ･国

家語は､漢語だけではな く標準漢語 もふ くまれ るのである｡｢北京発音を標準発音

とし､北部語を基層の方言 とし､現代典範の口語体文学作品に準拠 して文法典範 と

する｣(中国国務院の普通語普及に関する指示(9))0

あらゆる言語､なかでも国家語にとって､(言語的)構造を完成 させ標準化 させて

発展することを完遂することは､決 して歩を休めることなく継続 していかなければ

ならないプロセスの一つである｡国家語の発展段階がまだ (国家語の)機能に託さ

れたニーズに追いつかない場合､つま り構造的 ･機能的に不十分の状態にあっては

今後徐々に発展 していかなければな らない､とい うことを示唆 しているのである｡

このよ うな状況の中で国家語の標準化に関 して常に留意 しておかなければならな

い点として次のような基本的なア ドバイスがある｡｢言葉の使用頻度から標準規定

を設ける際は､使用 された出所に信想性がなければならない とい うことであるO広

い範囲にわたって使用 されていれば一般的に言って言語の標準規定に合致する｡不

明な点が少 しでもあれば､信頼のおける出典 一 文学､書籍､正式な公文書､最新

の新聞､科学や行政な どの専門用語資料 一 に立ち返る必要がある 10｣｡国家語を

標準化することは､言語政策がもっとも留意すべき国家語にかかる中心問題である｡

1･ (ロシア語判読不可)NhOngcos8cdangnngOhQCくねicLJdng(言語学大

綱基礎)p315 DH&THCN出版 1984年

2.作者､作品 同上 p367-368

3･HoangTue Ng6nngOv畠ddis6'ngx畠hSi-V畠nh6a(文化 と社会文化生活)

所収の Th6'ngnha'tv畠dad尋ngtrOngm¢tng6nngOqu6'cgianhi占u

ng6nngO(多言語国家の言語の統一と多様性) GD,H出版 1996年 p53
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4.ベ トナム語プログラム(1946-1947年度)に関する教育省の 1946年 9月 10日付

け議定書

5.E･G.TumanjanCanhhu6'ngv畠ch('nhs畠chng6nngO (言語の政策と傾向)

所収のCdcd串Olu卓tv占ng6nngOv畠khan畠ngthVcthichLjng(言語に

関する各法律とフィージビリティスタディ)社会科学出版 1977年 p210

6.E.G.TumanjanC畠C(ねoluatv占ng6nngOv畠khanangthVcthichLlng(言

語に関する各法律 とフィージビリティスタディ)

7.前掲書 plO8

8･ (ロシア語判読不明 1.と同人物)Canhhu6'ngvachI'nhsdchng6nngロd

Li6nbangNgaTr等ngthaivaviきncanh(ロシア連邦ににおける言語の傾

向と政策 - その実態と展望 -)前掲書 pl15

9･LeXu会nThaiから引用 V占chI'nhs畠chng6nngOv畠ntLJTruongQu6'C

(中国文字言語政策に関 して) T畠ili卓udさはi(テーマ資料) p4

10.(ロシア語判読不明 1.と同人物)前掲書 p351(解剖学の名詞 1963年)
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:･題名 ‥GidithieuchungvegiaodLJCVietNam■

i･出典 ‥TSngketln畠m(1990-2000)X6amdchav畠ph6'C卓pgidodUCtie'uhQC

(非識字撲滅 と小学校教育普及の 10年 [1990-2000]の歩み)

･著者 :Phqm MinhH尋C

･出版社 ‥NXBchI'nhtri.qu6'cgia 2000年

■日日■=■=■■●◆

2. ベ ト ナ ム の 教 育 lこ関 す る - 舷 的 な 紹 介

翻訳 :那須泉

2.1. 1945年以前 の教育体 系の 歴 史の特徴

ベ トナムの教育体系の歴史を研究 した業績か らわかることは､ベ トナム民族は伝統

的に学問好きであるが､数千年の歴史の中で 1945年までの間に 1000年以上外国に統

治 された国家なので国の教育基盤 を構築す ることを著 しく阻まれ国学 とい うべきもの

がいまだに存在 していない､とい うことである｡

2.1.1.北属 (訳者註 :中国に支配 されていた期間のこと)期【紀元前 111年か ら西暦 938

年まで】において､封建的 ･植民地的勢力は､統治機構の中で青少年が忠実に服従す る

よ うな教育を行 うべ く公立 ･私立の学校 を作った｡その教育の内実は "士族政策"の

実施である｡"士族政策"とは即ち旧家の子弟 を無試験で入学 させある程度の水準まで

の教育を受 けさせて官吏の仕事に就かせ る､ とい う意味である｡その後､上層階級の

ベ トナム家庭のごく一部の子弟のみが中国人の学校に行 ってよ うや くまともな勉強が

できた｡ この時代のベ トナムにお ける教育体系に関す る資料は今 日まで見つかってい

ない｡唐の時代 (618年～907年)になってようや く史料が存在す るのだが､それによ

ると､中国は士族制度 を廃止 して新たに試験制度 と導入 し､進士 とい う学位 を設けて

優秀なベ トナム子弟たちを中国に行かせて受験 をさせた｡ 当時のベ トナムにおける学

校 とは､小学校 (15歳以下)か ら大学 (15歳以上)まで中国の教育を模倣 したもので

あった うえ､ ごく少人数 しか入学が許可 されなかった｡

2.1.2.民族の独立が始まる時期まで､つま り呉朝 ･丁朝 ･前賛朝 (939年～1009年)

の間は､勉強の場は私立の学校か寺子屋であったがあま り発展は しなかった｡李朝 (ll

世紀)に時代になってよ うや く朝廷が率先 して首都タンロン (訳者註 :現在の- ノイ)

に勉強の場を集中 して設けるよ う本腰を入れ始めた｡具体的には､1075年に皇族の子

弟を教育す る ｢国子監｣が建て られた｡1253年には陳朝が国子院を建て､封建制度化

の官吏を養成す る目的で皇族の子弟 のみな らず一般家庭の優秀な子弟 を受 け入れた｡

1397年にはチャン トウアン トン(TramThuanTon)が郡単位で公立学校 を開校す る

詔を発表 した｡繁朝 (15世紀)の時代 になると､一般家庭の子弟が就学す る枠がよ り
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一層広がった｡一般的に言って､ この時代 には､王家が直接管理す る首都の国子監 ･

町や郡や省が建てた公立学校 (具体的な学校数は不明)･私人が運営す る私立学校な ど

のよ うな各種類の学校が存在 していた｡封建的な各朝廷のもとで 10世紀近 く続いたこ

の各種の学校体系は､封建的な官吏を養成す るとい う制度的な制約 があることは否め

なかった｡

2.1.3.植民地制度の初期段階 (19世紀後半以降)には､フランス植民地勢力はグェン

朝の儒学による封建的な教育基盤 を踏襲 した｡1917年になって初めての教育に関す る

法律 を公布 した｡この法律 に したがって 1919年か らは漢字 を学ぶ学校 と郷試 ･会試 ･

廷試 (訳者註 :ベ トナムの各種科挙試験)制度 を完全に廃止 した｡それ以降の教育体

系はフランスの教育体系を模倣 した｡ この制度に したがって､人 口が多い幾つかの村

では小学校低学年 レベルの 3年教育初等学校 が､地方の村役場 ･町役場所在地には 6

年制小学校が､幾つかの大都市には 4年制′ト学高等学校 (現在の中学校に相当する)

が､そ してハ ノイ ･フエ ･サイ ゴンにはそれぞれ 3年制の高中学校 (現在の高等学校

に相当す る)が 1校づっ建て られた｡

20世紀初頭になるとフランス植民地政権は専門学校 を数校増設 し始めた｡最初の 30

年間､それ らの学校はすべて (公務員を養成す る)職業学校かあるいは (中級 レベル

の技術系幹部を養成す る)専修学校であった｡1908年 これ らの学校の うち数校が合併

して総合大学 と称 されたが､実際には 1919年になって理学 ･化学 ･自然科学 (後に理

学 ･化学 ･生物学 と改称)分野の最初の大学予備 クラスが設置 された｡1923年には医

者養成 クラスの募集を開始 し､1941年には法科大学 と科学学士養成学校が､1942年

には農業技師養成学校が相次いで開設 されたO これ らの各大学は統合 されてイ ン ドシ

ナ大学 となった｡ただ し1939-1940年の学生数はわずか 582名であった｡

このようにフランス植民地下のベ トナムにおける教育は指導を受 けての学校建設で

あったので､縦に深化す る教育ではな く横 に広がる教育 しか発展 しなかった｡つま り

最も多 く開設 されたのは小学校低学年の 3年間に相当す る初等学校であったのである｡

表 1. 1941-1942年度のベトナムにおける普通教育情況 (インドシナ統計年鑑による)

学校の種類 公 立 学 校 私 立 学 校

学校数 生徒数 学校数 生徒数

高中学校 3 652 49 ll.203

高等小学校 16 5.521 234 29.573

小学校 503 58.629 906 48.765

初等学校 8.775 486.362
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この資料か ら当時の教育の規模がいかに小 さかったが読み取れ る｡つまり､人 口 (当

時は約 2200万人)のわずか 3%しか教育機関で受け入れ られず､それ も植民地の統治

機構に従属する教師 ･技術者 ･下級官吏を養成す るのが主な 目的であった｡ これでは

教育 と呼ぶ ことができる根拠がまった くないに等 しい｡ これ こそが植民地下の開化政

策だ と思慮が十分でない人たちだけが信用す る程度の数 しかない学校なのである｡

2.2.愚民政策への対策

植 民地主義者たちが学校を開 くことは､下僕 と同化のための教育政策であ り､その

実態は愚民政策をを実行するのが 目的であった｡フランス植民地主義者の侵略行為は

1858年か ら始まったが､1886年には (その行為は)｢教員たる者の使命｣であると断

言 し､1919年イン ドシナ全権総督は漢字を学ぶ学校 と漢学による科挙制度の完全撤廃

を命令 した｡その時ベ トナムの愛国者や知識人たちは ｢開化政策｣ と呼ばれているも

のの本質を完全に見抜いていた｡

グェン アイ クオック (NguyenAiQuoc)が 1921年から 1925年にかけて執筆 した

『フランス植民地制度草案』 とい う有名な作品の中で､彼は ｢開化主義者｣について

第 5章を､｢愚民政策｣について第 9章をわざわざ割いている｡そこでは ｢統治 しやす

いよ うに人民を愚かにさせ る｣ことこそがわが国の植民地権力者たちが最 も好んで使

う政策であることを喝破 している｡彼は､その典型的な例を幾つか描写 し人民が植民

地主義者たちに弾圧 され軽蔑 されている状況を次のように述べた｡｢肌が白い人たちは

間違いなく開化主義者であ り､ どんなに野蛮なことしても最 も文明的な人間であるこ

とには変わ りがない｡文明的で金ぶ くれ した彼 らは､フランス国内の世論を懐柔 しつ

つその一方でアンナン人か ら巧妙に搾取できるように､酒 とア- ンでアンナン人を毒

漬けに したばか りでなく愚民政策を徹底的に推 し進めたのである｡｣ 1)

グェン アイ クオ ックはフランス議会 とべ/レサイユ会議に出席する代表団に宛てた

建議書の中で 8つの要求を掲げた｡その 6番 目の要求が ｢勉強をする自由を認めるこ

とと職業訓練学校 と専修学校を全省に建設す ること｣ 2)であった｡

さらに 1930年には､イン ドシナ共産党が設立 した 日のスローガンの中でグェン ア

イ クオックは ｢全民教育を実現 しよう｣と呼びかけた｡これはすなわち教育の普及を

促進 しなければな らない､ とい う意味である｡

新生ベ トナム国の独立宣言 (1945年 9月 2日)の中で､ホ-は植民地主義の罪業を

総括 した｡つまり ｢ア- ンやアル コールを用いてわれわれ民族の血 を根絶や しにさせ

る｣とか ｢愚民政策を実施 している｣ 3)と述べたのである｡具体的に言えば､新聞の検

閲制度や報道の制限を糾弾 し､教育が横に広がる形での発展を主張 し､学校､特に初

等学校の開設を要求 した｡愚民政策が推 し進 められた結果､1945年には 95%以上の人

民､特に女性 と少数民族が非識字者 となって しまったのである｡また学校の授業の内
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容 といえば､ベ トナム民族の歴史を軽視 しベ トナム語を大切な言語 とはみな さずまる

でひ とつの外国語のように扱い､教科書の中ではベ トナムについては決 して触れるこ

とはな くフランス領イン ドシナのことだけ しか書かれていない｡つま り､生徒や学生

の民族意識を消 し去ろ うとい うことを図ったのであった｡

1907年になると､憂国の知識人たちが ドンキン (東京)義塾学校 を開設 した｡その

目的はクオ ックグー文字で勉強を し､工業を振興 させ､青年の心の中に愛国 と民族の

精神 を広げることであった｡1926年から 1935年にかけて青年か革命ベ トナム協会が

労働者 と青年たちのためにクオ ックグーを学ぶクラスをた くさん開いた｡1930-1931

年の革命が高揚する時期に無学者対策運動が強力に推 し進められた｡

イン ドシナ共産党は党が設立(1930年)してか ら一貫 して愚民政策に反対 してきたO

反対することが民族解放闘争の一環であって祖国の独立を勝ち取るよう人民を奮い立

たせ るのが 目的であったか らである｡そのことを裏付けるように当時のスローガンは

｢奴隷的な植民地教育を打ち破 り国民教育を打ち立てよう｡すべての労働者の子供た

ちは母語で学び 16歳までに技術を習得 しよ う｣であった｡

1938年にはクオ ックグー普及協会が首都 をは じめ多 くの都市 と省に設立 され､数万

人がそこで学ぶようになった｡協会は文字を学ぶ ことと植民地主義に反対 し独立を獲

得する闘争を盛 り上げてい くこととを結びつけて活動を展開 していった｡｢すべての人

たちに学校を｣､｢教育を広めよ う｣､｢無学の困難に抗す るために｣ とい う喫緊の要求

を掲げたことが､結局は 8月革命の勝利 とベ トナム民主共和国の成立に大いにするこ

とになった｡

2.3.クオッククー普及協会 (1938-1945年)4)

1936年から 1939年の間､政治状況を好転 させるためにベ トナム共産党は政治活動

の条件の一部を公開す るべ く多 くの書籍や新聞を出版 したo しか し95%の人達が非識

字者だったので革命を宣伝す る書籍や新聞はその効果を十分に発揮することができな

かったOそこでチュオン チン(TrLJdngChinh)氏の提案で､北部共産党執行委員会は

無学者を一掃する公の組織を設立す る決定を下 したのである｡

1938年 7月 29日にクオックグー普及協会が設立 され､愛国的な知識人で学識が深

く模範的な道徳を身につけているグェン ヴァン トー(NguyenV畠nT6')氏が北部ク

オ ックグー普及協会の指導者 として迎え入れ られた.協会の 目的は､(D日常生活の中

で必要 とされる常識を身につけられ るように自らの言語の読み方 と書き方をベ トナム

人に教える ②あらゆる人達がクオ ックグー文字を書けるように支援す る であったO

協会の活動内容は以下の 4点である｡

● 教室を開設する

･ 初等クラスでは､クオ ックグーの読み書きを練習 し､足 し算 と引き算の 2つの

計算方法をできるようにする｡
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･ 上級 クラスでは､クオ ックグーの読み書きを完全に身につけさせ､加減乗除の

4つの計算方法 と若干の常識 を教える｡

非識字者を迅速且つ確実に無 くしていくために､協会で字を覚えた人達が周囲の非

識字者たちに今度は字を教えるように努力するよう協会は指導 した｡

● 一般的な常識 を教え普及させるために､演説会を催す

● 教室で学ぶ補助教材の書籍を出版す る

･ 歴史､地理､衛生､科学の常識 を広 く普及 させ るために各種書籍を編集 ･出版

するよう協会は指導 した｡

● 2種類の市民図書館を建設する

･ 各地に図書館を建設 し､本の貸 し出 しや読書会を行 う

･ 移動図書館

このよ うに協会の活動内容は様々で多岐にわたっていた｡ しか し､協会は最初はハ

ノイ と遠隔地の省に教室を開設す ることだけに活動を絞 り込んだOその教室を核 とし

て他の遠隔地や村々に徐々に広めていくつもりだったからである｡

協会の 7年間 (1938年～1945年)の活動は 3つの時期に分けることができる｡

第一期は 1938年 8月から 1940年 9月までである｡協会の活動は狭い範囲で制限が

あった｡協会が正式に発足 して最初の会議が開催 された時､新聞委員会か ら次のよう

提案があった｡まず 1日も早 く初等 クラスを開講す ることに取 り組み､その後に宣伝

や運動を行って新聞協会 と一緒に活動できる学生や生徒に参加 してもらう｡委員会は

次のような活動を進めなが ら教育を行 う :

･ 各街頭､学校､公共機関に出向いて､ゴーチャム (NgoTram)区のタンロン

(ThangLong)私塾協会 と-ンクア ッ ト (HangQuat､現在の HangQuat通

り)の智知会館に来てもらうよ う呼びかける｡

･ 教員養成のための人員を募集す る

･ 非識字者が学校-行 くよう奨励する

教える人を集めることは難 しくはないが､非識字者は貧 しくて食べていくのが精一

杯なので学校に通わせ ることは大変骨が折れ る｡

奨励委員会 と祝 日委員会が協力 して協会の基金を設立する際に以下のような基金の

使途 を考案 した :

･ 会員から毎月充分な額の基金を徴収する

･ 篤志家か らの募金 を募 る

･ お楽 しみ会や映画上映会を開いてチケッ トを売 りさばく

協会はホアン スアン -ン(HoangXuanHan)氏の編集によるテキス ト｢クオ ックグ

ー文字｣を印刷 した. この本は 2部に分かれていて､第-部は新方式でクオ ックグー

を覚えさせ る教え方を教員向けに解説 し､第二部は文章 ･応用問題 ･読解文を生徒向
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けに編集 してある｡

協会の字を覚えさせ る方法 とは ｢読み上げて言葉にす る｣もので､｢一文字 ごとに読

んでいく｣旧来の方法 とは異にす る｡ この新 しい方法は古いそれに比べて理に叶って

いる うえに簡単であるとい う利点がある｡学ぶ順番 としては､画数の少ない文字 と字

数の少ない単語 を最初に習い､(声調が違っても)同 じ綴 り字は同時にまた連続 して学

ぶようにする｡

学習者がす ぐに暗記 して長 く記憶にとどまるよ うにそ して早 く字が書けるよ うに楽

しく学ぶために､教員は応用問題で文字 ･綴 り ･単語 を教 える時に文章 を読む ことと

と単語を学ぶ ことをセ ッ トに して行 うよ う生徒に指導 している｡最初の単元の終わ り

では､習ったばか りの文字を表現 した以下の ような歌文句を先生のあとについて生徒

が復唱す る｡

･iとtは両方 とも同 じ鈎がついてるよ､ iは点のついた短いのが､tは横に長

いのが｡

･Oは鶏の卵みたいにまん丸､6は帽子 をかぶっているL dは髭が生 えてるよO

この新 しい教え方は楽 しく学びなが ら覚 えやす くて記憶に残 る｡ この方法でクオ ッ

クグー文字を覚えれば学習時間はわずか 80時間ですむ｡ 1日4時間勉強 した として

20日間 さえかければ非識字の関門を突破す ることができるのである｡ しか し学習者の

ほとん どは重労働者なので 1日せいぜい一時間半か ら二時間が限度である し毎 日連続

して学び続けることはできないので､協会は 1期の期間を 3ケ月か ら4ケ月 と定めた｡

ホアンスアン- ン氏の暗記方法 とテキス ト ｢クオ ックグー文字｣の使い方に関す る

第 1回講演会を教育委員会は 1938年 8月 19日に行った｡次に実際の現場で教える前

にこの方法での教育の仕方に習熟 させ るため､教員集会を開催 した｡

第 1期は 1938年 9月 9日に開講 し､智知会館 とタンロン学校を合わせて 800名の

生徒が集まった｡そのほとん どが船大工で残 りは近隣の家事手伝いの人達であった｡

教員は 30名が集ま り､そのほとん どが現役の生徒や大学生で一部現役の教員や公務員

などが参加 していたO

カ リキュラムを順調にこな していった第 1期は 1939年 2月 8日に修了 した｡協会

は課程修了の 日に 2種類の正規修了試験を実施 した｡暗記試験 と (質問な しの)読み

方試験は必須試験で足 し算 ･引き算試験は選択試験であった｡

その後で賞品授与 と証明書交付式を執 り行い､生徒 と教員 を激励 し次の期- とつな

ぐため各階層の人民にアピールを行 った｡

第 2期は4つの学校 (既存の 2校 に- ンコッ ト [HangCot]通 りのグェン グァン

トン【NguyenVanTong】私塾 とフックサー [Phucxa]海岸の学校が加わった)で 1939

年 3月 10に開講 した｡1000人の生徒 と45人の教員でカ リキュラムをこな し 1939年

7月 20日に修了 した｡

第 3期は 9校 (現在のチャン ニヤン トン【TranNhanTbn】街のチ- トン[TriTon]､
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フエ市のタイン ニヤン【ThanhNhanL ロー ドウツク【LoDuc】街の ドンズオン【Dong

Duong】とベ トナム､ハ ンコツ ト【HangCot】街の ドンタイ【DongTay】の各私塾が加わっ

た)で 1939年 9月 10日に開講 した｡ この期は生徒が 1200人 と教員が 60人で 1940

年 1月 21日に修了 した｡

第 4期 は､第 3期 とほぼ同人数で 9校で 1940年 10月に開講 し 1940年 7月 5日に

修了 した｡

第二期は 1940年 10月か ら 1944年 7月までの間で､協会の活動は更に各省-と拡

大 していった｡第 5期の半ば頃の 1940年 11月までに､バ ックマイ【BachMai】のコン

イ ックlCongich]区､イエ ンフ【YenPlm ]のダオタイン【DaoThanh]区､タイ--[Thai

Ha】の ドンクアン【DongQtlang】区､カ ウザイ【CauGiay】の ヴァンダン【vanDang】区な

どのほかクオン トウォンtKhuongTlm ong】､クオンハ【KhuongHaL キムルー【KimLuL

イエ ンタイ【YenThaiL トウイ クエ【thuyKhueL コ-ニュエ【CoNhue】などの各村へ

と活動を広げていった｡

1942年か らは協会の運動は更に活発 にな り各省に支部 を設け､農村部でクオ ックグ

ー を学ぶ教室 を開いて普及が一層広まる基盤 を固めた｡協会は各省 の当局者 と直接問

題 を提起す る一方で､イン ドシナ財政経済運営会議のメンバーで もある会員に全国 レ

ベルでクオ ックグー学習を広めてい く提案をその会議でもしてもらうよ う依頼 した｡

書物 を読みたがる民衆の熱い思いを前に して､当初フランス植民地権力者は断固と

してその要望に耳を傾 けることを拒否 していた｡ しか し､北部 クオ ックグ普及協会が

幾つかの省に支部 を設立 しハー ドン(HaDong)､ ソンタイ(SonTay)､バ ックニン(Bac

Ninh)､フンイエ ン(HungYen)の各村に 8つの学校 を開校 したため､各省に支部を置

く直前になって､結局はフランス側 は承認せ ざるを得なくなって しまったo

組織固めをす るほかに､ 日に 日に活動が広がってい くのに伴 って発生する新 しい問

題 に対応できるよ う以下に掲げるよ うな業務の専門性 を深めることにも注意を払った｡

･内容の充実

初めて学ぶプログラムの他に､既に非識字状態か ら完全に脱 して生活 に必要な一般

常識 を更に学ぼ うとす る人達のための "高等"クラスのプログラムを立ち上げた｡1941

年初 めには教育委員会は教科書編集委員会 と協力 して新たな 2冊のクオ ックグー文字

の教科書 を編纂 した｡それは石版で活字が組まれた ｢初めて教壇に立つ教師向けの教

え方｣ と ｢クオ ックグー文字｣の 2冊であった｡両委員会は更に ｢協会の教員が知っ

てお くべ き諸事項｣も出版 した｡ この 3冊は教 える者にとって､特に教える訓練を受

けていない人に とって教 える際の拠 り所 となる本だったので大変有益な指導書であっ

た｡

･教員養成

第 7期 (1941年)か ら､教育委員会は教員養成クラスを開設 し､1週間か ら 1ケ月

の期間で活動 を行 った｡参加者は理論 と実践を研究 した後､各々の経験 を発表 し情報
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交換 を行った｡また､委員会か らのア ドバイスや 『犠牲 ･固い決意 ･規律 ･親愛』 と

い う標語 を通 してチャレンジ精神 を高揚 させ る話を聞 き心構 えや考え方 を養 うことも

怠 らなかった｡

第 10期の最終 日 (1943年 5月 30日) と第 11期の最終 日 (1943年 11月 20日)

に､教育委員会は教員が専門的な経験 を共有できるよ う教育委員会の活動展示会 を広

報委員会の協力を得て開催 したOまた､｢民智を高めるため非識字状況を蔵滅 させ る｣

願いを親愛の精神 と団結力で民衆に広報活動 を行 った｡

第 12期は 1944年 6月 15日に修 了 した｡協会が設立 してちょうど6年が経 ってい

たOその機会に協会は 1944年 7月 29-30日の 2日間全国教科会議 とい う大規模 な集

会を開催 した｡その 目的はこれまでの経験 を発表 し合い組織 と専門性 に関す る建設的

な意見を出す と同時に全国に点在す るクオ ックグー学習を普及 させ るメンバー間の団

結力 と活動欲をを高めることであった｡それ と併行 して協会はこの 6年間の実績を全

国に公表 し､非識字撲滅活動 を一層強化す るために新 しい精神 を注入 して活動プ ログ

ラムを決定 した｡

この集会には北部 と中部の各支部か ら 700人以上の代表が参加 した｡南部の代表は

参加できなかったので祝電 と書簡が送 られてきた｡会議 では ｢非識字を撲滅す ること

が国家の将来を建設す ることになる｣とい うスローガンを採択 した｡

全国教科会議では､現場での指導の レベル面､貧困層や非識字者 を支援 しよ うとい

う精神面､授業を通 しての経験面､教 える側 と学側の姿勢面において､飛躍的な成果

を刻 した｡

中部ではクオ ックグー普及協会が 1939年 1月 5日に正式に発足 したが､植民地政権

とその手先による日常的な妨害工作により1939年か ら 1942年の間はほとんど活動が

できなかった｡1943年の終わ りになってよ うや く活発な活動が始め られ るよ うにな り､

トウアティエン支部の他にタイ ンホア(ThanhHoa)､ゲアン(NgheAn)､--テ ィン(Ha

Tin九)､ビンデ ィン(BinhDinh)､カインホア(KhanhHoa)､ピン トウアン(BinhThuan)､

ニン トウアン(NinhThuan)､ダナン(DaNang)､ トウアンアン(ThuanAn)､ダラッ ト

(DaLat)の各省にも支部が置かれた｡1994年 9月現在で協会が主催す る教室で字 を覚

えた生徒数は 9458人に達 した｡

南部では正式なクオ ックグー普及協会は設立 されなかったが､実際は協会の方式に

則 って貧困層や無学者にクオ ックグーを教 える教室が存在 していたO これ らの教室は

一部の進歩的な学生や高校生の発案でサイ ゴン～チ ョロン地域で開始 され､それがメ

コンデルタの各省- と広がっていった｡彼 らは 1944年の終わ りにクオ ックグー普及協

会が設立 されたことを参考に用意周到な準備 を重ねていたのである｡

第三期は 1944年 8月か ら 1945年 8月の期間である｡1944年には決定的な大きな変

革が世界中で起こった年である｡ソビェ ト赤軍はファシス ト ヒ トラーを駆逐 した｡フ

ランスのペタン塊儲政権が崩壊 した01945年 3月 9日の夜半､ファシス ト日本はクー
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デタ- を起 こしフランス政権 を打倒 した｡ベ トナム共産党は国内外の情勢を的確に把

握 し､人民に対 して じ時宜を得た革命運動を指導 した｡

北部のクオ ックグー普及協会 も時流にのって活動の勢力を拡大 していった｡農村部

でのクラスを増設 していった一方で､各省 との連携 を強め新たな支部を開設 して非識

字者撲滅連動 に弾みをつけると同時に革命事業にも有利に働 くよう協力 した｡1944年

8月 27日に第 8期が開講 した後､理事会は大会を招集 して､これ までの協会の活動を

総括 し来年の活動プログラムを提出 し新 しい理事を選出す ることを決定 した｡大会は

1944年 11月 23日に開催 され- ノイや北部各省の代表 700名以上が参加 した｡

グェンヴァン トー(NguyenVanTo)会長は､各委員会の活動実績 ･収支状況 ･支部の

活動状況 ･この 6年間の成果について報告 したあと､1945年の活動方針 を提案 した｡

第 8期が開講す る直前に､- ノイの 4地区では新任教員の訓練 クラスと現教員の研

修 クラスを揃 って開講 した｡雨季の時期な うえに中心街か ら遠い ところで開催 したに

もかかわ らず多 くの参加者が クラスに足を運 んだ｡授業では講師の説明に耳を傾 け､

無学者 をな くす活動に青年達が参加す る意義について討論を重ねて､教壇に立つ意識

を高め学校建設 を推進す ることを確認 したO このよ うな動 きは､単にボランテ ィア精

神 で始めただけではなく国の将来に関わる社会変革活動の一環 として ｢人を愛す る｣

心か ら出発 しているのである｡青年連は努力 をす る中か ら無尽蔵の喜びを探 し出 し､

自らが成 し遂げた仕事の結果を前に感動す ることですば らしい国家的事業の一翼をに

なっていったのである｡

1945年 2月 18日に第 14期開講 を前に して､教育委員会は校長が研修す るための 2

クラスを開いた｡ クラスでは各地域の校長達が学校組織 としての諸問題や協会の学校

の運営方針を しっか り把握するための研修 を行 うことが 目的であった (これは 1945年

3月初旬に始め られ ることが決定 されていたが､1945年 3月 9日に 日本によるクーデ

ターが勃発 したために延期 を余儀な くされた)0

教育委員会 は協会 と教員の家族 との緊密 な関係 を構築す ることに注意 を払 った｡

1945年の春先､第 14期開講の前に協会は ｢教員家庭 との親睦の 日｣と題 して懇親会

を トウォンマイ(NguyenTrai地区の ThuongMai)､クオン トウアン(ChuVanAn地

区)などで開催 された｡会に参加 した教員家庭の代表者達は､ 自分の地域における無学

者撲滅の事業がすぼ らしい成果 を挙げてい ることを直接見聞す ることができ､自分の

家族がその事業の一翼を担っていることを確認 できた｡第一回 目の ｢教員家庭 との親

睦の 日｣結果 を出す ことができ､教員家庭や地域の人達に良い影響 をもた らした｡そ

のことがまた教員のや る気の原動力にもな り､協会の学校で さらに積極的に教 えてい

こうとい う気持ちを固めることに繋がっていった｡

この時期には中部のクオ ックグー普及協会でも新たな変化が起 こっていた｡1944年

10月 9日付 ｢東 フランス｣新聞に掲載 された統計によると､1939年か ら 1943年の間

の協会で学んだ総生徒数は 4558名であった｡ ところが 1944年の 1-9月の間だけで
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生徒数は 4900名に達 し､これまでの 5年間のそれ と比較 して 7倍の生徒数 となったの

である｡

それ に対 して南部 で は､人 口 4.612.136名 の うち就 学 年齢 に達 して い る者 が

2.038.772名であったが 1944年までに南部 クオ ックグー普及協会が受け入れた人数は

わずか 165.040名であった｡つま り就学年齢者の約 90%が非識字のままで､成人の非

識字者 もかな りの数にのぼっていたのである｡

そのよ うな状況の中で協会は協会の活動 に関心を持 って もらうために演芸会 ･映画

上映会 ･お話会の開催な どの多岐にわたる活動を展開 していった｡ これ らの宣伝活動

と併行 して教員の養成や教室の最低限の備品の準備作業も怠 らなかった｡そ して 1944

年の暮れにサイゴンーチ ョロン地域の 5カ所でクラスを設 けることができた｡

この時期にカン トー(CanTho)､ベ ンチ ェ-(BenTre)､ ミ トー(MyTho)､ ロンスエ

ン(LongXuyen)､サデ ック(SaDec)､ ビエ ンホア(BienHoa)などの各省で支部が相次

いで開設 された｡協会の下部組織は､多 くの地方の末端まで網羅す るよ うになった｡

例えば トウザ ウモ ッ ト(ThuDauMot)ではライテ ィエ ウ(LaiThieu)､ザ ウテ ィエ ン

(Dau,Tieng)､ベンカ ッ ト(BenCat)に､ ビエ ンホアではジーアン(DiAn)に､チ ョロン

にはカン ドゥオ ック(CanDuoc)やカンズオ ック(CanGiuoc)に､ザ-ディン(GiaDinh)

にはゴーズア(GoDua)､ゴー ヴァップ(GoVap)､ トウー ドクック(ThuDuc)に､サデ

ックにはカオライ ン(CaoLanh)やチャウタイン(ChauThank)に下部組織が作 られた｡

協会の生徒には､キン族以外の各少数民族 も多数在籍 していた｡

一般論で言 えば､南部のクオ ックグー普及協会は活動開始が遅かったので数的な成

果はあま り達成できなかったが人民の各階層の人達が集まる場所 としての影響力は充

分に発揮 した｡特に青年や知識人たちが社会運動に参加す ることによって愛国心や革

命事業-の意欲が高まったのである｡そ うい うわけで協会は設立時か らアメ リカの低

値政権の時代 まで不断かつ堅実的な活動 を続 けていった｡

南部が完全に解放 された (1975年 4月)後､ホーチ ミン市教育局は､クオ ックグー

普及協会の全会員をサイ ゴンーザ-デ ィン学務平民部に統合 し教育局の傘下にに置き､

その うち数名 を教育局の幹部に抜擢 し学務平民室での業務 に当た らせ ることを､1975

年 6月 10日付第 1/QD号で決定 した｡

協会の活動が成功 した原因 と身につけることができた貴重な経験 を以下の よ うにま

とめることができる｡

一つめは､ベ トナム共産党の賢明なる指導のもとで､我々は人民の心を一つに してク

オ ックグーを普及 させ る方針 を掲げ､元々備わっていた向学心を喚起 し多 くの人民の

ニーズに応えることができたO1930年か ら 1938年にかけて全国のいたるところで共

産党の幹部や党員達が直接または間接的に労働者のための教室 を作 ることに関わ り､

その結果数百人の人達が学びに来るようになった｡この教室が民衆の中で `̀発酵作用"

を起 こして､1938年以降のクオ ックグーを普及 させ る教室の前身 も しくは芽 となった
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のである｡8月革命のあ と国家主導による運動はますます活発化 し､ベ トナム民主共和

国の国民教育制度の中で成人の無学者のための公式的な学習部門 として位置づけられ

るよ うになった｡

二つめは､無学者 を撲滅す るとい う事業に誠心誠意貢献す るとい う当時の社会の中

では傑出 して先進的かつ愛国的な知識集団を形成す ることができたことである｡特に

注 目すべ きは協会の核 となる集団が青年達である点である｡ クオ ックグーを普及する

活動は､｢無知 とい う敵に抗す るJ事業を通 じて民智 を高め社会改革に貢献 し､一つ目

的に向かって 自らの知識 と労力 と時間 を自主的に費やす とい う高貴でかつ明るい一つ

の理想像を青年連にもた らす ことになった｡その結果青年たちは ｢犠牲､固い決意､

規律､親愛｣ の精神で非識字者 と民族の将来のために活動す ることになった｡そ して

最終的には8月革命の際､彼 らこそが際に最 も積極的な戦士 となってくれたのである｡

三つめは､1939年か ら 1945年にかけての民主的な民族革命の過程で､クオ ックグ

ー普及協会は国家 と各層の人民のために全身全霊をこめて革命に深 く関わっていった

ことである｡協会は当時の社会的階層のあ らゆる人達を巻き込むために､それぞれの

力量や才能に応 じて会員になれ るよ うに (名誉会員､永年会員､賛助会員､活動員､

参与な ど)工夫 をこらす こと方針 を打 ち出 した｡更に会員の能力に応 じた活動に携わ

れ るよ うさまざまな組織 (学生小委員会､婦人′ト委員会､公職小委員会､商業小委員

会､技術小委員会など)を作って､スムーズに活動に取 り組める方法にも熟知 してい

た｡それぞれの組織 に依拠 して各小委員会は委員会活動 を通 じて委員たちが協会-の

参加や支援に携わっていったのである｡それは "きれいな葉が破れた葉を包み込む"

精神で私人 としてまたは公人 として同胞 を助 けよ うとい う気持 ちの発蕗に他な らなか

った｡

協会を支援す るのには様々な形態があった｡上述 した以外にも､教室 となる部屋を

協会に提供 した り､書籍を印刷 した り､生徒用の文房具を提供 した り協会の活動に従

事 している人達に対す る無料検診 を行なった りして協会の経費節減に協力する人達が

少な くなかった｡

特に宣伝活動の結果､初級 クラスの開設にあたってはすべて人民が自らボランティ

ア として立ち上げに協力 して くれた｡教室を作った後に協会に報告があ り支援者や専

門家を派遣 して くれ るよ うに との要請があるのが常であった｡ このように封建的な植

民地政権のもとで多 くの障害があったにもかかわ らず､教室は存続 し発展 してい くこ

とができたのである｡

1)『ホーチ ミン全集』第 2巻 国家政治出版社､ハノイ､ 56,97,99頁

2)同書､第 1巻､435頁
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4)ファム ミン ハ ク(PhamMinhHac)編 『無知なる敵を繊滅 した50年』教育出版､
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