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ファム ヴァン ドン(Pham V孟nE)6ng)｢ベ トナム語の純粋性を守る｣
に関する考察

那須 泉

はじめに

ベ トナム民主共和国 (北ベ トナム)の初代首相であったファム ヴァン ドンの講演 ･

論文をまとめた 『我が祖国 ･我が人民 ･我が事業 と芸術家(T8qu6'ctanhand畠nta

SLJnghieplavangLJdingh卓sT)』(Nhaxua'tbanv畠nhda)が 1969年に出版 さ

れた｡その中に 1966年 2月 7-10日に- ノイで開催 された ｢ベ トナム語の純粋性 を

守る問題に関す る会議｣で ドンが発表 した講演記録 ｢ベ トナム語の純粋性 を守る(11｣

が所収 されているO列強 との戦争が低烈を極 めている時期に一国の首相が敢えてベ ト

ナム語について言及することにどのような意味があるのかを考察す る0

l.ファム ヴァン ドンの生涯

ベ トナムとカンボジアを支配下に置いたフランスは 1887年に≪フランス額イン ド

シナ連邦(2)≫の成立を宣言 した｡それか ら9年後の 1906年に､ドンはベ トナムの中部､

グェン朝の都フエで生まれた｡ ドンの父親はフ工の宮廷に仕 える官吏であ り､ ファム

家は当地では名門の家柄 として有名であった｡幼少時代か ら ドンは何不 自由のない賓

沢な暮 らしを して､ホー チ ミンをは じめとして近代ベ トナム史に名 を残す要人たち

が卒業 したフ工のクオ ックホ ック(3)中学で学んだ｡

この頃国内外で反仏運動 の指導的存在 であ ったフアン ボイ チ ヤ ウ(PhanBやi

Ch畠u)の影響を受け始め､ハ ノイ大学に進学 してか らは政治に関心を深め､賓沢三昧

の暮 らしを放棄 して叛逆者の道 を歩み始めた(4)｡ ドンは大学内で抗仏の学生ス トライ

キをたびたび組織するようになったが､官憲の監視がきつ くなったので 1925年に中国

の広東へ逃亡することを余儀な くされた｡

そこで ドンはコミンテルンか ら派遣 されていたホー チ ミンと初めて出会 うことに

なる｡ホ-は ドンを ｢自己のこの上ない素材 を兄いだ した(5)｣と感 じ､ ドンの生涯を

決定づける遼遠 となった｡将来のベ トナムにおける共産党幹部を養成す るためにホ-

が広州で結成 したベ トナム青年革命同志会に ドンはす ぐに参加 した後､国共合作で同

地に開校 された黄輔軍官学校 (校長 :蒋介石､副校長 :周恩来)に入学 した｡

その後サイゴン (現在のホーチ ミン市中心部)に潜入 し､1930年に発生 したゲテ ィ

ン ･ソビェ ト運動(6)の首謀者の一人 として活躍す るよ うになった｡が､その廉で ドン

はフランス当局に逮捕 され､フランス支配に反対する共産主義者を投獄する南シナ海

の孤島コンダオ島-流刑 された｡ 6年後フランス本国に左派のブルム人民戦線政権が
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誕生 したのを機 に大赦が執行 され､ ドンは釈放 された｡ もし大赦が行われなかったら

ドンは確かに生きながらえなかったであろ う(7㌧

一方ホ-は､21歳の時フランス船の見習い船員 としてサイゴンを離れて以来 30午

ぶ りにベ トナム北部の少数民族居住地域バ クボ(PdcBo)柿-帰国す る準備 を進めて

いた｡桂林の ｢越南独立同盟会弁事処｣副主任で中国名林伯茶を名乗っていた ドンに

協力を依頼 したく8)｡ ドンはホ-が期待 していた通 り当時のベ トナム共産主義者の中で

も第一級の人物 となっていたので(9)､ホ-は ドンに全幅の信頼を寄せたのである｡そ

して 1940年 2月ホ-はフランス語を話す中国通信社の記者にな りすまし､ドンは記者
チJ,シー

の同行通訳 とい う役で中越国境の町靖西か らフランス官憲の 目をだま して入国に成功

した(10)｡

前年同年 5月同村でイン ドシナ共産党第 8回中央委員会議が開催 され､ ドンはホ-

とともに参加 して ｢党の合言葉は 日本 ･フランスのくびきか らイン ドシナ人民を解放

することである｣ と規定 しその 目的を遂行する ｢ベ トナム独立同盟 (べ トミン)｣の設

立を決定 した(●1)｡翌 1941年に ドンは自らべ トミンの結成に参加 した｡

1945年､ベ トナム民主共和国が誕生す ると財政相に就任 し､フランス軍のベ トナム

か らの撤退を決定づけた ｢ディェンビエンフ-の戦い(54年 3月)｣で補給担当責任者

として指揮 し(12)､100年近 く続いたフランス植民地支配に終止符を うった｡ これを受

け米英仏 ソ中 5大国は戦争を終結すべ くジュネ- ヴ会議を開いた｡ドン(当時外相)はベ

トナム民主共和国代表団団長 としてこの会議に出席 し､ベ トナムの独立と統一を求め

る八項 目を提案 した(13)0 55年には首相 とな り84年に引退するまでの 30年間 "ベ トナ

ム政治の顔" として重責を担ってい くことになる｡

例えば､ベ トナム民主共和国第 3期国会第 2回会議(1965年 4月 8日)で ドンは次の

ように報告を している｡

(前略)われわれの国土の社会主義の故郷を守 り､南部を解放 し､わが国の領土

か ら侵略者を完全に追い出 し､われわれの山河に春をよみがえらせ､われわれの天

地に明るさをとりもどし､われわれのソンコイ流域か らメコン河デルタ地帯にいた

るベ トナム人民を一 日も早 く一堂に会 させ よう ! (中略)アメ リカの強盗は気をつ

けたほ うがよい !われわれベ トナム民族には数千年の歴史がある｡わが国の人民は

ひ とつの大きな試練のなかで､そのつ ど成長 し､強大 とな り､敵を倒 して国を救い､

国家をいっそ う強固に建設 した｡現在われわれの心中には､いかなるときよりも民

族の誇 り､郷土-の愛情､同胞にたいする心か らの愛情が満ちあふれてお り､われ

われは一人ひ とりが頑強な戦士であ り､最後まで犠牲的に奮闘 し､アメリカ侵略者

に反対する愛国闘争のなかで断固 として大きな勝利をかちとり､社会主義諸国人民

および世界の人民にたいす るわれわれの国際的義務を断固として遂行 し､ベ トナム
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民族の壮烈な歴史にもっとも壮烈な一ページを書きしるすであろう.(後略)(14)

1968年南部におけるアメリカ軍の機能を残滅 させ る目的で北ベ トナムは総攻撃を

仕掛けた｡いわゆるテ ト攻勢である｡南部政権の強い抵抗で所期の成果をあげること

はできなかったものの､マスコミを通 じてこの攻勢が世界中に報道 されたことの意義

について ドンは次のように一定の評価を与えている｡

テ ト攻勢は､われわれにとって非常に大きな攻勢だった｡強調 したいのは､テ ト

攻勢が米国に与えた影響である｡テ ト攻勢によって､すべてのアメ リカ人は､大き

な衝撃を受けた｡ これは､最 も大切な勝利だった｡政治的､心理的勝利だった｡米

国内の反戦運動はこれによって力づけられた｡テ ト攻勢はヴェ トナム戦争の終わ り

の始まりだった｡ (15)

現在､われわれの抗米救国のたたかいは､あらたな発展を示 している｡振 り返っ

てみれば､1968年春には じまる南部での広範な攻勢 と蜂起(16)は､戦争の偉大な転機

とな り､以来あらゆる分野できわめて大きな勝利､つぎの諸結果 をともな う飛躍的

な前進がな しとげられた｡ (中略)だれの眼にも明 らかなベ トナム侵略戦争の失敗､

そ してアメリカの進歩的人民のますます広がり強まる反対に直面 して､ジョンソン

大統領は政治舞台からの引退をよぎなくされ､民主党は大紋額選挙に敗北 し､ リチ

ャー ド･ニクソンがアメリカに平和をもたらす とい うスローガンをかかげて選挙戦

に勝利 した｡だが､これは大きなごまか しだった｡ニクソンが平和について語った

のは､南ベ トナムに対する侵略戦争を継続 し､促進する政策をおおいかくすためだ

った｡この政策は､『戦争の非米化』あるいは 『戦争のベ トナム化』 とい う欺肺的な

名称をあたえられていたOこの政策は､一方では､この戦争における敗北 しつつあ

る､よわい､おちめの状況を反映 し､他方では､なんとしてでも困難な状況をきり

ぬけ､マキャベ リ-的策謀を遂行 しようとしているアメリカ帝国主義の頑固で反動

的な性格を反映 している｡(後略)(ベ トナム民主共和国第 3期国会第 6回会議(1970

年 6月 7日)(17)

このようにして ドンは首相 としての立場か ら1975年の南北統一まで外交的手腕

を遺憾なく発揮 していった｡

一方､ベ トナム戦争終結後､南部で急激な社会主義化を行ったため多くの難民が

ボー トピープルとして国を捨てていった｡さらにボル ボ ト政権下のカンボジアに侵攻

した結果､ 1979年いわゆる ｢中越戦争｣を引き起 こした｡その結果中国 との国交

断絶を余儀なくされたく18)｡カンボジア侵攻の影響は､｢中越戦争｣にとどまらず､西側
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諸国か らのベ トナムに対す る援助停止 をも招いたO国内外での求心力を失った ドンは

首相の地位にいなが らも権力を行使できない ｢飾 り物｣で しかなかった｡ (19)

こ うた閉塞状況を打開す るため､これまでの国営 ･公営企業の経営のみ しか認めて

こなかった ｢国家丸抱え｣ システムを全廃 し､資本主義的な経営や個人経営の存在を

も認めるいわゆる ｢ドイモイ｣政策が 1986年 12月の第 6回党大会で正式に採用 され

た｡ と同時にその大会限 りで ドンは党政治局員か ら引退することにな り(20㌧ その後は

党中央委員会顧問となった｡

以上概観 したように､ ドンは自他共に認めるホー チ ミンの愛弟子 として,憂国民族

主義者からホ-の事務補佐役を担 う(21)ほどの優秀な共産主義者- と成長 していった｡

その後は ｢革命第-世代｣の指導的な存在 となって抗仏 ･抗米戦時体制下では､生産

の維 ･国民意識の向上･国際会議での活躍など国内外でその手腕を遺憾なく発揮 した(22)｡

しか しベ トナム戦争終結後は､ベ トナムを取 り巻 く相次 ぐ国際情勢の変化に適切な政

策を打ち出せなかったばか りではなく､ベ トナム共産党内の権力闘争にも巻き込まれ､

ドンにとっては不遇の晩年 となった｡ (23)

｢サイゴン解放 25周年｣として国内各地で盛大な式典が催 され る予定であった2000

年 4月 30日の前 日29日23時 10分に奇 しくも94年の生涯をハ ノイで終えた｡

Il.1966年前後の時代背景

｢ベ トナム語の純粋性 を守る｣の冒頭で､ ドンは発表を行った当時のベ トナムの状

況を次のように述べている｡

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､南部を開放 し､ベ トナム全土の平和統一を実現す 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｡ (24)

ドンが上のように述べた 1966年前後のベ トナムの時代背景を以下概観 しておく｡

ドンがベ トナム民主共和国代表 として出席 したジュネーブ会議では､2年後に統一選

挙を実施するとうい う約束の下に､北緯 17度線 を境にベ トナムは南北に分断 された｡

しか しアメ リカの支援 を得た南ベ トナ ム (ベ トナム共和国)のゴー デ ィン ジェム

(N96訓nhDiem)大統領は総選挙も約束を反故に し､反対派を厳 しく弾圧する政策

をとった｡この圧政に対 して 1960年南ベ トナムの民衆は南ベ トナム解放民族戦線を結

成 した｡ ジェム政権はます ます態度を硬化 させ独裁的傾向を強めるにつれ､民意は離

れていった｡1963年にジ ョンソン大統領が就任するとアメ リカはジェムを見限 り南ベ

トナム軍によるクーデタを容認 し､ジェムは殺害 された｡
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ジョンソンは前政権のケネディとは根本的に異なる対ベ トナム政策を打ち出 したC

つま り､アメ リカ軍が直接戦争に加担す る以外に南ベ トナムを維持す るする手段はな

いと判断 し､1964年の トンキン湾事件(25)を契機 に本格的にベ トナム戦争に介入 し始め

たのである｡

1965年には北ベ トナムに対する爆撃 (いわゆる ｢北爆｣)を開始 し､ベ トナム-の

介入をエスカ レー トさせていった｡ この北操が最初の行われた 2月′7日とその翌 日の

アメ リカ ･ベ トナム両政府の見解は以下の通 りである｡

｢北爆｣ 本格化に関す るジョンソン大統領の声明(1965年 2月 7日)

(中略)アメリカな らびに南ベ トナム政府がとっているいかなる行動 も､ハノイ

政権が命令 し指示 している挑発行動に対す る反撃である｡(中略)昨年 8月に トンキ

ン湾における北ベ トナム側の場合 と同様､反撃は適切かつ適当なものであった｡ア

メリカ政府が しば しば言明 してきたように､われわれは戦争の拡大を望んでいない｡

この方針を維持 しうるかどうかは､北ベ トナムの侵略者たちの出方にかかっている｡

(後略)｡ (26)

ベ トナム民主共和国声明(1965年 2月 8日)

アメリカ帝国主義は､イン ドシナにかんする 1954年ジュネーブ協定を破壊する

ため､南ベ トナムで 『特殊戦争』 をすすめたOだが､彼 らは南ベ トナム人民の強

大かつ断固たる闘争にであい､み じめな失敗をなめた｡彼 らはこ うした失敗を救

うため､南ベ トナムにおける恥ずべき戦争を拡大す るためにやっきにな り､同時

にベ トナム民主共和国にたいする挑発 と破壊を強めている｡その典型的なものは､

1964年 8月 5日の空軍をつかった攻撃であった｡このきわめて重大な侵略行動は

北ベ トナムの軍隊 と人民か ら当然の懲罰 を受 け､進歩的な人び とか ら激 しい非難

を受けた｡(中略)上述の事件が示 しているように､アメ リカ帝国主義は現在の南

ベ トナムにおける苦境を挽回す るため､ことさらにベ トナム民主共和国にたい し

戦争を しかけ南ベ トナムにおけるアメ リカの軍事力を強化 し､戦争を南ベ トナム

以外の地区に拡大 しよ うとたくらみ､イ ン ドシナおよび東南アジアにおける戦争

の危機を増大させているo (27)

このよ うなアメリカの断続的な局地攻撃に さらされたベ トナムは､1966年ホー チ

ミンが ｢ベ トナム人民 と軍-のアピール｣を発表 した｡独立 と自由ほど尊いものはな

い｣ とい う現代ベ トナム人にも語 り継がれている有名な文言はこのアピールの中に盛

り込まれ､ベ トナム人が民族の存亡を賭けた総力戦の段階へ と移行す る契機 となった

このホ-の呼びかけの一部は以下の通 りである｡
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(中略)最近､侵略者アメリカはまたもやきわめて重大な 『ェスカ レーション』

を気ちがいのようにおこなった｡彼 らはハノイおよびハイフォン市郊外に爆撃を加

えているのである｡ これはあたか も重傷を負った野獣が死を前に して最後のあがき

を しているようなもので､彼 らの絶望的な行動であるO(中略)彼 らが凶暴になれば

なるほど彼 らの罪悪はいっそ う重大になる｡戦争は 5年､10年､20年あるいはそれ

以上長引 くかも知れない し､ハノイ､ハイフォンおよびいくつかの工業都市が破壊

され るかも知れない｡ しか し､ベ トナム人民は絶対に恐れない｡独立と自由ほど尊

いものはない｡勝利の 日に､わが人民はより壮大な､よりすぼらしい祖国をふたた

び建設するであろう｡(後略)(38)

その後アメリカは最大で 50万を超える軍隊を投入 したが期待 したほどの功を奏せず

徐々に行 き詰ま りを感 じ始めた｡それを象徴するかのようにこれまでアメリカの対ベ

トナム政策を指揮 してきたマクナマラ国防長官が 1967年更迭 された｡

ベ トナムはアメ リカに戦争の行き詰ま りを自覚 させ局面を一気珂成に切 り開くべく､

1968年の春に南の主要都市に対する一斉蜂起 (テ ト攻勢)を行った｡ これはジョンソ

ン政権に大きな衝撃を与え､和平 と撤退の選択を余儀なくされた｡ジョンソンはアメ

リカ軍の増派要求を拒否 し､北燦の一部停止を宣言 し､同年の大統領選挙不出馬を明

らかに した｡ さらにジョンソンはホー チ ミンに対 し直接会談をも呼びかけるまでに

到ったのである｡

以上概観 したように､ベ トナム史､わけてもベ トナム戦争 (1954年～1975年)史の

中で､1966年は重大な結節点であったことがわかる｡つま り､アメリカの支援で成 り

立っていた南ベ トナム政権 と北ベ トナムとの二極対立から､アメ リカ軍が直接ベ トナ

ムの国土に上陸 し北ベ トナムと戦 うとい う大きな局面の変化が起こった｡それに対 し､

ホ-が徹底抗戦を全国民と軍に呼びかけたことでベ トナム側の形勢が徐々にではある

が好転に向か う活路を兄いだ していくプロセスの出発点であったわけである｡

そのようなベ トナム戦争の大きな うね りと潮 目が変わろうとする年に ドンは ｢ベ ト

ナム語の純粋性 を守る｣ とい う講演を行 ったのである｡次項以降では､その理由と内

容に関 して考察を試みる｡

lIl. F我が祖 揖 ･我が人民 ･我が事業 と芸術家J発刊の意図 とその背景

｢ベ トナム語の純粋性を守る｣が所収 されている 『我が祖国 ･我が人民 ･我が事業

と芸術家』の目次は以下の通 りである｡

･ 政治 ･軍事の面で成功 したよ うに科学技術の面でも勝利す る必要がある
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(1966年 6月)

･我が国における社会科学面での焦眉の諸課題

･我々の文化活動(1956年 5月 30日)

･ 文化 を発展 させ るにはいかなる問題を解決すべきか ?(1957年 3月 7日)

･ 我々の文化活動(1959年 4月 11日)

･ 民衆の文化活動 に関す る思想 と具体的 内容 を把握 しな けれ ばな らない

(1960年 2月 13日)

･革命の推移 と文芸の役割(1960年 10月 13日)

･文学芸術が民族の独立 と社会主義に向けての活動に及ぼす効果を明 らかにす

る(1963年 7月)

･党 と人民は芸術家は革命戦士の魂がなければならないことを希求する

･我が祖国 ･我が人民 ･我が事業 と芸術家(1962年 7月 11日)

･革命の英雄主義を発揮 して完全勝利に到 るまで抗米救国運動を推進する

･祖国 と社会主義を理解 し追究 し創造 しよう

･ベ トナム語の純粋性 を守る(1966年 2月 10日)

･民族にとってのホ-主席像(1948年 8月)

･ホ-主席の民衆観を学ぶ(1950年 5月 19日)

･ホ-主席の人民観を学ぶ(1951年 5月)

･我々の指導者 としてのホ-主席(1952年 5月)

･ホー チ ミン主席(1960年 5月)

･偉大なる感情(1960年 1月 6日)

･タイバ ック(T畠y-b畠C)の歌(1962年 2月 10日)

･紅の春(1959年 2月 7日)

･突卯の春(1963年 1月 25日)

･戦争に勝利 した春(1967年 2月 9日)

･民族の英雄 グェン チャイ(NguyenTr貞i)(1962年 9月 19日)

･ 民族の文芸に燦然 と輝 く星 グェン ディン チエ ウ(NguyenDinhChieIu)

(1963年 7月)

25項 目の うち､13項 目が文化面について､5項 目がホー チ ミンについてである｡

Ⅲで述べたように､ホ-が ｢独立 と自由ほど尊いものはない｣とい うメッセージを込

めてアメ リカに対する徹底抗戦を呼びかけたア ピール (1966年)に応 えて全国民が臨

戦態勢にある時期であったこと､そ して ドン自身がホ-の "最良の甥"I"分身"であ

ったことを考えれば､ホ一に関す る項 目が少なくないこともうなずける(29)0

では､文化面についての項 目が過半数を占めているのはなぜなのだろ うか｡第 1は､

ドンは首相 とい う立場で ｢文化は､勉強や仕事をしていく上で視野 と考え方を広げて
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くれ るのに大変有益であ り､それがひいては自身が取 り組んでいる革命への共感に繋

がっていく(30)｣ことを政策の旨とし文化に関わる発言を多くしているOそれを裏付け

る発言 として､当該本が出版 される前年の 1968年ベ トナム民主共和国第 3期国会第 4

会議の首相政治報告の中で ドンは以下のように発表 している｡

この 3年間におけるわが人民のもっとも代表的な成果の一つは教育､文化､医療の

強力な発展である｡それは誰 しも心配 している分野で､戦争の条件下にあって発展

したとはいえないが､ しか しそれ らの部門は平時におけるときよ りも迅速に進歩 し

ている｡毎 日の敵の爆撃下にさらされている生活 と戦闘のなかで､わが人民は､い

まだかつてなく好学心に燃 え､以前よ り多 くの雑誌､新聞を要求 し､また以前より

多くの文化､文学､芸技､科学の書籍を要求 している｡われわれの生徒 と学生の数

はたえず増加 し､学校は実際に深 くはい り､ベ トナムの社会主義教育の基礎 を新 し

い展望をひ らき､学習 と行動を結びつけている｡われわれの文学､芸術の基礎はま

すます偉大な生活 と戦闘の中に浸透 し､豊かな感興を吸収 して創作と公演をお こな

い､同時に､大衆か ら出た若い力を自分たちの隊列に補充 している0 (後略)(31)

怯烈を極めていく戦況が益々悪化す る条件の下にあっても､教育 と文化については

一貫 して重視 していくとい う不退転の姿勢がここか らうかがえる｡

第 2は､ベ トナムがフランスと日本の二重支配に苦 しんでいた時期か ら既に 《文化》

を国家独立のための一つの戦略 と位置づけていた ことである.イン ドシナ共産党は

1943年に 『ベ トナム文化綱額』 を発表 した｡それは､｢3つの原則 一 民族化 ･科学

化 ･大衆化 - か ら成 り立ち､伝統的な文化の基層の上にこれまでのベ トナム民族史

にはなかった新 しい雛形を形作ること｣であった(32)｡当時､文化面での喫緊の課題は

ファシズム文化と封建文化そ して奴隷的文化に反対 して戦 うことだったが､『ベ トナム

文化綱領』はよ り長期的視野に立って新 しい文化のあ りかたを規定 した｡具体的には

｢現段階における文化活動の 3つ特徴｣の項で以下のように述べ られている｡

a民族的 (すべての奴隷的植民地的文化に反対する｡ これはベ トナム文化の自

主的発展を可能にするであろ う)

b大衆的 (大衆に奉仕する文化に背 くすべての傾向に反対 し､文化を大衆から遊

離 させ る傾向に反対する)

C 科学的 (科学 と進歩のための文化に背 くすべてのものに反対する)(33)

前述 した ｢文化がひいては革命への共感に繋がっていく｣とい うドンの持論は､『ベ

トナム文化綱領』を踏襲 した ものであろ うO哲学者のホアン ティ -イン(HoangTh卓
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Hanh)も ドンと同様の趣旨を以下のよ うに述べているC

文化が発展するとい うことは全体が発展す ることであって､文化の本質があらゆ

る分野に広が り浸透するとい う意味である｡文化は､ 自然 ･社会 ･思想 などのすべ

ての面における発展の原動力 となる｡だか ら文化の発展 と国家の政策 とは密接に結

ばれていなければな らない (傍点筆者)｡ (34)

このようにベ トナムにおいては侵略に抗す る戦争 と文化の発展は一体 として取 り組

まれてお り､ ドンは先頭をきってその実践に関わっていったのである0

tv ｢ベ トナム語の純粋性を守る｣ に関する考察

IV-1. ドンがベ トナム語について言及する背景

ドンの ｢ベ トナム語の純粋性 を守る｣は､1966年 2月 7日～10日に行われた ｢ベ

トナムの純粋性 を守 る問題に関す る会議｣ で発表 された｡多岐にわたる文化の位相の

中で ドンが敢えて ｢ベ トナム語｣について言及 したことについては､歴史的背景を押

さえてお く必要がある｡

ドンが生まれたフランスの植民地時代には､徹底的な愚民政策の下でフランス式の

教育が行われていたのでベ トナム語は ｢劣等言語｣ としか見なされていなかった｡ 当

時の政権は ｢教育とは､征服者つま りわれわれ (フランス人)の手中に収めてお くべ

き効果的で強力な道具である｡われわれ (フランス人)は彼 ら (ベ トナム人)の思想

を破壊 しわれわれの言葉を知 らしめなければならない｡そのためには､まず学校､特

に子 どもたちか らこの作業 に着手 しなけれ ばな らない｡｣ と述べてい る し､ペ ラン

(Peralle)北部学制長は ｢教育の 目的は統治のためのロボ ッ トもしくは商人になるため

に現地の下級官吏､初級教員､通訳､書記を養成するものだ｣と言い切っている(35)0

フランス植民地文学者のマル ソーは ｢われわれはアンナン人にフランス語 とその読み

方 と計算の仕方を少 しだけ教えればそれでよい｡それ以上教えることは無駄以外の何

ものでもない(36)｣と言ってお り､その結果 1938年にイン ドシナ学政局の調査によると

ベ トナム人の 95%が非識字者 となって しまったのである(37)｡

1945年にベ トナムがフランスの植民地か ら脱 し独立を達成 した当初は､フランス語

で学んできた知識人の中ではベ トナム語をいや しい言葉 ･群集の言葉 として さげすむ

態度が依然 として残っていた(3SIoそのような風潮に対 しホ-は同年 10月に識字連動の

全国的展開を国民に呼びかけた｡その結果､1958年にはベ トナム北部における識字率

は驚 くべきことに 93.4%までに達 した(39)0

以上のような歴史的経緯があるので､ドンの師ホ-は劣等言語であったベ トナム語に

対する誇 りを取 り戻 し民族語 として確立することに努力を傾注 してきたOホ-は言語

- 2 1 1 -



とは ｢民族にとって時空を超えた末代までの貴重な財産(40)｣と規定 し､自らがそれを

旨として実行 してきた｡そのあ り方については､次のように評 されている｡

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疹み出ている｡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O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O

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

には金雲勉(キムヴァンキエ ウ)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 ることなく椀曲な言い回 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｡(中略)ホ-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｡ (41)

ホー チ ミンのベ トナム語 に対す る考え方 ･姿勢を若いときか ら側近の一人 として

みてきた ドンは､深い影響 を受けそれを忠実に踏襲 していったと考えられる｡だから

こそ ドンは 1966年の演説の中でも｢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 えないことの方を憂 うべきなので

あるO (42)｣とベ トナム語-の誇 りを喚起 しているのである｡

N-2.ベ トナム語の純粋性について

ドンは演説の冒頭で以下のように述べている｡

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､南部を開放 し､ベ トナム全土の平和統一を実現す 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 日われわれはここでベ 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反 していない｡文
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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O(43)(傍点筆者)

ベ トナム語の純粋性 を守 るとい うことはアメ リカ と戦 うことと同等の重みがある

ことを強調 している｡先述 したよ うに､ベ トナムにおいて侵略に抗す る戦争 と文化の

発展は一体 として取 り組 まれたが､その中核 を担 うのが ｢ベ トナム語の純粋性 を守 る｣

ことであったのである｡それではそれほ ど重要なベ トナム語の純粋性 とはどうい う意

味なのであろ うか｡

(1)｢漢越話 ｣ を排 して民族性 を守 る

第 1に､ベ トナム人にとっては､古来か ら使われてきたベ トナム語 (以降 ｢純粋ベ

トナム語｣ と呼ぶ)の方が､紀元前 111年に中国に支配 されて以来今 日までベ トナム

語に流入 し続けている漢語 (以降､漢語起源のベ トナム語嚢 とい う意味で ｢漢越語｣

と呼ぶ)に比べて､簡潔 ･明瞭 ･平明であるとい う意味である｡

古田元夫は ｢漠越語はもともと漢字の知識のあるエ リー トの言葉で､大衆の ことば

ではなく､ さらにクオ ックグー (44)表記の普及によってベ トナム語が漢字の知識か ら切

り離 され るにともなって漠越語の『わか りにくさ』が増大す ることになった｡｣と述べ､

｢ベ トナム語の純粋性 を守 る運動｣ の主な狙いは漠越語の乱用を戒めることにあった

と指摘 している(45)0

漠越語を使用 したがる悪弊 を､ホ-は ｢字 (筆者註 :漢語 とい う文字)を口に出す

病弊｣ と呼び､ ドンは ｢難解な言葉 (筆者註 :漠越語 を指す)の決ま り文句や常套句

を使用す ることに慣れて しまった 『形骸化症候群』｣と呼び､言語学者のグェ ン キム

ター ン(NguyきnKinThan)は ｢漠越語病症候群 4̀6)｣ と指弾 している.

ドンはその具体例を挙げなが ら次の用に説明 している｡

(前略)最 も大切なことは､民族が営々と紡いできた暮 らしか ら生まれ民衆の忠

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､｢《領空 [訳者註 :漢越語 Kh6ng

phanl空分】の 日本語訳》 を守 る｣ と ｢《空の境》[訳者註 :純粋ベ トナム語の vdng

= 区域､trdi- 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 haid畠ngl海塔】の 日本語

訳》｣と ｢海の灯 り 《訳者註 :純粋ベ トナム語 d岳n-ライ ト､bie'n-海 の 日本語

訳》｣､｢橋梁 《訳者註 :漢越語 ki占ul¢【橋路)の 日本語訳》｣と ｢道の橋 《訳者註 :純

粋ベ トナム語 C貞u-橋､dLJdng -道 の 日本語訳》｣など様々な分野で例 を挙げる
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ことができる｡(中略)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 《難解な言葉 (訳者註 :漢越語)》なのである｡｢遊びに行 く (釈

者註 :純粋ベ トナム語で dichoi)｣とは言わないで ｢参観す る (訳者註 :漠越語で

(tham quan)｣と言い､｢話 をす る (訳者註 ‥純粋ベ トナム語で n6ichuy卓n)｣と

言わないで ｢漫談す る (訳者註 :漠越語で(m尋ndam)｣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｡(後略)(47)

にもかかわ らず､現在使用 されているベ トナム語の語集の約 6割は依然 として漢越

語である｡この現状 を更に詳 しく見てみると､｢ベ トナム語の純粋性 を守 る運動｣の展

開が早 くか ら始ま り､且つ中国 と常に緊張関係 を強い られ る北部ベ トナムの方が漢越

語の使用頻度が低 く､南部に行 くほ ど漠越語がいまだに旧態然 として使われている傾

向がある｡以下に幾つか例を挙げてみ る｡ (48) (斜体字は純粋ベ トナム語､[ ]は漠越

請)

請 北 部 南

･- リコブタ-

･胃

･ロケ ッ ト

･外国

may bay len th孟ng

虜# 腰ぶ 1 度 っ虐~ぐ

d卑 d畠y

腰~ 厚~い

ten 伯a

.発 火

nLLdc ngo畠i

G A

tau s負n bay

h(,,t 庭 腰ぶ

Vq

妻

･may

鰍

a｡
包

,0｡
火

b

ー

h

I

]

g)an
昇

hHHtuc
･
直

ドれ=

｢し
乃ut

'■■■一
∩

子

t岳-

銑 】

ngo尋j qu6'C

【 外 国 】

hangkh6ngm孟uham

【 航 空 母 艦 J

b岳x貞

【婆 社 】

このよ うな現状を憂 えて ドンは逝去す る前年の 1999年になっても｢最近､特に 1975

年以降､ベ トナム語は新 しく且つ美 しくなった一方で､純粋性 と標準的な表現が損な

われてきた現象 も少な くない(49)｣とベ トナム語の純粋性 を守 ること-の関心は衰えを

みせ ることはなかった｡

ドンが漠越語の乱用 を戒 めた理 由を､古田は､ベ トナム戦争の激化 とともに外部か

らの侵略に対する抵抗の中か ら､キン族 (ベ トナム人)と国内の諸民族が結集 した ｢ベ
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トナム国民｣とい う集団性が形成 され､かつて中華文明の影響 を受けて発展 したとい

う側面を否定 してキン族を中心 とした内在的 ･自生的 ･一元的なまとま りを強調する

新たなベ トナム像の登場 とい う文脈で説明 している(49)0

更なる理由として､レーニンのロシア語観か らの影響が考えられ る01950年代のベ

トナム労働党内部では親中派 と親 ソ派が乱按 を激化 させていたが親 ソ派の代表が ドン

であった(50)｡ レーニンは ｢ロシア語の純化について｣とい う題名で新聞 『プラウダ』

(1924年 12月 3日付け)に次のように発表 している｡

われわれはロシア語をそこなっている｡必要 もないのに外国語をつかっている｡

外国語のつかい方がまちがっている｡(中略)正直なところ､必要 もないのに外国語

をつか うのを聞 くと､いらい らす るが (なぜな ら､それは大衆にわれわれの影響を

およぼすのを困難にするか らである)､新聞の執筆者たちの若干の誤 りとなると､も

うまったくわれをわすれ ることがある｡(中略)まずいロシア語にフランス語の片言

をまじえた言葉づかいをまねることは､ロシアの地主階級の最悪の分子の うちの最

悪のものをまねることを意味 している｡この階級は､フランス語をまなびは したが､

第-に､徹底的にまなばず､第二に､ ロシア語をゆがめたのである｡いまや､ロシ

ア語をゆがめることに宣戦を布告すべきときではないだろ うか ?(5り

｢ベ トナムの純粋性 を守 る運動｣はフランス語の排除を論 じたレーニンの ｢ロシア

語の純化｣の影響のもとに展開 されたと考えられる｡

抗米戦争を闘 う中でベ トナム語ナシ ョナ リズムが重要な意味を担い､その一つの中

心的な現れが漠越語排斥であったのである｡

(2)民衆の生活文化に根ざす

ベ トナム語の純粋性の第 2の意味は､声調が醸 し出す美 しさであろ う｡｢鳥の さえず

りのような世界で最 も音楽的な言葉｣ と形容 され るベ トナム語は､言い換えれば ｢最

も声調が複雑な言語｣である｡ベ トナム語には声調 (高低アクセン ト)が 6種類ある｡

この点について ドンは以下のように述べている｡

(前略)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｡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､詩歌を通 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｡(中略)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､
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愛着が溢れているか らであるO (52'

その具体的例 として以下の 3つの文章を引用 している｡

(1) H∂ic6tdtnLldcbendang

Saoc6mLjcdnhtr畠ngvangdSdi?

(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 ?

(2) Longlanhd貞ynLLdcjntrdi

Thanhx畠ykh6ibie'C,nonphoibangv畠ng
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

(3) GU(ブmd畠nndag貞nh,nons6ngm¢tcheo

短剣 を担 ぎ､山河に漕 ぎ出でる

(1)は民歌､(2)はベ トナム古典文学の最高傑作である長編韻文詩物語『キム ヴァン キ

エ ウ(Kim V畠nKi占u)』､(3)は(2)の作者であるグェン ズー(NguyanDu)の詩であるO

いずれ も豊かな声調を上手に利用 して音韻を踏んだ詩歌 となっている0(1)､(2)の民歌

や詩の場合､中国が五言 ･七言の奇数音節による詩歌形式に対 して､ベ トナムは六言 ･

八言の偶数句を交替 させつつ腰韻､脚韻を踏んでいく ｢六八体｣ である｡(3)の詩は四

言で押韻対句形式をとっている(53)｡ これ らの詩歌は､ 日本人が会話や文章によく諺を

引用す るのと同 じよ うに､ベ トナム人は子供の時か ら暗記 して 日常的にシチュエーシ

ョンにぴった り合った詩歌を即興で語ん じてみせ るO『キム ヴァン キエ ウ(Kim V畠n

Kielu)』にいたっては全 3254行がすべて韻文六八体で書かれてお り､ベ トナムの学校

では必ず習 う作品であるO六八体の押韻形式は外国人には極めて複雑であるが､ 言 語

美の極致 とでもい うべき流麗な旋律はベ トナム人の琴線に心地よく響 くのである｡以

下にその構造を 『キム ヴァン キエ ウ(KimV畠nKiさu)』の一部を例にして簡単に図式

化 してみるo

Trdm ndm trong co～i ngLJOi 担

Chd tai chd mênh khe'o 払 ghe't塵

Trdi qua mq't cuq'c bê'逸

Nhdngdiêtu lrông fha'/y ma 塾 ddn_也

L,q gi bi sd'c tLl 血

Tr∂i zanh quen tho'i mar bias ddnh gb£花

Cdo thdm ldn gid trutjc._戯池
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これ らの詩歌は声調による韻を踏むため基本的に漢越語などの外来語は一切用いら

れずすべて純粋ベ トナム語が用い られるとい う特徴がある｡だか らこそ ドンはベ トナ

ム語の純粋性について説明するために 3つの詩歌を引用 したのである｡純粋ベ トナム

語を使い､ベ トナム人の耳に心地よい音の トーンを醸 し出す｡民衆の中で育まれてき

た口承文化 ･生活語文化の歴史が織 り込まれた詩歌について ドンは以下のように評価

している｡

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｡ (54)

湊越語は一部の知識人層にのみ重用 されてきたOそれに対 し純粋ベ トナム語は民衆

の生活文化にとって ｢日常の知恵や情感をもっと豊かに｣ する限 りない可能性 を秘

めている､としてその可能性に根 ざしたベ トナム語の発展を指 し示 しているのであ

る｡

(3) 科学技術用語を創出する

国家が成熟 し国際社会の中で一つの近代国家として登場す るためには､多くの新 し

い思想 ･科学技術を取 り込んでいかなければならないOその際､新 しい概念や専門用

語をいかに して表現するかとい う難解な作業に直面す るO明治維新期の 日本でも､西

洋からの膨大な知識 ･思想 ･科学技術用語を取 り込む作業に､西周などの知識人達が

苦労 を した ことは有名 である｡ 古代 中国語 にあった語句 を借用 して意訳 した り

(Cultureは ｢文化｣､Insuranceは ｢保険｣､Economyは ｢経済｣など)､日本人が漢

字を組み合わせて本来中国にはない新 しい語句を作った り (Communism は ｢共産｣､
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Parliamenntは ｢議会｣､Objectivityは ｢客観｣など)と知恵を絞った結果､漢字語句

として 日本語の中に摂取 していった｡

ベ トナムでは､相次ぐ列強 との戦争に対抗するために最新の科学技術の知識を習得

することが喫緊の課題であった｡そのためにはかつて 日本が経験 したように外国から

多 くの新 しい概念 ･語嚢を大量に取 り入れる必要があった｡ しか しベ トナムが独立達

成当時のベ トナム語水準は､若干の書物や刊行物のなかでわずかなベ トナム語の科学

技術用語をみつけることができるとしても､その数は非常に限 られてお り､自然科学

系の術語に到ってはほとんど存在せず､社会科学系の術語もわずかな語に限 られてい

たく55)｡その点について ドンは以下のように述べている｡

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､特にわが言

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

語桑だけではなく､新 しい表現においても同 じことが言える｡(中略)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O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｡ (56)

ドンはベ トナム語の純粋性を保 ちつつ科学技術用語を生み出そ うとい う主張である

が､その困難 と限界性から以下のような消極的な意見も少なくなかった｡

(前略)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｡ (57)

自民族の言語が貧 しいものであ り､精密な概念を表現する能力がない｡(中略)容

易に宗主国の言語の既成術語を採用 して､それに相当するベ トナム語の言葉をさが

す努力を怠る｡ (58)

実際にフランス植民地時代に宗主国フランスから多くの新 しい概念 ･専門用語をフ

ランス語から直接借用 されている以下のような例は枚挙に暇がない｡

-218-



ベ トナム語

sdmi

ghid6ng

pl'p

CaO-Su

ople'p
〈′

betang

意 味 ____

ワイシャツ

ハ ン ドル

(煙草用の)パイプ

ゴム

オム レツ

コンクリー ト

フランス語

Chemise

guidon

pipe

caoutchouc

omelette

b6tong

更に､ドンが常に危倶 していた漠越語による新 しい術語の取 り込み も以下のよ うに避

けることはできなかった｡

ベ トナム語【漠越語1 ※ 斜字体は純粋ベ トナム語

chdquan

【主 観 】

laod¢ng

t労 働 】

canhsat

【警 察 】

意 味

主観

労働

警察

コンピューター may vi tl'nh

頗# (微 性 】

カメラ m畠y anh

## lk ]

クーラー may di占u hda

虜# [調 和 ]

以上のよ うな ｢ベ トナム語の純粋性 を守 る｣ことには逆行す る翻訳作業 もあった と

はいえ､独立か らわず 17年後の 1963年には約 70万語の科学術語 を創造す ることに成

功 し､近代国家た りうるレベルにまで到達 した(59)｡その過程で ｢ベ トナム語の純粋性｣

を考慮 し､フランス語か ら直接借用 された語嚢や漢越語 もある程度は純粋ベ トナム語

に修正する努力がな された (ghid6ngが tayはi(｢手｣+｢操 る｣)-､ pJ'pか ら

die'u(｢煙管｣)- ､ mdydi占uhdaか ら mdy晦nh(｢機械｣+ ｢冷たい｣)-､な

ど)｡また､現代社会の先端技術の一つである IT関連の専門用語 もできるだけ純粋ベ

トナム語で表現 しようと試み られている (例えば､｢インターネ ッ ト接続｣は n6'imang

(｢結ぶ｣+｢網｣､｢ホームページ｣ は trangn帖 (｢ページ｣+｢家｣)な ど)0
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しか し､グローバル化が世界中を席巻する現代にあっては､独立時期に科学術語

を外国か ら摂取 した頃 とは比較にな らない程の外来語が堰を切ったように流入 してく

ることを阻止できない｡ このよ うな状況に対 しても ドンは逝去す る直前まで一貫 して

｢ベ トナム語の純粋性 を守る｣ 立場か ら以下のように警鐘 を鳴 らしている｡

忌まわ しいのは外国語を現代ベ トナム語に混ぜて勝手に使っている乱れた状況で

ある｡ これは全国に蔓延 している腐敗 した悪癖 と言い切ってもよく､それが高 じて

ベ トナム語の代わ りに外国語特に英語を使お うとす る趨勢にまでなって しまってい

る｡ この危機的状況は街中の会話を聞いたや新聞紙上の記事を読めば誰 もが批判 し

た くなるくらいである｡(中略)ハ ノイのよ うな大都市では､商店 ･会社 ･ホテルな

どの看板や広告はベ トナム語が必要ない と思わせ るくらい外国語での表示が許可さ

れている｡ このような深刻な現状は厳正なる法的措置を取 らなければならないO (60'

以上､次の 3点について ｢純粋性｣の中身を見てきた｡

(1)｢漠越語｣ を排 して民族性 を守る

(2) 民衆の生活文化に根 ざす

(3)科学技術用語を創出す る

この 3点は 『ベ トナム文化綱額』が示 した民族性 ･大衆性 ･科学性にぴた りと呼応

す る｡文化綱領で示 された民族性 ･大衆性 ･科学性の内実を演説 ｢ベ トナム語の純粋

性 を守る｣の中でより発展 させているのである｡

おわUに

以上､ベ トナムの政治指導者の トップを歩み続けた人物が､ベ トナム戦争の最も重

要な転換点になった時期に ｢ベ トナム語の純粋性 を守 る｣ とい う演説を行った意味に

ついて考察 してきた｡列強 (中国､フランス､ 日本､アメ リカ)の侵略に抗 して戦 う

ことと､劣等言語に追いや られたベ トナム語 を民族語 として確立す ることとがいかに

一体 として追究 されてきたかが確認できるであろ う｡被抑圧言語がどのように して一

つの独立 した民族言語 として確立 され うるのか､その道程がこの ｢ベ トナム語の純粋

性を守る｣とい う演説に凝縮 して示 されているO琉球語の来 し方行 く末を考えるうえ

で も重要な拠 り所 となるであろ う｡そ してまた言語にも押 し寄せ るグローバ リゼーシ

ョンにいかに抗 しえるか､その鍵がこの演説に込められているといえるのではないだ

ろ うか｡

今回は主として 1966年の ドンの講演発表の内容に絞って考察を したが､その後の ド

ンの発言をもとに ｢ベ トナム語の純粋性 を守 る運動｣が更にどのように展開 されてい

ったかについて､ホ-のベ トナム語観 との関係性にも配慮 しなが ら更なる考察を深め
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ていきたい｡
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粛な態度でなければならない｡ きょうはこう､あすはああい うではだめだ』 といって

やった｡｣小倉､前掲書､p275

(19)当時 ドンは ｢わた しは最年長の首相だが､最 も非力な首相で もある｡ (中略)私

には権力がないか ら､ しゃべっても誰 も聞きや しない (後略)｣とこぼ している｡(タ

イン テ ィン 『ベ トナム革命の内幕』 めこん､1997年)

(20)石井米雄編 『新版 世界各国史 5東南アジア史 Ⅰ』山川出版社 1999年､p475

(21)清廉な人柄が称賛 され､ホ-の ｢最良の甥｣､｢分身｣と呼ばれた｡ (松岡完 『ベ

トナム戦争』 中央公論社 2001年､p319)

(22)石井米雄監修 『ベ トナムの事典』角川書店 1999年､p277

(23)ベ トナム共産党元幹部であ り党機関誌 『ニヤンザン (人民) 日曜版』編集長をも

務めたブイ ティン (現在 フランスに在住)は自著の中で次のように述べている｡｢党

中央委員会顧問 とい うポス トを設けたのも､すでに退職 したお歴々にさらに新 しいポ

ス トを用意す るためだった｡顧問 となった人たちは､80歳前後で体力も衰えていたの

に､名ばか りで実のない地位についたのである｡(中略)もしファム ヴァン ドンが 40

年近 くも首相の座にいないで (彼は自分で認めているが､最 も長 く､最 も老齢で､最

も無力な首相だった)8年か 10年 くらいで辞めていれば､もし党書記長や政治局員､

書記局員､中央各省の長官､国会議員な どの任期 もせいぜい党大会 2期分､国会 3期

分 ぐらいだった ら､状況はある程度変わっていたかも知れない｡国家機構はもっと洗

練 されて､ドイ ･モイももっと早 く､強力に進められていたかもしれない｡(後略)｣(タ

イン ･ティン 『ベ トナム革命の素顔』2002年 めこん､p367-368)

(24)ドン､前掲書､p150

(25)アメ リカ海軍軍艦がベ トナム北部沖合の トンキン湾の公海上で北ベ トナム側か

ら相次いで攻撃 されたとされ る事件｡ しか し攻撃の一部は全 くの ｢でっち上げ｣ であ

ると北ベ トナムは主張 した｡ 当該事件の真相は､吉津南 『ベ トナム戦争』吉川弘文館

1999年に詳 しく分析 されているO

(26)アジア ･アフ リカ研究所編 前掲書､p366-367

(27)アジア ･アフ リカ研究所編 前掲書､p367

- 222 -



(28)アジア ･アフリカ研究所編 前掲書､p581

(29)ドンがホ-の言葉を受け継いで後世に熱心に伝えようとしている姿勢は､1965

年ハノイで開かれた ｢ベ トナム民主共和国成立 20周年祝賀大集会｣の ドンの演説の中

でも窺える｡

ホ一 ･チ ･ミン大統領がアメ リカの侵略に対する抵抗 と南ベ トナムについて行な

った同 じような諸声明は､われわれの先祖の声､われわれの山と川の声のように､常

住すべてのベ トナム人の魂 と心のなかか らこだま しています｡それ らの言葉は､われ

われの故国､われわれの国に対する愛情､われわれ人民の神聖な愛情を表現するもの

であり､不屈の力を備え､われわれの愛する祖国をあえて侵害するいっさいの侵略者

を打ちのめすことは確実であ ります｡(後略)0 (時事通信社 ｢世界週報｣ 1965年､

p35)

(30)ドン 前掲書､p5

(31)アジア ･アフリカ研究所編 前掲書､p585

(32)HoangThiHanh｢TLJDさcLLOngv畠nhdaVi卓tNamde'nNghi_quye'ttrung

LJOngVkhdaⅧ｣『T卓pchl'KhoahQCX畠hSi』 1999S6'42,p92

(33)アジア ･アフリカ研究所編 『ベ トナム (上巻)』水曜杜 1977年､p156

(34)HoangThiHanh前掲論文､p94

(35)VuongKie'mToan ｢Lamchod負nngud8tri,m¢tthddoanv6cdng

th畠mdSccdathLJcd畠nPhapd6'ivdinhand畠nVjetNam｣ 『H¢itruyさnba

qu61cngo1938-1945』 NXBgi畠odLJC 1945年 plO

(36)Nguy占nAiQu6'c o畠y ≪C6ngly≫ cdathLJcd畠nPhdpaD6ng

dLJcng NXBsLIthitp74

(37)VLlOngKie'mTo畠n前掲論文､p16

(38)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 労働旬報社､p80

(39)PhamMinhH尋C 『T8ngkeltlOn畠mxdamdchロvaph8C牟pgidoduc

tieAuhqc』 NXBchl'nhtriqu6'cgia p83

(40)LLJOngB岳n ｢TlmhieAu≠kie'ncdachdtichH6Chl'Minhvetng6nngOa

vL)ngd畠nt6cthieAus6'J 『Th6ngbdokhoahQC S6'1』 2000年 p2

(41)Nguy6nKimThaAn ｢M¢ls6'suynghTtrongkhitlmhie'udisancdaH6

chdtichv占ngonngoJ 『NguyきnKimThaAnluyeAnI卓p』 NXBkhoahqcx畠

h¢i2003年､ p159-160

(42)ドン 前掲書､p153

-223-



(43)ドン 前掲書､p150

(44)qu6'cngo｡ ローマ字で表記 されたベ トナム語O現在ベ トナムではクオ ックグー

が使用 されている｡

(45)古 田元夫 『ベ トナム共産主義者の民族政策史』大月書店 1991年､p520

(46)NguyenKimTha'n前掲書､ p154

(47)ドン 前掲書､p153､155

(48)HugnhThanhXu孟n 『TLJHdnVi卓ttrongtie'ngvi卓thi卓nd串i』 NXB(ねi

hqcqu6'cgiaThanhph6'H6chJ'Minh 2004年 p281-285

(49)PhamV貞n亡)6ng ｢TrdJaiva'nd占vlsLJtrongsangvaphdttrieAncda

tie'ngvjSt｣ 『T尋PChJ'Khoahqcx畠hSi S6'42』 1999年 p5

(49)古田元夫 『ベ トナムの世界史』 東京大学出版会 1995年､p174

(50)松岡完 『ベ トナム戦争』中央公論社 2001年､p130

(51)レーニン全集刊行委員会編 『レーニン全集 第 30巻』大月書店 1958年､p299

-300

(52)ドン 前掲書､p151

(53)石井米雄監修 前掲書､p98

(54)ドン 前掲書､p152

(55)′J､沢有作編 『民族解放の教育学』亜紀書房 1975年､p313

(56)ドン 前掲書､p159

(57)NguyernV貞nHuy占n ｢Tie'ngvietvadaydaihqCbangtie'ngviet｣

『Khoahqcx畠h¢i』 1967 p44-45

(58)広木克行 ｢民族の独立 と教育の創造｣教育科学研究会 1971年､p90

(59)LeKhaKe rEJaboretionofascientificterminologyintheVietnamese

language｣ 『vietnameseStudiesNo.5』 1965年､ p105

(60)ドン 前掲論文 p6

-224-


