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スマイル会２００７年７月度報告 
平成１９年７月１１日 

   中村嘉孝 

ハノイ・ホーチミンの街路名から辿るベトナムの歴史 
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１．基礎データ 

  国名：ベトナム社会主義共和国（Socialist Republic of Viet Nam） 

    面積：３２万９，２１４平方キロ 

  人口：約 8,312 万人（2006 年末） 

  主要都市：ハノイ（首都）、ホーチミン、フエ、ダナン 

  住民：キン族（約 86％）、ほかに５３の少数民族（計５４民族が政府公認） 

  言語：ベトナム語（公用語）ほか少数民族それぞれの言語あり 

  宗教：仏教、カオダイ教、ホアハオ教、キリスト教（主としてカトリック） 

  政治体制：社会主義共和国（事実上、共産党の一党独裁） 

  党書記長：ノン・ドク・マイン（事実上の最高指導者）（2001/5～） 

       同氏は少数民族「タイー族」出身である。 

  元首：グエン・ミン・チェット大統領（2006/5～） 

  内閣：グエン・タン・ズン首相（2006/5～） 

  国会：一院制（４９８議席 任期５年） 

  ＧＤＰ：528 億ドル（2005 年 ＩＭＦ資料） 

 一人当たり国民所得：636 ドル（2005 年 ＩＭＦ資料） 

  経済成長率：8.17％（2005 年） 

  為替レート(07.2)：１米ドル＝約 16,044 ドン(1 円＝約 140 ドン) 

  貿易額（2006 年）：輸出 396 億ドル/ 輸入 444 億ドル（収支▲48 億ドル） 

     （在外ベトナム人よりの送金が年間約１００～１１０億ドル） 

     （2006 年の外国からの投資認可額約 102 億ドル） 

     （2007 年 1 月 ＷＴＯ正式加盟。150 番目の国） 

  （資料：外務省ホームページほか） 

 

２．ベトナム史のあらまし： 

（１）１８０２年に統一グエン王朝ができるまで、ベトナムは北部・中部・南

部に分かれて、発展していた。ベトナム人たちは今でも、北圻（バッキ）

中圻（チュンキ）南圻（ナムキ）と呼んで区別している。トンキン＝北

部、アンナン＝中部、コーチシナ＝南部という呼び方もあった。 

＜北部＞ホアビン文化（新石器時代）、ドンソン文化（銅鼓時代）などの古

代文化が発達していたが、BC111 年に武帝時代の漢に征服され、千年の

北属期が続くことになった。この間、住民の独立闘争が続いていた。 

  ＜中部＞北部と同様当初中国の支配下にあったが、２世紀末にチャンパ＝

林邑王国（2-17 世紀）が創建された。この国はインド文化と中国文化

の両方を取入れ独自の文化を形成した。 

（日本の雅楽と林邑楽とに接点あり） 
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  ＜南部＞扶南王国（1-7 世紀）。インド文化の影響を強く受けていた。 

    その後、長い間カンボジアの支配下にあり、統一グエン王朝の下でベ  

    トナム領土となった。 

（２）北部を中心とした、中国からの独立の過程から、中部ベトナム・南部ベ 

   トナムへの南進の時代（１０～１８世紀） 

   （ベトナムの歴史を「北属南進」の歴史といわれる由縁である） 

（３）＜統一ベトナムの成立＞ 

統一グエン王朝の成立(1802) 阮福映（グエン・フォック・アイン）

＝初代皇帝ザーロン帝即位。越南（ベトナム）国と呼ばれる。 

（４）＜フランス 植民地時代(1887-1945)ー58 年間＞ 

    この間、グエン王朝はフランスの支配下で存続していた。歴代の皇帝   

   は大なり小なりフランスの植民地支配に抵抗したが、いずれもフランス    

   に抑えられた。 

（５）＜日本占領時代（１９４０～４５＞ 

    フランスと日本の二重統治時代。 

（６）＜第１次インドシナ戦争(1946-54)＞ 

    1945 年 9 月 2 日ハノイでホー・チ・ミンを首班とするベトナム民主共

和国が独立を宣言した。しかし、これを認めないフランス軍と戦闘

状態に入った。その間、南にフランスの支援の下にグエン王朝最後

の皇帝バオダイ帝による政府が出現。  

     54 年ディエンビエンフーの戦いでフランス軍は壊滅する。 

（７）＜ジュネーブ協定(1954)＞ 

     北緯１７度線を境に北はベトナム民主共和国、南はバオダイ・ベト

ナム国と分断されたが、２年後に統一選挙を行うこととなった。 

     しかし、1955 年にバオダイを倒しベトナム共和国を設立したゴ・デ

ィン・ジェム初代大統領は南北の分割を恒久化しようとした。 

（８）＜第２次インドシナ戦争＝ベトナム戦争(1960-75)＞ 

     アメリカが 50 万人の兵力を投入して介入したが、75 年北側の勝利に

終わった。      

（９）＜ベトナム社会主義共和国(1976-＞ 

 

３．ハノイ・ホーチミンの街路名から辿るベトナムの歴史 

 （歴史上の人物や出来事を街路の名前にしている例は多いが、ベトナムはその  

 最右翼であろう。建国から現代までの歴史上の人物の名前がキラ星のごとく  

 通りに並んでいる。全部を網羅しきれず、著名な人物名の通りを１８挙げて、 

 ベトナムの歴史に光を当ててみた。なお、ホーチミンは街路の名前でなく、 
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 市の名前になったことは周知のとおりである） 

（１）神話伝説の時代が現代に生きている 

  ＊雄王（フンヴォン）①をベトナム建国の王とする伝説。 

   この伝説に基づく「雄王（フンヴォン）神社＝デン・フン」が北部ベト  

   ナムを中心に多数存在する。なかでも、ヴィンフー省のギアリン山（１ 

   ７５メートル）の「デン・フン」は国家的な信仰の対象となっている。 

   1954 年にはホーチミンが参拝しており、1993 年にはベトナム共産党書記 

   長ドー・ムオイが参拝している。ベトナム政府はフン・ヴォンの命日 

      3 月 10 日（旧暦）を国家的休日にしようとする動きもある。 

  ＊考古学的には、ドンソン文化＝青銅器文化から発掘された銅鼓が知られ 

   ており、近年銅鼓が発掘された近くに城塞跡もみつかり、「コロア城」と 

   呼ばれている。 

（２）１０００年の北属期 

  ＊漢文化の導入： 儒教 農耕技術 新しい文化（例：婚礼）  

           漢字 教育制度＝学校 

  ＊漢の派遣した官僚支配階級は、残酷・貪欲な政治を行い、ベトナムの民 

   衆を苦しめた→反抗運動 

  ＊ハイ・バ・チュン②の反乱 

   当時のベトナムは母系社会であったので、女性が反抗の主導権を取った。 

   西暦 40 年、地方豪族＝貉将の娘チュン・チャック（姉）とチュン・ニ（妹）  

   が、漢の過酷な徴税に反対して、反乱軍を結成し漢派遣の支配者たちを 

   攻撃し、3年間北ベトナムの広範な地域の支配権を確立した。 

   漢の中央政府は馬援（マーユアン）将軍の大軍を派遣し、チュン体制を 

   壊滅した。 

   ハイ・バ・チュンの抵抗はベトナムはじめての独立であったとして、現 

   在も高く評価されている。 

  ＊バ・チュー③（チュー夫人）の反乱  

   西暦 248 年、今のタインホア省で挙兵し、大規模な反漢運動となった。 

   ベトナムで女性主導の最後の反乱と言われている（→父系社会への変化） 

  ＊反乱はその後も相次ぎ、五代十国時代の混乱した中国の弱みを利用して、 

   939 年ゴ・クエンによる独立に至る。 

（３）国の基礎作りの時代 

  ＊ゴ・クエン④（呉権）939 年当時大羅といわれたハノイに都せず、ベトナ 

   ム最古王国「オウラク王国」の都「コロア」を拠点とした。 

  ＊ディン・ボ・リン＝ディン・ティエン・ホアン⑤ 

   967 年、ベトナムの独立を完成させた。国内整備に努め、宋との関係を良 
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   好に保った。「ダイコヴィエト（大瞿越＝偉大なベトナム）の国号を名乗 

   り、「ホア・ルー」を都とした。しかし、979 年部下に殺され、ディン王 

   朝は事実上滅亡した。 

  ＊前レ朝（980～1009） 

   レ・ホアン（レ・ダイ・ハン）⑰初代皇帝がディン王朝を引き継ぎ、ベ   

   トナムの政情不安に乗じて侵攻した宋の大軍を撃破、反転して中部ベト 

   ナムのチャンパを攻撃、24 年間在位。前れ朝は３代２９年で滅亡。 

  ＊リ（李）王朝（1010～1224）9 世 215 年続いた。 

   リ・コン・ウアン＝リ・タイ・ト初代皇帝⑥より始まるリ王朝はベトナ 

   ム初めての長期政権で、ベトナム史に残る業績を数々残した。 

  ・軍事力の増強：宋・チャンパ（中部ベトナムの国）・真臘（カンボジア） 

   の三国を相手に戦い、侵攻を押し返した。 

  ・首都を初めて現在のハノイに置いた。タンロン（昇竜）と命名。 

  ・行政・軍事・治水などの整備。 

  ・文廟（孔子廟）、国子監（ベトナム最古の大学）、仏教奨励など 

   リ・トン・キエト⑦将軍：宋軍を撃破した英雄。 

  ＊チャン朝（1225～1413）14 世 181 年続いた。 

   この時代は中国の元王朝の時代と重なり、3 回にわたる元の侵攻に遭い、 

   国難の時代であった。しかし、3回とも元軍を撃退し、元の一般兵は丁重 

   に母国へ送還した（ベトナム人の自慢） 

   チャン・ニャン・トン⑧チャン朝第三代皇帝にて対元戦争の時代と重な 

   る。部下の総司令官チャン・コク・トアン＝チャン・フン・ダオ⑨を重 

   用し、元の攻撃を退けた。 

   チャン朝は、1413 年にチャン朝内部の権力争いに乗じた明によって滅ぼ 

   された。 

  （リ朝、チャン朝の４００年は「リ・チャン時代」と呼ばれ、ベトナムの 

   国家体制が確立・発展を遂げた時代といわれている） 

  ＊後レ朝（1428～1793） 

   初代レ・タイ・ト（レ・ロイ）⑩は地方豪族出身。反明戦争を主導し約 

   15 年にわたる明の支配からベトナムを取り戻した。 

    グエン・チャイ⑪はレ・ロイとともに明と戦った政治家。 

   レ・タイ・ト第二代皇帝を補佐し、国政を取り仕切ったが、皇帝の不慮 

   の死の罪を負って、一族３００名とともに処刑された。 

   レ・ライ⑫はレ・ロイの影武者として犠牲になり、英雄となる。 

   レ・タイン・トン⑬は第四代皇帝で後レ朝の最盛期に在位（1460～1497） 
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  ＜後レ朝の特徴＞ 

  ①明との良好な関係を構築 

  ②中部ベトナムのチャンパ王国を撃破・併合した 

  ③儒教を国家の指導原則とし、科挙制度を確立した 

   その後、日本の応仁・戦国時代に似た大争乱が続いた。 

  ・マック氏によるレ朝皇位簒奪（1527～1592） 

  ・チン・グエン 200 年戦争（1543～ 

  ・タイソン・グエン氏の反乱（タイソン革命）→ベトナム再統一 

   グエン・フエ⑭という国民的英雄の出現。    

（４）ベトナム国家統一 

   グエン王朝（1802～1945）初代グエン・フォック・アイン＝ザーロン帝 

   以来、バオダイ帝まで約 140 数年続いた。 

（５）フランス植民地時代 

   グエン朝時代に、1862 年～1945 年まで約 85 年間植民地支配。 

   1940 年日本軍が北部ベトナムに進駐。 

   ハムギ帝（1872～1947）⑮：反仏運動を指導したが破れアルジェリアに 

   流刑。 

   グエン・タイ・ホック⑯（1902～1930）：ベトナム国民党々首。反仏運動 

   を指導したが失敗した。断頭台で処刑。 

（６）新しい戦争の時代へー抗仏戦争とベトナム戦争 

   ベトナム民主共和国設立（1945 年 8 月） 

   サイゴン市はホーチミン市と改名された。 

   レ・ズアン⑱：ホーチミン亡き後、1976～1986 までベトナム共産党書記 

   長としてベトナムの最高指導者であった。 

（７）ベトナム社会主義共和国の時代（1976～現在） 

 

４．通りの名前にない（見当たらない？）歴史上の人物 

 ・グエン・ホック・アイン（1802 年グエン王朝初代皇帝） 

 ・ミン・マン（グエン王朝第二代皇帝） 

 ・バオダイ帝 

 ・ファン・タイン・ジャン（フランス植民地時代のベトナム側外交首脳） 

 ・ファン・ボイ・チャウ（東遊運動指導者） 

 

５．ベトナムの歴史の特徴 

 （１）中国歴代王朝との関係を良好に保とうとする態度。 

 （２）民衆の力を重要視する政治姿勢 
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 （３）過去二千年以上続いた抵抗精神 

 （４）北属南進という抵抗と侵略の歴史 

 （５）戦争が終われば敵兵を祖国に送りとどける。 

 （６）ゲリラ戦では２０００年以上の歴史がある。 

 

６．参考文献 

 「物語ヴェトナムの歴史」小倉貞男著 中公新書 

 「現代ベトナムを知るための６０章」今井昭夫・岩井美佐紀編著 明石書店 

 「ホーチミン」古田元夫著 岩波書店 

 

 

～ ベトナム史年表など次ページに続く ～ 
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 ベトナム史年表（中国史・日本史と対比してみる）        

年代(西暦) 中国 ベトナム 日本（参考） 
70-20 万年前に生存 
6000BC~ 
5000BC 
2000BC 

北京原人 
新石器（黄河流域） 
仰韶文化興る 
竜山文化興る 

（17 世紀までは、北

部中心の歴史） 
石器時代＝ソンビ・

ホアビン・バクソン

文化→青銅器文化＝

ドンソン文化 

 
縄文時代 

1600-221BC 殷→周（西周）→ 
東周（春秋・戦国）

→商 
春秋時代に孔子ほか

中国の代表的な思想

家が輩出した。 

ベトナム創始の王フ

ン・ヴォンが支配す

る貉越国の後ハノイ

中心に甌貉（オーラ

ク）王国が栄える 
(258BC-208BC) 

 
 
 
弥生文化 

221-206BC 秦始皇帝による統一

（万里の長城整備。 
壮麗な宮殿と広大

な陵墓を今の西安に

建設―兵馬俑） 

秦の時代、南中国に

派遣された趙侘が甌

貉王国を滅ぼし傘下

におさめた 
(208BC) 

 

202BC-9AD 
 
 

漢高祖天下統一 
前漢王朝(207 年間) 
108BC 朝鮮半島制覇 
111BC 北部ベトナム 
    制覇 

趙侘は南越国を建国

し北部ベトナムを間

接統治した。 
111BC、漢武帝によ

り征服され、以後千

年の北属期に入る。 

 
 
100BC ごろ百余国に 
分立していた 

9-25 王莽即位新国建てる   
25-220 
 
 

光武帝後漢王朝再興 
（匈奴度々来襲） 
184 農民反乱・黄巾

賊蜂起→漢王

朝没落(220) 
208 赤壁の戦い 

チュン姉妹による反

乱（40～41） 
（ベトナムのジャン

ヌ・ダルクと言われ

ている） 

 
 
57 後漢へ遣使 
2 世紀後半倭国大乱

卑弥呼王となる 
 

220-280 三国時代 
（魏・呉・蜀） 

  

280-316 晋（西晋）   
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316-420 五胡十六国（北東部） 
（鮮卑・匈奴・羯・

氐・羌の異民族５族

中心の時代） 
東晋（南西部） 

 大和時代（大和朝廷） 
 
 
 
413 倭王、東晋に遣使 
  

420-589 南北朝時代 
北：北魏（鮮卑族）

―北周 
南：東晋―宋―斉―

梁―陳 

  
562 新羅、任那征服 

589-618 隋による統一 
運河整備（煬帝） 
積極的対外政策 
科挙始まる 

  
 
604 17 条憲法制定 
607 遣隋使 

618-907 唐・高祖李淵即位 
（律令政治。長安＝

世界最大の都市） 
太宗 貞観の治 
女帝 則天武后 
玄宗 開元の治 
安史の乱 

 630 第一次遣唐使 
663 白山江の戦い 
645 大化の改新 
710～奈良時代 
794～平安時代 

907-979 五代十国時代 
（唐末の黄巣の乱

後、漢族・異民族入

り乱れて武士の群雄

割拠の時代が続く） 

939 ゴ・クエンによ

る独立達成。 
944-968 １２使君乱

立時代。 
968 ディン王朝によ

る「ダイゴヴィエト」

建国＝完全独立。 

 

979-1126 宋による統一 
（皇帝と科挙を基礎

とした官僚制によ

る独裁体制確立。 
 王安石の活躍。 
印刷術、羅針盤、

火薬の普及） 

979-1009 前レ朝 
1010 リ朝「大越国」

（９世 215 年） 
・仏教の興隆 
・孔子廟（文廟）建

設→国子監（ベトナ

ム最古の大学） 
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1126-1234 
 
 

金（北部） 
女真族（ツングース

系）の支配。 
宋は南に移り南宋と

なる。（朱子学） 

1225- チャン朝 
（14 世 181 年） 
この間数回にわたり 
元軍の侵攻あり 

1192～鎌倉時代 

1234-1368 
 

元 
（蒙古族による世界

的大帝国の確立） 
漢族・漢文化排除 
 
 

（チャン朝の総司令

官チャン・コク・ト

アン＝チャン・フ

ン・ダオの軍が元軍

を破る 1288） 

1274 元＝ 蒙古来襲 
1281 元＝蒙古来襲 
1333 鎌倉幕府滅亡 
  建武の中興   

1336~37 南北朝時代 
1338~室町時代 

1368-1644 明 
（漢族で江南の貧農

出身の朱元璋が初代

明太祖で漢民族中心

の国に戻した） 
１６帝 277 年続く。 
太祖は君主独裁制を

敷き、以来恐怖政治

に近い政治が続き、

国民の反感を買っ

た。 
鄭和の指揮による大

艦隊でのアジア周航

は有名。 
 
 

1413 チャン朝、明に

滅ぼされる 
1428-1793 
 後レ朝。初代レ・タ

イ・ト（レ・ロイ）

明軍撃退。以来、前

期 9 代、後期 14 代続

いた。 
【この間にマック氏

王位簒奪(1527-92)、 
チン・広南グエン 200
年戦争(1543-1753)、
タイソン（西山）・グ

エン氏の乱(1771-91)
など内乱継続】 
 

1368 足利義満征夷

大将軍になる 
 
 
1573～安土桃山時代 
 
 
 
 
1600～江戸時代 

1644-1911 清（満州族の王朝） 
初代 ヌルハチ 
1661-1795 清の黄金

時代＝康熙帝・雍正

帝・乾隆帝 
辮髪の強制 
西欧・日本の侵略立

→アヘン戦争・日清

戦争 

【ベトナム統一】 
1802～グエン朝 
（初代グエン・フォ

ック・アイン＝ザー

ロン帝） 
1862 フランス植民

地時代の始まり 
（ベトナム語のロー

マ字化） 

 
 
 
 
 
 
 
1867～明治時代 
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国内：太平天国の乱 
   義和団事件 
 

1873 フランスによ

る南部ベトナム征服 
1885 フランス全ベ

トナムを植民地化 
1911-1945 
 
 

辛亥革命→中華民国 
孫文の三民主義 
袁世凱など軍閥跋扈 
日本の 21 か条要求 
五四運動 
1937 日中戦争勃発 

 
1940 日本軍北部に

進駐 
1945 日本軍が進駐

し、フランス

軍の武装解除 
1945.8 終戦 
グエン朝最後の皇帝

バオダイ退位 

1912～大正時代 
1925～昭和時代 
1937 日中戦争 
1941  太平洋戦争 
 
 
1945.8 終戦 

1945-1949 
 
 
 
 
 
 
 
 

国共対立による内戦 1945 ホーチミンが

ハノイでベトナム民

主共和国独立宣言 
1946 ベトナム・フ

ランス間のイ

ンドシナ戦争 
1949 南部にベトナ

ム国樹立（バオダイ

元首） 

 

1949―現在 中華人民共和国 1954フランス軍降伏 
ジュネーブ条約にて

北緯17度線で南北ベ

トナム分割 
1960 北ベトナム、

南部武力解放決定 
以後、南北対立激化

→アメリカの介入に

より全面戦争とな

る。 
1975 ベトナム戦争

終結・北ベトナムに

よる全国制覇。 
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ベトナムの歴史を綴る詩 
①フン・ヴォン（Hung Vuong）通り  
ベトナム創建の父の名 
最初の国家「文郎（ブンラン）国」の創始者 
ハノイの北方ヴィンフーの小山の上 
香華香るフン・ヴォン廟 老若男女の祈りあり 
新生ベトナムの父ホーチミンも参詣した 
旧暦 3 月 10 日は国家的祭礼日 
ベトナム政府要人が詣でる日なり 
 
②ハイパーチュン(Hai Ba Trung)通り  
美貌を誇るチュン姉妹だ  西暦 40 年のこと 
漢の支配に抵抗し、反乱軍を組織した 
独立三年享受したが、漢・馬援の大軍来たり 
悲劇の二人は入水して、二人の首は洛陽送り 
 
③バ・チュウ(Ba Trieu)通り  
チュウ・アオ夫人の物語 
チュン姉妹の二百年後、漢に反抗立ち上がる 
海より来たりゾウに乗り 巨乳を肩に兵叱咤 
漢の大軍蹴散らかしたが、力尽きあえなく戦死した 
 
④ゴー・クエン（Ngo Quyen）通り  
ベトナム独立の父 眼光鋭く長身で 光に包まれ虎のごとく 
ベトナムの中国派クック（曲）政府を打ち破り 
迫りくる南漢軍を バクダン江の決戦で打ち破り 
939 年北属終了 古代オウラック国コロアに都す 
 
⑤ディン・ティエン・ホアン（Dinh Tien Hoang）通り  
ディン・ポー・リンの名で知られ 真の独立もたらした 
かわうそディンは超能力 群雄割拠の諸侯を破り 
ハノイの南ホアルーに都を定め、ホアルー王朝成立 
968 年ダイコヴィエト（大瞿越）皇帝称し即位した 
旧正月人々は 竜に乗る裸のディンの掛け軸飾る 
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⑥リ・タイ・ト（Ly Thai To）通り   
リ朝初代皇帝の名 1010 年から９世 215 年の長期政権 
レ朝近衛隊長リ・コン・ウアン衆望担って即位した 
首都は今のハノイなり 昇竜と名づけた 
仏心厚く 多くの寺院を建立した 
３代リ・タイン・トンは国号をダイヴィエト（大越）とした 
ハノイに孔子廟建立し儒教を奨励した  
ヴィエトナム最古の大学「国士監」創設した 
 
⑦リ・トン・キエト(Ly Thuong Kiet)通り 
リ朝第一の将軍 ヴィエトナムの安全確保に尽くした 
中国（宋）・チャンパ・ラオス・カンボジアはリ朝を取り囲み 
滅ぼさんと企んだが リ朝統率優れ すべて撃退した 
リ・トン・キエトの詩「南の国の山河は南の帝王が支配する」 
に将兵たちは紅河の神を信じ 宋軍を壊滅したという 
 
⑧チャン・ニャン・トン（Tran Nhan Tong)通り 
チャン朝第三代皇帝にて、元寇最中に在位した 
チャン・フン・ダオを重用し、元の大軍撃破した 
 
⑨チャン・フン・ダオ(Tran Hung Dao)通り 
リ朝の後のチャン朝(1223~1400)の英雄  
3 度の元の来襲を 勇気と知恵で撃退した  
1 回、2 回はゲリラ戦 強大な元軍を翻弄した 
3 回目はバクダン江 ンゴー・クエン先例見習いて 
水底に杭を立て 上げ潮どきに上流逃げ 
元の大軍引き寄せた 引き潮どきに敵を追い 
敵船杭にひっかかり 上や下への大騒ぎ 
元船１００隻撃沈し 400 隻を捕獲した 
 
⑩レ・ロイ(Ｌｅ Ｒｏｉ）通り 
チャン朝末期明軍ベトナム蹂躙のとき 
地方豪族レ・ロイが蜂起 明の大軍に戦い挑んだ 
1418 年 2 月 ピンディン（平定）王を名乗り 
10 年間の戦いを続け 後レ王朝初代となった 
まずは得意のゲリラ戦 明軍悩むが持ちこたえ 
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レ・ロイ軍大いに苦しみ 双方痛みわけとなった 
お次はレ・ロイ勝利の番 象にまたがり大進撃 
明軍こもるゲアン城 またたく間に陥落した 
最後は紅河デルタの大決戦 明軍追いたて北上す 
ハノイを奪回 チランの関で明の大軍打ち破る 
レ・ロイは疲労困憊の明軍に水と食料提供し 
報復求める部下たちさとし 明人全員故郷に戻した 
ハノイのホアンキエム湖のほとりの水上人形劇場で 
レ・ロイが湖の亀から剣を受け取り明を破った伝説が 
人形たちによって演じられている 
 
⑪グエン・チャイ(Guen Trai)通り 
レ・ロイとともに ベトナム守り戦った 
チャン朝貴族の末裔で 高潔思想堅固の人 
国民こころを一つにすれば 明の大軍なんのその 
「平呉大誥」（明を撃破して国民に告げる）を書き 
平和のための詩をもって 救国を国民に訴えた 
国民これ読み奮い立ち ベトナム勝利を勝ち取った 
功労者グエン・チャイ 国の要職担当したが 
二代目皇帝レ・タイ・トンの不慮の死に誤解され 
一族 300 名とともに タンロン刑場の露と消えた 
 
⑫レ・ライ(Le Rai)通り 
レ・ロイと同じ村仲間 レ・ロイとともに戦った 
レ・ロイ軍 明の包囲で万策尽きたが 
レ・ライがレ・ロイの影武者となり 
明軍欺き レ・ロイを救った 
レ・ロイはレ・ライの死を悼みつつ、明の大軍打ち破った 
 
⑬レ・タイン・トン(Le Thanh Ton)通り 
後レ朝 4 代目皇帝(1460~97) ベトナム歴史の絶頂期 
明との関係良好で 南のチャンパ征服し ラオスも支配下においた 
洪徳律例で国の基礎作り上げ 儒教重んじ各地に学校創設した 
農業を大いに奨励し 農村大いに潤った 
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⑭グエン・フエ（Guen Hue) 通り 
広南グエンではありません 西山（タイソン）グエンと申します 
グエン・ヴァン・ニャク グエン・ヴァン・フエ グエン・ヴァン・ルゥ 
三兄弟 広南グエン氏の圧制から民を救わんと蜂起した(1771) 
三兄弟そろってやさしく力持ち 民衆こぞって支援した 
広南グエンたちまち破れ メコンの奥へ逃げ込んだ 
広南グエンのグエン・フック・アイン フランス・タイの支援受け 
メコン河で対戦したが、あいなくグエン・フエ軍に打ち破られた 
北からはチャンスとばかり清国軍がレ朝の末裔立てて侵入したが 
グエン・フエ軍これを壊滅した かくして後レ朝は 257 年の歴史を閉じた 
西山（タイソン）三兄弟は国内整備に着手したが、 
中心のグエン・フエは 39 歳の若さで白血病で死亡した（1792） 
1802 年タイソン・グエン軍はグエン・フック・アイン軍により壊滅 
 
⑮ハムギ(Ham Nghi)通り 
グエン・フック・アインは 1802 年に今のベトナムを統一した 
フランスとタイの支援を受け 西山（タイソン）グエンの勢力を 
完膚なきまでに打ちのめした  
グエン朝初代の皇帝としてザーロン帝と称した(1802~1820) 
けれどもなぜか彼の名は通りの名前になっていない 
彼の大敵グエン・フエは通りの名前になっている 
ザーロン帝はフランスなど外国勢力の援助で国を統一したためだろうか 
二代目ミンマン帝の名も通りの名前に見当たらない 
ミンマン帝(1820~1841)は鎖国政策を採用 外国人を排斥し 
キリスト教を禁じ儒教を国の基本とした 
ハムギ(1872-1947）はグエン王朝第八代の皇帝の名前だ 
ハムギの時代(在位 1884-85）フランスによる植民地支配完成したが 
ハムギはゲリラ戦でフランスに対抗したが、力及ばずフランス軍に捕われ 
アルジェリアに流された 流刑地で死去した 
反仏民族運動のシンボル的存在として慕われている 
 
⑯グエン・タイ・ホック(Nguyen Thai Hoc)通り 
ベトナム国民党党首として、反仏運動を指導した 
1904 年生まれ 身長 1.8 メートルの偉丈夫なり 
フランス植民地政府に平和的協調を提案したが無駄に終わり 
国民党を結成して武力闘争に入る 
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1930 年武装蜂起失敗し、断頭台の露と消えた 
 
⑰レ・ダイ・ハン（Le Dai Hanh)通り 
中国は宋の時代 弱体化したディン王朝の後を継いだ 
前レ朝初代皇帝レ・ホアンの送り諡名なり 
ベトナムの混乱につけこんで、侵略する宋軍を 
チランで撃破、バクダン江で撃破 勇名をはせた 
 
⑱レ・ズアン(Le Duan)通り 
ホーチミン主席亡き後、ベトナム共産党書記長として 
1976～1986 までベトナムの最高指導者であった 
統一後のベトナムを指導するレ・ズアンは 
毀誉褒貶あい半ばする政治家であった 
1969 年にホーチミンが死去して後、 
ベトナム戦争の事実上のリーダーとして 
南北統一を達成した 
しかしその後社会主義政策を推進し、経済的には停滞した 
レ・ズアンの死後、ベトナムはドイモイ時代に入る 
 










