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多民族国家ベ トナム言語教育の光 と影

- ベ トナム北部山岳少数民族地域 をフィール ドとして-

オ寸上 呂里

序 章 研究の目的と方法

第 1節 研究の目的

第 2節 先行研究について

第3節 研究の方法

第4節 本研究でとりあげる少数民族について

第 1章 ベ トナム民主共和国およびベ トナム社会主義共和国における言語教育史概観

第 1節 ｢独立宣言｣以前のベ トナムの言語文化の歴史と教育

第2節 ｢独立宣言｣以降のベ トナム言語教育史

第 Ⅰ期 1945年～1954年/独立国家樹立期
// 11 ソ//グー

- 国 語の識字運動と民族語学習権の理念の提起

第Ⅲ期 1954年～1975年/南北分裂 ･ベ トナム戦争時

- 第 1次バイリンガル教育の試行と ｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動

第Ⅲ期 1976年～1980年代/南北統一国家確立期

- 第53-CP号決定公布と普通語普及

第Ⅳ期 1990年代以降/ ドイモイ期

- 民族融和の強調と第 2次バイリンガル教育の模索

第2章 多民族国家ベ トナムにおけるバイ リンガル教育をめぐる葛藤

一 北部山岳少数民族地域をフィール ドとして一

第 1節 第 1次バイリンガル教育の ｢失敗｣をめぐって

第 2節 バーべ-郡におけるフィール ド調査

第3節 フィール ド調査から明らかになったこと

おわりに
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第 3章 ドイモイ期ベ トナムにおける ｢国家語｣制定をめぐる葛藤

- 少数民族言語教育の課題を踏まえて-

はじめに

第 1節 ｢国語｣から ｢普通語｣-､そして ｢国家語｣- ?

第 2節 ｢国家語｣制定をめぐる論点

第 3節 ｢国家語｣制定をめぐる論点と少数民族言語教育の課題

補 論 比較考察のために

- 沖縄地域を視座 とした近代 日本言語教育史の検証から

第 1章 小学校 ｢国語科｣成立と沖縄地域 - ｢普通語｣概念に注目して-

第 2章 戦後沖縄地域の ｢学力問題｣における ｢言語問題｣

終 章
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序章 研究の目的と方法

第 1節 研究の目的

1945年 9月 2日､ベ トナム独立の父 ホー チ ミン (HoChiMlnh)はハノイのバーディ

ン広場で ｢独立宣言｣をベ トナム語で読みあげた｡その一節をあげる｡旺 (1)

1791年､フランス革命の人権と市民権の宣言も次のようにのべている｡

｢人は権利において生まれながらに自由､平等であり､かつ常に権利上の自由と平等

を取得せねばならない｡｣

これは何人も否定できない真理である｡

しかるに80年以上にもわた り､フランス植民地主義者は自由､平等､博愛の旗 じるL

を利用 してわが国土を略奪 し､わが同胞を抑圧 してきた｡彼等の行動は､人道 と正義に

全く背反するものであった｡

政治の分野では､彼 らはわが人民にひとかけらの民主的自由も絶対に与えなかった｡

彼らは野蛮な法律を施行 した｡(中略)

彼 らは学校よりも数多くの監獄を建てた｡彼等はわれわれの愛国者を情容赦なく殺害

した｡彼 らはわれわれの蜂起を血の海に流 した｡

彼等は世論をしめあげ､愚民政策を実行 した｡

この宣言は､ 日本が近代言語教育の一つのモデルとした宗主国フランスの ｢近代｣のあ

り様を照らしだす｡すなわち自由､平等､博愛を標樺するフランスの近代人権思想におけ

る ｢人｣の内に､被植民地で生まれ被抑圧民族 として生きる人びとは入っていなかったこ

とを｡ちなみにこのあと日本のイン ドシナ侵略に関する記述がつづく｡被抑圧民族 として

生きる者も ｢人｣であることを謳った ｢独立宣言｣を､ホー チ ミンはフランス植民地時

代 ｢劣等言語｣の位置に追いやられていた自らの民族語であるベ トナム語で読みあげた｡

以降ホー チ ミンはベ トナム独立とベ トナム語の地位を高めることは一体であるとの立

場に立ち､近代化を担 うより豊かなベ トナム語の創造を求めて自ら実践 した｡その一方で

被抑圧民族の立場からレーニンの民族 自決権の思想に深く共鳴 し､ベ トナム国土に多く居

住する少数民族の民族 自決権に留意 し､少数民族言語政策 ･教育政策を構想 していく｡

1946年11月 8日公布 されたベ トナム民主共和国憲法第15条は､｢すべてのベ トナム公民は

一律に小学校の義務教育を受け､各少数民族公民は､各地の小学校において､自民族の言

語をもって学習する権利を有する｡｣と定めた｡
さなか

ベ トナム戦争の最中にベ トナム教育史研究を行った広木克行は1975年の論考注(2)で､少

数民族に対する政策が民主主義の試金石 となるとし､ベ トナム民主共和国が取 り組んだ少
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数民族の自治権の保障と民族文字の創造の試みを､国民教育思想と民族自決権の思想とが

統一的に追求されたものとして高く評価 した｡20年余を経て伊藤正子は同じこの試みに対

して ｢少数民族側の要求の伴わない国家主導の民族語政策の末路であった｣托 (3)と否定的

な評価を下している｡その間には1978年から1989年にかけたベ トナムのカンボジア侵攻や､

ベ トナム社会主義国家のモデルであり言語政策理念の拠所となったソ連邦の1991年の崩壊

等があった｡

他国の侵略に抗 して独立国家を維持する国民形成 と､多数民族キン族 と53の少数民族

(人口の約14%を占める)からなる多民族国家としての国民形成という目標を統一的に追

求 しなければならなかったベ トナム言語教育史は､理念と実践の狭間でさまざまな矛盾を

孝んだ歩みであった と考えられ る｡ なお現在 もベ トナムは､少数民族地域において
バ イ リ ン ガ ル
2言語併用言語教育 (以下バイリンガル教育として述べる)を模索しつづけている｡

2004年国連が発表 した 『人間開発報告書』は､｢民主主義が十分に確立された国々でも､

広範にみられる排除の主要な原因は､単一言語政策である｣江(4)と指摘 している｡ 日本も

単一民族国家幻想に支えられ単一言語教育 (-国語教育)政策を採 りつづけてきた国の一

つである｡その矛盾がさまざまな形となって顕れた沖縄地域の言語教育史の検証からは､

｢内に根のある語｣(柳田国男)の尊厳と平等が保障されることの必要性が浮かびあがって

くる｡こうした歴史を踏まえ､グローバ リゼーションを背景に今後 日本がどのような言語

教育を展望するかについては､多言語多文化教育の課題 として､言語権の課題 として､ま

た ｢言語と学力｣をめぐる課題として実践の場で問われつづけている｡

本研究は､沖縄地域を中心とする近代 日本言語教育史の検証で得た視座を基底に置きな

がら､少数民族の言語 と文化の権利を憲法で掲げてバイ リンガル教育モデルを試行 ･模索

してきたベ トナム民主共和国およびベ トナム社会主義共和国における言語教育史をふ りか

えり､その矛盾 と課題を少数民族地域におけるフィール ド調査に基づき検証するものであ

る｡近代言語教育が直面せざるをえなかった矛盾や課題を複眼的に考察することによって､

単一言語教育 (-国語教育)モデルとは異なる多言語多文化共生時代を切 り拓く新たな言

語教育モデル-の展望を得ることを目的としている｡｢国語教育｣研究に関わってきた筆

者としては､こうした複眼的考察によって近代国民国家と歩みを共にしてきた制度として

の近代言語教育の可能性を探究していきたいと考えている｡

沖縄地域を中心とする近代 日本言語教育史の検証を重ねてきた筆者等が､複眼的な考察

を志向しベ トナム民主共和国 ･ベ トナム社会主義共和国 (以下ベ トナムとする)における

言語教育を比較の対象とし､とりわけ少数民族地域をフィール ドとしたのは以下の2つの

理由からである｡

1つめの理由は､ベ トナムが日本と対偶関係にあると同時に､沖縄地域と相似的関係に

あることである｡ベ トナムは日本 と異なり被抑圧民族の立場から独立国家を樹立し､民族

語の権利を掲げて近代言語教育を構想 していった｡琉球処分によって沖縄地域を､そして
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台湾を領有 していく過程で､近代言語教育を構想 し単一言語教育政策をとってきた日本と

はいわば対偶関係にある｡一方中国やフランスに対 しては被抑圧地域であったベ トナムは

少数民族地域を抱え､中国 ･フランス対ベ トナムという関係性のみならず､多数民族キン

族対少数民族という二重の緊張関係を辛みながらバイ リンガル教育を試行 していくことに

なる｡被抑圧地域という意味において沖縄地域は､ベ トナム全体と響きあうが､さらに対

国家という意味では少数民族地域と響きあう｡対少数民族地域 という関係性においてベ ト

ナムの言語政策はどのように立ち現れ､その言語教育の歩みはどのような矛盾 ･葛藤を孝

んできたのであろうか｡こうした二重性に留意することによって､近代言語教育史の普遍

的な法則性や矛盾 ･課題により深く迫ることができるのではないだろうか｡

2つめの理由は､ベ トナムと沖縄地域との歴史的文化的地理的関係性の深さである｡か

ってベ トナム (安南国)と沖縄地域 (琉球王国)とは同じ中国冊封下にある兄弟国同士で

あった｡文化的にも漢字文化圏に位置しながら各々固有の言語文化を発展させ､公的な文

字文化である漢字文化とどのように対峠 していくかという共通の課題を持っていた｡また

双方とも大国に翻弄された歴史を持ち､ベ トナム戦争 (ベ トナムでは抗米救国戦争と呼ぶ)

と沖縄戦という悲劇を体験 し､その痛みは言語教育史にもさまざまな形で現れている｡ベ

トナムではベ トナム語は ｢劣等言語｣とされ､沖縄では ｢方言札｣(罰札)が用いられ学

校での母語の使用は固く禁 じられた｡こうした痛みを共有する地域同士が相互的対話的研

究交流を進めていくことで､アジア地域における ｢新たな共同性｣(冨山一郎)注(5) を育み

たい｡

また沖縄地域 (琉球弧)は､多くの島々毎に異なる文化や言語を育んでいる多言語多文

化地域でもあり､多くの少数民族が国境を越えて居住する東南アジアにひらかれた場所に

位置する｡沖縄の詩人 高良勉は､沖縄地域における多言語多文化性を積極的にとらえ､

複合文化の可能性に注目する立場から､つとにつぎのように語っている｡ (高良勉 ｢闇の

言葉を解き放て｣沖縄の郷土月刊誌 『青い海』(第125号､1983年8･9月号)

私たちは東南アジアを初め､世界の多民族国家の言語教育における試行からもっと多

く学ぶ必要があるのでないだろうか｡その点､研究者の立ちおくれの責任は大きいと言

えるだろう｡

本研究はささやかながら､そして遅ればせながら､こうした ｢立ちおくれの責任｣を省

み沖縄地域における言語教育研究要求に応えるものとして構想 している｡

なお本来ならば､近代 日本言語教育史の検証において､アイヌ民族に対する言語教育史

の検証は必要不可欠であるが､ひとまず本論考では､筆者の生活する場であり､人びとの

思いや動向を肌で感 じることができる沖縄地域を中心とした検証を補論として掲げた｡ア

イヌ民族に対する言語教育史の検証は今後の課題 としていきたい｡また近代 日本言語教育
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史の検証に関しては､補論に掲げた論考の他に､｢地域の言語文化と近代学校 - 八重山地

域における近代学校出立の頃 - ｣(『琉球大学教育学部紀要』第63集､2003年､1-16頁｡

加筆修正の上､『沖縄県の国語教育史に関する実証的研究』(平成13年度～15年度科学研究

費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書､研究代表者梶村光郎､2004年)､1-29頁に所収)､

｢戦後民間教育運動における言語ナショナ リズム- 奥田靖雄 (1957)を中心に- ｣(国語

教育史学会､『国語教育史研究』第4号､2004年､37-45頁)､｢国分一太郎における 『生活

語』の発見- 方言詩論争再考 - ｣(国語教育史学会､『国語教育史研究』第5号､2005年､

21-30頁)､｢宮良首壮と柳田国男の間- 言語教育論をめぐって- ｣(『琉球大学教育学部

紀要』第68集､2006年､27-48頁)を併せて参照されたい｡ さらに比較考察の観点が明確

になるだろう｡

第2節 先行研究について

1945年 ｢独立宣言｣以降のベ トナム民主共和国および1976年ベ トナム戦争終結とともに

樹立されたベ トナム社会主義共和国の言語教育に関わる先行研究 (日本語または邦訳され

た文献)に関わるものをまず概観 し､本研究の位置づけを行いたい｡
さなか

1970年代ベ トナム戦争の最中に書かれた広木克行 ｢ベ トナムにおける母国語教育思想の

展開｣(『国民教育』第18号､1973年､)｢ベ トナムにおける少数民族の自治と文字の創造｣､

『月刊アジア ･アフリカ研究』第13号､1973年)､｢ベ トナムにおける母国語の解放と教育｣

(小沢有作編 『民族解放の教育学』亜紀書房､1975年)は､ベ トナムにおける母国語教育

を①｢母国語を学ぶということは植民地主義とのたたかいであり､それを許さない立場の

確立､すなわち民族的主体性を発揮すること｣にある､②｢母国語は､人民の思想と感情

を完全に､深く､忠実に表現 しうる唯一のもの｣であるから､｢民族の願いとそれを実現

させる道筋をすべての人民に伝えうる唯一の手段｣である､(卦母国語による教育は ｢科学

の成果を独立国の主人たるべき､公民としてのすべての人民のもの-｣(傍点 広木)とす

るものであるとの3点から高く評価 している｡またベ トナムの母国語教育思想の展開のも

う一つの側面として少数民族の母語政策についてふれている｡1950年代から60年代にかけ

て行われた自治区政策に基づく3少数民族 (タイ-エヌン (Tay-Nung)語､メオ (フモ

ン) (Meo(Hmong))語､ラテン文字化 したタ-イ (Thai)請)の文字の創造について､｢民

族的で民主的な教育文化のあり方を究明するというわれわれの課題にとって､教訓に富ん

だ数少ない事例の一つ｣として肯定的積極的に評価 している｡ しかし後述するように､こ

の自治地区における少数民族文字の創造は､時を経て ｢失敗｣という評価を受けることに

なる｡広木の研究はベ トナム戦争中に書かれており､研究自体がベ トナム人民を支援する

ものとしての歴史的意義を持つ｡基本的に英語文献によるものではあるが､母国語教育お

よび母語教育の理念について的確に描きだしている｡ しかしながらベ トナムの母国語教育
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および少数民族言語教育については､ベ トナム戦争以降の動向も踏まえ､矛盾をも含めて

再評価されてしかるべきであろう｡

古田元夫の ｢国家と言語 - ヴェ トナムを中心に- ｣(『現代歴史学入門』､東京大学出

版会､1987年)は､国民国家の形成について､｢言語の面から､かなり異なる条件の中で

進められているヴェ トナムの国民国家としての自己形成がぶつかっている問題を検討する｣

ものである｡言語が前近代の国家において果たした働きと近代国民国家における働きとの

相違を踏まえ､それをベ トナムの ｢国家と言語｣の歴史に即 して論 じている｡ベ トナムの
クJ ソ//グー

ナショナ リズムと国 語との関わりおよびベ トナム語 と少数民族語との関わりについて論

じ､｢現在のヴェ トナムの国民国家形成は､『敵』に似せて自らを形成 しつつも､『敵』が

つくりあげた国民国家神話をなんらかの形で突破 しなければならないという性格をもって

いると言えないのだろうか｡｣と結論づけ､ベ トナムの宗主国であったフランスや 日本と

は異なる国民国家形成の可能性をベ トナムの言語政策の内に見ようとしている｡こうした

問題関心は､学ぶところが大きい｡本研究ではその可能性について､さらに少数民族地域

におけるフィール ド調査を踏まえて検証 していきたい｡同じく古田 『ベ トナム共産主義者

の少数民族政策史一 革命の中のエスニシティ- 』(大月書店､1991年)は､ベ トナム人

共産主義者の少数民族政策を詳びらかに明らかにする過程で言語政策にもついて重く位置

づけ言及 している｡ジュネーブ協定以降については三期に分け､各々の民族政策の特徴を､

第 Ⅰ期 (1954-64年)｢少数民族の自治区｣､第Ⅲ期 (1965-78年)｢『主軸民族』 としての

キン族｣､第Ⅲ期 (1978-89年)｢ベ トナムの多元性｣ととらえた上で､民族語の発展とい

う理念を掲げつつ次第にベ トナム語の普及に力点が移っていく過程をとらえている｡古田

の研究は基本的に言語政策に関するものであり､本研究においてはさらに言語教育の内実

に立ち入った考察をめざしたい｡

本研究の研究協力者であるタイグェン師範大学教授ルオン ベンは､第 1回多言語社会

における言語教育研究会 (2004年3月4日､琉球大学にて開催)における発表 ｢ベ トナムの

多言語社会における言語教育｣往(6)で､｢独立宣言｣以降の政治的転換点および1980年の

｢少数民族の文字に対する方策に関する第53-CP号決定｣公布によって時期区分を行い

(1946-54年､1954-75年､1976-80年､1980年代以降)､バイ リンガル教育実践と少数民

族文字教育の変遷を報告 している｡ とりわけ1954-75年に行われたバイ リンガル教育の

｢失敗｣をめぐっては､タイ一族出身者としての体験も含めて貴重な分析を行っている｡

伊藤正子柁(7)は､タイ一 ･ヌン族が集住する地域でインタビュー調査を行い､1961年の

政府の民族文字正書法批准をめぐって ｢少数民族 自身が国家の少数民族政策をどのように

受容 したか｣を明らかにしようとしている｡その結果1961年のタイ一 ･ヌン語の正書法制

定に基づく民族語政策について､｢少数民族側の要求の伴わない国家主導の民族語政策の

末路であった｣との厳 しい評価を下している｡伊藤の問題関心は ｢少数民族自身が国家の

少数民族政策をどのように受容 したか｣に注目したものであり､本研究の問題関心と重な
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るが､そのことについては第 2章で詳 しく述べたい｡

伊藤未帆 ｢ドイモイ期におけるベ トナム少数民族言語教育 - 第五次非識字撲滅運動と

北部少数民族 - ｣江 (8) は､古田等の先行研究について ｢言語教育政策をあくまでも民族政

策の一部としてとらえることに終始 してお り､教育訓練省を頂点としたベ トナム教育界が､

実際の教育現場で少数民族側の諸事情と民族政策の理念をいかに折 り合いをつけてきたか

という点まで踏みこんだ議論はなされていない｡｣と述べ､第-節 ｢ドイモイ期少数民族

言語教育をめぐる政策提言｣､第二節 ｢第五次非識字撲滅運動｣､第三節 ｢フモン族地域に

おける少数民族語教育｣という構成のもとに ドイモイ期の少数民族言語教育の一端を明ら

かにしている｡第一節では1990年以降の少数民族言語政策を辿 り､第二節では､少数民族

の中では最も人口が多くかつキン族との交流が密であるタイ一族 ･ヌン族が多く居住する

ランソン省とキン族と交流のないフモン族のような民族の居住する各省について､識字運

動と教育普及の成果について比較 している｡前者においては､ベ トナム語の識字徹底をめ

ざした第五次識字運動によって初等教育の卒業率の徹底､中等教育課程-の進学促進等の

成果が見られたのに対 し､後者においては成果を収めなかったことを明らかにしている｡

第三節では､成果が見られなかったフモン族に対 し､フモン族の民族文字-の愛着を活か

し､民族語 ･民族文字教育の導入を ｢学校教育-の参加を促す手段としてシンボリックな

存在とみなすことによって､低卒業率の克服という問題の解決｣を試み､実際に成果を収

めつつあると描き出している｡そしてこの事例を画一的な民族政策から ｢方法や速度の多

様性｣を掲げる ｢ドイモイ期の民族政策の理念がうまく体現されたもの｣として評価 して

いる｡伊藤の問題関心における､政策次元にとどまるのではなく ｢実際の教育現場で少数

民族側の諸事情と民族政策の理念をいかに折 り合いをつけてきたかという点まで踏みこん

だ議論｣をという点は本研究と一致する｡伊藤の研究は､民族寄宿学校における選択科目

としての民族語教育をとりあげ評価 したものであるが､フモン族の民族語教育に対 しては

厳 しい見方も存在する｡注(9) 実際､初等教育現場においてはフモン語教科書が作成された

にもかかわらず､フモン語クラスは2000年に閉鎖された｡今後､少数民族が生活文化を背

景にどのような教育要求を抱いているか､なぜ初等教育の民族語クラスが閉鎖に至ったか

等さらに掘 り下げる必要があろう｡

以上見てきたように､ベ トナム民主共和国および社会主義共和国の言語教育史について

言語教育の観点からのまとまった研究はなされていないのが現状である｡本研究では先行

研究に学びつつ､｢独立宣言｣以降のベ トナム言語教育史について､多数民族キン族の言

語であるベ トナム語教育はどのような理念のもとにどのように位置づけられてきたか､ま

た常に多民族国家ベ トナムにおいて重要な意味を帯びてきた少数民族に対する言語教育は

どのような理念のもとにどのように進められ､どのような矛盾を孝み､課題が見出されて

いったかを主な視点としながら､言語教育の内実 (根底にある言語観､カリキュラム､教

育内容､教育方法等)に立ち入って考察することをめざし､言語教育史として記述 してい
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きたい｡

第3節 研究の方法

前節で述べたように､ベ トナム民主共和国および社会主義共和国において言語教育史と

してのまとまった研究はなされていないのが現状である｡そこで本研究ではひとまず1945

年 ｢独立宣言｣以降を対象とし､ベ トナム民主共和国およびベ トナム社会主義共和国の言

語教育史について政治的転換点に拠 り4期に時期区分 し､各々の期における特徴的な動向

や議論について通史的に概観 していきたい｡ただし､戦争その他の社会的政治的条件を背

景に自主的な現場教師の教育実践記録等の資料を見出すことは困難であり､実践史を含ん

だ記述とすることはできない｡言語教育に関わる公文書および言語教育に関わる論考を中

心とした記述になることは否めない｡ しかしながらそうした公文書や議論には､国家の政

策意図と同時に現場での矛盾や課題が反映されてお り､そこに留意すれば近代言語教育に

普遍的な法則性や矛盾 ･課題が立ち現れてくると考えられる｡こうした観点からの考察を

心がけたい｡

つぎに通史的概観から浮かびあがってきた重要な論点について個別的に考察を加える｡

1つは､少数民族地域に見られるベ トナム語単一言語教育要求と民族語教育要求との葛

藤をとりあげる｡この葛藤については､フィール ド調査に基づき少数民族自身の (声)を

聞くことを位置づけて検証 していきたい｡具体的には少数民族地域の人びとが自らの民族

の言語文化についてどのような思いを抱き､学校の言語教育をどのように受けとめ､言語

教育に対 してどのような要求を抱いているか等についてインタビュー調査を行 う｡そこで

得た少数民族の (声)について､沖縄地域の言語教育体験から得た視座をもとに対話的に

考察していくことを試みたい｡

もう1つは､ ドイモイ期に登場 した ｢国家語｣制定の是非をめぐる議論をとりあげる｡

ベ トナムは建国以来 レーニンの少数民族言語政策に則 り､｢国家語｣を制定 しないという

立場に立ってきた｡ しかしながら､1991年のソ連邦崩壊を直接的な契機 としてベ トナム語

を ｢国家語｣として制定すべきだとする議論が現れる｡公的文書におけるベ トナム語に対

する呼称に注目してその呼称が担った意味をふ りかえり､その上でベ トナム語を ｢国家語｣

とすべきか否かをめぐる議論が少数民族言語教育の課題においてどのような意味を持つか

について考察を加える｡

本研究の構成は以下の通 りである｡
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序 章 研究の目的と方法

第 1節 研究の目的

第 2節 先行研究について

第 3節 研究の方法

第4節 本研究でとりあげる少数民族について

第 1章 ベ トナム民主共和国およびベ トナム社会主義共和国における言語教育史概観

第 1節 ｢独立宣言｣以前のベ トナムの言語文化の歴史と教育

第 2節 ｢独立宣言｣以降のベ トナム言語教育史

第 Ⅰ期 1945年～1954年/独立国家樹立期
クオツクグ-

- 国 語の識字運動 と民族語学習権の理念の提起

第Ⅱ期 1954年～1975年/南北分裂 ･ベ トナム戦争時

一 第 1次バイ リンガル教育の試行 と ｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動

第III期 1976年～1980年代/南北統一国家確立期

- 第53-CP号決定公布 と普通語普及

第Ⅳ期 1990年代以降/ ドイモイ期

- 民族融和の強調 と第 2次バイ リンガル教育の模索

第 2章 多民族社会ベ トナムにおけるバイ リンガル教育をめぐる葛藤

- 北部山岳少数民族地域をフィール ドとして一

第 1節 第 1次バイ リンガル教育の ｢失敗｣をめぐって

第 2節 バーべ-郡におけるフィール ド調査

第 3節 フィール ド調査から明らかになったこと

おわりに

第 3章 ドイモイ期ベ トナムにおける ｢国家語｣制定をめぐる葛藤

- 少数民族言語教育の課題を踏まえて-

はじめに

第 1節 ｢国語｣から ｢普通語｣-､そ して ｢国家語｣- ?

第 2節 ｢国家語｣制定をめぐる論点

第 3節 ｢国家語｣制定をめぐる論点と少数民族言語教育の課題

補 論 比較考察のために-沖縄地域を視座 とした近代 日本言語教育史の検証から

第 1章 小学校 ｢国語科｣成立と沖縄地域 - ｢普通語｣概念に注目して-

第 2章 戦後沖縄地域の ｢学力問題｣における ｢言語問題｣

終 章

本研究は､琉球大学教育学部とベ トナムタイグェン師範大学との学術交流協定に基づい

て行っている｡タイグェン師範大学からはフィール ド調査および文献収集等で多大な協力
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をいただいた｡タイグェン師範大学は､ベ トナムの首都ハノイから北-約80キロのタイグェ

ン省に位置 し､北部山岳少数民族地域10省の拠点国立教員養成大学としてある｡1966年ベ
LJt/J.-か

トナム戦争の最中に創立され､グェン ヴァン ロック (NguyenVanLoc)学長以下､およ

そ650人の教官と12,000人の学生からなる｡ タイグェン師範大学は､少数民族の権利を掲

げた憲法の条項に則 り､少数民族地域の教育､とりわけ初等教育の教員養成に責任を持ち､

多くの卒業生を小学校教員として少数民族地域に送 り出している｡教官にも少数民族出身

者が積極的に採用されている｡現在､ロック学長を中心とし ｢ベ トナム北部における少数

民族の文化と言語の継承 ･発展に関する研究｣に取 り組んでいる｡2004年にはタイグェン
ウチナ- グチ

師範大学教員を沖縄に招碑 し､沖縄口教室や ｢島くとうばを守る会｣の取り組み､エイサー

等の伝統文化の継承の場を視察 していただき､研究関心をさらに深く共有 した｡

独自の歴史と文化を持つ沖縄地域 と､少数民族居住地域タイグェンとは､言語教育の分

野においても互いに通底する本質的課題を持っているといえよう｡ これ らの課題について､

タイグェン師範大学の研究者と相互交流を重ねながら探求できることは､本研究の大きな

特色となろう｡一方で､国家の少数民族政策の遂行 という側面を持つ国立教員養成大学を

介 して調査研究を行 うとい う制約を意識 しつつ､いかに少数民族の側の (声)を聞きうる

かが､本研究に課せられた課題でもある｡

なおタイグェン師範大学において核 となって協力 していただいたのが副学長ファム マ

イン フン (Pham Manh Hung)教授 と言語学および言語教育を専門とするルオン ベン

(LuongBen)教授である｡ルオン ベン教授は､ご自身タイ- (Tay)族の出身であり､少

数民族の言語や文化-の深い愛情を感 じさせる研究者である｡国家社会科学人文センター

言語学院との共同研究も行ってお り､北部山岳地域の少数民族言語教育において重要な位

置を担っている｡

また国家社会科学人文センター言語学院少数民族言語室室長のタ- ヴァン トン (Ta

VanThong)さんにも資料収集等で多大な協力をいただいた｡タ- ヴァン トンさんは､

少数民族地域で数多くのフィール ド調査等を行ってきた言語学者であ り､第53-CP号決定

の内容討議にも参加 している｡ベ トナム言語教育史に関わる数々の貴重な証言をもいただ

いた｡

第4節 本研究でとりあげる少数民族について

ベ トナムの少数民族言語政策をとらえる場合､1978年から1989年に至るベ トナム軍のカ

ンボジア侵攻を背景とし､南部におけるとりわけクメール民族に対する言語政策は政治的

意味において重要である｡がそれについては今後の課題 とし､本研究においてはひとまず

北部山岳少数民族地域を主たるフィール ドとしたい｡

1999年に行われた人口調査によると､主要民族キン族が総人口の約86%を占める｡残 り
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14%の少数民族の内､タイ一族 (148万人)､タ-イ族 (132万人)､ヌン族 (86万人)､フ

モン族 (79万人)､ザオ族 (62万人)等が主に北部山岳地地域に居住 している｡なお､多

数民族キン族は､漢語の ｢京族｣をベ トナム語読み したものであり､中核的な民族との自

覚を持ち続けてきた｡

本研究で触れることとなる各民族の概要は以下の通りである｡

①タイ- (Tay)族

タイ系の民族で､中央タイ語系の言語を使用する｡ベ トナム国土に居住する少数民族の

中で最大の人口を誇る｡

中国との国境に近い防衛上の要衝に居住するタイ系民族に対 して､ベ トナム王朝は積極

的な統治政策を展開し､17世紀末には ｢藩臣｣､19世紀には ｢土司｣として王朝の支配体

制に組み込んだ｡この結果､タイ系の民族にはベ トナムの文化を吸収 した部分が形成され､

これが今 日タイ一族とよばれる民族となったと考えられている｡植民地時代までは､｢トー

(土)｣と呼ばれていた｡これは､ヌン族など中国からの新規の移住者に対 してその土着性

を主張する意味を持っていたと考えられている｡

東北地域のタイ一族居住地域では､革命の根拠地となったことからベ トナムの識字運動

が早くから始まり､その結果ベ トナム語教育が急速に普及 した｡ベ トナム近現代政治史に

おいてタイ一族は､キン族 とその他の少数民族の媒介者として活躍 し､共産党や人民軍の

高級幹部を多数輩出している｡2001年4月のベ トナム共産党第 9回党大会でタイ-族出身

のノン ドクック マイン (NongDucManh)が､ベ トナムの最高指導者である書記長に選

出された｡托 (.0)

②ヌン (Nung)族

タイ語系の言語を使用する少数民族であり､タイ一族に比べてベ トナムでの居住の歴史

が短く､新規の移住者である｡

タイ一語とヌン語との相違は､ほぼ相互に理解可能な範囲内にとどまる｡ したがって､
ナユーノム

タイ--ヌン語とまとめて表現されることも多い｡タイ--ヌン語の字 晴は､漢字を元に
チュー ノム

したものであり､現在も使用 しつづける人びとがいる｡ルオン ベンに拠れば､字 晴は家

譜､祭礼や薬の記録､文芸創作の際等に用いられる｡ある北部の3つの村を例にとると､
チュー ノム

現在も各々55-60歳 3名､50-60歳 2名､45-55歳 5名の字 晴伝承者がおり､途切れるこ

とはないという｡江 (… 8月革命以前から人びとはフランス語やベ トナム語を学ぶためにラ

テン文字表記化 したタイ-エヌン文字を用いてきた｡ 1961年政府によって､タイ-エヌン

語の正書法が批准されるが､これが大きな問題 となっていく(第1章第3節および第2章参照)0

③フモン (Hmong)族

中国では苗 (ミヤオ)族 と呼ばれる｡旧称はメオ族であったが蔑称であるため､現在で

はモン族またはフモン族 という呼称が用いられる｡｢フモン｣とはフモン語で ｢人間｣と

い う意味である｡ 1961年政府によりラテン文字表記化 した ｢メオ (モン)語｣(当時)の
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正書法が批准され､1962年以降フモンの民族文字を小学校 1年生から教えるカリキュラム

が実施された｡この民族語教育は問題点も大きかったが､フモン族は積極的な姿勢を示 し

た｡学校教育の場のみならず大人たちの非識字状況をなくす上でも効果的であり､フモン

文字を普及 しフモン文字の威信を高めることにも貢献 したという｡その後ベ トナム語単一

言語教育となった折には､著 しく就学率が下がった｡1991年以降フモン族自身の要求に従

い､初等教育段階でフモン語教育は再開され､フモン語の教科書も発行されている｡ しか

しながら2000年にはフモン語クラスは閉鎖され､現在は民族寄宿学校で選択科目として教

えられるにとどまっている｡

国立言語学院の調査に拠れば他民族とコミュニケーションをする場合､フモン語を用い

る率が75.5%であり､フモン語は地域共通語的な役割を果たしている｡ したがって､上級

学校に進学しない場合はベ トナム語学習-の要求は意識されにくい｡普通語 (ベ トナム語)

を使用するのは14.4%に過ぎず､他民族 と比べて普通語の占める位置は明らかに低い｡

1998年の調査によれば､フモン族においてベ トナム語を知らない率は48%に上ったという.往 (-2)

④ザオ (Dao)族

中国では珠 (ヤオ)族と呼ばれる｡旧称はマン (漢語では蛮)であったが蔑称であるた
チュ- /ム

め､現在では用いられない｡ザオ族は､ザオ語を記録するために漢字を元にした字 晴を用

いてきたが､ラテン文字表記化 した文字は持っていない｡ザオ族をめぐる経済的社会的条

件は厳 しく､非識字者は61.5%にのぼる｡中高進学者は10.2%､教員になる率は 1%にと

どまるOザオ族に関する言語学院の調査報告ft(13) に拠れば､390人を対象とした調査にお

いてザオ語以外にベ トナム語を話せる人は100%､タイ一語を話せる人は30.7%であった｡

ザオ族の文字に関する要求については､第 3章で触れることとする｡

⑤タ-イ (Thai)族

タイ系の少数民族で､南西タイ語系の言語を使用 し､サンスクリット起源の独自の文字

を持つ｡1961年政府によってこの文字に基づく正書法が定められるが､この正書法は大き

な矛盾を孝んでいた (第1章第3節参照)0

この内､実際にインタビューを行 うことができたのは､タイ一族 とザオ族の方である｡

フモン族のバイリンガル教育のあり方は興味深いが､今回はフィール ド調査を行 うことが

できなかった｡今後の課題としたい｡

なお1960年に行われたベ トナム民主共和国の人口調査では民族は自己申告制で､民族数

は125にのぼった｡その後 ｢民族識別工作｣が行われるようになり､1979年には54となり､

現在に至っている｡｢エスニシティ-の可変性｣(今井昭夫､『言語』2004年5月号)という

問題がそこにはある｡

なお本研究において､ベ トナム語の表記は (本来ならば声調記号が入るが)アルファベッ

ト表記とした｡
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