
琉球大学学術リポジトリ

多言語社会における言語教育に関する研究－ベトナ
ム･タイグェン省をフィールドとして－

言語: 

出版者: 村上呂里

公開日: 2009-09-02

キーワード (Ja): 国家語, バイリンガル教育, 言語権,

国語(クォツクグー), 民族語, ドイモイ政策, 多言語社会,

ベトナム北部山岳少数民族地域, 国際研究者交流,

言語政策, 識字教育, ベトナム, 少数民族言語教育,

民族語学習と学力問題, 普通語, 多民族国家,

ベトナムタイグェン省, 言語と学力問題,

多民族多言語社会, 近代言語教育史, 少数民族, 民族語教育

キーワード (En): language education, bilingual

education, race's words, quoc ngu, multi-ethnic nation,

national language, Vietnam, the ringht of language

作成者: 村上, 呂里, 梶村, 光郎, Murakami, Rori, Kajimura,

Mitsurou

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/12287URL



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 第一次バイリンガル教育の ｢失敗｣をめぐって

以上の概観から､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バイリン

ガル教育は､少数民族の言語 ･文化の権利を一貫して掲げながら､国民国家形成初期には

｢地域共通語｣(自治区公用語)制定を目ざし2バイリンガル教育を試行 して ｢失敗｣に終

わり､｢普通語｣としてのベ トナム語普及に重きが置かれるようになり､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｣を起点に再びバイ リンガル教育を模索 し

ているその途上にあるととらえられよう｡

これらを踏まえ､バイ リンガル教育の歴史という観点から重要な論点として､1961年の

タイ-エヌン (Tay-Nung)語､メオ (現在はフモン) (Meo(Hmong))語､タ-イ (Thai)請

の3民族語の正書法制定を受けたバイ リンガル教育の ｢失敗｣をどう評価するかという論

点が浮かびあがってくる｡

この ｢失敗｣の原因について ｢私見では｣と断 りながら､ルオン ベンはつぎのように

述べている｡.【日 ,

(イ)損得の考え方に起因する問題

(前略)生徒の父母は､子ども達が母語で勉強できることが一番良いし､子ども達の

思考能力や言語能力に即 した学習ができると理解はしているものの､少数民族語で

教えるクラスには行かせたくはないのである｡なぜなら､もしそのような教育を受

けさせると､中学校に進学 した段階で､ベ トナム語で直接勉強 してきた生徒に比べ

てベ トナム語力が劣るし､他の教科の学力も低くなってしまうからである｡

(後略)

(ロ)民族の文字体系自身の問題

文字を考案 した専門家の言語学的レベルに科学的要素が欠落 していたので､子ども

達はなかなか正書法を身につけることができなかった｡(後略)

(-)専門家が不足 しているうえに計画的に業務を遂行する体制ではなかったので､

地域で専従で取り組む人が育たず文字の統一性を図ることができなかった｡(中略)

だからある省で少数民族の生徒が民族語を習っても､他の省-行くとそれが通用 し

ないという現象さえ生 じてしまうのである｡

(ニ)民族語とベ トナム語を併せて民族語を教える教科教育法を習得 した教員が養成

されなかったため､2言語を使って教える方法は普及 しなかった｡

(ホ)各少数民族言語の発展 レベル
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ベ トナムの各少数民族は､ある地域に集中して居住 しているのではなく､いくつか

の民族が混在 して生活 している｡そのため､一般的に通用する言語体系の基盤が形

成される政治 ･経済 ･社会の格となる中心地域というものができなかった｡各少数

民族語は地域によって異なった靴 りがあり､いわば一つの民族語がいくつかの方言

に分裂 している状態を呈しているので､その一つ一つの方言に即 した形で 1冊の教

科書を作るのは難 しいのである｡そのため､生徒が教科書を読んでもどこかはるか

遠いところの言葉に遭遇 したかのような印象を持ってしまうのである｡

ルオン ベンは､少数民族言語の発展 レベルにより問題､正書法自体が孝んでいた問題､

教員や専門家養成の未熟等の行政側の問題 と父母の側の ｢損得の考え方に起因する問題｣

すなわち進学要求からくるベ トナム語単一語教育-の指向等をあげ､｢失敗｣は複合的な

要因に拠るものととらえている｡ ｢損得｣とは言語を社会的道具の側面からのみとらえる

とき生 じる考え方を端的に表現 している｡ しかしながらルオン ベンは､民族語教育政策

の理念そのものには否定的な評価は下していない｡

伊藤正子牲 (2)は､｢1950年代後半から､ようやく北部での国家建設に取 り組むことがで

きるようになったベ トナムは､タイ一族､ヌン族地域に設立された越北自治区の公用語を

早急に制定 したいというあせ りに駆 られ｣､方言調査など面倒な手順のいる ｢標準語制定

を後回しにし､とりあえず統一された正書法だけを認定 した｣とし､｢当時タンラン杜で

実際の教育の現場にいた教師たちからは､肯定的評価は出てこない｡｣と述べている｡｢教

科書はカオバンの発音で､自分たちの発音と綴 りが対応せず難 しく覚えにくかった｡子供

たちが覚えず､教師も教えるのが困難で自然にやめてしまった｣という当時のタンラン社

小学校校長の証言や ｢小学校 1-2年生で2言語同時学習は困難であり､両親たちがベ ト

ナム語教育を優先するよう要望していた｡国がタイ一 ･ヌン語ローマ字表記正書法を教え

るように要求 していたが､人民が支持せず勝手にやめて しまった｣ という教師の証言､

｢進学の受験時に､ベ トナム語そのものの能力差が出るし､ベ トナム語能力の不充分さが

原因で知識やものの考え方にも一定の限界がでるため教えなくなった｣とのヴァンラン県

の教育養成局副局長の証言 (いずれも伊藤氏のインタビューに基づくもの)等をあげ､

｢タイ一 ･ヌン語教育は少数民族自身に受け入れられないという結果に終わった｡｣と結論

づけている｡そして ｢民族語文字をもったバイリンガルを創出しようというベ トナム共産

党の民族語政策は､ベ トナム語に関しては成功 したが､民族語に関しては成果をみていな

い｡理念がタイ一族 ･ヌン族の実状にあっていなかったことを象徴 してお り､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も言 うことができる｡｣と総括

している｡

正書法の矛盾に関する証言は､言語学および言語教育研究者の指摘するところと一致す

る｡また進学要求からくるベ トナム語単一語教育-の指向についてもルオン ベンの指摘
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と 一致する｡

伊藤があげた進学等を機に直面する学力問題をめぐっては､たとえば沖縄地域の言語教

育史においても同様の問題､すなわち ｢言語と学力｣をめぐる議論があった｡大学合格率

を直接のきっかけとし､｢言語問題｣を ｢学力低下｣の主要因ととらえる議論である｡そ

の中で ｢方言｣を母語とすること､すなわち二重言語生活そのものを否定的にとらえる見

方が出され､日本語標準語 (共通語)単一言語教育を指向する議論が起こった｡一方で､

｢言葉の問題は即ち､文化の問題なのである｣ とする立場から ｢生活語 としての方言を大

和 こし､高めていくことを通 じて､逆に共通語としての日本語も高めていく方法を確立す

べきであったO｣(儀間進),1(H と省みる声もあった｡少数言語をめぐる民族の (声)は決

して一様ではなく､矛盾や葛藤を革んでいるといえるだろう｡また第 1次バイ リンガル教

育の ｢失敗｣が､少数民族側がバイ リンガル教育の理念や政策自体を拒否 したか否か､す

なわち ｢少数民族側の要求を伴わない国家主導の民族語政策の末路｣であるか否かについ

ては､今少し多様な (声)を踏まえて吟味していく必要があるのではないだろうか｡

たとえば筆者等がインタビューを行ったあるタイ-族出身教師-- トウイ デム (Ha

ThuyDen)さん (カオバン省出身｡1962年小学校入学)はつぎのように語っている｡,.…

当時はタイ一語の教科書と､ベ トナム語の教科書があった｡後者は教授言語としてタイ一

語を用い､第2言語としてベ トナム語を学ぶ教科書であった｡

私がタイ一語を勉強 したのは､小学校の4年間だけでした｡中学に入ってからは全部

ベ トナム語でした｡その時私が感 じたのは､中学校に入って全ての教科がベ トナム語に

なり､自分のベ トナム語能力はベ トナム人に比べて劣っているので､かなり勉強 しない

とついていけないだろうということです｡

この国は､科学､経済や行政など様々な分野が､全てベ トナム語で行われているので､

ベ トナム語能力がないと､めまぐるしく変化するベ トナム社会についていくことができ

ません｡ですから､ベ トナム語を身につけることが一番大切だと思います.

その一方､タイ一族としてタイ一文化を知るためには､タイ一語を知らなければなら

ないという一面もあります｡ しかし､だからといって､私が受けたようなバイ リンガル

教育をしてしまうと､私が中学校に入ったときに感 じたような､遅れをとってしまった

という劣等感をもってしまうから､学校教育課程においては､タイ一語ならタイ一語と

いう自分自身の文化を知るための 1つの科 目として置く方がいいと思っています｡そう

すれば､ベ トナム人と同等にカリキュラムを受けることによって､現代ベ トナム社会に

もベ トナム人と肩を並べてついていけます｡同時に､タイ一語という独立 した科目があ

れば､それを通して自分自身の文化を知ることができると思っています｡

この教師は､ベ トナム社会で不利にならないベ トナム語能力が保障されるバイ リンガル
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教育の方法論を要求 しており､バイリンガル教育自体を拒否 しているわけではない｡第 2

章で述べた ｢第 3の方式｣によるバイ リンガル教育を要求 している｡なおルオン ベン教

授の補足に拠れば､タイ一族の中には民族語科 目設置を要求する地域と要求 しない地域が

あり､全体としてタイ一語教科書を作成 してほしいというまでには要求が高まっていない｡

90年代の少数民族の言語研究の成果を総括 した書の中でソン ズオン (SonDuong)｢ベ

トナム山岳民族が居住する省における言語教育の実状の考察｣江 (5) は､チャン チ- ゾイ

(TranTrlDo主)に拠 りながら ｢言語教育状況には地域的多様性があ｣り､｢バイリンガル

教育が少数民族のニーズに即 しているか否か｣-の対応は各民族 ･地域に委ねられている

ことを前提とし､各民族 ･地域によって言語教育-の要求が異なることを示 している｡そ

れを筆者が整理するならば､大凡つぎのようになる｡(｢ ｣内はソン ズオン論文からの

引用｡)

(A)単一言語教育を認める指向､すなわちベ トナム語による教育を一貫 して進め､民族

語教育を不要とする指向

(i)消極的にベ トナム語単一言語教育を受け入れているもの

(ii)積極的にベ トナム単一言語教育を指向し､上級学校でのベ トナム語教育を望

むもの

｢タイ一族､ヌン族､タ-イ族が民族語 ･民族文字を学ぶことに関心がないのは､

彼 らが比較的都市部の近くに住み､高いレベルの国家語を学んで使用することが

できる条件が整っているからである｡ したがって彼 らは進んでベ トナム語を勉強

しようとし､ベ トナム語教育を受けた方が自分にとって大いにプラスであると考

える｡これがこの地域の特殊な事情である｡｣

(B)ベ トナム語と民族語とのバイリンガル教育を認める指向

(i)ある程度までバイリンガル教育を受け入れたいとするもの

(ラオカイ省サバ地区の)｢住民のほとんどはフモン族である｡彼等は就学年次よ

り必然的にバイ リンガル教育 (ベ トナム語一民族語)を受けている｡というのは､

民族語を学ぶことが国家語教育を受けるための手段とみなしているからである｡

しかしながら何らかの理由で国家語教育を受けられなくなっても民族語さえでき

れば日常生活の上では何の支障も起きない｡｣(フモン語が地域共通語の役割を一

定果たしているため､上級学校に進学しない限りベ トナム語を必要としない｡)

(ii)積極的にバイリンガル教育を望むもの

(民族語文字による文化の伝統を持つ民族について)｢高い文化を有 した民族なら

ば固有の民族語 ･民族文字を勉強 したいという願望が強く現われる｡彼らは､民

族語 ･民族文字を日常の伝達手段としてのみならず､文学を創作 し自身の文化を

継承発展することができるように勉強 したいのである｡言い換えれば､彼らはさ
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まざまな レベルで民族語 ･民族文字を学ぼ うとする気持ちを抱いているし､また

その気持ちは国家語による言語習得を拒むものでもなく民族語学習の延長線 ヒに

国家語学習を位置付けている｡｣

伊藤が証言としてあげた単一言語教育指向はタイ一族､ヌン族の間で見られるが､地域

的特性によって少数民族の言語教育要求が異なることが うかがえる｡

本章はこれ らの先行研究を踏まえ､少数民族が第一次バイ リンガル教育の ｢失敗｣をど

のように受けとめているか､また現在 どのような言語教育が行われ､それをどのように受

けとめ､また将来の民族語文化を展望 しどのような言語教育-の要求を抱いているか等に

ついて､フィール ド調査に基づき､その一端を明らかにしようとするものである｡

第2節 バッカン省バーベー郡におけるフィール ド調査

2004年 9月13日～20日､タイグェン省のさらに北隣に位置するバ ッカン (Bac Kan) 管

バーべ- (BaBe)郡においてフィール ド調査を行ったO

バーベ-郡をフィール ドとした調査の観点は主に以下の2点である｡

(1)憲法で掲げられた少数民族の言語 と文化の権利尊重の理念が､少数民族地域の初等教

育の現場で具体的にどのように実践されているか

(2)少数民族地域の人々 (保護者を含む)はそ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

タイグェン師範大学とバーべ-郡教育委員会の協力のもとに､バーべ-郡の3つの小学

校で授業参観を行 うとともに､教員や保護者､地域の長老にインタビューを行った｡調査

は､研究分担者である梶村光郎教授 とともに行い､ルオン ベン教授が同行 してくださっ

た｡通訳および翻訳は､那須 泉 (琉球大学ベ トナム語担当講師)にお願い し､録画録音

等の記録は前田理絵 (琉球大学法文学部学生)が担当した｡

バ ッカン省は最貧省の一つとして位置づけられ､7民族が混住 している山岳地域である｡

省には全部で122の市町村があ り､その うち84の山岳地域の村は特に経済的に困難な状況

にある｡バーベ-郡は農業中心の地域で､人 口45,744人､面積678,13キロ平方メー トル､

1市15村からなる｡民族構成は､キン (Kinh)族､タイ- (Tay)族､ヌン (Nung)族､

ザオ (Dao)族､サンチ (SanChi)族､フモン (Hmung)族の 6民族からなる｡バーべ-

郡の小学校は全部で18校｡

バ ッカン省の成人の識字状況や小学校教育普及結果については表の通 りである｡… ,
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成人の識字状況データ

年 人口数 15-25歳識字者数 15-25歳非識字者数 就学率 (%)

1990年総 数 44.849 38.958 5.891 86.8

男 性 22.647 19.833 2.814 87.5

女 性 22.202 19.125 3.077 86.I

少数民族 29.262 24.767 4.495 84.6

都 市 4.135 3.970 165 96.3

農 村 40.714 34.988 5.726 85.8

1999年総 数 53.469 51.203 2.266 95.7

男 性 26.593 25.566 1.027 96.1

女 性 26.876 25.637 1.239 95.3

少数民族 36.318 33.968 2.350 93.5

都 市 4.722 4.644 78 98.5

小学校教育普及結果データ

1990年 目標基準数値 1999年

6歳児童総数 6.301 7.743 6.141

小学 1年に入学 した6歳児% 5.780 7.567 6.006
91.8 97.7 97.8

11歳児童総数 6.087 7.257 6.509

小学校を卒業 した11歳児 ~7~726.620 2.856 3.256

% (2.662か ?)
43.0 39.3 50.0

14歳児童総数 5.310 5.966 6.085

小学校を卒業 した14歳児% 3.576 4.526 5.286
67.3 75.8 86.3

留年率 7.1 6.5 5.0

中退率 3.4 2.1 I.2
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1.調査の概要

今l可調査を行ったのは､以下の 3つの小学校およびその校区となる地域である｡ (地図

参照)地域のインタビュー対象者については､地域の信頼 と尊敬を得ている長老として村

人から推薦を受けた方々および生徒の保護者である｡皆さん外国人である我々に率直にお

答えくださった｡なおお話 しくださった方のお名前については､感謝の意 とともに明記 し

たいというノ山 ､があったが､万が一インタビューの内容によってその方が不利益を被 られ

ることがないよう記号とさせていただいた｡

①カンニン (Khang Nlnh)小学校ナコ (NaCo)分校 (2004年 9月16日午後訪問)

多数民族であるキン (Kinh)族 (狭義のベ トナム人)の他にザオ (Dao)族 ･タイ-

(Tay)族の 3民族の生徒が通 う小規模校 (木造校舎)である｡ザオ族､タイ一族の生徒に

対 しては､小学校 1･2年生において民族語を主な教授言語 (媒介語) として用い､3年

生以降は民族語を漸次減らしていき､最終的にはベ トナム語のみで授業を行っている｡

筆者らはザオ族のみの 2年生のクラスで､｢ベ トナム語｣の読み方の授業を参観 した｡

授業者A先生もザオ族である｡授業後､A先生を中心にインタビューを行った｡

つぎに､ナコ分校の会議室にて地域の長老お二人にインタビューを行った｡

(インタビューに応 じてくださった方々)

OA先生 (授業者､ザオ族､女性)

OB先生 (副校長､男性)

OCさん (ザオ族､50歳､男性)

ODさん (タイ一族､61歳､男性)

②ナムマオ (NanMau)小学校および地域の長老宅 (2004年 9月17日午前訪問)

ナムマオ地域は､バーべ-郡の中でも最貧地域の一つである｡ナムマオ小学校は､全員

タイ一族教員および生徒からなる小規模校 (木造校舎)である｡小学校 1･2年生におい

て民族語を主に教授言語 (媒介語)として用い､3年生以降は民族語を漸次減 らしていき､

最終的にはベ トナム語のみで授業を行っている｡

筆者 らは､2年生の ｢算数｣の授業を参観 した｡授業後､副校長E先生に校庭にてイン

タビューを行った｡

その後､副校長とともに､地域の長老F宅にうかがい､お二人にお話をうかがった｡

(インタビューに応 じてくださった方々)

OE先生 (タイ一族､女性)

OFさん (タイ一族､58歳､男性)

OGさん (タイ一族､70歳､男性)

③チョザ- (choRa)小学校 (2004年 9月17日午後訪問)

チョザ-村は､バーべ-郡の中心に位置 し､バーべ-郡中では比較的豊かで近代化が進

みつつある地域である｡チ ョザ-小学校はバーべ-郡で最も大きな小学校で､今回調査 し
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た3校の中で唯一コンクリー ト校舎であった｡タイ一族生徒が最も多く､ヌン族､ザオ族､

ムオン族の生徒の他､キン族の生徒も少数いる｡教員は全てタイ一族である｡複数の民族

が同じクラスで学習するため､全てベ トナム語で授業を行っている｡

筆者らは､2年生の ｢ベ トナム語｣の書き方の授業を参観 した｡授業後､小学校会議室

にて授業者の 1先生や生徒の保護者たちにお話をうかがった｡

(インタビューに応 じてくださった方々)

OH先生 (副校長､タイ一族､女性)

○Ⅰ先生 (授業者､タイ一族､女性)

OJさん (生徒の父親､タイ一族､58歳)

OKさん (生徒の父親､タイ一族､35歳)

2.バーベ-郡の村人の (声)

各小学校のある地域ごとに､教師と地域の父母や長老の (声)を各々紹介 し､考察を加

えていきたい｡

①カンニン (Khang Nlnh)小学校ナコ (NaCo)分校における調査から

授業者A先生 (ザオ族､女性)およびB先生 (副校長､男性､民族については確認 して

いない)の話によれば､小学校から中学校へ進学する率は100%であるが､中学校卒業時

には約20%の生徒が脱落 してしまうという｡高校進学者は極めて少ない｡その理由は､経

済的理由および山岳地域であるがために徒歩または自転車で通学するのが困難であるため

である｡また､小学校 1･2年生において民族語を教授言語 (媒介語)として用い､3年

生以降は民族語を漸次減らしていき､最終的にはベ トナム語のみで授業を行 うというカリ

キュラムについては､教育委員会が主導した村人たちのニーズに関する調査に基づくもの

であるという｡

なおこの地域ではザオ族のA先生､Cさんのお二人にインタビューを行った｡お二人の

語 りの背景にあるザオ族の就学状況や文字に対する要求について､言語学院の調査に基づ

き… )補足 しておく｡まず､ザオ族は他の民族と比べて分散 して居住 している率が高く､

民族語の維持発展についてより困難な状況にある｡

就学状況についてはつぎの通 りであり､決 して就学率は高くはない0

文化水準 人 数 割 合 (%)

未就学 110/390 28.2

小学校 レベル 240/390 61.5

義務教育 レベル 36/390 9.2
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チ ュー /ム

ザオ族の伝統的な字 晴は､現在わずかな人のみが知っているにとどまる｡多くのザオ族

は自らの話 し言葉を記するために､ラテン文字表記された文字を用いている｡普通語文字

学習の必要性を感 じている人は86.4%､ラテン文字表記のザオ文字創造の必要性を感 じて

いる人は89.5%である｡ザオ族の文字に対する要望については以下の通 りである0

要 望 人 数 割 合 (%)

･ザオ語の文字を持つべきである 349/390 89.5

･ザオ語を持つべきではない 36/390 9.2

A先生はザオ族の民族衣装で授業を行った｡A先生によれば

ザオ族は日常的に民族衣装を着ているという｡ただ し教師の服

装としては暑いので､この目は私たちの訪問を迎えるという意

味で民族衣装を着けてくださったという｡ 2年生を対象とし､

｢太鼓｣をテーマとし擬声語を多用 した詩教材 (教科書教材)

の授業であった｡教科 ｢ベ トナム語｣の読み方の授業である｡

説明の際は､最初に民族語で行い､つぎにベ トナム語で行 う､

あるいはベ トナム語で説明した後理解の難 しい場合は民族語で

もう一度説明するというように､2言語を自在に駆使 した授業

であった｡ 1クラスは20名程度｡

CiltrO/ngtrtJdngern
M心ah色C丘ngnghi
Suitbath益ngli卓n
廿6ngn畠m ngam nghi

Bu6nkh8nghatr6ng
TrongrLhthgng良yh占
Bonmlrh dlV貞ng
Chicantlgngve?

CAitr6ngl*nglm
Ngh i色ngdautrbngi畠
Chicthiychtingem
N6m血gvulqua!

Kiatr6ngdanggot

恥ng!恥ng!rmng!1℃ngI
Vaon五m hocmdl

G10ngVanetLmgbthg

THANHHÅ0

授業の目標は ｢発音を正 しくさせ､暗唱させること｣である｡発音練習が位置づけられ

ていたが､参観する限り発音矯正そのものよりかはベ トナム語に慣れさせ､耳から自然と

覚えさせることに重きが置かれていた｡暗唱を中心的な学習とし､導入では実物 (太鼓)

を教具として準備 し､太鼓のリズムにのせながら詩を朗読 し､子どもたちの関心を呼び起

こしていた｡詩を写した模造紙を黒板に貼 り､一行ずつ覚えてさせいく｡生徒が覚えたと

ころから白い紙で隠 していき､しだいに隠す部分を増や し､最終的には全文を隠して暗唱

させる､というゲーム的な楽しさを伴 う方法を用いていた｡楽 しくかつ自然に子どもたち

を暗唱に導く工夫に満ちた授業であった｡

なお ｢ベ トナム語｣の授業では一般に､まず最初に発音を教える時間があり､2番 目に

聞いて書く時間､3番目に耳から発音を聞いて書いてそれを直す正書法の時間､4番 目に

文法を教えた後作文を書かせる時間がある｡最終的には表現方法を豊かにするためにいろ

いろな形容詞を教えたり､表現方法を教えたりしていく｡A先生の今回の授業は､第一段

階の授業である｡

○教師の (声)

授業者のA先生 (ザオ族､女性)は､カオバン省立師範学校 (大学ではなく3年間で修
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了する｡)で教授法を学んだ｡父母たちの言語教育に対する要求についてつぎのように語っ

ている｡

父母は子ども達がベ トナム語を学ぶことを非常に要求 しています｡一歩外を出れば交

通標識や看板はベ トナム語､他の事を学ぶのもベ トナム語なのでベ トナム語が読めるこ

と､聞けること､そ してそれに対 して自分たちがベ トナム語で発話することができない

と子どもたちが今の社会から取 り残されてしまうのではないか､という不安を強く持っ

ています｡そのため子どもたちにはベ トナム語を勉強 して欲 しい､という強い願いがあ

ります｡

父母たちのベ トナム語学習-の強い要求の背景には､ベ トナム語優位社会を生き抜かね

ばならない切実な事情があることがうかがえよう｡

A先生は､故郷の村に小学校教師として赴任 した理由をつぎのように語っている｡

私は故郷を愛 しているので､村の子どもたちは家族同然です｡その家族のようなチビ

もたちに教えるということは自分にとって一番の喜びです｡ と同時に通勤時間が短くて

済むので､ここで働けることは嬉 しいのです｡

また自らの ｢ベ トナム語｣の授業について､つぎのようにふ りかえる｡

私の授業は様々な手法を駆使 しています｡ベ トナム語で説明した後すぐザオ語で説明

したり､実物を持ってきたり､予め模造紙にベ トナム語を書いて示 したり､いろいろな

方法を示 してベ トナム語を教えています｡ しかし他の科目ではこのような手法で教える

先生はいません｡そのため他の科目の学力のつき方は､少数民族の場合非常に遅れてし

まい､これが問題です｡

実際に先述 したようにA先生の授業は､子どもたちに教材そのもの-の興味を持たせる

工夫として実物 (太鼓)を準備 したり､ベ トナム語の読む力をつけるべく自然と暗唱に導

くための工夫に満ちていた｡故郷の子どもたちに､ベ トナム語優位社会において不利にな

らない学力をと願い､山奥の小さな教室で懸命な工夫をしている姿勢がうかがえた｡

○地域の長老の (声)

まずCさん (ザオ族､50歳､男性)の声を紹介 していく｡

Cさんは､最初に民族語の継承について ｢ベ トナム語の必要性が高まっていけばいくほ

ど､ザオ語を次世代に伝えていくことの必要性を身にしみて感 じています｡それは私たち
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民族の母語であるからです｡｣と語っている｡ バイ リンガル教育については､つぎのよう

に語っている｡

確かにバイリンガル教育が望ましいけれどもひとつ問題があります｡ザオ語の文字を

知っている教員がいないため､ザオ語を教えるときにどうしても耳からの教育だけになっ

てしまう｡ だからいくらバイリンガル教育といっても､読み ･書き ･話す三つを含めた

バイリンガル教育にまではならず､ザオ語の教育はちょっと程度が落ちてしまうでしょう｡

チ ュ- ノム

先述したようにザオ語は元来独自の文字を持たず､漢字をもとにした字 晴を用いてきた｡

が現在はほとんどザオ文字を用いる人はいない｡それゆえCさんは､固有の文字を継承 し

ていないザオ語についてはバイ リンガル教育の対象としての条件を満たしておらず､若い

世代にとっては普通語文字の習得こそが重要であると語る｡

自分たちの時代､または自分の親の時代は漢字を使って自分たちの民族文字として勉

強 してきました｡ しかし今はベ トナム語ももう漢字を使わずラテン文字を使っています｡

そのため､これからこの村を発展させこの村の青年がこれから大きく羽ばたくためには

普通語をよりたくさん習得することが大切だと思います｡

さらにザオ語の民謡などを若い世代に継承 していくことについては､

民謡などは教える必要はない｡私たち民族の文明度は､今の中央政権を担 うキン族の

文明度に比べれば低い｡だからそんな民族の歌を若い人たちに継承する必要はなく､む

しろそんな時間があるならばベ トナム語を勉強する方がよい｡

と語っている｡最初に語られた民族語の次世代-の継承-の願いと矛盾するのではないか

との問いについては､

確かにそう言いましたが､私たちはやはり文字を持っていないということが非常に恥

ずかしい､それが欠けているところだという気がしてならないのです｡だからなんとか

文字を持たなければいけないとなるとベ トナム語 しかない｡先ほどからザオ語も大切だ

と言っていますが､ザオ語の民謡などを覚える時間があったら文字をしっかり自分で習

得 した方がいいと思っています｡

と答えている｡ Cさんのザオ語教育をめぐる相矛盾 した語 りの中核には､自分たちの民族

語には確定した文字がない､それゆえに文字を持つ普通語 (ベ トナム語)の方が優れてい
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るという､文字所有をめぐる言語意識があることがうかがえる｡ 日本のアイヌ民族も文字

所有をめぐる差別的まなざしに苦しんできた｡Cさんの (声)からは､ベ トナム少数民族

においても文字所有の有無によって言語が序列化され､それを少数民族自身が内面化させ

られている痛みが伝わってこよう｡

さらにベ トナム語能力をめぐる苦労について､Cさんはつぎのように語っている｡

自分ははっきり言ってベ トナム人が読むスピー ドよりもかなり遅い｡それだけ知る機

会の範囲も狭められるし､情報量も減ってくる｡そ うするとやはりベ トナム人と同じス

テージに立たされると私の方が遅れてしまう､負けてしまう､いつもそういう思いに駆

られて生きてきました｡

ベ トナム語を母語とするキン族とベ トナム語を第二言語とする少数民族が ｢同じステー

ジ｣すなわちベ トナム語が主言語であるステージに立たされるがゆえに､｢遅れ｣｢負け｣

を常に意識させ られてきた悔 しさがにじむ証言である｡｢各民族の平等｣が理念として掲

げられつつ､ベ トナム語優位社会の現実が厳然として存在することを如実に示す少数民族

の (声)として受けとめられよう｡

Cさんの (声)からは､ベ トナム語単一言語教育の指向の背景に､文字所有をめぐって

言語を序列化する意識の内面化やベ トナム語優位社会の厳然とした現実を見ることができ

た｡第 1章第4節で述べたように､ベ トナム国土の居住する少数民族の中で最大の人口を

誇 り､共産党にも最高幹部を多数輩出しているタイ一族に比べ､ザオ族は社会的により厳

しい位置に置かれている｡Cさんの語 りからは､少数民族間においても序列があることを

あらためて浮かびあがらせる｡

つぎに､Dさん (タイ一族､61歳､男性)の (声)を紹介 していく｡Cさんと同時に

同じ質問を行い､Cさんが主に答えることが多く､DさんはCさんほど多くを語っていな

い｡ Dさんも民族語と普通語の ｢二つの言葉とも若い世代に伝えるべきです｡それが民族

としての責任､務めだからです｡｣と述べつつ､｢バイ リンガル教育は必要だと思いますが､

それは小学校の程度で止めたほうがいい｡中学校以上はベ トナム語だけに絞った方がいい

と思います｡その方が子ども達､青年達の将来を考えた場合有利だからです｡｣と述べ､

ベ トナム語能力を身につけることこそが青年たちの将来にとって有利になるとの認識を示

している｡

自分はタイ一族 としてタイ一語を大切にしたいと思 うけれども､もう時代はかなり変

わってきた｡たとえタイ一語を知らなくてもタイーの民族衣装を着たり､タイーのお祭

りをしたり､タイーの歌がきをすることはできる｡だから敢えてタイ一語を習得 したり

タイ一文字を作ることにエネルギーを割かなくてもいいと思います｡それだけの時間を
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割くのであればやはり気後れ しないような程度のベ トナム語力をつけることに時間を費

や した方がいいと思います｡

タイ一族 としてのアイデンティティや文化の存続-の危機感は見られず､タイ一語学習

-の要求は見られない｡タイ一語学習より ｢気後れ しないような程度のベ トナム語力｣を

身につけることの重要性を語っている｡

②ナムマオ (NanMau)小学校および地域の長老宅 (2004年 9月17日午前訪問)

この小学校では､小学校 1年の算数の授業を参観 した｡A先生の授業と同じくベ トナム

語とタイ一語の2言語を自在に用いた授業であった｡ 1クラス20雀.程度｡

○教師の (声)

授業者ではなく副校長のE先生 (タイ一族､女性)にインタビューを行った｡E先生は､

ご自身についてつぎのように語っている｡

私は､この村のものではありません｡私はバーベ-郡の中のある村で生まれました｡

なぜ教員を目指 したかというと､やはりバーベ-郡とい うのは山岳地帯で､非常に教育

を受ける機会が少ない人たちがいるので､そ ういう村の若い子たちにこそ新 しい知識を

与えて､国のために尽 くしてほしいと思ったから､私は教員になりました｡私は教員に

なるためにカオバン省立師範学校に行きました｡

E先生と同じくカオバン省立師範学校の卒業生であり､師範学校で 2言語を用いた教育

法を学んでいる｡その具体的方法としては､教授言語 (媒介語)としてタイ一語を用いる

とともにつぎのような方法をあげている｡

｢書く｣授業の時どうい う手法をとっているのかといいますと､タイ一族にとって字

を習得するのは初めてです｡ この学校に来て初めての経験ですから､まず全て絵を用い

ます｡例えば､"お母 さん"とい う言葉を勉強するときはお母さんの絵を出します｡そ

して ｢これは誰ですか｣とタイ一語で聞きます｡そ うすると子ども達がタイ語で答えま

すね｡そ うしたら先生は ｢タイ一語ではそ うです.でもベ トナム語で "お母さん"はmq

です｡｣といいます｡ これは発音の時間でも勉強 しているから､彼 らの頭の中に入って

います｡ではこの "me" というのはどうい う文字を書くかというところで初めて黒板に

｢me｣と書いて教えます｡それをノー トに書き写 します｡そ ういう手法で行います｡

ナムマオ村の子 ども達の就学前の言語状況については､｢小学校入学前はベ トナム語は

まず知 りません｡なぜならば､友達と話すときもタイ一語｡家の中で両親 と会話するとき

もタイ一語です｡ 1年生に入った時初めてベ トナム語を勉強 します｡｣ と述べている｡そ
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れゆえ小学校低学年においてはタイ一語を教授言語 (媒介語)として教えていく｡

親達の言語教育に対する要求については､つぎのように述べている0

これは時代の推移によって父母の知識が変わってきました｡以前は学校教育ではバイ

リンガル教育､すなわち2言語を先生に教えてはしいという思いを持った両親がほとん

どでした｡ しかし､最近はむしろ､もう学校教育の現場では民族語は教えなくて､むし

ろその時間があるならばベ トナム語を教えてほしい｡つまり､ベ トナム語一本で教えて

はしいというふ うに希望が変わってきました｡なぜそう変わったかというと､先ほども

言いましたように､子ども達はすでに民族語を知っています｡話せます｡聞けます｡ま

た､村の祭 り､村のお葬式とか結婚式､そういう特別な行事､それから歌をうたったり

など､いつもタイ一語に接 しています｡だから､あえて学校に入ってからタイ一語を勉

強する必要はない､というふ うに両親は考えています｡同時に､ベ トナムという国が統

一国家として急激に発展 している中でベ トナム語を知らなくては､その変化についてい

けないと｡より高いベ トナム語能力をつけた方が子どもにとってはいい､と親は考え始

めているからです｡

ベ トナム国家の急激な発展に伴い､ベ トナム語単一言語教育への要求が高まっていると

の認識を述べている｡また進学要求が高まっているとも述べている｡

ほとんどの人は学校教育を修了したら､この村で農業に従事 します｡ しかし最近より

高い教育を受けるために､都市部に出て大学に受ける､また大学に入学する人が増えて

きました｡その人たちは､こういう貧 しいところから大学-行くので､経済的な事情に

より都市部で働きながら学ぶというかたちをとっています｡

子ども達の学力をめぐる問題点としては､学校施設の貧困等ハー ド面の問題の他につぎ

の2つの問題をあげている｡

1つ目は先ほどの話で､両親はベ トナム語教育を是非 してくれという要求は高まって

いるので､教師としてはベ トナム語を教える必要があります｡ しかしさっき言ったよう

に､タイ一語を媒介語として教えていかなければならないので､ものすごく時間がかか

ります｡媒介語を使 うと2倍時間がかかるので､普通のここまでのベ トナム語能力をつ

けるまでの到達時間が､普通の学校つまりキン族の学校より2倍かかるということが､

1つの問題です｡

2つ目の問題は､子ども達が小学校に入っていきなり教科書を配られると､それはす

べてベ トナム語で印刷 された教科書です｡本当ならば､ベ トナム語の教科書の同じ内容
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のタイ一語で書かれた教科書があれば､子ども達は理解度が早いでしょう｡ しか しまだ

そういったタイ一語で書かれた教科書､副読本というものがありません｡それがあれば､

今言った1番目の問題も解決すると思います｡

E先生白身は､ベ トナム語能力向 ヒのためにベ トナム語単一語教育を望んでいるわけで

はない｡子ども達の状況を踏まえ､むしろタイ一語で書かれた教科書があることによって

学力が保障されると考えている｡母語をベ トナム語とするキン族と等 しく学力保障 してい

くことを願い､責務とする少数民族地域教員の立場からの要求であるととらえられよう｡

○地域の長老の (声)

Fさん (タイ一族､58歳､男性)､Gさん (タイ一族､70歳､男性)のインタビューは､

一つの質問につきFさんが主に語 り､Gさんがそれに付け加えるという形で進められたた

め､その語 りについても個別に考察を加えるのではなく､お二人を併せて考察するという

形をとりたい｡

まず民族語であるタイ一語に対する思いを聞かれたとき､Fさんはつぎのように語って

いる｡

タイ一語はタイ一民族の本質です｡これは僕にとっては大切なもの｡普通の生活の中

とか､タイ一人のお客様が来たときにはちゃんとタイ一語で話 します｡

しかし今ひとつ大きな問題が起きています｡それは自分たちよりずっと若い世代､つ

まり僕たちが見てきた小学校の世代などは学校では普通語を勉強させ られて しまう｡そ

うすると自分たちが愛着を持っている､この本質であるタイ一語のことにあまり関心を

持たなくなってくる｡そして他の言葉の勉強を強制させ られています｡それが年寄 りの

私から見ると､若い世代は大変だなあと思います｡

Fさんは､タイ一語は ｢民族の本質｣であると述べ､｢学校では普通語を勉強させ られ

てしまう｣ことによって､｢この本質であるタイ一語のことにあまり関心を持たなくなっ

てくる｣ことを問題としている｡この ｢民族の本質｣という意味については､

私が ｢タイ一語はタイ一民族の本質である｣と言った意味は､具体的に言えと言われ

ても難しいのですが､大きく分けて2つの意味があります｡

僕らの世代になってくるとかなり他の民族とコミュニケーションをとらなくてはいけ

ない｡現代社会がグローバル化 しているから､ベ トナム人とも話さなくちやいけない､

ヌン族とも話さなくちやいけない｡ しかし昔はタイ一族は､タイ一族のコミュニケーショ

ンの中で全ての人生､全ての暮らしが成 り立っていた｡全てタイ一語で成 り立っていた｡

そういう意味で､タイ一語がまさにタイ一民族の本質であると､私は言いたかった｡そ
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れが 1つです｡

もう1つは､例えばあそこでお祈 りを捧げる時､祖先と話をする時､そういう時は全

部タイ一語で話 します｡他の言葉では言い表せません｡祭紀は他の言葉ではできません｡

そういう意味で､まさにタイ一語はタイ一族の本質であるという意味です｡

と述べ､生活共同体の言語としての意味､祖先とつながっている証としての言語すなわち

祭紀を司る言語としての意味をあげている｡こうした習俗と結んだ民族語文化-の認識は､

タイ一語の豊かさを孫たちの世代にも継承 していきたいという願い､すなわち民族語学習

-の要求-とつながっていく｡

筆者がタイ-族出身の言語学および言語教育学者ルオン ベン教授-望むことについて

質問した際､Fさんは2つお願いしたいことがあるとしてつぎのように語った｡

1つは､自分たちの孫の世代が今小学校-行っているのを見て､どうも低学年 (1,

2年生)の時にいきなりベ トナム語で授業をしていると､やはりそれについていけない

生徒がたくさんいます｡普通語の重要性はさっきから僕が言っているようによくわかる

のですが､やはりいきなり教えるのは教育的には良くないのではないでしょうか｡そこ

でその間にクッションになるような何か副読本とか､またはもっとちゃんとしたバイリ

ンガル教育をカリキュラムとして入れてほしい｡そういったようなテキス ト作 りやカリ

キュラム作 りを､ベン先生にできればお願いしたいと思います｡それが 1つ｡

それから実は､第三者が言語学的に勉強する時､普通語というのはタイ一語よりも易

しいのです｡タイ一語というのは非常に深みのある言葉です｡子どもたちはコミュニケー

ションとしてタイ一語は使っているけれども､それはタイ一語の中のごく一部のボキャ

ブラリー､語嚢を使ってコミュニケーションしているのであって､もっともっと豊かな

タイ一語の世界というところまで知らない｡知らないまま､だんだん普通語の中に入っ

て しまう｡これはやはりタイ一族として悲 しいと思います｡だからタイ一語の豊かさ､

タイ一語の広がり､ふくらみを､タイ一族の子どもたちに知ってもらえるような､教育

カリキュラムをベン先生がつくってくれると良いなと思っています0

1つ目の要求は､普通語学習における小学校低学年における教授言請 (媒介語)として

の民族語の位置づけおよび民族語世界から普通語世界へと架け橋する教科書作成-の要求

である｡民族語を教授言語とすることによって､母語を民族語としベ トナム語を第二言語

として学ばなければならない少数民族の子どもたちの不利益を解決 し､キン族と同等の学

ノブを保障すること-の要求として受けとめられる｡

2つ 目の要求は､単にコミュニケーションのための言語というだけでなく､｢非常に深

みのある言葉｣としての ｢豊かなタイ一語の世界｣を認識できる民族語教育カリキュラム
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作成-の要求である｡民族語を文化として学ぶ場を子どもたちに保障し､民族語文化の継

承と発展の担い手とすることと同時に､あくまで豊かな民族語 (母語)文化の土壌に深く

根ざして第二言語としての普通語 (ベ トナム語)の学習を保障していくこと-の要求であ

る｡そして民族語文化を引き継ぐべき子ども達が､民族語文化の土壌が未だ浅い内に普通

請 (ベ トナム語)世界に入らなければならない現状を悲しんでいる｡

これら2つの要求は､バイリンガル教育の定義 ｢母語の維持と発展､第二言語の獲得､

母語と第二言語を用いた教科教育という三つの目的を同時に実現 していく手段｣‖ (8,に照

らすとき､その本義にかなったものといえるだろう｡

｢タイ一語の豊かさ､広がり､ふくらみ｣などの言葉に､Fさんのタイ一語-の誇 りが

感 じられる｡タイ一語の豊かさの意味として､Fさんは 3つの理由をあげた｡ 1つ目は

｢母音とか子音の種類がベ トナム語より非常に多い｣ため ｢タイ一語を知っていれば､ベ

トナム語の発音は易 しい｣こと､｢皮肉を込めて｣という前置きのもとに語られた2つ目

の理由は ｢タイ一語の中には現代の科学技術を表す言葉はない｣ためベ トナム語のように

漢越語によって新 しい概念を容易く入れることができないこと､3つは口承文学がたくさ

んあること､である｡ 3つ目の理由については､ルオン ベン教授が､タイ一族は漢字を
チ ュ- ノム

基にした独自の文字-字 晴によって口承文学を記録 ･保存 してお り､FさんやGさんはこ

の文字を読み書きできることを補足した｡

しかし民族語の将来については､厳 しい見方をしている｡

タイ一語を使 う機会というのは､若い世代はこれからどんどんどんどん限定されてい

くでしょう｡例えば友達との話 し合いの時は､タイ一語を使 うけれども､他の場面では､

例えばテレビから流れてくるのはベ トナム語だったりとか､家の中でも親子の間でもベ

トナム語を使 うようになってくる｡ ということで､非常にタイ一語を使 う機会が狭まっ

てくるだろうと｡私の経験から､自分の人生を振 り返ってみると､学校教育の中で1976

年まではこの村でちゃんと教科という形でタイ一語教育を教えていました｡ しかしこれ

も時代の流れでそういうカリキュラムはなくなり､ベ トナム語の方に力をおくようになっ

てきた｡これも時代の趨勢でしょう｡

そして若い世代の高い教育を受けること-の要求が村の発展につながっていかない矛盾

について､Fさんはつぎのような希望を述べている｡

学校に行って､勉強が好きになって成績がいいという子どもは､どんどん進級 してい

くでしょう｡そしたら､最終的に大学に行きたいとなったら､この村を離れて都市に行

くでしょう｡都市に行って大学を卒業 したら､恐らくもうこの村には戻ってこない｡そ

の大都市で就職 していくでしょう｡これは私達がとやかく言 うことではなくて､その人
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個人の問題です｡ しかしその反面､有能な人材が出ていけば､必然的にこの村の力また

この村というものの体力が落ちるのも必然です｡だから私としてはこの二つの問題を､

同時に解決することはできない､難 しいと思います｡これは私達だけの力ではどうする

こともできないので､行政の方で何らかのシステムをつくるべきだと思います｡例えば､

大学に行った人がこの村に帰った時､良いポス トにすぐ就けるとか､そういうシステム

をつくれば戻ってくるのではないかと､私は思っています｡

Gさんも､若い世代が教育を受けると村の外に出て行ってしまう ｢淋 しさ｣について､

つぎのように語っている｡

1つは､せっかく勉強 したのに､この村に帰ってきてもその有能な力を生かす仕事な

い｡大学を行って帰ってきて､農業をや りますか? や りません｡それはとても親とし

ては淋 しいです｡それが 1つ｡そしてもう1つは､ Fさんが言ったように､その有能な

人材をこの村で生かせる職種というのがない｡それが淋 しいです｡

民族語文化の継承発展のためには､高い教育を受けた人材が故郷の村で力を発揮できる

場やシステムづくりが一方で追求されなければならない｡民族語文化の継承発展の課題は､

地域の今後の ｢開発｣や ｢発展｣のあり方自体を問う厳 しさを伴 うものであるといえよう｡

なおFさんは､1976年までこの村で行われて第 1次バイ リンガル教育について､｢自分

の人生を振 り返ってみると､学校教育の中で1976年まではこの村でちゃんと教科というか

たちでタイ一語教育を教えていました｡｣ と肯定的なニュアンスで語っているO さらにそ

の問題点については､つぎのように語っている｡

1976年まで行われていたタイ一語の教育というのは､まず教科書はちゃんとタイ一語

の教科書というのがありました｡先生も全部タイ一民族です｡ただ先生については､今

と比べるとちょっと問題があります｡ どういう問題かというと､それは今の先生という

のはちゃんと師範学校を出た､教科教育法を身につけた先生が赴任 してきますから､い

わゆる教え方の面においては､今の方がレベルは高いです｡当時の先生というのは､こ

の村である程度教育を受けた人が､教壇に立ってタイ一語を教えるといった非常にシン

プルな形だった｡

Fさんは教員養成の問題を指摘 している｡先述の第 1次バイ リンガル教育の ｢失敗｣に

関する要因をあげたルオン ベンの論考 (二)の項目を裏づけるものとしてとらえられる｡

Fさんの意見は､バイ リンガル教育の試みそのものを否定するものではないと受けとめら

れよう｡
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②チョザ- (choRa)小学校

5民族 (タイ一族､ヌン族､ザオ族､ムオン族､キン族)が同時に同じクラスで学習 し

ている｡ 1クラスの人数は40名程度｡小学校 2年生のベ トナム語の書き方の授業を参観 し

た｡生徒全員が30センチ四万位の小さな黒板を持ち､先生が教科書の本文から読みあげる

単語や短文を文字化 していく｡あてられた生徒は前の黒板に書く｡生徒たちは教科書を開

いてはいけない｡発音や書き方の微妙に異なる文字や単語を取 り立てて､繰 り返 し練習す

る｡かなりテンポが速く､4分の 1強の生徒が学習についていっていないように見受けら

れた｡数名は自分の黒板に書くことすらあきらめ､他に関心を向けていた｡

○教師の (声)

授業者の Ⅰ先生 (タイ一族､女性)に中心的にお話をうかがった｡

Ⅰ先生は､5民族の生徒の言語的背景を授業でどのように配慮 しているかとの質問に対

し､つぎのように語っている｡

私のクラスには5民族いますから､その5民族の各言語背景全てを把握するというの

は難 しいです｡だから､私自身が例えばザオ語とかムオン族を知っているわけではあり

ません｡ しかし､ベ トナム語でベ トナム語の授業をする時に子どもたちの表情を見て､

これはわからなそうだなと思った時は､優 しいベ トナム語に言い換えたり､話す速度を

ゆるめたりすることによって､ベ トナム語を初めて学ぶ各少数民族の子どもたちの気持

ちを配慮するように努めています｡

また各民族の言語的背景によってベ トナム語学習の進度に差があるかとの質問に対 し､

あります｡非常に民族差があります｡まずヌン族のことから説明すると､ヌン族は比

較的標高の高いところに住んでいる民族です｡そうすると日常生活の中でベ トナム語に

ふれる機会があまりないので､まず今見ていただいたように聞かせて書く時の前段階の

発音の授業の時､ヌン族はベ トナム語の発音がうまくできません｡ヌン族は他の少数民

族に比べてうまくできません｡具体的に言いますと､私のクラスにいるヌン族の○○ちゃ

んという子は､今でさえ､他の子どもらに比べて読ませる時に読むスピー ドが遅いこと

に加えて､発音もまだ間違いが多いです｡

と答えている｡さらにベ トナム語能力と他教科の学力との相関関係について､

これは極めて相関関係が強いです｡ベ トナム語ができる生徒であればあるほど､他の

科目でも成績が良いです｡それはさっき言った○○ちゃんを例にとれば､○○ちゃんは

読む力も発音する力も劣っているので､他の科 目も教科書を読むのが遅ければ､それだ
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け理解度も遅いし､先生の言 うことにもついていけないから､成績が悪くなります｡

と語っている｡授業についていけない生徒に対 しては､放課後特別カリキュラムがあると

いうことであったが､授業についていけない生徒に対する学力保障にそれほど力が入れら

れているとは感 じられなかった｡

1民族が集住 している地域では､その民族出身の教師が赴任 し､民族語の背景を踏まえ

てバイ リンガル教育を行 うことができる｡ しかし比較的都市部で多民族が集住 している地

域では､各民族語の背景を踏まえることは困難であり､同等のベ トナム語能力を保障して

いくカリキュラムおよび民族語教育は行われていない事情がうかがえる｡

副校長のH先生によれば､1963年から1976年までバーべ-郡の各学校においてはバイリ

ンガル教育を行ってきた｡この学校だけは､1963年の創立以来､一貫 してバイリンガル教

育をせず､ベ トナム語単一言語教育を行ってきたという｡これについて､同行 したルオン

ベン教授は ｢このバイ リンガル教育はいわゆる町役場がある町を除いた地域で行われま

した｡町役場がある町というのは､比較的発展 している都市で､そこの子どもたちは小さ

い時からキン族と触れたり､テレビやラジオを通 じてベ トナム語に触れる機会があるので､

中学以前から､すでにベ トナム語を知っている率が高いのです｡だから学校に入ってバイ

リンガル教育をせず､いきなり単一言語教育に入るわけです｡｣と補足した｡

一方､ I先生はこの村の出身ではなく､遠隔地の出身であり､1963年から行われた第 1

次バイ リンガル教育の体験者である｡第 1次バイ リンガル教育について､ Ⅰ先生はつぎの

ように語っている｡

私は現在の教育と比較 して､一つ悲しいなと思 うことがあります0

私は､小学校の時､バイリンガル教育を受けたので､学校の中でタイ一語にまつわる

文化も先生から教えてもらえました｡例えば､歌も民話も教えてもらいました｡でも現

在この学校では､普通語 しか教えません｡そうすると子どもたちを見ていると､タイ一

語の基本的な会話は家族の中で小さい頃から培われているので問題ないですが､タイ一

語にまつわる文化まではとても知っているようには思えません し､｢歌ってごらん｣と

言ってももうタイ一語の歌は歌えなくなっています｡これが私が幼少の時に受けた教育

と比べると､その部分が欠落 しているので､かわいそうだなと今思っています｡

l先生も､第 1次バイリンガル教育に対 して否定的な評価を下してはいない｡むしろ学

校教育の中で民族語教育がきちんと位置づけられることを願っている0

○地域の保護者の (声)

Jさん (タイ一族､58歳 農家)､Kさん (タイ一族､35歳､農家)という世代の違 う

保護者 (父親)の方にお話をうかがった｡お二人とも第 1次バイリンガル教育は体験 して
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いない｡

まず家庭での言語生活について､Jさんはつぎのように語っている｡

学校に入る前は親子の会話は全てタイ一語です｡ しかし子どもが学校に入ってきて､

子どもが普通語を勉強し始めます｡普通語を習得すればするほど､子どもは家の中でも

両親に対してベ トナム語で話 しかけるようになります｡そうすると両親もベ トナム語で

答えを返すようになります｡そうすると学年が上がっていけば上がっていくほど､その

子と私との会話は普通語で話す割合が高くなります｡

お二人とも自分が受けてきた教育と同様に､ベ トナム語単一言語教育を望んでいる｡そ

の理由について､つぎのように語っている｡

Jさん :子どもというのは生まれた時からずっとタイ一語で生活してきたので､タイ一

語はもう知っているから､学校現場の教育においてはベ トナム語で教えてもらった方

がいいと思います｡

Kさん :母語のタイ一語はすでに習得しているので､｢外国語｣を一生懸命教えてくれ

る学校が良いと思 う｡｢外国語｣と言ったのはベ トナム語も教えてほしいし､もっと

他の外国語も教えてほしい｡それは社会情勢の変化に伴って､必要度の高い外国語が

あるだろうから､それも学校で教えてほしい｡

若い世代のKさんは､子どもたちには ドイモイ期に見合った､外国語を含めた多言語を

習得してはしいという希望を述べている｡

ベ トナム語単一言語教育について､その結果として民族語文化の継承ができなくなるの

ではないかとの問いに対しては､

Jさん :そうではないと思います.子どもは確かに小学校でベ トナム語を勉強するにつ

れて､家の中でもベ トナム語で話 しますが､元々の文化的基礎というのはタイ一語で

培われたものです｡私たち夫婦は相変わらずタイ一語で喋っていますから､聞く能力

等は一切劣らないし､例えば何かの行事の時や歌を聞いたりする時はタイ一語ですか

ら､その勉強はしないかもしれないが､生活の中で常にタイ一語と接 しているから､

タイ一語の力が劣るとは思いません｡

Kさん :子どもにとって母語と普通語とは分けて考えてほしい｡母語は母語として持っ

ていてほしい｡これはでもあえて教育しなくても､子どもは忘れないです｡なぜなら

ば､子どもの時からそれに接 して､家の中でもさっき彼が言ったように夫婦の会話と

か行事の時にはタイ語を使っているわけですから､一生涯この母語で培われた文化は
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身に付いているはずです｡それと同時に､普通語の方はこのベ トナムの社会がこのよ

うにめまぐるしく変わっていく中においては､必ず身につけなければならないものだ

と思っています｡これはこれでちゃんと子どもには身につけてほしいと思っています｡

末だ生活語として民族語が息づいてお り､民族語文化の継承について危機感がない状況

でベ トナム語単一言語教育を望んでいるといえよう｡このお二人の話の後､ 1先生が､先

述 したようにご自身の第一次バイリンガル教育体験について語ってくださった｡

お二人とも子どもたちには進学 し､より高度な教育を受けてほしいと願っている｡その

背景には､自分達の仕事である農業を子どもには継がせたくないという思いがある｡

お二人とも口を揃えてつぎの内容のことを語っている｡

農業ほど辛い仕事はありません｡こんな苦しい仕事はありません｡その上こんなに苦

労して収入が見合わない仕事はないから､はっきり言って子どもたちにこの仕事はさせ

たくない｡だから､なるべく高い教育を受けさせてあげたい｡そしていろいろな進路の

選択肢を与えてあげたい｡そしてできるならば､農業じゃない他の仕事に就かせたい｡

子ども達が将来進学等で村を出て行くとき､必要なのはベ トナム語能力である｡ご自身

の体験から､お二人はつぎのように語っている｡

Jさん :例えばこの村から出ていろんな人と接することによって､いろんなことを知る

ことができます｡いろんな知識を得ることができます｡その時､タイ一語 しか知らな

かったら､接触する人というのは非常に限られてきます｡でもベ トナム語を知ってい

ればたくさんの人とコミュニケーションをとって､それだけ多くの知識を得ることが

できます｡そういうふ うに私は外に出た時感 じました｡だから､子どもにはベ トナム

語を使って多くの知識を吸収 してほしいからそう思ったんです｡

Kさん :やはりこの村を出た時､ベ トナム語を知っていないと人とコミュニケーション

がとれないなと強く経験をしました｡だから子どもにはいろんな人とつきあって､世

界を広げてほしいから､ベ トナム語を習得 してはしいのです｡

子ども達の将来によりたくさんの選択肢がひらかれることを願ったとき､民族語文化の

継承 ･発展よりも､高度なベ トナム語能力の習得こそがより切実な課題である｡ 日本にお

いて高度経済成長期 ｢村を捨てる学力｣が問題 となった｡現在経済成長を追求 しているベ

トナム社会における単一言語教育要求の背景には､村でより豊かな生活文化を築いていく

展望が見えず､都市部に出てこそ将来の可能性がひらかれると考えざるをえない､市場経

済化に直面する地域にとって普遍的な問題があることが確かめられよう｡
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第3節 フィール ド調査から明らかになったこと

以 l二､インタビューに応 じてくださった方々の語 りを紹介 し､考察を試みてきた｡その

数は少なく､もとより少数民族のごく一部の (声)でしかない｡その一部の (声)も決し

て一元化 してとらえることはできない｡そのことに留意 しつつ､今回の調査から見えてき

たことをまとめておきたい｡

○理念と現実の矛盾

憲法では少数民族の言語と文化の権利尊重の理念が掲げられ､法律でも初等教育におい

て民族言吾および民族文字を使用する権利が定められている｡ しかし実際に民族語および民

族文字の学習が行われているのは､ごく一部の地域 ･民族にとどまり､バイリンガル教育

の本義の実現のためには多くの困難を抱えている｡

｢バイリンガル教育｣の定義 ｢母語の維持と発展､第二言語の獲得､母語と第二言語を

用いた教科教育という三つの目的を同時に実現 していく手段｣に照らすとき､第 2の目的

｢第二言語の獲得｣と第 3の目的 ｢母語と第二言語を用いた教科教育｣に関わる授業は今

回参観することができた｡ベ トナムでは第53-CP決定以来今 日においても､この第 2の日

的 ｢第二言語の獲得｣であるところの普通語普及に力点が置かれていることをとらえるこ

とができた｡少数民族生徒の普通語能力保障のために懸命に努力と工夫を重ねている少数

民族出身教師の姿が見られた｡

一方で､システムとして各々の民族的背景を配慮 し学力保障を行 う手立ては末だ充分意

識化されていないといえる｡教師が民族語を教授言語 (媒介語)として用いるということ

にとどまり､E先生やFさんが希望 していたような､低学年における全教科の民族語によ

る教科書の準備等の手立ては､(経済的人的困難の大きさが想像されるが)なされていな

い｡とりわけ多民族が集住する比較的都市部の小学校においては､多くの困難を抱えてい

ることが感 じられた｡かつての沖縄地域と同様､普通語と接する機会の少ない地域から通

う子ども達にとって､学校の学習はよそよそしく感 じられ､楽 しくないものであろう｡少

数民族の子ども達にとって厳 しい現実が存在 していた｡

なお今回､第 1の母語の維持と発展のための民族語の授業 (｢第 3の方式｣(民族語を 1

科目として教える方式｡第 1章第 2節第Ⅳ期参照)によるもの)の参観を希望 したが､か

なわなかった｡すくなくともタイグェン省周辺の地域では行われていないということであっ

た｡現実には ｢第 3の方式｣によって民族語教育が行われている地域は非常に限定される

ことがうかがえた｡｢第 3の方式｣をめぐる少数民族の (声)は､本研究において非常に

重要であるが､それについては今後の課題としたい｡

○少数民族の言語教育に対する要求

(1)第 1次バイリンガル教育の ｢失敗｣について

今回のインタビューで第 1次バイリンガル教育の体験について語った方 (カオバン省出
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身 1名､バーべ-郡出身 2名)に限っては､全否定的な評価を下す人はいなかった｡教員

養成の未熟や､キン族と同等の普通語能力の保障を可能とする方法論の必要性等の問題点

を指摘 しつつ､生活で民族語を使用するだけでは学べない民族語文化の豊かさ ･深さを学

ぶことができた点については､全員肯定的であった｡

(2)ベ トナム語単一言語教育要求の背景

少数民族によるベ トナム語単一言語教育要求の背景には､つぎのような複合的な要因が

あることがうかがえた｡

①ベ トナム語優位社会で生き抜かなければならないこと

ベ トナム語能力によって ｢遅れ｣や ｢負け｣を意識させられる厳然たるベ トナム語 (キ

ン族)優位社会が存在する｡交通標識等においても2言語併記の保障はなされていない｡

② ドイモイ政策下市場経済化の波が押 し寄せていること

市場経済化の流れの中で､故郷の村の豊かな ｢発展｣の姿を描くことができず､とりわ

け若い世代では学歴を得て都市部で働 くことをを望む人びとが増え､それに伴いベ トナム

語単一言語教育要求は強まっているOルオン ベンが端的に表現 したように ｢損得の考え

方｣に立っ限り､こうした傾向は強まるであろう｡民族語文化の継承発展の課題は､今後

少数地域の ｢開発｣や ｢発展｣をどのように展望 していくか､そのあり方自体を問う厳 し

さを伴 うものである｡そのことを地域の長老も自覚 しておられた｡市場経済化､グローバ

リゼーションの流れの中で､世界中の地域が直面する普遍的な問題でもある｡

③文字所有をめぐって言語を序列化する意識が存在すること

民族語の平等の理念にも関わらず､実際にはたとえば文字所有をめぐり言語を序列化す

る (ベ トナム語を優位に置き､民族語を劣位に置く)意識が存在 し､その意識を少数民族

自身が内面化 していることがうかがえた｡文字が確立されていない民族にとって､白らの

民族語の誇 りを持ちにくく､したがって民族語教育を要求することなく､ベ トナム語単一

言語教育を要求するという仕組みが見られた｡文字所有に関わらず､民族語の平等が保障

されるべきである｡その一方で､民族語教育を行 う際､教科書を編成する上でも文字表記

の問題は大きい｡ベ トナム少数民族言語教育史において初期から ｢文字の創造｣の問題が

大きな課題であったが､現在もその間題は引き継がれているといえよう｡

④民族語の存続自体に危機感がないこと

民族語差別が実際には存在するとしても､ベ トナムにおいては少なくとも日本のアイヌ

民族や沖縄地域の人びとが受けたような､生活語としての民族語使用が抑圧された歴史は

ない｡ したがって生活語として民族語が根強く存続 してお り､民族語の存続-の危機感は

未だ見られない｡それゆえ民族語と普通語としてのベ トナム語の2言語併用-の展望がひ

らかれる土壌が充分存在するといえると同時に､現状では民族語 (母語)はわざわざ学校

で学ばなくとも使いこなしているとの意識がベ トナム語単一語教育を要求する一つの根拠

となっている｡
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(3)バイリンガル教育-の要求

一方で､文字を所有 し､民族語文化の豊かさ ･深さを認識 し､高い誇 りを抱いている地

域の長老は､若い世代-民族語文化を継承することを強く願っていた｡民族語の豊かで深

い土壌のもとに第二言語として普通語 (ベ トナム語)学習が行われることを願い､｢バイ

リンガル教育｣の定義 ｢母語の維持と発展､第二言語の獲得､母語と第二言語を用いた教

科教育という三つの目的を同時に実現 していく手段｣にあるこの3つの目的全てを兼ね備

えたバイリンガル教育を要求している｡

また父母の間でベ トナム語単一言語教育要求が強い場合も､長老や子ども達を実際に見

ている教師は､低学年で民族語を用いた全教科の教科書があった方が学力が保障されると

考えていた｡

(4)学力保障-の要求

単一言語教育を要求する場合も､バイリンガル教育を要求する場合も､その根幹には共

通 して､ベ トナム社会を生き抜く (端的に言えばキン族と対等にわたりあえる)学力保障

-の要求がある｡その実現のために､キン族と同質同内容の普通語教育を要求するか､各々

の民族的背景を踏まえた普通語教育を要求するか､という違いがある｡

教師や地域の長老は､各々の民族的背景を踏まえた普通語 (ベ トナム語)能力の保障を

切実に要求していた｡またそのために懸命に工夫し努力している少数民族出身の教師の姿

が見られた｡

先述 した今後の少数地域の ｢開発｣や ｢発展｣をどのように展望 していくかという問い

とともに､どのような ｢学力｣を求めていくかという問いが､今後 しだいに大きな課題と

なっていくのではないだろうか｡地域の ｢開発｣｢発展｣と ｢学力｣(言語文化に関わる力

を含む)との関わりについては､沖縄地域も直面している｡今後とも対話を積み重ねてい

くべき重要な課題であろう｡

おわりに

日本のアイヌ民族や沖縄地域の人びと､あるいは公学校に通 う在 日コリアンの子ども達､

保護者達は､単一言語教育かバイリンガル教育かを選択することもできない｡そのことを

考えた場合､多くの矛盾を抱えていたとしても､その矛盾をも含めてベ トナム少数民族地

域におけるバイリンガル教育の歩みから学ぶべきことは大きい｡ 日本の抱えた問題を省み

ながら､フィール ド調査から考えたことを以下に述べる｡

ベ トナム語単一言語教育要求とバイ リンガル教育要求の間にも､沖縄地域における議論

と同じように､最終的には優勢言語 (ベ トナム語)-の言語-の乗 り換えを指向する言語-

道具観と､民族語を文化ととらえ継承発展を願 う言語-文化観 との葛藤をとらえることが

できる｡ しかしながら前者も生活語としての民族語の存続自体に危機感がない状況､すな
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わち二 (多)言語生活の現状を前提 とした上での指向である｡ この葛藤をどう考えていけ

ばよいのであろうか｡

市場経済化､グローバ リゼーションの流れの中で ｢持続可能な開発｣を求める立場から､

地球生態系の重要な要素として少数言語をとらえる議論が起こっている｡少数民族言語は､

地球生態系の一員 として生き､地球生態系を維持保全 していく知恵に満ちている｡

実用的な価値 (世界の多くの言語がもつ先住民の知識など)に加え､世界の生態系と

言語が健康に存在することが､種 としての人間の生存の持続にとって必要とされている｡
(｢(しl)

グローバ リゼーションと一体 となった優勢言語のさらなる優勢化-向けた力は強大であ

る｡ しか し地球の持続可能な未来をひ らき､種 としての人間の生存の持続を図る上で､少

数言語を維持することは重要な意味を担 うとい うのだ｡ こうした議論に照 らしたとき､今

回直接に聴 くことができた長老Fさんの (声)はとりわけ貴重である｡

現在ベ トナム政府は原則的に少数民族の要求によって､バイ リンガル教育のあり方を定

めている｡多数決的な調査に拠れば､言語-道具観に立つ単一言語教育要求がさらに優勢

を占めていくことだろう｡それは厳 しい生活背景からの切実な要求でもある｡ しか しなが

ら ｢持続可能な開発｣や ｢種 としての人間の生存の持続｣とい う地球規模の視座に立つと

き､言語-文化観に立つ地域の長老達の声は深く響 く重みを持つ｡伝統文化の維持保存と

い う次元にとどめることなく､長老の (声)を我々自身の持続可能な未来をひらくという

視座から聴き､その重みを受けとめ認識 していくことが切に求められるのではないだろう

か｡

その意味で､ベ トナムバイ リンガル教育の歩みにおいて､民族語文化の継承発展の保障

とキン族 と平等の普通語 (ベ トナム語)学力の保障の双方を充たすカ リキュラムとして編

み出され､｢第 3の方式｣が言語-文化観の内実をどのように深め うるか､今後の行方が

興味深い｡

もう一つ課題 として考えられるのは､言語教育における異文化 コミュニケーション教育

の観点の導入の必要性である｡ベ トナムバイ リンガル教育は原則的に現在少数民族のみを

対象 として議論が積み重ねられている｡ しか し優勢言語を使用する側をも対象 とし､相互

的に言語文化の多様性が持つ意味を学びあ うことを位置づけ､共有財産 として受け継ぎな

が ら､新たな普通語文化､民族語文化を育んでいくことが必要なのではないだろうか｡

｢相互的｣ とい う意味は､先述 した我々自身の持続可能な未来 とい う視座から我々の言語

文化を問い返 しあい､学びあ うとい う意味である｡

無論いずれの課題 も､日本の言語教育にさらに厳 しく迫 られている課題である｡
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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

一少数民族言語教育の課題を踏まえて-

はじめに

2005年に改訂されたばか りTiengViet2TapHal(『ベ トナム語 2』 2巻､日本におけ

る国語教科書 2年生用下巻に相当する)の表紙には､中秋節のお祭 りで独立の父ホーチミ

ンが子どもたちに囲まれた絵が描かれている｡他にも随所に彼の詩や呼びかけが教材化さ

れている｡独立国家樹立後60年､ベ トナム戦争終結後30年余を経て経済発展著 しい2005年

段階の初等教育においてなお､国民統合の象徴 としてホーチ ミンが果たす役割の大きさが

うかがえる｡またTiengViet1 (『ベ トナム語1』､ 1年生用)には山岳少数民族地域の子

どもたちに ｢学びに行こう (DIHoc)｣ と呼びかける詩教材が採択 されている｡少数民族

に対する初等教育普及が未だ達成すべき重要課題であることを象徴的に示す教材である｡

1986年 ドイモイ政策転換以降､多数民族キン族が住む平野部と少数民族が住む山岳部と

の経済間格差は拡大 し､一部少数民族 と中央政府の間に紛争も起こる｡こうした矛盾を背

景に､国民教育としての少数民族教育の実質的推進が切実な課題 となり､その核 となった

のが初等教育における言語教育である｡本研究においては､ ドイモイ期に浮上 してきたベ

トナム語を ｢国家語｣として制定すべきか否かをめぐる論点を明らかにし､その論点が少

数民族言語教育の課題にとって意味するものについて考察を試みたい｡

第 1節 ｢国語｣から ｢普通語｣へ､そして ｢国家語｣へ?

ベ トナム語の位置づけについて､今一度1945年独立国家樹立以降のベ 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ベ トナム語に対する呼称の変遷に注目してふ りか

えっておく｡

1945年 9月 2日ホーチミンはベ トナム語で ｢独立宣言｣を読み上げた｡それは､それま

でフランス語が国家の正式な言語であったことに対 し､｢ベ トナム語の地位の承認｣ (Le

QuangThiem(2000)) とい う意味を持ち､ベ トナム語が ｢国家語｣であることの重要な論

拠の一つ とされる｡独立直後の喫緊の課題は,ベ トナム語をラテン文字表記 した ｢国 語

(quoc ngu)｣(漢越語)の識字教育運動であった｡1945年10月4目付 ｢失学の困難に抗す

るために｣(ホーチ ミンの署名入 り) とい うアピールは､｢ベ トナム国民 (quocdallViet

Nam)｣という呼びかけを繰 り返 し､フランスの愚民化政策に対抗 し独立を維持するために
クォ ソクグー

全ての国民が国 語の読み書きができなければならないと訴えている｡
クォ ノクグー

対フランス語意識のもとに国 語を強調する意義が薄れ､内向きに国民意識を形成する

必要性が高まるに伴い､言語教育に関わる公文書には ｢普通語 (tiengphothong)｣とい

う用語が用いられるようになる｡ 1959年憲法で打ち出された自治地区政策に伴い､1961年
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公布された第206-CT号によって推 し進められた民族語教育は失敗に終わる｡その失敗が次

第に明らかになってきた1969年公布第153-CP号決定 ｢各少数民族文字の構築､改良および

使用に関して｣は､｢ベ トナム領土内に生活するすべての民族は､全国の共通言語 (ngon

nguchungcuacanuoc)である普通語と普通文字を学習 し､使用する必要がある｡国家

は､少数民族が普通語 ･普通文字を速やかに習得することができるよう全面的に支援する｡｣

と定め､初めて公文書で ｢普通語｣および ｢普通文字 (chuphothong)｣という用語を用

いた｡これを期に､民族語教育から ｢普通語と普通文字｣の学習普及に力点が移される｡

さらに1976年南北統一国家樹立後に出された1980年公布第531CP号決定 ｢少数民族の文字

に対する方策に関して｣は ｢普通語と普通文字は､ベ トナム民族共通の一般的言語 (ngon

nguchungcuacongdongdantocVletNan)である｡それは､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､す

べてのベ 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 している｡｣ と

｢普通語と普通文字｣の定義を明確にした｡ ｢普通語 と普通文字｣の学習と使用について

｢義務｣が先に位置づけられ､同時に ｢権利｣であると規定されている｡この第53-CP号決

定においては ｢ベ トナム民族 (dantocVietNam)｣ とい う概念のもとに､統一国家の

｢国民｣としての統一性を ｢ベ トナム民族｣の統一性 として追求し､その統一性を確保す

る ｢普通語と普通文字｣の普及が最大の課題 として重視されていたことが確かめられよう｡

今 日に至るまで､この第53-CP号決定がベ トナム語の公式的な位置づけとなり､少数民族

言語教育政策の拠 り所とされている｡

こうした ｢普通語｣ という位置づけでは不充分であるとし､1990年代､ベ トナム語を

｢国家語 (ngonnguquocgia)｣として制定すべきであるとする議論が登場する｡

ベ トナム政府は,｢わが党と国家は､多くの民族を抱える国家における各民族に対する

レーニンの政策に正 しく従い､各民族の平等な権利を尊重 し､いかなる言語にも特権を認

めず､少数民族に多数民族の言語を使用することを強制 しない｡｣(NguyenKinThan(2003

(1975)))との立場に立ち､ ｢国家語｣を制定してこなかった｡ ところが1991年ソ連邦が崩

壊 し､新 しく組織されたロシア連邦の各共和国憲法に ｢国家語｣が登場するという事態を

受け､ベ トナムにおいてもベ トナム語を ｢国家語｣として制定すべきであるとする議論が

登場する｡1… )LeQuangThiem(2000)は､つぎのように述べている｡

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一つを占めている｣と確定した｡(中略)

これは参考にすべき事柄である｡

ソ連邦崩壊以降のロシア連邦の動向がベ トナムにおける ｢国家語｣制定をめぐる議論の
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大きな直接的契機となったことがうかがえよう｡

一方で､議論の背景にはつぎのような ドイモイ期のベ トナム社会が独自に抱える課題が

あったと考えられる｡TranTri1)oi(2004)は,｢まず第-に必要なことは､少数民族の

中に現代の高度な要求に応えうる労働力を育てなければならない｡この課題は教育によっ

てのみ実現できる｡｣と述べ､山岳少数民族地域の ｢発展｣を担 う労働力育成における言

語教育の実質的推進の必要性を強調 している｡

このようにソ連邦の崩壊を直接的契機 とし､少数民族の ｢労働力｣としての育成が緊急

の課題 となっていることを背景とし､ベ トナム語の公的位置づけをめぐる新たな動きが起

こる｡1993年5月ベ トナム国立人文社会科学センター言語学院は ｢民族語と国家語の発展｣

というシンポジウムを開催 した｡このシンポジウムの総括は､｢誤った言語政策をとると､

他の国々で見られるように民族間不和を誘発 し国家共同体が分裂する危機を生むことにな

る｡｣ことを確認 した上で､基本的提案の第 2項に ｢ベ トナム国土上における各民族語の

平等権を法的に保障する｡｣を掲げ､さらに第 3項でつぎのように述べている｡

少数民族居住地域において､普通語が民族語とバイリンガル状態になる環境を作り出

し､それが高いレベルかつ広範に発展するよう積極的に政策を推 し進める必要がある｡

｢高いレベルかつ広範に発展する｣ とい う意味は､ベ トナム語がベ トナム共同体 (con

dongVietNan)の国家語 となり､ベ トナム国内の各民族間の文化交流の道具となって

ベ トナムの各民族と世界の民族との架け橋的存在となることを指す0(下線 引用者)

｢各民族語の平等権｣に周到に留意 しつつ､ベ トナム語の ｢国家語｣化を唱えているこ

をとらえることができよう｡このシンポジウムを受け､言語学院は1993年 6月20日 ｢言語

政策に関する意見書｣をベ トナム共産党中央執行委員会に提出し､ベ トナム語の国家語と

しての位置づけおよび各少数民族語の位置づけを確認 し､ベ トナム国土における各言語間

の機能関係を確立する必要がある｡｣(｢Ⅰ 問題提起｣)と問題提起 した｡

こうした議論を背景とし､1991年初等教育普及法第4条では ｢各少数民族は初等教育を

修めるために､ベ トナム語 と共に民族語 ･民族文字を使用する権利を有する｡｣と､1998

年教育法第 5条では第 1項 ｢ベ トナム語は､学校で用いられる正式言語である｡｣｢ベ トナ

ム語は､学校で用いられる正式言語である｡｣､第 2項 ｢国家は､少数民族人民が､自民族

の言語及び文字を学習するための条件を整える｡民族語 ･民族文字教育は政府の規定に沿っ

て実現される｡｣と定められた｡

ベ トナム語が ｢学校で用いられる正式言語｣と公文書で明記されたことは､｢『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は､国家語を認める

ことを意味する｣((LeQuangThiem(2000))という記述を踏まえるとき､今後の ｢国家語｣

化をめぐる議論の行方において重要な意味を持つであろう｡ベ トナム語の法的位置づけを
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強化 してベ トナム語学習をより強力に義務づける一方で､国家の側の民族語学習権保障の

努力を明示 している｡国民化が引きつづき重要な課題である少数民族に対 し､バイ リンガ

ル教育を実質的に推進することによって初等教育-国民教育普及の柱 としようとしている

ことをとらえることができよう｡

第2節 ｢国家語｣(ngonnguquocgia)制定をめぐる論点

こうした動向を踏まえつつ､ベ トナム語を ｢国家語｣ として制定することの是非をめぐ

る論点を以下具体的に見ていくこととする｡

A ベ トナム語を ｢国家語｣として制定することに積極的な論

まずベ トナム語を ｢国家語｣として制定することに積極的な代表的論をあげる｡

HoangVanHanh(1995)は､ベ トナム語が ｢普通語｣であることを ｢不十分｣であると

し､ ｢ドイモイによる工業化 ･近代化に貢献するベ トナムにおける言語政策の見直 しに関

する提言｣の内 ｢必ず実現 しなければならない事項｣の 1つとして ｢ベ トナム語は国家語

であるという位置づけをまず行 う必要がある｡｣ と述べている｡1991年の初等教育普及法

第 4条における初等教育における民族語使用権の明記を ｢少数民族が自ら戦った末に獲得

した極めて重要な認証文であるO｣ と評価する一方で､ベ トナムの工業化 ･近代化を担 う

言語はベ トナム語であるとの立場に立っている｡

NguyenVanLo主(1995)は､｢旧ソ連の言語政策は､ レーニンの民族政策の原則に則っ

ている｡この政策は､特に1930年以前の各少数民族の言語 ･文字の発展において､大変偉

大なる成果をあげた｡ しか し､また同時に､この旧ソ連の民族言語政策には､厳 しい誤 り

もあった｡｣と評価するとともに､｢レーニンが国家語の概念に消極的価値判断をしていた

のは､具体的歴史的性格を持ってお り､決 してその考え方が全ての場所､全ての時期に適

用されるべきものだとい うわけではない｣ とする議論を紹介 している｡その上で､ベ トナ

ムの言語をめぐる社会的条件についてつぎのように述べている｡

歴史的条件によって､キン族の経済的文化的側面は､他の民族のそれより高い発展度

合いにある｡そ してベ トナム語は､ある種の方面､たとえば語桑､特に文化 ･学術 ･工

芸 ･科学などの分野において､他の少数民族言語よりも高い発展程度にある｡ベ トナム

語は､各民族の文化 と言語の発展要求に応えることができるのだ｡(中略)

ベ トナムの建国時からの歴史は､各民族の団結の歴史である､その核 となったのはキ

ン族であった｡

その上で ｢ベ トナム語の理解度の低さは､教育事業の発展を妨げ､民智 ･文化の程度を

遅れさせ｣､ベ トナム語の普及 と発展こそが少数民族地域の発展にとって必要であるとす
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る｡また ｢国家語｣という呼称は､｢国民各人の公民意識を高め､少数民族に属するベ ト

ナム人全体にベ トナム語のレベルを向上させる義務を課 し､同時に国家 ･関係機関 ･各地

方行政機関に対 し少数民族人民の中に国家語を普及 し発展させる任務を課すことになる｡｣

という意味を担いうるとする｡NguyenVanLo主(1995)は､キン族主軸民族観､それに伴

うベ トナム語の優位観に基づき､ベ トナム語を ｢国家語｣と制定することによって､少数

民族地域におけるベ トナム語普及に､より強い強制力を持たせることを明確に企図したも

のであるといえよう｡

LeQuangThiem(2000)は､ある言語が国家語として制定されるプロセスについてベ ト

ナムに即して述べている｡1945年 9月 2日のホーチミン ｢独立宣言｣等 ｢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｣る過程や教育言語として正式に使用される過程

を経て､その言語は法的に ｢国家語｣として定められなければならないとする｡その際の

拠 り所としてソ連邦崩壊以降の各共和国における ｢国家語｣制定の動きを ｢参考にすべき

こと｣としている｡｢(前略)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｡｣との立場を明確にし､｢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｡｣とその意義をとらえてい

る｡LeQuangThlem(2000)のもう1つの論点は､ベ トナム語は1945年 ｢独立宣言｣以来

長足の進歩を遂げ､｢標準化｣(発音､正書法､単語の原義､科学技術用語など)の精度を

深化させ､すでに ｢国家語｣として法的に制定するに充分ふさわしい発展段階に達してい

るとする点である｡

B ベ トナム語を ｢国家語｣として制定することに消極的な諭

以下､ベ トナム語を ｢国家語｣として制定することに消極的な代表的論をあげる｡

HoangTue(1992)は､1953年ユネスコが各国政府に対 して出した､教育の媒体として

円二語を使用すべきであるという提言から説き起こされ､｢小学校年齢期におけるバイ リン

ガル状態の早期形成 と発展は､言語および思考思惟に関して害はなく､益あるのみである｡

その重要な条件は､児童各々が､母語そして自らの民族言語を貴重なものとわかっている

こと､つまりその言語の固有の価値を認識できていることなのである｡｣で結ばれている｡

｢今 日ベ トナム語をベ トナムの国家語として公認する必要がある｣としつつ､｢より明確

かつ正確な言い方をすれば｣､ベ トナム語は ｢ベ トナム (キン)民族の言語｣であるとい

う方が妥当であり､少数民族はそれぞれ固有の言語を保有 しているという基本認識を提示

している｡そして､｢ベ トナム語が国家語であると認定されるときは､言語政策の中でベ

トナム語が少数民族の中にまでより広範に普及 しより深く浸透 していると確認される必要

があり､その普及は広ければ広いほどよく､その浸透は深ければ深いはどよい｡｣と述べ､

ベ トナム語を ｢国家語｣とすることを可能とする条件を厳 しく限定している｡またベ トナ

ム語を ｢国家語｣として制定することに対 してつぎのような危快を指摘する｡
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なによりもまず､政策についてより深く考えるべきである｡一つはっきり言えること

は､絶対的多数を占める一つの民族がいて､絶対的多数を占める一つの言語があるとい

うことである｡ しかし､まさにそれゆえに､多数民族の少数民族 ･少数言語に対する思

想 ･態度の誤 り (倣慢さ)が生まれやすいのだ !そ して同時に､少数民族側の思想 ･

態度に､自らを卑下するという誤 りもまた生まれやすい｡

多数民族と少数民族との関係性において､各民族および民族語の平等を侵す誤 りが生ま

れやすいことを鋭く警告 し､そのことに最大限留意 して言語政策が考えられなければなら

ないことを主張している｡

I-方で ｢過去一千年の問 ｣の中国およびフランス支配に拠って引き起こされた ｢越 一

漢､そして越 一 仏 (正確には越 一 漢 一 仏) という､バイ リンガル状態｣が､ベ トナム

語の芸術的および科学的文章を豊かで多様なものとし､民族語にさらなる活力を与える土

台となったと肯定的にとらえ､母語､ベ トナム語､さらに世界言語という多言語化-の積

極的志向を述べ､前掲の結論に至っている｡HoangTue (1992)は､バイ リンガル (多言

請)教育の根幹に母語あるいは民族語の価値に対する深い認識がなければならないことを

強調 した論旨となってお り､各民族および民族語の平等が侵されやすいがゆえに最大限そ

の保障に留意 しなければならないとの論点が提示されている｡NguyenVanLo主(1995)の

キン族およびベ トナム語優位観に対抗する論点であるといえよう｡

TranTriDoュ(2004)は､最終章に教育訓練省に上申する意見書を附 している｡この書

で､TranTriDoiはレーニンの ｢言語間題における自由主義者と民主主義者｣(1913年){…,

や ｢強制的な国家語は必要か?｣(1914年))注(3) 等を引用し,

レーニンの鋭い分析は､｢多言語国家においてある言語に対 してだけ特権を賦与 しよ

うとすると､それは社会の発展法則にそぐわずに社会発展を停滞させることになるであ

ろう｣という一つの思想を反映している｡(中略)したがって､実社会において異なる言

語が異なる役割を担 うことは､発展-向けての合理的政策を立案する際には必要不可欠

な点であると我々は認識するのである｡

と述べ､レーニンの ｢国家語｣をめぐる思想が今 日なお有効であるとの立場を明確にして

いる｡

TranTriDo主(2004)の ｢国家語｣をめぐる特徴的な論点は､レーニンの言語政策に関

わる思想が､21世紀のグローバル化 した世界の人権に関わる思想に合致 しているとする点

である｡1992年第47回国連総会で採択された ｢民族的又は種族的､宗教的及び言語的少数

者に属する者の権利に関する宣言｣について､｢法的な効力は持たないものの｣､人権思想
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の発展の過程で ｢一つのエポックメーキングになったことは確かである｣と積極的に評価

し､つぎのように締め括っている｡

レーニンの思想が､今 日のすべての国家の集合組織である国際連合の重要な法的公文

書に "転化"(訳者注 原文 ｢"chuyenhoa"｣として強調されている)して顕現 しただ

けである､ともいえよう｡マルクス ･レーニン主義は人類の進歩的な思想と合致するこ

とは明白であり､少数民族が自らのまっとうな生存権を獲得する闘争の確固たる基盤に

もなったのである｡

TranTriDo主(2004)は､｢多言語国家の中の諸民族がある言語を国家語 として承認す

るためには社会経済の発展とセットでなければならない｡｣と述べ､将来的な ｢国家語｣

制定を否定は していない｡その論は ｢社会主義イデオロギーに基づく言語権｣ (金光旭

(2003))の立場に原則的に立つものであるが､｢個人的権利に基づく西洋法的な言語権｣

(同前書)との合致に拠 り､｢民族語の平等権｣の正当性 ･普遍性を唱えている｡

なおTranTriDoiは､2005年8月23日に筆者等が行ったインタビューにおいて､ ｢国家

語の問題とは非常にデ リケー トな問題｣であることを確認 した上でつぎのように語った｡

私はもう一言突っ込んで言わして貰 うと､ベ トナム語は国家語にする必要はないと考

えています｡なぜならば､今現在､ベ トナム語という言語は54の民族全てが､国全体で

通用する言語であると認めていない段階ですよね｡(中略)

もう一言言わして貰 うと､この時点でベ トナム語が国家語であるとか､また普通語で

あるとか､書かない方が良い結果を及ぼすと私は考えています｡つまり､そう書かない

ゆえに､各少数民族は自分たちの言葉を勉強する機会や気持ちを持つことが出来､また

少数民族教育というものが今後発展する可能性も秘めるからです｡

TranTriDoi(2004)は､最終章で ｢少数民族の中に現代の高度な要求に応えうる労働

力を育て｣｢山岳民族社会の安定的な経済発展計画を実現させる｣言語教育事業を推進す

るために､具体的提案を行っている｡まず少数民族地域で業務を行 うキン族が少数民族語

を学び使用する義務がない現況を ｢不合理｣であるとし､少数民族地域で働く公務員およ

び教職員に対する民族語使用の義務化およびそれを明記 した公文書発令を厳 しく求めてい

る｡その上で教育訓練省に上申する ｢議案｣としては､母語教育活動を万全に行いうる教

員組織を準備するために､a.中央や地方の各大学､各高等専門学校の中に少数民族語科を

設置する､b.少数民族を教育活動に参加させるために､教科書やカリキュラム編成におい

て､教育を享受する側中心の利益 ･要求 ･レベルから出発することを原則とする等を示 し

ている｡ これ らを実施することによって､｢民族平等の質の向上｣がはじめて可能となる
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とする｡すなわち母語 (民族語)教育の本格的推進 (TranTriDolにはこれまでの政策は

本格的ではなかったとの認識がある)-バイ リンガル教育の実質的推進- ｢民族平等の質

の向上｣という道筋 ･展望を提示 している｡TranTriDoiのインタビューでの回答は､ベ

トナム語の ｢国家語｣制定化はそ うした道筋 ･展望をむしろ閉ざす働きをするとの見方を

示 したものとして受けとめられる｡

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

以上を踏まえ､ベ トナム語の ｢国家語｣制定をめぐる論点を整理 し､少数民族言語教育

の課題にとってその論点が意味するものについて述べる｡

論点 1 ベ トナム語を ｢国家語｣として制定することにふさわしい段階であるかどうか｡

いずれの議論も原則的に将来的に多数言語であるベ トナム語が ｢国家語｣として制定さ

れることを否定はしていない｡またベ トナム語を実質的な ｢国家語｣とみなす点も共通 し

ている｡その拠 り所 とされるのは､ベ トナム語によるホーチ ミン ｢独立宣言｣である｡ し

かしながら､現段階が法律制定にふさわしい時期か否かで議論が分かれている｡

論点2 キン族を多民族国家ベ トナムの中核民族 とみなし､その言語であるベ トナム語こ

そ今後の国家の発展を担い うるとするキン族およびベ トナム語優位観に立っか､

各民族語の平等権の保障を強調するか｡

現にベ トナム社会には厳然たるキン族およびベ トナム語優位のヒエラルキーが存在 し､

HoangTue(1992)が指摘する多数民族の ｢倣慢 さ｣や少数民族の ｢自己卑下｣等の ｢誤

り｣は現実のこととしてある｡托 (.)市場経済化はこうした傾向をますます強めるであろう｡

このような状況でのベ トナム語の ｢国家語｣制定化は､｢民族語の平等権｣ とい う理念 と

現実との帝離をさらに顕わにする可能性が高い｡今後のベ トナムの言語教育議論において､

｢西洋法的な言語権｣思想の世界的動向を踏まえ､｢民族語の平等権｣の理念の正当性 ･普

遍性を唱える論点がどのように進展 し､ベ トナム語優位観を背景とするベ トナム語の ｢国

家語｣制定論とどのように括抗 していくか､注視 していきたい｡

論点3 現時点でベ トナム語を ｢国家語｣として制定することが､少数民族に対する国民

教育 (初等教育)の普及すなわち ｢国民｣化の上で有効か否か｡

市場開放政策下､平野部と山岳少数民族地域 との経済的格差をどのように是正 し､山岳

地域の ｢発展｣をどう保障 していくかは､ ドイモイ期ベ トナムが直面する切実な課題であ

る｡ベ トナム語を ｢国家語｣として制定することによって､①ベ トナム語学習により強い

強制力を持たせることができ､少数民族の ｢発展｣および ｢国民｣化をなしとげることが

できるとする立場と､②母語 (民族語)教育の本格的推進-バイ リンガル教育の実質的推

進- ｢民族平等の質の向上｣とい う道筋 ･展望においてその展望がむ しろ閉ざされ少数民

族の国民教育からのさらなる離脱を招きかねないと考える立場 との葛藤がある｡
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(注)

(1)2004年9月14日､言語学院において行ったインタビューでグェン バン ロイ副院長はつぎのように述べている｡

旧ソ連においては､1918年まで､ロシア語を国家語として公的に認めていました｡ しかし､10月革命の時期

にレーニンは､ 1つの言語をあらゆる人々に強制することは民主的ではないとして､その考えは誤っているこ

とを表明 しました｡ レーニンの考え方にソ連は従い､20世紀直前までは､ロシア語は国家語ではなく､民族間

の伝達コミュニケーション言語 として定義されました｡

しかし､ソ連崩壊後は各民族の国々が独立し､各民族語がそれぞれの国家語に制定された｡この動向をも視

野に入れて､今後の言語政策を考える必要があります｡

また､ベ トナム語が現時点で ｢国家語｣として制定されていない理由についてはつぎのように述べている｡

ベ トナム政府の政策として､ベ トナム語だけを国家語 として制定すると､他の少数民族の言薬が軽視されて

いるというような誤解を招 く恐れがあるためですOベ トナム政府は､ベ トナム語も､少数民族の言語も平等に

考えています｡よって､ある言語を国家語 と呼ぶことは絶対にしません｡

言語学者の論文の中に､国家語という言葉が使われている場合､ベ トナム政府の政策を理解 した学者の論文

には､いわゆる国家語 という意味ではないという注釈がつけられます｡

しか し､1993年に､ベ トナム国家が主催 して開かれた ｢民族言語と国家言語の発展｣というシンポジウムが

行われたように､ベ トナム語を国家語 とし位置づけ､ベ トナムという国は､ベ トナム民族が主導すると考え､

ベ トナム語を国家語とするよう要求する意見もあります｡

(2) 日本語訳 『レーニン全集』第19巻(1966)大月書店,pp.375-378.

(3) 日本語訳 『レーニン全集』第20巻(1967)大月書店,pp61-64.なおこの全集では ｢国家語｣ではなく ｢公用語｣

として訳されている｡田中克彦 (1998)を参照されたい｡

(4)あるザオ族の男性は､筆者等のインタビュー (2004年9月16日､バ ッカン省バーべ-郡にて)に対 して､つ

ぎのように語っている｡

自分ははっきり言ってベ トナム人が読むスピー ドよりもかなり遅い｡それだけ知る機会の範EElも狭められる

し､情報量も減ってくる｡そ うするとやはりベ トナム人と同 じステージに立たされると私の方が遅れてしまう､

負けてしま う､いつもそ ういう思いに駆 られて生きてきました｡
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